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ささみのほん Archivesのご紹介

ささみのほん Archivesを手に取っていただきありがとうございます。
ssmjp運営のじゅんじゅんです。
この本は

• 2017年の技術書典 2で頒布したささみのほん
• 2018年の技術書典 5で頒布したささみのほん 2
• 2019年の技術書典 7で頒布したささみのほん 3

をまとめた本になります。Archives という形にするにあたり、一部手直しや加筆修正
が行われています。当時買っていただいた方は見比べてみるのも楽しいかもしれません。

ssmjpとは
大体 2009 年 6 月から月一回開催される謎の街角ゆるふわ勉強会で、テーマは運用と

なっていますが面白ければ ITに限らず様々なテーマでカオスな LTが展開されます。
(カオスな一例)

• 養鶏の話
• 賃貸の水回りの話
• さっき初めて使ったツールの話 etc…

もちろん
まじめなお話もあります。
(まじめな一例)

• PCIDSSの話
• 運用ツールの話
• 物理を含むセキュリティの話
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また、他の勉強会との合同開催なども行っております。
興味があるかたは是非遊びに来てください。

勉強会公式サイトはこちらの QRコードから

執筆者募集のおしらせ
ssmjp同人部では、今後も執筆者を募集します。
まずは ssmjpにご参加いただいて、場のノリを体感していただき、そのあとで記事をか
いてみませんか？
毎月開催の ssmjpについては https://ssm.pkan.org/ にて告知いたします。
同人部としては Slackにてやりとりを行っておりますので、Slackにもご参加下さい。

お問い合わせ
この本に関するお問い合わせは、こちらまでお願いします。

• URL: https://ssmd.pkan.org/
• Mail: ssmd@pkan.org
• Twitter: @ssmjp_doujin
• Mastodon: @ssmjp_doujin@mstdn.haun.jp

- iii -



目次

ささみのほん Archivesのご紹介 ii

第 1話 意識低い勉強会運営の話:改 2 1

第 2話 Mastodonを運用してみてる話 5

第 3話 おうちインフラ運用事情の話 10

第 4話 今日も残念 13

第 5話 Ansibleのプロジェクトドキュメントを Sphinxでイイ感じに管理して
みる件 16

第 6話 ESP-WROOM-32用ブレイクアウトボードのステンシル作ってリフロー
してみた 26

第 7話 ライダーベルトを分解してつくりかける話 36

第 8話 PDCAに対する誤解と真実 40

第 9話 とある診断員の回顧録~脆弱性診断の現場から愛をこめて~ 46

第 10話 PHPでも Raspberry Piがしたい！ 51

第 11話 時間のないエンジニアに贈る料理の運用の話 61

第 12話 料理の運用の話 66

第 13話 RAID2は何故使われないのか 70

第 14話 “ネットマスク”ってなに？ 73

第 15話 “ネットマスク”ってなに?(つづき) 76

第 16話 ワインとコーヒーの違い（ふたたび） 80

第 17話 米もエンジニアも不足している 82

第 18話 エンジニアと目の健康（改訂版） 85

第 19話 引き継ぎは何故うまくいかないのか（改訂版） 93

第 20話 VSTの負荷分散に関する考察 101

第 21話 とある大手町 NOCの遍歴 109

- iv -



目次

第 22話 寄付の自動運用について 118

第 23話 Minecraftで整地する話、あるいは Dockerでインフラを整備する話 123

あとがき 131

あとがきのあとがき 132

- v -



第 1話

意識低い勉強会運営の話:改 2

かいたひと : じゅんじゅん (ssmjp受付、広報担当)
Mastodon: @junjun@mstdn.haun.jp

@junjun@janogdon.net
Twitter: @junjun_

ゆるい運用系勉強会の #ssmjpの受付と広報を担当している私「じゅんじゅん」が昨年
の Advent calendar に書いた記事をもとに、今回もうちょっと詳しく説明してみようと
思います。
#ssmjpというのは毎月 1回、どこかに会場を借りて運用にまつわるテーマで話をする勉
強会です。2009年 6月に始まり、現在まで毎月開催されています。

勉強会の運営ってどんなことするの?

運営- 団体などの機能を発揮させることができるように、組織をまとめ
て動かしていくこと。“運用”, デジタル大辞泉,goo 国語辞書, 入手先
<http://dictionary.goo.ne.jp/jn/>

とあるくらいなので勉強会を開きたいと思った人 (達)が計画的に準備して開催するこ
とです。ゆるふわ勉強会の#ssmjpの運営について事前に準備すること、当日までに行う
こと、開催後に行うことについてまとめてみました。

事前準備
登壇者確定
最近の#ssmjpは喋りたい！ という人からの挙手制としており、それを 2時間で埋ま
るように調整しています。2時間きっちりでスケジュールを組むと飽和するので、多少短
く見積もるのがコツです。登壇者自身が予定通りに喋りきれず時間が溢れたり、質疑応答
が発生したり、機材トラブルで予定通りに始まらないことで予定していた時間を超過して
しまいます。また、#ssmjpは運営スタッフが 4人おり各自が喋りたいと挙手を受けるの
で Googleスプレッドシートにて誰が何分喋るかを記載し、管理しています。
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第 1話意識低い勉強会運営の話:改 2

日程調整/会場探し
登壇者の都合と運営陣の都合が合う日を調整をします。登壇者との日程調整にはス

ケジュール調整サイトを利用し複数日を提示して全員の都合が合う日を決定します。
#ssmjp では 調整さん ( https://chouseisan.com/ ) を利用することが多いです。また、
当日までの連絡ツールとして Slackや Facebookメッセンジャーを利用します。会場は運
営陣の伝手を使い、開催日にお借りできるところを押さえます。

当日まで
情報公開

#ssmjpではWordpressと connpassで情報を公開しています。#ssmjpが始まった当
初はメールのみでしたが、後に Redmine に移り今のWordpress に落ち着きました。な
お、#ssmjpは毎月開催なので当月の開催中に次回の告知と同時に情報公開をして、次に
参加される方の初動申込数を稼ぐ作戦を取っています。connpassを使うことで受付番号
を発行でき、当日の受付処理の負担を軽減しています。

図 1.1: Redmine時代の#ssmjp情報公開サイト
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第 2話

Mastodonを運用してみてる話

書いた人
じゅんじゅん ( #ssmjp 受付、広報担当 )
Twitter:@junjun_
Mastodon:@junjun@mstdn.haun.jp , @junjun@janogdon.net

ささみのほん 2おめでとうございます！
前回につづいて、立候補したもののテーマがいつまでも決まらなかった受付のじゅん
じゅんです。今回は、1年半くらいMastodonのインスタンスを運用している話を書こう
と思います。

何故Mastodonインスタンスを立てようと思ったか
身内の ircでMasotodonの話題が盛り上がり始めた 2017年 4月上旬、さくらのクラウ

ドお試し券を持て余していた私はこのお試し券で Masotodn のインスタンスを立ててみ
ようと思い立ちました。ちょうど mstdn.jpでサーバが個人宅からさくらインターネット
へ切り替わった直後のことです。

構築で躓きました
当日夕方に、dockerが動くところまではできていました。

図 2.1: 当日のチャットのログ
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第 2話 Mastodonを運用してみてる話

ircの参加メンバーで楽しく作れば、楽しい運用ができるかなと思いみんなにアカウン
トを付与しあれこれといじりながら作業をしていきました。初日は結局上手く動かなかっ
たけど、翌日には何とか形になりました。

図 2.2: 翌日のチャットのログ

図 2.3: この記事を執筆時のインスタンスのトップ。ユーザ数が少ないためほどほどに過
疎地です。
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第 3話

おうちインフラ運用事情の話

かいたひと : じゅんじゅん (ssmjp受付、広報担当)
Mastodon: @junjun@mstdn.haun.jp

@junjun@janogdon.net
Twitter: @junjun_

ささみのほん 3おめでとうございます!(出る前提)。
ssmjpの広報っぽいこととか受付とか会場調整とかをしているじゅんじゅんです。3を
出そうとなった際に、手を挙げたもののやはり書くことに迷っていたところ

図 3.1

といわれたので、そんな話を書いてみようと思います。なお、民生機ばかりなのであま
り面白いことはありません。
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第 3話 おうちインフラ運用事情の話

おうちのインフラ事情ネットワーク編
民生機です。BUFFALOのWZR-1750DHP2を使っています。主に買い換えるときの

理由が壊れたから買い換えるなので、ほんとはもうちょっと機器を厳選すべきなのでしょ
うが、今のところ壊れていないのでそのまま使っています。NATループバックに対応し
てるのもまたいろいろと手を抜けてありがたいです。来客用に SSIDを分けられるという
のも嬉しいんですが、今のところその機能を使ったことはありません。家庭内は/24で第
4オクテットの

• 2-99が固定エリア
• 100-220が DHCPで困らない機器
• 220-255がまた固定エリア

にしています。当初は、最初の固定エリアを物理マシン、最後の固定エリアを仮想マ
シンで使用する予定でしたがなぜか録画サーバが固定エリアに存在していていきなり破
綻しています。外部からは DMZである pkan.orgのサーバへ向けています。民生機でも
syslogを転送する機能があるので、ログは DMZのサーバへ送るようにしていますが、今
のところこのログを見て何かをするような事はありません。

おうちのインフラ事情サーバ編 1

いわゆるご家庭のパソコンに Linuxを入れて使っています。ssmjpや同人部のWord-
pressが動いているのは先ほどのネットワーク編で DMZに転送していると書いたサーバ
になります。今日日クラウドで運用するのが一般的ではありますが、家にログインできた
ほうが都合が良い面もあるためおうちでのサーバ運用は止められないなと思っています。
(とはいえ、公開コンテンツは外の方が良いんだろうなあ…)

おうちのインフラ環境サーバ編 2

おうちで常時稼働してる Linux機は、物理が 4台と仮想が 4台。VPSで 3台仮想を借
りているのにそんなにいるのかといわれると不要な気がしますが…物理機としては、先
ほど書いた DMZ にいるおうちのゲイトウェイとなるサーバの他に、録画機とファイル
サーバとツレのおもちゃです。仮想マシンは、ファイルサーバ上で動いています。DMZ
では CentOS7.6 (2019/3/23現在)で、httpdとメールサーバが動いておりささみのほん
2で登場した Gitlabや zabbixはこのサーバで動いています。ささみのほん 2で登場した
Redmineはこのサーバではなく Apacheのリバースプロキシを使い仮想へ転送していま
す。この DMZにあるサーバが死んでしまうと、同人部や Gitlabも zabbixもそうですが
Redmineにまで影響がでることを考えると機器構成を見直した方が良いかもしれません。
(見直すとは書きません)
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第 4話

今日も残念

書いた人：togakushi
書いた人のお仕事：SIer屋さんで ITインフラの設計構築

書いた人の日常：たいへんよくねてます

残念って？
SIer屋さんのお仕事をしていると「どーしてこーなった！？」ってシーンによくブチ当
たります。SIerではプロジェクトに関わる関係会社が多くなりがちで、業務をこなす人材
も多岐にわたりスキルもピンキリです。

そこで SIerはプロジェクトを遂行するために必要な作業を分割し、各会社に分担して
いきます。プロジェクトの途中から参加してくる会社もあったり、途中で抜ける会社も
あったりするので、どこかが抜けたり入れ替わったりしても、最終的にはプロジェクトを
なんとかするのが SIerの役目です。
基本は「誰にでも出来るように」するために工程を分けて順番を決め、作業を分割・単
純化し、手順書を作り、その通りに行えば終わるレベルまで落とし込みます。

こんな感じでプロジェクトが進んでいくのですが、実際の現場に作業レベルまで落とし
込まれたものについては残念なものが非常に多いです。あとの工程になればなるほど断片
化が進み、全体像がぼやけます。結果を組み合わせるとチグハグしていることもよくあり
ます。

作業レベルでの「効率の悪いやり方」「技術的に間違っているやり方」を「残念」と呼
び、可能な限り修正していくお仕事の一部を紹介します。

やりたいことしかやらない残念
過去に正しかった手順は常に正しいという強迫観念でもあるのでしょうか。RHEL4で
設定していた内容をそのまま RHEL6 に適応している場面によく出会います。ディスト
リビュータの作法を無視して自分らの要件だけを組み込んでいる場面にもよく出くわし
ます。
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第 4話 今日も残念

それらがアップデートのタイミングで上書きされて動かなくなったときの言い訳に「OS
のバグ」と言っちゃたりします。

一度誰かが考えたことは、それがたとえ間違っていたとしてもそのまま使い回されてい
きます。この手法は「既存踏襲」とか呼ばれます。この手の残念は設計の段階で極力潰し
ていきます。

サーバーをコピーして作る残念
サーバーにはそれぞれ担う役割があるのが一般的です。DBサーバーやWebサーバー

など。同じ OSであれば 7割くらいは同じ部分があります。この部分をサーバーの台数分
だけ作業すると時間がかかるので、1台作ってコピーして残りを作る手順を考えた人がい
ました。素晴らしい。

しかし、OSごとにユニークであるはずものを変更していませんでした。ホスト名や IP
アドレスなど、目に付くものだけしか変更していないのです。Windows なら SID がか
ぶっている、そんなレベルです。見つかるきっかけはだいたい前回のプロジェクトから設
計を踏襲するために「実機設定確認」とか呼ばれる作業をしたときです。
そして問題が発覚した実機はだいたい運用中ですので、その問題が顕在化するまで放置
されることがほとんどです。触らぬ神に祟りなしってことで触らせてくれません。

残念です。

シェルスクリプトで日付計算する残念
RHEL6の crondで動かすシェルスクリプトで、月末を判定しているものにも出くわし

ます。

まず、date +%Yで西暦を取得します。次に +%mで月、+%dで日を取得します。日が 30
で月が 4、6、9、11の時は月末です。日が 31で月が 1、3、5、7、8、12の時は月末です。
月が 2の時はうるう年の計算をします。年が 4で割り切れかつ、100で割り切れない場合
は 28日が月末です。100で割り切れた場合は、400で割り切れるかもチェックして、割
り切れた場合は月末ではありません。2000 年以降に始まったプロジェクトでは、400 で
割り切れるかどうかのチェックをしていないものも存在します。400年後はこのシステム
が動いていない前提です。

こんな判定式がダラダラと書いてあるシェルスクリプトがごろごろ転がっています。
あっちのプロジェクトからこっちのプロジェクトにコピペして使います。そんなスクリプ
トは date +%mとdate -d day +%mの結果を比較して、それが一致してなければ月末と
判定するようにそっと書き換えてレビューを通しちゃいます。
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第 5話

Ansibleのプロジェクトドキュメ
ントを Sphinxでイイ感じに管理
してみる件

かいたひと : とがくし
Twitter : @togakushi

はじめに
本章では筆者が普段業務で利用している Sphinx の利用事例を紹介します。筆者は

Ansibleを利用する環境において、ドキュメント作成を Sphinxで統一しており、ドキュ
メントとコードをまとめて管理しています。

なお、Sphinxで扱う形式は HTMLのみを対象としており、PDFなどへの変換は考慮
されていません。

環境
業務で利用している環境は Red Hat Enterprise Linux 7(RHEL7) であるため、

Pythonのバージョンは 2.7となります。もうじきサポートも終了し、マルチバイト文字
の扱いにも気を使うバージョンですが、RHEL7なのです。

本章で触れないこと
以下の項目は、本章では触れません。

• ツール (Ansible、Sphinx)自体のインストール方法、細かな使い方
• バージョン管理
• 継続的インテグレーション
• Ansible Towerを絡めた使い方
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第 5話 Ansibleのプロジェクトドキュメントを Sphinxでイイ感じに管理してみる件

Ansibleのディレクトリ構成
Ansible のディレクトリ構成は、公式ドキュメントの “Best Practices“に紹介のある

“Alternative Directory Layout“に近い構成を取っています*1。
筆者の環境では、プレイブック、ロール、インベントリを保存するディレクトリ作成し、
さらにそれぞれ目的に応じたサブディレクトリを作成しています。

ロールを保存しているディレクトリ
業務の都合上、業務プロジェクトには Excel で記述された設計書が必ず存在します。
ロールの構成は Excelの設計書の構成になるべく合わせます。

Excelで記述された設計書は、仕様追加や記述漏れなどで途中に新しい項目を差し込む
必要が出た場合にメンテナンスコストが異様に高くなることがあります。
コストの高い修正は妥協され、情報があるべき個所に記載されずに一番最後に追記され
ていることがよくあります。

このような構造が目茶苦茶になっている設計書をそのままロールとして表現するとかな
り歪な形になりますが、メンバーの負担軽減を優先し、まずは設計書の内容をそのまま
ロールに書き起こします。設計書の構造が一気に変わってしまうと、プロジェクトメン
バーが情報の記載された箇所を見失い、ストレスが高まる傾向になります。
設計書の内容をロールに書き起こす段階では設計書の修正を行わず、腐った設計書は時
間をかけて徐々に正しい姿へ修正していきます。

プレイブックを保存しているディレクトリ
プレイブックは利用シーンと使用頻度に応じて以下のサブディレクトリに分けて保存し
ています。

configuration
サーバー設定全体を行うプレイブックを保存。APサーバーや DBサーバーなど、
サーバー役割に応じたプレイブックを準備しています。設計書の内容が最初から最
後まで記述されています。

onetime
サブスクリプション登録などの 1 回実行を済ませれは 2 回目以降は実行しなくて
もよいタスクだけを集めたプレイブックを保存。
調査のためにログを回収するだけのタスクなど、不定期に実行するプレイブックも
このディレクトリに保存しています。

*1 https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_best_practices.html#
alternative-directory-layout
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第 6話

ESP-WROOM-32用ブレイクアウ
トボードのステンシル作ってリフ
ローしてみた

書いた人: けい
Twitter ID: _keihino

書いた人のお仕事：ものづくりする人を一所懸命に応援する人

はじめに
電子工作レイヤのみなさま、こんにちはこんばんはおはようございます！ 最近、

ESPRESSIF (https://espressif.com/ ) 製の ESP-WROOM-32モジュールが、日本でも
発売されて話題になっています。
本稿では、この ESP-WROOM-32 モジュールに対応したブレイクアウトボードにク
リームはんだで部品を実装するために、プラ板とレーザーカッターでステンシルを作って
みました。運用についての本ということで、レーザーカッターとリフロー炉の運用方法の
紹介になります。
（※基板の作り方がある程度わかっていないとおいてけぼりですがすみません。）どこの
ご家庭にもある設備・部材・データ一覧

• ブレイクアウトボード 1枚
• タミヤ プラペーパー 0.1mm厚 1枚
• クリームはんだ 5gくらい
• スキージ 1個
• 竹串等 1本
• ブレイクアウトボードに載せる部品 BOMを見ましょう
• Trotec レーザーカッター Speedy300 c60 1台
• はんだリフロー炉 1台
• ガーバーデータ（ランドが表示されているデータ）
• KiCad 4
• Rhinoceros 5
• Adobe Illustrator
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第 6話 ESP-WROOM-32用ブレイクアウトボードのステンシル作ってリフローしてみた

やったこと
1. KiCadを使って、ガーバーデータから dxfデータに変換する
2. Rhinocerosを使って、dxfデータの曲線を統合する
3. Illustratorとレーザーカッターを使って、ステンシルをカットする
4. クリームはんだを塗る
5. 部品を置く
6. リフロー炉を使って、クリームはんだを焼く

1. KiCadを使って、ガーバーデータから dxfデータに変換する
KiCadというオープンソースの回路設計・基板設計ソフトウェアを使用して、ガーバー

データを読み込み、dxfデータに変換します。

1.1. GerbViewでガーバーデータを読み込み
KiCadは、様々なソフトウェアの集合で構成されています。KiCadのソフトウェアの

うち、GerbViewを使用して、ガーバーデータを読み込みます。読み込む際は、ガーバー
データのうち、拡張子が .GTS となるものを選択して読み込んでください。.GTSファイ
ル は、部品面のレジストを表すデータになります。（図 6.1・図 6.2）

図 6.1: ガーバーデータの読み込みメニ
ュー

図 6.2: 同読み込みダイアログ
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第 7話

ライダーベルトを分解してつくりか
ける話

かいたひと @_keihino
小さい頃、Blackと Black RXを見てからというもの、平成ライダーはすべて見
ている私です。#ssmjp では、おしゃべり豚野郎と名乗っております、@_keihino
と申します。
さて、今回の技術書典では、ライダーベルトの分解と、その再現について書かせ
ていただきます。

なぜライダーベルトをつくるのか
平成ライダーに入ってからというもの、変身フォームは増加の一途をたどっておりま
す。やはり玩具がないと支えられないとはいえ、現行のジオウの前のビルドに至っては、
60のベストマッチがあり、それぞれに音声がある状況。こりゃもうどうしようもないわ…
レジェンドライダーもどんどん増えるのですから、そのコラボも入れると、120を超える
音声が収録される事態となっています。
その音声量を収録するためなのか、最近の変身アイテムには、認識ピンと呼ばれるス
タッドが立っているプラスチック部品があり、このピンの長短、認識タイミングの組み合
わせで、120を超えるパターンを実現しています。
この認識ピンを再現すれば、もし市販の新しいおもちゃがほしい！ と言われた場合で
も、そのとおり再現してあげて、音声を別録りして何らかのマイコンで出してやれば、新
しく買わなくてもお茶が濁せます！ これは貧乏人には仕方がないことだ！
認識ピンのパターンは、検索すると検証されているブログ等が出てくるので、本稿では
省略させていただき、パターンではなく、認識ピンを如何に再現したか、について書き
ます。
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第 7話 ライダーベルトを分解してつくりかける話

ライダーベルトの構成（認識ピンまわりだけ）
認識ピン

3つのスタッドの立て方を工夫することで、120を超えるパターンを再現しています。
今回は、ビルドドライバーに付属している、フルボトルの認識ピンを測定して再現しま
した。測定はノギス、再現は 3DCADです。再現図を示します（図 7.1）。

図 7.1: 3DCADで再現したスタッド

3DCADで起こしておくと、パターン生成も部品の表示のオンオフだけでできるため、
非常に楽です。ここから 3Dプリントで再現可能です。

認識ピンの受け側
電気的な話

3つのスタッドを受ける、3つのスリット上に、ディテクタースイッチが配置されてい
ます (図 7.2・図 7.3)。

図 7.2: 3つのスリット

図 7.3: 3つのスイッチ
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第 8話

PDCAに対する誤解と真実

はじめに
某運用系街角勉強会の主宰をしている、yakumo3といいます。どうぞ呼び捨てにして

「やくもさん」と呼んでください。本誌は#ssmjp非公式となっていますが、面白そうだっ
たので僕も何か書きたいと思いました。

運用と言えば「回らない PDCA」という誤解かなと思い誌面をいただきました。皆さ
んは PDCAと聞いて、どんな印象を持つでしょう。回らないもの、古臭いフレームワー
ク、意識高い人が超高速で回すもの、という印象を持っていませんか？

ここでは、PDCAの本来の姿を再度確認して、正しく認識することで僕らの業務や生
活に良い影響を及ぼすことを期待します。

PDCAがやってきた
まず、PDCAは品質管理の根本的理念として導入されたことを踏まえておきましょう。

1950年にデミング博士により、「設計 → 製造 → 販売 → 調査・サービス」の 4つが円環
状になって回転するサイクル（通称デミングサークル・デミングサイクル、4つが円環状
に並ぶ図からサークル、4つのプロセスを回す事からサイクルと呼ばれる。本文では「プ
ロセスを回す」事についての解説をするため「サイクル」を採用しています。）が日本に
持ち込まれました。博士自身は「これはシューハート博士の考え方だからシューハート・
サイクルと呼ぶべきだ」と言っていたと伝わっています。このデミングサイクルは各プロ
セスが異なる部門、異なる職種が実行する事を想定されたサイクルでした。

このデミングサイクルを元に、日本国内で 1952年に「設計」→「製造」→「検査・購
買」→「消費者調査」というサイクルが生まれます。それが 1954年に「企画」→「作業」
→「チェック」→「処置」というサイクルに発展し、さらに 1959年に管理一般へのデミ
ングサイクルの適用として、「計画」→「実行」→「反省」→「処置」というサイクルが生
まれます。
1964年に石川馨がこのサイクルに、「Plan」→「Do」→「Check」→「Action」という英
語名を定義します。ここで初めて PDCAサイクルという言葉が生まれました。
この手法は「科学的管理のいわゆる plan - do - see (1903年)をもう少し実際的に、QC
的に考えた手順である」「昔から plan - do - see という言葉があったが、これは日本人に
はむかない、see という言葉を”見る”と習っているので、やってみて眺めているだけと
いうことになりやすい」として考案したサイクルだと石川馨は言及しています。
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第 8話 PDCAに対する誤解と真実

一方、デミング博士は日本での知名度と裏腹に帰国後コンサルティングをしながらも
米国では全くの無名でした。しかし 1980年に NBC がドキュメンタリー番組「If Japan
Can... Why Can’t We?」（日本にできるのに、なぜアメリカができないのか？）を放映
した事により、その活動と実績が脚光を浴びます。フォード社は彼を品質管理の専門家と
して招聘しましたが、すでに PDCAサイクルを単なる品質管理から経営哲学にまで発展
させていた博士は、問題の 85％はマネジメントの責任だとしてコンサルティングを行い、
フォード社に大きな実績を残しました。そして、全米の多くの企業から博士への講演依頼
が殺到し、1990年の米国の躍進に多大な功績を残した、と伝えられています。

このように元々は戦後の日本に品質管理のサイクルとして伝来したデミングサイクル
が、その初期の頃に応用として管理一般のサイクルが生まれました。品質管理と管理一般
の 2つの PDCAサイクルは TQM（ Total Quality Management ）へと発展し、やがて
幅広い分野に PDCA が適用されていきます。

PDCAへの誤解
さて、PDCA サイクルを用いて戦後日本は高品質・高性能な製品を量産し、高度経済
成長を成し遂げたという事実がありながら、なぜ PDCA サイクルが「回らない」「古臭
い」という印象をもたれているのでしょうか。そこにはバブルの崩壊と、同時期の米国の
躍進 (実際はデミング博士が日本に伝えた PDCA及び TQC・TQMを米国流に取り入れ
た成果だが当時の日本はそれに気が付いてなかった)による旧来の日本手法への否定と米
国方式の賛美と共に、PDCAサイクルの各プロセスの理解不足があるように感じていま
す。これは筆者の主観です。

PDCAサイクルにおいて、「Action」は「Plan」へと反映されなければなりません。
全ての活動は計画に則って実施されるべきであり、修正是正対策は全て計画に組み込まれ
る必要があります。
デミング博士自身も 1982年記したにその著書の中で、PDCA の"P"がいかに重要である
かを説いています。

ところが、多くの人々は Plan に戻すこと無く是正した結果を実行（Do）してしまいま
す。これには各プロセスへの「誤解」があるからと感じています。

まず PDCAサイクルのおさらいをしておきましょう。
プロセス 行動
計画（ Plan ） 目標に対して誰が、何を、いつまでに、どのように、どこまで行うのかを明

確にする。
この際に「Check」の時期と手法、「Action」の時期等も計画に盛り込む。

実施（ Do ） 計画に則り実行する。後から結果の観測が容易になるように証跡を残せるも
のは可能な限り残しておく。

点検（ Check ） 計画と実施結果を照合する。この時に辻褄合わせで対応をしてはならない。
対応すると計画に起因する問題と真の是正対象が失われてしまう。

処置（ Action） 点検した結果、問題があれば原因を分析して対策を講じる。
対策は全て計画へと反映させ、次の実施タイミングで適用される。
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第 9話

とある診断員の回顧録~脆弱性診断
の現場から愛をこめて~

書いた人：tigerszk

はじめに
皆様こんにちは！ 私は ssmjp運営メンバーの一人の tigerszkというものです。

突然ですが読者の皆様は「脆弱性診断」というものをご存知でしょうか？ 脆弱性診断
とは、システムやアプリケーションに含まれる脆弱性（セキュリティ上の問題点）を洗い
出すための検査のことです。一般的には診断する対象、要求する内容などによって実施す
る診断の種類が分かれており、色々な診断があります（プラットフォーム診断、Ｗｅｂア
プリケーション診断、スマートフォンアプリ診断、ペネトレーションテスト…）。
読者の方の中には、セキュリティ会社に依頼をして、自分の管理するシステムに対して
脆弱性診断を実施した経験のある方がいらっしゃるかもしれません。

実は私はセキュリティエンジニアとして、この脆弱性診断が仕事の「脆弱性診断士」に
かれこれ 10年近く従事しております。今回の記事では一般的には結構マニアックだと思
われるこの仕事の魅力や私が経験したエピソードなどを書かせていただきます。

脆弱性診断の仕事って面白いの？
この仕事の魅力は、単的に言ってしまえばズバリ「合法的にハッキングをできる」とい
うことでしょう。脆弱性を見つけるってのは結構面白いんですよ！ 多分ここに面白みを
感じられるかどうかがこの仕事への適正ポイントなんじゃないかと思っています。

「それじゃ、いってることが攻撃者と変わらないじゃねーか。そんなこと書くんじゃ
ねーよ」って色んな所からマサカリが飛んできそうなのでちゃんと書いておきますが、も
ちろんそれだけではありません。脆弱性を見つけると結構、感謝いただけることが多かっ
たりします。まあもちろん「余計なもの見つけやがって」とか「俺の仕事増やすな」みた
いにネガティブに受け取られてしまう場合もあります。
ただ、やっぱり危険な脆弱性を発見して報告する時などは、「顧客のために診断をして
いることが、ひいては社会全体のためになることであり、自分は世の中の役にたっている
のだ！」という実感があります。ジョジョのポルナレフの言葉を借りるのであれば、「傷
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第 9話 とある診断員の回顧録~脆弱性診断の現場から愛をこめて~

ついた体でも勇気が湧いてくる『正しいことの白』の中に俺はいるッ*1」というところで
しょうか。私自身実際に放置しておいたら重要なインシデントが発生するかもしれない脆
弱性を見つけたことは何度もあります。そんな時に、「見つけてくれてありがとう」など
の感謝の言葉をいただいたり、自分の報告した脆弱性を修正いただいたりすると、やっぱ
り素直にうれしいです。これもこの仕事の魅力の一つではないかと思います。

それと、結構勘違いされている方がいらっしゃいますが、残念ながら毎日華麗にハッキ
ングをキメまくっているだけのお仕事ではありません。現実には意外と地味な作業が沢山
あります。例えば、提供する診断サービスの種類によってはインフォメーションレベルの
項目も含めて網羅的に洗い出さなければならなかったりするので、かなり細かいとこまで
チクチク確認しなければならなかったりします。
また、顧客やシステム担当者との調整作業などが頻繁に発生するのでそういったことに
対応する時間が非常に多いです。後は診断結果をまとめた報告書を作成したりもしなけれ
ばならないですね。もちろん脆弱性診断をやっている全ての方がそうではなく、ポジショ
ニングなどによっては色々違うかもしれないですが、私が知っている同業者の方々は、そ
ういった地味な作業も含めて、コツコツしっかりとやられている真面目な方が多い印象
です。

また、この仕事をやっていると多様なシステムに遭遇することができるというのも特徴
の一つでしょうか。診断の依頼が来るシステムは本当に千差万別です。様々なプラット
フォーム、ミドルウェア、アプリケーションフレームワークで構築・開発されたシステム
と触れ合うことになると思います。そして、それと同時に世の中には摩訶不思議な珍シス
テムが沢山あることと、思った以上に脆弱性が溢れていることを体感できるでしょう。

「哀しみを背負うことで強くなる」ここが辛いよ脆弱性診断士
そんな脆弱性診断のお仕事ですが楽しいこともある反面、正直辛いこともあります。こ
こでは私が過去踏んだ地雷案件について書こうかと思っています。すでに終わった昔話で
すので笑い話として読んでいただければ幸いです。

脆弱性診断は基本的には診断対象に影響をあたえない前提で実施します。トラブルにな
らないためにしっかりシステム担当者と事前調整を行ったり、稼働中のシステムに影響を
与えないように吟味した項目だけを診断したりします。しかしながら、注意していてもや
はりトラブルを避けられない場合もあります。過去 ssmjp で発表していますが、私の診
断キャリアの中での最大級の地雷は、「本番顧客サイトのパスワードを全部初期化してし
まった」という話です。

*1 ジョジョの奇妙な冒険第 27巻を参照
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第 10話

PHPでも Raspberry Piがし
たい！

かいたひと : 東雲翡陽（PHPカンファレンス実行委員長, CONBU, 他）
Twitter : @H_Shinonome facebook : hiyou.shinonome

はじめに
この記事は 2019/03/29-31に行われた PHPerKaigi 2019*1での発表「PHPでも Rasp-

berry Piがしたい」*2のセッション内容を改稿・追記したものです。発表当時と内容が若
干異なりますが、ご了承ください。

Raspberry Pi概要
Raspberry Piとは

Raspberry Pi（ラズベリーパイ）は、英国ラズベリーパイ財団によって開発されて
いるシングルボードコンピュータです。2012 年より発売され、今年で 7 周年を迎えま
す。世界累計販売台数は 2000万台を超え、非常に注目されているコンピューティングモ
ジュールです。CPUとして ARMベースの SoC（System on a Chip）を搭載していま
す。ARMベースのため、消費電力が少なく、標準ではヒートシンクもついていないほど
比較的発熱も少ないです。そして、Compute Moduleというホームファクタ以外は USB
コネクタを用いた +5Vの給電で動作します。一番安価な Zeroが約 600円～、最新の 3
Model B+が約 5000円～と非常に安価に購入することができます。また、GPIOと呼ば
れる外部接続用ピンヘッダがあり、それを用いて電子回路と組み合わせることで (理論上
は)なんでも操作が可能になります。

*1 https://phperkaigi.jp/2019/
*2 https://fortee.jp/phperkaigi-2019/proposal/6ff7c81a-e6d2-407c-af2b-bd486b7589c9
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第 10話 PHPでも Raspberry Piがしたい！

Raspberry Pi 7周年イベント
2019 年が Raspberry Pi 7 周年ということで、Raspberry Jam Big Birthday

Weekend 2019というイベント*3が世界各国で行われました。開催日は 2019/03/02-03
で、各国のユーザーグループ等が Raspberry Piの 7周年を祝いました。日本のユーザー
グループである Japanese Raspberry Pi Users Groupでも 2019/03/03にイベントが開
催されました。*4

GPIO（General Purpose Input / Output）
さて実際にどのように電子回路を操作するのか、簡単にご紹介します。概要でも触れた

GPIOですが、Model Aが 26pin、Model Bと Zeroは 40pinのピンヘッダで構成されて
います。3.3V電源、5V電源、Groundといった電源系統のピン以外は、SoCに直接配線
されていますので、間違った回路をつなぐと最悪の場合 SoCが死にます。回路をつなぐ
場合は使うピンヘッダが間違っていないかを慎重に確かめ、電源を最後につなぐようにし
ましょう。なお、ピンヘッダの用途は下記の表のとおりです。

Raspberry Pi 3 Model B のヘッダ例
+-----+-----+---------+---Pi 3---+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Physical | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+----++----+---------+-----+-----+
| | | 3.3v | 1 || 2 | 5v | | |
| 2 | 8 | SDA.1 | 3 || 4 | 5v | | |
| 3 | 9 | SCL.1 | 5 || 6 | 0v | | |
| 4 | 7 | GPIO. 7 | 7 || 8 | TxD | 15 | 14 |
| | | 0v | 9 || 10 | RxD | 16 | 15 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | 11 || 12 | GPIO. 1 | 1 | 18 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | 13 || 14 | 0v | | |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | 15 || 16 | GPIO. 4 | 4 | 23 |
| | | 3.3v | 17 || 18 | GPIO. 5 | 5 | 24 |
| 10 | 12 | MOSI | 19 || 20 | 0v | | |
| 9 | 13 | MISO | 21 || 22 | GPIO. 6 | 6 | 25 |
| 11 | 14 | SCLK | 23 || 24 | CE0 | 10 | 8 |
| | | 0v | 25 || 26 | CE1 | 11 | 7 |
| 0 | 30 | SDA.0 | 27 || 28 | SCL.0 | 31 | 1 |
| 5 | 21 | GPIO.21 | 29 || 30 | 0v | | |
| 6 | 22 | GPIO.22 | 31 || 32 | GPIO.26 | 26 | 12 |
| 13 | 23 | GPIO.23 | 33 || 34 | 0v | | |
| 19 | 24 | GPIO.24 | 35 || 36 | GPIO.27 | 27 | 16 |
| 26 | 25 | GPIO.25 | 37 || 38 | GPIO.28 | 28 | 20 |
| | | 0v | 39 || 40 | GPIO.29 | 29 | 21 |
+-----+-----+---------+----++----+---------+-----+-----+

この表は下記のコマンドで取得ができます。

$ gpio readall

*3 https://www.raspberrypi.org/jam/big-birthday-weekend/
*4 https://www.raspi.jp/2019/01/raspberry-jam-big-birthday-weekend-2019-in-tokyo
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第 11話

時間のないエンジニアに贈る料理の
運用の話

書いた人 : Mary　（Twitter @mary_tuba)

こんにちは！ 　Mary（メアリー）と申します。普段はどっかの会社でインフラエンジ
ニアをやっています。そこでインフラ周りの運用のお話をするかと思えば…料理の運用の
お話をしようと思います。どうして料理の運用をしようと思ったかって？
それは ssmjpの中でも料理担当と言われていたり、一応兼業主婦？ であったりもする
からなのです。共働きの家庭ならではの運用はまだまだたくさんありますが、今回は料理
の運用の話をしたいと思います。
今回（次回はあるのかしら…）の題材は

• 圧力鍋の話
• 圧力鍋料理のレシピ
• 簡単レシピ（電子レンジ系）
• 簡単レシピ（包丁を使わないレシピ）

のこの 4点でお話したいと思います。

圧力鍋の話
圧力鍋。おそらく料理をしない人でも一度は聞いたことがあるでしょう（爆弾とかね）。
ここではなぜ圧力鍋を使えば時短になるのか、おいしく食べ物ができるのか…をお伝えし
たいと思います。
さて、ここで便利なWikipedia先生の文章を引用しましょう。

圧力鍋（あつりょくなべ、英: Pressure cooker[1]）とは圧力調整機構が付いた鍋
[2]。空気や液体が逃げないように密封した容器を加熱し、大気圧以上の圧力を加え
て（加圧）、封入した液体の沸点を高めることで、食材を通常より高い温度と圧力
の下で、比較的短時間でより美味しく調理することができる調理器具である。圧力
釜（あつりょくがま）とも呼ばれる [2]。
圧力調整には通常金属製の錘などが使われることが多い。加圧源の殆ど [3]に水の
蒸気圧を利用するため、水分を伴わない調理には向かない。（Wikipeida：圧力鍋
より）
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おそらくWikipedia先生を読んでいただければ大体のことはわかるとはおもいますが、
ここではざっと説明します。
通常、私たちが住んでいる平地の気圧は 1気圧です。1気圧の場合、水の沸点は大体 100
℃です。
なお、気圧が高くなればなるほど沸騰する温度は高くなっていきます。通常よく売ってい
る通常圧力鍋の場合は大体 1.8気圧まで加圧することができます。
その時の沸点は約 118℃になります。なお、高圧圧力鍋では約 2.4気圧まで上げることが
できます。
その際は水の沸点は 130℃近くになります（富士山の山頂では逆に気圧が下がるので、水
の沸点は下がります）。水の沸点を上げると、高温で一気に調理をすることができるよう
になります。そのことにより実際に鍋を火にかけている時間が少なくて済むことから、時
短でご飯を作ることができる…と言われています。
また、圧力鍋は火にかけている時間だけが調理時間ではありません。加圧されている時間
はずっと調理時間です（加圧中の鍋の中の水分の温度は 100℃以上です）。
そういう意味でも、加圧（火にかけ、蒸気が出ている状態）をしている時間だけガスコン
ロにかけておけばいいので、加圧時間が終わったらコンロから圧力鍋を下ろしてしまって
も構いません。
もちろん目を離して他の事をしていても大丈夫ですし、空いたコンロでもう一品料理を作
ることも可能です。圧力鍋を開けるのは圧が完全に下がってからなので、それまではフ
リータイムです。
もちろん、ガスや IHヒーターの使用時間も削減することができます。
時間が短くて、調理に使う熱エネルギーの量も少なくて済む…。とてもいいことづくめ
だと思いますが、いくつかデメリットも記載しておきます。
一つ目は掃除がめんどくさいです。Wikipediaに書いてあるように、鍋を密閉する必要
があります。
となると、パッキンやおもりなど、部品が多いため洗い物が少々増えます（簡単なタイプ
もあるそうですが…）。
二つ目は鍋が重いです。そこそこの圧力をかけるということは鍋が丈夫である必要があ
ります。
なので、鍋自体が厚手に作られていたり、普通の鍋にはない安全機構などがついていたり
します。そのために普通の鍋に比べて重めの製品が多いです。
三つ目は恐怖心です。圧をかけるので鍋がシュッシュッ音を立てて蒸気を吐き出しま
す。
慣れてしまえば問題ないのですが、慣れるまでは少し怖いと思います。
四つ目は比較的高価なことです。安い鍋でも 6000円位から。通常よく売られているも

のは 1万円前後のものが多いです。
なお、私が自宅で利用している圧力鍋は高圧圧力鍋といわれるタイプのものになりま
す。
高圧鍋を利用する前は通常圧力の圧力を利用していましたが、高圧鍋にしたところ加圧時
間が 1/3～1/5にも短くなったため私はすっかり高圧鍋の虜です。
ですが、最初から高圧鍋を利用すると、おそらく怖いと思いますので、最初は T-falの圧
力鍋あたりから入ることをお勧めいたします。
便利な圧力鍋、是非利用してみてください。
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第 12話

料理の運用の話

かいたひと : mary（CONBU、イベントスタッフ、週末演奏家)
Twitter: @mary_tuba facebook: aiko.miyairi

はじめに
ssmjpの料理担当をしております。料理を作るのが好き、得意なこともあり、ssmjpの

みなさまから「料理に関する運用」の話をして欲しいと言われたため、今回執筆すること
にいたしました。確か、前も ssmjpの本で料理ネタを書いたことがあるので、２回目にな
ります。
今回は、

• もっと気楽に自炊をしよう
• 楽になる料理の前処理
• 料理の適量とは
• おすすめの本やフォローすべき人のご紹介

の 4項目を描きたいと思います。

もっと気楽に自炊をしよう
ssmjpのみなさまが入り浸る集まる Slackにて、料理のお悩みはないですか？ と聞い
て見たところ

フライパンを出して卵を割って目玉焼き作るのすらしんどいときでも気力を出す方
法みたいなのが知りたいかも……。

とお悩みお悩みをいただきました。わかります。私もその気持ちになる時、あります。

結論：そんな時はコンビニのちょい足しや、冷凍食品に頼りましょう。

自炊というと、しっかり何かを作らないとダメ、ちゃんと 1汁 3菜にしなきゃ……と思
う人が多いと思います。
ですが、そこまで頑張る必要がないと私は思っています。自炊は家でご飯を食べること
と割り切り、コンビニやスーパーのお惣菜に冷凍食品のブロッコリーをチンして添えるな
どでも十分自炊だと私は思います。
私の家の冷蔵庫には、冷凍チャーハンとコンビニの冷凍つけ麺、冷凍ブロッコリーが常
備されています。どれもとても便利なのです。ちょっとお腹が空いた時に冷凍チャーハン
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を電子レンジでチン。そのあとに冷凍ブロッコリーもチン。この二つを一つのお皿に添え
て、ブロッコリーに適当なドレッシングやマヨネーズをかければもう一品です。
冷凍つけ麺も同様です。具が一緒に入っているものが多いため、これ一つ温めれば立派
にご飯です。コンビニやスーパーでお惣菜を買ってきましょう。それを家で温めて食べ
る、そこに冷凍野菜を入れて食べたら？
この行為だけでも十分自炊です。チョイ足しは正義。冷凍ほうれん草もなかなか使えま
す。そのままバターで炒めればほうれん草のバターソテーのできあがり。セブンイレブン
等で売っている肉入りカット野菜等も結構使えます。これも温めて何かに投入すれば十分
一品できますから。
ただし、冷凍食品を使う時注意として、解凍方法だけはきちんと守りましょう。解凍方
法間違えると、一気に不味くなるものが増えます。ちゃんとパッケージの後ろを読んで解
凍、調理をしてくださいね。
料理研究家の土井善晴さんは Twitter (@doiyoshiharu)にて、具沢山のお味噌汁とご飯

だけでも十分自炊です。頑張る必要はないといった趣旨のツイートをよくされています。

そう、自炊は頑張らなくて良いのです。頑張りたい時に頑張りましょう。

楽になる料理の前処理
こちらも ssmjpの Slackからの質問です。

時短のための前処理教えてほしいです。野菜とか肉とか前処理しておけば長期保存
できて且つ調理時間も短くなるのでは？ 冷凍庫から出した塊のママでも低温で煮
ることで「鶏胸肉の焼豚風」みたいなのはできるけど、毎回それになっちゃうとい
う悩み。

パターンとして

• 冷凍する
• 加工して冷蔵する（冷凍しない）

の 2つが考えられると思っています。

冷凍するは超定番ですが、そのまま冷凍してしまうと次に使う時にかなりめんどうくさ
いです。お悩みにあるように塊のまま煮る的な調理方法しかなくなってしまう。
なので、私はいつも一食分に小分けにして冷凍するか、一度調理をしてその状態で冷凍
しています。
小分けにする場合は、小さいジップロックが大活躍しています。そのまま入れて、冷凍
にポーン！ です。日付ぐらいはマジックで書いておくことをお勧めします。そうすると、
次使う際には解凍も早いので時短になります。
一度調理をして冷凍する場合は、味の濃いものがお勧めです。私が好きでいつもやるの
は、ブリの照り焼き。お酒、お醤油、お砂糖を１：１：１で合わせたつけだれを作り、そ
れにブリの切り身を入れてそのまま冷凍。使う際には漬け汁ごと、解凍なしで焼きましょ
う。経験上、お肉も下味をつけた状態で冷凍すると、美味しいまま冷凍ができます。お魚
の場合は解凍せずにそのまま焼けます。
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第 13話

RAID2は何故使われないのか

はじめに
「真のエンジニアになろう」というスローガンの下、そのヒントになりそうな小ネタを幾
つかお話しようと思う。これはその第 1回。
運用エンジニアの業務領域がどこまでなのかはケースバイケースだと思うが、手順書通り
に正確に作業するだけではエンジニアとは呼べないということに異論はないだろう。エン
ジニアは「エンジニアリング」によってものを作ったり問題を解決したりする人のことな
ので、その「エンジニアリング」する力を鍛えるエクササイズだと思ってお読みいただき
たい。お話するネタは運用とは直接関係ないように見えるかもしれないが、コンピュータ
やネットワークの基礎的な技術について採り上げているので、広く応用していただけるは
ずだ。

RAID

HDDは壊れる。データを保存する装置である HDDは壊れたらとっても困るが、形ある
ものはいつか壊れるものだ。だから壊れてもデータは失われないように色々と策を講じ
るのであり、その端的な例が RAIDだろう。最近はクラウドストレージなんかも手軽に
なってきたが HDDも暫くは使われ続けるはずだし、内部的に磁気ディスクが半導体メモ
リに置き換わっても、HDDのようなパーツは相変わらず使われ、その構成上 RAIDなど
の対応策が必要だという点は変わらないと思う。
まぁ、ユーザから意識されない装置内部の進化によってMTBFが劇的に延び、見かけ上
RAIDというテクニックが消えてしまうということはあるかもしれない。

製品例が一つもない、机上だけの規格
RAIDは 1988年の UCBの論文「A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks」
に由来し、その論文では RAID1から RAID5までが提唱されているが RAID2は商品化
された例がない。ちなみに RAID4 はパリティドライブだけを高速化する SPD-RAID4
や（もはや RAID4とは呼べないくらい特殊な技術を使っているが）NetApp社の製品が
あるし、RAID3はシーケンシャルアクセスに強くレイテンシが低いので今でもストリー
ミングなどで使われ続けている。
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データは 0と 1とでできている
ところで、データ (デジタルデータ)というのは 0と 1で表現されていて……なんて思っ
ているかもしれないが、実際にそれを処理するときにはもうひとつ重要な情報が必要に
なる。
例えば RAID1の場合、2つのドライブに同じデータを書いておけば片方が壊れてももう
片方からデータが取り出せるので、ドライブ 1 台までなら壊れても大丈夫ということに
なっている。これはつまり「こっちのドライブが壊れている」ということがハッキリして
いるからこそ「あっちのドライブのデータは正常だ」と見なせるのである。データを読み
出すときに返される情報が 0か 1かの 2種類だけだったらエラーが混ざっていても判ら
ない。「エラー」という 3つめの状態の存在がとても重要なのだ。

RAID2

RAID2 は他の RAID 方式と比較して、ドライブ 7 台構成で実効容量は 4 台分しか無い
とか、ハミングコードの計算のためパフォーマンスが低いとかが取沙汰されることが多い
が、肝心なのは「ハミングコードを使っているので間違っているやつが居たらそれが誰だ
か判る」ということだ。0と 1だけのデータの中に実はエラーによって値が間違っている
箇所がある。という場合でも、間違っているデータの位置を特定し修正することができ
る。他方の RAID1,3,4,5ではエラーを正直に報告しないやつが居てもそれが誰だかは判
らない（その場合、エラーがあるかどうかは判るが修正できない）。
しかし、論文が発表された 1988年当時でさえエラーがあるにも関わらず知らん顔して適
当なデータを返してくるような HDDは無かったのである。つまり「間違いなく 1」「間違
いなく 0」「間違ってる」の 3種類をちゃんと返してくれる HDDが普通に手に入るのだ
から RAID2は要らない。
余談になるが情報理論的に言うと「エラー」というステータスをもたない 0と 1の 2種類
だけのデータの場合、ハミングコードは最低でも 2bitまでの誤り検知と 1bitまでの誤り
訂正ができる。RAID3, 4, 5 で使われているパリティでは、1bit の誤り検知しかできな
い。HDDは 0と 1だけでなく「エラー」も返せるので、エラーが発生した場合はその位
置を特定できる。だからパリティだけで誤り訂正ができるのだが、これが例えばシリアル
通信となると 0か 1かしか送れないので、ハミングコードよりも更に複雑な誤り訂正機構
を用い、修正しきれない場合は再送させることで確実性を高めている。
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第 14話

“ネットマスク”ってなに？

はじめに
「真のエンジニアになろう」というスローガンの下、そのヒントになりそうな小ネタを幾
つかお話しようと思う。これはその第 2回。
エンジニアとは“エンジニアリング”によってものを作ったり問題を解決したりする人の
ことだ。その“エンジニアリング”する力を鍛えるエクササイズだと思ってお読みいただ
きたい。
自分とは直接関係ない話題のように見えるかもしれないが、コンピュータやネットワーク
の基礎的な技術について採り上げているし、その「考え方」は広く応用していただける
はず。

ネットマスク
ネットワークの設定をするときに、IP(v4) アドレスやデフォルトルーター (デフォルト
ゲートウェイ)などと一緒に設定するアレだ。なんだかよくわからないけど指定されたと
おりに入力してるって人が多いだろうし、ネットワークエンジニアでも、半ばパブロフの
犬的に『クラス Cを 2分割するなら/25で 255.255.255.128』なんて九九の様に深く考え
なくても反射的に出てしまう、そんな程度のものだろう。

“ネットマスク”ってなに？
多くの場合「ネットマスクって何？」と聞かれて答えるのは前述のような“使い方”で
あって“使い道”ではないと思う。「なんのためにあるのか？」と聞かれると『サブネッ
トに分割するため』というひとがいるがそれは正しくない。明示的に入力していなくても
ネットマスクは常に何らかの値が指定されているからだ。(サブネットに分割するときは
デフォルト値から変更する必要がある。というのが正しい)
なんのためにあるのか？ もうすこし掘り下げて「なににどう使われているのか？」とい
う質問にすると、ネットワークエンジニアでも明確に答えられる人は多くない。
そもそも、エンジニアはいろんなところでいろんな設定をしていると思うが、各々の設定
値が何のためにどう利用されているのかをちゃんと知っているという人は決して多くない
のではないかと思う (笑)。何かを参考になんとなく設定して動いたから OK って人多い
よねぇ…。ネットマスクなんてありふれたプリミティブな設定値でさえもそうなのだから
(ry
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ネットマスクの「設定値」は、何の処理にどのように使わ
れているのか？
ネットマスクは、送信するときに相手がルーターの先 (別ネットワーク)に居るのか自分
と同じネットワークに居るのかを判定するために使われている。受信するときは使われな
い。同一ネットワークに居るときはそのままパケットを送信すればいいが、別ネットワー
クに居るときはルーターに中継してもらわなければならない。その区別をしているだけ。
具体的には

(相手の IPアドレス XOR 自分の IPアドレス) AND ネットマスク = 0

ならば同一ネットワークに居る。

せめて、エンジニアらしく
答えは出たけど、これで満足しちゃダメだよね。エンジニア的視点で少し掘り下げてみ
よう。
例えば、間違って設定したらどういうことが起こるのか？
かんたんに言うと、通信できる相手とできない相手が出てきたり、こちらから通信すると
つながるのに向こうからは繋げられないとか、その逆のこととかが起こる。発生しうる
現象を全て挙げるのは結構難しくて、ルーターの設定によっても動作が変わったりする。
（なぜそうなるのかは紙面の都合で省略するのでそれぞれで考えてみてほしい）
だから、実際にネットマスクの設定ミスでトラブルが起こったりすると、その原因に気づ
けないことも多い。（いまどき手で IPアドレス設定するなんてあんまないかもだけど）
トラブルシューティングのときに「もしここを間違ったていたらこうなるはず」というこ
とをたくさん知っていれば（またはその場で考え出せれば）原因の絞り込みに大いに役立
つはず。
そして、間違って設定しているものを検出・修正する方法も重要だと気づくと思う。発見
的統制と言われているアレだ。また、予防的統制はどの段階でどのような対策が効果的な
のかも見えてくる。「正しく設定されている」ことを、設定値を目で見て確認するだけで
なく、別の方法でも点検できないといけないだろうし、本番稼働後に無停止で修正しなけ
ればならないかもしれない。我らが技師長が「こんなこともあろうかと」と言っていたの
を思い出そう。（注：実際には言ってない）
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第 15話

“ネットマスク”ってなに?(つづき)

はじめに
「真のエンジニアになろう」というスローガンの下、そのヒントになりそうな小ネタを幾
つかお話ししようと思う。これはその第 3回。

前回までのおさらい
第 1回は RAID2についてお話しした。RAID2が何故使われないのかを考察することか
ら、歴史や成り立ちを知る事で理解が深まり、色々な技術や製品を理解する事にも役立つ
だろうということを示した。
第 2 回はネットマスクについてお話しした。基本的なことにもかかわらず正しく理解さ
れていないと思われることから、間違って設定したらどうなるかを例に、仮説検証型の
PDCAを回すことでエンジニアリング能力を磨こうと啓発した。

“ネットマスク”ってなに？（つづき）
第 3回はネットマスクの例を汎化してみようとおもう。
前回のまとめでは次のような事について触れた：

• 何故その設定が必要なのか？
• 何故その値を設定するのか？
• どうやって設定するのか？
• 間違ったらなにが起きるのか？
• 間違っていないことをどうやって確認するのか？
• 間違っていた場合、どうやって検知するのか？
• 間違っていた場合、どうやって修正するのか？
• 予防・再発防止はどのようにすればよいか？
• 正しく統制されていることをどのように確認するのか？

ほんのちょっとした事であっても、ネットマスクのように間違って設定した時の影響や挙
動が複雑で発見しづらいものもある。ちゃんとやろうとしたら考えなければならないこと
は多い。
ネットマスクの場合は普段それほど意識しなくてもあまり間違えることはなさそうだが
（だから適当にやっちゃってるよね）、パターン化して適用することで手間も減り、リスク
も減らせるということに気づいて欲しい。一度ちゃんとやっておけばそのあとずっと使え
るいいツールになるだろう。
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第 15話 “ネットマスク”ってなに?(つづき)

設定項目の管理にはどんなことが必要か
先に挙げた項目をひとつずつ見ていこう。

何故その設定が必要なのか？
その設定によってシステムはどのように振る舞いを変えるのか知っておく必要がある。デ
フォルトから変更する必要がない場合でも、何故変更する必要が無いのかを知っていた方
がいい。
設定がどこに影響するのかも意識しよう。直接的に振る舞いを変えるだけでなく、間接的
に参照されたり影響を受けるものがあるかもしれない。

何故その値を設定するのか？
まずは設定値の型を意識しよう。数値なのか文字列なのか、ラベル（キー）なのかポイン
タなのか、配列なのかオブジェクトなのか。
次に、システムはその値をどの様に取り扱うのか考えよう。例えばネットマスクなら、設
定値は送信先がルータを介して通信するのか、直接到達できるのかを判別するのに使われ
ていて受信するときには使われない。
そこまで分かっていれば、期待した動作を得るためにはどの様な値を設定しなければなら
ないかは自ずと分かるはずだ。
IPアドレスで書くのかホスト名で書くのかによる動作の違いなどについても、たとえ結
果は同じでも、そこに至る動作の違いで問題が起こる場所が変わってくる。

どうやって設定するのか？
設定ファイルに記述するだけでなく、コマンドで指定したり、DHCPや LDAPや DBに
問い合わせて設定される場合もある。
設定はいつ読み込まれて効力を発揮するのか。起動時だけに読み込まれるものもあれば、
動作中に変更されるものもあるし、障害などを検知して自動的に切り替わるものもある。
設定を変更する時にシステムを止める（再起動する）必要があるかにも気をつけよう。

間違ったらなにが起こるのか？
間違った設定をしたらどうなるのかを知ることは重要だ。場合によっては事前に実際に
やってみるべきだ。エラーになって起動しないのであれば簡単だが、間違った設定のまま
一見正常に動作している様に見えるという場合は要注意。その設定値が特定のケースでし
か働かない場合は問題が発覚するまでに時間がかかることもあるだろう。発覚した時は大
変な障害になってしまうかもしれない。

間違っていないことをどうやって確認するのか？
設定の間違いには、設計上の間違い（設定値の間違い）と設定作業の間違いがある。そし
て設定が間違っていないことを確認する方法は多くあるように思えるが、ほんとうに有効
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第 16話

ワインとコーヒーの違い（ふた
たび）

ワインとコーヒーの違い
2018年 1月の ssmjpで LTしたネタだが、5分 LTだったので『よくわからない』とい
う声が多かったようだ。あえてここで再びお話してみようと思う。

価格決定プロセスにみるワインとコーヒーの違い
ワインは歴史があり、生産者と消費者が近く、生産者もまた消費者である。コーヒーはワ
インに比べて歴史が浅く、生産者はコーヒーを飲まない（飲めない）。
その結果、ワインは品質と価格が比例していて価格が安定している（価格透明性が高い）。
生産者ごとにブランドがあり、品質の良いものを作れば高く売れる。
コーヒーは生産量によって価格が乱高下する「時価」になっていて同じ価格でも品質にバ
ラつきがある。また、生産地（生産国）ごとにまとめて出荷されるので、個々の農家は品
質よりも生産量を多くすることに注力する。

� �
参考文献には他にもいろいろと違いが解説されているので是非御一読いただきたい。
特にレストランやホテルでのワインとコーヒーに対する考え方の違いは衝撃的だ。� �

だから？
ワインもコーヒーも農産物を加工した飲料ということでは変わらない。
だから「品質に見合った価格のものを飲みましょう。」
というのが LTでお伝えしたかったことのひとつ。
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第 16話ワインとコーヒーの違い（ふたたび）

IT業界はどっち？
ここからが本題。LTしたときは前振りに時間かけ過ぎだったか。（反省）

IT業界の価格決定プロセスはどっち？
あなたの仕事の価値（価格）は誰がどうやって決めているのか？
お客さんは、皆さんの仕事の「何」にお金を払っているのか？
IT業者は価格に見合った品質を提供できているだろうか？

言うまでもなく、いまの IT業界は「時価」モデル。
そこで働いているみなさんはコーヒー農家と同じ価格決定プロセスの中にいる。

ワイン農家のように「良いものを作れば高く売れる」ようになりたいと思いませんか？

� �
参考文献：
　「コンビニコーヒーは、なぜ高級ホテルより美味いのか」

コーヒーハンター川島良彰 著　ポプラ新書� �
初出: 2018.10.8 ささみのほん 2
かいたひと: khirose
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第 17話

米もエンジニアも不足している

米が不足してるんですって！
1993年のことだっただろうか、冷夏による不作で全国的に米不足になり、価格が高騰し
購入数が制限されたり、タイなどから大量に米が輸入されたりしたことがある。が、その
事を言っているのではない。今まさに米が不足しているというのだ。

エンジニアも不足しているんですって？
エンジニア不足も至る所で取り沙汰されている。特にオリンピックを控えセキュリティエ
ンジニアは深刻な人手不足なんだそうだ。

お前はいったい何を言っているんだ!?

このご時世、よもや報道を鵜呑みにするような人などいないと思うが、米不足もエンジニ
ア不足も嘘ではない。お前がそう思うんならそうなんだろう、

お前ん中ではな
誰がどういう基準で「不足」と言っているのかはちょっとググっていただければ分かるの
で (ry

また金の話かよ
と思った方ありがとう。前回の「ワインとコーヒーの違い」を思い出していただけただろ
うか。
一般家庭向けの米が余っているならそれを回せばいいじゃないか。足りないなら値段を上
げればいいじゃないか。と思った方は中学生くらいからやり直したほうがいい。モノの値
段はそういうことで決まるのではない。特に米とエンジニアは。（だけじゃないけど）
米もワインのように価格と品質が比例している。年毎の豊作不作による価格の変動もよく
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第 17話 米もエンジニアも不足している

コントロールされていて、毎年ほぼ同じ値段で同じ美味しさのものを食べることができて
いる。よね？
だから、単に余っているという理由で価格を下げて目的外に販売することはできない。そ
れは市場を破壊して自分の首を絞める。価格に応じた品質が保証されないと価格だけの競
争になりあっという間に全体の品質が地に落ちることになる。（コーヒーのようになる。
実際はそう単純ではないにしても）
解決策の一つは、外中食産業が「高い米を買って高く売る（原価増を売価に転嫁する）」こ
とだが、それを消費者（つまりあなた）はそう簡単に受け容れてはくれないだろう。たと
えば景気が良くなって皆さんが気前よく牛丼に 500円なり 1000円なりを払ってくれるよ
うになれば、少なくとも今よりはいいバランスを保つことができるだろうが望みは薄い。
（牛丼は一例です。他意はありません）

米不足に解決策はない？
簡単に言うと、外中食産業の米不足に解決策はない。わざわざ安い米を生産したがる農家
など居ないからだ。ちなみに利益率の改善は解決策にならない。なぜだか適切 (?)な利益
率になるように価格のほうが調整されるから。
米全体の生産量・消費量は順調に右肩下がりであることは言うまでもない。農家は生き残
りをかけて単価の高い商品にシフトしてくるのでますます米不足は進むと思われる。
だから外中食ではパンか麺を食って自宅では米を炊いて食え。なんて言える訳がない。

エンジニアも同じ
これを読んでいる方はエンジニアが殆どだと思われるので説明は要らないだろう。不足し
ているのは「優秀なエンジニア」であって、エンジニアは余っていると言っていい。こち
らも改善の見込みがない。まぁ、米よりは多少期待できるかもしれないが。

顧客が本当に必要だったもの
ここで言う「優秀なエンジニア」とは、高く買ってもらえるエンジニアのことだ。つま
りお金を払う人から見て優秀に見えることを基準にしている。エンジニアはエンジニアリ
ングだけやってればいい。そのとおりかもしれない。だがお金を払う人が求めている「エ
ンジニアリング」にはありとあらゆるエンジニアリングが含まれていることに気がつくべ
きで、『特定分野でだけエンジニアリングができます』というのは、エンジニアとしては
ひよっ子だ。
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第 18話

エンジニアと目の健康（改訂版）

かいたひと silpheed
Twitter : @silpheed_kt
Web : http://neo.saitama.jp/

「エンジニア 35歳定年説」と言われて久しいですが、いつの間にかそれを過ぎた
年になってもエンジニアとして生活しています。年齢を重ねるにつれ、徹夜等で無
理がきかなくなったりと体の衰えは感じていましたが、先日、糖尿病由来の目の病
気を患い、通院開始から約 3ヶ月で片目が殆ど見えなくなってしまいました。
ことさらエンジニアにとっては、業務の遂行もそうですが技術や業界の動向に
キャッチアップし、また継続した学習に目は非常に大きな役割を果たします。多く
の情報は視覚情報によって提供されるためです。
今回は「増殖糖尿病網膜症」について、私の事例を紹介します。

末期に急速に進行する「増殖糖尿病網膜症」
「増殖糖尿病網膜症」は、糖尿病網膜症としては末期にあたり、網膜が障害を受け、視
力が低下する病気です（参考 1）。網膜はカメラのフィルムやデジカメのセンサーに例え
られます。
近視、遠視、乱視といった症状は、屈折異常と呼ばれ、眼鏡やコンタクトレンズで矯正
し視力を回復します（カメラでいうレンズを調整します）が、網膜症はセンサーに問題が
あるので、眼鏡等で回復することはできません。
また、網膜は再生能力がとても低く失った視力は回復しません。
末期になるまで自覚症状がわかり辛く、気がついたときには進行してしまっていること
が多いため、糖尿病の治療とともに予防と早期発見が大切な病気なのですが、罹患した
場合

• 進行を抑える（網膜の障害を抑える）
• 失った視力を代替手段で補う

ことが必要となります。
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第 18話 エンジニアと目の健康（改訂版）

糖尿病の内科外来治療
原因は糖尿病のため、内科的には糖尿病の治療を行います。血液検査にヘモグロビン

A1c（HbA1c）という項目があり、この数値が 6.2以上は糖尿病であるといわれます。
HbA1cの値は健康診断の血液検査にあり、また、内科で糖尿病の検査をしてほしいと

言えば、遅くとも 2～3日で結果が分かります。
食事療法、投薬等により治療を行います。
食事療法は炭水化物、糖類を控える（ただしゼロは NG）ことが目標です。単にご飯や
パンや麺類の量を減らし、その他を増やせば OKです。
理想的な食事とは言えませんが、コンビニやスーパーでパック入りのサラダ、インスタ
ント味噌汁やスープ、小さい豆腐のパックを買ってきて食べるだけでも達成できます。血
圧の問題もあるため塩分やカロリーにも注意が必要ですが、まず炭水化物の量を減らし、
それ以外を多く摂る食事に慣れ何より「継続する」ことが重要です。
投薬は内科の処方薬を飲みますが、場合によってはよく知られたインスリンの投与が必
要かも知れません。私の場合は幸いにも錠剤を飲むだけで済んでいます。
血液検査を月 1回行うため、月 1～2回の頻度で通院します。費用は私の場合 1回あた

り 3,000～4,000円です。これらの治療により、HbA1cを 8.9から 6.4（当時）まで下げ
ることができました。現在は 5.3程度で落ち着いています。
また有酸素運動も効果的と言われています。私は帰宅時に毎日 30分程度歩くことを続

けています。効果があるかは正直分かりませんがしないよりした方が良い、くらいの気持
ちです。

眼科での検査と外来治療
並行して眼科で糖尿病がある旨を伝え、一般的な検査（視力測定・眼圧・眼底検査等）
を受けます。自覚症状は分かりづらいのですが、飛蚊症（何かが飛んでいるように見え
る）や出血による黒点、まただんだん見えづらくなっている、といったものも症状です。
私の場合は片目で見たときにものがゆがんで見えることに気づき、異常を認識しまし
た。この状態は「増殖糖尿病網膜症」へと既に進行していることを後に知りました。
糖尿病網膜症は末期になると新生血管と呼ばれる毛細血管が急激に増殖し膜を形成しま
す（ゆえに「増殖糖尿病網膜症」と言います）。膜により視野が覆われたり、網膜を引っ
張ってしまい網膜剥離を起こすため、レーザーにより新生血管を凝固させる治療を行いま
す（光凝固）。
光凝固は麻酔の目薬を点眼し特殊なコンタクトレンズを着用の後、専用の医療器具で医
師がレーザーを目に照射します。
個人差がありますが麻酔のため痛みは少ないのが一般的です。私の場合はそれなりに痛
かったですが、レーザーの出力を調整する等で医師が対応してくれます。
費用は高額医療となるため限度額適用認定証の区分にもよりますが、私は 8万円程度か

かりました。
光凝固による治療は新生血管の確認のために事前に造影剤による検査等が必要で、すぐ
に開始することはできずその間にも病状は進行します。いかに早期に発見し治療を開始す
るかが最重要となります。
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第 19話

引き継ぎは何故うまくいかないのか
（改訂版）

かいたひと silpheed
Twitter : @silpheed_kt
Web : http://neo.saitama.jp/

人事異動や方針転換等、様々な理由があると思いますが、業務の「引き継ぎ」－
自分の業務を他に渡したり、他から渡されたりという場面は案外多いものです。業
務を丸ごと渡さずとも、ちょっと他の人のソースを保守したり、自分のそれを頼ん
だり等であれば、誰しもが経験しているのではないでしょうか。
そしてそれは、うまく行えているでしょうか。
もしかしたら、多少なりとも、予期せぬ不具合の対応等で、何かしっくり来ない
なあ、これはエンジニアリングなのだろうか、といった経験があったでしょうか。
本稿では、この「引き継ぎ」（冒頭では便宜上こう書きます）がうまくいかない
ことがあるのは、あるいは問題だらけなのは何故なのか？ 　というテーマで、私
の業務経験を元に書いてみたいと思います。

ドキュメント / 「足りない」「ない」と / 言われている
私の「引き継ぎ」は、既存システムの運営・保守・改修を、チーム単位（企画、運営、エ
ンジニア、そしてそれらのリーダーも）でほぼ丸ごと業務を受け渡す形で、私はエンジニ
アのリーダーとして受け取る側の立場となりました。
当初、引き継ぎ元の現場へ行き、業務を行いながら引き継ぐという話でしたが、私は身
体上の都合（既刊「ささみのほん」で書いています）で、遠隔での勤務を基本とし、必要
があれば現場へ赴くという調整をしてもらいました（最終的には、引き継ぎ先の現場（元
とは異なる場所）での勤務となりました）。
機材等の手配に少し時間がかかるということで、現存するドキュメント類をまず調査さ
せてもらうことにしましたが、その際に言われたのが、ドキュメントが「足りない」また
はそもそも「ない」ため、基本的に調査ベースの作業となる、ということでした。
全てのドキュメント（殆どが英語）を精査できていない、という話もあったため、実際
に全てに目を通してみたのですが、それらは概要は示していても詳細までは分からないも
のでした。
また、調査ベースというのは、ソースコード、DB、その他周辺ツールの内容を確認し、
動作を確認する、という意味のようでした。
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第 19話 引き継ぎは何故うまくいかないのか（改訂版）

手順書の / 項目・意味が / 分からない
諸々の手配が終わり、実際の作業に入りましたが、基本的に、引き継ぎ元からの指示が
ありそれをこなしていくはずが、引き継ぎ元が定常の業務に忙殺されてしまい、具体的な
指示が来ません。そこで、あらかじめ必要になるであろう手順を把握するために、前述の
ドキュメントを改めて確認していきました。
しかし、例えば、サーバへのデプロイの手順書や、項目のチェックリスト等を見ても、

記載項目の意味が分かりません。

• server1にログインし、tool1を起動し、コマンドの 10番を実行する

とあれば、

1. server1へのログイン方法が不明（アカウント、パスワード、IPアドレス等）。そ
もそも自分のアカウントがあるのかすら分からない。

2. tool1の起動方法が不明（実行可能ファイルか、何らかのスクリプトか、等々）。

といった具合です。
まず、アカウントの有無を確認したところ、未作成なので申請を行うとのことでした

（手配終わってないじゃないか）。
サーバの名前と IPアドレスの対は、サーバサイドのプログラム内の設定ファイルに記

載されているとのことで、確かに「server1」でソースコード全体を検索すると見つけるこ
とができました。

tool1は、そのまま起動するのでもなく、シェルスクリプトや PHP、Python等でもな
く、「別のシェルスクリプトのオプションに tool1という文字列を指定する」ことで起動
するものでした。これは、そのツール名でドキュメント類を全文検索すると見つけること
ができました。
ちなみに、それらの、検索で見つけたドキュメントへの参照は、手順書には一切書かれ
ていません。確かにドキュメントが「足りない」のでしょうが、引き継ぎ元はこれを元に
作業を行っているはずです。
つまり彼らにとっては「足りている」ことになります。
引き継ぎ元が「足りない」と言っていて、しかし、彼らが「足りている」ものは、引き
継ぎ先にとっては「足りない」のです。
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第 20話

VSTの負荷分散に関する考察

かいたひと : silpheed
Twitter : @silpheed_kt

はじめに
IT分野における負荷分散というと、ネットワーク負荷（アクセス増大）対策、分散コン
ピューティング等が思い浮かぶことが多いと思いますが、DTMの世界でも、PCで様々
な処理を行うようになるにつれ、より複雑な処理をこなすための一つの方法として、負荷
分散が存在します。
本稿では、その中でも、ネットワークを用いた負荷分散について書いていきます。
DTM特有の用語が多く登場しますが、基本、DSP（信号処理）をどうするかという観

点のため、その他の用語に置き換えて見ていただけると分かりやすいかと思います。

DTMの負荷分散は音切れ対策
DTMで曲の制作中にリアルタイム処理が追いつかなくなるといわゆる「音切れ」が発
生します。
音切れの原因で多いのは、CPUのパワー不足と、ディスク I/Oの帯域不足です。前者

はいわゆるプラグインによる DSPの処理が間に合わない場合、後者はディスクから大量
の音声トラックをストリーミング再生する場合（音声トラックによるステムを大量に同時
再生する等）に発生します。
この他に、サンプラーで大量の音声データをメモリに蓄えたときに、OSによるスワッ
プが発生して全体のパフォーマンスに影響を与えることがあるかも知れません。

対策 1：フリーズで演算量を減らす
これらを解決するための一般的な方法として、トラックのフリーズが挙げられます。
フリーズは、再生する音声を確定させ（演算済みの音声にレンダリングし、演算を不要
とする）、場合によってはプラグインをアンロードすることで、諸々のリソース消費量を
削減します。
ただし、フリーズ・フリーズ解除にそれなりの時間がかかること、フリーズ解除しない
とそのトラックを編集できないこと等、制作時の快適さを損ないます。
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対策 2：ステムの統合でディスク I/Oを減らす
ステム（楽器の種類等である程度まとめてオーディオに書き出したデータ）が多くスト
リーミング再生時にディスク I/Oが逼迫している場合、ステムを統合し、数を減らすこと
が有効ですが、統合したトラックを元に戻すには（例えば、ドラムとギターのトラックを
統合したものを、また各々に分割する等）、統合前のプロジェクト（データ）を再度読み
込むしかありません。
プロジェクトの読み込みはその規模に応じて分単位での時間がかかることもあり、これ
も制作時の快適さを損ないます。

対策 3：プロジェクト全体で軽量化できる部分を対応する
プロジェクト自体の構造を見直し、軽量化できる部分を改善するという方法もあります。
例えば、同じエフェクトを複数のトラックでインサーション（後段に直接接続し、特定
のパートに対して効果をかける）として使用している場合、それらを一つにまとめる、等
が挙げられます。

対策 4：使用可能なリソースの上限を上げる
一番シンプルな方法として、PC自体のスペックを上げることも考えられますが、これ

には当然、コストがかかります。
特にエフェクトの処理負荷が高い場合、外部 DSPに処理を任せるという方法もありま

すが、PCのスペックアップと同様にコストがかかり、また、使用する DSPに対応した
エフェクトのみが対象となります。
また、PCの変更や外部 DSPの導入は、制作環境それ自体に大きな変更が入るため、そ
の作業のための人的・時間的コストも考慮しないといけないかも知れません。

対策 5：演算処理を別 PCで行う
一方、プラグインを DAWとは別の PCで動作させ、DAWから制御データ（および処
理対象のオーディオデータ）を送り、プラグインによる演算結果を返すという方法があり
ます。

DSP に処理を逃がす方法と似ていますが、PC で動作するプラグインであれば逃がせ
ること、DAW の入った PC の構成を大きく変更しないで済むこと等のメリットがあり
ます。
どの方法にも一長一短あり、何が最適かは制作シーンにおいて何を優先させるかの判断
になるでしょうが、ここでは、

• 汎用性（プラグインが DSPに依存しない）
• 金銭コスト（PCのスペックアップや DSP導入コストと比較して、他の PCが既
にあれば有利）

• 環境移行コスト（DAW導入 PCの環境移行コストが少ない）

を重視することとし、この方法について考察していきます。
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第 21話

とある大手町 NOCの遍歴

かいたひと：Aki@nekoruri ( サークル「めもおきば」 )
書いた人の日常：メイドさんかわいい

はじめに
この記事は、大手町から最も近いとされる自宅ラッカーの一般的な歴史を淡々と描く物
です。過度な期待はしないでください。

自宅ラック
もちろんご存知だとは思いますが、「自宅ラック」とは、サーバラック（狭義には IEC

60297-3シリーズにて規定される 19インチラックのうち、音響機器用ではない奥行きが
比較的長いもの）を、自宅に置いている場合に、そのラックのことを指します。
自宅ラックがなぜ必要かと言われれば、そこに 19インチ規格でマウントできる機器が
あるからです。いっぱんてきなエンジニアであれば、業務で試してみたいと思う技術につ
いて、まずはごかていで遊んでいることでしょう。普段から遊んでいない技術を業務で使
うなんてとんでもない！
であれば、サーバであったりネットワーク機器であったり自然と 19インチ規格の機器
が集まっているはずで、当然自宅にサーバラックがあるのは自明です。
冗談はさておき、PCやサーバ・ネットワーク機器が何台もあるのであれば、丈夫な床
がある環境ならキャスタータイプのサーバラックが実際にオススメです。ラックごと手前
にちょっと引き出して背面の作業ができますし、部屋のレイアウト変更もそのまま移動が
できます。中古で探すと 2万円ぐらいであるようです。
そんな建前のもと、ラックを自宅や心の中に持ってしまった人のことを「自宅ラッカー」
と呼ぶわけです。

前史：とある大手町 NOCの誕生
人類は 1999年 7の月を乗り越え 2000年問題をつつがなく過ごし、まともに動く初め
ての一般ユーザ向けWindowsであるWindows 2000が登場した西暦 2000年、とある大
手町 NOCは生まれました。まだ 19インチラックはなく、ご家庭に一般的な 128kbps専
用線である OCN エコノミーがただ L アングルで組まれた棚に収容されていました。当
時はまだ IPv4アドレスが余っていたので、なんと/28のネットワークにインクジェット
プリンタまでグローバルアドレスを付けて大学から自宅に印刷できる夢のユビキタス環境
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でした。
その直後、街頭で ADSLモデム入りダンボールケースが無料配布したことで一躍有名
になった Yahoo!BBや、IPv6実験目的で e-accessの ADSL併用となり賑やかなネット
ワーク構成が拡がります。当時はソース IPアドレスの egress filterもなく、OCNの固定
IPアドレスをソースにしたパケットを ADSL経由でインターネットに流すことができ、
上りの方が 10倍以上速いと喜んでいたものです。

図 21.1: 懐かしのMN128と ADSLモデム群

古代：19インチラックの文明開花
そこから 4年たった 2004年の正月休み、ヤフオクで少々小ぶりながらも自宅のサイズ
ぴったりの 19インチラックを発見し、ようやく自宅ラッカーの仲間入りをします。幸い
に車に入るサイズだったので出品者の倉庫まで取りに行ったのが懐かしいです。せっかく
19インチラックなのだからと直後に PANDUITのパッチパネルまで買っています。

図 21.2: 会いに行けるフルラック 図 21.3: 設置完了

この年、ラック導入記念と言うことで USEN BROAD GATE01の追加導入と、OCN
エコノミーから B フレッツの OCN IP8 に移行をしています。GATE01 はとても良い
サービスで、PPPoEしない素のネットワークでMTUは 1500あり、なんと普通に 1契
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第 22話

寄付の自動運用について

かいたひと：Aki@nekoruri ( サークル「めもおきば」 )

市民、幸福は義務です。
あなたは幸福ですか？

ウガンダの恵まれない子供たちに援助を!

みなさん Vimつかってますよね？
Vim は素晴らしいエディタです。カーソル操作や文字列入力を含めて全ての操作をコ
マンドとみなすことで、圧倒的な作業効率をエンジニアにもたらしてくれます。

図 22.1: Vim
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さて、ご存知の通り、Vimはチャリティウェアです。ライセンスとしては GPL互換で
すが、ウガンダの孤児達への寄付が奨励されています。

リスト 22.1: runtime/doc/uganda.txt

Vim is Charityware. You can use and copy it as much as you like, but you are
encouraged to make a donation for needy children in Uganda. Please see |kcc|
below or visit the ICCF web site, available at these URLs:

http://iccf-holland.org/
http://www.vim.org/iccf/
http://www.iccf.nl/

You can also sponsor the development of Vim. Vim sponsors can vote for
features. See |sponsor|. The money goes to Uganda anyway.

The Open Publication License applies to the Vim documentation, see
|manual-copyright|.

自動化だいじとてもだいじ
ただ単に一度寄付するだけであれば、上記の iccf-holland.orgにある「Make a donation」
ボタンから PayPalに飛んで、そのまま寄付できます。総額 1万以上寄付していないとは
てな匿名ダイアリーで「Vim使い失格」と煽られてしまう世の中*1なので、一度に 1万円
はちょっと大きければ繰り返し寄付しても良いでしょう。

ですが、我々はなんだ！ そうだ！ エンジニアだ！

エンジニアならば、繰り返し行う作業は自動化するべきです。

*1 https://anond.hatelabo.jp/20160211231355
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第 23話

Minecraftで整地する話、あるいは
Dockerでインフラを整備する話

かいたひと : Aki(秋葉原生まれ大手町育ちの歌って踊れる江戸っ子インフラエンジニア)
Twitter : @nekoruri

はじめに
みなさん、整地していますか？
本章では、Minecraftのサーバインフラを Dockerで管理する話をします。

背景

平地をならした俺たち整地部隊は、
Windows Updateを掛けられサーバが停止されたが、

デスクトップ PCを脱出し VPSに潜った。
しかし、レガシーでくすぶっている様な俺たちじゃあない。
運用さえできれば暇次第で何でもやってのける命知らず。
チャンクを y=4にし、巨大なバイオームを粉砕する。

俺たち、整地やろう ssmjpチーム！

設計方針
Minecraftのサーバ運用にあたって、以下の設計方針を立てました。

• 基本的に自分でスクリプトを書かない
◦ 実績のある既存のツールを活用する

• きちんとバックアップする
◦ 当然リストアできること
◦ リストアがしやすいこと

• きちんと監視する
◦ とりあえずMakerelの無料プランで良いかな
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構築手順
それでは作っていきます。

環境整備
まずメモリが 2Gか 4Gのサーバをどこからか用意します。今回は、あざとかわいいこ

のはちゃんで有名な ConoHa VPSを利用します。公式 Minecraftテンプレート？ 知ら
ない子ですね。

OSとしては Ubuntu 18.04を選びました。まあどうせ Dockerの中しか触らないので、
Dockerが対応している distroなら割とどれでも良いです。今回は、コンテナのオーケス
トレーションに docker-compose を使うので、Docker Community Edition*1に加えて、
docker-compose*2を導入します。

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install \

apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
$ sudo add-apt-repository \

"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable"

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

$ sudo curl -L \
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" \
-o /usr/local/bin/docker-compose

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

簡単ですね。docs.docker.com にあるコマンド垂れ流しで OK です。ちなみに筆者は
最後の chmod +xを忘れて、時間を捨てました。

*1 https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/
*2 https://docs.docker.com/compose/install/
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あとがき

ささみのほん 1 の印刷物がなくなってしまい、過去の作品が手に入らなくなったので
「電子版で復活させようぜ！！」からはじまったこの企画。
当初は原稿が全部揃うかもあやしく「（あるものだけを集めてよりぬいた）よりぬき」と
いう趣旨でした。
探してみたら原稿は全部集まり、ついでだから誤字脱字を直したり、書き足してアップ
デートしてみたり。
そんな感じでせっせと作ってる最中にささみのほん 2の在庫も無くなってしまうありが
たい事態に。

＊「こうなったら『ささみのほん 2』の内容も入れちゃおうぜ！」
＊「ぜんぶ載ってるから『よりぬき』じゃなくなったね！」

ｱｯﾊｲ。

『ささみのほん Archives 2019(1～2)』お楽しみいただけたでしょうか。

謝辞
今回表紙を担当してくれた silpheedさんに感謝！！
ダウンロードカードからダウンロードシステムまでの配布周りを担当してくれたしのの
めさんに感謝！！
同人部（だけじゃないけど）サーバーの基盤メンテナンスをしてくれているじゅんじゅ
んさんに感謝！！
この本を手に取り読んでくれた、あなたに感謝！！
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あとがきのあとがき

ささみのほん Archivesの頒布開始から早 2年。
いよいよささみのほん 3を Archivesにマージすることとなりました。
本のタイトルも 2019(1～2)を削り、再出発感を出して心機一転です。
思えばささみのほん 3のあとがきには

圧倒的な締切駆動！！ 圧倒的な進捗！！

と書かれていますが、未だに圧倒的な締切駆動感が残る製作状況となっており、進歩し
てないなあといったところです。
あ！ あとがきが togakushiさんからじゅんじゅんに変わったので進歩というか後退 (げ

ふんげふん
それはさておき、タイトルもあらたになりましたが、読んでくれた方の書棚 (電子の場
合書棚って言うんですかね)にずっと残っていることが出来ればいいなと思います。

謝辞
3をマージすると決めてから短期間でまとめあげてくれた togakushiさんに感謝！
表紙データを提供してくれた silpheedさんに感謝！
同人部としてダウンローダシステムのメンテに携わってくれているしののめさんに
感謝！
この本を手に取り読んでくれた、あなたに感謝！！
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付録あとがきのあとがき

かいたひとたち
じゅんじゅん

ssmjpの運営（受付・広報担当）な人。おもしろい。

togakushi
元主宰。アウトプットしないのは知的な便秘という言葉が本人の知らないところで
流行ってる人。すごい。

@_keihino / けい
何やってるか自分でもよくわからない人。なんか電子工作もクラウドもできるフリ
してる中途半端な人。フルスタックエンジニアのフルってどこから?って思ってた
ら、最近一級建築士の人が TCP/IPの話ししてたのを見て、マジやべえと思いま
した。

yakumo3
ssmjpの主宰。呼び捨てにしてもやくもさん。

tigerszk
とある診断員。すごい。

東雲翡陽
いろんなことができるひと。すごい。

Mary
チューバ吹きの料理人。すごい。

khirose
アラフィフな人。すごい。

silpheed
某雑誌の元ライターな人。すごい。音楽もできるしハードもつくれる。すごい。

Aki@nekoruri
フルスタックエンジニアな人。サーバーレスな人。本人のサークルもあるよ！
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付録あとがきのあとがき

初出
ささみのほん 1

• 意識低い勉強会運営の話:改
• 今日も残念
• RAID2はなぜ使われないのか
• ESP-WROOM-32の BrakeOutボードのステンシルを作ってみた
• PDCAに対する誤解と真実
• とある大手町 NOCの遍歴
• とある診断員の回顧録~脆弱性診断の現場から愛をこめて~
• エンジニアと目の健康
• 時間のないエンジニアに贈る料理の運用の話

ささみのほん 2

• ワインとコーヒーの違い（ふたたび）
• ライダーベルトを分解してつくりかける話
• Mastodonを運用してみてる話
•“ネットマスク”ってなに？
• 引き継ぎは何故うまくいかないのか
• 寄付の自動運用について

ささみのほん 3

• 米もエンジニアも不足している
• Ansibleのプロジェクトドキュメントを Sphinxでイイ感じに管理してみる件
• 料理の運用の話
• VSTの負荷分散に関する考察
• おうちインフラ運用事情の話
• PHPでも Raspberry Piがしたい!
• Minecraftで整地する話、あるいは Dockerでインフラを整備する話
•“ネットマスク”ってなに？ (つづき)
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