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注意 

本書は、情報提供の目的のみのために提供されるものです。本書の発行時点に

おける AWS の現行製品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更さ
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わずいかなる保証も伴うことなく、「現状のまま」提供されるものです。本書

のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤー、またはライセンサーか

らの保証、表明、契約的責任、条件や確約を意味するものではありません。お

客様に対する AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS 

とお客様の間で行われるいかなる契約の一部でもなく、そのような契約の内容
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要約 

Infrastructure as Code は、インフラストラクチャサービスのプロビジョニン

グを自動化するためのベストプラクティスとして出現しました。このペーパー

では、Infrastructure as Code のメリットと、この分野でアマゾン ウェブ サ

ービスの機能を活用して DevOps イニシアチブをサポートする方法について

説明します。 

DevOps は、文化哲学、プラクティス、ツールの組み合わせであり、アプリケ

ーションやサービスを高速で提供する組織の能力を高めます。これにより、組

織は顧客のニーズに対応することができるようになります。Infrastructure as 

Code のプラクティスは、そのような迅速性を可能にする能力を獲得するきっ

かけとなり得ます。 
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Infrastructure as Code の序文 

インフラストラクチャ管理は、ソフトウェアエンジニアリングに関連するプロ

セスです。組織は伝統的に「ラックにスタックされた」ハードウェアに、オペ

レーティングシステムとアプリケーションをインストールして設定し、テクノ

ロジーのニーズをサポートしていました。クラウドコンピューティングは仮想

化技術を活用して、テクノロジーインフラストラクチャを構成するコンピュー

ティング、ネットワーク、およびストレージリソースのオンデマンドなプロビ

ジョニングを可能にします。 

インフラストラクチャの管理者は、こうしたプロビジョニングを手動で実行す

ることがよくあります。手動プロセスには次のような明確な欠点があります。 

 より重要なビジネスニーズに対応できるかもしれない人的資源を必要と

するため、コストが高くなります。 

 人的ミスに起因する不整合が、標準設定からの逸脱を招きます。 

 お客様のニーズへの対応及び市場推進力を得るために組織が新バージョ

ンのサービスをリリース可能なスピードが制限されるため、機敏性の欠

如が起こります。 

 繰り返し実行可能なプロセスの欠如によって、企業や業界スタンダード

へのコンプライアンスの達成や維持が困難です。 

Infrastructure as Code は、プロビジョニングプロセスにオートメーションを

導入することで、これらの欠如している部分に取り組みます。手動で実行され

る手順に頼るのではなく、管理者と開発者は設定ファイルを使用してインフラ

ストラクチャをインスタンス化できます。Infrastructure as Code は、これら

の設定ファイルをソフトウェアコードとして扱います。これらのファイルを使

用して、オペレーション環境を構成するコンピューティング、ストレージ、ネ

ットワーク、およびアプリケーションサービスの一連のアーティファクトを作

成できます。Infrastructure as Code は、オートメーションによって設定の不

整合を排除し、インフラストラクチャのデプロイのスピードと機敏性を高めま

す。 
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インフラストラクチャリソースのライフサ

イクル

前のセクションでは、繰り返し実行可能で一貫性のあるやり方でリソースをプ

ロビジョニングする方法として、Infrastructure as Code を紹介しました。基

礎となる概念は、インフラストラクチャテクノロジー運用のより幅広い役割に

も関連しています。以下の図について考えてみましょう。

図 1: インフラストラクチャリソースのライフサイクル 

図 1 は、組織内のインフラストラクチャリソースのライフサイクルの一般的な

見方を示しています。このライフサイクルのステージは次のとおりです。 

1. リソースのプロビジョニング。管理者は、要求仕様に従ってリソー

スをプロビジョンします。
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2. 構成管理。リソースは、チューニングやパッチ適用などのアクティ

ビティをサポートする構成管理システムのコンポーネントになりま

す。 

3. モニタリングとパフォーマンス。モニタリングとパフォーマンスツ

ールは、メトリクス、合成トランザクション、ログファイルなどの

項目を調査することによって、リソースの運用ステータスを検証し

ます。 

4. コンプライアンスとガバナンス。コンプライアンスとガバナンスの

フレームワークは、追加の検証を促進して規則要件だけでなく、企

業や業界スタンダードとの整合性を確保します。 

5. リソースの最適化。管理者は、パフォーマンスデータをレビュー

し、必要な変更を識別して、パフォーマンスやコストマネジメント

などの基準に基づき環境を最適化します。 

各ステージには、コードを活用できる手順が含まれています。これにより、

Infrastructure as Code の利点が拡大され、従来のプロビジョニングの役割だ

けでなく、リソースライフサイクル全体にまで及ぶようになります。どのライ

フサイクルでも、Infrastructure as Code が提供する整合性と再現可能性から

のメリットが得られます。Infrastructure as Code のこの拡張された視点は、

全体として情報技術 (IT) 組織のより高度な成熟度をもたらすことになりま

す。 

次のセクションでは、ライフサイクルの各ステージを検証します – プロビジョ

ニング、構成管理、モニタリングとパフォーマンス、ガバナンスとコンプライ

アンス、および最適化です。各ステージに関連するさまざまなタスクを検討

し、アマゾン ウェブ サービス (AWS) の機能を使用してこれらのタスクをど

のように達成するかについて議論します。 

リソースのプロビジョニング 

情報リソースのライフサイクルは、リソースのプロビジョニングから始まりま

す。管理者は、Infrastructure as Code の原則を使用して、プロビジョニング

プロセスを合理化することができます。以下の状況を考えてみましょう。 

 リリースを管理する担当者は、災害対策を目的としてクラウドベースの

本番環境のレプリカを構築する必要があります。管理者は、本番環境を
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モデル化し、災害対策ロケーションにおいて同一インフラストラクチャ

をプロビジョンするテンプレートを設計します。

 大学の教授は、各学期のクラスのためにリソースをプロビジョニングし

たいと考えています。クラスの学生には、学習に適したツールを含む環

境が必要です。教授は、適切なインフラストラクチャコンポーネントを

含むテンプレートを作成し、必要に応じて各生徒のテンプレートリソー

スをインスタンス化します。

 特定の業界保護標準を満たす必要のあるサービスでは、サービスをイン

ストールするたびに一連のセキュリティコントロールを備えたインフラ

ストラクチャが必要です。セキュリティ管理者は、セキュリティコント

ロールを設定テンプレートに統合して、セキュリティ制御がインフラス

トラクチャでインスタンス化されるようにします。

 ソフトウェアプロジェクトチームのマネージャーは、必要なツールと継

続的なインテグレーションプラットフォームとのインターフェイス機能

を備えたプログラマー向けの開発環境を提供する必要があります。マネ

ージャーはリソースのテンプレートを作成し、そのテンプレートをリソ

ースカタログに公開します。これにより、チームメンバーは必要に応じ

て独自の環境をプロビジョニングできるようになります。

これらの状況には、共通点があります。リソースを一貫してインスタンス化

するための再現可能なプロセスの必要性です。Infrastructure as Code は、

そのようなプロセス枠組みを提供します。このニーズに対応するために、

AWS では AWS CloudFormation1を提供しています。 

AWS CloudFormation 

AWS CloudFormation は、開発者およびシステム管理者に対し、整然とした

予測可能なやり方で、関連する AWS リソースのコレクションを作成し、管理

し、プロビジョンし、更新するための簡単な方法を提供します。AWS 

CloudFormation は、JSON または YAML 形式で記述されたテンプレートを使

用して、AWS リソース (スタックとして知られています)、その関連する依存

関係、および必要な実行時パラメータのコレクションを記述します。テンプレ

ートを繰り返し使用して、同じスタックの同一コピーを AWS リージョン間で

一貫して作成することができます。リソースをデプロイした後は、制御された

予測可能な方法でリソースを修正および更新できます。事実上、アプリケーシ

ョンコードの場合と同じように、AWS インフラストラクチャにバージョンコ

ントロールを適用できるようになります。

https://aws.amazon.com/cloudformation/
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テンプレート分析

図 2 に示しているのは、基本的な AWS CloudFormation YAML フォーマット

のテンプレートの断片です。テンプレートには、パラメータ、リソース宣言、

およびアウトプットが含まれます。テンプレートは他のテンプレートのアウト

プットを参照することができ、これはモジュール化を可能にします。 

--- 

AWSTemplateFormatVersion: "version date" 

Description: 

  String 

Parameters: 

  set of parameters 

Mappings: 

  set of mappings 

Conditions: 

  set of conditions 

Transform: 

  set of transforms 

Resources: 

  set of resources 

Outputs: 

  set of outputs 

図 2: AWS CloudFormation YAML テンプレートの構造 
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図 3 は、AWS CloudFormation テンプレートの例です。テンプレートは、パ

ラメータセクション2でユーザーから Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

のキーペアの名前を要求します。テンプレートのリソースセクションは、HTTP 

(TCP port 80) アクセスを可能にする EC2 セキュリティグループとともに、そ

のキーペアを使用して EC2 インスタンスを作成します。 

Parameters: 

  KeyName: 

    Description: The EC2 key pair to allow SSH access to the instance 

    Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName 

Resources: 

  Ec2Instance: 

    Type: AWS::EC2::Instance 

    Properties: 

      SecurityGroups: !Ref InstanceSecurityGroup 

      KeyName: !Ref KeyName 

      ImageId: ami-70065467 

  InstanceSecurityGroup: 

    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 

    Properties: 

      GroupDescription: Enable HTTP access via port 80 

      SecurityGroupIngress: 

      - IpProtocol: tcp 

        FromPort: '80' 

        ToPort: '80' 

        CidrIp: 0.0.0.0/0 

図 3: AWS CloudFormation YAML テンプレートの例 

変更セット 

AWS CloudFormation テンプレートをアプリケーションソースコードで更

新して、スタックリソースを追加、変更、または削除することができます。

http://aws.amazon.com/ec2
http://aws.amazon.com/ec2
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変更セット機能を使用すると、関連する更新を実行せずにスタックに対して

要求された変更をプレビューできます。3 

AWS Identity and Access Management (IAM) 4を使用して変更セットを

作成および表示する機能を制御できます。何名かの開発者に対して変更セッ

トを作成したりプレビューすることを許可しながら、限られたメンバーにだ

けスタックを更新したり変更セットを実行する能力を予約しておくことがで

きます。たとえば、変更をテストステージに変更を実施する前に、開発者が

テンプレートの変更の影響を確認できるようにすることができます。 

 

変更セットの使用に関連する主なフェーズは 3 つあります。 

1. 変更セットを作成します。 

スタックの変更セットを作成するには、テンプレート、またはパラメー

タの変更を AWS CloudFormation に送信します。AWS 

CloudFormation は、現在のスタックと変更を比較して変更セットを生

成します。 

2. 変更セットを表示します。 

AWS CloudFormation コンソール、AWS CLI、または 

AWS CloudFormation API を使用して、変更セットを表示できます。

AWS CloudFormation コンソールは、変更の概要と詳細なリストを

JSON 形式で表示する機能を提供しています。AWS CLI および AWS 

CloudFormation API は、JSON 形式の変更の詳細リストを返しま

す。 

3. 変更セットを実行します。 

AWS CloudFormation コンソールで変更セットを選択して実行する

か、aws cloudformation execute-change-set コマンドを AWS CLI

で実行するか、または ExecuteChangeSet API を使用することができ

ます。 

変更セット機能を使用すると、AWS CloudFormation のバージョン管理を超

えて、バージョン間で実際に変更される内容を把握できるようになります。開

発者と管理者は、変更を促す前に変更の影響をより詳細に把握し、エラーを起

こすリスクを最小限に抑えることができます。 

http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stacks-changesets.html
https://aws.amazon.com/iam/
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stacks-changesets-create.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stacks-changesets-view.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stacks-changesets-execute.html
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再利用可能なテンプレート 

多くのプログラミング言語は、関数やサブルーチンなどの構造化を使用してコ

ードをモジュール化する方法を提供しています。同様に、AWS 

CloudFormation では、スタックを管理および編成する複数の方法を提供して

います。すべてのリソースを単一のスタック内に維持することはできますが、

大きな単一のスタックテンプレートは管理するのが困難になりがちです。ま

た、いくつかの AWS CloudFormation の制限に遭遇する可能性が高まりま

す。5 

AWS CloudFormation スタックのアーキテクチャを設計する場合は、機能

ごとにスタックを論理的にグループ化できます。仮想プライベートクラウド 

(VPCs)、サブネット、セキュリティグループなど、必要なすべてのリソース

を含む単一のテンプレートを作成する代わりに、ネストされたスタックまた

はクロススタック参照を使用できます。6, 7 

ネストされたスタック機能を使用すると、AWS CloudFormation テンプレー

ト内に新しい AWS CloudFormation スタックリソースを作成できるようにな

り、2 つのスタック間に親子関係を確立できます。親テンプレートから AWS 

CloudFormation スタックを作成するたびに、AWS CloudFormation は新し

い子スタックも作成します。このアプローチでは、プロジェクトごとに完全に

別々のスタックを維持しながら、プロジェクト間でインフラストラクチャコー

ドを共有することができます。 

クロススタック参照により、AWS CloudFormation スタックは他の AWS 

CloudFormation スタックがインポートできる値をエクスポートできるように

なります。クロススタック参照は、疎結合のサービス指向モデルを促進し、複

数のプロジェクトにわたって単一のリソースセットを共有できるようにしま

す。 

テンプレート Linting 

アプリケーションコードと同様に、AWS CloudFormation テンプレートは、

何らかの形の静的解析 (linting とも呼ばれます) にかけられる必要がありま

す。linting の目的は、コードが構文的に正しいかどうかを判断し、潜在的なエ

ラーを特定し、特定のスタイルガイドラインへの順守を評価することです。

AWS CloudFormation では、linting はテンプレートが JSON または YAML 

で正しく記述されていることを検証します。 

http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cloudformation-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/walkthrough-crossstackref.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/walkthrough-crossstackref.html
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AWS CloudFormation は、適切な JSON または YAML 構文をチェックする 

ValidateTemplate API を提供します。8 チェックに失敗すると、

AWS CloudFormation はテンプレートの検証エラーを返します。例えば、

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に格納されているテンプ

レートを検証するには、次のコマンドを実行します。9

aws cloudformation validate-template --template-url \ 

 s3://examplebucket/example_template.template 

サードパーティの検証ツールを使用することもできます。たとえば、cfn-nag

は、潜在的なセキュリティ上の問題を探すためにテンプレートに対して追加の

評価を実行します。別のツール、cfn-check は、リソースの仕様をより深くチ

ェックし、スタック作成中に発見される前に潜在的なエラーを特定します。10,

11

ベストプラクティス 

「AWS CloudFormation ユーザーガイド」には、AWS CloudFormation テ

ンプレートの設計と実装に関するベストプラクティスのリストが掲載されてい

ます。12 以下にこれらのプラクティスへのリンクを提供します。

http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_ValidateTemplate.html
http://aws.amazon.com/s3
https://stelligent.com/2016/04/07/finding-security-problems-early-in-the-development-process-of-a-cloudformation-template-with-cfn-nag/
https://www.npmjs.com/package/cfn-check
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html
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計画と編成 

 ライフサイクルと所有権によるスタックの整理13 

 IAM を使用したアクセス制御14 

 テンプレートを再利用して複数の環境にスタックを複製する15 

 ネストされたスタックを使用して共通テンプレートパターンを再利用す

る16 

 クロススタック参照を使用して共有リソースをエクスポートします17 

テンプレートの作成 

 テンプレートに認証情報を埋め込まない18 

 AWS 固有のパラメータタイプの使用19 

 パラメータの制約の使用20 

 AWS::CloudFormation::Init を使用して Amazon EC2 インスタンス

にソフトウェアアプリケーションをデプロイする21 

 最新のヘルパースクリプトを使用する22 

 テンプレートを使用する前に検証する23 

 パラメータストアを使用してテンプレートのパラメータを集中管理する
24 

スタックの管理 

 AWS CloudFormation によるすべてのスタックリソースを管理する25 

 スタックを更新する前に変更セットを作成する26 

 スタックポリシーを使用する27 

 AWS CloudTrail を使用して AWS CloudFormation 呼び出しを記録す

る28 

 コードの確認とリビジョン管理を使用してテンプレートを管理する29 

 Amazon EC2 Linux インスタンスを定期的に更新する30 

  

http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#reuse
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#nested
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#nested
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#cfninit
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#cfninit
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#helper-scripts
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#validate
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/parameter-store/
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/parameter-store/
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#donttouch
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#cfn-best-practices-changesets
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#stackpolicy
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#cloudtrail
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#cloudtrail
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#code
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#update-ec2-linux
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要約 

情報リソースのライフサイクルは、リソースのプロビジョニングから始まり

ます。AWS CloudFormation では、作成プロセス中にリソース間の依存関係

を管理し、インフラストラクチャを作成する、テンプレートベースの方法を提

供します。AWS CloudFormation を使用すると、アプリケーションソースコ

ードのようにインフラストラクチャを維持できます。 

構成管理 

インフラストラクチャリソースをプロビジョンし、インフラストラクチャが稼

働すると、環境の継続的な構成管理のニーズに対処する必要があります。以下

の状況を考えてみましょう。 

 リリースの管理担当者は、サーバーのグループ単位にアプリケーション

のバージョンをデプロイし、問題が発生した場合にはロールバックを実

行する必要があります。 

 システム管理者は、開発者環境で新しいオペレーティングシステムパッ

ケージをインストールするというリクエストを受け取りますが、その他

の環境はそのままにしておく必要があります。 

 アプリケーション管理者は、アプリケーションを格納しているすべての

サーバーで設定ファイルを定期的に更新する必要があります。 

これらの状況に対処する 1 つの方法は、プロビジョニングステージに戻り、必

要な変更を新しいリソースにプロビジョンし、古いリソースを処分することで

す。このアプローチは、インフラストラクチャの不変性とも言われ、変更が行

われるたびにコードベースラインに従って、プロビジョンされたリソースが新

たに構築されるようにします。これにより設定のばらつきがなくなります。 

しかし、別のアプローチをとってみたいときもあります。高い耐久性のある環

境では、現在のリソースを再プロビジョニングするのではなく、段階的に変更

する方法のほうが望ましい場合があります。このニーズに対応するため、AWS 

では Amazon EC2 Systems Manager および AWS OpsWorks for Chef 

Automate を提供しています。31,32 

https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/
https://aws.amazon.com/opsworks/chefautomate/
https://aws.amazon.com/opsworks/chefautomate/
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Amazon EC2 Systems Manager 

Amazon EC2 Systems Manager（訳注：現在は、AWS Systems 

Manager） は、EC2 インスタンスやオンプレミス環境のサーバーや仮想マシ

ン (VM) に対するオペレーション タスクの一般的な保守、管理、デプロイ、

実行を簡素化する機能のコレクションです。Systems Manager は、EC2 イン

スタンスの状態と OS 設定を容易に理解し制御できるように支援します。シス

テム設定、OS パッチレベル、アプリケーション設定、および一定期間に渡っ

て発生したデプロイメントに関するその他の詳細を追跡し、リモートで管理す

ることができます。これらの機能は、自動化された複雑で反復的なタスクによ

って、Amazon EC2 とオンプレミス設定の両方でシステム設定の定義、構成

のばらつきの防止、およびソフトウェアコンプライアンスの維持に役立ちま

す。

表 1 に、Systems Manager が簡素化するタスクを示します。 

タスク 詳細 

Run Command33 フリート全体にコマンドを配布することによって、管理対象インスタンスの設

定を大規模に管理します。 

インベントリ34 管理対象インスタンスからソフトウェアインベントリのコレクションを自動的

に収集します。  

ステートマネージ

ャー35 

管理対象インスタンスを定義された一貫性のある状態に維持します。 

メンテナンスウィ

ンドウ36 

管理タスクを実行するためのメンテナンスウィンドウを定義します。 

Patch Manager37 インスタンスのグループ全体でソフトウェアパッチを自動的にデプロイしま

す。 

オートメーション

38

Amazon Machine Image (AMI) の更新など、一般的なメンテナンスやデプロ

イメントタスクを実行します。

パラメータストア

39

AWS Key Management System (KMS) で暗号化されたパスワードなどのよ

うな機密情報や、データベース文字列のようなプレーンテキストデータの両方

の設定データの保存、制御、アクセスおよび取得の機能を提供します。 

表 1: Amazon EC2 Systems Manager のタスク 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/execute-remote-commands.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/systems-manager-inventory.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/systems-manager-state.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/systems-manager-state.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/systems-manager-ami.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/systems-manager-ami.html
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/patch-manager/
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/automation/
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/automation/
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/parameter-store/
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/parameter-store/
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ドキュメントの構造 

Systems Manager ドキュメントは、管理対象インスタンスで Systems 

Manager が実行するアクションを定義します。Systems Manager には、表 

1 に記載されている機能をサポートするための事前構成された多くのドキュメ

ントが含まれています。また Systems Manager の機能を拡張する独自のバー

ジョンコントロールされたドキュメントを作成することもできます。デフォル

トのバージョンを設定し、AWS アカウントを跨って共有することもできま

す。ドキュメント内のステップは、実行の順序を指定しています。すべてのド

キュメントは JSON で記述されており、パラメータとアクションの両方が含ま

れます。AWS OpsWorks for Chef Automate の場合と同様に、Systems 

Manager のドキュメントはインフラストラクチャコードベースの一部とな

り、Infrastructure as Code を構成管理の領域にまで広げます。 

以下は、Windows ベースのホスト用のカスタムドキュメントの例です。この

ドキュメントでは、ipconfig コマンドを使用してノードのネットワーク設定を

収集し、MySQL をインストールします。 
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{ 

   "schemaVersion": "2.0", 

   "description": "Sample version 2.0 document v2", 

   "parameters": {}, 

   "mainSteps": [ 

      { 

         "action": "aws:runPowerShellScript", 

         "name": "runShellScript", 

         "inputs": { 

            "runCommand": ["ipconfig"] 

         } 

      }, 

      { 

         "action": "aws:applications", 

         "name": "installapp", 

         "inputs": { 

            "action": "Install", 

            "source": 

"http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLInstaller/mysql-installer-

community-5.6.22.0.msi" 

         } 

      } 

   ] 

} 

図 4: Systems Manager ドキュメントの例 

ベストプラクティス 

各 Systems Manager の機能のベストプラクティスは次のとおりです。 

Run Command 
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 SSH/RDP の代わりに Run Command を利用した EC2 インスタンス

のアクセスでセキュリティを改善する。40

 AWS CloudTrail を使用して Run Command によって、または Run

Command に代わって行われたすべての API コールを監査する。

 Run Command のレート制御機能を使用して、ステージングされたコマ

ンドを実行。41

 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用し

て、Run Command (およびすべての Systems Manager 機能) に対

し、きめ細かく設定されたアクセス権を使用する。42

インベントリ

 AWS Config と組み合わせてインベントリを使用して、アプリケーショ

ン設定に対する時間外の監査を実施します。

ステートマネージャー

 事前構成された AWS-UpdateSSMAgent ドキュメントを使用して、

SSM エージェントを定期的に更新する (少なくとも月に 1 回)。43

 EC2Config for Windows を使用した EC2 インスタンスの起動時のブー

トストラップ。44

 (Windows 固有) PowerShell または Desired State Configuration

(DSC) モジュールを Amazon S3 にアップロードし、AWS-

InstallPowerShellModule を使用します。

 タグを使用して、アプリケーションのグループを作成します。個々のイ

ンスタンス ID を指定するのではなく、Targets パラメータを使用して

インスタンスをターゲットにします。

 Systems Manager を使用して Amazon Inspector によって生成され

た結果を自動的に修復する。45

 すべての Systems Manager ドキュメントに一元化された構成リポジ

トリを使用し、組織全体でドキュメントを共有する。46

メンテナンスウィンドウ

 OS のパッチ、ドライバーの更新、またはソフトウェアのインストール

など、インスタンスでの破壊的アクションを実行するスケジュールを定

義します。

Patch Manager 

https://aws.amazon.com/blogs/mt/replacing-a-bastion-host-with-amazon-ec2-systems-manager/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/replacing-a-bastion-host-with-amazon-ec2-systems-manager/
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/send-commands-multiple.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/send-commands-multiple.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-configuring-access-iam-create.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-configuring-access-iam-create.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-configuring-access-iam-create.html
https://aws.amazon.com/blogs/mt/replacing-a-bastion-host-with-amazon-ec2-systems-manager/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/replacing-a-bastion-host-with-amazon-ec2-systems-manager/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-configuration-manage.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-remediate-amazon-inspector-security-findings-automatically/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-remediate-amazon-inspector-security-findings-automatically/
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/ssm-sharing.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/ssm-sharing.html
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 Patch Manager を使用して、パッチを大規模に展開し、EC2 インスタ

ンス全般にわたり全体的なコンプライアンスの可視性を高めます。 

オートメーション 

 インフラストラクチャ用のセルフサービス可能なランブックをオートメ

ーションのドキュメントとして作成します。 

 オートメーションを使用して、AWS Marketplace またはカスタム 

AMI からの AMI の作成、パブリックドキュメントの使用、または独自

のワークフローのオーサリングを簡素化します。 

 AWS-UpdateLinuxAmi または AWS-UpdateWindowsAmi ドキュメ

ントを使用するか、またはカスタムオートメーションドキュメントを作

成して、イメージを構築して維持します。 

パラメータストア 

 パラメータストアを使用して、集中的にグローバル設定を管理する。47 

 AWS KMS で暗号化された機密情報管理のためにパラメータストアを

使用する。48 

 Amazon EC2 Container Service (ECS) タスク定義でパラメータスト

アを使用して、機密情報を保存する。49 

AWS OpsWorks for Chef Automate 

AWS OpsWorks for Chef Automate は、AWS に構成管理プラットフォーム

である、Chef の機能を提供します。OpsWorks for Chef Automate は、

DevOps 機能を大規模にサポートする追加機能を提供することにより、Chef 

の機能をさらに強化します。Chef は、Ruby 言語で書かれた設定スクリプトの

コンセプトに基づいており、サービスのインストールなどのタスクを実行しま

す。Chef のレシピは、AWS CloudFormation テンプレートのように、バージ

ョン管理が可能なソースコードの一種であり、Infrastructure as Code の原則

をリソースライフサイクルの構成管理ステージまで拡張します。 

OpsWorks for Chef Automate は、組織が DevOps を大規模に実装できるよ

うに Chef の機能を拡張します。OpsWorks for Chef Automate では、

DevOps プラクティスをサポートするために設定できる 3 つの主要な機能を

提供しています。ワークフロー、コンプライアンス、および可視性です。 

http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-paramstore-walk.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-paramstore-walk.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/managing-secrets-for-amazon-ecs-applications-using-parameter-store-and-iam-roles-for-tasks/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/managing-secrets-for-amazon-ecs-applications-using-parameter-store-and-iam-roles-for-tasks/
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ワークフロー

OpsWorks for Chef Automate のワークフローを使用して、開発、テスト、

デプロイメントを調整することができます。ワークフローには、適切な権限を

持つユーザーがリリース管理プロセスのフェーズ間でコードを展開できるよう

にするクオリティーゲートが含まれています。この機能は、チーム間のコラボ

レーションのサポートに非常に役立ちます。各チームは、各チームのプロジェ

クト間の互換性を確保するために独自のゲートを実装することができます。

コンプライアンス

OpsWorks for Chef Automateh には、構成管理の一環として組織的コンプラ

イアンスに役立つ機能が用意されています。Chef Automate は、コンプライ

アンスとリスクに関連する問題を強調するレポートを提供します。また、

Center for Internet Security(CIS) のようなよく知られたグループのプロフ

ァイルを活用することもできます。

可視性 

OpsWorks for Chef Automate は、プロジェクト内のワークフローとコンプラ

イアンスの状態を可視化します。 Chef ユーザーはダッシュボードを作成および

表示でき、このダッシュボードでは、関連するイベントに関する情報を提供し、

ユーザーインターフェイスを介してイベントをクエリが可能です。 

レシピの分析

Chef レシピは、一連のリソース定義で構成されています。この定義は、リソ

ースの望ましい状態と Chef がそれらをその状態に持っていく方法を記述しま

す。Chef では、60 以上のリソースタイプをサポートしています。以下に、一

般的なリソースタイプのリストを示します。 

リソース名 目的 

Bash Bash インタープリタを使用してスクリプトを実

行する 

ディレクトリ ディレクトリの管理 

実行 単一コマンドの実行 
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リソース名 目的 

ファイル ファイルの管理 

Git Git リポジトリ内のソースリソースの管理 

グループ グループの管理 

パッケージ パッケージの管理 

ルート Linux ルートテーブルエントリの管理 

サービス サービスの管理 

ユーザー ユーザーの管理 

表 2: 一般的な Chef リソース 

Chef レシピの例を次に示します。この例では、Apache ウェブサーバーのイ

ンストールに基づいてリソースを定義します。リソース定義には、基礎となる

オペレーティングシステムのチェックが含まれます。 case 演算子を使用し

て、node[:platform] の値を調べ、基礎となるオペレーティングシステムをチ

ェックします。action: install 命令は、リソースを望ましい状態にします (すな

わち、パッケージをインストールします)。 
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package 'apache2' do 

  case node[:platform] 

  when 'centos','redhat','fedora','amazon' 

    package_name 'httpd' 

  when 'debian','ubuntu' 

    package_name 'apache2' 

  end 

  action :install 

end 

図 5: Chef レシピの例 

レシピ Linting とテスト

Chef と Chef ユーザーコミュニティの両方でさまざまなツールが利用可能と

なっており、これらは、linting (構文チェック) と単体及び統合テストをサポ

ートします。次のセクションでは、最も一般的なプラットフォームをいくつか

説明します。 

Rubocop と Foodcritic の Linting 

Linting は、Rubcop、Foodcritic などのツールを使用して Chef レシピなどの

インフラストラクチャコードで実行可能です。Rubocop は、Ruby のスタイル

ガイドに基づいて Chef レシピを静的に解析します。50,51,52 (Ruby は Chef レ

シピを作成するために使用される言語です。) このツールは Chef 開発キット

の一部であり、ソフトウェア開発ワークフローに統合することができます。

Foodcritic は、一連の組込みルール基づいて Chef レシピに対して一般的な構

文エラーのチェックを行いますが、これはコミュニティのコントリビューショ

ンによって拡張することができます。

ChefSpec による単体テスト 

ChefSpec によって、Chef クックブックで単体テストが可能です。53 これら

のテストでは、Chef が希望の目標を達成するための適切なタスクを実行する

よう依頼されているかどうかを判断できます。ChefSpec は設定のテストに対

する仕様を必要とし、その仕様がレシピに対して評価されます。 

例えば、ChefSpec は、Chef が Apache パッケージをインストールしたかど

うかを実際に確認するのではなく、Chef レシピが Apache のインストールを

https://en.wikipedia.org/wiki/Lint_(software)
https://docs.chef.io/rubocop.html
https://docs.chef.io/foodcritic.html
https://docs.chef.io/chefspec.html
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要求したかどうかを確認します。テストの目的は、レシピがプログラマーの意

図を反映しているかどうかを検証することです。 

Test Kitchen による統合テスト 

Test Kitchen は、テストプラットフォームであり、テスト環境を作り出し、

bussers(これがテストフレームワークです)を使用して Chef レシピで指定され

たリソースの作成を検証します。54 

これらのテストツールを OpsWorks for Chef Automate ワークフロー機能と

組み合わせて活用することで、開発者は開発ライフサイクル中にインフラスト

ラクチャのテストをオートメーション化できます。これらのテストは、それ自

身がコードの形態であり、デプロイするための Infrastructure as Code のア

プローチのもう 1 つの重要な部分です。 

ベストプラクティス 

ここに示す戦略、テクニック、および提案は、AWS OpsWorks for Chef 

Automate から得られる最大の利益と最適な結果を取得するのに役立ちます： 

 Chef レシピを Amazon S3 アーカイブに保存することを検討してくださ

い。Amazon S3 には高い信頼性と耐久性があります。命名規則を使用し

て、各アーカイブファイルを明示的にバージョンアップします。また

は、Amazon S3 のバージョニングを使用すれば、監査証跡が得られ、以

前のバージョンに簡単に戻すことができます。 

 組織のガバナンス要件を満たすバックアップスケジュールを設定しま

す。 

 IAM を使用して、OpsWorks for Chef Automate API コールへのア

クセスを制限します。 

要約 

Amazon EC2 Systems Manager によって、EC2 インスタンスとオンプレミ

ス環境のサーバーまたは VM に対して、デプロイ、カスタマイズ、実行、監査

を期待される状態に構成することができます。AWS OpsWorks for Chef 

Automate は、Chef レシピを使用して環境の設定をサポートします。Chef 

Automate for OpsWorks は、単体として独立して利用することも、AWS 

CloudFormation によってプロビジョンされた環境の上で利用することもでき

ます。Systems Manager に関連する実行ドキュメントやポリシー、

OpsWorks for Chef Automate に関連するレシピは、インフラストラクチャ

https://docs.chef.io/kitchen.html
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コードベースの一部になり、アプリケーションソースコードと同様に制御でき

ます。 

モニタリングとパフォーマンス 

ここまでインフラストラクチャリソースのプロビジョニングおよび構成管理にお

ける Infrastructure as Code としての役割を確認してきました。ここではイン

フラストラクチャの健全性について検討します。次のイベントが、需要のピーク

時にウェブサイトのオペレーションにどのように影響するかを考えてみます。 

 ロードバランサーのレイテンシー増大のためにウェブアプリケーション

のユーザーにタイムアウトが発生しており、製品カタログを参照するこ

とが困難になっています。 

 アプリケーションサーバーの、CPU キャパシティーが不足しているた

めにパフォーマンスが低下し、新しい注文を処理できなくなっていま

す。 

 セッション状態を保存するデータベースに十分なスループットがありま

せん。これにより、ユーザーがアプリケーションのさまざまなステージ

を経る際に遅延を引き起こします。 

このような運用上の問題は、インフラストラクチャリソースが求められるパフ

ォーマンスを満たしていないことに起因しています。環境の健全性を評価し、

問題が発生した場合に是正措置を取るため、主要なメトリクスを把握すること

が重要です。メトリクスは可視性を提供します。メトリクスを使用すると、組

織は自動的にイベントに応答できます。メトリクスがなければ、組織はインフ

ラストラクチャで何が起きているのか分からず、それによってすべての問題に

対処するための人間の介入が必要になります。スケーラブルで疎結合のシステ

ムは複数の言語や枠組みで記述されているため、関連するメトリクスとログを

把握しそれに応じて対応することは困難です。このニーズに対応するために、

AWS では Amazon CloudWatch サービスを提供しています。55 

Amazon CloudWatch 

Amazon CloudWatch は、ランタイムメトリクス、ログ、およびイベントを取

収集し、処理、応答する一連のサービスです。CloudWatch は、Amazon 

EC2、Elastic Load Balancing (ELB)、Amazon DynamoDB などの多くの 

AWS サービスからメトリクスを自動的に収集します。56, 57, 58 応答では、通知

https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/dynamodb/


アマゾン ウェブ サービス – Infrastructure as Code

ページ 22 

の送信や、AWS-Lamda （サーバーレスイベント駆動型のコンピューティング

プラットフォーム）によるカスタムアクションなどの組込みアクションが含まれ

ます。59 Lambda 関数のコードは、インフラストラクチャコードベースの一部

となり、Infrastructure as Code をオペレーションレベルに拡張します。

CloudWatch は、3 つのサービスで構成されています。主要な CloudWatch サ

ービス、Amazon CloudWatch Logs、Amazon CloudWatch Events です。こ

こでは、各製品について詳しく説明します。 

Amazon CloudWatch 

中核の Amazon CloudWatch サービスは、Amazon EC2、ELB、

DynamoDB、Amazon Relational Database Service (RDS) など、多くの 

AWS サービスのメトリクスを収集して追跡します。また、アプリケーション

など自分で開発したサービスのカスタムメトリクスを作成することもできま

す。CloudWatch は、ある期間にわたって測定基準が所定のしきい値に達した

ときにアラームを発行します。  

ここでは、このセクションの冒頭で示した状況に適用できるメトリクスと対応

の事例をいくつか示します。 

 2 分間以上 ELB のレイテンシーが 5 秒を超える場合は、システム管理

者に電子メール通知を送信します。

 3 分間以上 EC2 インスタンス の平均 CPU 使用率が 60 ％を超える

と、別の EC2 インスタンスを起動します。

 過剰なスロットリングが発生した場合、DynamoDB テーブルのキャパシ

ティーユニットを増やします。

組込み通知を使用するか、Python、Node.js、Java、または C# でカスタマイ

ズされた Lambda 関数を記述することによって、メトリクスベースのアラーム

への応答を実装できます。 

図 6 は、CloudWatch アラームが Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS) を使用して DynamoDB キャパシティーの更新を起動する方法

の例を示しています。 

https://aws.amazon.com/lambda/
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図 6: CloudWatch アラームフローの例 

Amazon CloudWatch Logs 

Amazon CloudWatch Logs は、Amazon EC2、AWS CloudTrail、およびその

他のソースからのログをモニタリングし保存します。EC2 インスタンスは、

CloudWatch Logs Agent および Logstash、Graylog、Fluentd などのログツ

ールを使用してログ情報を送信できます。60 Amazon S3 に保存されたログ

は、Amazon S3 イベントを設定して Lambda 関数をトリガーすることで、

CloudWatch Logs に送信できます。 

収集されたログデータは、新しい CloudWatch メトリクスのデータ元とな

り、それによって CloudWatch のアラームをトリガーすることができます。

この機能を使用して、コードをまったく書かなくてもログを生成するリソース

をモニタリングできます。より高度な応答が必要な場合は、Lambda 関数を作

成して処理することができます。たとえば、NullPointerException エラーが本

番環境のログに現れたとき、Lambda 関数は SES.SendEmail または 

SNS.Publish API を使用して Slack チャネルに情報を公開することができま

す。 61, 62 

ログの収集と処理により、アプリケーションの動作をより詳細に分析でき、メ

トリクスからは把握しにくい内部の詳細を可視化することができます。

CloudWatch Logs は、ログの保存と分析の両方を提供し、オペレーション上

の問題に対するデータドリブン型の対応を可能にします。 

Amazon CloudWatch Events 

Amazon CloudWatch Events は、AWS 環境の変更から一連のイベントを生

成し、ルールエンジンを適用し、一致するイベントを指定されたターゲットに

配信します。ストリーミングできるイベントの例には、EC2 インスタンスの状

態変更、Auto Scaling アクション、CloudTrail により公開された API コー

ル、AWS コンソールサインイン、AWS Trusted Advisor の最適化通知、カス

タムアプリケーションレベルのイベント、そしてスケジューリングされたアク

ションが含まれます。ターゲットには、SNS 通知や Lambda 関数を使用した

カスタム応答を、組込みアクションとして含めることができます。 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/QuickStartEC2Instance.html
http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/APIReference/API_SendEmail.html
http://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_Publish.html
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選択されたイベントにインフラストラクチャが対応できることは、オペレーシ

ョンとセキュリティの両方にメリットをもたらします。オペレーションの観点

からは、イベントは、別々のスケジューリングシステムを管理する必要無くメ

ンテナンス活動を自動化できます。情報セキュリティに関しては、CloudTrail 

によって記録されたコンソールログイン、認証失敗、危険な API コールなどの

通知が、イベントによって提供されます。両方の領域において、イベント応答

をインフラストラクチャコードに統合することで、より高度な自己修復と高い

レベルのオペレーション成熟度が促進されます。 

ベストプラクティス 

モニタリングに関するベストプラクティスの推奨事項を次に示します。 

 すべての AWS リソースがメトリクスを発信していることを確認しま

す。 

 CloudWatch アラームを作成して、メトリクス関連のイベントが発生

した場合に適切な応答をできるようにします。 

 Amazon S3 および Amazon EC2 を含む AWS リソースからログを 

CloudWatch Logs に送信し、ログストリームトリガーと Lambda 関

数を使用して分析を行います。 

 繰り返し行われるメンテナンス作業を CloudWatch と Lambda で実施

します。 

 CloudWatch カスタムイベントを使用して、アプリケーションレベルの

問題に対応します。 

要約 

システムの挙動を理解したり、データドリブン型の自動対応を行うには、モニ

タリングが不可欠です。CloudWatch は、実行中の環境からメトリクスとログ

を収集し、アラーム、ストリーム、イベントによって対応を可能にします。

Python、Node.js、Java、または C# で書かれた Lambda 関数は、イベント

に応答することができるため、Infrastructure as Code を運用の領域に拡張

し、運用環境の回復性 (resiliency) を向上させることができます。 
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ガバナンスとコンプライアンス 

Infrastructure as Code を使用して組織の環境の健全性をモニタリングする方

法を検討したので、ここではテクノロジーのガバナンスとコンプライアンスに

焦点を当てます。多くの組織では、業界や規制要件に対応するために、インフ

ラストラクチャの可視性が求められています。クラウドの動的プロビジョニン

グ機能を使ってリソースの追加、削除、または更新を行う場合、可視性とガバ

ナンスを維持するためにこれまでと異なる対応が必要です。以下の状況を考え

てみましょう。

 特別権限を持つ管理グループにユーザーが追加されましたが、IT 組織

はこれがいつ発生したか説明できません。

 リモート管理アクセスを特定の IP アドレスからのみに制限していたネ

ットワークアクセスルールが変更され、追加の場所からアクセスできる

ようになっています。

 いくつかのサーバーの RAM と CPU 設定が予期せず倍増し、その結

果、前月よりもはるかに多額の請求が発生しました。

AWS CLI および API コールを使用して AWS リソースの現在の設定を把握す

ることはできますが、こういった状況に対処するには、時間の経過とともにそ

れらのリソースがどのように変化したかを調べる機能が必要です。このニーズ

に対応するために、AWS では、AWS Config サービスを提供しています。63 

AWS Config 

AWS Config を使用すると、AWS リソースの設定を調査、監査、評価するこ

とができます。AWS Config は、リソースのインベントリを自動的に作成し、

それらの変更を追跡します。図 7 は、EC2 インスタンスの AWS Config イン

ベントリの例を示しています。 

https://aws.amazon.com/config/
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図 7: AWS Config リソースのインベントリの例 

また、AWS Config では、リソース設定の変更、それらのリソースと他の 

AWS リソースとの関連付けの変更を含め、リソース変更のタイムラインを明

確に表示できます。図 8 は、AWS Config が管理する VPC リソースの情報を

示しています。 

 

図 8: AWS Config リソースタイムラインの例 
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多くの異なるリソースが頻繁かつ自動的に変更されている場合、コンプライア

ンスの自動化は、デリバリーパイプラインの自動化と同様に重要になります。

環境の変化に対応するためには、AWS Config ルールを使用できます。 

AWS Config ルール 

AWS Config ルールでは、リソースに関連付けられたルールによって、すべて

の変更が評価されます。AWS ではマネージドルールを提供しており、これに

よって良いパスワード、グループ、ポリシーを持つ IAM ユーザのような一般

的な要件や、EC2 インスタンスが正しい VPC とセキュリティグループにある

かといった要件をチェックできます。AWS Config ルールは、準拠していない

リソースを迅速に識別し、レポート作成や修復を支援します。マネージドルー

ルで提供されたものを超える検証のために、AWS Config ルールは、Lambda 

関数を使った カスタムルール の作成もサポートします。これらのルールはイ

ンフラストラクチャコードベースの一部となり、Infrastructure as Code とい

う概念を情報リソースのライフサイクルにおける、ガバナンスおよびコンプラ

イアンスにもたらします。64 

ルールの構造 

AWS Config ルールがカスタムルールを呼び出すと、関連する Lambda 関数が

設定イベントを受信して処理し、結果を返します。次の関数は、Amazon 

Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログが特定の Amazon VPC で有

効になっているかどうかを判断します。 

import boto3 

import json 

 

def evaluate_compliance(config_item, vpc_id): 

    if (config_item['resourceType'] != 'AWS::EC2::VPC'): 

        return 'NOT_APPLICABLE' 

    elif is_flow_logs_enabled(vpc_id): 

        return 'COMPLIANT' 

    else: 

        return 'NON_COMPLIANT' 

 

http://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
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def is_flow_logs_enabled(vpc_id): 

    ec2 = boto3.client('ec2') 

    response = ec2.describe_flow_logs( 

 Filter=[{'Name': 'resource-id','Values': [vpc_id]},], 

    ) 

    if len(response[u'FlowLogs']) != 0: return True 

def lambda_handler(event, context): 

    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent']) 

    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE' 

    vpc_id = invoking_event['configurationItem']['resourceId'] 

    compliance_value = evaluate_compliance( 

 invoking_event['configurationItem'], vpc_id) 

    config = boto3.client('config') 

    response = config.put_evaluations( 

 Evaluations=[ 

 { 

  'ComplianceResourceType':  

invoking_event['configurationItem']['resourceType'], 

  'ComplianceResourceId': vpc_id, 

  'ComplianceType': compliance_value, 

  'OrderingTimestamp': 

invoking_event['configurationItem']['configurationItemCaptureTime'] 

 }, 

 ], 

 ResultToken=event['resultToken']) 

図 9: AWS Config ルールをサポートする Lambda 関数の例 

この例では、Amazon VPC で設定イベントが発生すると、イベントは関数 

lambda_handler に渡されます。このコードは、Amazon VPC の ID を抽出
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し、describe_flow_logs API コールを使用して、フローログが有効かどうか

を判断します。Lambda 関数は、フローログが有効な場合は COMPLIANT の

値を返し、それ以外の場合は NON_COMPLIANT を返します。 

ベストプラクティス 

環境内で AWS Config を実装するための推奨事項を以下に示します。 

 すべてのリージョンに対して AWS Config を有効にして構成アイテム

の履歴を記録し、監査およびコンプライアンス追跡を容易にします。 

 AWS Config によって検出された変更に対応するプロセスを実装しま

す。これには、AWS Config ルールを使ってプログラムによる対応を行

なったり、電子メール通知を送ったりすることが含まれます。 

要約 

AWS Config は、インフラストラクチャコードの概念をガバナンスとコンプラ

イアンスの領域に拡張します。AWS Config では、リソースの設定を継続的に

記録できますが、AWS Config ルールでは、追跡されたリソースの設定におけ

る変更に対するイベントドリブンの応答が可能です。この機能を使用すると、

コンプライアンス管理のモニタリングで組織を支援することができます。 

リソースの最適化 

ここでは、情報リソースのライフサイクルの最終ステージである、リソースの

最適化に焦点を当てます。このステージでは、管理者はパフォーマンスデータ

を確認し、セキュリティ、パフォーマンス、コスト管理などの基準に基づいて

環境を最適化するために必要な変更を特定します。すべてのアプリケーション

の利害関係者がインフラストラクチャを定期的に評価して、インフラストラク

チャを最適に使用しているかどうかを判断することが重要です。  

以下の質問を考えてみましょう。 

 十分に活用されていないリソースがありますか? 

 実行中の環境の料金を削減する方法はありますか? 

 プロビジョンされたリソースのパフォーマンスを改善するための提案は

ありますか?  
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 環境で使用されているリソースに適用されるサービス制限はあります

か? もしあれば、現在のリソースの使用率はこの制限に近い値ですか?

これらの質問に答えるには、実行中の環境を調べ、最適化するためのデータを

検索し、そのデータを使用して有意義な意思決定を行うための方法が必要で

す。このニーズに対応するために、AWS では、AWS Trusted Advisor を提供

しています。65 

AWS Trusted Advisor 

AWS Trusted Advisor は、AWS リソースをスキャンし、その使用状況を 

AWS のベストプラクティスと比較して改善点を見つける手助けをしてくれま

す。ベストプラクティスは 4 つのカテゴリからなります。コスト最適化、パフ

ォーマンス、セキュリティ、および耐障害性です。Trusted Advisor を活用す

ることで、インフラストラクチャとアプリケーションを継続的に改善し、リソ

ースを最適に保つことができます。図 10 は、Trusted Advisor ダッシュボー

ドの例を示しています。 

図 10: AWS Trusted Advisor ダッシュボードの例 

チェック

Trusted Advisor は、インフラストラクチャがベストプラクティスに従ってい

るかどうかを判断するためのさまざまなチェックを提供します。チェックに

は、推奨されるベストプラクティス、アラート基準、対処のガイドライン、お

よびトピックに関する有用なリソースの一覧が含まれています。Trusted 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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Advisor は、チェックの結果を表示します。またステータスの更新とコストの

削減に関する通知を、毎週提供することもできます。 

すべてのお客様は、Trusted Advisor の主要なチェックにアクセスできます。

AWS ビジネスまたはエンタープライズサポートをご利用のお客様は、すべて

の Trusted Advisor チェックおよび Trusted Advisor API にアクセスできま

す。API を使用すると、Trusted Advisor から情報を入手し、是正措置を講じ

ることができます。たとえば、Trusted Advisor にアクセスするプログラムに

よって、現在のアカウントのサービスの制限を調べることができます。現在の

リソース使用量が制限値に近づくと、自動的に制限値を増やすためのサポート

ケースを作成することもできます。 

さらに、Trusted Advisor は Amazon CloudWatch Events と統合されてい

ます。Trusted Advisor が状態の変更をチェックする際、Slack チャネルに通

知が行くように Lambda 関数を設計できます。これらの例は、Infrastructure 

as Code の概念を、情報リソースのライフサイクルにおけるリソース最適化の

レベルに拡張する方法を示しています。 

ベストプラクティス 

AWS Trusted Advisor のベストプラクティスは以下のとおりです。 

 Trusted Advisor の通知先として、電子メールまたはその他の配信シス

テムを登録します。 

 配布リストを使用して、適切な受取人に全ての通知が届くようになって

いることを確認します。 

 AWS ビジネスまたはエンタープライズのサポートをご利用の場合は、

AWS Support API を Trusted Advisor 通知とともに使用して、修復

が必要な場合に AWS サポートケースを作成するよう構成してくださ

い。 

要約 

パフォーマンス、セキュリティ、コストに関してインフラストラクチャリソー

スを最適化するために、インフラストラクチャを継続的にモニタリングする必

要があります。AWS Trusted Advisor は、API を使用して AWS インフラス

トラクチャに推奨事項を問い合わせる機能を提供し、Infrastructure as Code 

を情報リソースのライフサイクルの最適化フェーズまで拡張します。 
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次のステップ 

製品のコードを見るのと同じようにインフラストラクチャの仕様を見ることに

よって、Infrastructure as Code を実現することができます。AWS は、クラ

ウドインフラストラクチャのプロビジョン、管理、および運用方法をより詳細

に制御し柔軟性を高めるための、幅広いツールを提供します。  

組織内で Infrastructure as Code を実装する際、実行できる主なアクション

は次のとおりです。 

 インフラストラクチャコードには、まず AWS CodeCommit などのマ
ネージドなソース管理サービスを使用することから開始します。 

 デプロイ前に単体テストと静的コード分析による品質管理プロセスを組
み込みます。 

 人的要素を削除し、インフラストラクチャのプロビジョニングを自動化
します。インフラストラクチャのアクセス許可ポリシーも同様です。 

 簡単に再デプロイできる冪等なインフラストラクチャコードを作成しま
す。 

 インフラストラクチャの更新はすべて、冪等なスタックをコードで更新
することによってロールアウトします。小さなことであっても手動で変
更することは避けてください。 

 エンドツーエンドの自動化を実現します。 

 通常の製品開発タスクの一部にインフラストラクチャを自動化するため
のタスクを含めます。 

 変更を監査可能にし、ログを必須にします。 

 組織全体で共通の標準を定義し、継続的に最適化します。 

これらの原則を採用することで、インフラストラクチャは急速に変化するビジ

ネスニーズに合わせて動的に進化し、加速することができます。 

まとめ 

Infrastructure as Code を使用すると、インフラストラクチャリソースの定義

をアプリケーションソフトウェアのように設定ファイル化し、バージョン管理

が可能になります。更新したライフサイクルの図は、AWS がコードを使用し

て各ステージをサポートする方法を示しています。 
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図 11 : AWS による情報リソースのライフサイクル 

AWS CloudFormation、AWS OpsWorks for Chef Automate、Amazon 

EC2 Systems Manager、Amazon CloudWatch、AWS Config、AWS 

Trusted Advisor を使用すると、Infrastructure as Code の概念をプロジェク

トライフサイクルのすべてのフェーズに統合できます。Infrastructure as

Code を使用することで、組織は一貫して構築された環境を自動的にデプロイ

し、組織全体の成熟度を向上させることができます。
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リソース

Infrastructure as Code に関連するベストプラクティスの詳細については、以

下のリソースを参照してください。 

動画 

 AWS re:Invent 2015-DevOps at Amazon66

 AWS Summit 2016 - DevOps、AWS での継続的統合とデプロイメン
ト67

文書およびブログ 

 DevOps と AWS68

 継続的インテグレーションとは69

 継続的デリバリーとは70

 AWS DevOps ブログ71

ホワイトペーパー

 AWS での DevOps 導入72

 AWS オペレーションチェックリスト 73

 AWS セキュリティのベストプラクティス74

 AWS リスクとコンプライアンス75

AWS サポート 

 AWS プレミアムサポート76

 AWS Trusted Advisor77

https://www.youtube.com/watch?v=esEFaY0FDKc
https://www.youtube.com/watch?v=DurzNeBQ-WU
https://www.youtube.com/watch?v=DurzNeBQ-WU
https://aws.amazon.com/devops/
https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/
https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/
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https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/JP_Whitepapers/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper_JP.pdf
https://aws.amazon.com/premiumsupport/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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