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Infrastructure as Code (IaC) とは
Infrastructure as Code (IaC) とは、
ネットワークの構成やサーバーの設定など
インフラを構成する要素をコード化し、
その構築や管理をソフトウェアによって⾃動化する⼿法。



6

Infrastructure as Code (IaC) のメリデメ
▼メリット

• インフラ構築における⼯数・⼯期の削減

• テンプレートの再利⽤による効率化、他環境への容易な展開

(例: staging 環境から production 環境への展開)

• ⾃動化によるヒューマンエラーの削減

• ⼿順、レビューの簡素化

(GitHub 等でコード変更箇所のレビューがしやすい)

• ⼿順書作成⼯数の削減
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Infrastructure as Code (IaC) のメリデメ
▼デメリット

•コード管理

(コードの置き場、ブランチ管理、レビュー、ユーザ権限、etc..)

•コーディング
• インフラ担当者のコーディングスキルに依存
• コードの標準化 (担当者が多いほどコードが煩雑化しやすくなる)

•利⽤する IaC サービスの調査・検証、選定



インフラをコード化することに至った
要件と課題
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インフラをコード化することに⾄った要件と課題
※クライアントの事例

• 担当するシステム(アカウント)が多い +20 ※内80〜90%が AWS

• 開発スケジュールがタイト

要件開始から数ヶ⽉でサービスリリースすることが多い

• インフラの担当は DevOps と幅広く対応

構築して終わりではなく、CI/CD・保守運⽤含めて担当する必要がある

• インフラ担当者は数⼈程度、案件は同時並⾏が多い



10

インフラをコード化することに⾄った要件と課題

構築タスクを効率化しないと回らない !!

従来の⼿作業による構築作業をコード化して⾃動化し、ビジネス要
件とスケジュールに合わせて効率的に対応することが必須。

かつ、担当者のスキルに依存せず効率的に安定した構築するために、
コードの汎⽤化・標準化が最重要課題。



IaCサービスの選定

AWS CloudFormation
vs

Terraform
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まずは IaC の要件整理
※要件はワークロードによって異なる、下記は⼀例。

• プロダクト毎に1つのリポジトリでコードを管理し、複数のリポジトリ
で管理しない (管理するアカウントが多いため)

• デプロイするリソースを限定化し、影響範囲を局所化したい

• 全てのリソースにタグを付与したい

• テンプレートを毎回コーディングせず、テンプレートを汎⽤化したい

• CI/CD サービスをシンプルにしたい
Jenkins、CircleCI、AWS CodePipeline 等の技術選定
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IaC の選定 CloudFormation vs Terraform
Terraform のメリデメ

・AWS だけでなく、GCP や Azure 等他のクラウドサービスでも利⽤
でき、環境によって IaC サービスを使い分けなくて良い

・variable.tf を利⽤することで、環境毎の固有の値を管理し、テンプ
レートを汎⽤化しやすい

・コードが特殊、インフラ担当者に馴染みにくい

・Jenkins や CircleCI などの CI/CD サービスが別途必要
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IaC の選定 CloudFormation vs Terraform
AWS CloudFormation のメリット
・利⽤するクラウドサービスが AWS のため親和性が⾼く、ほぼ全ての
AWS サービスを CloudFormation で作成できる

・ドリフト検知、ドリフト検知の通知 (Chatbotを利⽤して通知も可能)

・リソースのタグ付けが容易

・Service Catalog の利⽤ (別項に記載)
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IaC の選定 CloudFormation vs Terraform
AWS CloudFormation のデメリット

・スタック間の依存管理が⾯倒 (Output と Fn::ImportValue の利⽤)
便利だけど依存管理が⼤変 …

・⼀部の AWS サービスにタグが付与されない
IAM ポリシーや EventBridge など、⼀部のサービスのリソースは GUI や

AWSCLI を利⽤しないとタグ付与できない。

(AWSさん改善してください!!)
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IaC の選定 CloudFormation vs Terraform
結果

どっちでも良い !!

どの IaC も⼀⻑⼀短 …

ワークロードや、環境・インフラ担当のスキルに合わせて IaC サービス
を選定しましょう !

ただし複数の IaC サービスを併⽤するのはオススメできません。
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IaC の選定 CloudFormation vs Terraform
AWS CloudFormation の決め⼿

• 利⽤するクラウドサービスの90%以上が、AWS

• AWS Chatbotでスタック作成時の通知がノーコードで実装できる

• ドリフト検知が便利 ! (次項参照)

• リソースのタグ付けが楽チン !!

テンプレート本体に Tags を書かなくてもスタック全体にタグが付与
できる (※⼀部のAWSサービスは除く)
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AWS CloudFormation の便利機能
スタックの通知

CloudFormation の Amazon SNS Topic を指定することでスタックの
イベントが通知できる。ーー作成、変更、削除、成功、失敗、etc。

構成例:
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AWS CloudFormation の便利機能
スタックの通知

通知例:
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AWS CloudFormation の便利機能
ドリフト検知

CloudFormation で作成したリソースに GUI や CLI 等で変更があった
場合、⾃動検知し通知する。

ドリフトの検知:
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AWS CloudFormation の便利機能
ドリフト検知

右図の様にスタック情報と
実際の値が異なる箇所を⾃
動的に検出できる。
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AWS CloudFormation の便利機能
リソースのタグ付け

リソース毎のテンプレートにTagsを記載することなく、スタック作成時
に対象全てのリソースに同⼀のタグを付与できる。

以下の例は、Name: Environment, Value=prod を全てのリソースに付与する⽅法

$ aws cloudformation deploy --stack-name <stack-name> --
template-file <template-filepath> --tags Environment=prod
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AWS CloudFormation の便利機能
その他

CloudFormation Black Belt を参考にする
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/webinar-bb-aws-cloudformation-2020/

※資料一部抜粋



CloudFormation 汎用化

ちょっぴりDeep Dive編
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の⽅針
• 案件毎にテンプレートを新規作成しないよう、テンプレートを極⼒使
い回す

• 環境固有のテンプレートは汎⽤テンプレートをコピーして編集する
(GitHub上で変更箇所を把握・レビューしやすい)
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

作成するリソースは、1つのテンプレートに
まとめて書かずリソース毎に分離し極⼒汎⽤
化することを意識して書く。

右図の様にまとめて書かずに、VpcとSubnet
はテンプレートを分けることで、より汎⽤化
し展開しやすくなる。

vpc.yml

Resources:

Vpc:

Type: AWS::EC2::VPC

Properties:

SubnetA:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

SubnetC:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

※AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociationな
どリソースに関連性の強いリソースはまとめても
OK
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

環境固有のパラメータ等をテンプレート内に
ベタ打ちしない。

Resources や Parameters にパラメータ値
を書かない。

vpc-subnet.yml

Parameters:

VpcId:

Type: String

Default: “vpc-00000000”

Resources:

SubnetA:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

VpcId: !Ref VpcId

CidrBlock: "10.0.0.1/24"

AvailabilityZone: "ap-northeast-1a"

※指定が必須で、かつ値が固定のプロパティは除く
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

パラメータは外部ファイル化する。

vpc-subnet.yml

Parameters:

VpcId:

Type: String

CidrBlock:

Type: String

AvailabilityZone:

Type: String

Resources:

SubnetA:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

VpcId: !Ref VpcId

CidrBlock: !Ref CidrBlock

AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZone

vpc-subnet-base-apne1a.json

{

"Parameters": {

"Environment": "prd",

"SystemName": "base",

"VpcId": "vpc-00000000000",

"CidrBlock": "10.0.0.1/24",

"AvailabilityZone": "ap-northeast-1a"

}

}
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

環境固有のパラメータファイルをフォルダで
分けて管理する。

Cloudformation apiを実⾏する際に、環境毎
のパラメータファイルを指定する様にする。

CLIの実⾏⽅法は別項に記載。

./aws-deep-dive/

└── cloudformation/

├── environments/

│   ├── dev/

│   │   ├── vpc-subnet-base-apne1a.json

│   │   └── vpc-subnet-base-apne1c.json

│   ├── prd/

│   │   ├── vpc-subnet-base-apne1a.json

│   │   └── vpc-subnet-base-apne1c.json

│   └── stg/

│       ├── vpc-subnet-base-apne1a.json

│       └── vpc-subnet-base-apne1c.json

└── templates/

└── vpc-subnet.yml
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

Environment 毎に異なるプロパティは、
Conditions を利⽤し、環境毎(stg,prd)に分
プレートを分けない。

右の図の例は、Environment が prd の場合
のみ、SubnetC のリソースを作成する。

Conditions は組み込み関数 Fn::If でも使⽤
可能。もちろん Fn::Notも使⽤可。

Parameters:

Environment:

Type: String

Conditions:

isEnvironmentProduction: !Equals [ !Ref Environment, "prd" ]

Resource:

SubnetA:

Type: AWS::EC2::Subnet

Properties:

…

SubnetC:

Type: AWS::EC2::Subnet

Condition: isEnvironmentProduction

Properties:
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

Output、Fn::ImportValue を利⽤して、外
部スタックでエクスポートしされた値を取得
する。

注意点:

• Export 名はAWSアカウントのリージョン

内で⼀意

• ARN を取得する場合は、!GetAtt リソース
名.Arn 等で値を取得する

vpc.yml

Resource:

Vpc:

Type: AWS::EC2:: VPC

Properties:

…

Output:

VpcId:

Value: !Ref Vpc

Export: 

Name: !Sub “vpc-base-${Environment}-vpc-id”
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

Output、Fn::ImportValue を利⽤して、外
部スタックでエクスポートしされた値を取得
することで、パラメータファイルに環境固有
の値を省略できる。

注意点:

• インポート側は、エクスポートされた名前
を参照するため、依存関係が⽣まれる

subnet.yml

Resource:

SubnetA:

Type: AWS::EC2:: Subnet

Properties:

VpcId:

Fn::ImportValue: !Sub “vpc-base-${Environment}-vpc-id”
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CloudFormation 汎⽤化事例
テンプレート汎⽤の事例

AWS CLI を利⽤したデプロイ例。

注意点:

スタック名はAWSアカウントのリージョ
ン内で⼀意 (例: <product-name>-<environment>-

<system-name>-<stack-name> 等、被らないようにする)

$ aws cloudformation deploy ¥

--stack-name <stack-name> ¥

--template-file ./<product-name>/cloudformation/templates/<template-name>.yml ¥

--parameter-overrides file:///<product-

name>/cloudformation/environments/<environment>/<template-name>.json ¥

--tags Key=Value Key=Value Key=Value … ¥

--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/<cloudformation-stack-service-role-

name> ¥

--notification-arn arn:aws:sns:ap-northeast-1:123456789012:<sns-topic-name> ¥

--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM ¥

--no-fail-on-empty-changeset



CloudFormation 応用編
AWS Service Catalog
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AWS Service Catalog とは
AWS リソースのキュレートされたカタログを作成、整理、管理し、権限レベルで共有できるため、基盤となる
AWS サービスに直接アクセスする必要なく、承認されたクラウドリソースを迅速にプロビジョニングすること
ができます。※AWS公式サイト引⽤
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AWS Service Catalog の特徴
Service Catalog の主な特徴

• システム管理者がテンプレートを⽤意し、部⾨担当者が Service 
Catalog から対象のリソースを作成する

•パラメータは制約することができる (インスタンスタイプなどの選択
を制限できる)

• ポートフォリオ毎にロールを作成できる

例: 部⾨A はポートフォリオA、部⾨B はポートフォリオB
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AWS Service Catalog の事例
事例

• Secerets Manager に登録するクライアントの認証情報
• 担当者間で認証情報のやり取りすることがない、漏洩防⽌

• テンプレート化された AWS Batch ジョブ定義の作成
• ジョブ定義を作成する際、ジョブ毎に異なるパラメータを担当者が直接⼊⼒、

作成していただく

• ジョブ毎に異なる ECR リポジトリを指定したい



最後に
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IaC 利⽤しましょう !
今回は、AWS CloudFormation を利⽤してインフラ構築における⼯数を削減できた
事例を紹介いたしました。

CloudFormation を利⽤することで、実際に構築する⼯程を⼤きく削減することに
成功しました。案件によっては1⽇弱(数分もある)でリソース作成できています。

また、汎⽤テンプレートを効率的に利⽤することで、テンプレート作成に掛かる⼯
数も削減することができます。

ただ、これはほんの⼀例であり、ベストプラティクスかどうかは状況・環境に

依存します。あくまで参考にお願いします。



ご清聴ありがとうございました︕


