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はじめに

2007 年に私が佐藤和人氏との共著で『基礎 Ruby on Rails』（インプレスジャパン刊）の初

版を出してから、ひとつのことが常に気になっていました。読者の皆さんは、自分の Railsアプリ

ケーションを実運用の段階にまで持って行くことができただろうか、と。Webアプリケーションを

性能、安定性、セキュリティなどの観点で本格的に運用するためには、プログラミング以外の広

範囲な知識が必要です。そこで私は、自社のホームページ上に「Rails 本番環境構築ガイド」と

いう短い読み物を公開しました＊1。最初は、単にコマンドやソースコードを並べただけのもので

したが、Railsアプリケーションの公開に必要なユーティリティやサーバープログラムのインス

トール方法、設定ファイルの書き方、起動・停止の方法、ログの読み方などを収集・整理して

読みやすくすれば、より役立つものになるだろうと考えました。本書の発想の原点はそこにあり

ます。

さて、執筆の過程で私が強く意識したのは「開発と運用は不可分」ということです。Webアプ

リケーションは変化し続ける運命にあり、公開は通過儀礼にすぎません。ユーザーの利便性を

高めるために常に改良を続けながら運用するものです。変化し続けるソースコードを効率よく

管理し、Webアプリケーションを運用していくためには、どのような体制を整えるべきか。これも

本書の重要なテーマのひとつです。

Webアプリケーションの開発・運用は、一種の「総合芸術」です。相互に直接の関係を持た

ない数多くのソフトウェア群を組み合わせ、調和させることにより成立するものです。また、使わ

れる技術は日進月歩であり、日々変化していきます。本書は 2013 年初頭において私が採用し

ている開発・運用の手法をまとめたものに過ぎません。しかし、本書を読めば、読者の皆さんが

自ら開発したRailsアプリケーションを公開するための道筋が見えてくるはずです。本書で得た

知識を出発点に、インターネット検索等で見つけた情報を加えることによって、ぜひ自分自身の

開発・運用手法を確立してください。

2013 年 2月

黒田努

＊1	：http://www.oiax.jp/rails3book
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本書の読み方
本書は、Ruby on Railsで開発されたWebアプリケーションを実運用環境に配備して運用

する手順を学びたい人のための本です。プログラミングに関する本ではありません。Webア

プリケーションを稼働させるための OSとして本書では Linuxを選択しました。CentOS および

UbuntuというLinux の 2 つの代表的なディストリビューションを例に挙げて、環境構築の手順

を詳しく説明しています。Linux の基本的な概念やコマンドの使い方については独立した章（第

4 章）で一通り説明していますので、Linux 入門者でも読み進められます。

なお本書では、VirtualBox の仮想マシンとしてLinuxをインストールし、そこで実運用環境

構築の練習を行うため、Windows や Mac OS X のユーザーでも動作を確認できます。

 本書の構成
本書は大きく5 つのパートに分かれています。中核部分は第 3 部と第 4 部です。この部分を

読み進めたり実際に試してみるのに必要な準備作業を第 1 部と第 2 部で行います。第 5 部はセ

キュリティに関するやや独立した内容を持っています。

Part 1：準備作業 ●
Webアプリを開発＆公開するために必要となるシステムの構築と、ソフトウェア開発現場の

概要を説明しながら、作業環境をセットアップする方法について図解します。

Chapter	1：イントロダクション ▶

 本書で作成するシステムの概要と、その運用プランについて説明します。

Chapter	2：作業マシンのセットアップ ▶

 Windows、Mac OS、Ubuntuそれぞれの作業マシンとしてのセットアップ方法と、Ruby 

on Rails のインストール方法について説明します。

Chapter	3：VirtualBoxを用いた仮想Linux環境の構築 ▶

 仮想マシン環境に必要なソフトウェアであるVirtual Boxの使い方とLinuxのインストー

ルを説明します。

Part 2：LinuxとGitの基礎知識 ●
作業環境のベースとなるLinuxを上手に使うためのノウハウと、バージョン管理ツールである

Git について解説します。
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Chapter	4：Linuxの基礎知識 ▶

 Linux の基本的な概念から各種設定に用いるコマンドの使い方までを説明します。

Chapter	5：Gitによるバージョン管理 ▶

 リポジトリの作成・運用のためのバージョン管理ツールであるGit について説明します。

Part 3：実運用環境の構築 ●
実際の運用環境を作るのに必要となるデータベース、Ruby on Railsを使うために必要とな

る各種パッケージ、アプリケーションサーバーの導入について解説します。

Chapter	6：データベース管理システム（RDB） ▶

 MySQL、PostgreSQL の導入・設定の仕方を説明します。

Chapter	7：RubyのビルドからRailsアプリケーションの設置まで ▶

 Rubyインタープリタのビルドと、サンプルの Webアプリケーションを設置する一連の流

れを説明します。

Chapter	8：Apache	HTTP	Server＋Phusion	Passenger ▶

 WebサーバーであるApache HTTP ServerとPhusion Passengerの使い方を説明します。

Chapter	9：Nginx＋Unicorn ▶

 WebサーバーであるNginx、Unicorn の使い方について説明します。

Chapter	10：Webサーバーの各種設定 ▶

 導入したWebサーバーの実際の運用場面で必要となる各種設定や使い方を説明します。

Part 4：Capistrano ●
Gitで管理されたソースコードを公開用マシンに配備するために使うソフトウェアである

Capistrano について解説します。

Chapter	11：Capistranoによるデプロイメント ▶

 Capistrano の基礎知識と、基本的な使い方を説明します。

Chapter	12：Capistranoのさまざまな活用法 ▶

 Capistrano のいろいろな場面での使い方を説明します。

Part 5：セキュリティ ●
構築したシステムを安全に運用するための作業と知識について解説します。

Chapter	13：ファイアウォール ▶

 Webアプリのデータがやりとりされるネットワーク通信を監視するためのファイアウォー
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ルについて説明します。

Chapter	14：SSL証明書の取得と設置 ▶

 Webアプリ利用者のブラウザとWebサイトとの間での安全な通信に欠かせない SSLプ

ロトコルおよび SSL 認証について説明します。

付録 ●
その他の便利なツールを紹介し、それぞれの使い方について解説します。

Appendix	A：各種Gemパッケージのインストール ▶

 ビットマップ画像処理、HTML ／ XML 文書の解析に関するツールを紹介します。

Appendix	B：Phusion	PassengerのためのSELinuxの設定変更 ▶

 Chapter8で紹介するPhusion Passenger の活用に関する情報について説明します。

 動作確認環境
本書の記述は次の動作環境で確認しています。

デスクトップ用OS ▶ ：Windows 7 ／ Mac OS X 10.8 ／ Ubuntu Desktop 12.04 LTS

サーバー用OS ▶ ：CentOS 6.3 ／ Ubuntu Server 12.04 LTS

 コマンドプロンプトとソースコードの表記
本書では、コマンドプロンプトとソースコードを掲載しています。違いをわかりやすくするた

め、それぞれ下記のように表記します。

コマンドプロンプト ●
本書では、コマンドプロンプトを下記のような表記で示します。先頭にある黒字がプロンプト

マークで、それ以降にある白字がコマンド自体です。なお、プロンプトには「$」「%」「>」などいく

つかの種類があります。それぞれの意味については各掲載場所の解説を確認してください。

$ wget http://mingw-and-ndk.googlecode.com/files/win-mingw-nano.7z

$ cd /

$ 7za x ~/win-mingw-nano.7z

$ rm ~/win-mingw-nano.7z



vii

本書の読み方

ソースコード ●
本書では、ソースコードを下記のような表記で示します。なお、黒字になっている箇所は、そ

こがソース内でのコメント行になっていることを示しています。

# Comment

[mysqld]

user=mysql

紙面スペースの都合で複数行にまたがるケース ●
本書では、本来は 1 行のものである文字列を紙面スペースの都合で複数行にする場合には、

それを明示するため、下記のように「➡」を入れて折り返しています。

Defaults    secure_path = /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/➡
sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

 ヒントとコラム
ヒント ●
本文での説明の補足や注意点を示しています。

Hint
末尾のコロン（:）を忘れないでください。これを付け忘れると、作業マシンのホームディレクトリ

にtsutomu@example.comという名前のファイルが作られます。

コラム ●
本文での説明の関連情報や参考情報を、本文とは別の囲み記事として掲載しています。

Column
 VSZとRSS

Linuxは仮想メモリという仕組みを用いて、マシンに実際に搭載されている物理メモリよりも大き

な記憶領域を用意し、各プロセスにメモリを割り当てます。
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 そのほかの要素
特に重要な用語や表現を太字で示しています。また、作業手順については、

手順1  最初の画面では「日本語」を選択し、「OK」をクリックしてください。

手順2  2 番目の画面では「同意する」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

手順3  3 番目の画面では「Ruby の実行ファイルへ環境変数 PATHを設定する」にチェッ
クし、「インストール」ボタンをクリックしてください。

のように示しています。

 Windowsユーザーの方へ
原則として本書の表記は Linux に準じています。ターミナルに入力するコマンドやソースコード

で使用する\（バックスラッシュ）は Windowsでは￥文字として入力します。

 Mac OS Xユーザーの方へ
Mac OS X の JISキーボードで\（バックスラッシュ）を入力するには、「Option」＋「￥」キーを

押してください。

 サンプルソースコード
本書で紹介するサンプルソースコードは、オイアクス社のサイトからZIPファイルとしてダウ

ンロードできます。次の URLを参照してください。

http://www.oiax.jp/rails_kochiku_guide ▶
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Chapter 1　イントロダクション

Linuxシステム管理の未経験者・初心者にとって、Ruby on Rails（以下、Rails）アプリケー

ションを実運用環境に配備して運用するというタスクは、非常に複雑なものに感じられることで

しょう。本書にはさまざまな種類のマシン、プログラム、設定ファイル、コマンド、等々が登場しま

すので、読んでいるうちに頭が混乱してくるかもしれません。そこで、この「イントロダクション」

では、具体的なソフトウェア開発の現場を想定して、本書の“世界観”をご説明しようと思います。

登場人物の紹介
この “ 世界 ” の “ 住人たち”を紹介するところから話を始めましょう。

開発者（d） 管理者（a） 利用者（u）

まずは開発者です。Railsアプリケーションのソースコードを編集する人のことを本書ではこう

呼びます。必ずしもプログラマであるとはかぎりません。HTML ／ CSSファイルを専門に取り扱

う方も含みます。操作手順の説明や図の中では小文字の “d”で表現する場合があります。開発

者は1 人、ということもありますが、一般的には複数の開発者がチームを組んでRailsアプリケー

ションを作ります。その場合、d1、d2……のように表現することにします。

次は本書における主役である管理者です。Railsアプリケーションのソースコードを実運用環

境に配備する人のことを本書ではこう呼びます。ソースコードのリポジトリ（後述）やデータベー

スのセットアップも管理者が行います。この人を表す記号は小文字の “a”です。複数いる場合は

a1、a2……のように表現します。



3

5種類の「マシン」

Part

1
準
備
作
業

Part

2

Lin
u

x

とG
it

の

基
礎
知
識

Part

3
実
運
用
環
境
の 

構
築

Part

4

C
ap

istran
o

Part

5
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

付
録

A
p

p
en

d
ix

最後に利用者です。インターネットまたはLANに配置されたRailsアプリケーションにWebブ

ラウザを用いてアクセスする人のことです。この人を表す記号は小文字の “u”です。複数いる場

合は u1、u2……のように表現します。

現実のソフトウェア開発現場では、開発者が管理者を兼ねる場合もあります。また、開発者や

管理者自身が Railsアプリケーションの利用者になることもあります。

Hint
本書に沿ってRails実運用環境の構築を練習する方は、開発者、管理者、利用者という3つの役

割を1 人で兼ねることになります。しかし、学習においてはそれぞれの役割を別の人格として想像

しながら進めてください。

5 種類の「マシン」
続いて、本書の世界観を構成する重要な要素、マシンについて説明します。

本書では、開発者たちがソースコードの編集に用いるノートパソコンやデスクトップパソコ

ン、データセンターに設置されたサーバー用コンピュータなどあらゆるコンピュータをマシンと

呼びます。通常、マシンは物理的に独立したコンピュータですが、ソフトウェアでエミュレートさ

れた仮想マシンも含みます。

マシンは下記の 5 種類に分類されます。括弧内の W、P、S、D、R などのアルファベットは、操

作手順の説明や図の中で使用する記号です。

作業マシン（W） ▶

プロダクションマシン（P） ▶

ステージングマシン（S） ▶

データベースマシン（D） ▶

リポジトリマシン（R） ▶

作業マシンは、開発者または管理者が直接操作しているコンピュータを意味します。プログラ

ミングや文書作成に使用する、いわゆるパソコンを想像してください。

プロダクションマシンとステージングマシンは、どちらもWebサーバーとRailsアプリケーショ

ンが動作するマシンです。前者はいわゆる「本番用のマシン」で、後者は Railsアプリケーショ

ンをプロダクションマシンに配備する前に動作確認を行うための “テスト” マシンです。予算上
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の制約で独立したステージングマシンを用意できない場合は、プロダクションマシン上にステー

ジング用の環境を構築することもあります。アクセスの多い Webサイトの場合は、ロードバラン
サを用意して、その背後に複数のプロダクションマシンを設置することもあります。

Hint
ロードバランサ（Load Balancer）とは、外部ネットワークからの通信を複数のサーバーに振り分

ける装置またはソフトウェアです。個々のWebサーバーへの負荷を減らし、Webサイトの応答時間

を短縮する効果があります。専用のハードウェアを用意する場合もありますが、ApacheやNginx

などのWebサーバーソフトウェアに、ロードバランサの役割を与えることも可能です。

データベースマシンは、データベースサーバーが動作するマシンです。予算上の制約で独立

したデータベースマシンを用意できず、プロダクションマシン上でデータベースサーバーを動

かすこともあります。逆に、負荷分散や高可用性を実現するために複数個のデータベースマシ

ンを組み合わせることもあります。

Hint
高可用性（High Availability）とは、サービスが利用できない時間（ダウンタイム）を最小限に抑

えるためのさまざまな工夫が施されたシステムを形容する言葉です。たとえば、データベースマシ

ンを2台用意して、2台のマシン間でデータベースを常に同期する仕組みを用意すれば、1台のデー

タベースマシンが故障しても、短時間でシステムを復旧することが可能になります。

リポジトリマシンは、ソースコードの変更履歴データ（リポジトリ）を保管するためのマシン

です。リポジトリを管理するプログラムをバージョン管理システム（VCS：Version Control 

System）と呼びます。いくつかの種類がありますが、本書では Git（ギット）を用います。

Git については第 5 章で詳しく説明しますが、分散型である点が最大の特徴です。すなわち、

リポジトリはリポジトリマシンおよびすべての作業マシンの上に存在しています。本書ではリポ

ジトリマシンにあるリポジトリを便宜的に中央リポジトリ、各作業マシンにあるリポジトリをロー
カルリポジトリと呼ぶことにします。開発者たちは作業マシンでソースコードを変更したら、まず

ローカルリポジトリにソースコードの変更を登録します。そして、ローカルリポジトリと中央リポ

ジトリを同期します。この作業を繰り返すことによって複数の開発者たちによる共同作業が進ん

でいきます。

Hint
リポジトリを管理するプログラムはソフトウェア構成管理ツー ル（SCM tool：Software 

Configuration Management tool）とも呼ばれます。
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Column
 サーバー、クライアント、デーモン

日常用語ではサーバー用マシンを単に「サーバー」と呼ぶことがありますが、本書ではこうした使

い方をしません。サーバーとは他のプログラムからの要求に応えるプログラムのことです。たとえ

ば、WebサーバーはWebブラウザというプログラムからの要求を受けてHTML文書などを送信す

るプログラム、データベースサーバーはWebアプリケーション等から問い合わせを受けて該当する

レコードのデータを返すプログラムです。

サーバーに対してサービスを要求するプログラムをクライアントと呼びます。Webブラウザは

Webサーバーのクライアントです。サーバーおよびクライアントは相対的な言葉です。あるプログ

ラムが両方の役割を果たすこともあります。RailsアプリケーションはHTML文書などを返すという

意味ではサーバーですが、データベースサーバーにデータを要求するクライアントでもあります。

サーバーによく似た言葉にデーモンがあります。Webサーバーやデータベースサーバーのように

バックグラウンドで動作し続けるプログラムを指す用語です。サーバーとデーモンは同義語ではあり

ませんが、多くのサーバーはデーモンとして動きます。

本書ではサーバー、クライアント、デーモンという言葉をプログラムの役割ないし種類を表す概念

として用います。物理的なコンピュータのことではないので注意してください。

運用プラン
本書の登場人物とマシンの紹介に続いて、次はマシン同士がどのように配置されて登場人物

たちがそれらにどのように関わるのか、というお話をしましょう。マシンがネットワーク上でどの

ように配置されるかは、Railsアプリケーションを運用する目的によって変化します。そこで、代

表的な3 つの運用プランを挙げて説明することにします。

 プランA：インターネット公開プラン
プラン Aでは Railsアプリケーションをインターネットに公開します。世界中の利用者がこの

Railsアプリケーションにアクセスします。ショッピングサイトやコミュニティサイト等が典型的な

例です。

図 1-1をご覧ください。この図は Railsアプリケーションの配備が完了して、インターネットに

公開されている状態を表しています。利用者 u1、u2 が Webブラウザを用いてプロダクションマ
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シンの Web サーバーにアクセスしています。Web サーバーは Railsアプリケーションにアクセ

スを中継します。Railsアプリケーションはデータベースサーバーとデータのやり取りをしながら

HTML 文書などを生成し、Webサーバー経由でWebブラウザに送信します。

Web
ブラウザ

ステージング
マシン（S）

リポジトリ
マシン（R）

データベース
マシン（D₂）

Web
サーバー

プロダクション
マシン（P）

運用側LAN

開発側LAN

Rails
アプリ

ケーション

データベース
マシン（D₁）

データベース
サーバー

開発者（d₂）開発者（d₁）

管理者（a）

利用者（u₁）

Web
ブラウザ

利用者（u₂）

図1－1：利用者（u₁、u₂）がインターネット経由でRailsアプリケーションにアクセス

右上の運用側 LAN は Railsアプリケーションを運用するための LANです。データセンター内

のプライベートネットワークを思い浮かべてください。左下の開発側 LAN は開発者や管理者が

所属する組織の LANです。ソフトウェア開発会社の LANを想像してください。

プロダクションマシン（P）は LANとインターネットの境界上にあります。これは、マシン P が

2 つのネットワークアダプタを持っていて、一方はインターネットに開かれていて、もう一方は

LAN に接続されていることを示しています。実際には、インターネットとマシンP の間にはルー

ターなどのネットワーク機器が存在するはずですが、この図では省略しています。

本番用のデータベースマシン（D1）は LAN の内部に隠れています。インターネットからマシン

D1 には直接アクセスできません。マシンPとマシンD1 は LANでつながっています。

Hint
予算上の制約でマシンD1を用意できない場合は、マシンP の上でデータベースサーバーを動

かすことも可能です。
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ステージングマシン（S）とステージング用のデータベースマシン（D2）の関係はマシンPとマ

シンD1 の関係と同じです。

Hint
予算上の制約でマシンD2を用意できない場合は、マシンS の上でデータベースサーバーを動

かすか、マシンD1 のデータベースサーバーにステージング用のデータベースを管理させることも

可能です。さらに予算が限られていてマシンSを用意できない場合は、マシンPにマシンSとマシ

ンD2 の機能を集約することになります。究極的にはマシンPを1台だけ用意すれば、この図にある

ようなシステム運用が可能です。

この図では、リポジトリマシン（R）は運用側 LAN からも開発側 LAN からも独立させています。

つまりインターネット上に公開されています。しかし、運用側 LAN か開発側 LAN の境界線上に

置いてもかまいません。開発側 LAN 内部にあるマシンおよび、マシンPとマシンS から直接アク

セスできる場所にあることが重要です。

Hint
リポジトリマシンを開発側 LAN の内部に置く場合もあります。しかし、この場合はマシンPから

マシンRにソースコードを取りに行くことができないので、配備（デプロイメント）の手順が本書に

おける標準的なものと少し異なります（243ページを参照）。

続いて次ページの図 1-2をご覧ください。この図は、Railsアプリケーションの開発中に開発

者たちとリポジトリマシン（R）がどのように相互作用を行うかを示しています。

開発者たち（d1、d2）は作業マシン（W1、W2）上でRailsアプリケーションの開発を行います。

作業マシン上でRailsアプリケーションを起動し、Webブラウザでアクセスして動作確認を行っ

たりデバッグしたりしています。開発がひと区切りついたら、マシンR 上にある中央リポジトリと

の間でソースコードを同期します。この手順については第 5 章で詳しく説明します。

この図のようにマシンR がインターネット上で公開されている場合、開発者たちは世界中のど

こからでもソースコードの同期を行うことができます。たとえば、自宅や出張先でも開発作業を

続行し、中央リポジトリに進捗を反映させることができます。
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リポジトリマシン（R）

Git
中央リポジトリ

ステージング
マシン（S）

Git
ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₁）

データベース
マシン（D₂）

運用側LAN

Git
ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₂）

開発側LAN

プロダクション
マシン（P）

データベース
マシン（D₁）

開発者（d₂）

開発者（d₁）

同期

同期

図1－2：開発者はGitの中央リポジトリとソースコードを同期しながら開発を進める

図 1-3 は、管理者（a）が中央リポジトリのソースコードをステージングマシン（S）に配備（デ

プロイメント）する手順を模式的に表したものです。まず、① SSHで作業マシン（W）からマシン

S にログインし、②マシンS に対してコマンドを入力し、ソースコードの複製を行っています。

Hint
SSHはネットワーク経由で別のコンピュータにログインし、コマンドを実行するためのプログラ

ムです。図中のターミナルは、コマンドを入力するためのアプリケーションです。

注意してほしいのは管理者 a がマシン W からソースコードをマシン S にアップロードするの

ではない、ということです。そうではなくて、管理者 a は SSHでマシンS にログインして、マシンS

からマシン R にソースコードを取りに行っています。この点は、第 11 〜12 章で Capistrano の

働きを理解するうえでとても大事なことです。

図 1-4 は、図 1-3とほぼ同じです。管理者がプロダクションマシン（P）にソースコードを配備

するところを示しています。図 1-3と同様にリポジトリマシン（R）からソースコードを複製してい

ます。ソースコードはマシンW からマシンP にアップロードするのでもなく、マシンS からマシン

P にコピーするのでもない、という点に注意してください。
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リポジトリマシン（R）

管理者（a）

データベース
マシン（D₂）

運用側LAN

開発側LAN

プロダクション
マシン（P）

データベース
マシン（D₁）

作業マシン
（W）

ターミナル

ステージングマシン（S）

Rails
アプリ

ケーション

①SSHで
ログイン

②ソースコードの複製(Clone)

Git
中央リポジトリ

図1－3：Railsアプリケーションをステージングマシン（S）に配備する

リポジトリマシン（R）

管理者（a）

データベース
マシン（D₂）

運用側LAN

開発側LAN

ステージング
マシン（S）

データベース
マシン（D₁）

プロダクションマシン（P）

Rails
アプリ

ケーション

①SSHでログイン

②ソースコードの複製(Clone)

Git
中央リポジトリ

作業マシン
（W）

ターミナル

図1－4：Railsアプリケーションをプロダクションマシン（P）に配備する
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 プランB：組織内部運用プラン
プラン Bでは、LAN の内部にいる利用者が LAN の内部に配備されたRailsアプリケーション

にアクセスします。会計システムや顧客管理システムなどの企業業務アプリケーションが典型

的な例です。

図 1-5をご覧ください。LAN（1）が組織全体を覆っています。利用者、開発者、管理者の作業

マシンはすべてこの LAN（1）内で接続されています。内側の LAN（2）は Railsアプリケーション

を運用するためのプライベートネットワークです。

リポジトリ
マシン（R）

ステージング
マシン（S）

データベース
マシン（D₂）

Web
サーバー

プロダクション
マシン（P）

Rails
アプリ

ケーション

データベース
マシン（D₁）

データベース
サーバー

Web
ブラウザ

Web
ブラウザ

利用者（u₁）

利用者（u₂）

LAN（2）

LAN（1）

管理者（a）

開発者（d₂）

開発者（d₁）

図1－5：LAN内部でRailsアプリケーションを運用する

プロダクションマシン（P）およびステージングマシン（S）は、LAN（1）とLAN（2）の境界上に

あります。これは、マシンPとマシンS がそれぞれ 2 つのネットワークアダプタを持っていて、一

方は LAN（1）に、もう一方は LAN（2）に接続されていることを示しています。

データベースマシン（D1、D2）は LAN（2）の内側に隠れています。したがって、作業マシンか

ら直接マシンD1 やマシンD2 にアクセスすることはできません。リポジトリマシン（R）は LAN（1）

に接続されています。

続いて図 1-6をご覧ください。LAN（1）の内部にいる開発者（d1、d2）が LAN（1）の内部にあ

る中央リポジトリとソースコードを同期しながら開発を進めている様子を示しています。
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リポジトリ
マシン（R）

Git
中央リポジトリ

LAN（1）

ステージング
マシン（S）

データベース
マシン（D₂）

LAN（2）

プロダクション
マシン（P）

データベース
マシン（D₁）

開発者（d₂）

開発者（d₁）
Git

ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₁）

Git
ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₂）

同期

同期

図1－6：開発者は自身がいるLAN内部のリポジトリと同期しながら開発を進める

図1-7（次ページ上段）は、図1-6とほぼ同じです。違いはリポジトリマシン（R）がインターネッ

トで公開されているということです。たとえば、GitHub などのリポジトリサービスを利用する場

合がこの図に該当します。ただし、「インターネットで公開されている」と言っても、誰でもソース

コードを閲覧したり編集したりできる、という意味ではありません。GitHub のプライベートリポ

ジトリ（有料）などを利用すれば、許可されていないアカウントによるアクセスを禁止することが

できます。

図 1-8（次ページ下段）は、管理者（a）がソースコードをプロダクションマシン（P）に配備（デ

プロイメント）する手順を示しています。基本的な考え方はプラン A の図 1-4と同じです。管理

者 a は SSHで作業マシン（W）からマシンP にログインし、そこでマシンR からマシンP にソース

コードを複製します。マシンR が LAN（1）の内部にあっても外部（インターネット上）にあっても、

手順は変わりません。
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開発者（d₂）

開発者（d₁）

リポジトリ
マシン（R）

Git
中央リポジトリ

LAN（1）

ステージング
マシン（S）

データベース
マシン（D₂）

LAN（2）

プロダクション
マシン（P）

データベース
マシン（D₁）

同期

Git
ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₁）

Git
ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₂）

同期

図1－7：開発者はインターネット上のリポジトリと同期しながら開発を進める

②ソースコードの
複製(Clone)

LAN（1）

リポジトリマシン（R）

管理者（a）

データベース
マシン（D₂）

ステージング
マシン（S）

データベース
マシン（D₁）

プロダクションマシン（P）

Rails
アプリ

ケーション

LAN（2）

Git
中央リポジトリ

①SSHで
ログイン

作業マシン
（W）

ターミナル

図1－8：管理者はプロダクションマシンにログインしてソースコードを配備する
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ここまでは、利用者、開発者、管理者のすべてが LAN（1）の内側にいるという前提の話でした。

では、開発者が LAN（1）の外側にいる場合はどうなるでしょうか。たとえば、業務アプリケーショ

ンを利用する企業とそれを作る企業が異なっていて、開発者は自分の所属する開発会社のオ

フィスで開発業務を行う場合です。

この状況を表すのが図 1-9です。開発者（d1、d2）は開発会社の LAN（3）の内側にある作業

マシン（W1、W2）で、中央リポジトリとの間でソースコードを同期しつつ開発業務を行っていま

す。この図では、管理者（a）は LAN（1）の内部にいます。デプロイメントの手順は図 1-8と変わ

りません。

LAN（1）

リポジトリマシン（R）

管理者（a）

Git
中央リポジトリ

データベース
マシン（D₂）

ステージング
マシン（S）

データベース
マシン（D₁）

プロダクションマシン（P）

Rails
アプリ

ケーション

②ソースコードの複製(Clone)

LAN（2）

LAN（3）

開発者（d₂）

開発者（d₁）

同期

同期

①SSHで
ログイン

作業マシン
（W）

ターミナル

Git
ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₁）

Git
ローカル
リポジトリ

作業マシン
（W₂）

図1－9：開発者が別のLANにいる場合のソースコードの配備
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図 1-10では開発者だけではなく管理者（a）もLAN（1）の外側にいます。管理者 a がプロダク

ションマシン（P）にソースコードを配備するためには、マシンP にSSHでログインする必要があ

りますが、直接的なアクセスはできないので、LAN（1）とインターネットをつなぐマシン（ゲート

ウェイ）にSSH 接続し、さらにそこからSSHでマシンP にログインすることになります。

LAN（1）

リポジトリマシン（R）

管理者（a）

データベース
マシン（D₂）

ステージング
マシン（S）

ゲート
ウェイ データベース

マシン（D₁）

プロダクション
マシン（P）

Rails
アプリ

ケーション

②

LAN（2）

作業マシン
（W₁）

作業マシン
（W₂）

LAN（3）

開発者（d₂）

開発者（d₁）

①SSHで
ログイン

Git
中央リポジトリ

作業マシン
（W₃）

ターミナル

図1－10：プロダクションマシンが別のLANにある場合のソースコードの配備

Hint
LAN環境によっては外部からSSH接続できるゲートウェイが存在しないかもしれません。また、

企業のポリシーでそのようなゲートウェイを設置することが禁じられているかもしれません。その

場合は図1-10のような運用形態は採用できません。管理者（a）が出張してLAN（1）の内部から

デプロイメント作業を行うか、ユーザー企業の社員を教育してデプロイメント作業を代行してもら

うことになります。


