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なぜ OSS なのか



AWSの「隙間」とは



AWSの「隙間」とは

マネージドサービスは最初はコア機能でリリースされ
(要望を取り入れながら) 徐々に機能が増えていく



例: RDS for MySQL の歴史

2009-10 ローンチ
2010-05 Multi-AZ機能
2015-12 任意タイムゾーン設定
2018-01 CloudWatch Logsにログ出力機能
サービスの根幹に関わるコア機能 (例:Multi-AZ) は
ごく初期に実装されるが…

工夫で何とかなる機能 (例:タイムゾーン)
他サービスとの連携便利機能 (例:Logs出力) は後回しにされがち ← 隙間



工夫で何とかなる機能は後回しになりがち

例えばタイムゾーンを JST に設定したい場合
パラメータグループの init_connect で以下の SQL を指定1

SET SESSION time_zone = CASE WHEN POSITION('rds' IN CURRENT_USER()) = 1
  THEN 'UTC' ELSE 'Asia/Tokyo' END;

rds から始まるユーザー(RDS内部で利用するもの)では UTC
それ以外のユーザーには Asia/Tokyo (JST) に設定する
Bad Know-how...

1 https://qiita.com/j3tm0t0/items/089ef96ba131df079ca4



他のサービスとの連携便利機能も…

RDS のログを外部に流したかった
github.com/kenjiskywalker/fluent-plugin-rds-slowlog
github.com/shinsaka/fluent-plugin-rds-log
github.com/acidlemon/rds-throwlog

みんな頑張っていた
CloudWatch Logs 連携リリースで設定ポチで完了するように



隙間が多いマネージドサービスを使うかどうか

マネージドサービスは勝手に強くなる
自前運用は勝手には強くならない
パッチ適用、バージョンアップなどの人的コストを十分に払えないなら
多少不便でも(致命的でないなら)マネージドサービスを選択し
後日の機能拡張を期待しつつ運用の手間を減らしたほうがよい



隙間家具を自作する

小さく、そのユースケース内で適切な汎用度を持ったものを作る
本家が隙間を埋めたら捨てられる粒度で作る



「隙間家具 OSS」の実例と設計思想



隙間の実例 - S3 と Redshift の間

Redshift にデータを取りこむには S3 からのコピーが必須
Redshift に接続し、取り込むオブジェクトを指定して COPY クエリを発行
2012-11 に Redshift がローンチして3年
S3から継続的に取りこむマネージドな方法は存在しなかった



隙間家具 OSS の実例 - Rin

github.com/fujiwara/Rin

S3 イベント通知で SQS に送信

SQS のメッセージを元に Redshiftに COPYを発行
して取り込みを行う Go 製ツール

2015.05 に開発



元々別の方法を使用していた

fluent-plugin-redshift

Fluentd の output plugin
メッセージのoutput処理として

S3 へアップロード
Redshift へのCOPY発行
を同期的に実行

Fluentd にログを送るだけで Redshift まで取りこ
まれるので便利と思って導入



運用していての問題
S3へのアップロードとRedshiftへの取り込みが不可分

Redshift は定期的にメンテナンスで停止
クラスタリサイズでも停止
停止時は COPYが失敗する

S3 へのアップロードと COPYが一体のため
リトライはアップロードからやりなおし
! S3 にゴミが溜まる



Rin の設計方針

S3 へのアップロードは他に任せる (fluentd)

S3, SQS の可用性は大変高い
Redshift のダウンタイムは比較的大きい

ミスマッチ部分を一度に処理しないことで
リトライを容易に

Redshift への COPY発行に特化するツール



Rin の設定ファイル
queue_name: my_queue_name    # SQS queue name
targets:
  - s3:
      region: ap-northeast-1
      bucket: my.test.bucket
      key_prefix: test/foo/
    redshift:
      host: redshift.example.com
      port: 5439
      dbname: test
      user: test
      password: xxxxxxxx
      schema: public
      table: foo
    sql_option: "JSON 'auto' GZIP"



柔軟な取り込み設定

targets:
  - s3:
      bucket: my.test.bucket
      key_regexp: test/schema-([a-z0-9]+)/table-([a-z0-9]+)/
    redshift:
      schema: $1     # ^の正規表現でcaptureした値を展開
      table: $2

大抵のアプリケーションでは取り込みテーブルは複数になる
柔軟に取りこめるように動的設定を可能に



開発して5ヶ月後 隙間が埋まった

2015.10 Kinesis Firehose 発表



Before / After

Fluentd へログを送信⇒ Redshift に順次取りこまれる
構造はそのままマネージドに 

東京リージョンに来たのは 2017.07 (2年後)



Rin の寿命は潰えたのか?

実はまだ生きています
Fluentdからの取り込みはFirehose経由でよくなったが
別のユースケースで使える
ELB / ALB のログが S3 に配置されるものを逐次取り込みするのに活躍中
ユースケースを絞った適度な汎用性が奏功している



Rin の教訓

どう考えてもマネージドになってほしいものはそのうちなる
(需要があれば…)

複数のサービス間連携を一度に処理するとリトライが複雑になる
単機能に特化しつつ、そのドメインでの汎用性を持たせると使い回せる
マネージドになったときにきれいに取り外せる設計が大事



隙間家具 OSS の例 - s32cs

Amazon CloudSearch 2012-04 リリース
2019-10 現在 マネージドでデータを継続的に取りこむ方法はない
(console/ aws-cli / API / HTTP POST のみ)



github.com/fujiwara/s32cs (S3 to CloudSearch)

S3 のイベントトリガで起動する Lambda 関数として実装
S3 に配置された ndjson (Newline Delimited JSON) を加工
HTTP POST で CloudSearch に投入する



CloudSearch への投入処理

CloudSearch へは 5MB 以下の JSON 配列を投入
細かい単位で投入するとパフォーマンスが劣化する
s32cs = 配列形式への加工、分割と HTTP POST をやってくれるだけのツール
{"id": "123", "type": "add", "fields": {"title": "hoge", "message": "わいわい"]}}

{"id": "345", "type": "delete"}

↓
[
  {"id": "123", "type": "add", "fields": {"title": "hoge", "message": "わいわい"]}},

  {"id": "345", "type": "delete"}
]



Firehose → S3 のイベントトリガからなにかするパターン

n分ごとにデータ処理するバッチをイベントドリブンに変換している
s32cs 以前
cronで過去5分のデータをDBから取得、加工、HTTP POST で投入するバッチ
データ取得、加工、投入が一体で不可分
s32cs 以後
生成はアプリケーションでのログ送信
5分ごとにデータをまとめるのは Firehose
まとまったデータを加工して投入するだけが仕事



本当にやりたいこと
= 順次発生するデータを適切な単位で処理したい
これをn分ごとのcronで実装してしまうと…

1回処理が抜けると次回実行では2回分を処理する必要が
→ 最後の処理地点を記録しておく必要がある
→ シリアル処理になる
→ 可用性やパフォーマンスのための分散処理がしづらい
→ もしn日分を処理しようとすると…?

スケールしない + 失敗すると緊張が走る



Firehose でのストリーム → S3イベントトリガ処理
n分ごとのcronを代替
ストリームをn分ごとのchunkでS3に吐き出す処理 = Firehose
S3 には 指定時間 (60～900秒) もしくは指定サイズ (1～128MB)の
先に達した条件でオブジェクトが生成される
分散処理が可能になる
バッチ処理側に状態を持つ必要がない
安心してオンメモリ処理ができる！



マネージドサービスにもいろいろある

クラウドネイティブ = インスタンスを意識しなくてよい(できない)
SQS, S3, CloudWatch, Labmda, DynamoDB...

クラウドネイティブに近い = インスタンスは朧気に見えるがスケールが自動
ELB, CloudSearch...

クラウドネイティブになりきれない=インスタンスが見えスケールが自動でない
RDS, ElastiCache...

クラウドネイティブなものを活用していくとスケールしやすい
クラウドネイティブな思考法は大事



s32cs の教訓

n分ごとのcron処理、本当にやりたいことは時間依存ではないかも？
適切な単位で制約されたデータのイベントドリブン処理は実装が楽
気兼ねなくオンメモリ処理ができる
状態はマネージドサービスに、状態を持たない処理だけ書くとスケールが容易



隙間家具 OSS の例 - ssmwrap

github.com/handlename/ssmwrap

SSM Parameter Store の値を環境変数に設定してコマンドを exec する wrapper
世の中に類似品はいっぱいあるがあえて…

github.com/remind101/ssm-env
github.com/okzk/env-injector
github.com/jamietsao/aws-ssm-env



ssmwrap

$ ssmwrap -path /prod/ -- mycommand

例えば SSM パラメータストアに
/prod/DB_PASSWORD, /prod/API_TOKEN が入っている場合
環境変数 DB_PASSWORD, API_TOKEN に値を設定して mycommand を実行
2018.07 ECS task に SSM の値を渡すために開発



ssmwrap のいいところ

exec する(子プロセスとして起動しない) wrapper なので
コンテナの entrypoint に直接指定できる

# ssmwrap -path /prod/ -- command と同等の起動処理
ENTRYPOINT ["/usr/bin/ssmwrap"]
ENV SSMWRAP_PATHS=/prod/
CMD ["--", "mycommand"]

リトライが指定できる (例 -retries=3 or SSMWRAP_RETRIES=3)
パラメータストアがエラーを返した場合、リトライできないと 



あからさまな隙間はすぐ埋まる

2018-11 ECS task に SSM パラメータストアの値を環境変数として設定できる
secrets 機能リリース 



ssmwrap の利用価値はなくなったのか?

ECS 以外でも使える
EC2 で動作する shell script の shebang に指定したり

#!/usr/bin/ssmwrap -path /prod/ -- /bin/sh
echo $DB_PASS
...

AWS外 (例えば CircleCI) での実行にも同様に仕込める
システムすべてが ECS でない状態ではまだまだ利用価値はある



指定した値をファイルとして書き出してから exec

ssmwrap -paths="/prod/" \
  -file "Name=/prod/ID_RSA_KEY,Path=/root/.ssh/id_rsa,Mode=400" \
  -file "Name=/prod/ID_RSA_PUB,Path=/root/.ssh/id_rsa.pub,Mode=644" \
  -- mycommand

鍵など、環境変数ではなくファイル配置が前提のアプリケーションも多い



Goのライブラリとしても使える

これが明記されている類似ツールは少ない(はず)
godoc.org/github.com/handlename/ssmwrap#Export
ライブラリとして使える → Lambda で使える
import "github.com/handlename/ssmwrap"

err := ssmwrap.Export(ssmwrap.ExportOptions{
    Paths: []string{"/prod/"},
    Retries: 3,
})
// 普通に環境変数を参照するだけ
dbpass := os.Getenv("DB_PASS")



Lambda でもパラメータストアの値を環境変数にしたい(ですよね)

マネージドで設定する方法は(まだ)ないができて然るべき
マネージドでできるようになった場合のコード修正が極少
ssmwrap.Export() を除去するだけ
Lambda でパラメータストアを参照するコードを書くより見通しがよい



ssmwrap の思想

マネージドになったときに取り外しやすいような設計
環境変数/ファイルにSSMパラメータストアの値を設定することに集中する
ECS：secrets でサポート済み
Lambda: そのうちできる(きっと)
ファイルに書き出してしてからコンテナ起動 → k8sではできる、つまりECSも…

将来マネージドになりそうな部分をアプリケーションのべた書きで解決しない
小さいツール/ライブラリに切り出しておく
取り外しが容易になる



そのうち取り外すものをなぜわざわざ作るのか

アプリケーションで直接書くと密結合する
取り外したい時に密結合していると改修しづらい
ライブラリではないコードは往々にして別プロジェクトにコピペされる
いざ修正を入れようとしてもコピペなので… 

改修しづらいアプリケーション!そのうち誰も触りたくなくなる
改修しやすいアプリケーション!低コストで近代化を進めやすい



OSS として作る



OSS として作る

自分らしか使わなくても OSS にしてしまう
設計指針として これを OSS にするならどうするか を考えるのは有用
(事情で OSS にできなくても)



OSS として作る理由(1)

ドキュメントを書く気になる
README ぐらいは頑張って書くモチベーションになる
空だと恥ずかしいので……



OSS として作る理由(2)

過度な社内事情の混入を防ぐ
「社内/そのプロジェクト以外に意味がある機能なのか?」
責任分界点を見極めることで将来外しやすくなる
設計がきれいになる



OSS として作る理由(3)

魔改造版が増殖するのを防ぐ
「GitHubでバイナリ提供してるのでそれを使ってください」
「RubyGems / CPAN / npm / etc. からインストールしてください」
独立したパッケージになってないとコピペされる
コピペ後に改造されると新機能やバグフィックスに追従できない



OSS として作る理由(4)

同じような隙間家具をみんなが毎回手書きするのは無駄！！
とはいえユースケースによっては再実装することも (ssmwrap)



まとめ

AWSのマネージドサービスには「隙間」がある
隙間家具を作ってよりよい運用を
必要に応じて取り外せるように設計する
OSS として作ることを考えることで、よりよい設計と実装に
要望はちゃんと伝えましょう！



Thank You!


