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自己紹介 

名前：八代 光平 

所属：TIS株式会社 IT基盤技術推進部 

 

略歴： 

 2015年TIS株式会社に入社 

インフラの自動化（SDI・IaC）関連の検証・開発 

社内へのインフラ自動化推進活動 

 

 

3 



なぜSIerがこんな話をするのか 



インフラエンジニアの抱える課題 

インフラ構築時の人的ミス 

ドキュメントと実機の乖離 

属人化と品質 

より早く・より安く・でも品質は変えないで!! => 
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新しい技術 6 

仮想化技術 
 VMware vSphere、VirtualBox 

クラウド 
 AWS、Azure 

コンテナ 
 Docker、LXD 

IaC 
 Ansible、Serverspec 



新技術導入への課題 

お客様環境 

新しい技術へのアレルギー 

技術習得とコスト 
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Ansbile・ServerspecベースのOSS開発 

課題を解決するための取り組み 



 

 インフラの構成管理ツール 

 コードに基づきターゲットを構成 
(≒自動設定) 

 べき等性 

 エージェントレス(SSH/WinRM) 

 

 

Ansibleのplaybook 

Ansibleとは 

 - name: network configuration 
    os_network: 
      cloud: demo 
      name: demo_network 
 
  - name: subnet configuration 
    os_subnet: 
      cloud: demo 
      name: demo_subnet 
      network_name: demo_network 
      cidr: 192.168.151.0/24 
 
  - name: router configuration 
    os_router: 
      cloud: demo 
      name: demo_router 
      network: provider 
      interfaces: demo_subnet 
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 インフラの自動テストツール 

 設定を確認（≒単体テスト） 

 エージェントレス(SSH/WinRM) 

 

 

Serverspecのspecファイル 

Serverspecとは 

describe user(“user01”) do 
  describe (“が存在すること") do 
    it { should exist } 
  end 
 
  describe (“のuidが500であること) do 
    it { should have_uid “500" } 
  end 
 
  describe (“がgroupに所属すること“)   do 
    it { should belong_to_group group} 
  end 
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IaCの恩恵 

インフラ構築時の人的ミス 

⇒自動化による手作業の抑制 

 ドキュメントと実機の乖離 

⇒コード自体で構成管理 

属人化と品質 

⇒機械化で品質は均一化 
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受け入れられないIaC 

本当にちゃんと動くの？ 

やり方を変えたくない 

プログラムなんて書けない 
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SHIFTWare 1 

Ansible、Serverspecに関連するコード集 

+ 

コードライブラリを利用するための 

フロントエンドツール 
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SHIFTWare 



SHIFTWare 2 

コーディングの必要なし 
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SHIFTWare 1 

Ansible、Serverspecに関連するコード集 

+ 

コードライブラリを利用するための 

フロントエンドツール 
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SHIFTWare 

OSS化予定 



IaCのCI 



CIとは 

開発(修正) 

ビルド 

テスト 

評価 

CI=継続的インテグレーション 

CIツールで自動化 

 Jenkins 

CircleCI 
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開発開始 



開発の進め方1 

設計 計画 開発 テスト 

手作業で実行 

コード量が少ないうちは問題ないが… 

開発序盤 
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開発の進め方2 

設計 計画 開発 テスト 

テスト時間が増大 

開発中盤 

失敗：この段階でやっとCIが必要だと気づく 
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開発の進め方3 21 

手法 

アジャイル開発 

テスト駆動開発 

ツール 

バージョン管理ツール 

バグ追跡ツール 

CIツール 



CI環境構築 



CI環境1 

GitLab 開発者 Jenkins テストマシン 
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CIサーバ 



CI環境2 

GitLab 開発者 Jenkins 

コントロールマシン 

vSphare 

ターゲットマシン 
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成功：このCIと仮想環境の連携 

CIサーバ 



テスト実行 



テスト方法1 

のテストを で行う 
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Ansible Serverspec 



テスト方法2 

のテストを で行う 
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Serverspec 



テストの基本的な流れ 

  成功:構成ツールとテストツールを一組としたテスト 

① Serverspecのテストが全て失敗 

② Ansibleで構築成功 

③ Serverspecで確認 

④ Ansibleのべき等性確認 

⑤ Serverspecでべき等性確認の確認 

 

28 



合格判定 



合格判定1 

changed: [server1] 
changed: [server2] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Update Packa 
 
RUNNING HANDLER [1-1301_ZabbixAgent  
changed: [server2] 
changed: [server1] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Service State] 
ok: [server2] 
ok: [server1] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Auto Starting  
changed: [server1] 
changed: [server2] 
 
server1 : ok=12 changed=9 failed=0    
server2 : ok=12 changed=9 failed=0  

should match /^HostnameItem=system¥ 
 
    Timeout=3が設定されていること 
      content 
192.168.127.31:  OK=14  NG=0 
        should match /^Timeout=3/ 
    AllowRoot=0が設定されていること 
 
Finished in 0.22542 seconds (files took 0.85523 seconds to load) 
14 examples, 0 failures 
      content 
 
        should match /^AllowRoot=0/ 
    Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d      content 
        should match /^Include=¥/etc¥/zabbi 
192.168.127.31:  OK=14  NG=0 
192.168.127.41:  OK=14  NG=0 

ファイルのdiffをとって合格判定 
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合格判定2 

changed: [server1] 
changed: [server2] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Update Packa 
 
RUNNING HANDLER [1-1301_ZabbixAgent  
changed: [server2] 
changed: [server1] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Service State] 
ok: [server2] 
ok: [server1] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Auto Starting  
changed: [server1] 
changed: [server2] 
 
server1 : ok=12 changed=9 failed=0    
server2 : ok=12 changed=9 failed=0  

should match /^HostnameItem=system¥ 
 
    Timeout=3が設定されていること 
      content 
192.168.127.31:  OK=14  NG=0 
        should match /^Timeout=3/ 
    AllowRoot=0が設定されていること 
 
Finished in 0.22542 seconds (files took 0.85523 seconds to load) 
14 examples, 0 failures 
      content 
 
        should match /^AllowRoot=0/ 
    Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d      content 
        should match /^Include=¥/etc¥/zabbi 
192.168.127.31:  OK=14  NG=0 
192.168.127.41:  OK=14  NG=0 

ファイルのdiffをとって合格判定 失敗：開発チームから大不評 
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合格判定3 

changed: [server1] 
changed: [server2] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Update Packa 
 
RUNNING HANDLER [1-1301_ZabbixAgent  
changed: [server2] 
changed: [server1] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Service State] 
ok: [server2] 
ok: [server1] 
 
TASK [1-1301_ZabbixAgent : Auto Starting  
changed: [server1] 
changed: [server2] 
 
server1 : ok=12 changed=9 failed=0    
server2 : ok=12 changed=9 failed=0  

should match /^HostnameItem=system¥ 
 
    Timeout=3が設定されていること 
      content 
192.168.127.31:  OK=14  NG=0 
        should match /^Timeout=3/ 
    AllowRoot=0が設定されていること 
 
Finished in 0.22542 seconds (files took 0.85523 seconds to load) 
14 examples, 0 failures 
      content 
 
        should match /^AllowRoot=0/ 
    Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d      content 
        should match /^Include=¥/etc¥/zabbi 
192.168.127.31:  OK=14  NG=0 
192.168.127.41:  OK=14  NG=0 

実行結果のステータスの一部のみチェック 

正規表現で柔軟に判定 
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まとめ 



まとめ 

開発開始前にCI環境準備 

仮想環境は必須 

構築ツールとテストツールは一組 

開発効率と品質のバランスを調整 
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