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DevOps on AWS:
継続的デリバリとAWS開発者ツールへの

ディープダイブ



https://secure.flickr.com/photos/mgifford/4525333972

今日
お集まりいただいた

目的は？



ソフトウェアの動きは加速している

ソフトウェアの作成と配布はかつてない
ほど簡単で高速になっている：

• ほとんどあるいはまったく資金調達せずに
スタートアップが巨大企業に対抗できる

• ダウンロードひとつで数百万人のユーザーに
すぐにソフトウェアを配布できる

• 混乱を抑制するには機敏性が最も重要



かつてのソフトウェア配布モデル

ソフトウェア配布モデルは大きく様変わりしている

新しいソフトウェア配布モデル



機敏な動きに必要なツールとは？

この新しいソフトウェア駆動の世界でソフトウェアをリリー
スするのに必要なツール：

• ソフトウェア開発のリリースプロセスの流れを管理する
ツール

• コードの不具合や潜在的な問題を正しくテスト／検査する
ツール

• アプリケーションをデプロイするツール



まず、ソフトウェアの
リリースプロセスについて
少し理解しておこう

https://www.flickr.com/photos/jurvetson/5201796697/



• 他のシステムと
の統合テスト

• ロードテスト
• UIテスト
• 侵入テスト

リリースプロセスの4つの主なフェーズ

ソース ビルド テスト 運用

• .javaファイル
などのソース
コードをチェッ
クイン

• 新しいコードの
ピアレビュー

• コードの
コンパイル

• ユニットテスト
• スタイルチェッ

カー
• コードメトリック
• コンテナイメージ

の作成

• 本番環境にデプロイ



リリースプロセスのレベル

ソース ビルド テスト 運用

継続的インテグレーション

継続的デリバリ

継続的デプロイメント



ソース ビルド テスト 運用

リリースプロセスのレベル

継続的インテグレーション

継続的デプロイメント

継続的デリバリ

今日の焦点



継続的デリバリのメリット

開発者の

生産性を改善

バグをすばやく

検出して対処

アップデートの

配信を高速化

ソフトウェアの

リリースプロセスを

自動化



Amazonでの開発

を振り返ってみる
と...

https://secure.flickr.com/photos/pixelthing/15806918992/



2001

Amazonでの開発の移り変わり：2001～2009年

2009

モノリシックな
アプリケーション

+ チーム

マイクロサービス + 
「2枚のピザ」チーム



このモデルにより、
状況は大きく改善し、
チームはかつてない
ペースで機能を開発
していたが、まだ改
善の余地があると感
じていた



2009年、
Amazonはまだ
効率的ではない
部分を見つけ出
すための調査を

実施した



私たちはただ待っているだけだった。

待つコーディ
ング 待つビルド 待つ

テスト環
境にデ
プロイ

本番環
境にデ
プロイ
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数週間

数分 数日 数分 数日 数分 数日 数分

私たちはただ待っているだけだった。

待つコーディ
ング 待つビルド 待つ

テスト環
境にデ
プロイ

本番環
境にデ
プロイ



数分 Days 数分 Days 数分 Days 数分

数週間

待つコーディ
ング 待つビルド 待つ

テスト環
境にデ
プロイ

本番環
境にデ
プロイ

私たちはただ待っているだけだった。



ソフトウェアのリリース
プロセスを自動化する
ツールを構築

https://secure.flickr.com/photos/lindseygee/5894617854/



チェックインから運用まで、
アクションとトランジショ
ンを自動化

開発面でのメリット：

• より高速

• より安全

• 一貫性と標準化

• プロセスの見える化

パイプライン



この方法で効果を上げ続けている：

2014年：

• Amazon全体で数千のサービスチーム

• マイクロサービスを構築

• 継続的デリバリを実践

• 多くの環境（ステージング、ベータ、本番）

5,000万デプロイ



ソフトウェア開発者へのアンケート
調査を毎年実施。2014年の結果か
ら、開発者の幸福度を高めることを
統計的に確認できるただ1つの開発
ツール／サービスを発見：

パイプラインサービス！



継続的デリバリ

== 

開発者がより幸せに！

https://www.flickr.com/photos/cannnela/4614340819/



アプリケーションのすばやく信頼できる
アップデートを可能にする継続的デリバリ
サービス

ソフトウェアリリースプロセスのモデル化
と見える化

コードが変更されるたびにコードをビルド、
テスト、デプロイ

サードパーティツールやAWSとの統合

AWS CodePipeline



AWS CodePipelineのメリット

設定可能なワークフロー 統合が簡単 品質の向上

すばやい配信 迅速な使用開始



Source

Source
GitHub

Build

JenkinsOnEC2
Jenkins

Deploy

JavaApp
Elastic Beanstalk

パイプライン
ステージ

アクション

トランジション

CodePipeline

MyApplication



Source

Source
GitHub

Build

JenkinsOnEC2

Jenkins

Deploy

JavaApp
Elastic Beanstalk

NotifyDevelopers

Lambda

CodePipeline

MyApplication

並列アクション



Source

Source
GitHub

Build

JenkinsOnEC2
Jenkins

Deploy

JavaApp
Elastic Beanstalk

NotifyDevelopers

Lambda

TestAPI

Runscope

CodePipeline

MyApplication

逐次アクション



EC2インスタンス

CodePipeline

Source

Source
GitHub

Build

JenkinsOnEC2
Jenkins

Deploy

JavaApp
Elastic Beanstalk

8. ビルドアーティファク
トを取得

ソースアーティファクト

S3
5. ソースアーティファクト
を取得

1. 変更を取得

ビルドアーティファクト

S3

6. ビルドアーティファクト
を格納

3. ジョブをポーリング

4. ジョブを承認

7. 成功を通知

9. ビルドアーティファクト
をデプロイ Elastic Beanstalk

Webコンテナ

Javaアプリ

MyApplication



優秀なパートナーが続々集結

ソース ビルド テスト デプロイ



AWSサービスの統合

ソース ロジックの呼び出し デプロイ

AWS Elastic Beanstalk

Amazon S3 AWS CodeDeployAWS Lambda

AWS CodeCommit

AWS OpsWorks

今週サポートを開始！



アプリケーション開発の
リリースパイプラインの
構築

https://www.flickr.com/photos/seattlemunicipalarchives/12504672623/



DEMO!







アプリケーションの
ビルドとテスト

https://secure.flickr.com/photos/spenceyc/7481166880



コードのビルド

コードの「ビルド」は、一般に、コンパイル済
みのバイナリを要求する言語を指す：

• .NET言語：C#、F#、Visual Basicなど

• Java言語とJVM言語：Java、Scala、JRuby 

• Go

• iOS言語：Swift、Objective-C 

Dockerコンテナイメージを作成するプロセスも
画像の「ビルド」と呼ぶ

EC2



ビルドは不要！

多くの言語ではビルドが不要：

以下の言語はインタープリタ型言語と呼ばれる：

• PHP

• Ruby

• Python

• Node.js

コードをデプロイするだけ！

EC2



コードのテスト

テストは科学であると同時に芸術でもある！

コードをテストする目的：

• 期待どおりに機能することを確認

• プログラミングの構文エラーを捕捉

• コードのパターンやフォーマットを標準化

• アプリケーションの不適切な使用法や
ロジックの欠陥によるバグを削減

• アプリケーションの安全性を強化



アプリケーションの
デプロイ

https://secure.flickr.com/photos/simononly/15386966677



あらゆるインスタンスに対するコードのデプロイ
メントを自動化

アプリケーションの複雑なアップデートに対処

アプリケーションのデプロイ中のダウンタイムを
回避

言語やオペレーティングシステムに依存せずに、
Amazon EC2やオンプレミスサーバーにデプロイ

サードパーティツールやAWSとの統合

AWS CodeDeploy



appspec.ymlの例
version: 0.0
os: linux
files:

- source: /
destination: /var/www/html

permissions:
- object: /var/www/html

pattern: “*.html”
owner: root
group: root
mode: 755

hooks:
ApplicationStop:

- location: scripts/deregister_from_elb.sh
BeforeInstall:

- location: scripts/install_dependencies.sh
ApplicationStart:

- location: scripts/start_httpd.sh
ValidateService:

- location: scripts/test_site.sh
- location: scripts/register_with_elb.sh



version: 0.0
os: linux
files:

- source: /
destination: /var/www/html

permissions:
- object: /var/www/html

pattern: “*.html”
owner: root
group: root
mode: 755

hooks:
ApplicationStop:

- location: scripts/deregister_from_elb.sh
BeforeInstall:

- location: scripts/install_dependencies.sh
ApplicationStart:

- location: scripts/start_httpd.sh
ValidateService:

- location: scripts/test_site.sh
- location: scripts/register_with_elb.sh

• ELBへのインスタンスの追加と
削除

• 依存パッケージのインストール
• Apacheの起動
• デプロイの成功を確認
• 他にも！

• アプリケーションファイルと
設定ファイルをそれぞれの
ディレクトリに送信

• 特定のディレクトリとファイル
のアクセス許可を設定

appspec.ymlの例



v2 v2 v2 v2 v2 v2

1つずつ

半分ずつ

すべて一度に

v2 v2 v2 v1 v1 v1

v2 v1 v1 v1 v1 v1 エージェント

開発デプロイグループ

または
本番デプロイグループ

デプロイの作業量とグループの選択

エージェント

エージェント エージェント エージェント

エージェント エージェント エージェント



https://www.flickr.com/photos/spacex/16510243060/

本番環境への
ローンチ



本番環境へのローンチ

コードをビルド・テストし、本番環境への
試験導入を何度か行った後、実際の運用を
開始！

検討すべき課題：

• 顧客への影響

• インフラストラクチャへの影響

• ビジネスへの影響

これらの影響を追跡し、デプロイを告知す
るにはどうすればよいか？



カスタムアクションを使ってAWS CodePipelineを
拡張

チケットの更新 リソースの
プロビジョニング

ダッシュボードの更新

モバイルテスト

通知の送信 セキュリティスキャン



FIN, ACK

ここでは、ソフトウェアリリースプロセスにおける継続的
デリバリーのメリットを簡単に紹介してきた：

• 継続的インテグレーション（ビルド／テスト）はフィードバック
ループの縮小に大きく役立つ

• ソフトウェアをはるかに短い時間でユーザーに提供することが可能

• 機敏性を向上させることが品質の改善につながる

• CodePipelineによりほとんどのサービスやツールとの統合が可能

• さらに、状況が見える化される！



今すぐ試してみよう

スターターキットを使ってCodePipelineを試し、完全な
継続的デリバリパイプラインを作成しよう

bit.ly/AWSCodeStarterKit



詳しい資料はこちら：
• 継続的インテグレーション

https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/

• 継続的デリバリ

https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/

• CodePipeline

• https://aws.amazon.com/codepipeline/

• https://aws.amazon.com/documentation/codepipeline/

• CodeDeploy

• https://aws.amazon.com/codedeploy/

• https://aws.amazon.com/documentation/codedeploy/

• https://github.com/awslabs/aws-codedeploy-samples

• コードサービスのスターターキット

http://bit.ly/AWSCodeStarterKit

他にもまだある！



Domo Arigatou Gozaimasu!


