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1. 無法地帯のインフラの耕し方
ギノ株式会社 yukimura1227

1.1 概要

Web 系のスタートアップの立ち上げフェーズでは、リーンスタートアップで言うところの MVP を素早く作り上げ

て公開し、実際のユーザの挙動を見ながら改善を続けていく手法を取ることが多く、paiza の立ち上げ時もそのような

やり方を取りました。しかしながら、スピードを重視して品質をおろそかにすると、だれも保守できないものができあ

がります。paiza のサービスも、自分が入社した 2016 年ごろはインフラ環境 ( 本章でのインフラは、paiza の主要機

能が動作する AWS の EC2 インスタンスを指すものとします。) が無法地帯で、誰も触れない状態になっていました。

ここでは、paiza の実例を元に、無法地帯のインフラをエンジニアの皆が安心して触れるようになるまでにやったこ

とを紹介します。

1.2 Day0：事前準備

まずは事前準備として、やること・やらないことを決めます。

やらないこと

• なぜそうなってしまったのかの原因究明

• 犯人探しとその糾弾

すでに無法地帯になっている状況で、改めて犯人探しをすることは不毛であり疲弊する原因になりますのでやめま

しょう。「どうしたら予防できるか？」を考えることは大事ですが、それは無法地帯の状況を改善してからでも遅くは

ありません。

やること

• 心の準備：現状をありのまま受け入れる

• ゴール設定：最終的にどうなっていればよいかを定める

• 時間確保：改善に使える時間を確保する

まずはありのままを受け入れましょう。起こってしまっている事実は変えられません。事実を受け入れた上で、どの

ように改善していくかを前向きに考えればよいです。次に、改善していく上でどこまでやるかのゴールを設定しましょ

う。ここでは、EC2 インスタンスを立ち上げた状態から、paiza のサービスが運営できるように環境の整理・整備し、

エンジニアならだれでも同じ環境を再現できること、およびインフラを容易に変更できるようになることを目標としま

した。

最後に、改善に使える時間を確保します。全ての時間を改善活動に当てるのは難しいことが多いと思います。ビジネ

ス側とのバランスを取りながら、現実的に確保できる時間を相談します。決定権のある人に、無法地帯のまま放置する

リスクを伝えて時間をもらいましょう。( おかげさまで弊社は、そのあたりの理解があるので、大々的にリスクを伝え

ずとも、月 2 日程度の時間は容易に確保することができました。)
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1.2 Day1：はじめの一歩

時間が確保できたら、以下の4つを必ず実施しましょう。

•	 バージョン管理のためのリポジトリを作成する (paiza では、GitHub 上に infra というリポジトリを作りました )

•	 root 権限でアクセスするための情報を共有してもらう

•	 インフラ関連の作業をしたときの作業メモがある確認する ( あれば、調査が減る )

•	 今後のインフラ作業 ( パッケージ追加、ディレクトリ作成など ) は、全てこのリポジトリにメモしてもらうように促
す ( これ以上の出血を止める )

1.3 Day2：実機調査

それでは、実機の状態を調査していきましょう。

調査する上で大切なことは、全ての作業結果をリポジトリに登録することです。以下の作業は、すべてリポジトリに

登録し、後からみんなが参照できるようにします。

① パッケージ管理システム上の一覧を確認する

# RedHat系のディストリビューションなので、yum,rpmをチェック
rpm -aq | sort
yum list installed | sort
# yum のインストール履歴もチェック
yum history info

② 実際に動いているプロセスをチェックする

# 5分ごとにプロセスを確認して保存しておく
watch -n 300 'ps aux >> ps_list.txt'
# この結果は、別途 parseして解析しましたが、紙面の都合上割愛します。

③ crontab で定期実行している内容を確認する

# 全ユーザのcontabを確認
for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do echo $user; crontab -u $user -l; done

1.4 Day3：調査結果を精査し、不要なものを除去する

調査した結果をもとに、必要なパッケージを洗い出します。

•	 Day2 の①について、デフォルトで入っているパッケージとの差分をチェックしてリストアップする

•	 Day2の②・③について、リストアップしたもの以外で必要そうなものが無いかチェックする

•	 リストアップしたもので、不要そうなものがないか精査し、明らかに不要なものは uninstall する

当時の paiza 環境には、想像以上に使われていないパッケージがありました。例えば、mysqld や mondodb が動い

ていたりしました。そういった不要なパッケージはアンインストールして、悪影響がでないことを確認しました。

1.5 Day4：手作業で新しいサーバを建てる

Day3の結果をもとに、paiza がそのまま動くEC2インスタンスを新しく作ります。
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•	 	git のセットアップ

•	 	rbenv と ruby のセットアップ

•	 	ImageMagick のセットアップ

•	 	nginx のセットアップ

など、セットアップが必要なものを整理し、実際に作業していきました。また、設定ファイルは、随時利用している

ものを調べた上で、同じものをコピーしていくようにしました。この時、実際に install に使ったコマンドやコピーし

た設定ファイルは、全てリポジトリにコミットしておき、作業内容は他のメンバーにも確認してもらうと安心です。

1.6 Day5：Infrastructure as Code 化する

Day4までで、環境構築手順はわかるようになりましたが「エンジニアなら誰でも把握でき、安心して変更できる」

ようにはなっていません。それを実現するために、インフラのコード化をしていきましょう。

構成管理を行うツールはAnsible,Chef,Puppet などいろいろありますが、エージェントレスで手軽に始めること

ができ、シンプルで学習コストも小さいという理由でAnsible を使うことにしました。Ansible では、PlayBook

と呼ばれる yaml ファイルで構成を記述していきます。とりあえず「https://docs.ansible.com/ansible/latest/

playbooks_best_practices.html#alternative-directory-layout」を参考にディレクトリの構成だけをリポジトリ

にコミットし、後はコツコツとDay4でやった内容を yaml に移植していきました。時間はかかりますが、これでイン

フラ環境のコード化ができ、変更管理が容易になります。

1.7 Day6：勉強会を開く

Day5までで、初期状態のサーバに対して、Ansible を実行することで、paiza の動作に必要なものが自動的にセッ

トアップできるようにはなりました。しかし、このままでは、Ansible の知見がある人しか触れません。なので、最小

限の考え方や、実際に触れてもらう機会を作るという目的で、社内のメンバーに向けて勉強会を開きました。

当時の勉強会資料：

https://gi-no.github.io/public_documents/20171201_ 勉強会 /20171201_ 勉強会 .pdf

※資料内のリポジトリは、yukimura1227/trainings	に引っ越しています。

1.8 Day7：浸透させる

（手前味噌ですが、paizaのエンジニアは自発的に動く優秀なメンバーばかりですので）実は勝手に広まった感じではあ

るのですが、実際にサーバ構成を変更してもらうように促しました。例えば、nginxのcacheの設定を追加してもらったり、

ImageMagickの脆弱性対策をしてもらったりと、なんでも機会があれば実際に作業をしてもらいました。また、何か貢献

してもらったら何らかの形で感謝の意を伝え続けることで、みんなが自然とインフラに触ってくれるようになりました。

1.9 今後の課題

今回は、ミドルウェアのインストールや設定変更だけをターゲットにしました。一方で、インスタンスを立ち上げる

ところや、ネットワーク関連の作業は対象にできていません。インフラをイミュータブルにして、ローカルでも同じも

のを使えるとテスト品質も上がります。そういったところはできていないので、徐々にやっていきたいと思います。
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2. アクセシビリティ(a11y) 入門
ギノ株式会社 金原

2.1 アクセシビリティとは？

アクセシビリティ（以下 a11y）とは、簡単にいうと「Web サイトをできる限り多くの人やソフトウェアに使って

もらうためにすること」です。

例えば視覚や聴覚に障がいを持っている方、手が不自由な方、自閉症スペクトラムの方など、心身にハンディキャッ

プを持っている方々がサイトを使うときのことを考えてみましょう。それらの方々でもサイトを使えるようにするため

にはあらかじめの備えが必要です。具体的には、スクリーンリーダーで音読できるようにする、動画に字幕を用意する、

キーボードアクセスできるようにするといった配慮です。また、画面の小さいモバイルデバイスを使っている方、ネッ

トワークが遅い環境にいる方など、PC 向けの Web サイトを利用することが困難な方にも配慮する必要があります。

こうした方々でも、できるだけスムーズにサービスを利用できるようにするのが a11y です。

また a11y は人だけが対象ではなく、HTML を読み込む検索エージェントやスクリーンリーダーなどのソフトウェ

アも対象となります。a11y が上がることによって広範囲のユーザーを獲得できるだけでなく、Google 検索の検索順

位にも優位に働く可能性があるということです。

2.2 a11y を損ねると？

では a11y を損ねるとどうなるか？

色覚に障がいを持つ方は日本では男性で 5％、女性では 0.2％、欧米の男性では 8 〜 10% ほどいるそうです。その

ため色だけで情報を伝えたり、動作を伝えようとすると正しく伝わらない可能性があります。

図 2.1 は色覚に障がいを持つ人からの見え方の一例です。このような場合、色だけに頼った指示をすると困ったこと

になるのが分かると思います。a11y を高めるには、番号で指定するといった、色に頼らないテキストにする必要があ

ります。

図 2.1 色だけに頼ると困ったことになる（ちなみに赤は 2 番目）
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2.3 a11y ← 重要

Material Design や Apple の Human Interface Guideline などのガイドラインや bootstrap や Zurb 

Foundation などの主要な CSS フレームワークでは a11y を考慮したコンテンツが作成できるように、テクニカルガ

イドラインページが用意されるようになってきました。いくつかの企業や政府の Web サイトでは自社の a11y に関す

る方針を公開しています。

a11y は世界的に見ても重要になりつつあります。アメリカや EU などのいくつかの国では Web サイトの a11y に

関する法律や規約が定められています。a11y が低いことによって一部の人が機会損失を受けないようにするためです。

実際にアメリカでは a11y に関する訴訟事例数も年々増えており、2017 年では 814 件ですが、2018 年では 2285

件となっています。

このように a11y に対する関心が高まってきていて、a11y の対応が急激に進んでいます。paiza も「日本の IT/

WEB エンジニア」をターゲットとしているため、障がいの有無に関わらず利用できるように、a11y に強い関心を持っ

て取り組んでいます（たぶん）。

2.4 a11y に対応するために

ではどうすれば a11y を向上できるのか？

ウェブのアクセシビリティには Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) という国際標準化されたガイド

ラインがあり、それに従うと良いです（https://waic.jp/docs/WCAG20/Overview.html）。

WCAG では「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢」の 4 つの原則に基づいた 12 のガイドラインがあります。

WCAG によると、サイトが a11y に対応しているということは、 音声読み上げソフトに対応している、動画に字幕を

つける、キーボードで全て操作することができる、簡単に理解できる、などの要素が必要とされています。

2.5 a11y を意識した HTML

a11y を意識した HTML を書くためにはどうすれば良いか？　それはできる限りふさわしい役割の HTML 要素を

使って書くことです。具体的には、HTML5 から新たに追加されたセマンティック要素（header, footer, nav）や強

調や強勢などの要素（strong, em, b）、リンクやボタンなどの UI コントロール要素を適切に使うことです。

HTML は CSS・JavaScript を組み合わせることにより、任意の見た目や振る舞いを実現できる自由度の高い言語

です。そのため、<div> タグであっても CSS・JS を使ってボタンのように振る舞うことができます。これと実際の

<button> タグは次の点で異なります。

• スクリーンリーダーで判定できない

• クリックできない

• リターン / エンターキーでアクティブにできない

• タブキーでフォーカスできない 

<button> タグはデフォルトでこれらの a11y を確保することができます。このようにセマンティックな HTML を

書くことによって a11y を高めることができます。
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2.6 文字と画像

画像や動画などのマルチメディアコンテンツはテキストに比べアクセシブルではありません。コピー & ペーストで

きないし、スクリーンリーダーや検索エージェントが読めないし、ブラウザの翻訳機能が使えないからです。装飾的な

画像文字を使う場合は WebFont で置き換えられるか一考すると良いと思います。 

また、<img> タグの a11y を高めるために alt 属性や aria-labelledby で補足しましょう。paiza 内では 3 つの使

い分けをしています。

1 つ目に画像がコンテンツの一部となっているケースです。この場合は alt 属性を使い、alt 属性には”それだけで

説明できるようなテキスト”を入れます。

2 つ目に画像が装飾目的であるケースです。この場合は CSS の背景画像にするか、alt=””を使います。alt=””を

つけない場合、スクリーンリーダーは画像のファイル名を読み上げてしまうため、それを回避するために alt 属性をつ

けます。

3 つ目に画像に関する説明が本文でもされている場合は alt 属性を使うと重複が発生するため、aria-labelledby を

利用します。

<img src=”flowchart.png” aria-labelledby=”flow-label”>

<p id=”flow-label”>なんかフローチャート的な説明</p> 　

図 2.2 画像文字で構成されている例（一体どこのサイトなんだ ...）
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3. Java でプロコンの問題を解きたい
ギノ株式会社 青木

3.1 はじめに

プロコンの問題を "Java" で解きたい。快適に手っ取り早く "Java" で解きたい。"Java" で短く書きたい。そんな

悩みを解決する一助になればと思い、私がプロコンの問題を解くときに使っている Java のテンプレートを紹介します

（世の中には C++ のプロコンのテンプレートはたくさん出回っている一方で、Java の情報はあまりにも乏しいので、

そもそもそんなことで悩んでる人はいないかもしれませんが）。

今回紹介するようなことをせずとも、他の言語を使えばもっと容易に同じような書き方ができます。あと、Java ら

しいコードを書くのではなく、Java の文法の制約の中でどうやって Java らしくないコードを書くかという話題です。

プロコン的にも実開発的にも異端な内容なので、使う場所を選んでください。

3.2 プロコン

与えられた問題の答えを求めるプログラムを早く正確に解くコンテスト、いわゆる競技プログラミングのことをここ

ではプロコンと呼んでいます。主に Codeforces や AtCoder や ICPC などのコンテストや、AOJ, UVA, PKU など

たくさんの問題をまとめたオンラインジャッジサイトが知られています。弊社サービスの paiza のスキルチェック ( ※ )

や、レベルアップ問題集でも同種の問題を扱っています。

※ paiza のスキルチェックのような求人応募に使うコードに今回紹介する内容を使うと、採用担当者の心象を損ね

るかもしれません。

3.3 テンプレート

プロコンでは、1 秒でも早く正しい答えを出力するコードを書くことを正義とすることが一般的です。ですのでよく

使うコードを前もって準備しておいて、コピペ（※）することでタイピング時間を減らし、無駄なバグに陥る時間も減

らすという手法がしばしば用いられます。このような事前に準備されたコードはテンプレートやライブラリと呼ばれま

す。

また、プロコンでは、標準ライブラリだけを用いたコード、また 1 ファイルでの解答コードを要求されることが多

いです。Java 言語では大抵の場合、`java Main` コマンドによって、実行が可能なコードを要求されます。ですので、

テンプレートにはこれらの制約の中での使い勝手の良さも求められます。

それでは、私の Java のテンプレートを図 3.1 に示します。

import java.util.*; import static java.lang.System.*;
class T implements Lib {
  void solve() {
  }
}
interface Lib {
  default void println(Object o) { out.println(o); }
  Scanner sc = new Scanner(in);
  default int _Int() { return sc.nextInt(); }
  default String _Next() { return sc.next(); }
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  default int[] until(int a, int n) { return java.util.stream.IntStream.range(a,n).toArray(); }
  default int[] until(int n) { return until(0,n); }
  default int[] to(int a, int n) { return until(a,n+1); }
}

class Main { public static void main(String[] args) { new T().solve(); } }

図 3.1 Java のテンプレート

※ ICPC のようなプロコンでは電子的な事前準備が禁止されていることがあります。その場合でも、紙媒体の持ち込

みは許可されていることが多いので、テンプレートは紙に印刷して持ち込んで、プロコン開始後に書き写しましょう。

3.4 利用例 : AOJ0000 QQ

実際のプロコン問題を解きながらテンプレートの使い方を説明していきます。今回は AOJ の複数の問題の解答を 1

つのディレクトリ (~/aoj) でまとめて管理しているものとします。まずは、図 3.1 のテンプレートをダウンロードして

~/aoj/T.java として配置してやりましょう。( 今回は説明のために略式のテンプレートを使っています。完全版が気に

なる方はこちらのレポジトリ https://github.com/kioa/T からご利用ください。)

$ mkdir ~/aoj
$ cd ~/aoj
$ wget https://raw.githubusercontent.com/kioa/T/master/min/T.java

さっそく 0000 の問題 ( http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=0000&lang=jp ) を解い

ていきます。AOJ の問題には 0000 といった採番がされています。

解答コードのファイルは名は問題名と対応させるとわかりやすいので、テンプレートの T.java から 0000.java と

いうファイルをコピーして作ってやりましょう。

$ cp T.java 0000.java

そして、0000.java を編集します。

$ emacs 0000.java  # エディタは好きなものをご利用ください

solve メソッドの中を埋めます。九九の計算をする問題です。

void solve() {
    for (int i : to(1,9))
      for (int j : to(1,9))
        println(i + "x" + j + "=" + (i*j));
  }

問題を解くために新しく記述するコードは上記の部分だけです。では、ローカル環境でコンパイルして実行してみま

す。

$ javac 0000.java
$ java Main
1x1=1
1x2=2
...

実行結果に満足できたら AOJ に提出して Accepted をもらいます。

長い main メソッドの定義も書かなくてよいですし、ループの書きっぷりも快適です。出力も println とするだけで

OK です。快適ですね！
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え？　ファイル名が数字から始まってる？　クラス名とファイル名が一致していない？　いえ、ファイル名はこれで

正しいです。

え？　拡張 for 文の計算効率が悪い？　時間計算量への影響は定数倍です。メモリへの影響は使い所によっては定数

倍におさまらないことも多いかと思います。制約を見極めて余裕をもって使ってください。

3.5 利用例 : AOJ0001 List of Top 3 Hills

次は 0001( http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=0001&lang=jp ) を解きます。

$ cp T.java 0001.java
$ emacs 0001.java

10 個の整数の中で大きいものを 3 つ表示する問題です。

せっかくなので、java.util.Arrays.sort を sort と書けるように static import を 1 行目か 2 行目に追加してみましょ

う。

import static java.util.Arrays.*;

solve メソッドを埋めます。

void solve() {
    int[] t = new int[10];
    for (int i : until(10))
      t[i] = _Int();
    sort(t);
    println(t[9]);
    println(t[8]);
    println(t[7]);
  }

コードができたら入力データをコピーしてきて 0001.in に保存しておきましょう。

$ pbpaste > 0001.in  # pbpasteは環境に合わせて読み替えてください

ローカル環境でコンパイルして実行してみます。

$ javac 0001.java
$ cat 0001.in | java Main
3776
2848
2840

動作確認ができたら提出しましょう。

標準入力からの整数の受け取りを _Int() で済ませられて快適ですね！　プロコンでは、標準入力から入力を受け取っ

て処理する形式の問題が多いので短く書けると便利です。Lib クラスには、他に _Next() が定義されていますが、必要

に応じて、_Line(), _Double(), _hasNext(), _hasLine() あたりを作れば良いかなと思います。
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3.5 おわりに

全然書き足りないです。あと何問か解いたり語ったりしたかったのですが、ページが足りない（すでに1ページオー

バーしてます）ので、他に書きたいと思っていたことのメモを簡単に紹介しておきますので、参考にして試行錯誤して

いただければと思います。

解く

•	 ユーティリティクラスを追加する :	interface のデフォルト実装を使って作る (mod 計算ライブラリを例に )

•	 タプルを扱う :	クラス作るのは面倒、簡易的には 32bit 整数に固めれば equals/hashCode/comparaTo の実装が
不要で楽できる、Comparator や Comparable は仰々しいのでなるべく避けたい。

•	 ソート列に対してのO(logN) で検索する :	Arrays.binarySearch でもいいけど TreeSet や TreeMap を使うとだ
いたいなんとかなる。

•	 幾何ライブラリを作る :	java 標準のメソッドもクラスも名前が長すぎて使ってられないので java.awt.geom.
Point2D を拡張して自前の幾何ライブラリを作る、命名ルールに注意する必要がある。内積などの対称性のあ
る計算では、ドット呼び出しの書きっぷりが最悪。とは言いつつも、例えば java.awt.Polygon の contains や
intersect など楽できる機能があったりも。

語る

•	 オススメの alias:	jj=’javac’,	jr=’java	Main’,	j=’java’

•	 なぜ拡張 for なのか :	拡張 for 文、for 文、Streamの比較。REPマクロは作れない。

•	 テンプレートの巨大化の防止 :	Source	Code	Limit	Exceed、咄嗟に修正しやすいか、import 文をまとめる意図、
依存関係は意味のある単位でインターフェースやクラスに分割することで整理、電子的な事前準備が禁止の環境への
対策。

•	 static	 import はほどほどに :	Math.max と Integer.max が被る。数学処理メソッドは捨てがたいが、Integer.
bitCount もよく使う。
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4. エンジニアとフェレット同居のすゝめ
ギノ株式会社 長谷

4.1 唐突ですが動物の話です

はじめましてこんにちは。この章では技術の話を少しお休みして動物の話をします。エンジニア向きな動物（と考え

ている）、フェレットについて書きます。他のメンバーと違い、技術の話は出てこないのでご注意ください。

フェレットと暮らして 2.5 年（2019/08）が経ちました。

その昔、ペット飼育可の物件に引っ越したにも関わらず、飼わぬままに一度目の契約更新を迎え、きっとこのまま何

も飼うことなく家へと引っ越すのだろうとぼんやり思い始めていたときのことです。それまで一度もペットを飼ったこ

とがなかった（実家には金魚がいましたが、世話をしていたのは母親でした）私は、良く言えば命に対する重責を感じ

るが故に「いつか準備が整ったらね」と逃げの姿勢を決め込み、そしてその日が来ないことを自分自身が一番よくわかっ

ていました。

しかしこの状況は 2017 年の初め頃、中野にある某有名フェレット屋さんに何気なく入ったことで一変します。そ

こは一角にフェレットがいるようなよくあるタイプのペットショップと違い、そもそもフェレットしかいないのです。

見渡す限りのフェレット、フェレット……。そして、店員さんに勧められるがままに赤ちゃんフェレットを抱っこして

しまう私。生き物を飼うことの事前準備なぞ、いつまで経ってもできるわけがないんですね。2 年以上もの長い間、飼

うか飼わぬかでうだうだ悩んでいたにも関わらず、秒で飼うことを決めました。

いや、かわいいんだもの。

実際には、飼うと腹を決めた直後に自宅の近くにフェレットを診てもらえる動物病院があるのか調べ、あることが判

明した後に確定させたわけですが。意外と重要でありそして盲点なのが、この診てもらえる動物病院が近所にあるのか、

ということです。救急時のみならず定期的に通う必要のある病院が近所にないとわりと萎えます。いわゆるエキゾチッ

クアニマルを診てもらえる病院は、わりと少ないというのが現状なんですね。

4.2 フェレットってどんな生き物

フェレットは胴長短足でかわいらしい顔をしたとんでもなくかわいらしい生き物です。「かわいい」という言葉はフェ

レットのためにあるというもっぱらの噂ですし、そもそもかわいいの語源はフェレットであるとも言われています（ソー

スは見つかりませんでした）。
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フェレットはほとんど鳴きません。ケージから出し、室内で遊んでいてテンションが上がり、あるしきい値を超えた

ときだけ「クックックックックッ」という楽しげな小さな鳴き声を発しながらあたりを飛び跳ねまくります。これは 

Weasel War Dance と呼ばれています。大興奮しているのが誰の目にも明らかで、とてもかわいいのです。

フェレットは食べすぎません。生き物としてそれはどうかとも思うのですが、餌を皿に出しすぎたとしても、出てい

るものすべて平らげるような無粋なことはしません。自分のおなか具合と常に相談し、おなかがいっぱいになったらど

こかに隠すでもなく余裕で残すその心意気が、とてもかわいいのです。

フェレットはほぼ寝ています。マジで寝てます。ときどき夢でも見たのかハンモックから飛び起きて床に落ち、少し

パニクる姿が、とてもかわいいのです。

フェレットは自分で耳掃除ができません。マジか。今までどうやって生きてきたんだ、と不思議に思いますが、週に

一度爪切りと共に耳掃除をしてあげる必要があり、とてもかわいいのです。

フェレットはまぁちょっぴり臭い。ペットとなるフェレットは臭腺があらかじめ除去されているとはいえ、それでも

やはりちょっとだけ臭います。しかし不思議と慣れるというか愛ゆえに良い匂いと感じてしまうもので、僕はめんつゆ

の匂いと感じてしまったことから名前を「ひがしまる」とつけており、それとてやはりとてもかわいいのです。

4.3 飼うにあたっての費用感

それでは一緒に暮らすことになったとして、どれくらいの費用が必要でしょうか。

まずは初期費用です。これにはフェレットが一日の大半を過ごすケージ、お休みするハンモック、餌を入れるお皿、

お水を入れる容器、トイレ、トイレ砂、ケージの床部に使用する敷布、一緒に遊ぶためのおもちゃ、フェレットを連れ

て帰るためのキャリー、爪切りなどの細々したもの、あたりが必要になるかと思われます。また、ハンモックと敷布に

ついては洗濯などによる入れ替えを考慮し、2 つずつあるとより良いのではないでしょうか。

というわけで、ざっと、ケージ（¥20,000）＋ハンモック（¥3,000*2）＋餌皿（¥1,000）＋水入れ（¥1,000）

＋トイレ（¥2,000）＋トイレ砂（¥2,000）＋敷布（¥3,000*2）＋おもちゃ（¥1,000）＋キャリー（¥5,000）＋

餌（¥3,000）、細々したもの（¥3,000）となり、総額 ¥50,000 くらいとなりました。

ただし、これはわりと豪快に購入した結果であるため、削れるところはたくさんあろうかと思います。あと、当然で

すがフェレットを購入する代金が必要です。どの種のフェレットにするかによってもちろん価格は変わりますが、一般

的な種を選ぶのであれば ¥50,000 程度であるため、初期投資額としてはとりあえず ¥100,000 あれば大丈夫そうで

す。

そして、その後の費用感についてです。

年に一度、健康診断と予防接種、それから半年間月イチで予防薬である飲み薬を飲ませる必要があります。ペットホ

テル等に預ける際に、予防接種を受けていることが証明できないと預かってもらえなかったりもしますし、そもそもフェ

レットの健康を維持するためにもこれらは必要になりますね。予防接種は ¥10,000 くらいでした。健康診断は病院に

よるところが大きいかもしれませんが、うちが通っている動物病院では ¥20,000 程度。飲み薬については半年分で 

¥3,000 くらいだったでしょうか。

また、室内の適温は 15℃〜 25℃ となっているため、夏および冬はエアコンを 24h フル稼働させることになりま

す。これはどうなるのか予想ができず当初かなりビビっていたのですが、結果、通常の電気料金に夏場で約 ¥2,000 

程度、冬場で ¥4,000 程度上乗せされたくらいだったように思います。ちょっとこのあたりは忘れてしまって定かで

はないんですが、個人的な感覚だと「まぁ心配していたほどじゃなかったなぁ ......」といったところでした。というわ
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けで、病気になって定期的に通院するのではないとすれば、餌やトイレ砂を定期的に購入するとしても、ならすと月に 

¥6,000 程度見ておけば大丈夫なのではないでしょうか。一度くらい飲みに行くのをこらえれば捻出できる程度の金額

ですね。大丈夫です。フェレットが気になってどうせ飲みになんて行かなくなりますから。

捻出できる程度の金額ですね。大丈夫です。フェレットが気になってどうせ飲みになんて行かなくなりますから。

4.4 エンジニア向きな生き物フェレット

さて、最近弊社でも導入された自宅リモートワークをしたときに、フェレットがいるとどんな感じになるのかシミュ

レーションしてみましょう。

いつもは出社前にせかせかとしていた餌の入れ替えなどの世話が、今日はフェレットの顔を見ながらのんびりできま

す。フェレットも「お、今日はなんだかのんびりだな！」という顔でケージをガッシャガッシャ揺らしています。

PC の電源を入れます。PC が起動するまでの間にふと顔をあげるとフェレットが「お、なんでまだいるんだ！」と

いう顔でケージをガッシャガッシャ揺らします。

仕事を始めます。自宅であることも手伝って、いつもより仕事に集中します。どれくらい時間が経ったでしょうか。ふっ

と我に返り仕事の手を止め、顔をあげるとフェレットはハンモックの上で丸くなってすーすー寝ています。鼻のあたり

を指で撫でてみますが、変わらず寝続けます。

仕事を再開し、再度集中します。... ぽりぽりという小さな音に気づきます。フェレットが食事をしているようです。

気がつくともう昼食の時間。外食にしようかとも思いましたが、せっかくなので UberEats を利用し、フェレットと

一緒に食べることにします。お腹がいっぱいになったフェレットは、そのままハンモックへ潜り込み昼寝を始めます。

仰向けでお腹を出し、無防備に寝ているフェレットを見ながら仕事を再開します。フェレットはちっとも起きません。

その日の仕事を終える頃にようやく昼寝から目覚めたフェレットは、よしそろそろ遊べ！とばかりにケージを揺らし

ます。そっと PC を閉じ、ケージに向かいます。

どうでしょうか、フェレットと暮らしてみたくなったのではないでしょうか。世話が楽で、鳴いたりしないために静

か、費用も手頃で、とにかく癒やされます。お互いに過干渉しない関係性ということもあり、エンジニア、というより

もエンジニアの仕事と相性が良いように感じています。

まぁ実はうちには猫もおり、猫もまた良いぞぅということを最後に付け加えておきます。
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5. ゲームボーイでアルゴリズム
ギノ株式会社 秋山

5.1 コンパイラと開発環境の用意

今回は C 言語を使って楽に開発したいので GBDK （http://gbdk.sourceforge.net/） というコンパイラを使います。弊社

サービスの宣伝となりますが PaizaCloud（https://paiza.cloud） でコンパイル環境を構築していきます。会員登録を済ま

せればフリープラン内ですべての作業ができます。

会員登録が済んだら何も考えずに新規サーバをデフォルト設定で作りターミナルを開いてください。

~$ wget https://jaist.dl.sourceforge.net/project/gbdk/gbdk/2.96/gbdk-2.96a-i586-pc-linux2.2.tar.gz
~$ gzip -cd gbdk-2.96a-i586-pc-linux2.2.tar.gz | tar xf -

ファイルのダウンロードと解凍をすると paiza.cluod 上で動作するバイナリファイルはすでにファイルに含まれて

いるのでそのまま使ってしまいます。コンパイラ本体 sdcc やリンカー link-gbz80 などを ./opt/gbdk/bin 以下のパ

スに置かないとダメなのでコピーして配置します。

~$ sudo cp -rf gbdk /opt/

あとはソースコードです。vim や paiza.cloud 上で左メニューの新規ファイルから helloworld.c というファイルを

以下のように作成します。gb/gb.h の include を忘れないようにしてください。

#include <stdio.h>
#include <gb/gb.h>

void main(){
        printf("Hello GameBoy!");
}

hellowolrd.c コンパイルのコマンドは以下

./gbdk/bin/lcc helloworld.c -o helloworld.gb

できたhelloworld.gbファイルは PaizaCloud上で試しているならば左のファイルエクスプローラー上から右クリッ

クでダウンロードできます。
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あとはダウンロードした helloworld.gb をゲームボーイのエミュレータで動かしてみてください。今回は mGBA( 

https://mgba.io ) というエミュレータで一通り試していきます。Windows,Mac,Linux で動きます。

とても簡単にゲームボーイのソフトができました。

5.2 ゲームボーイでライフゲーム

文字だけでは楽しくないのでグラフィックを扱います。まず手始めにライフゲームをサクサクと作ってみます。以下

の gb/drawing.h に含まれる命令を使います。

color(UINT8 forecolor, UINT8 backcolor, UINT8 mode);

forecolor とは前面色、backcolor は背景色、mode は SOLID,OR,AND,XOR が選べます。

色はゲームボーイは 4 階調なので WHITE, LTGREY, DKGREY, BLACK の 4 色が選べます。

box(UBYTE x1, UBYTE y1, UBYTE x2, UBYTE y2, UBYTE style);

x1,y1 を原点、x2,y2 を右下とした矩形を描画します。style は M_FILL と M_NOFILL で塗りつぶしの有無が選べ

ます。

まず処理の部分を書く前にベースになるコードを以下のようにします。

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <gb/gb.h>
#include <gb/drawing.h>

void main(){
    UBYTE x;
    UBYTE y;
    UBYTE cnt_cell=0;
    UBYTE map_data[20][22] = {0};
    UBYTE map_data_tmp[20][22] = {0};

    map_data[9][10]=1;
    map_data[8][8]=1;
    map_data[9][8]=1;
    map_data[10][8]=1;
    map_data[8][12]=1;
    map_data[9][12]=1;
    map_data[10][12]=1;



19

    memcpy(map_data_tmp,map_data,sizeof(map_data));
    for(y=0;y<18;y++){
        for(x=0;x<20;x++){
            color(map_data[y+1][x+1]==1 ? BLACK : WHITE, WHITE, SOLID);
            box(x*8,y*8,x*8+7,y*8+7, M_FILL);
        }
    }

   // ここにライフゲームの処理を追加 //
}

liefgame.c

map_data が表示するライフゲームの盤面です。map_data_tmp は処理時に 2 世代分を保持するために用意してい

ます。とりあえず map_data に初期データを入れて color と box で表示させました。

このときゲームボーイの解像度を意識しています。160x144 なので 8x8 を敷き詰めると 20x18 となります。

22x20 にしている理由はライフゲームの処理において配列の範囲外アクセスが面倒なので周囲 1 マス分の余裕を追加

してます。なので表示している範囲は横 1 〜 21 マスと縦 1 〜 19 マスの範囲です。

コンパイルし実行すると以下のようになります。

続けてライフゲームのメイン処理を書いていきます。

 while(1){
        for(y=1;y<19;y++){
            for(x=1;x<21;x++){
                cnt_cell = map_data[y-1][x-1]+map_data[y-1][x]+map_data[y-1][x+1]+map_data[y][x+1]+map_
data[y+1][x+1]+map_data[y+1][x]+map_data[y+1][x-1]+map_data[y][x-1];
                if((cnt_cell == 2 || cnt_cell == 3) && map_data[y][x] == 1 ){
                    map_data_tmp[y][x] = 1;//stay }
                if(cnt_cell == 3 && map_data[y][x] == 0){
                    map_data_tmp[y][x] = 1;//born }
                if(cnt_cell < 2 && map_data[y][x] == 1 ){
                    map_data_tmp[y][x] = 0;//death }
                if(cnt_cell > 3 && map_data[y][x] == 1 ){
                    map_data_tmp[y][x] = 0;//death }
                cnt_cell = 0;
            }
        }
        memcpy(map_data,map_data_tmp,sizeof(map_data));
        for(y=0;y<18;y++){
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            for(x=0;x<20;x++){
                color(map_data[y+1][x+1] ? BLACK : WHITE, WHITE, SOLID);
                box(x*8,y*8,x*8+7,y*8+7, M_FILL);
            }
        }
    }

cnt_cell で y, x 座標のセルの周囲 8 セルの状態を足し合わせます。( セルが 1 なら生存、0 なら死滅 ) あとは一般

的なライフゲームのルール

• 生存セルかつ周囲のセルが 2 もしくは 3 の生存セルであれば維持

• 死滅セルかつ周囲のセルが 3 であれば生存セルが誕生

• 生存セルかつ周囲のセルが 2 未満であれば過疎による死滅

• 生存セルかつ周囲のセルが 3 以上であれば過密による死滅

の 4 つのルールの if 文を記述しています。そして最初に書いた出力用の処理を書いています。あとは先程と同じよ

うにコンパイルしてエミュレータで実行して眺めていると…

最初に投入した初期データから成長しパルサーと呼ばれるライフゲームで有名 (?) な 3 周期の振動子が出てきました。

ゲームボーイでアルゴリズムできましたね。

5.3 迷路生成アルゴリズム

今度はゲームっぽいアルゴリズムを考えてみます。迷路を簡単なアルゴリズムで生成してみます。

• 外周を壁で囲む

• 奇数行に奇数列目に壁を作る

• 奇数座標から下左右いずれかに壁を伸ばす。3 行目は上に伸ばしても良い

• 壁に重なった場合はやり直す
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こんな感じで迷路が作られます。このアルゴリズムで作った迷路は袋小路がなくループもなく道の幅が 2 以上にな

ることもなく比較的それっぽい迷路が生まれます。ドルアーガの塔も似たようなアルゴリズムでシード値によって各ス

テージのデータを持たずに都度生成していたりします。

5.4 ゲームボーイでライフゲームが迷路を解く

ライフゲームがというかセルオートマトンがと言うのが正しいですが、実は 5.3 で生成した迷路は以下のような非

常に単純なルールのセルオートマトンで解くことができます。

• 道のセル周囲上下左右の道セルが 1 セルであればそのセルは壁とする。

たったこれだけのルールです。ライフゲームよりも単純です。このアルゴリズムを適応していくと最終的にスタート

からゴールへの道以外はすべて壁に埋め尽くされゴールが浮かび上がります。

左上と右下をスタートとゴールとして他の壁や道は上記のルールですべて処理していったものが以下の図です。

行き止まりから順に道が潰され正解の道が浮かび上がってきます。「ゲームボーイでやる必要ある？」みたいな野暮

なツッコミはなしでお願いします。本当はゲームボーイのサウンドネタをやりたかったのですがアルゴリズムネタをね

じ込むアイディアがなかったため、このネタになりました。

以下、迷路生成と迷路を解くコードになります。

#include <string.h>
#include <rand.h>
#include <gb/gb.h>
#include <gb/drawing.h>

void main(){
    UBYTE x;
    UBYTE y;
    UBYTE r;
    UBYTE cnt_cell;
    UBYTE map_data_tmp[17][19] = {0};
    UBYTE map_data[17][19] = {0};

    initrand(); //迷路の生成
    for(x=0;x<19;x++){map_data[0][x]=1;map_data[16][x]=1;}
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    for(x=0;x<17;x++){map_data[x][18]=1;map_data[x][0]=1;}
    for(x=2;x<18;x+=2){
        for(y=2;y<17;y+=2){
            map_data[y][x] = 1;
            while(1){
                if(y==2){r = rand()%4;} else {r = rand()%3;}
                if(r==3 && map_data[y-1][x] != 1){
                    map_data[y-1][x] = 1;
                }else if(r==0 && map_data[y][x-1] != 1){
                    map_data[y][x-1] = 1;
                }else if(r==1 && map_data[y+1][x] != 1){
                    map_data[y+1][x] = 1;
                }else if(r==2 && map_data[y][x+1] != 1){
                    map_data[y][x+1] = 1;
                }else{continue;}
                break;
            }
        }
    }

    memcpy(map_data_tmp,map_data,sizeof(map_data));

    for(y=0;y<17;y++){
        for(x=0;x<19;x++){
            color(map_data[y][x]==1 ? BLACK : WHITE, WHITE, SOLID);
            box(x*8,y*8,x*8+7,y*8+7, M_FILL);
        }
    }

    color(BLACK, WHITE, SOLID);
    while(1){ //迷路を解く
        for(y=1;y<16;y++){
            for(x=1;x<18;x++){
                if((y==1 && x == 1) ||(y == 15 && x ==17) || map_data[y][x] == 1){
                }else{
                    cnt_cell = map_data[y][x-1]+map_data[y][x+1]+map_data[y-1][x]+map_data[y+1][x];
                    if(cnt_cell == 3 && map_data[y][x] == 0 ){
                        map_data_tmp[y][x] = 1;
                    }
                    cnt_cell = 0;
                }
            }
        }
        memcpy(map_data,map_data_tmp,sizeof(map_data));
        for(y=0;y<17;y++){
            for(x=0;x<19;x++){
                if(map_data[y][x]){
                    box(x*8,y*8,x*8+7,y*8+7, M_FILL);
                }
            }
        }
    }

}
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6. ansible を terraform に依存させる 3 つの方法
ギノ株式会社 シミズ @uu4k

今年 3 月に paiza に join したシミズ @uu4k です。普段はサーバサイドの開発をメインに、たまにインフラ（AWS）

周りをやってます。

今回は ansible から terraform のリソースを動的に参照させるための方法を検討したいと思います。

6.1 サンプルコードのご案内

具体的な事例があったほうが説明がしやすいため、説明用のサンプルコードを用意しています。

https://github.com/uu4k/paiza-techbook-terraform-with-ansible-sample

簡単に内容を説明すると、AWS 上に EC2 と RDS を作成して Wordpress を動かすための terraform と ansible

のコードです。

パターン適用をしていないデフォルトの状態を master ブランチとし、各ブランチでパターン適用したものを用意し

て差分を確認できるようにしています。

詳細はリポジトリの README を参照ください。

6.2 パターン 1: terraform-inventory パターン

はじめに試すパターンは、terraform-inventory（https://github.com/adammck/terraform-inventory）を用

いたパターンです。

terraform-inventory は、terraform の状態を元に ansible の Dynamic Inventory の機能を用いるためのツール

です。Dynamic Inventory の機能を用いることで、手動で更新してた inventory の対象サーバリストを動的に取得

することができます。

6.2.1 事前準備

terraform-inventory をインストールしましょう。Mac の場合は homebrew を使えば楽です。それ以外でも各環

境用のバイナリが用意されています。

$ brew install terraform-inventory

インストールが終わったら動作確認してみましょう。

$ TF_STATE=. terraform-inventory --list | jq
{
  "all": {
    "hosts": [
      "18.179.10.2"
    ],
    "vars": {}
  },
  "role_wordpress": [
    "18.179.10.2"
  ],
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  ...
}

このように terraform-inventory では terraform の状態から inventory の一覧を取得することができます。なお、

ec2 のタグをつけている場合、"$key_$value" 形式で group が自動生成されます。（例 : role_wordpress）

6.2.2 更新箇所

概要のみ記述します。詳細はサンプルコードを参照ください。

https://github.com/uu4k/paiza-techbook-terraform-with-ansible-sample/compare/master...terraform-

inventory

6.2.2.1 hosts 削除

terraform-inventory で取得できるようになったので、hosts がいらなくなりました。

6.2.2.2 ec2 のタグ追加

terraform-inventory はタグを元に group を自動生成してくれるので "env=development" のタグを追加して

group 生成できるようにしました。

6.2.2.3 group_vars の配置変更

inventory の管理が必要なくなったのですが、group_vars については引き続き必要なので配置を変更して再利用し

ています。

ついでに、環境依存の変数と wordpress 依存の変数を分けることで、環境別で読み込む変数変えられるようにして

います。

6.2.3 実行方法

$ terraform destroy -target aws_instance.sample
$ terraform apply
$ TF_STATE=. ansible-playbook --private-key=/path/to/ec2user/key --inventory-file=$(which terraform-
inventory) wordpress.yml

6.2.4 評価

inventory の hosts の変更をする必要がなくなるので、ec2 の増減が頻繁に発生する場合には非常に有用だと思い

ます。

一方で、terraform-inventory は inventory の情報のみを提供してくれるので、RDS の endpoint など他の情報に

ついては別途手動で変数に落とし込む必要があるのが課題として残ります。
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6.3 パターン 2: provisioner パターン

terraform-inventory パターンでは inventory の手動設定からは解放されましたが、一方で inventory 以外の情報

については手動設定のままという課題があります。

そこで、次のパターンでは terraform の provisioner から ansible を実行することで、terraform の各種変数を

ansible に渡し、terraform-inventory パターンの課題を解決してみたいと思います。

6.3.1 更新箇所 (master から )

概要のみ記述します。詳細はサンプルコードを参照ください。

https://github.com/uu4k/paiza-techbook-terraform-with-ansible-sample/compare/master...provisioner

6.3.2.1 hosts 削除

terraform の各種変数から取得できるので、hosts はいらなくなりました。

6.3.2.2 変数削除

terraform の各種変数から取得できるものについては不要となるため削除します。

6.3.2.3 provisioner 設定

terraformのec2の設定にprovisionerを設定することで、ec2作成後にansibleを実行するようにしました。（ec2.

tf の差分をご確認ください）

provisioner で terraform の各種変数から inventory ファイルを作成します。

その後、ansible を実行する際に extra-vars(e) オプションで terraform の各種変数を ansible に渡しています。

6.3.2 実行方法

今回は ansible-playbook は自動実行されるので別途実行する必要はありません。

$ terraform destroy -target aws_instance.sample
$ terraform apply

6.3.3 評価

inventory の hosts が変更不要となり、RDS の endpoint の情報なども動的に ansible に渡せるため、terraform-

inventory パターンの課題を解決できたように見えます。

ec2 の作成時点では良いのですが、playbook を再実行する際には provisioner で使えていた terraform の各種変

数を手動で指定しなければならないという問題が発生します。

Immutable Infrastructure としているのであれば問題ないのですが、そうでない場合だと使い勝手が非常に悪くなり

ます。
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6.4 パターン 3: terraform state パターン

provisioner パターンでは、terraformの各種変数が利用できる利点がありつつ、ansible の再実行がしづらい問題

が残りました。

そこで、次は terraformの状態を直接参照することで terraformの各種変数を利用しつつ再実行を行えるようにし

ます。

6.4.1 terraform の状態を取得する

terraformには状態を確認するための showコマンドが用意されています。

今回は showコマンドを利用して、terraformの状態から必要な情報を取得します。

$ terraform show -json | jq '.values.root_module.resources[] | select(.address=="aws_db_instance.sample") 
| .values'
# 一部省略
{
  "address": "terraform-20190818032822088200000002.czk0ukkzrj97.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com",
  ...
  "username": "root",
  ...
}

ここで取得した情報を ansible-playbook の extra-vars オプションで渡せば良いのですが、一つ一つ渡すのは面倒

臭いのでまとめて渡せるように jq で魔改造します。

$ terraform show -json ./terraform.tfstate | jq -r '[ .values.root_module.resources[] | (.address | 
gsub("\\."; "_"))  as $address | .values | keys[] as $k | "\($address)__\($k)='\''\(.[$k])'\''" ] | 
join(" ")'
aws_db_instance_sample__address='terraform-20190818032822088200000002.czk0ukkzrj97.ap-northeast-1.rds.
amazonaws.com' aws_db_instance_sample__allocated_storage='20' ...

extra_vars オプションは key=value 形式で値が渡せるので、jq で加工して各 values の値を”${resource_

type}_${resource_name}__${values_key}=${values_value}”という感じに加工してまとめて渡せるようにしま

す。

6.4.2 更新箇所 (terraform-inventory から )

概要のみ記述します。詳細はサンプルコードを参照してください。今回のパターンについては terraform-inventory

パターンと併用できるので、terraform-inventory ブランチを元に変更を入れます。

https://github.com/uu4k/paiza-techbook-terraform-with-ansible-sample/compare/terraform-

inventory...detect_tfstate_resources

6.4.2.1 変数変更

extra-vars で渡す変数を用いて、ansible で使う変数を設定します（group_vars/env_development/vars.yml

の差分をご確認ください）

6.4.2.2 実行方法

$ terraform destroy -target aws_instance.sample
$ terraform apply
$ TF_STATE=. ansible-playbook --private-key=/path/to/ec2user/key --inventory-file=$(which terraform-
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inventory) --extra-vars="$(terraform show -json | jq -r '[ .values.root_module.resources[] | (.address 
| gsub("\\."; "_"))  as $address | .values | keys[] as $k | "\($address)__\($k)='\''\(.[$k])'\''" ] | 
join(" ")')" wordpress.yml

6.4.3 評価

terraformの各種変数を利用可能という利点がありつつ、anisible の再実行も問題ないため、柔軟な使い方ができ

そうです（jq コマンドの複雑さには目をそらしつつ）。難点をあげるとすると、terraformの状態がどういった変数に

格納されているかを ansible を使う側が理解していないといけない点だと思います。そういった場合は、terraformの

output を使用してどういった情報を出力するかを明示する方法もアリかと思います。
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