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自己紹介

• 鶴田貴大(つるだたかひろ)

• BtoB向け新規サービスのインフラチームに所属

• Kubernetesなどクラウドネイティブ系の技術が好き
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この発表で伝えたいこと

様々なデータの

様々な正当性チェックを

様々な場面で行うためのツールを紹介します。
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データの正当性チェック？

広い意味での入力データのバリデーションのこと

• 「フィールド address は必須フィールドで、IPアドレス文字列が入っていてほしい」

• 「ドキュメントAを作成する際は対応する別のドキュメントaがほしい」
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課題共有
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いろんな種類のデータがあります

• インフラ構築マニフェスト

• トラッキングデータ

• 記事データ
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いろんな正当性チェックをしたくなります

• インフラ構築マニフェスト
例: セキュリティ対策のための設定が入っているかチェック

• トラッキングデータ
例: 必須項目をすべて埋められているかチェック

• 記事データ
例: 本文が最大長に収まっているかチェック
例: 禁止用語が含まれていないかチェック
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人の手によるデータの正当性チェックは面倒

人の目は信用できない。抜け落ちがあるのが普通。
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人の手によるデータの正当性チェックは面倒

チェックするにはドメイン知識が必要。新たな人がチームに参加するたびに教える？
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人の手によるデータの正当性チェックは面倒

そもそも人のチェックがフィットしない場面もある。
例えばデータフローの途中で人手のデータチェックを入れると
処理速度のボトルネックになる。
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じゃあ自動化します…？

自動化しようと言うのは簡単だが…
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データの正当性チェックの自動化の面倒さ

• 正当性チェックの実行ポイントが多様
CI、サービス稼働環境、データパイプラインの途中、etc
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データの正当性チェックの自動化の面倒さ

• データ形式の多様性
JSON、YAML、XML、 Dockerfile、etc
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面倒そう

• 実行ポイントの多様性

• データ形式の多様性
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課題まとめ

人手によるデータの正当性チェックは遅いし不正確なので自動化したい。

しかしデータの正当性チェックの自動化をしようとすると、いろんなデータ形式のいろん
なチェックをコードに落とし込むことになるので、結構大変そう。
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どうする
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そこで登場するのがOpenPolicyAgent

OpenPolicyAgent(=OPA) は汎用的なポリシーエンジンを提供するOSS。
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重要コンセプト: ポリシーの分離

ユーザが定義したポリシールールにしたがい入力データを評価する。

18ref: https://blog.openpolicyagent.org/rego-design-principle-1-syntax-should-
reflect-real-world-policies-e1a801ab8bfb



OpenPolicyAgent 動作イメージ

入力データを用意してOPAに投げると、ポリシールールの評価結果を教えてくれる
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こちらのデータに
なります

{"aaa": "bbb"}

必須フィールド name 
が無いですね

POST



OPAはJSONを入力データとする

大抵のデータ形式にはJSONエンコーダーがすでにあるのでJSONに変換できる。
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JSON



横道に逸れるがXMLをJSONに変換する例

• Go言語の実装例。github.com/basgys/goxml2json の利用
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import (
"fmt"
"strings"

xj "github.com/basgys/goxml2json"
)

func main() {
xml := strings.NewReader(`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><hello>world</hello>`)
json, err := xj.Convert(xml)
if err != nil {

panic(err)
}

fmt.Println(json.String())
// {"hello": "world"}

}



OPAの実行方法は主に2つある

いくつか実行方法があるが、主に２つ
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HTTPサーバとして実行

23ref: https://www.openpolicyagent.org/



プログラミング言語のライブラリとして実行

24ref: https://www.openpolicyagent.org/



OPAでデータの正当性チェックを自動化するとどうなる

OPAを使えば、先程挙げた２つの面倒さは話が簡単になりそう。

• 実行ポイントの多様性
→OPAのライブラリかHTTPサーバを既存システムに組み込む

• データ形式の多様性
→JSONに変換してOPAにわたす
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OPAもうすこし詳しく

一旦ここでOPAを使うための方法についてもう少し詳しく見ていきます
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Rego

OPAのポリシールールはRegoという独自言語で記述する。

RegoはDatalogベースの言語。そしてDatalogはPrologベースの言語。

文法説明は割愛しますが、雰囲気だけ知ってもらいたいので例を載せます
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Regoによるポリシールールの例

例1

spec.affinityというフィールドが存在しな
ければポリシー違反
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violation[msg] {
not input.spec.affinity
msg := "spec.affinity is required"

}



Regoによるポリシールールの例

例2

AそれぞれのdependsOnに対応するBが存
在するかチェック。なければポリシー違
反
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a[name] {
resource := input[_]
resource[i].kind == "A"
name := resource[i].name

}

b[b.name] {
resource := input[_]
resource[i].kind == "A"
deploy := resource[i]
resource[j].kind == "B"
b := resource[j]
a.dependsOn == b.name}

violation[msg] { 
count(a) < count(b)
msg := "Aに対応するBが不足しています"

}



Rego実際どう

• 独自言語を覚えるコストはある。手続き型言語に慣れている身からするとクセ強め

• しかしポリシールールを書く、という目的にはまちがいなくフィットしている。コード
量もあまり大きくならない

• Prolog系言語を業務で使うあまりないチャンス
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例: EKS用マニフェストのチェック

EKSというAWSのマネージド型Kubernetes(コンテナ実行プラットフォーム)でアプリをデ
プロイする時にYAMLが必要になる。

このYAMLの各フィールドにどういう値を入れるべきかはチームやサービスによってある
程度決まる。

長大なYAMLを人がチェックするのは大変なので、これをOPAでチェック。
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例: EKS用マニフェストのチェック

以下の2箇所でチェック

• GitHubにPRを立てた時点でCIで自動チェック

• Kubernetesにデプロイされる時にWebhookでチェック
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1.デプロイ 2.チェック

適当にデプロイ！ 大丈夫そう？

rootユーザーで実行
できてしまう書き方な

のでダメです



例: データパイプライン上の加工状態のチェック

ユーザー行動トラッキングデータをためておくプラットフォームでは、得られたデータを
複数の段階に分けて加工している。

段階ごとに必須パラメータが正しく処理されているかチェックしたい。
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• SQSのイベントフックにRegoポリシーを評価するLambdaを登録しておき、キューが入っ
てくるたびにそれをチェックする。

例: データパイプライン上の加工状態のチェック



メモ: LambdaでOPAを使う方法

Node.jsでRegoコードを扱うときは、一旦RegoをWASMに変換しそれをロードする。
https://github.com/open-policy-agent/npm-opa-wasm
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input = '{"path": "/", "role": "admin"}';

loadPolicy(policyWasm).then((policy) => {
resultSet = policy.evaluate(input);
if (resultSet == null) {
console.error("evaluation error");

}
if (resultSet.length == 0) {
console.log("undefined");

}
console.log("allowed = " + allowed[0].result);

}).catch((error) => {
console.error("Failed to load policy: ", error);

});

https://github.com/open-policy-agent/npm-opa-wasm


導入して良かったこと

• インフラチームの扱うデータの正当性チェックが自動化された。

• 特にドメイン知識が多くレビューも大変なKubernetes環境のレビューが楽になった。

• ポリシーを追加したいときはRegoでポリシールールを追加するだけで済むようになった。

• データチェックをしたい箇所が出るたびに、OPAが実装の選択肢として上がってくるよ
うになった。
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難しい点: Regoが独特

Prolog派生言語の脳トレ感。慣れないうちは仕様でハマりがち:

• 存在しないフィールドを変数に代入しようとすると
アサーションが意図せず中断してしまう

• 空集合をbool評価すると真

• ...
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工夫した点: 再利用性を高める

似た形のシステムには似たポリシールールを適用したくなる。

• konstraint で Kubernetes 用ポリシーファイルを生成

• GitHubベースのポリシールール再配布システムを構築
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cluster1

cluster2

cluster3



今後の展望

OPAがフィットする場面では積極的にOPAを採用し、使用範囲を広げていきたい

• アプリの設定ファイルのチェック

• 記事コンテンツデータが期待する形式かチェック

• APIサーバのレスポンスが期待する形式かチェック

• 非プログラマ系業務への適用

そのためにもRegoが分かる人を増やしたい
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まとめ

• OPAは実行方法が選べる汎用ポリシーエンジン

• OPAをベースにするとデータの正当性の自動チェックを効率的に実現できる
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