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概要
　本稿では、我々が開発したサーバー自動構築システム「RAT SNAKE（開発コード）」について紹介する。
　現在、「モノのインターネット（IoT：Internet of Things）」が普及期を迎えており、将来的に、IoT関連のデータを
処理するために膨大な数のサーバーが必要になると予想されている。それに伴い、サーバーの構築作業に掛かる
コストも無視できないものになるであろう。
　RAT SNAKEは、この課題に対するソリューションの1つである。RAT SNAKEを利用してサーバーを構築する
ことで人的作業の省力化やリードタイムの大幅短縮を実現できる。RAT SNAKEがもたらすメリットは、既存技術
だけでは実現することが難しく、インテックの独自技術を組み合わせることで初めて実現可能となる。

  1.  はじめに
　RAT SNAKE の開発は、インテックが現在サービス提供して

いるプラットフォームサービス「IoT 向け共通プラットフォーム」

のサーバー構築を自動化することを目的に行った。IoT 向け共

通プラットフォームは、IoTを実現するためのクラウド型のプラッ

トフォームサービスである。至る所に存在する何百万、何千万

というスマート端末やセンサー端末などの「モノ」から発生す

る膨大なデータを、リアルタイムに処理し、その結果として生

成される高付加価値データを利用者のアプリケーションに提供

する。インテックの独自技術によるデータ処理ライブラリーを

用意しており、利用者の要望に応じたデータ処理を容易に開発

できる。これにより、利用者は、アプリケーション開発のリード

タイムを短縮し、早期のサービスリリースを実現する。

　IoT向け共通プラットフォームのアーキテクチャー検討におい

ては、「システムの自律化」の実現を最重要ミッションと位置付

け、特に力を入れて取り組んだ。「システムの自律化」とは、システ

ムを構成するサーバー群やサブシステム群が自律的に連携するこ

とで、少人数での運用を可能にし、ひいては運用に関わるコスト

を最少化することを目的とするものである。最終的な目標として、

1～２人で数万台のサーバーを管理できることを目指している。

　この方針の背景には、IoTの急速な普及がある。IoT向け共通

プラットフォームは、前述の通り、IoTを実現するためのサービ

スである。シスコシステムズ社では、２０２０年までに５００億台の

デバイスが、インターネットに接続されると予測している[1]。

　このような膨大な量のデータを処理するためには大量のサー

バーが必要となる。しかし、まだデータ量が少ない現時点にお

いて大量のサーバーを用意することは現実的ではない。そのた

め、システムには、データ量の増加に合わせてサーバーの増設を

容易に実現できる仕組みを備えることが必須要件となった。

　RAT SNAKEは、この必須要件を満たすためのソリューション

の１つである。以降の章でRAT SNAKEがもたらすメリットや

技術的な仕組みの詳細について述べる。

　RAT SNAKEは、OS（Operating System）がインストール

されていないマシンや再構築したいマシンに対して、自動的に必

要なOSやパッケージをインストールするサービスを提供する。

　RAT SNAKEは、インストールサーバーとクライアントから

構成されるクライアント／サーバーシステムとなっている。本シス

テムにおけるクライアントとは、OSやパッケージをインストール

する対象となるマシンのことを指す。

　インストールサーバーは、ネットワーク経由でクライアントに

OSやパッケージのインストールと設定を自動で行うサービスを

提供する。対象となるクライアントマシンとそれに対してインス

トールするOSやパッケージは、インストールサーバーに配置す

る設定ファイルに記述する。クライアントには、設定ファイルに

サーバー構築全自動化への挑戦
楠田　友彦

  2.  システムの概要
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図１  システム構成

記述した通りのインストールが行われる。

　インストール対象OS、及び、インストールサーバー用のOS

は、Red Hat系Linuxのみをサポートする。

図２  RAT SNAKE の特長

  3.  システムの特長
　本章では、RAT SNAKEの７つの主な特長を示し、RAT SNAKE

を利用してサーバーを構築することのメリットを明確にする。

3.1  人的作業の省力化
　第1に、サーバー構築における人的作業を省力化できることが

メリットとして挙げられる。本システムを利用してサーバーを新

規構築する場合、作業者がデータセンターで行うべき作業は、

物理的な構築が完了したマシンの電源ボタンを押すことだけで

ある。これだけで指定のOSとパッケージがマシンに自動的にイ

ンストールされる。その際、コンソールからの入力操作は一切必

要ない。大量のサーバーを構築する場合、コンソールを接続せ

ずに済むことは省力化の効果が非常に大きい。

　また、人的作業の省力化は、システムの品質を維持するため

にも不可欠である。大量サーバーの構築は、単純作業の繰り返

しとなるため、たとえ、作業手順書に従っていたとしても、作業

者の集中力が低下しやすく、ミスを誘発する危険性が高い。特

に、効率化のために並列で作業を行う場合には、別のサーバー

と手順を取り違えて行ってしまうなどのリスクも発生する。RAT 

SNAKEでは、単に電源ボタンを押すだけであるため、こうした

ミスを犯す可能性は極めて低い。

3.2  リードタイムの大幅短縮
　第２のメリットは、リードタイムを大幅に短縮できることであ

る。ここでは、１００台のサーバーを構築するケースを例に、RAT 

SNAKEを利用しない場合と利用する場合を比較する。

　RAT SNAKEを利用しない場合、1名の作業者が1台ずつ順

番にサーバーを構築するとして、1台当たり３０分の時間を要する

とすると、単純計算で３,０００分（５０時間）の工数が必要である。

1日８時間の人日換算で６人日強の工数となる。先に述べたよう

に、手動作業の場合は作業者がミスを犯す危険性があり、手戻

りの作業時間も考慮すると７人日程度が必要であると考えら

れる。

　一方、RAT SNAKEを利用した場合は、インストールを並列

に同時実行することができるので、３０分で１０台以上のサーバー

構築を完遂できる。インストールサーバーのマシンスペックや

ネットワークの帯域次第で、さらに多くのサーバーを同時に構築

することも可能である。実際、IoT向け共通プラットフォームの

初期構築を行った際には、ラック7本に搭載された１００台以上

のマシンにサーバーを構築する必要があったが、RAT SNAKE

を利用したことで、構築期間をわずか８時間に大幅短縮するこ

とに成功した。

3.3  マルチシステム対応
　小規模なシステムの場合、1つのシステムを構成するサーバー

は多くても数台であることが多い。そのようなシステムにとっ

て、RAT SNAKEのようなシステムは、過剰な設備に見えかね

ない。

　こうしたシステムへの適用を想定し、RAT SNAKEでは、1台

のインストールサーバーで複数の異なるシステムのサーバーを

インストールすることが可能になっている。例えば、データセン

ターで多数のシステムを運用するサービスを提供している事業

者に導入すれば、複数の小規模システムを1台のインストール

サーバーでまとめて構築することができる。
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3.4  容易な設定方法
　自動インストールを行うためには、インストール対象のマシン

を指定して、そのマシンに何をインストールしてどのような設

定を行うかを決めなければならない。RAT SNAKE では、

CSV（Comma-Separated Values）形式の設定ファイルに

これを記述する。横の行に対象マシンを1行に1台ずつ記述す

る。縦の列が設定項目となっており、対象マシンと同一の行に

記述された設定項目の値が、そのマシンに適用されるインス

トール内容となる。

　設定ファイルは前述のようにCSV形式になっているので、

Excel等の表計算ソフトウェアで編集することができる。複数

のサーバーに関する設定もオートフィル機能を利用すれば簡単

に作成することが可能である。しかも、この設定ファイルは、そ

のままシステム構成管理表としても利用できる形式になってい

るため、別途管理表を作成する手間が省ける。

3.5  ネットワークスイッチのポートによる
　    対象マシンの指定
　もう1つ、設定ファイルに関する特徴として、RAT SNAKE

では、インストール対象マシンをそれが接続されているネット

ワークスイッチのポート番号で指定する。RAT SNAKEにお

けるクライアントは、当然ながら、OSすらインストールされて

いないマシンであり、一般的にマシンを特定するために利用さ

れるホスト名や IPアドレスを使用することができない。マシン

のネットワークインターフェースカードに固有のMAC（Media 

Access Control）アドレスをクライアントの識別子として利用

する方法もあるが、大半のベンダーのマシンは、MACアドレス

をマシンの外観から把握することができないため、各マシンの

MACアドレスを調べることに手間がかかり、設定を作成する

負荷が大きくなってしまう。こうした理由から、直感的にも理解

しやすいように、対象マシンをネットワークスイッチのポート

番号で指定する方法を採用している。

　この指定方法は、故障時のマシン交換に有用である。マシン

が故障した場合、同機種の予備マシンと交換するという運用を

行うとする。RAT SNAKEでは、ネットワークスイッチのポート

に対してインストール内容を定義しているため、故障したマシ

ンと同じ位置に戻した予備マシンには、故障マシンと同じOS、

パッケージ、設定が適用される。システム構成は、故障の前後

でまったく同じであり、構成管理資料を更新する必要がない。

また、仮にMACアドレスで指定する方法を採用していたとする

と、設定ファイルを予備マシンのMACアドレスに変更すると

いった手間が発生するが、本方法の場合は設定ファイルの変更

は不要である。

　本方式は、特に多種のサーバーを取り扱う場合の故障対応

に効果を発揮する。大規模なシステムの場合、多種のサーバー

でシステムが構成されていることが多いため、サーバーごとに

コールドスタンバイのマシンを用意するのは無駄が多い。RAT 

SNAKEのように、故障が発生してから再構築する方式の場合

は、共通の予備マシンを２、３台用意すれば良いので、予備マシン

の管理・運用を簡素化することができる。

図３  設定ファイルの例

3.6  仮想ボリューム作成機能
　一般的なサーバー構築手順においては、OSをインストール

するまでの前段で、物理的な構築作業（キッティング、マウン

ト、ケーブリングなど）に続いて、ファームウェアの設定を行う

必要がある。特にハードウェアRAID（Redundant Arrays of 

Inexpensive Disks）のコントローラーを搭載しているマシン

の場合は、OSのインストール先となる仮想ボリュームの作成

が必須となる。

　そのため、OSのインストールにおいて手動操作を不要にした

としても、その前段のファームウェア設定を手動で行わなけれ

ばならず、結局コンソールを接続しての作業が発生してしまう。

　RAT SNAKEでは、こうした課題に対応するため、ハード

ウェアRAIDの仮想ボリュームをOSのインストール前に自動

作成する機能を有している。この機能を利用することで、利用

者はコンソール接続作業を行わずに済む。

スイッチポートに対して、インストール内容を定義

ポート　     OS　   ホスト名　 IP アドレス　 パスワード

10.0.0.1_1

10.0.0.1_2

10.0.0.1_3

10.0.0.1_4

10.0.0.2_1

…

CentOS

6.5

CentOS

6.5

RHEL

6.5

RHEL

6.5

CentOS

6.5

…

Web1

Web2

DB1

DB2

App1

…

192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.4

192.168.1.5

…

$6$Vht1…

$6$Vht1…

$6$Vht1…

$6$Vht1…

$6$Vht1…

…
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3.7  拡張モジュールの定義
　利用者は任意の拡張モジュール（Pythonスクリプト）を定

義して、インストールサーバーに登録することが可能である。

また、そのスクリプトに対する引数を設定ファイルに記述して

渡すことができる。この機能を利用することで、標準のRAT 

SNAKEでは設定できない項目を追加でき、クライアントごと

に異なる設定も適用することが可能になる。

　さらに、RAT SNAKEでは、標準でいくつかの拡張モジュー

ルを事前定義して提供している。例えば、SSH（Secure 

Shell）の公開鍵をクライアントに配布するSSHモジュール

を拡張モジュールという形式で提供している。設定ファイルに

は、配布する公開鍵ファイルのパスを指定できるようになって

おり、クライアントごとに異なるパスを指定することも可能で

ある。このモジュールを利用することで、インストール完了後、

直ちに当該公開鍵の秘密鍵を持つマシンからSSHでログイン

できるようになる。

　本章では、RAT SNAKEの動作概要を説明する前提知識と

して、RAT SNAKEを構成するベース技術の概要を紹介する。

RAT SNAKEは、既存技術であるPXE（Preboot Execution 

Environment）、キックスタート、Chefをベース技術として利

用している。

4.1  PXE
　PXEは、インテル社が策定したネットワークブートの規格で

ある[２]。PXEに対応したクライアントは、リモートのサーバー

にあるOSのブートイメージを利用して起動することができる。

　クライアントは、サーバー上に置かれた自身のMACアドレス

に対応する設定ファイル（PXEファイル）の定義に従って起動

する。PXEファイルには、起動するOSイメージの所在やカー

ネルオプションなどを定義する。対応する設定ファイルが存在

しなければ、デフォルト指定されたPXEファイルの設定で起

動する。

　PXEのクライアント機能は、ネットワークインターフェース

カードのROM（Read Only Memory）に内蔵されており、

BIOS（Basic Input/Output System）やUEFI（Unified 

Extensible Firmware Interface）といったファームウェアレ

ベルの設定で有効にすることが可能である。

4.2  キックスタート
　キックスタートは、Red Hat系Linuxのインストーラーであ

るAnacondaの拡張機能で、インストールを自動化するため

の仕組みである[３]。通常のインストール作業は、インストー

ラーをDVDなどのメディアから起動し、コンソールに表示され

るウィザードに従って、パスワードやディスクのパーティション、

インストールするパッケージなど、利用者が必要なオプション

を選択・設定する形式で行われる。それに対して、キックスター

トでは、ウィザードに従って設定する代わりに、予め作成した

設定指示書（キックスタートファイル）をAnacondaに渡すこ

とで、一切の入力操作なしでインストールを実行する。キック

スタートファイルの所在は、Anaconda起動時のカーネルオプ

ションにURI（Uniform Resource Identifier）で指定する。

　キックスタートファイルには、利用者が必要とする設定を記

述する。キックスタートファイルには、標準で定義されている

設定項目だけでなく、任意のスクリプトを記述することができ

る。これにより、標準の設定項目だけでは設定できなかった独

自のカスタマイズを柔軟に行うことが可能になる。

4.3  Chef
　Chefは、シェフソフトウェア社が中心となって開発を進めて

いるオープンソースで、サーバーの構成管理を自動化するシス

テムである[４]。Chefは、クライアントサーバー型のシステムと

なっており、クライアントはWindowsやLinuxなど複数のプ

ラットフォームに対応している。

　サーバーには、予めクライアントごとの設定ファイルを登録

しておく。設定ファイルには、サーバーの「あるべき状態」を記

述する。クライアントでChefのクライアントツールを実行する

と、そのクライアント用の設定ファイルに従って、あるべき状態

と同じになるように、アプリケーションのインストールや設定

ファイルの配布が行われる。

　一見、キックスタートと同じことを行っているように見える

が、Chefは、OSレイヤーよりも上位を対象としており、キック

スタートと比較して、より細かい制御を容易に行うことができ

る。また、Chefはアプリケーションや設定の更新にも対応して

いるので、サーバーのライフサイクルを継続的に管理すること

が可能になる。

　IoT向け共通プラットフォームでは、OSやベースとなるパッ

ケージのインストールはキックスタート、上位アプリケーショ

ンのインストールはChefといった使い分けをしている。

  4.  RAT SNAKE を構成する技術
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　本章では、RAT SNAKEの動作概要をインストールの流れ

に沿って説明する。RAT SNAKEでは、事前準備と本番インス

トールの２段階でインストールを行う。RAT SNAKEは、４章で

紹介したベース技術に不足していた機能を独自技術で補完する

ことで効率的な自動インストールを実現している。

5.1  事前準備
　利用者が対象マシンの電源をオンにするところから事前準備

の一連のフローが開始する。マシンの工場出荷時のファームウェ

ア設定にも依存するが、大半のマシンは、ハードディスクや SSD

（Solid State Drive）などの内蔵ストレージデバイスに OS の

ブートイメージが存在しない場合は、PXE のクライアントが起

動するようになっている。PXE クライアントは、起動時に DHCP

（Dynamic Host Configuration Protocol）で IP アドレスを

取得しようとする。インストールサーバーは、DHCP サービスを提

供しているため、PXE クライアントには、一時的な IP アドレスが

割り当てられ、インストールサーバーとIP で通信できるようになる。

　初期状態では、インストールサーバー上に当該マシンのMAC

アドレスに対応するPXEファイルが存在しないため、クライア

ントは、デフォルトのPXEファイルの内容に従って起動する。デ

フォルトのPXEファイルでは、起動するOSとして、Linuxイン

ストーラーのAnacondaを指定しているため、当該マシンでは

Anacondaが起動する。

　また、デフォルトのPXEファイルでは、カーネルオプションに

事前準備用のキックスタートファイルのURIを指定している。事

前準備用キックスタートファイルでは、OSをインストールするた

めに必要な準備処理を行うスクリプトを定義している。

　1つは、仮想ボリュームの作成処理である。キックスタートは、

LinuxのOSを自動インストールするための仕組みであるため、

標準機能ではOSよりも低レイヤーであるファームウェアに関

する設定を制御できない。そこで、事前準備用スクリプトでは、

RAIDコントローラーベンダー提供のLinuxからRAIDコント

ローラーを制御するためのツールをAnacondaにインストール

し、それを実行して仮想ボリュームを作成する処理を定義してい

る。Anacondaは、ディスクレスで稼働する最少構成のLinuxで

あるため、Linuxで稼働するツールはAnacondaにインストール

して使用することができる。

　もう１つは、MAC アドレスの通知処理である。スクリプトの

中で、PXE クライアント自身のネットワークインターフェースカー

ドの MAC アドレスを確認し、インストールサーバーの Web API

（Application Programming Interface）に通知する。

　MAC アドレスを通知されたインストールサーバーでは、当該

マシンのための PXE ファイルとキックスタートファイルの生成

を行う。３章において、RAT SNAKE では、対象マシンを指定

するためにネットワークスイッチのポート番号を使用することを

述べた。しかし、実際のクライアントとサーバーの間の制御には

PXE を用いているため、インストールサーバーは、PXE の仕様

に従って MAC アドレスでクライアントを特定する必要がある。

　このギャップを埋めるために、インストールサーバーは、当該

マシンを収容しているネットワークスイッチとの連携を行う。まず、

インストールサーバーは、MAC アドレスの通知を受け取ったこ

とをきっかけに、ネットワークスイッチに問い合わせを行い、当

該 MAC アドレスを学習しているポートの情報を取得する。問い

合わせには、ネットワークスイッチの実装に応じて、SNMP（Simple 

Network Management Protocol）、または、SSH を利用する。

そして、取得したポート情報を元に RAT SNAKE の設定ファイ

ルから一致する行を探索する。ポート情報に一致する行を発見し

た場合、その行に記述されている設定項目の値を元に PXE ファ

イルとキックスタートファイルを生成する。

　サーバーで PXE ファイルとキックスタートファイルの生成が完

了した後、クライアントの Web API 呼び出しに対する応答を返

す。クライアントでは、応答が返ってきたことをきっかけに、自身

の再起動を行う。以上で事前準備の一連のフローは完了となる。

  5.  RAT SNAKE の動作概要

図４  事前準備のフロー
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  6.  おわりに

図５  本番インストールのフロー

5.2  本番インストール
　クライアントの再起動により、本番インストールのフローが

開始する。従って、事前準備から本番インストールまでの間に利

用者による作業は必要ない。

　この時点では、まだ内蔵ストレージデバイスにOSがインス

トールされていないため、再び、PXEクライアントが起動する。

ただし、今度は、事前準備において生成したPXEファイルが存

在しているため、そのファイルに従って起動する。このPXEファ

イルには、起動するOSとしてAnaconda、使用するキックス

タートファイルとして事前準備において生成したキックスタート

ファイルが指定されている。

　キックスタートファイルには、RAT SNAKEの設定ファイルに

記述した設定が反映されているため、利用者がRAT SNAKEの

設定ファイルで設定した通りにインストールが行われる。標準的

なインストールと設定が完了した後に、拡張モジュールとして定

義したスクリプトが実行され、インストールが完了する。拡張モ

ジュールのChefモジュールで、Chefクライアントツールのイン

ストールと起動時にChefクライアントツールを自動実行するよ

うに設定する。インストールが完了した後、自動的に電源がオフ

の状態となる。

　マシンの電源をオンにすると、内蔵ストレージデバイスに起

動可能なOSが存在するため、PXEクライアントではなく、その

OSが起動する。OS起動の過程で、Chefクライアントツールが

自動実行され、アプリケーションのインストールや設定ファイル

の配布が行われる。以上の工程を経て、当該マシンはサーバー

として動作するように構成される。

　本稿では、サーバー自動構築システム「RAT SNAKE」のメ

リットとそれを実現する技術について説明した。RAT SNAKE

がもたらすメリットにより、インテックが現在サービス提供して

いる「IoT向け共通プラットフォーム」のシステム構築において、

手間と工期の大幅削減を達成した。

　今後は、物理作業やファームウェア設定も含めた更なる自動

化による運用コストの最少化を追求しつつ、ベンダー依存箇所

のカスタマイズやWindowsのサポートなど、より多くのシステ

ムに対応できるよう汎用性も強化していきたい。
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