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IBM Watson
AI・機械学習のプラットフォーム

IBMの「Watson」が動くクラウドプラットフォーム「IBM Cloud」を使って、無料でAI、機械学習、ディープラーニングを
試してみましょう。

第4次産業革命をけん引する重要なキーワードである
「AI」
。
IBMは、AIを
「Artiﬁcial Intelligence」（人工知能）ではなく、

図1 IBM Cloudライト・アカウントの概要
「無料」
「期間無制限」
「クレジットカード登録不要」
。

IBM Cloudライト・アカウントとは

「Augmented Intelligence」（拡張知能）として人間の知識

IBM Cloudライト・アカウントでは、PaaS*サービス
「Cloud Foundry」の
無償枠に加えて、IBM Cloud上の主要なサービスを無料のライト・プラ
ンとして用意する。先進的なサービスを手軽に利用し、最先端のアプリ
を短時間で開発して利用できる。
フル機能が使用可能な有償アカウン
トへの変更も可能。
・Cloud Foundry環境でのメモリー容量256Mバイト
・主要サービスを継続使用可能
・全カタログの閲覧可能
・組織を一つ、
地域を一つ
・ライト・プランごとにインスタンスは一つ

を拡張し増強するものと定義しています。どちらの AIも、一

主な特徴

般的には「画像認識」「音声認識」「自然言語処理」といった
機械学習やディープラーニング（深層学習）を取り入れた製
品・サービスのことを指します。AIは、私たちにとって身近
な存在になっています。
ワ

ト

ソ

ン

本章では、IBMの「Watson」が動くクラウドプラットフォー
ム
「IBM Cloud」を使い、実際に
「Watson Assistant API」（自

制限事項

・10日間開発していない場合、
アプリの自動停止
・30日間利用していない場合、
サービスの自動削除
・
「組織の作成」
画面では、
地域に
「米国南部」
を選択する必要あり
・過去にIBM Cloud
（Bluemix）
の30日フリートライアルに登録したメー
ルアドレスは、
ライト・アカウントへの登録不可( 別メールアドレスで
の登録が必要）

然言語インタフェース）を使ったチャットボットアプリを開発
したり、「Watson Studio」と呼ばれる、データ サイエンティ
スト向けの分析環境・サービスを利用して機械学習やディー
プラーニングの Pythonプログラムを実装したりします。どち
らもセルフハンズオン形式で進めます。最新のAI、
機械学習、
ディープラーニングに関するテクノロジーを“触って理解” で

※詳細は以下の URLにある利用条件を確認のこと。
https://www.ibm.com/cloud-computing/jp/ja/bluemix/lite-account/
【PaaS】「Platform as a Service」の略。インターネット経由でアプリを動作させるための環境を提供すること。

きます。

調査会社の米 IDCによると、2025年までに全世界に蓄積

セルフハンズオンで使用する APIやサービスは「ライト・ア

されるデータ容量は163Z（ゼタ）バイト
（1Zバイト =10億 Tバ

カウント」（図1）を登録して利用します。ライト・アカウント

イト）と予想されています＊1。そのうち、8割がスマートフォ

は「無料」「期間無制限」「クレジットカード登録不要」です。

ンやセンサーデバイスから生成される
「映像」
「画像」
「音声」

よって、インターネットと Webブラウザーさえあれば、アカウ

「自然言語」といった非構造化データになるといわれていま

ント登録後すぐに誰でも IBM Cloudの各種機能を試せます。

す。従来はコンピュータにとって取り扱うことが難しかった非
構造化データの分析を、AIは得意としています。増え続ける

AIや機械学習にも適した IBM Cloud

非構造化データを蓄積するプラットフォームとして、高いス
ケーラビリティーを持つクラウドは大変有効です。そのため、

これからのビジネスや生活において、AIを含むテクノロ

AIとクラウドを組み合わせた活用も増えてきています。

ジーをいかに活用するかが鍵となることは間違いありませ

IBMでは
「クラウド」
「データ」
「AI」を三位一体と考え、図2

ん。しかし、AIがどんなに優秀でも「データ」がなければ役

のように一つのアーキテクチャーとして簡単に利用できるよ

に立ちません。車で例えるなら、AIは
「エンジン」
、
データは「ガ

う、サービスを提供しています。クラウド層は AIを活用する

ソリン」のような存在です。「目的地」に相当する
「用途」が

ためのグローバルなクラウドプラットフォーム、データ層は

定まっていることも重要です。一般的に、データから特徴量＊

AIを活用する上で必要となる構造化 / 非構造化データの統合

を取り出してモデル化する、機械学習やディープラーニング

的な管理、AI層は、理解・推論・学習といった AIのテクノロ

といったテクノロジーでは、性能を向上させるために、膨大

ジー、アプリケーション層は、業界に特化したアプリケーショ

な学習データが必要になります。

ンやサービスを指します。
このように、クラウド、データ、AIのテクノロジー、そして

【特徴量】 データの特徴を数値で表したもの。
＊
1 詳しくは「Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical Don’ t Focus on Big Data; Focus
on the Data That’ s Big / IDC White Paper（2017）
」
（https://www.seagate.com/ﬁles/www-content/
our-story/trends/ﬁles/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf）を参照してください。
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業界別の専門知識を包括的に整備することで、AIをビジネス
に十分活用できる環境を提供しています。

図2 IBM Cloudのアーキテクチャー
四つの層に分かれている。

アプリ
ケーション

AI

データ

クラウド

※ サービス名は2018年3月6日現在のものです。今後変更される可能性もあります。最新情報は
「https://www.ibm.com/cloud-computing/jp/ja/cloud-update/」を参照してください。
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図3 AI、
機械学習、
ディープラーニングで選べる選択肢

AI、機械学習、ディープラーニングにおける課題を解決す
るために、IBM Cloudには、ユーザーのニーズに応じて多く
の選択肢を用意しています
（図3）
。

Caffe

IBM Watson API
迅速に AIの機能を取り入れたサービスやアプリケーション
を開発したい場合は、SaaS*として提供される
「Watson API」

カスタム性、
コスト高、低い俊敏度

がお薦めです。一般的には
「クラウド AI」
と呼ばれるものです。
Watsonは、クラウド AIとして日本や世界で多くのユーザーに
幅広く利用されているサービスおよび基盤です。

標準化、低コスト、
ビジネスニーズに俊敏に対応可

図4 Watson API
17種類のAPIが提供されている。

Watsonでは、2019年7月下旬時点において、自然言語な
ど非構造化データ処理や画像認識を含む、大小合わせて17
種類のAPIが使用できます
（図4）。APIを活用することで、例
えば、チャットボットを Watsonで作ったときに、LINEなどの
メッセージアプリの AP Iと連携させて
「ユーザーが LINE 上で
チャットボットと対話する」といったことが可能になります。
IBM Watson Data Platform
チームで実施するようなデータ分析プロジェクトのあらゆ

利用します。Watson Studioでは、Jupyter Notebook上 の

る場面で利用できるデータ分析基盤としては「Watson Data

S c a l a /Python、R Studio上のR、Spark Cluster、Brunel

Platform」があります。Watson Data Platformを利用すれば、

（Visualization）
/Apache Toree（Spark とJupyterの統合）
といっ

データエンジニア、アナリスト、開発者、データサイエンティ

た、データサイエンス系分析の開発・実行環境が利用できま

ストといったそれぞれの役割のメンバーが、データの収集、

す（p.6の図5）。2018年7月下旬時点では、
CPU駆動のみです

抽出、分析などの作業の自動化やカスタマイズを簡単に行
えます。
Part2のセルフハンズオンでは、前述したWatson Studioを

【SaaS】「Software as a Service」の略。インターネット経由でアプリを提供するサービス。ちなみに
「IaaS」は「Infrastructure as a Service」の略で、インターネット経由でサーバー環境を提供するサー
ビスのこと。
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＊1-1
表1 IBM Cloud laaSにおけるGPU一覧
（東京リージョンの場合）

サーバー種別

ベアメタル
サーバー

CPUタイプ

コア数、動作周波数

デュアルXeon 4110

GPU数

GPUタイプ
V100

P100

K80

M60

16コア、2.10GHz

〇

〇

〇

〇

デュアルXeon 5120

28コア、2.20GHz

〇

〇

〇

〇

デュアルXeon 6140

36コア、2.30GHz

〇

〇

〇

〇

デュアルXeon 4248

40コア、2.50GHz

〇

〇

デュアルXeon E5-2620 v3

12コア、2.40GHz

デュアルXeon E5-2620 v4

1～2

〇

〇

〇

〇

16コア、2.10GHz

〇

〇

〇

デュアルXeon E5-2650 v4

24コア、2.20GHz

〇

〇

〇

デュアルXeon E5-2690 v4

28コア、2.60GHz

〇

〇

〇

AC2.8x60、ACL2.8x60

8vCPU

1

〇

仮想サーバー

AC2.16x120、ACL2.16x120

16vCPU

2

〇

（月額・時間課金）

AC1.8x60、ACL1.8x60

8vCPU

1

〇

AC1.16x120、ACL1.16x120

16vCPU

2

〇

（月額課金）

1-1 最新の情報は
「https://www.ibm.com/jp-ja/cloud/gpu」を参照してください。

＊

が、
将来的にはGPU（Graphics Processing Unit）
も利用でき
るようになる予定です。
IBM Cloud IaaS
企業、研究機関、研究所など、ハイパフォーマンスな機
械学習/ディープラーニングのインフラを個別にカスタマイズ
して利用したい場合は「IBM Cloud IaaS」があります。IBM
Cloud IaaSでは表1にある通り、世界中のデータセンターに
ある、米 NVIDIA社の
「Tesla V100」など最新GPUを搭載した
物理サーバー（ベアメタルサーバー）や仮想サーバーを月額
や時間による課金で利用できます＊2。
今回のセルフハンズオンでは取り上げませんが、大規模
な機械学習 /ディープラーニングの基盤を必要とする場合、
GPUによるディープラーニングの学習速度の高速化が必要と
なりますので、大変便利なサービスです。そのほか、オン
プレミス（自社運用）向けには、CPU-GPU、GPU間の高速
通信を実現する NVLinkで接続される Tesla V100と POWER9
プロセッサを搭載したサーバーの IBM Power System＊3も用
意されています。

2 IBM Cloud IaaSの最新の GPU搭載サーバーに関する情報は
「https://www.ibm.com/cloud/gpu」を参照ください。
3 詳しくは
「https://www.ibm.com/systems/jp/power/」を参照ください。

＊

＊
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図5 Watson Studioによる手書き数字認識

Part 1

IBM Cloudが提供する、AIや機械学習のプラットフォーム「Watson」でSlack用のチャットボットを無料で作成してみま
しょう。コードを書く必要は一切ありません。
「Watson」は、自然言語処理と機械学習を使用して大量

ビスを一定の利用枠の範囲内で無料かつ継続的に使用でき

の非構造化されたデータを分析して特徴を捉え、それをサー

ます。さらに、2018 年末より多くのサービスが東京リージョ

ビスに生かすための基盤です。主な機能として「AIアシスタ

ンで利用できるようになっています。

ント」
「データ分析」
「知識探索」
「画像」
「音声」
「言語」に
よる17 のサービスが用意されています（図 1）
。Watson は、

チャットボットを実現する

1 台のコンピュータがすべての機能を提供しているわけでは
なく、適材適所で最適化されたシステムが複数稼働している

Watson の中で最も人気があるサービスの一つが「Watson

ため、利用者にとって必要なサービスを個別に利用できま

Assistant（以下、Assistant）」です。Assistant は、ユーザー

す。

の質問の意図を分析・理解し、適切な応答を返す機能を提

なお、2019年7月下旬時点において、Watsonの主要なサー

供します。1 問 1 答式のみならず、複数回やり取りしたり、コ

ビスが日本語への対応を完了しています。日本語への対応

ンテキスト（文脈）に応じて応答内容を変更したりすること

は順次拡大予定です。2017 年秋より利用できるようになっ

も可能です。p.8 の図 2 のように、このサービスをアプリへ組

た IBM Cloudライト・アカウントでは、大半の Watson サー

み込むことで、ユーザーとアプリ間のチャットを自然な会話

図1

Watsonが提供する機能
（https://www.ibm.com/watson/products-services/）

AIアシスタント

データ分析系

知識探索系

Watson Assistant
アプリケーションに自然言語インタフェースを追
加してエンドユーザーとのやり取りを自動化
Watson Studio
機械学習モデル向けの作成と学習、データの準
備と分析のための統合環境

Watson Machine Learning
機械学習モデル・深層学習モデルの作成、学習、実行
環境

Watson Knowledge Catalog
分析に必要なデータを加工・カタログ化できる分
析データ準備環境

Watson OpenScale
AIに信頼性と透明性をもたらし、判定結果を説明して、
バイアスを自動的に排除する

Discovery
先進的な洞察エンジンを利用して、データの隠
れた価値を解明し、回答やトレンドを発見する

Natural Language Understanding ＊1-1
自然言語処理を通じてキーワード抽出、エンティティー
抽出、概念タグ付け、関係抽出などを行う

Discovery News
Discovery上に実装され、エンリッチ情報も付
加されたニュースに関する公開データセット

Knowledge Studio
コーディングなしに、業務知識から生成した機械学習
モデルで、非構造テキストデータから洞察を取得

Compare and Comply（日本語未対応）
契約書や調達仕様書を分析し、文書間の比較
や重要要素の抽出を行う

画像系

Visual Recognition
画像コンテンツに含まれる意味を検出する

音声系

Speech to Text
音声をテキスト文章に変換する

Text to Speech
テキスト文章を音声に変換する

言語系

Language Translator ＊1-2
自然言語テキストについて他言語へ翻訳する

Natural Language Classiﬁer
テキスト文章を分類する
（質問の意図推定など）

心理系

Personality Insights
テキストから筆者の性格を推定する

Tone Analyzer
（日本語未対応）
テキストから筆者の感情、社交性、文体を解析する

1-1 感情分析は日本語未対応です。
1-2 日本語翻訳は英日・日英のみ対応しています。

＊
＊

7

図2

Assistant サービスでボットを実現する場合を対象に、も

Watson Assistantサービスを利用したシステムの構成
インタフェース

他の Watsonサービス Watson Assistantサービス
…
…
ワークスペース

バックエンド
システム

う少しその機能を説明しましょう。対話時の挙動について
は、次のようになります。アプリはユーザーからコンテキス
ト情報を含む入力情報を取得します。ボットは入力情報に対

ユーザー
アプリケーション

する自然言語解析を行い、
「インテント」
（意図）と「エンティ
ティー」（目的）を抽出します。
抽出されたインテントとエンティティーを基に、あらかじ
め 設 定した 応 答 を 返します。この インテント、エンティ

図3

IBM Cloudトップ画面

ティー、応答の組み合わせを「ダイアログ」と呼びます。ユー
ザーとボット間の対話は、ダイアログと処理のフローにより
制御されます。このフローを表現するダイアログノードが、
Assistant サービスに付属のツールで設定できます。
インテント、エンティティー、ダイアログを適切に設定す
ることでユーザーの質問を正しく理解し、適切な回答へと導
くチャットボットを実現します。
Assistant サービスを利用した実装例
Assistantサービスの利用例として、
コミュニケーションツー
ル「Slack」（https://slack.com/）をインタフェースとして利

図4 ライト・アカウント作成画面
（初期）

用し、過去の雑誌記事を検索したり、バックナンバーを購入
したりするケースを想定したチャットボットを作成します。次
の手順で進めましょう。
❶ ライト・アカウントの登録とログイン
❷ Assistant サービスの作成

図5 ライト・アカウント作成画面
（詳細）

❸ インテントの作成
❹ エンティティーの作成
❺ ダイアログノードの作成
❻ Slackとの連携
❶ ライト・アカウントの登録・ログイン
IBM Cloud を利用するために、まずライト・アカウントを
作成します。Webブラウザー＊1 で「https://cloud.ibm.com/」
へアクセスします（図 3）。「IBM Cloud アカウントの作成」
をクリックします。
IBM IDとIBM Cloud のライト・アカウントを登録するため
のページが表示されます。メールアドレスを入力して「→」
をクリックします（図 4）。残りのフィールドが入力可能とな
るので、「*」
（アスタリスク) の付いた必須項目を順番に入
力していきます（図 5）。パスワードを除き日本語も利用可

のように実施できます。
サービスへ組み込むときのインタフェースとして、
「Repre
sentational State Transfer」
（REST）形式の API が提供され

能です。パスワードは 8 文字以上 31 文字以下、いずれも半
角で英字大文字、英字小文字、数字、特殊文字（- _ . @）
の 4 種類すべてを使用する必要があります。

ています。また Assistant サービスに対する設定ツールも用

図 6 のチェックは任意で入れ、「アカウントの作成」ボタ

意しています。このツールを利用することで、複雑なコード

ンをクリックします。人間による操作であることを確認する

を書くことなく、チャットボットを実現できます。

ための質問が表示されるので、指示された画像を選択して

1 IBM Cloudは、Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safariそれぞれの最新版をサポー
トします。

「確認」をクリックします（図 7）
。

＊
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図6 ライト・アカウント作成画面
（確認）

図9

図7

図11 アカウントプライバシーの同意画面

図8 ライト・アカウント登録完了画面

登録確認用メッセージ

指示された画像を選ぶ

図12 「IBM Cloudへようこそ」の画面
図10 ログイン画面

図 13 コンソール画面（ダッシュボード）

アカウント作成に成功すると、図8の画面が表示されます。
そして、登録したメールアドレス宛てに登録確認用のリンク
を含むメッセージが送信されます。登録確認用のメッセージ
は「IBM Cloud」
（no-reply@cloud.ibm.com）
から送信されま

図14

AIのカタログ

す。受信メッセージを確認し、メッセージ内の「Conﬁrm
account」をクリックします（図 9）
。
「ようこそ。
」画面が表
示されるので「ログイン」をクリックします（図 10）
。アカ
ウントプライバシーの同意画面が表示されるので、内容を
確認した上で「次に進む」ボタンをクリックします（図11）
。
Webブラウザーが開いて図 12 の画面が表示されます。ア
カウント作成後に Webブラウザーを閉じてしまった場合は、
IBM ID（登録したメールアドレス）でのログインが必要です。
右下に表示されるボタンを「次へ」
「閉じる」と、画面を
遷移させながら順番にクリックします。最終的にログインが
完了すると、図 13 のコンソール画面（ダッシュボード）が

のカテゴリーから「AI」を選択して、AI サービス群を表示し

表示されます。

ます。サービスインスタンスは、このカタログ上でサービス
名をクリックし、後続の画面で簡単な設定を行った後に作成

❷ Assistant サービスの作成

できます。

IBM Cloud のコンソール画面からAssistant のサービスイン

AI サービス群の中から「Watson Assistant」をクリックし

スタンスを作成します。画面上部の「カタログ」をクリック

ます。サービス名などは任意に設定できますが、デプロイ

してカタログを表示します。図14 の画面になったら、左側

する地域 / ロケーションとして「東京」を選択します。その

9

図15

Assistantサービスの作成画面

図18 アシスタントの作成画面

図19 スキルの一覧画面

図16

Assistantサービスの管理画面
図20 スキルの作成画面

図17 アシスタントの一覧

図21 「シェルスクリプトマガジン」をクリック

ほかはデフォルト値のまま「作成」をクリックします（図15）
。

を記入し、「Create assistant」をクリックします（図 18）

サービスインスタンスの作成が終わると図 16 の画面が表示
されます。

続いて、スキルを設定します。スキルは自然言語処理に
より対話の中で質問や要望などの意図を理解し、アシスタン
トに教師データと処理ロジックを提供します。ここではスキ
ルとして二つの設定を行います。一つは「過去の記事を読

❸インテントの作成
ここからは実際のチャットボットアプリを作っていきます。

みたい」など「読みたい」という意図、もう一つは「第 48

ま ず は Watson Assistant ツ ー ル を 起 動しま す。
「Watson

号を購入したい」というような「買いたい」という意図です。

Assistant の起動」ボタンをクリックしてください。

ではまず、一つ目の「読みたい」という意図を分類できる

アシスタントの一覧ページが表示されます （図 17）
。ア
＊2

シスタントは一連のやり取りにかかわる設定を格納できる作
業領域です。目的により異なる対話が必要となるケースは頻
繁にあります。アシスタントを用いて使い分けます。
ここでは新たにアシスタントを作成し、そのアシスタント
を利用するので、
「Create assistant」をクリックします。
アシスタントの「Name」
（名前）と「Description」
（説明）
2 「Log in with IBM ID」ボタンが表示されたら、それをクリックします。

＊
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ように設定していきます。「Add dialog skill」をクリックして
ください（図 19）
。
スキルの「Name」
（名称）に「シェルスクリプトマガジン」
とし、「Description」（説 明）を入 力して、「Language」を
「Japanese」とし、「Create dialog skill」ボタンをクリック
します（図 20）
。スキル名として入力した、画面上の「シェ
ルスクリプトマガジン」をクリックします（図 21）
。
ここでは、意図を表すインテントを追加していきます。ま

図22 インテントの作成開始

図24 インテントの例文作成画面

図26 「Try it out」画面

図23

図25

設定後のインテントの例文

図27 「Try it out」画面での実行結果

例文を入力する

ドに、
「シェルスクリプトマガジンの最新号を購入したい」
「機
械 学 習 の 特 集 号 を 読 み た い」のように 例 文 を 入 力して
［Enter］キーを押します。図 27 のようにそれぞれ設定した
ず、インテントに関する例文を入力します。例文の数、バラ

「# 買いたい」「# 読みたい」という意図に分類されます。

エティーが意図を分析する際の精度にも影響しますが、ここ
では 5 種類の例文を入力します。

❹ エンティティーの作成

「Create intent」ボタンをクリックします（図 22）
。インテ

ここまでで、意図となるインテントについての設定を終え

ント の「Intent Name」
（名 称）に「# 読 み た い」とし、

ました。続いてエンティティーについても設定していきます。

「Create intent」ボタンをクリックします（図 23）
。

「Try it out」画面は使いませんので、画面右上にある× 印

例として「特集を読みたい」と入力し、
「Add example」

のアイコンをクリックしていったん閉じます。

をクリックします（図24）
。続けて、
「記事を閲覧したい」
「トピッ

エンティティーは目的語を表しますが、どのように使用す

クをみたい」
「連載を読みたい」
「コラムを見たい」も同様

るのかを、イメージするのが難しいので、今回のシナリオを

に例として入力します。図 25 のように五つの例文が画面下

基に理解してください。先ほど作成したインテントが「# 読

部に表示されます。

みたい」と分類された入力文に対して、さらにエンティティー

次に、二つ目の「買いたい」という意図を設定します。
画 面 左 上 の「←」アイ コ ン を クリックし ま す。
「Create

を識別することで応答として返答する内容を変更していきま
す（図 28）
。

intent」をクリックして、インテントの「Intent Name」
（名称）

この例ではエンティティーとしては「@プログラミング言

は「# 買いたい」として「Create intent」をクリックします。

語」を作ります。エンティティーの種類を増やすことで、よ

先ほどと同様に「最新号を買いたい」
「どこで買えますか」

り自然な対話が可能となります。インテントを作成した画面

「50 号を購入したい」
「先月発行号を入手したい」
「シェル

左上の「←」アイコンをクリックし、ワークスペース画面で

スクリプトマガジンが欲しい」を例文として

図28 インテント、エンティティーと応答の方針

入力します。
設定を終えたので、簡易的なテスト環境
を使ってここまで設定した内容に応じたイン

＃読みたい

@プログラム言語

COBOL

シェルスクリプトマガジン vol.50の
記事をご案内

Ruby

シェルスクリプトマガジン vol.48の
記事をご案内

上のもの以外

言語を指定して問い合わせれば具
体的に記事を紹介することを案内

テントの抽出が行えることを確認していきま
す。通常のプログラミングだと単体テストの
ような工程です。
画面右上にあるフキダシマークのような
「Try it」アイコンをクリックします。すると、
画面右側に図 26 の「Try it out」画面が表
示されます。下部のテキスト入力フィール

上のもの以外

シェルスクリプトマガジン各号内容
のページをご案内
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図29 エンティティーの一覧画面

「Entities」をクリックします。図 29 の画面が表示されたら
「Create Entity」ボタンをクリックします。
次の画面でエンティティーの「Entity name」（名称）を
「@プログラミング言語」として「Create entity」をクリック
します（図 30）。これで、値が設定できるようになります。
表 1 に示した値を定義します（図 31）。「Synonyms」が複
数ある場合は「+」をクリックして入力します。
設定が終わったので、テストしてみましょう。先ほどと同
様に「Try it out」画面を表示し、テキスト入力欄に「COB
OL の記事を読みたい」「プログラムの特集をみたい」
「Java
Script に関する記事を閲覧したい」の三つの文章をそれぞ
れ入力します。
「# 読みたい」というインテントだけでなく、

図30 エンティティーの作成画面

先 ほど設 定し た「@ プ ログ ラミング 言 語」というEntity
name、「COBOL」「言 語」といった Synonyms も識 別され
ています（図 32）。一方で JavaScript については言語と識
別できる情報を与えていないので、エンティティーを識別で
きませんでした。

表1 エンティティーの設定値
Value name

COBOL

Ruby
言語

Type

Synonyms

以上で、エンティティーの設定は終了です。画面左上の

Synonyms

COBOL

「←」をクリックしてワークスペース画面に戻り、× 印のア

コボル

Ruby

ルビー

プログラミング 言語

イコンをクリックして「Try it out」画面を閉じます。
プログラム

❺ ダイアログノードの作成
図31 エンティティーの値を作成する画面

ここからは対話形式で設定します。ワークスペース画面の
上部にある「Dialog」をクリックします。「Create dialog」を
クリックして、ダイアログの設定画面を表示します（図 33）。

図32 「Try it out」画面での実行結果

図33 ダイアログの一覧画面

初期状態では図 34 のようなダイアログノードが表示されま
す。これはダイアログにおける対話フローを表します。まず
は左上の部分から始まり、最初は「ようこそ」ノードが実行
されます。
「ようこそ」ノードをクリックすると、その設定内容を確認
できます（図 35）。このノードでの処理が開始されると、
「い

図34 ダイアログノード

らっしゃいませ。ご用件を入力してください。」と応答します。
その後に「Wait for user input」、すなわちユーザーからの
次の入力を待ちます。
このようなあいさつの後に処理をするのは電話や窓口など
の応対でも一般的です。それと同じようにやり取りで応対で
きます。

図35 「ようこそ」ノードの設定値

× 印のアイコンをクリックして図 35 の画面を閉じます。「よ
うこそ」
ノードが選択状態となっているので、別の場所をクリッ
クして選択状態を解除します。
それでは、先ほど作成したインテントとエンティティーに応
じて応対できるように設定していきます。まずはインテントの
「# 読みたい」に対する処理を記述します。画面上の「Add
node」をクリックします。図 36 のようにノードの名称（最上
部）に「読みたい」、次の条件設定の部分に「# 読みたい」
を指定します。このノードへの設定は後ほど続きを実施しま
すが、今はこちらの設定でいったん終了します。画面右上の
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図36 「読みたい」ノードの設定

図38

子ノードの作成

図39 「COBOL」ノードの作成画面

図37 「読みたい」ノード作成後のダイアログノード

表2 「読みたい」ノードの子ノードの設定値
ノードの名称 条件設定

× 印のアイコンをクリックします。
作成したノードは、図 37 のように「ようこそ」ノードと「そ
の他」ノードの間に作成されます。万が一作成されていな

応答の記述内容

COBOL

@ プログ COBOL の記事はシェルスクリプトマガジン
ラミング言 vol.50 の記事がおすすめです。
語 :COBOL https://uec.usp-lab.com/INFO/CGI/INFO.
CGI?POMPA=SHELLSCRIPTMAG_VOL50

Ruby

@ プログ Ruby の記事はシェルスクリプトマガジン
ラミング言 vol.48 の連載記事「40 歳から始める、
オレと
語 :Ruby Ruby プログラミング」がおすすめです。
https://uec.usp-lab.com/INFO/CGI/INFO.
CGI?POMPA=SHELLSCRIPTMAG_VOL48

その他

Anything もう少し具体的な言語を指定してまた質問し
_else
てくれれば、
もう少し具体的なアドバイスが
できるかもしれません。

いようでしたら、まず「読みたい」ノードにある縦に並ぶ三
つの点のボタンをクリックして、メニューから「Move」を選

「読みたい」ノードに表 2 の三つが設定されるよう、同じ

択します。次の画面で「ようこそ」ノードを選び、表示され

手 順 で 二 つ の 子 ノ ード を 加 えま す。条 件 設 定 として

たメニューから「Below node」を選択します。すると、期待

「Anything_else」を設 定 するの は COBOL でも Ruby でも

通りの位置に表示されます。

ないエンティティーに対する処理を記述するためです。

続けて、インテントの「# 読みたい」と識別された場合の

子ノードが完成したので「読みたい」ノードを完成させ

エンティティーの処理を記述していきます。ダイアログノード

ます。「読みたい」ノードをクリックします。設定画面が表示

のフローとしては「読みたい」
ノードの子ノードとすることで、

され、下部に表示される「And ﬁnally」（ノードの処理終了

一連の処理として継続できます。「読みたい」ノードにある

後 の 振る舞 い）に つ いて「Wait for user input」を「Skip

縦 に 並 ぶ 三 つ の 点 の ボタン をクリックして、「Add child

user input」とします。このように変更することで、インテン

node」を選択します（図 38）
。

トの「# 読みたい」と識別されたときに子ノードの評価が自

ノードの名称（最上部）に「COBOL」
、次の条件設定の

動的に行われます。

部分に「@プログラミング言語 :COBOL」を指定します。応

続いて、インテントの「#買いたい」の設定を「#読みたい」

答については「COBOL の記事はシェルスクリプトマガジン

と同様に実施します。ノードの設定値は p.14 の表 3 に示し

vol.50 の記事がおすすめです。https://uec.usp-lab.com/

たようになります。

INFO/CGI/INFO.CGI?POMPA=SHELLSCRIPTMAG_VOL50」

これで今回作成したかったダイアログノードの設定は終了

とします（図 39）
。画面右上の × 印のアイコンをクリックし

です。それではテストします。「Intents」をクリックした後で

ます。

「Try it out」画面を表示します。
「Try it out」画面の「Clear」
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表3 「#買いたい」ノードの設定値
ノードの名称 条件設定

買いたい

応答の記述内容

図47 「Create a Slack app」ボタンをクリック

# 買いたい シェルスクリプトマガジンはこちらより購入
いただけます。
https://www.usp-lab.com/ORDER/CGI/
PUB.ORDER.CGI

図40 「Clear」をクリック

図42 「Try it out」画面
（入力結果）

図41 「Try it out」画面
（ようこそ）

図43 「Assistant」をクリック

図44 「Add integration」をクリック

❻ Slackとの連携
この アプリは 現 時 点 で は Assistant サ ー ビス の「Try it
out」画面からのみ使用できるので、これを Slackと連携し
ます。Slack 以外のチャットについてもREST API が提供され
ているので、容易に統合することが可能です。
図45 「Slack」をクリック

今回は Slack のテストアプリと連携します。任意のアプリ
を統合する場合の手順についてもサービスインスタンスの
設定画面に記述があります。Slack については、あらかじめ
ワークスペースに対する管理者権限を保有している必要があり
ます。
画面左上の「Assistant」をクリックします（図 43）。次に
画面右側の「Integrations」パネルにある「Add integration」

図46 「Create a Slack app」をクリック

をクリックしま す（図 44）。「Add Integration」画 面 で は
「Slack」をクリックします（図 45）。この先は、Slack の設
定画面とAssistant の画面を行き来しながら統合の設定を行
います。
Slackとの統合に関する設定を進めていきます。図 46 に
ある「Create a Slack app」をクリックします。表示された画
面の下にある「Create a Slack app」ボタンをクリックします
（図 47）。現れたダイアログで「AppName」に任意のアプ

をクリックします（図40）
。今度は、先ほど内容を確認した「よ

リケーション名（ここでは「Watson Assistant」）を入力し、

うこそ」ノードの応答が自動的に表示されました（図41）
。

「Create App」
ボタンをクリックします（図 48）
。

続いて「Ruby に関する記事を読んでみたいです。
」と入

図 49 のように左メニューの「Bot Users」を選び、右側の

力します。図 42 のように先ほど設定した応答が返ります。

「Add a Bot User」ボタンをクリックします。「Always Show

同じようにいくつかの文章について応答結果を確かめましょ

My Bot as Online」を「On」とし、
「Add Bot User」をクリッ

う。

クします（図 50）。「Veriﬁcation Token」に値が表示される

ここまでで Assistant サービスを使った簡単な対話型のア
プリを実装できました。

ので、それをコピーします（図 51）
。この文字列は、Watson
Assistant の設定画面で必要となります。
さらに「OAuth ＆ Permissions」を選択し、「Install App
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図48 「Create App」ボタンをクリック

図51 「Veriﬁcation Token」の値をコピー

図52 「Install App to Workspace」ボタンをクリック

図53 「インストール」をクリック

図49 「Add a Bot User」ボタンをクリック

図54 「OAuth Access Token」と
「Bot User OAuth Access Token」
の値をコピー

図50 「Add Bot User」をクリック

図55 コピーした三つの値を貼り付ける

to Workspace」ボタンをクリックします（図 52）
。統合用の
ダイアログが表示されるので「インストール」をクリックし
ます（図 53）
。図 54 のように OAuth ＆ Permissions の画面

Step 3 に進み、「Generate request URL」ボタンをクリック

に 戻 る の で、
「OAuth Access Token」と「Bot User OAuth

します（p.16 の図 56）。p.16 の図 57 のように URL が表示さ

Access Token」の値をコピーします。こちらも後ほど必要と

れます。この後の手順で必要となるので URL をコピーしま

なります。

す。

Watson Assistant の設定画面に戻ります。コピーしておい

再び Slack の設定画面に移動します。「Event Subscriptio

た値をStep 2 の「Veriﬁcation token」
「OAuth access token」

ns」を選び、「Enable Events」を「On」とします（p.16 の

「Bot user OAuth access token」に 入 力しま す（図 55）
。

図 58）。「Request URL」が表示されるので、先ほどコピー
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図56 「Generate request URL」ボタンをクリック

図57

図61 「message.im」と
「app_mention」を繰り返し選択

URLを表示

図58 「Enable Events」を
「On」
図62 アシスタントとの接続

図59 「Request URL」にコピーした URLを貼り付ける

図63

Slackとの統合完了

図64

Slack上で Watson Assistantサービスとの対話

図60 「Add Bot User Event」ボタンをクリック

した URL を入力します（図 59）
。画面を下にスクロールし、
「Subscribe to Bot Events」の「Add Bot User Event」ボタン
をクリックします（図 60）
。
「message.im」と「app_mentio
n」の二つを繰り返し選択して、
「Save Changes」をクリック
します（図 61）
。これで、Slack の設定画面での作業は終了
です。
Watson Assistant の設定画面に再び戻ります。Step 4 の
下部にある「Save Changes」をクリックします（図 62）
。図
63 のようにアシスタントの「Integrations」に「Slack」が表
示されれば設定は完了です。
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最後に Slackで稼働確認をしてみましょう。Slack の「App」
にある「watsonassistant」を選び、メッセージ本文を送っ
てみると、Assistant サービスとの対話ができます（図 64）。
URL の部分もSlack 側でリンクと解釈されるので便利です。
以上で、Assistant サービスを使ったシステムの構築は終
了です。コードを書くことなくチャットボットが完成しました。

Part 2

「Watson Studio」では、Jupyter Notebookなどのデータ分析ツールが使えます。Watson Studioでデータ分析、機械
学習、ディープラーニングを無料で試してみましょう。
ジュピター

データサイエンティストと呼ばれる人がよく使う「Jupyter

Jupyter Notebookとは

Notebook」
「R Studio」など、オープンなデータ分析のため

Jupyter Notebook は p.18 の図 2 のようなノートブック形式

のツールをまとめて一つのサービスとして利用できるのが

でデータ分析を進めるためのツールです。分析したいデー

「Watson Studio」
（以下、WS）です。WS は、これらのツー

タに対して、Python 言語でプログラムを入力して結果を表

ルを使うためのチュートリアル、自由に使えるオープンデー

示しながらインタラクティブに開発作業を進めることができま

タ、チームで簡単に共同作業するためのコラボ機能も備えて

す。欲しい出力イメージがある場合、とても便利に分析がで

います。

きる特徴があります。

データサイエンティストの初心者からエキスパートまでさ

Watson Studio の始め方

まざまな人がコラボレーションしながらデータ分析作業をこ
なせることを目指したプラットフォームです。
本パートは、その機能の中からJupyter Notebook（以下、

それでは、WS を使い始めてみましょう。IBM Cloud にロ

Notebook）の 使 い 方 を 中 心 に 紹 介 し ま す。WS 上 の

グインしてIBM Cloud のコンソール画面（p.18 の図 3）の右

Notebook には、図 1 にあるように、解析などでよく使われ

上にある「カタログ」を選びます。左側の「AI」をクリック

る「NumPy」
「matplotlib」
「Pandas」
「Seaborn」
「Brunel」
、

して「Watson Studio」を選択してください。

ある い は ディープ ラー ニ ング でよく使う「Tensorﬂow」

次の画面でデプロイする地域 / ロケーションに「東京」が

「Keras」
「Caﬀe」
「H2O」などがあらかじめ組み込まれてい

選ばれていることを確認して画面の右下にある「作成」ボタ

ます。つまり、IBM Cloud の WS を使えば、すぐにデータ分

ンをクリックします。サービスが作成されると、WS のロゴが

析や機械学習ができます。ここでの内容は、無料で使えるラ

表示されます。真ん中の「Get Started」をクリックし、続け

イト・プランでも可能なのでぜひ試してみてください。

て「Get Started」ボタンをクリックしてください。すると、

図1

Watson Studioの特徴
データスチュワード

データサイエンティスト

チーム分析

Watson Machine Learning
SPSS, Cognos

分析エンジン

データエンジニア

統計の専門家

エンジニア

R Studio

Python

統計解析環境

統計解析も
できる言語

Apache Spark
データ連係

開発者

ビジネスアナリスト

pandas
Apache Spark
scikit-learn
NumPy

TensorFlow
Caffe
Keras
H20

使い勝手もよい 科学計算や機械学習もできる

深層学習もできる

Jupyter Notebook
Matplotlib
Seaborn

クラウドやオンプレミスに蓄積したデータ
データカタログ

プロジェクト＆分析
アセット管理

データ管理

データ加工
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図2

Jupyter Notebookの画面

図6 プロジェクトのトップ画面

の作成画面になります。ま
ず、プロジェクトの種類とし
て「Standard」を 選 択しま
す。次の画面で、任意のプ

この セル に P y t h o n の
コードを 入 力 。
［Ctrl］
キ ーを 押しな がら
［Enter］キーを押すと、
コードが実行されて下に
結果を表示

ロジェクト名を付けてくださ
い。WS のプロジェクトでは、
ストレージに IBM の「クラウ
ドオブジェクトストレージ」
を使用しています。これは、
プ ロジェクト作 成 前 に IBM
Cloud のコンソール 画 面 か
ら作ることもできますし、プ
ロジェクトの作成と同時に作

図3

ることも可 能で す（図 5）。

IBM Cloudのコンソール画面

ちなみに、ライト・プランがあるので、無料で利用できます。
図 6 の画面が開いたら、プロジェクトが無事に作成されて

①「カタログ」
を
クリック

います。こちらが今回のプロジェクトのトップ画面です。
Jupyter Notebookを使う
早速 Notebook を使ってみましょう。先ほど作成したプロ

②
「AI」
をクリック

③
「Watson Studio」
をクリック

ジェクト の トッ プ 画 面 中 央 に あ る「Add to project」「Notebook」を 選 んでくだ さい。任 意 の 名 前 を 付 けて
「Create Notebook」ボ タ ン を クリック す ると、すぐ に

図4

Notebook を使い始められます。

新しいプロジェクトを作成する

次の Pythonコードを入力してみてください。
print("Hello Jupyter on IBM Cloud")
クリックして新しい
プロジェクトを作成

+

［Alt］キーを押しながら［Enter］キーを押す＊2 と、実行
できます（図 7 上）
。もう少し長いコード（図 8）も入力して
みてください。実行するとサイン曲線が表示されます（図 7
下）
。
WSには Notebookを使うためのチュートリアルやオープン
データがあるので、それらを参考に解析を簡単に始めてみ
ることができます。トップ画面のメニューか

図5 プロジェクト作成時にストレージと検索エンジンを作る

ら
「Community」を選んでください。それ
らを一覧で見ることが可能です
（図 9）。
では、Community内のコンテンツを触っ
作成後に「Refresh」
を
クリックするとサービス
インスタンス名を表示

「Add」
をクリックすると
作成画面が開く

てみましょう。Notebookのサンプルから
一つ選びました。「https://ibm.co/2M1aZ
J1」からアクセスしてください。

WS のポータル画面（図 4）が開きます。

使 用しているデ ータは 、 1 9 8 3 年 のアメリカ統 計 学 会

このポータル画面からプロジェクト を作成しましょう。図

（ASA）による米国車、欧州車、日本車に関するものです。

4で「Create a project」をクリックすると新しいプロジェクト

それぞれの国で生産された車のエンジンや燃費などの詳細

＊1

データが収められています。先ほど作成した Notebook上で
1 WSでは、いくつかの解析処理をまとめてプロジェクトという単位で管理します。ここではまず
プロジェクトを作って、次にそのプロジェクト内の一つの解析手段としてJupyter Notebookを
作成していきます。
＊
2 これは、Windowsパソコンでのキー操作です（以降も同様）
。Macの場合は［Alt］キーの代
わりに［Ctrl］キーを押します。
＊
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作業を進めていきましょう。基本的にはサンプルの画面に書
かれている通りに入力や実行をしながら進めてください。

図7

Jupyter Notebookによる Pythonコードの実行と結果表示

図8 サイン曲線のグラフを表示するコード

%matplotlib inline
［Alt］キーを押しながら
［Enter］キーを押すと、セ
ル内のコードが実行され
て下に結果を表示する。さ
らに新しいセルが追加さ
れる。
［Ctrl］キーを押しな
がら
［Enter］キーを押すと
実行のみとなる
簡 単 にグラフ表 示も可
能。
「-3」から
「3」までのサ
イン曲線を描いている

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.arange(-3, 3, 0.1)
y = np.sin(x)
plt.plot(x, y)

図9

+

Communityのコンテンツ一覧画面
データサイエンティスト
関連のニュースなど
オープンデータ

一 応 補 足しますと、ここで 使うデ ータは 画 面 の「 C a r

Notebookの
サンプルコード

Performance data」のリンク先にあります。クリックしてみて
ください。燃費、エンジンの気筒数、排気量などの情報が
表示されます。右上の
「Link」をクリックして表示された URL

論文、記事など

をコピーしてください（図10）。自分で作成したプロジェクト

チュートリアル

のNotebookに戻って、サンプル画面上にある次のPython
コードを入力します。赤字の「LINK-TO-DATA」
を先ほどコピー

図10 サンプルデータを入手する

したURLで置き換えてください。
「LINK」
をクリック

import pandas as pd
import brunel
このURLをコピー

cars = pd.read_csv("LINK-TO-DATA",usecols= ['mpg','
cylinders','engine','horsepower','weight','accelera
tion','year','origin','name'])
cars.head(6)

+

図11

実行結果

図12

燃費と馬力の関係を表したグラフ

［Alt］キーを押しながら
［Enter］キーを押して実行します。
データが無事に読み込まれれば図 11のように表形式で表示
されます。
N o t e b o o k の サンプ ル は 、タイトル に もあるように
「Brunel」という Pythonのビジュアライゼーションライブラリ
を使っています。もちろん、WSにはこのライブラリがあらか
じめ組み込まれています。さらにサンプル画面に書かれた次
のコードを実行してみましょう
（図 12）
。
%brunel data('cars') x(mpg) y(horsepower) color (or
igin) :: width=800, height=300

+

横軸は燃費（Mpg）、縦軸は馬力（Horsepower）です。日
本車と米国車、欧州車が色分けされているので違いが判っ

%brunel data('cars') x(Engine) y(horsepower) color

て面白いといえます。日本車は燃費が良いけれど、馬力はな

(origin) :: width=800, height=300

+

さそうで す。ここで 、 例 えば 燃 費 を エン ジン の 大 きさ
（Engine）で置き換えてみましょう
（p.20の図 13）
。

米国車と欧州車、日本車の特性がよく分かります。パラメー
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ターを変えていろいろ試してみてください。

ibm.com/）に戻ってください。上のメニューから
「管理」「ア
クセス
（IAM）」を選択（図14）し、画面左にある
「ユーザー」

図13 エンジンの大きさと馬力の関係を表したグラフ

を選びます。
次の画面で「ユーザーの招待」ボタンをクリックします。
その次の画面でデータなどを共有するユーザーのメールア
ドレスを入力して、アクセス権限などを選択してください（図
15）。なお、招待できるユーザーも IBM Cloudのアカウント
を所有していることが前提です。必要な内容を入力または
選択して
「ユーザーの招待」ボタンをクリックし、WSのポー
タル画面に移動したら共有したいプロジェクトを選んで
「Add
new collaborator」をクリックしてユーザーのメールアドレス、

共同作業
さて冒頭で書いた、WSの特徴の中に「共同作業」があり

アクセスレベルを設定します
（図 16）
。

ました。これについても簡単に紹介します。WSでは単にデー
タサイエンティストが使いやすいサービスをまとめて提供す
るだけではなく、複数の人（メンバー）がデータや解析結果
を共有して作業できます。

CSVデータの読み込み
先ほど試したように解析するデータは Webサイトからイン
ポートできるほか、手持ちのCSVデータから読み込むことも

まずは一度 IBM Cloudのコンソール画面（https://cloud.

可能です。編集可能な状態のNotebookで、
データ読み込み
用アイコン
（図17①）
をクリックし、続けて
「browse」
をクリック

図14

共同で作業するユーザーを登録するための画面を開く

します
（図17②）。
ファイルが選択できるようになります（図17
③）。ファイルを選ぶと、読み込み用のスクリプトが右にメ
ニューとして用意されます
（図18）
。
例えば、
「Insert to code」「Insert pandas DataFrame」を選択して
［Alt］キーを押しな
がら
［Enter］キーを押して実行してみてください。プログラ

図15 ユーザーの招待

図17

CSVファイルをインポート

①

メールアドレスを入力
「リソース」
を選択

②

「すべてのIDおよびアクセス
対応サービス」
を選択
「役割を選択」
で、すべての役割にチェック
を入れる
（シナリオ簡単化のため）

③

図16 プロジェクトに対して共同で作業するユーザーを登録
図18

CSVファイルをプログラムに読み込む

クリック
メールアドレスを入力して
［Enter］キーを押す
アクセスレベル
（Admin、Editor、Viewer）
を選択
クリック
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クリック

クリック

［Alt］
キーを押しながら
［Enter］
キーを押して実行

図19 ライブラリの追加

ムに CSVファイルのデータが読み込まれます。

図20

機械学習

なお、WS はデータの保存にオブジェクトストレージを使っ

① ラ イブ ラリ 、
ツールを使って
モデルを作成

ています。このオブジェクトストレージは「Amazon Web
Services」
（AWS）の「S3」と互換です。互換ツールを使っ

テストデータ

訓練データ

て気になるデータをオブジェクトストレージに入れておき、

モデル

後で WS を用いて解析することも可能になっています。
ちなみに、解析や分析などに無料で利用できるようデー

分類、予測
結果

タのオープン化が進んでいます。日本でもオープンデータに
対する取り組みは徐々にではありますが、活発になりつつあ
ります。「http://www.data.go.jp/」では政府主導のオープ

②テストデータで
モ デ ル を 利 用し
てデータの分類、
予測などを行う。

図21 ディープラーニング

ンデータへの取り組みを紹介していて、日本全国のオープン
データにアクセスできます。CSVデータも多くあるので、ぜ
ひ Notebookでいろいろと解析してみてください。

結果

データ

ライブラリの追加
WSの Notebookにはあらかじめさまざまな Pythonライブ

入力層

ラリがインストールされていますが、世の中の Pythonライ

出力層
隠れ層

ブラリをすべて網羅しているわけではありません。ただし、
使いたいライブラリがなくても次のようにセルの中で「pip」

対して分類を実施する、あるいは予測を行うものです（図

コマンドを使ってライブラリを追加できます
（図 19）
。

20）
。

!pip install tflearn

+

ディープラーニング
機械学習の学習アルコリズムに、人間の頭脳に当たる

「tﬂearn」は「TensorFlow」のラッパーで、容易な文法、

「ニューロン」という仕組みをまねて作った人工ニューロン

少ない労力で機械学習を比較的簡単に実装できることを目

を利用したものです。この人工ニューロンは複数組み合わ

指したライブラリです。

せて作った層を深く重ねることから、それを利用したものを
深層学習（ディープラーニング）と呼んでいます（図21）。

機械学習とディープラーニングを試す

総論で紹介したWatson も一部でこのディープラーニングを
使っています。

では最後に、WS における機械学習とディープラーニング
について紹介します。その前に機械学習とディープラーニン
グについて簡単に記しておきます。

WSで機械学習
WS のポータル画面から「Community」内のディープラー
ニングの例として「Small Steps to TensorFlow」を見ていき

機械学習
簡単に説明すると、多くのデータの中からコンピュータが

ましょう（p.22の図22）
。メニューから選ぶこともできますが、
「https://ibm.co/2O42lMz」からアクセスしてください。

自ら法則性を見つけ出して学習することです。学習した結果

表示された Notebook 上のコードを 1 行ずつコピー＆ペー

はモデルとして作成され、これを利用して、新しいデータに

ストしても構いません。ただし、もっと簡単な方法もありま
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す。図23の「Download」をクリックして自分のパソコンにコー
ドをダウンロードしてください。

最初に簡単な説明とライブラリの読み込み処理がありま
す。16 行目などにある「epochs」（エポック数）とは、一

次に「Watson Studio の始め方」で作成したプロジェクト

つの訓練データを何回学習させるかの数になります。ある

のトップ画面に移動して新しい Notebook を作成します。No

程度回数を繰り返さないと正確なモデルは作成できません

tebook の名前を入れて、その上の「From ﬁle」をクリック

が、時間がかかるので適切なエポック数を指定することが重

します。「Notebook File」項目にある「ファイルを選択」ボ

要になってきます。ただ、GPU を使えば処理が速くなり短時

タンをクリックして先ほど保存したファイルを読み込みます

間で実行が終了します。ここに書かれているように「K520

（図24）
。
「Create Notebook」ボタンをクリックするとコー

GPU」を使うと1 エポック当たり16 秒で終了するようです。

ドが入力されてそのまま実行されます。
「Small Steps to TensorFlow」には、三つの演習がありま

Watson Machine Learning

す。一つ目と二つ目は関数の解をグラフで書いたりして証明

WS では「Watson Machine Learning」も利用できます。

するものです。あまり機械学習的ではありませんが、数式を

前述のように Notebookで Pythonとライブラリを使って機械

Notebook で扱う練習になるでしょう。三つ目は線形回帰を

学習していくとも可能ですが、Python などの知識が要求さ

使ってモデルを作っていくものです。線形回帰は機械学習で

れ ま す。 この Watson Machine Learning は、Web の UI に

使われるアルゴリズムの一つです（図25）
。ここでの使い方

より機械学習を可能にしたものです。こちらも無料で使える

を見れば、ほかのアルゴリズムを理解するときの参考にな

ライト・プランがあります。

るでしょう。

図 24 コードを読み込ませる

Watson Studioでディープラーニング
では、次にディープラーニングを試しましょう。ここでは
手書きの数字に正解ラベルが与えられているデータセット
「mnist」を、ディープラーニングのライブラリを使って学
習するプログラム（mnist_cnn.py）を扱います＊3。新しい
Notebook を作成し、図26 のコードをコピー＆ペーストして
実行すれば問題なく動作します。
図22 「Small Steps to TensorFlow」を試す

図 25

図 23 コードのダウンロード

3 このサンプルは
「https://github.com/keras-team/keras/blob/master/examples/mnist_cnn.py」とし
て GitHubに公開されています。

＊
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線形回帰の実行結果

図 26

mnist_cnn.py のソースコード

'''Trains a simple convnet on the MNIST dataset.
Gets to 99.25% test accuracy after 12 epochs
(there is still a lot of margin for parameter tuning).
16 seconds per epoch on a GRID K520 GPU.
'''
from __future__ import print_function
import keras
from keras.datasets import mnist
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Dropout, Flatten
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D
from keras import backend as K
batch_size = 128
num_classes = 10
epochs = 12

# the data, shuffled and split between train and test sets
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

↑

# input image dimensions
img_rows, img_cols = 28, 28
学習データとテストデータを分割

if K.image_data_format() == 'channels_first':
x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], 1, img_rows, img_cols)
x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], 1, img_rows, img_cols)
input_shape = (1, img_rows, img_cols)
else:
x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], img_rows, img_cols, 1)
x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], img_rows, img_cols, 1)
input_shape = (img_rows, img_cols, 1)
x_train = x_train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
x_train /= 255
x_test /= 255
print('x_train shape:', x_train.shape)
print(x_train.shape[0], 'train samples')
print(x_test.shape[0], 'test samples')
↑

# convert class vectors to binary class matrices
データのエンコーディング
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, num_classes)
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, num_classes)
↑

model = Sequential()
ニューラルネットワークを構築
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3),
activation='relu',
input_shape=input_shape))
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Dropout(0.25))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(128, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(num_classes, activation='softmax'))

↑

↑

model.compile(loss=keras.losses.categorical_crossentropy,
コンパイルしてニューラルネットワークを学習
optimizer=keras.optimizers.Adadelta(),
metrics=['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train,
経過を表示させながら学習を実行
batch_size=batch_size,
epochs=epochs,
verbose=1,
validation_data=(x_test, y_test))
score = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)
print('Test loss:', score[0])
print('Test accuracy:', score[1])
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サーバーレスサービス

IBM Cloud Functions
クラウドサービスとして「サーバーレス」が注目されています。IBM Cloudでも「IBM Cloud Functions」というサーバーレス
サービスを提供しています。IBM Cloud Functionsにおけるアプリの作り方、AIと組み合わせた処理、活用事例を紹介します。

最近では「サーバーレスサービス」という言葉を聞く機会

図1 IaaS、
PaaS、
FaaSの違い

が増えてきました。
「FaaS」
（Function as a Service）と一般に
呼ばれるこのサービスは「Amazon Web Services」
（AWS）の
「Lambda」など、いくつかのクラウドサービスプロバイ
ダ ー か ら 提 供 さ れ て い て 注 目 を 集 め つ つ あ り ま す 。米
Gartner（ガートナー）社の「先進テクノロジのハイプ・サイ
クル：2017年」の発表＊1でも今後2～5年以内にメインスト
リームになるテクノロジーと予測されています。
本章は、IBM Cloudのサーバーレスサービスである「IBM
Cloud Functions」を紹介します。試せるコードも載せてい
るので実際に動かしてみてください。IBM Cloud Functions

バーレスと呼ばれる理由です。実際には、実行するのにサー

は、クレジットカードを登録せずに、メールアドレスの登録

バーが必要ないわけではなく、サーバーの面倒を見なくて

だけで使える無料フリーアカウント（ライト・アカウント）

もよいサービスです。
PaaSもサーバーを構築しないため、同じサービスと思わ

でも利用できます。

れるかもしれません。しかし、PaaSの環境ではメモリーリ

サーバーレスとは

ソースなどを考慮しなければいけなかったり、アクセス数

自分で開発したアプリを動かせるクラウドサービスに

が増えてくるとスケールアップ（アウト）をどうするかを検

は、大まかに「IaaS」
（Infrastructure as a Service）と「PaaS」

討しなければいけなかったりします。FaaSでは、そのよう

(Platform as a Service）があります。IaaSでは、仮想サーバー

なサーバーリソースに関することはすべて、クラウドサー

や仮想ストレージ、仮想ネットワークなどの、インフラスト

ビスプロバイダーが実施します。

ラクチャーの資源を、PaaSでは、インフラストラクチャー

FaaSで課金されるのは、そのプログラムにより機能が動

の資源からミドルウエアなども含め、主にアプリ動作環境

いている時間だけです。IaaSやPaaSのようにプログラムが

までを提供します
（図1）
。

動作していないのにサーバーや環境だけで課金されること

サーバーレスのFaaSは、IaaSやPaaSとは異なるサービス

がないため経済的にもお得なサービスといえるでしょう。

表1にはIaaS、PaaS、FaaSの違いを簡単にまとめました。

です。FaaSでは、プログラムのコードを実行するファンク
ション（機能）を提供します。事前にプログラムが起動する
サーバーを用意する必要がありません。これが一般にサー
表1 独自アプリを動かせるクラウドサービスの形態
形態

提供範囲
ユーザー側が構築・管理するもの
主なサービス

IaaS

詳しくは「https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20170823-01.html」を参
照してください。

PaaS

FaaS

仮想のサーバー
（サービスによっては物 アプリ開発のための環境、
プラット

アプリ
（ファンクション）
の実行環境

OS、
ミドルウエア、
アプリ

アプリ

ミドルウエア
（選択）
、
アプリ

AWS
（Elastic Beanstalkな
AWS
（EC2など）
、
Azure
（仮想サーバー Heroku、

など）
、
IBM Cloud
（物理サーバー、
仮

AWS Lambda、
Azure Functions、
IBM

ど）
、
IBM Cloud
（Cloud Foundryなど） Cloud Functions

サーバーが起動している間費用が発 基本的にはサーバーが起動している アプリが実行されて終了するまでの
生する。
OSのチューニングなど詳細

まで自由にできる
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＊1

理サーバー）
、
ストレージ、
ネットワーク、
OS フォーム

想サーバーなど）

費用および自由度

さらに、FaaSについて特徴を簡単にまとめると、次のよう

間は費用が発生する。
こまめにサー

バーを止めることで費用を抑えられ

る。
チューニングの範囲は限られる

課金。
何も発生しない場合には費用

がかからない。
オートスケールなども

自動的に行われる。
チューニングなど
の必要なし

になります。

k」
（https://openwhisk.apache.org/）
を使っています
（図2）
。

・コードを書き、それを連携させるだけで一連の処理を実
行できる

・ 実行に必要なサーバーはクラウドサービスプロバイ
ダー側で自動的に割り当てる。またスケールアップ（ア
ウト）
も必要に応じて自動的に対処する

・実行が終了すると自動的にインスタンスが消去される。
従って、
課金はコードが動いていた時間だけになる

・ さまざまなサービスがコードを起動するトリガーとし
て用意されている。それを利用して定期的、あるいは何
らかのイベントを起点にサービスを起動できる

よって、Apache OpenWhiskと同じ操作で自分が所望する
サービスを作成できます（図3）
。
IBM Cloud Functionsは、イベントドリブン（逐次駆動）で
ファンクションを起動できます。起動のための「トリガー」
は設定可能です。例えば、ある特定の時間でデータベースの
「Cloudant」が更新されたときをトリガーとして指定でき
ます。まだ、設定できるトリガーはあまり多くありません
が、今後増えていくでしょう（図4）
。
図4 選択できるトリガーの種類

トリガー・タイプの選択

良いことばかりのようなサーバーレスですが、一方で、ま
だ出始めのサービスでもあり注意が必要です。例えば、クラ
ウドサービスプロバイダーにもよりますが、プログラミン
グ環境として、使用できる言語などが限られています。自分
が慣れている言語環境がまだない場合もあります。

IBM Cloud Functionsの概要

IBM Cloudの特徴の一つとして、できるだけオープンな

技術で基盤を作り、ユーザーがベンダーロックインされな
い環境として利用できるようにしている点があります。
IBM
Cloud Functionsではオープンソースの「Apache OpenWhis
図2 Apache OpenWhiskの公式サイト
（https://openwhisk.apache.org/）

一つの特定タスクを実行できるプログラムコードを
「アク
ション」と呼びます。アクションを記述する言語は好みのも
のから選べます。2019年7月下旬時点においてサポートさ
れている言語は「JavaScript」
「Swift」
「Python」
「Java」
「PHP」
「Go」です。仮想化ソフト「Docker」のコンテナー、任意の実

図3 IBM Cloud Functionsの概要

行可能ファイルを動かすことも可能です。東京リージョン
結果

でも利用できます。
そして、アクション同士をつなげて一連のアクションを
実現できます。それをAPIとして作成して提供することが

イベント

可能です（図5）
。

トリガー

図5 一連のアクションからAPIを作成

ルール

アクション
（ファンクション）
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Part 1

IBM Cloudが提供するサーバーレスサービス「IBM Cloud Functions」を実際に使ってみましょう。IBM Cloudアカウントの
作成・ログイン、アクションの作成、トリガーの設定、APIの作成など、手順を追いながら分かりやすく解説します。
サーバーレスサービス「IBM Cloud Functions」を使うに
は、まず「IBM Cloudアカウント」を取得します。Webブラウ
ザーで「https://cloud.ibm.com/」にアクセスし、
「フリー・ア
カウントの作成」ボタンをクリックします。開いた画面に

して作成します。

IBM Cloud Functionsの開始画面

アカウントの作成後、最初の画面にある「ログイン」ボタ

ユーザー情報を入力します（図1）
。クレジットカードの登

ンをクリックし、
IBM Cloudにログインします。左上にある

録不要で無期限・無料のアカウント（ライト・アカウント）と

ハンバーガー（3本線）メニューをクリックし、
「Functions」
を選びます（図2）
。

図 1 IBM Cloud アカウントの作成
クレジットカードの登録は不要だ。

IBM Cloud Functionsの開始画面（https://cloud.ibm.com/
functions）
が表示されます
（図3）
。
IBM Cloud Functionsでは、
「はじめに」
「アクション」
「トリガー」
「API」
「モニター」
「ロ
グ」
「名前空間の設定」の七つのメニューが用意されていま
す＊1。それぞれのメニューの役割は表1の通りです。
図3 IBM Cloud Functionsの開始画面
このダッシュボード画面から各操作を実施する。

図2 「Functions」
を選ぶ
IBM Cloud Functionsの開発画面に切り替わる。

表1 IBM Cloud Functionsの六つのメニュー

メニュー名
開始

内容

IBM Cloud Functionsに関する情報・リンクがま
とめられている

アクション 作成したアクションを一覧表示。
アクションを選
択すると編集画面に遷移する

トリガー
API
選択

モニター
ログ

名前空間
の設定

作成したトリガーを一覧表示。
トリガーを選択す
ると設定画面に遷移する

アクションをAPI化したときのAPIゲートウエイが
設定できる

アクションの実行結果を確認できるダッシュボー

ド画面を表示

詳細なログを確認できる
「Kibana」の画面を表示

IAM（Identity and Access Management）管理の
名前空間を管理できる

＊1 IBM Cloud Functions について、詳細な機能や情報が知りたい場合は「IBM
Cloud Docs」
（https://cloud.ibm.com/docs/openwhisk）を参照してください。
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IBM Cloud Functionsによる
アプリの開発

テナーを利用します。Dockerコンテナーがアクションとし
て利用できるのは、IBM Cloud Functionsの特徴の一つで
す。

IBM Cloud Functionsでのサーバーレスアプリの開発は、
二つのステップに分かれます。

すると、コード編集画面が表示されます（図6）
。画面中央
のエディタでコードを編集できます。コードを編集してア
クションを開発するときに、気を付けなければならない点

（1）
アクションの作成

（2）
トリガーやAPIによる呼び出しの設定
まず、実行させたい処理に合わせてコードを記述します。
このコードは「アクション」としてIBM Cloud Functionsに
登録します。
次に、
登録したコードを呼び出す条件を設定し
ます。外部のイベントやHTTPリクエストを条件とすること
で、
アクションの実行を自動化できます。

が三つあります。
1. アクションが呼び出されると、まず「main」関数が実行
される。そのため、main関数が不可欠となる

2. アクションへの入力および出力はともに「JSON」形式と
する。データ構造は自由に指定できる

3. IBM Cloud Functionsではアクションが呼び出されるた

びにインスタンスが作成され、処理が完了するとインス
タンスは破棄される。よって、アプリはステートレスに

なお、IBM Cloud Functionsのアプリは「GUI」
「CLI」どちら

記述する

のユーザーインタフェースを利用しても開発できます。こ
こでは、
GUIを用いた開発の方法を解説します。

な お、IBM Cloud Functionsで 用 意 し て い る ラ イ ブ ラ リ

アクションの作成

（Node.jsとPython用のみ）なら使用できます＊2。

IBM Cloud Functionsの開始画面（図3）中央にある「作成

アクションを新規作成すると、コード編集画面には次の

の開始」ボタンをクリックし、
「アクションの作成」リンクを

コードが入力されます。
「Hello World」を出力するだけの非

クリックします（図4）
。開いた画面で「アクション名」に任

常にシンプルなプログラムです。

意 の 名 前（こ こ で は「Hello World」
）を 入 力 し ま す。
「パ ッ
ケージを囲む」
はそのままにして、
「ランタイム」
で開発する

function main(params) {

言語やバージョン（ここでは「Node.js 8」
）を選び、
「作成」を
クリックします（図5）
。提供されていない言語を使ってア
クションを開発したい場合は、仮想ソフト「Docker」のコン
図4 アクションの作成
「アクションの作成」
リンクをクリックする。

return { message: 'Hello World' };
}
図6 アクションのコード編集画面
サンプルコードが既に入力されている。

クリック

図5 アクション名や開発言語の指定
アクション名は、
機能が分かりやすい名前にする。

図7 アクションの実行結果
JSON形式で出力される。

＊2 利用可能なライブラリは、
「IBM Cloud Docs」で確認してください。標準で
用意されている以外のライブラリを使用したい場合は、ローカル環境にパッケー
ジ管理システムの「npm」や「pip」でそのライブラリを導入してアクションを開発。
CLI で、IBM Cloud Functions にアクションと一緒に登録します。
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まずはコードを書き換えずに、このアクションを動かし

それでは、アクションに渡すパラメーターを設定します。

てみましょう。右上の「起動」
をクリックすると、
アクション

右上の「入力の変更」をクリックし、次のようにJSON形式で

を実行できます。右側に結果のウィンドウが表示され、

パラメーターを入力します。
「TARO」の部分は各自好きな名

「Hello World」
のメッセージが確認できます
（p.27の図7）
。

前に置き換えてください。

実行できたところで、コードを書き換えましょう。
アクシ
ョンが呼び出されたときに
「パラメーター」
を渡すことが可

{

能です。
次のように、コードを書き換えて
「保存」
ボタンをク
リックします。
「name」というパラメーターが渡された場

"name" : "TARO"
}

合に、
出力を変更するようなコードを追加しています。
「適用」ボタンをクリックし、再度「起動」ボタンをクリッ
function main(params) {
if (params.name) {
return { message: 'Hello ' + params.name };

クします。パラメーターが反映され、結果のメッセージが変
わりました（図8）
。
基本的なアクションの作り方は以上です。コードの断片

}

を記入するだけなので素早く、手軽にアプリを作成できる

return { message: 'Hello World' };

ことを体感できたでしょう。

}

ちなみに、アクションにパラメーターを渡せる特徴を使
って、アクションを複数つなげることも可能です。なお、複
数のアクションをつなげたものを「シーケンス」と呼びま

図8 書き換えたアクションの実行結果
「World」がパラメーターに与えた
「TARO」
に置き換わった。

す。シーケンスもIBM Cloud Functions内では、アクション
の一つとして扱われます。p.27の図4の画面で「シーケンス
の作成」リンクをクリックし、つなげたいアクションを選ぶ
だけで簡単にシーケンスを作れます。
シーケンスの中では、先に実行するアクションの出力が
次に実行するアクションの入力となります。そのため、
シー
ケンスの作成時はアクションを呼び出す順番、および受け
渡すパラメーターに注意が必要です。
なお、IBM Cloud Functionsには一つのアクションが使用
できるメモリー量や、1分当たりに許可されるアクション

図9 トリガーの選択
ここでは「Periodic」
（定期実行）
を選ぶ。

の呼び出し回数など、いくつかのシステム制限があります。
本格的にIBM Cloud Functionsを使ってアプリを作成する
ときにはこの制限にも留意しながら実装してください。

トリガーの作成

ここからアクションの呼び出し方法を設定していきま

す。まず「トリガー」を作成します。トリガーは、アクション
を実行するための条件です。トリガーを使うと、イベントド
リブン（逐次駆動）でアクションを呼び出せます。
図10 トリガー名の入力
ここでは「myTrigger」
とした。

IBM Cloud Functionsでは、2019年7月下旬時点において
六つのトリガータイプを提供しています。ここでは、
例とし
て「Periodic」
（定期実行）をトリガーとして設定します。
左上の「Functions」リンクをクリックします。p.26の図3
の画面に戻ったら「作成の開始」ボタンをクリックし、図4
の画面左下にある「トリガーの作成」リンクをクリックしま
す。
「トリガーの接続」画面で「Periodic」リンクをクリック
します（図9）。開いた画面で「トリガー名」に任意の名前（こ
こでは「myTrigger」）を入力します（図10）
。
続いてタイマーを設定します。ここでは、
「UTC 分」の右
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にあるプルダウンメニューから「2分毎」を選んで、2分ごと
にアクションを呼び出するように設定します
（図11）
。

「POSTリクエスト」を送信すると、トリガーが起動して、ア
クションが呼び出されます。この方法でアクションを呼び

「作成」ボタンをクリックすると、トリガーが作成されま

出 す に は、
「APIキ ー」に よ る 認 証 が 必 要 に な り ま す。API

す。次に、トリガーとアクションをひも付けるために「ルー

キ ー は「認 証」欄 の「APIキ ー」リ ン ク を ク リ ッ ク し、
「API

ル」を作成します。画面右上にある「追加」をクリックし、接

キー」の「キー」欄にある書類マークをクリックすると、コ

続するアクションを設定します
（図12）
。

ピーできます。

「既存の（数字）の選択」を選んで、プルダウンメニューか
ら、先 ほ ど 作 成 し た「Hello World」ア ク シ ョ ン（Default
Package/Hello World）を選択します（図13）
。
「追加」ボタン

図11 2分ごとに呼び出すように設定
プルダウンメニューから「2分毎」を選ぶ。

をクリックすると、2分ごとに「Hello World」アクションが
実行されるようになります。
ちなみに、IBM Cloud Functionsには事前定義済みのアク
ション＊3 も用意されています
（図14）
。
例えば、
「IoT Gateway」
アクションを使用すれば、Raspberry PiのようなIoTデバイ
スとの連携もできます。

図12

トリガーとアクションをひも付けるルールの作成

アクションをAPIとして呼び出す

IBM Cloud Functionsで作ったアクションを外部サービ

スとWebhook＊で連携したい、あるいは自社アプリのバッ
クエンドサービスとして利用したいなど、アクションを

図13 ひも付けるアクションを選ぶ
「Default Package/Hello World」を選択する。

「HTTPリクエスト」で呼び出したいケースはよくあるでし
ょう。IBM Cloud Functionsでは、アクションをAPI化する方
法が複数提供されています。
まず、一つ目として、HTTPリクエストをトリガーにする
方法です。アクションとひも付けた、トリガーの編集画面左
の「エンドポイント」をクリックすると、
「REST API」のエン
ド ポ イ ン ト（URL）が 表 示 さ れ ま す（図15）
。こ のURLへ

図14 事前定義済みのアクション
「IoT Gateway」
アクションを使えば、
IoTデバイスと連携できる。

【Webhook】 あるWebアプリから別のWebアプリに対してデータを送信する仕組み。
＊3 トリガーにアクションを追加した画面で「パブリックの使用」をクリックすると一覧
で表示されます。
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図15 REST APIに関する設定
エンドポイントとなるURLを表示する。

より細かなAPI設定、例えばレート制限＊やOAuth認
証＊といった機能を実現したい場合は、APIゲートウエイ
の機能を利用します。IBM Cloud Functionsではゲート
ウエイ機能を無料で使えるのも大きな特徴です。APIを
限られた利用者や企業に公開したい場合は、この機能を
使うのがよいでしょう。APIは、IBM Cloud Functionsの
画面左の「API」メニューから開く画面で設定できます
（図16）
。

図16 APIゲートウエイ機能を利用するときのAPI作成
「OpenWhisk APIの作成」
ボタンをクリックする。

自社のWebアプリのバックエンド処理で使用する場
合は、認証なしで呼び出して容易に実装したいこともあ
るでしょう。そのようなケースでは、
「Webアクション」
が利用できます。アクションのコード編集画面、左メニ
ューの「エンドポイント」をクリックします。
「Webアク
ションとして有効化」にチェックを付けて「保存」ボタン
をクリックすると、認証不要でアクションが呼び出せる
URLが発行されます（図17）
。
なお、数多くの利用者や企業に公開しつつ、利用の頻

図17 認証不要でアクションを呼び出せるAPIの作成
「Webアクションとして有効化」
のチェックを付ける。

度 は 利 用 者 や 企 業 別 に 定 義 し た い 場 合 は、
「IBM API
Connect」サービス（https://www.ibm.com/jp-ja/market
place/api-management）の利用も検討してください。

アプリの運用管理

先ほど設定した定期実行のトリガーが正しく起動し、

アクションが実行されているかどうかを確認してみま
しょう。アクションが正常に処理されたかどうかは、
「モ
図18 アクションの実行状態を確認
「アクティビティー・ログ」
から2分に1回起動していることを確認でき
る。

ニター」メニューで確認できます。p.26の図3の画面に
戻って、左にある「モニター」をクリックしてください。
開いた画面を見ると、2分ごとに「myTrigger」のトリ
ガーが起動され、
「Hello World」アクションが実行され
ていることが分かります（図18）
。
「アクティビティー・
ログ」のチェックマーク部分をクリックすると、出力メ
ッセージとログを確認できます。

定期実行アクションの無効化

最後に、作成したトリガーとアクションの接続を無効

にします。左メニューから「トリガー」を選んでトリガー
名をクリックし、接続されたアクション一覧を表示させ
図19 アクションの無効化
「接続」
のチェックボックスをクリックし、
「有効」
を
「無効」
にする。

ます。
アクション名の右側にある「接続」のチェックボック
スをクリックし、
「有効」を「無効」にします（図19）。これ
でトリガーが起動してもアクションが呼び出されるこ
とはなくなります。

【レート制限】 単位時間当たりにAPIを使用できる回数を制限すること。
【OAuth】
権限の認可に関するオープンな標準規格。
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Part 2

サーバーレスサービス「IBM Cloud Functions」、AIサービス「Watson」の画像認識機能「Visual Recognition」、ファイル
共有サービス「Box」を組み合わせて、ケーブル画像を適切なフォルダーに仕分けするサービスを構築します。
AI（Augmented Intelligence）サービス「Watson」の中で最
も人気があるものの一つが、
画像認識機能
「Visual Recognition」
です 。Watsonが既に学習を済ませているので、すぐに画像
＊1

や映像に写った複数の物体、情景を分析・認識できます。この
ほか、機械学習によりWatsonに独自の画像データを学習さ
せることも可能です。

（1）ライト・アカウントの作成とIBM Cloudへのログイン
（2）CLIのインストールとセットアップ
（3）サンプルファイルのダウンロード

（4）Boxアカウントの登録とセットアップ
事前準備を終えたら、各クラウドサービスでアプリを作成

Visual Recognitionを各種サービスへ組み込むときのイン
タフェースとして、REST形式のAPIが提供されています。ま
た、Visual Recognitionの設定ツールも用意しています。この
設定ツールを利用することで、複雑なコードを書くことな
く、簡単に独自の画像認識サービスを実現できます。既に、自
社製品の認識・分類、製造ラインにおける欠陥検出といった
多種多様な業務で、少ない画像枚数による短時間の機械学習
で高い精度の画像認識を実現しています。
ここでは、サーバーレスサービス「IBM Cloud Functions」
およびファイル共有サービスである「Box」と組み合わせて、

し、画像仕分けサービスを完成させます。
（5）Visual Recognitionサービスの作成
（6）Visual Recognitionの学習
（7）Boxアプリの作成

（8）サーバーレスアプリの作成
（9）Webhookの設定

（1）～（4）の事前準備

（1）の作業は、Part1で説明したのでここでは割愛します。

図1のような構成で、Boxへアップロードされたケーブルの

IBM Cloudへログインしたら、
（2）のCLI導入作業を実施しま

画像（表1）を自動で仕分けするサービスを作成します。サー

す。まず、IBM Cloud Functionsのダッシュボード画面
（https:

ビスは、
次の流れで動作します。

//cloud.ibm.com/functions）の左にある「CLI」メニュー、また
図1 AIによる画像仕分けサービス

1 ユーザーがBoxにファイルをアップロードする

外部

2 アップロードされたことをWebhookで通知する
3 ファイルの画像イメージをVisual Recognitionへ渡す

アップロード

4 Visual Recognitionが分類結果を返す

1

5 分類結果からファイルを適切なフォルダーに移動する
それでは早速、画像仕分けサービスを作成しましょう。事

ケーブル名

仕分けフォルダー名

HDMI
（オス）
hdmi_male

2 Webhook
ファイル移動 5

IBM Cloud
Functions
4

3

ユーザー
Visual
Recognition

前準備として、
次の四つの作業が必要です。
表1 各種ケーブルと仕分けフォルター

IBM Cloud

Thunderbolt
（オス）
thunderbolt_male

USB
（オス）
usb_male

VGA
（オス）
vga_male

サンプルイメージ

＊1 詳細については「https://www.ibm.com/watson/jp-ja/developercloud/visualrecognition.html」を参照してください。
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は中央の「CLIのダウンロード」ボタンをクリックします。表

図4

Boxの個人ユーザーアカウント
（無料）
を取得

図5

画像仕分けサービス用のフォルダーを作成

図6

画像ファイルを仕分けするフォルダーを作成

図7

2段階認証を有効にする

示された「1.ダウンロード」の手順（図2）で、使用しているパ
ソコンのOSに合わせてIBM Cloud CLIのインストーラーを
入 手 し て イ ン ス ト ー ル し ま す。端 末（シ ェ ル）ま た は
PowerShellを開いて「2」と「3」の指示通りにコマンドを実行
します。
「4」
まで動作したらOKです。
図2

IBM Cloud Functions CLIの導入とセットアップの手順

（3）の作業では、事前に用意したサンプルのソースコード
や画像ファイルを入手します。以降に説明するサービスの作
成は、これらのファイルを使いながら説明します。
「https://u
s-south.git.cloud.ibm.com/ykishida/IBMCloud_SampleApp」
から、
圧縮したサンプルファイル
（IBMCloud_SampleApp.zip）
を入手してください。入手したファイルを任意の場所に展開
します。
図3のようにディレクトリーが配置されます。

（4）でBoxのアカウントを登録します。
「https://www.box.

com/ja-jp/pricing/individual」に ア ク セ ス し、無 料 の 個 人
ユーザーアカウントを取得してください（図4）
。アカウント
を取得してログインしたら、画像仕分けサービスで利用する
フォルダーを作成します。右上の「新規作成」メニューから
「フォルダ」を選択します。任意のフォルダー名を入力して
図3 サンプルファイル
IBMCloud_SampleApp.zipを展開して作
成されたディレクトリーやファイル。

IBMCloud_SampleApp

0_Watson

「作成」をクリックしま
す
（図5）
。
同 様 の 手 順 で、こ の
中に画像ファイルを仕
分けするためのフォル

1_Webhook

ダ ー を 作 成 し ま す。こ
こでは画像の種類に合

2_box-watson_classify

3_box-ﬁle-move

わ せ て「hdmi_male」
「t
hunderbolt_male」
「us
b_male」
「vga_male」の
フォルダーを作ります
（図6）
。

vr.json

Boxア カ ウ ン ト の2
段階認証を有効にしま
す。右 上 の ア カ ウ ン ト
アイコンをクリックし、
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「アカウント設定」を

図8

2段階認証のための電話番号を入力

選 択 し ま す。ア カ ウ
ント設定画面が表示
されたらスクロール
し て 認 証 項 目 の「未
承認のログインに対
しては2段階認証を
必須にする」
にチェックを付けます
（図7）
。
設定画面が表示さ
れたら、
「日本（+81）
」を選んで確認コードを送信する電話番
号を入力して「続行」ボタンをクリックします（図8）
。入力し
た電話番号宛てにSMSで送られてきたコードを入力して
「続
行」ボタンをクリックします。コードは2種類入力します。最

後に、
画面右上の
「変更を保存」
ボタンをクリックします。
以上で事前準備は完了です。

図14の「Add Service」ボタンをクリックし、
「Visual Recognit
ion」を選択してください（図15）
。

画像仕分けサービスを作成する
準備が整ったので、(5)～(9)の画像仕分けサービスの作

「Lite」プランが選択されていることを確認し、
「Create」ボ
タンをクリックします（図16）。
「Conﬁrm Creation」の画面が
表示されるので内容を確認し、
「Conﬁrm」ボタンをクリック
してサービスを作成します（図17）。サービス一覧画面に
Visual Recognitionの 項 目 が 現 れ る の で、そ の 項 目 に あ る

成を開始します。

(5)Visual Recognitionサービスの作成

（5）のVisual Recognitionサ ー ビ ス を 作 成 し ま す。IBM

Cloudにログイン後、ダッシュボード画面（https://cloud.ib

「Launch Tool」ボタンをクリックします（図18）
。
カスタム画像認識処理用のカスタムモデルを作成するた

め、p.34の 図19の「Classify Images」カ テ ゴ リ ー の「Create
Model」ボ タ ン を ク リ ッ ク し ま す。名 前 に「Custom Cable

m.com/）上部の「カタログ」をクリックします。画面左部分の

Model」を入力し、
「Create」ボタンをクリックします＊2（p.34

カテゴリーから「AI」をクリックし、Watsonサービス群を表

の図20）
。

示します。
この中から
「Watson Studio」
をクリックします（図

9）
。
「サービス名」は任意に設定できます（図10）
。そのままで
構わないので
「作成」
ボタンをクリックします。

（6）
Visual Recognitionの学習

（6）
ではカスタム画像処理を行うために、
Visual Recognition

で画像データの学習を実施します。
まずは
「Get Started」をク
リックします
（図11）
。
別のタブに設定ツール
「Watson Studio」

カスタムモデルを作成するための画面が表示されます
（p.34の図21）
。学習させる画像は「0_Watson」フォルダー内
の「Training_Data」フォルダーにあります。ケーブルの種類
別 に「hdmi_male.zip」
「thunderbolt_male.zip」
「usb_male.zi
p」
「vga_male.zip」の画像ファイル群を用意しています。
分類
する画像の種類を「クラス」と呼び、このクラスごとにZIP形
式で画像をまとめて配置します。
Training Dataフォルダー内にあるサンプル画像の各ZIP

の画面が開きます（図12）
。左上のハンバーガー（3本線）メニ

フ ァ イ ル を デ ー タ パ ネ ル に ア ッ プ ロ ー ド し ま す。右 の

ューから「Services」
「Watson
Services」を選びます（図13）
。

「Browse」ボタンをクリックしてファイルを選択するか、あ

図9 「Watson Studio」のメニュー

図10

Watson Studioのインスタンスを作成

図11

Watson Studioの起動

図13 「Services」
「Watson
Services」
を選択

図16 「Create」ボタンをクリック

図17 「Conﬁrm」ボタンをクリック
図14 「Add Service」ボタンをクリック

図12

Watson Studioのトップ画面

図15 「Visual Recognition」
を選択

図18 「Launch Tool」
ボタンをクリック

＊2 「Storage」
が表示されないときは、
ページを再読み込みしてください。
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るいは「To add ﬁles to …」にドラッグ＆ドロップでアップ

「Credentials」タ ブ を ク リ ッ ク し、
「Auto-generated service

ロードし、四つのZIPファイルをモデルに追加します。ファイ

credentials」にある「View credentials」をクリックして資格

ルがアップロードされたら、各ファイルにチェックを付けて

情報を表示します。資格情報のページで「api_key」
（APIキー）

「Add to model」をクリックします（図22）
。数十秒ほどで画

をコピーします（図27）
。

像が読み込まれます。
「Train Model」ボタンがアクティブに
なったら、
そのボタンをクリックします
（図23）
。

サンプルの中にある「vr.json」を編集し、
「apikey」と「classif
ier_id」の右辺の「"」内に、コピーしたAPIキーとModel IDを

しばらく待つと、学習が完了したという通知が表示される

記入します。

ので、画像分類のテストを実施します。カスタムモデルの概
要が表示されたら、
「Test」タブをクリックしてテスト画面を

{

表 示 し ま す。サ ン プ ル の「0.Watson」フ ォ ル ダ ー 内 の「Test

"apikey": "",

Data」フ ォ ル ダ ー に あ る 四 つ の 画 像 フ ァ イ ル を、
「Drop

"classifier_id": ""

image ﬁles …」と書かれた箇所にドラック＆ドロップする
と、画像の下部にテスト結果がスコアで表示されます（図
25）。

ここからは、
Visual Recognitionの機能をIBM Cloud Functi

← APIキーを入力
← Model IDを入力

}

（7）Boxアプリの作成

ここからは、Boxサービスにてファイルをアップロードし

onsのコードから呼び出すための資格情報（Custom Model

たことをWebhookで通知するための設定をします。Boxコ

IDとAPIキー）を確認します。まずはCustom Model IDを確認

ンソール画面（https://developer.box.com/）にアクセスし、

します。
「Overview」タブをクリックしてカスタムモデルの

「Console」ボタンをクリックしてコンソール画面を表示し

概要ページを表示します。
「Summary」ペインの「Model ID」

ます（図28）。Boxコンソール画面で「アプリの新規作成」ボタ

をコピーします
（図26）。

ンをクリックします。
「カスタムアプリ」を選んで「次へ」ボタ

次に、Visual RecognitionのAPIキーを確認します。上部の
「Associated Service」にあるリンクをクリックして「Visual

ンをクリックします。
「JWTを使用したOAuth2.0（サーバー
認証）」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

Recognition」のサービスインスタンス画面に移動します。
図19 カスタムモデルの作成を開始

「アプリに一意の名前を付けます」に任意のアプリ名を入

図22 アップロードした画像ファイルを
モデルに追加

図23

学習を実行する

図25 テストの実行結果

図26

Model IDを取得

図27

APIキーの取得

図28

Boxのコンソール画面

図20 カスタムモデル名を指定

図24
図21 カスタムモデル作成画面
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学習完了

力し、
「アプリの作成」ボタンをクリックします。作成完了画

box-watson-classifyアクションを作成するためのソース

面で「アプリの表示」ボタンをクリックして詳細設定画面を

コードは、
「2_box-watson-classify」フォルダー内に収めてい

表示します
（図29）。

ます。IBM Cloud Functions CLIから次のコマンドを実行して

BOXアプリの設定を次のように変更します。
「アプリケー

アクションを作成します。2_box-watson-classifyフォルダー

ションアクセス」を「Enterprise」にします。
「アプリケーショ

に移動します。すべての依存関係があるパッケージをインス

ンの範囲」で「Webhookを管理」にチェックを付けます。
「高

トールした上で、action.zipにまとめます。最後のコマンドで

度な機能」にある二つの項目を有効にします。変更したら、右

アクションを生成します。

上の
「変更を保存」
ボタンをクリックします。
アプリのJWTリクエストに対する認証キーを生成します。
「公開/秘密キーペアを生成」ボタンをクリックして認証後に

$ cd IBMCloud_SampleApp
$ cd 2_box-watson-classify

キーが生成され、JSON形式のファイルとしてダウンロード

$ npm install

できます（図30）
。そのファイル名を「box.json」に変更し、サ

$ zip -r action.zip *

ンプルのIBMCloud_SampleAppフォルダーの直下に配置し

$ ibmcloud wsk action create box-watson-classify \

ます。さらに「2_box-watson-classify」と「3_box-ﬁle-move」

>

--kind nodejs:8 action.zip \

のフォルダーの下にもbox.jsonファイルをコピーして配置

>

--param-file ../vr.json

します。
BOX開発者コンソールでアプリを認証するためのクライ
アントIDを確認します。同じ画面の「OAuth2.0資格情報」の
「クライアントID」
をコピーします
（図31）
。

「ok: created action box-watson-classify」と表示されれば
作成完了です。
box-ﬁle-moveアクションを作成する手順もほぼ同様で

「https://app.box.com/master」
にアクセスし、
管理コンソー

す。ソースコードは「3_box-ﬁle-move」フォルダー内に収め

ルを表示します。左メニューの「Enterprise設定」をクリック

ています。IBM Cloud Functions CLIから次のコマンド実行し

し、
「アプリ」タブをクリックします。下へスクロールして「新

てアクションを作成します。

しいアプリケーションを承認」ボタンをクリックします（図
32）
。
「APIキー」にコピーしたクライアントIDを入力し、
「次

図29 アプリの作成完了

へ」ボタンをクリックします。確認画面で「承認」をクリック
します。
以上でBoxアプリのWebhookを利用するための設定は完
了です。

（8）
サーバーレスアプリの作成

ここでは、
アップロードしたファイルをVisual Recognitionに

渡して画像クラスを取得し、移動先のフォルダーのIDを判

図30

認証キーの生成

定する
「box-watson-classify」
アクション、
box-watson-classify
アクションからフォルダー IDを取得してファイルを移動す
る「box-ﬁle-move」アクション、二つのアクションを接続す
る「box-watson-app」アクションという3種類のアクション
を作成します
（図33）
図33

三つのアクション

図31 クライアントIDの取得

box-watson-app
アクション

アップロードされた
ファイルを適切なフ
ォルダーに移動する

box-watson-classify
アクション

box-ﬁle-move
アクション
図32 カスタムアプリの有効化

ファイルIDと移動先の
フォルダー IDを特定する

ファイルを
移動する
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$ cd 3_box-file-move

（9）Webhookの設定

作業用のBoxフォルダーにファイルがアップロードされ

$ npm install

たときにWebhookが呼ばれるようにBoxを設定します。ま

$ zip -r action.zip *

ず、
サンプルの
「1_Webhook」
フォルダーにある
「setWebhook

$ ibmcloud wsk action create box-file-move \

.js」ファイルを編集し、必要な資格情報を入力します。入力す

>

る情報としては「Boxのユーザー ID」
「Boxのフォルダー ID」

--kind nodejs:8 action.zip

「Webhookの送り先URL」です。
こ ち ら も「ok: created action box-ﬁle-move」と 表 示 さ れ
れば作成完了です。

Box開発者コンソール（https://app.box.com/developers/
console/）を開いて、先ほど作成したBoxアプリ名をクリッ

二つのアクションを作成したら、それをつなぐための

クします。
「一般」の「アプリ情報」に「ユーザー ID」があります

box-watson-appアクションを次のコマンドで作成します。

（図34）
。これがBoxのユーザー IDです。Boxアカウント登録

「ok: created action box-watson-app」と表示されれば作成
完了です。

時に作成した、Boxのフォルダーを開きます。URLの末尾の数
字がフォルダー IDです（図35）
。
IBM Cloud Functionsのアクション一覧画面
（https://cloud.ib

$ ibmcloud wsk action create box-watson-app \

m.com/functions/actions）から「box-watson-app」をクリッ

>

--sequence box-watson-classify,box-file-move \

クします。左側メニューの「エンドポイント」を選びます。

>

--web true

「Webアクション」の「パブリック」が送り先のURLになりま

図34 ユーザーIDを取得

す
（図36）
。
それぞれコピーしたら、setWebhook.jsファイルをエディ
タで開き、次のように記入して保存します。
/* Boxの自分のユーザー IDを入力 */
var userID = '';

← Boxのユーザー IDを入力

/* 今回利用するBoxのフォルダー IDを入力 */
var parentFolderID = '';

← Boxのフォルダー IDを入力

/* Webhookの送り先のURLを入力 */
図35 フォルダーIDを取得

var webhookurl = '';

← Webhookの送り先URLを入力

書き換えが完了したら、次のコマンドでプログラムを実行
します。このプログラムは、ローカル上で動作しています。
$ cd IBMCloud_SampleApp/1_Webhook
$ npm install --save box-node-sdk
$ node setWebhook.js
以上でアプリが完成しました＊3。0_Watsonフォルダーの
図36

送り先URLを取得

「Test_Data」フォルダーに動作確認用のファイルがあるので
それを使って動作確認してみましょう。Box APIであれば、
PDFファイルからサムネイルの画像イメージを取得するこ
とも可能です。

このシーケンスを実行するためのエンドポイント。
これを Webhook の送り先 URL に設定
＊3
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ここでの処理に関しては、
「Box SDK for Node.js」
（https://github.com/box/box-node-sdk）、
「Box SDKによるWebhookの作成」
（https://github.com/box/box-node-sdk/blob/master/docs/webhooks.md#create-a-webhook）、
「Box APIのリファレンス」
（https://developer.box.com/reference）などを参考にしてください。

Part 3

サーバーレスサービスは、既にさまざまなところで利用されています。IBM Cloud Functionsも多くの企業で使われています。AI、モ
バイル、IoT（モノのインターネット）など、最近注目されている分野におけるIBM Cloud Functionsの活用事例を三つ紹介します。
サーバーレス（FaaS）の活用例として分かりやすい代表的

はモバイルアプリのバックエンド、三つ目はIoTデバイスか

なものを三つ紹介します。
一つ目はチャットボット、二つ目

ら収集したデータ処理の事例です。

事例

1

サンプルアプリ

チャットボットでの活用

https://medium.com/openwhisk/serverless-architecture-for-banking-chatbot-1f11d3090f18
https://developer.ibm.com/jp/patterns/implement-voice-controls-serverless-home-automation-hub/

AIの活用例としてよく話題に挙がるのがチャットボット

スを自動化するためのチャットボットです。銀行のWebサ

です。チャットボットとは、対話型のAIエンジンであり、問い

イトやFacebookなど、複数のチャネルに対応したプラグイ

合わせに対する応答の自動化や、対話形式での商品検索や注

ンとして提供されています。

文など、さまざまな業務で活用されています。また、ホーム

バーチャルアシスタントを導入する企業は複数ありまし

ページやモバイルアプリ、LINE、Slack、Facebookメッセンジ

た。ただし、各社ともマーケティングキャンペーンのタイミ

ャーなど、いろいろなアプリやサービスの上にも実装されて

ングを加味した上で、それぞれの企業に対してどれくらいの

います。

トラフィックがあるのかを計画してアシスタントを制御す

昨今のB2C（Business to Consumer）系アプリでは、突発的

ることが難しい状況でした。1秒当たり数百から数千の、ア

あるいはピークの需要予測に基づいたパフォーマンス設計

シスタントへの同時アクセスが発生することもあり、典型的

が容易ではありません。こういうアプリに、柔軟にスケール

な構成である複数台のロードバランシングでは対応できず、

できるFaaS
（Function as a Service）
環境を利用することは、
Pa

コストとパフォーマンスの面で課題がありました。

aS（Platform as a Service）やIaaS（Infrastructure as a Service）

そこでサーバーサイドのロジックにサーバーレスを活用

上で構築してサービスを提供するよりも、コストやパフォー

することでその課題を解決しました。
WebサイトやFacebook

マンスの面でメリットがあることも多いでしょう。このこと

メッセンジャーからのリクエストを受け付け、AI機能を呼び

から、チャットボットをFaaS、サーバーレスで実装すること

出す部分や、AIからの返答をユーザーに返す部分にサーバー

は良い選択といえます。

レスを利用しました。これにより多数のユーザーからのメッ

米Qanta Fintech社（http://qanta.ai/）は 銀 行 向 け の「バ ー

セージに対して同じパフォーマンスで回答することが可能

チャルアシスタント」を開発・提供している企業です。この

になり、最終的にはサーバーレス採用前の10倍のスループ

バーチャルアシスタントは、銀行での住宅ローン融資プロセ

ット向上（50ミリ秒未満での返答）を達成しています。

事例

2

モバイルアプリの バックエンド
https://medium.com/openwhisk/whisking-the-weather-74ecda4d7105

モバイルアプリはWebアプリと同様に、スマートフォン
上で動くフロントサイド（クライアント）部分と、サーバーサ

された時間に通知（プッシュ通知）する部分に分かれていま
す。

イド（バックエンド）で動く部分があります。例えば、ECアプ

モバイルアプリは、時間帯によってアクセス数が大きく変

リでは商品を表示する部分と、商品データベースや受発注処

化する特性を持っています。例えば通勤、通学中や昼食の時

理をつかさどる部分で分かれています。

間帯など、特定の時間帯でトランザクションが増加し、サー

また、リマインドアプリは、ToDoを登録する部分と、指定

バーに大量のリクエストが送られることがあります。ピーク
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時のトランザクションに合わせてサーバーを用意しようと

以前は、IaaSを利用してサーバーサイドを実装していたた

すると、ピーク時以外の時間はほとんど使われない（アイド

め、メッセージを送信する以外の時間も当然ランニングコス

ル状態）といった事態になってしまいかねません。アイドル

トが発生していました。コスト的な理由から、イベントドリ

状態でもランニングコストが発生してしますから、無駄が多

ブン（逐次駆動）で稼働してアイドル時にコストが発生しな

いといえます。ここにサーバーレスを活用するチャンスがあ

いサーバーレスに切り替えました。

ります。サーバーレスを利用することで、リクエスト数に応
じた合理的なコストモデルを実現できます。
英 Weather Gods 社（https://weathergodsapp.com/）は

他のサーバーレスも検討しましたが、フロントサイド開発
で利用している言語「Swift」でサーバーサイドも実装できる
ことが決め手となり、IBM Cloud Functionsを採用しました。

「Weather Gods」という天気予報アプリを開発・提供してい

サーバーレスサービスのほかにも、天候データに気象予報

る企業です。このアプリでは、ユーザーの好みに合わせてカ

サービス「Weather Company Data」を、モバイルアプリへの

スタマイズした通知を受け取ることができます。毎分送信さ

通知にプッシュ型通知サービス「Push Notiﬁcations」を利用

れる情報を基に通知します。

することで、さらに時間の短縮と、コストを削減しています。

事例

3

サンプルアプリ

IoTデ バ イ ス か ら 収 集

Watson

https://www.ibm.com/industries/jp-ja/automotive/cognitiveproduct/kone/
https://medium.com/openwhisk/serverless-transformation-of-iot-data-in-motion-with-openwhisk-272e36117d6c

スマートホームデバイスや乗り物、工場、ウエアラブルデバ

いくことが多く、
あらかじめ負荷を予想し備えることが難し

イスといったさまざまなものがインターネットにつながるよ

いといえます。
また、
IoTデバイスの数が爆発的に増加し大量

うになっています。
デバイスからは絶えずデータが送信され、

のトラフィックが発生したときにも確実に処理できる必要が

送られてきたデータは瞬時に加工・分析・保管されます。

あります。
このような場合でもサーバーレスであれば、
柔軟な

IoT
（モノのインターネット）
を活用した事例は非常に増え

対応が可能です。

てきていて、
分野も多岐にわたっています。
例えば、
身近な生

フィンランドのKONE社
（http://www.kone.com/en/）
は、
エ

活分野ではIoTセンサーで部屋の室温をモニタリングし、
適切

レベーターなどの製造や販売、
メンテナンスをしている企業

な温度となるよう空調を制御しています。
農業分野ではIoTセ

です。
1日に十億人の移動を支える100万機以上のエレベー

ンサーで土壌の水分量を取得し、
気象情報と併せて分析する

ターを保守しています。
エレベーターの安定稼働を支える仕

ことで、
作物の発育に適切な環境を維持することに活用して

組みとして、
IoTと、
AIサービス
「Watson」
を使ったデータ分析、

います。
このほか、
製造現場では機器の振動や熱を単にセン

そしてサーバーレスを利用しています。
24時間365日見守り

サーで取得するだけでなく、
機械学習モデルを適用して故障

サービスとして、
日々膨大な数のエレベーターにあるIoTセン

を予測している場合もあります。

サーから送られてくるデータを分析し、
機器の故障予測・保全

IoTの活用は小規模から始めて次第にデバイス数が増えて

に活用しています。

以上の事例からサーバーレスサービスは表1に示した用途

い。
サンプルコードは
「https://developer.ibm.com/jp/techno

に活用できます。
詳しくは
「https://cloud.ibm.com/docs/open

logies/serverless/」
から入手できます。

whisk?topic=cloud-functions-use_case」を 参 照 し て く だ さ

表1 サーバーレスが活用できる主な用途

用途

内容

マイクロサービ サーバーレスでマイクロサービスを実装。
WebブラウザーからのアクションやREST APIからサーバーレスのAPIエンドポイ
ス
ントに対して処理を呼び出せる
モバイルアプリ サーバーサイドロジックをサーバーレスで実装。
事前に把握しにくいキャパシティーに対し、
スケーラブルなバンクエン
のバックエンド ド環境を提供できる
IoT

センサーのデータに対してデータの分析や加工、
またあらかじめ定義したルールに従った必要機能の読み出しを実
行できる

データ処理

データベースやストレージが更新されるたびに自動的にデータ処理を実施。
画像のトリムや回転、
サムネイル生成、
ビ

コグニティブ

Watsonのようなコグニティブサービスを活用してイメージに現れる物体を認識したり、
入力された文章を基に対話し
たりができる

デオのエンコーディングなどの処理を並列に実行できる

タスクの自動化 運用者がこれまで行ってきた定期的なバックアップやプロセスの監視、
異常時の自動処理などを定義して、
実行できる
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ツールチェーン
toolchain
ソフト開発が10 倍便利になる

「コーディング」
「 ビルド」
「 実装」
「 テスト」という一連のソフトウエア開発作業を、
「 ツールチェーン」を使って、効率良く、そ
して楽にしてみませんか。クラウドサービス「IBM Cloud」が提供するツールチェーンで、その便利さを味わってみましょう。

ソフトウエアを開発している人は、どのような仕組みを使

ょう。インターネット百科事典「ウィキペディア」には、
「ソフ

って開発を進めているのでしょうか。
「コーディング」
「ビル

トウエア分野におけるツールチェーン（英：toolchain）は、製

ド」
「実装」
「テスト」のためのさまざまなツールを自ら導入し

品（典型的には他のコンピュータ用のプログラム、またはシ

ているかもしれません。ただ、本来集中してやりたいコーデ

ステムプログラム）を製作するのに使われるプログラム

ィング以外の作業が煩わしく思ったことはないですか。
クラウドサービス「IBM Cloud」が提供するような「ツール
チェーン」を利用すれば、このような煩わしい作業を低減す
ることが可能です。プログラマーは本来集中すべき、機能の
実装、追加、修正に、より多くの時間を割くことができるよう

（ツール）の集合体である。一つのツールの出力が他のツール
の入力となり、連鎖的に使われることからツールチェーンと
呼ばれる」とあります。これを図に表すと、図1のようなイ

メージになります。ソフトウエア開発作業に関わる一連の作
業をつなげて自動化したものです。

になります。結果的にアプリの品質向上にもつながるでしょ
う。

IBM Cloudについて
ツールチェーンとは
ここでツールチェーンについて簡単に説明しておきまし

本章で解説するツールチェーンは、IBM Cloudでのプログ
ラムの開発や実行を前提にしたものです。使用する言語や実
行環境などもIBM Cloudが前提になります。
IBM Cloudにおける、プログラムの実行環境については

図1

「Cloud Foundry」
（ https://www.cloudfoundry.org/）と

ツールチェーンの概念

ソースコードを
修正

「Kubernetes」
（https://kubernetes.io/）の二つが用意されて

コーディング
ソースコードを
作成、登録

います。
ビルド
結果を確認、
失敗したら修正

問題点などを
確認、管理
テスト
不具合部分を
確認

図2

Cloud Foundry
オープンソースの「PaaS」
（Platform as a Service）のプラッ
トフォームです。IBM Cloudが提供するPaaSは、このCloud

実装
実行環境に
デプロイ

Foundryがベースとなっています。図2に示したように、

Java、Node.js（ JavaScript）、ASP.NET、Swift、XPages、Go、
PHP、Python、Ruby、Tomcatと、多くの言語および開発・実行
環境が用意されています。

IBM Cloud が提供する PaaS で対応する言語および開発・実行環境
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図3

IBM Cloud が提供するコンテナーおよび運用管理環境

図4

IBM Cloud が用意するツールチェーン

また、任意の言語環境やフレームワークを実装するための
仕組み「BuildPack」を使って拡張できます。よって、自分が好
む環境を構築可能です。
IBMの公式サイトや他のブログサイトなどを見ると、例え
ば 、P H P の「 L a r a v e l 」や「 S y m p h o n y 」、J a v a の「 S p r i n g

図5

Garage Method の流れ

Webブラウザー上で動作する統合開発環境「WEB IDE」
（EclipseのOrion、https://orionhub.org/）でプログラムを書
き始めます。ソースコードの管理はホスティングサービス
「GitHub」
（https://github.co.jp/）を利用します。
プログラムを書き上げたら、
「PIPELINE」
（Delivery pipeline）

Framework」、Pythonの「Django」、Rubyの「Ruby on Rails」な

を使ってIBM Cloudにデプロイし、
「 SAUCE LABS」
（ Sauce

どのフレームワークを利用したCloud Foundryにおける開

Labs、https://saucelabs.com/）を使ってテストを実施しま

発例もあるのでそれらを参考にするとよいでしょう。

す。このSAUCE LABSでは、Webサイトのテストで定評があ
る自動化ツール「Selenium」
（https://docs.seleniumhq.org/）

Kubernetes

を使っています。Seleniumに関するノウハウは、インターネ

最近のアプリケーションの実行環境として注目されてい

きます。

ット上にたくさんあります。もちろんスクリプトで自動化で

るコンテナーおよび、その運用管理環境のKubernetesは、

Webサイトのアプリケーションなのでどのようなアクセ

IBM Cloudでも図3の二つのサービスとして用意されていま

スがあるかは、アクセス解析ツール「Google Analytics」

す。作成したコンテナーイメージを「コンテナー・レジスト

（https://analytics.google.com/）で分析できます。このツー

リー」に登録し、
「Kubernates Service」を使って実装、管理、実

ルからのアラートを
「PAGER DUTY」
（PagerDuty、
https://www

行という一連の流れで利用します。

.pagerduty.com/）で管理して何かあれば、チャットツール
「SLACK」
（Slack、https://slack.com/）で関係者にメッセージ
を送信します。
また、
「NEW RELIC」
（New Relic、
https://newrelic

IBM Cloudのツールチェーン
次にIBM Cloudで準備しているそれぞれのチェーンにつ
いて紹介します。ビルドからデプロイ（展開）までのもの、テ
ストまで含まれているものなどによって、いくつかのチェー
ンが用意されています
（図4）
。
例えば、
「Garage Method」について見てみましょう
（図5）
。

.com/）を使って性能監視も可能です。
このように、プログラマーはWEB IDEでのプログラミング
に集中でき、さらにテスト結果を自動的にSLACKで開発チー
ムと共有することが簡単可能です。
IBM Cloudが提供するツールチェーンは、オープンソース
ソフトウエアおよび、著名なクラウドサービスを組み合わせ
たものです。クラウド業者などが用意した専用ツールを利用

このツールチェーンは、Webアプリケーションの開発に最適

することが強制されるわけではないので、ベンダーロックイ

です。

ンはありません。
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Part1 実践編

ツールチェーンを実際に使ってみましょう。あらかじめ用意されている、ビルド、テストおよびデプロイ用テンプレートから
一つを選んでツールチェーンを作成します。テンプレートに付属しているサンプルコードが自動的にビルド、デプロイされ
るところを見ていきます。
IBM Cloudで利用できるツールチェーンを使い始めるに

用できる環境に切り替えることをお勧めします。

は、
まず、
Webブラウザーから
「https://cloud.ibm.com/login」
にアクセスしてIBM Cloudアカウントでログインします。ア

ツールチェーンを作成する

カウントを持っていない場合は登録してください。本パート
で扱うツールチェーンやアプリケーションは、クレジット

ログインしたら、左上にある3本線（ハンバーガーマーク）

カード登録不要で無料の「ライト・アカウント」でも作成およ

をクリックし、
「DevOps」を選択します（図1）。ツールチェー

び確認が可能です。ただし、ライト・アカウントの制限までメ

ンを作成するための画面のトップページが開きます
（図2）。

モリーを使うので、クレジットカードを登録し、無償枠を利
図1 「DevOps」を選択する

「リソース・グループ」は「Default」のままで構いません。
「場所」は「DevOps Insights」が使える「ダラス」か「フランク
フルト」を選びます。
「CLOUD FOUNDRY組織」は、既に組織を
作成済みの場合は選択できます＊1。組織が一つしかない場合
は、それが選ばれます。一つも存在しないときは、ツールチ
ェーンの作成過程で作れます。
「ツールチェーンの作成」ボタンをクリックします。テンプ
レート集が表示されます（図3）。Cloud Foundryを使うテン
プレートで、
DevOps Insightsが含まれている
「Cloud Foundry
アプリの開発（DevOps Insights）」をクリックします。
図3

図2

テンプレート集

DevOpsのトップ画面

＊1 CLOUD FOUNDRY組織は、
上部メニューの
「管理」
「アカウント」
を選び、
開いた画面の左メニューの
「アカウント・リソース」
「Cloud
Foundryの組織」
を選択して開く画面か
ら管理できます。
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図4

ツールチェーンを作成する画面

図5

GitHubの認証開始

図6

GitHubの認証完了

図8

Delivery Pipelineとの統合完了

図9

ツールチェーンの完成

のようになります。
図7

Delivery PipelineのIBM Cloud APIキー作成開始

最後に、Delivery Pipelineの「IBM Cloud APIキー」を作成し
ます。Delivery Pipelineのアイコンをクリックします。下部に
説明と入力フォームが表示されます（図7）。
「アプリ名」
は、そ
のままで構いません。
「作成」ボタンの下の「ステージング・ス
テージ」と「実働ステージ」はどちらも、
「リージョン」
「組織」
「スペース」が既に存在すれば、指示部分で選択できるように
なっています。存在しない場合は、ブランクです。この場合、
APIキーを作成すると同時に作られるので、このままで「作
成」ボタンをクリックします。ポップアップ画面が表示され
るので「作成」ボタンをクリックします。これでDelivery
PipelineのAPIキーが作成されます。ステージング・ステージ
と実働ステージそれぞれのリージョン、組織、スペースも作

選択したテンプレートでツールチェーンを作成する画面
が開きます（図4）。
「ツールチェーン名」
「リージョンの選択」
「リソース・グループの選択」はそのままにします。
「作成」ボ
タンをクリックする前に「ツール統合」をしなければなりま
せん。下部に赤字で「必須」と書かれた「GitHub」
「 Delivery

成されて同時に選択されます（図8）
。
これで準備が完了したので、
「作成」ボタンをクリックして

ツールチェーンを作成します。作成できると、図9の画面が開

きます。
「THINK」
「CODE」
「DELIVER」
「LEARN」の工程に対し
て、各ツールやサービスが割り当てられています。

Pipeline」
をそれぞれ統合していきます＊2。
まずにGitHubを認証します。GitHubのアイコンをクリッ
クします。下部に表示された「認証」ボタンをクリックして認
証作業を進めます（図5）。認証が完了すると、説明箇所が図6
＊2 既に別のツールチェーンで統合済みの場合は、GitHubと統合する必要はあり
ません。
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ツールチェーンを構成するツールの
中身を知る
それでは、作成したツールチェーンを構成する「GitHub」
「Delivery Pipeline」
「DevOps Insights」のツールの中を見て

いきましょう。なお、
「 Issues」はテスト・運用のツールであ

図10

ツールチェーンで作成したGitHubのトップ画面

図11

Delivery Pipelineのトップ画面

図12

実行中のステージ

り、ここでは説明を省きます。
「 Eclipse Orion Web IDE」は
ツールチェーンを使いながら中身を紹介します。

GitHub
ツールチェーンの作成完了後の画面で「GitHub」のパネル
をクリックします。ツールの統合でGitHubを認証するとき
に指定したリポジトリーからクローンします。本パートでは
デフォルトで指定されたリポジトリーを利用します。そのリ
ポジトリーには、米国の郵便番号をキーとして「OpenWeath
erMap」
（openweathermap.org）のAPIを使ってその地域の
現在の天気を問い合わせる画面に表示する、Cloud Foundry
のNode.jsで稼働するアプリケーションのコードが保管され
ています＊3（図10）。テストフレームワーク「Mocha」
（https://
mochajs.org/）
を使った簡単なテストも組み込まれています。

Delivery Pipeline
ツールチェーンの作成完了後の画面で「Delivery Pipeline」
のパネルをクリックします。使用したテンプレートのツール
チェーンは、次の4段の「ステージ」が組んであります ＊4（図

11）
。

・BUILD

・STAGING
・GATE

・PRODUCTION

ツールチェーンではステージを並べ、分岐はありません。

先頭のステージから順に「ステージトリガー」と呼ばれる実
行条件が満たされていると、そのステージが実行されます。
ステージは「入力」
「ジョブ」
「環境プロパティー」の定義で構
成されています。ジョブは複数指定でき、それらが順に実行
されます。ジョブにはビルド、デプロイ、テストの3種類があ
り、
種類ごとに設定項目が異なります。
各ステージ共通ですが、丸の中に三角のボタン（ステージ
の実行）をクリックすれば、手動でそのステージを稼働でき
ます。その横の「ステージ構成」ボタンをクリックし、
「ステー
ジの構成」
を選ぶと、
ステージの設定画面が開きます。
ボタンの下には、最終入力、ジョブの状態、最終実行の結果
が表示されます。ジョブが実行中のときは「実行中」と表示さ
れ、矢印が回って、おおよそどの程度処理が進んだかの目安
がパーセントで表示されます
（図12）
。
●BUILDステージ

四つのステージを順に見ていきます。最初にBUILDステー

ジです（p.44の図13）。BUILDステージでは、入力にGitHubへ
の最後のコミット情報が表示されます。ジョブとしてビルド
（Build）とテスト（Unit Test and Code Coverage）が定義され
ています。

＊3 Cloud Foundry環境のメモリー指定が128Mバイトで、
ステージングと実働との2環境を使います。
ライト・アカウントのメモリー制限値である256Mバイトを使い切りま
す。
ライト・アカウントの場合、他のCloud Foundry環境があるとデプロイに失敗するので、
注意してください。
＊4 ステージおよびジョブ（後述）の名前は自分で命名できます。
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図13

BUILDステージの状況

図14

ステージの構成を選択

図15

図16

STAGINGステージ

図17

ジョブタイプの選択

BUILDステージの入力指定画面

2019年7月下旬時点では、Delivery Pipeline自体を起動さ
せるのは、Gitリポジトリーの更新しかありません。
「入力タ
イプ」で「Gitリポジトリー」を選び、
「変更がGitにプッシュさ
れるたびにジョブを実行」をステージ・トリガーで選択しま
す。BUILDは、このツールチェーンの先頭ステージなので、こ
のように選ばれています。
右上の「ステージ構成」ボタンをクリックして「ステージの
構成」を選択します（図14）。BUILDステージのステージ構成
画面が表示されます。上部の「入力」をクリックすると、図15
の画面が開きます。

ちなみに、自分でツールチェーンを作るときは入力とジョ
ブの中身を指定します。入力では、入力設定、ステージ・トリ

●STAGINGステージ

次に、STAGINGステージを見ます（図16）。STAGINGステー

ジではデプロイ（Deploy）とテスト（FVT Test）が定義されて
います。ステージのジョブを追加するときはステージの構成
画面の「ジョブ」で「ジョブの追加」をクリックし、
「 ビルド」

ガーを指定します。ステージ・トリガーで、前のステージが完

「デプロイ」
「テスト」のいずれかのジョブタイプをクリック

了したらジョブの実行を選択しておくと、直前のステージが

します（図17）。そして、それぞれのタイプごとに詳細を指定

成功したらこのステージが自動的に起動されます。

します。
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図18は、ステージ構成画面の「ジョブ」で「FVT Test」を選ん

図18

ステージ構成画面の「ジョブ」で「FVT Test」を選んだ画面

だところです。
「テスター・タイプ」
でテストの種類を選択しま
す。
カスタムのDockerコンテナーイメージも選択できます。
ちなみに使用したテンプレートではテスター・タイプに
「シンプル」が選ばれています。シンプルはシェルコマンドを
呼び出してテストを実施します。図19はサンプルで使われ
ているテストスクリプトです。
「ibmcloud plugin install doi

-f」の「doi（plugin）」はビルド、テスト結果などをDevOps Ins
ightsに渡すためのコマンドラインツールです。
「ibmcloud
doi publishdeployrecord --logicalappname="$MY_APP_
NAME" --buildnumber=$MY_BUILD_NUMBER --env=STAGI
NG --status=$deploy_status」でFVT（Functional Veriﬁcation
Test）の結果を渡しています。ステージ構成の実行条件で「こ
のジョブが失敗した場合、このステージの実行を停止する」
にチェックが入っているので、ジョブの実行に失敗するとそ
のステージを停止します
（p.46の図20）
。
ちなみに、2019年7月下旬時点において「シンプル」のテス
ト環境は、Ubuntu 16.04.06 LTSでメモリー64Gバイト、
16CPUコアのDockerコンテナーのようです。なお、Docker環
境内の各種ライブラリ、ツールのバージョンを、実行環境の
バージョンと同じもの（バージョン付きベースイメージ＊5）
を使うように指定することもできます。
図19

サンプルで用意されているテストスクリプト

#!/bin/bash
export PATH=/opt/IBM/node-v6.7.0/bin:$PATH
# Push app
export CF_APP_NAME="staging-$CF_APP"
cf push "${CF_APP_NAME}"
push_result=$?
export APP_URL=https://$(cf app $CF_APP_NAME | grep -e urls: -e routes: | awk '{print $2}')
# View logs
#cf logs "${CF_APP_NAME}" --recent
deploy_status="pass"
if [ $push_result -ne 0 ]; then
deploy_status="fail"
fi
# need to set the ibmcloud api for staging env. The value defaults to cloud.ibm.com
export match=`echo $IDS_URL | grep test`
if [ $match ]; then
ibmcloud api test.cloud.ibm.com
fi
ibmcloud plugin install doi -f
ibmcloud login --apikey $API_KEY --no-region
ibmcloud doi publishdeployrecord --logicalappname="$MY_APP_NAME" --buildnumber=$MY_BUILD_NUMBER --env=STAGING
--status=$deploy_status

＊5 詳しくは「https://cloud.ibm.com/docs/services/ContinuousDelivery/pipeline_versioned_base_images?topic=ContinuousDelivery-pipeline_versioned_base_
images#pipeline_versioned_base_images」
を参照してください。
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図20

STAGINGステージ不成功の場合

図21

FVT Testに関するログの例

図22

GATEステージ

図23

ポリシーの設定

最初のSTAGINGステージ画面に戻って、
「ログおよび履歴
の表示」のリンクをします。左側のペイン（小窓）に、これまで
の実行履歴が表示されます。複数のジョブがある場合は、ど
のジョブのログを見るかをここから選びます。選択すると、
右ペインにそのジョブのログが表示されます。図21は、履歴

の「FVT Test」をクリックしてログを表示させた例です。

ここで指定するポリシーは、DevOps Insightsの中で定義

Mochaでテストし、
idraで結果をアップロードしています。

します。

●GATEステージ

●PRODUCTIONステージ

が定義されています。GATEステージでは、テスト結果がポリ

中身は「Deploy」だけです。STAGINGステージでのDeploy先

シーを満たしているかを判定します。満たしている場合は次

はCloud Foundryのステージング・ステージの環境でしたが、

のステージを起動します。
スクリプトの最後の行の
「--policy」

PRODUCTIONステージのDeploy先は実働ステージの環境に

パラメーターでポリシーを指定します
（図23）
。

なります。

GATEステージを見ます（図22）。ジョブにはテスト（Gate）

ibmcloud doi evaluategate --logicalappname="$MY_APP_N
AME" --buildnumber=$MY_BUILD_NUMBER --policy "Weather
Unit Test, Code Coverage, and FVT Checks" --forcedeci
sion

最後に、PRODUCTIONステージを見ます（図24）。ジョブの

DevOps Insights
DevOps Insightsを見ていきます。ツールチェーンの作成
完了後の画面で「DevOps Insights」のパネルをクリックしま
す。2019年7月下旬時点において、画面のメニューなどが日
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図24

図25

PRODUCTIONステージ

図26

GitHubとの結合

図27

Team Dynamicsの画面

図28

Quality Dashboardの画面

DevOps Insightsのトップ画面

本語化されていません（図25）。だた、図やグラフで表示され
るので感覚的に分かるでしょう。
それでは、左側に表示されたメニューの主なものを紹介し
ます。
●Team Dynamics

「Team Dynamics」は、開発チームの共同作業状況を把握

し、共同作業の効率向上を図るための機能です。左側のメニ
ューにある「Team Dynamics」を初めてクリックした場合は
Team Dynamicsの見方の説明が表示されます。丸と矢印で関
係が表現されます。丸は開発者（Git user.name）を表します。
矢印で誰がどの人のコミットを取り入れたのかを表現して
います。

グを可視化しているので、Gitの参照権限があればどのGitの

見方が分からなくなった場合は画面右上の電球マークを
クリックすると、再度説明が表示されます。また、初めて起動
するときは解析対象とするGitHubリポジトリーを指定しま
す（図26）。

Team Dynamicsも表示できます。
●Quality Dashboard

「Quality Dashboard」は、テストの実行結果など、品質に関

GitHubにおける開発者間のコードの取り込み状況が表示

わる情報を表示するための機能です。doi pluginを使ってテ

されます。画面の下部分には各開発者間での取り込みの行数

ストスクリプトの中で、Delivery Pipelineのテストジョブの

が示されます （図27）。Team Dynamicsは、Gitのコミットロ
＊6

実行結果を登録しました。図28では、Quality Dashboardによ

＊6 すぐれたプログラマーの方から
「大事なのは行数ではなくエレガンス度合いだ」
と言われそうですが、
まだエレガンス度合いを測るのは難しいのだと思われます。
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図29

アプリケーションごとのRisk Analysis画面

図32

Build Frequencyの画面

図30

環境ごとのRisk Analysis画面

図33

Policiesの画面

図34

FVT Testに関するポリシー設定画面

図31

Deployment Frequencyの画面

●Deployment/Build Frequency

「Deployment Frequency」は、デプロイの間隔を知るため

の機能です（図31）。右上の「Table View」のスライドスイッチ
りその登録内容を図示しています。中央のUnit Testでは、4回

でグラフ形式と表形式の表示を切り替えられます。その上の

通過して1回も不成功がないことが分かります。

そろばんの玉のようなアイコンをクリックすると、フィル

「master:2」のリンクをクリックすると、サマリーを表示し

ターの設定を変えられます。フィルターの設定は、その左に

ます。
「 View Trends」のリンクをクリックすると「Quality

「Weather Application, Last 7 Days」のように表示されます。

Trends」へ遷移します。Quality Trendsでは、品質にかかわる

図31では、2019年3月22日に1回、2019年3月26日に2回、デプ

傾向が分かります。

ロイしたことが分かります。
「Build Frequency」は、ビルドの間隔を知るための機能で

●Risk Analysis

す。画面構成は、Deployment Frequencyと一緒です（図32）。

析するための機能です。ビルドの日時、Gitのブランチ名、デ

●Policies

「Risk Analysis」は、アプリケーションに関するリスクを解

プロイしたCloud Foundryの実行環境名、テストの通過状況
が分かります（図29）。上の「Environment」をクリックする
と、Cloud Foundryの実行環境ごとの表示に切り替わります
（図30）
。

「Policies」は、テストやコードの網羅性など、品質に関する

ポリシーを設定するための機能です。図33の一番下にある

「Functional veriﬁcation test」の鉛筆形のアイコンをクリッ

クします。ポリシーとしてMochaによるテストが100%通る
ことを設定しています（図34）
。
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図35

ワークスペース作成中の画面

図36

ワークスペース作成後の画面

図37

ファイルシステムの選択

作成したツールチェーンを使う
主要なツールの中身を見ました。最後に、Eclipse Orion
Web IDEの中身を見つつ、実際にコードの編集や、Gitの操作
などをしながらツールチェーンを使ってみます。
まず、ツールチェーンの作成完了後の画面で「Eclipse
Orion Web IDE」のパネルをクリックします。Eclipse Orion

図38 Gitリポジトリーの説明図
欧州原子核研究機構
（CERN）
のサイト
（https://twiki.cern.ch/twiki/pub/
BL4S/BL4SGitGuide/git-operations.png）
から引用。

Web IDEでは、この環境の中にGitのローカルリポジトリー
を持ち、ローカルリポジトリーからチェックアウトしたファ
イルを編集します。コマンドラインインタフェース（CLI）同
様にGitの操作もここからできます。
最初のワークスペース作成中にGitHubからソースコード
をクローンします（図35）。ワークスペースが完成すると編
集画面が表示されます
（図36）
。
一番左の細いペインで、編集、Git操作、Web IDEの設定を
選べます（図37）。編集では対象とするファイルシステムを
選択できます。ここでいうファイルシステムとは、Gitのリポ
ジトリーです。
Gitリポジトリーの説明図
（図38）
での
「worksp
ace」が「Root（cloud.ibm.com）」、
「 local repository」が「Git

図39

main.ejsファイルを開く

Root
（cloud.ibm.com）
」
に相当します。
そ れ で は 、フ ァ イ ル を 編 集 し て コ ミ ッ ト し 、D e l i v e r y
Pipelineが起動されて、修正したアプリケーションがデプロ
イされて動いていくところまでを見ていきましょう。鉛筆形
をしたアイコン（編集）を選び、左のペインのファイルシステ
ムが「Root（cloud.ibm.com）」になっていることを確認しま
す。その下に表示された「devops-insights-作成日時」が開き
ます。右側に「launchConﬁgurations」
「routes」
「static」などの
サブディレクトリー、
「.gitignore」
「app.js」などのファイルが
表示されます。
「views」ディレクトリーの下の「main.ejs」ファイルを選ん
で開きます（図39）。main.ejsファイルの5行目にあるtitleタ
グ内の「Current Weather」の後ろに「アメリカの天気」を追記

します。左上のメニューの「File」
「Save」
を選択して保存しま
す。
変更点を確認するために二つのファイルを見比べてみま
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図40

図41

編集画面を分割

図43

GitHubへプッシュ

図44

BUILDが実行中

図45

実環境にもデプロイされた

変更箇所を確認

ミットした履歴が示されます（図42）。ブランチがあれば、そ
れも出ます。右の「Working Directory Changes」ペインの上
部がコミットメッセージの入力エリアです。その下に変更さ
図42

Gitの操作画面

れたファイルが一覧で表示されます。
メッセージを入力し、右上の「Commit」ボタンをクリック
します。右の「Working Directory Changes」ペインには変更
されたファイルがない状態となります。
左のペインの「Outgoing」に今のコミットが現れます（図

43）。
「Push」ボタンをクリックしてGitHub内のリモートリポ
ジトリーにプッシュします。

Eclipse Orion Web IDEでのGit作業の詳細はIBM Cloudの
ドキュメント（https://cloud.ibm.com/docs/ContinuousDeli
very?topic=ContinuousDelivery-git_web_ide）を参照して
ください。GitHubの変更がトリガーとなってDelivery Pipeli
す。右上にある時計形のアイコン右にある画面分割のアイコ

neが起動され、テストに通過すると実働環境にデプロイさ

ンをクリックして「Split Vertical」を選びます（図40）。右側の

れます。ツールチェーンの作成完了後の画面で「Delivery Pip

ペインを選んで、そこに編集カーソルを移動させます。左か

eline」のパネルをクリックして状況を確認します（図44）。し

ら2番目のペインに表示されているファイルシステムで「Git

ばらくすると、実働環境にデプロイされます。ここではタイ

Root（cloud.ibm.com）」を選び、
「master」ブランチのviewsデ

トルを変えたので、Webブラウザーのタブ表示が変わります

ィレクトリーの下のmain.ejsをクリックします。右側に変更

（図45）
。

前のmain.ejsファイルが開きます（図41）。編集カーソルを

以上でIBM Cloudで用意されているツールチェーンのテ

ワ ー ク ス ペ ー ス に 置 い た 状 態 な ら 、左 上 の メ ニ ュ ー の

ンプレートを使い、Eclipse Orion Web IDEでソースコードを

「Tools」
「Diﬀ」
を選択すると、
差分を表示できます。

変更したアプリケーションのビルドからデプロイまでを自

次に、変更したファイルをコミットして、GitHubにプッシ

動化しました。最初からフルスペックのツールチェーンを作

ュします。一番左のペインにある鉛筆形のアイコンの下にあ

る必要はありません。テストの起動や結果の取りまとめなど

るGitアイコンをクリックします。左側のペインの上段に3フ

の部分を少しずつツールチェーンに組み込んでいけば、開発

ァイルに変更あることが表示され、その下の「History」にコ

者はデザイン、コーディングに集中できるようになります。
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Part2 応用編

ツールチェーンを作成するためのテンプレートを使わずに、アプリケーション開発の工程ごとにツールを用意し、それを
組み合わせてオリジナルのツールチェーンを作成する方法を解説します。
あらかじめ用意されたテンプレートを使えば、IBM Cloud
上に「ツールチェーン」を簡単に作成できます。しかし、一か

手順1 サンプルアプリのコードを複製

らツールチェーンを作りたい人もいるでしょう。本パートで

LinuxやmacOS、FreeBSDなどのUNIX系OSが動作するパソ

は、テンプレートを使わずに自分だけのオリジナルツールチ

コンを用意します。Rubyの実行環境＊1、指定したバージョン

ェーンを作成する方法を紹介します。

のRubyの実行環境を使うための「rbenv＊2」、IBM Cloud開発

なお、オリジナルのツールチェーンを作成するだけでな

（IBM Cloud
者ツールである「IBM Cloud Developer Tools＊3」

く、それをIBM CloudのCloud Foundry環境で稼働させるサ

CLI）、GitHubを操作するためのクライアント「Git＊4」を、例え

ンプルアプリケーションの開発作業に利用します。サンプル

ば次のようにインストールします。

アプリケーションは、プログラミング言語「Ruby」のフレー
ムワーク
「Ruby on Rails」
を用いて開発します。
オリジナルツールチェーンが正しく機能していることは、

$ sudo apt -y install ruby rbenv git
$ curl -sL https://ibm.biz/idt-installer | bash

Part1の実践編と同様に、アプリケーションのコードを書き
換えてソースコードのホスティングサイト「GitHub」にコミ
ットしたときに、自動でビルド、実環境にデプロイされるこ
とで確認します。
大まかな流れは次の通りです。

アカウントを登録するためのメールアドレスおよび、IBM
CloudとGitHubのアカウント＊5を用意します。
ここまで終えたら、実際にサンプルアプリケーションの

GitHub上のサンプルアプリケーションのコードを複製し

コードを取得しましょう。Webブラウザーを開いて、サンプ

ます（手順1）。そのコードを使って、ローカル環境でアプリ

ルアプリケーションのGitリポジトリーのURL（https://gith

ケーションを稼働します（手順2）。稼働が確認できたら、IBM

ub.com/IBM-Cloud/get-started-ruby）にアクセスします。画

Cloud上で稼働させます（手順3）。ツールチェーンを作成し、

面右上の「Sign in」をクリックしてGitHubのアカウントでサ

ツールチェーンを使ってIBM Cloud上でアプリケーション

インインします。自由にコードの変更ができるように、画面

を稼働させます（手順4）。コードを変更してGitHubへコミッ

右上の「Fork」ボタンをクリックします（図1）
。

トされたときに、IBM Cloud上のアプリケーションにもその
変更が反映されることを確認します
（手順5）
。
図1 サンプルアプリケーションのGitリポジトリの画面

複製したGitリポジトリーが表示されます。URLの文字列
（https://github.com/ibmcloudjapan/get-started-ruby）を控
えておきます。なお、URLは「ibmcloudjapan」の部分が自分の
GitHubアカウント名となります。
端末を開いて、次のコマンドでサンプルアプリのコードを
ローカル環境に複製（クローン）します。
$ git clone https://github.com/GitHubアカウント名/ge
t-started-ruby

＊1 各OSが備えるパッケージ管理システム、
または
「https://www.ruby-lang.org/
en/downloads/」
から入手できるパッケージを使ってインストールします。
＊2 各OSが備えるパッケージ管理システムを使う、
または「https://github.com/
rbenv/rbenv#installation」
に書かれた方法でインストールします。
＊3 各OSごとの手順、
インストールされるCLIは
「https://cloud.ibm.com/docs/cli?
topic=cloud-cli-getting-started」
から確認できます。
＊4 IBM Cloud CLIのインストーラーによって同時にインストールされます。
＊5 IBM Cloudのアカウントは
「https://cloud.ibm.com/registration/」
から、
GitHub
のアカウントは
「https://github.com/join」
から登録できます。
IBM Cloudのアカウン
トは、
クレジットカード登録不要な無料のライト・アカウントで構いませんが、
Part1の
実践編で説明したようにメモリーの制限があります。

$ cd get-started-ruby
これで、ローカル環境でサンプルアプリケーションの開発
が進められます。
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手順2 ローカル環境でサンプルアプリを稼働

ジが表示されます。
「 3000」番のポートでサーバーが起動し
ています。

アプリケーションの依存関係を解決するために端末上で
コマンドを実行します。サンプルアプリケーションは Ruby

=> Booting WEBrick

2.3.0で稼働します。
「rbenv」コマンドでRuby 2.3.0の環境を

=> Rails 3.2.22.5 application starting in developm

用意するほか、
「 bundle」コマンドで依存するライブラリを

ent on http://0.0.0.0:3000

インストールします。Ubuntu 18.04 LTSの場合、次のように

=> Call with -d to detach

実行します。

=> Ctrl-C to shutdown server
[2019-03-29 15:13:49] INFO WEBrick 1.3.1

$ rbenv install 2.3.0

[2019-03-29 15:13:49] INFO ruby 2.3.0 (2015-12-25)

$ rbenv rehash

[x86_64-linux]

$ rbenv local 2.3.0

[2019-03-29 15:13:49] INFO

$ rbenv init >> ~/.bashrc

WEBrick::HTTPServer#start: pid=54354 port=3000

$ ruby -v

↑

$ . ~/.bashrc
バージョンを確認

$ gem install bundler

Webブラウザーで「http://localhost:3000/」にアクセスし

ます。
図2の初期画面が表示されます。名前を問われるので入

$ . ~/.bashrc

力ボックスに「Taro」を入力して［Enter］キーを押します。表

$ bundle install

示が「Hello Taro!」と変わります（図3）
。
以上で、アプリケーションの起動と、基本的な動作を確認

これでサンプルアプリケーションが稼働する環境が構築
できました。最後にRuby on Railsのサーバーを立ち上げま

できました。端末に戻って、
［ Ctrl］キーを押しながら、
［ C］
キーを押してサーバーを停止します。

す。Ubuntu 18.04 LTSの場合は、次のコマンドを実行してく
ださい。JavaScriptの実行環境が必要なので「Node.js」をイン
ストールしています。
$ sudo apt -y install nodejs

手順3 IBM Cloudでサンプルアプリを稼働
今度は、サンプルアプリケーションをIBM Cloud上で稼働

$ . ~/.bashrc

させます。端末上で次のコマンドを実行してIBM Cloud CLI

$ rails server

からIBM Cloudにログインします。

サーバーの起動が開始され、実行後に次のようなメッセー
図2 サンプルアプリケーションの初期画面

$ ibmcloud login -a https://cloud.ibm.com
メールアドレスとパスワードの入力が求められるので、
IBM Cloudアカウントを登録したときのメールアドレスと
パスワードを入力します＊6。ログインできたので、次のコマ
ンドでアプリケーションをIBM Cloud上にデプロイします。

図3 名前を入力した後の画面

$ ibmcloud app push
デプロイは、カレントディレクトリーにある「manifest.ym
l」ファイル（図4）の設定項目を用いて行われます。この設定
図4

manifest.ymlファイルの内容

applications:
- name: GetStartedRuby
random-route: true
memory: 256M
＊6 その後、
「組織」
と
「スペース」
の選択を求められた場合にはアプリケーションを
稼働させたい
「組織」
「スペース」
の番号をそれぞれ入力します。
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項目の意味を表1で簡単に説明しました。
デプロイ後、アプリケーションを稼働する処理が実行され
ます。端末上に図5のようなメッセージが表示されれば、サン
プルアプリケーションが稼働しています。ローカル環境で稼
働させたときと同様に、Webブラウザーでアクセスしてみま
しょう（p.54の図6）。なお、アクセスするURLは、図5の出力メ
ッセージ中にある「経路」
（ここでは「getstartedruby-hilariou

Webブラウザーから「https://cloud.ibm.com/devops/tool

s-kookaburra.mybluemix.net」）です。後続の手順を実施する

chains」にアクセスします。
「場所」が「ダラス」となっていな

都合上、
アプリケーションを次のコマンドで停止します。

い場合は「ダラス」に切り替えます（p.54の図7）。右上の「ツー
ルチェーンの作成」ボタンをクリックします。すると、ツール

$ ibmcloud app stop GetStartedRuby

チェーンのテンプレートを選ぶ画面が表示されます。画面を
下にスクロールして「Build your ownツールチェーン」のパ
ネルをクリックします（p.54の図8)。これは、テンプレートを

手順4 ツールチェーンを作る

使わずに一からツールチェーンを作成するためのメニュー

IBM Cloud上でサンプルアプリケーションを稼働させる

です。

ことができました。それでは「Continuous Delivery」サービ

p.54の図9のような画面が表示されるので、設定値はその

スに新しいツールチェーンを作っていきます。ここでは、Git

ままで「作成」ボタンをクリックします。空のツールチェーン

HubのGitリポジトリー、ビルドとデプロイを担う「Delivery

が作成されたので、ここへツールを統合します（p.54の図

Pipeline」
のツールを統合して使用します。
表1

10）。
「ツールの追加」ボタンをクリックします。

manifest.yml ファイル内の設定項目
項目

意味

applications

アプリケーションの設定

name

アプリケーションの名称

random-route

Cloud Foundry アプリケーションではデフォルトでアプリケーションの名称を使った FQDN のホスト名が割り当てら

れる。
「true」とすることで他のユーザーにより、既に同一のホスト名が使用されていると割り当てができないため、
重複せずに済むように動的にランダムに割り当てることができる

memory

図5

アプリケーションのインスタンスに割り当てるメモリー量。ライト・アカウントの場合、合計で 256M バイトのメモリー
使用量の制限があるので、他のアプリケーションが稼働しているとデプロイに失敗する可能性がある

IBM Cloudへのデプロイ中のメッセージ

IBM Cloud アカウント名としてマニフェストから組織 組織名 / スペース スペース名 にプッシュしています...
マニフェスト・ファイル /Users/ibm/pgm/rails/get-started-ruby/manifest.yml を使用しています
アプリ情報を取得しています...
これらの属性でアプリを作成しています...
+ 名前:

GetStartedRuby

パス:

/Users/ibm/pgm/rails/get-started-ruby

+ メモリー:

256M

経路:
+

getstartedruby-hilarious-kookaburra.mybluemix.net

アプリ GetStartedRuby を作成しています...
経路をマップしています...
（略）
アプリが開始するのを待機しています...
名前:

GetStartedRuby

要求された状態:

started

経路:

getstartedruby-hilarious-kookaburra.mybluemix.net

最終アップロード日時:

Fri 29 Mar 16:21:13 JST 2019

スタック:

cflinuxfs2

ビルドパック:

ruby

タイプ:

web

インスタンス:

1/1

メモリー使用量:

256M

開始コマンド:

bundle exec rails server -p $PORT

#0

状態

開始日時

cpu

メモリー

ディスク

実行

2019-03-29T07:21:41Z

0.0%

256M の中の 0

1G の中の 0

詳細
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図6 IBM Cloud上で稼働させたサンプルアプリケーションの初期
画面

図7

図12

GitHubの統合の構成画面

図13

GitHubの統合認証画面

図14

GitHubの統合

ツールチェーンの初期画面

図8 「Build your ownツールチェーン」
を選ぶ

図9

図10

ツールチェーンの作成開始

作成された空のツールチェーン

ツール統合の追加画面が表示されるので検索ボックスに
「github」と入力して「フィルター」ボタンをクリックします。
表示されたパネルの表示されたパネルのうち「GitHub」をク
リックします(図11)。
統合の構成画面が表示されます。GitHubとの構成を認証
する必要があるので「認証」ボタンをクリックします ＊7（図

12）。統合の内容が表示されるので確認し、
「 Authorize
IBM-Cloud」ボタンをクリックします＊8（図13）
。

切り替わった画面で、複製したGitリポジトリーを使用し
図11

GitHubを検索

ます。
「 リポジトリー・タイプ」で「既存」を選び、
「 リポジト
リーURL」に手順1で複製したリポジトリーのURLを入力し
ます。
「GitHub Issuesを利用可能にする」がチェックされた
状態で「統合の作成」ボタンをクリックします（図14）。
これで、GitHubとの統合が終了しました（図15）。次に、ビ
ルドとデプロイの機能を持つ「Delivery Pipeline」と統合しま
＊7 既に統合済みの場合、
この画面は表示されず統合の手続きは不要です。
＊8 GitHubにサインインしていない場合は、
サインイン画面が表示されます。
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図15

GitHubとの統合完了

図17

パイプライン名を入力

図16

Delivery Pipelineの統合開始

図18

Delivery Pipelineの統合完了

図19

ステージの作成開始

図20

ステージ名を書き換える

図21

ジョブの作成開始

す。
「ツールの追加」ボタンをクリックします。パネルの中か
ら「Delivery Pipeline」をクリックします（図16）。Delivery
Pipelineに関する統合の構成画面が表示されます。
「 パイプ
ライン名」に「MyDeliveryPipeline」を入力して「統合の作成」
ボタンをクリックします
（図17）
。
ツールチェーンにDelivery Pipelineが追加されました（図

18）。さらに、Delivery Pipelineに対して、ビルドとデプロイ
の構成を行います。最初に、Delivery Pipelineのパネルをクリ
ックします。
Delivery Pipelineではビルドとデプロイ、そしてテストの
工程を「ステージ」としてそれぞれ構成することができます。
まずはビルドを行うための「ステージ」を追加します。
「ス
テージの追加」
ボタンをクリックしてください
（図19）
。
ステージの設定画面が表示されるので名称を「マイ・ス
テージ」から「ビルド・ステージ」に書き換えます（図20）。次
に「ジョブ」タブをクリックし、
「ジョブの追加」ボタンをクリ
ックします（図21）。メニューが表示されるので「ビルド」を
選びます（p.56の図22）。設定されている内容はそのままで、
「保存」
ボタンをクリックします
（p.56の図23）
。
ビルドの設定が完了しました（p.56の図24）。ビルドが正
しく実行されるかを試してみましょう。右上にある三角形と
丸のマークの「ステージの実行」ボタンをクリックします。ス
テージの実行が始まります。しばらくすると、ステージの実
行が完了します。正常に完了すると「ステージの成功」と表示
されます
（p.56の図25）
。
ビルドの実行結果を表示するために「ログおよび履歴の表
示」をクリックします。
「ビルド」ステージの実行結果が表示
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図22 「ビルド」
メニューを選択

図26 「ビルド」ステージの実行結果

図27
図23

IBM Cloudリージョンを確認

ジョブを保存

図24 「ビルド」
ステージの作成完了

されます(図26)。
「ログ」の領域にコマンドの実行内容と出力
メッセージが表示されます。エラーが発生した場合はこの内
容を基に問題の特定とデバッグを実施します。
「ビルド」
ステージが完成したので、
画面上部の
「MyDelivery
Pipeline」のリンクをクリックします。続いて、
「デプロイ」ス
テージを追加していきましょう。
「ステージの追加」ボタンを
クリックします。ステージの設定画面が表示されるので、今
度は名称の「マイ・ステージ」を「デプロイ・ステージ」に書き
換えます。
「ジョブ」タブをクリックし、
「ジョブの追加」ボタンをクリ
ックします。表示されたメニューから「デプロイ」を選択しま
図25 「ビルド」
ステージの実行成功

す。
デプロイの構成を指定していきます。ここでは、Cloud
Foundryのアプリケーションとしてデプロイするようにし
ています。画面を下の方にスクロールします。
「 IBM Cloud
リージョン」が「Dallas - https://api.ng.bluemix.net」となっ
ていることを確認します（図27）。ほかが選択されている場
合は「Dallas - https://api.ng.bluemix.net」を選びます。
「組
織」はIBM Cloudアカウントと同じ、
「スペース」は「dev」を選
択します
（図28）
「
。アプリケーション名」
が
「MyDeliveryPipeline」
となっていることを確認し、
「保存」
ボタンをクリックします。
「デプロイ」ステージの構成が終わりました。それでは、
「デ
プロイ」ステージの稼働を確認してみましょう。ビルドのと
きと同じように「ステージの実行」ボタンをクリックします。
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図28

組織とスペースを確認

図32

Cloud Foundryアプリケーションの管理画面を開く

図33

Cloud Foundryアプリケーションの管理画面

図29 「デプロイ」
ステージの実行成功

図30 「デプロイ」
ステージの実行結果

図31

デプロイに失敗したログ

「デプロイ」ステージの確認が終了しました。実際にアプリ
ケーションが稼働していることを確認します。
上部の
「MyDe
liveryPipeline」のリンクをクリックして前の画面に戻りま
す。
「デプロイ」ステージの中段にある「View console」
（また
ビルドによって作成されたアプリケーションを、IBM Cloud

は「コンソールの表示」）のリンクをクリックします
（図32）。

上のCloud Foundry環境にデプロイします。デプロイには数

IBM CloudのCloud Foundryアプリケーションの管理画面

分の時間を要します。

が表示されます（図33）。稼働中のアプリケーションにアク

実行が終了し、成功すると「ステージは成功」と表示されま

セスするために、右上の「アプリURLにアクセス」のリンクを

す（図29）。実行結果を確認するために「ログおよび履歴の表

クリックします。すると、p.54の図6と同じ、サンプルアプリ

示」のリンクをクリックします。
「デプロイ」ステージの実行

ケーションの初期画面が開きます。

結果が表示されます（図30）。ログには「ビルド」ステージと
同様に「ログ」の領域に表示されます。成功している場合は、

以上で、作成したツールチェーンを使って、GitHub内の
コードのビルドとデプロイに成功しました。

スクロールして最下部に「Finished: SUCCESS」と表示されて
います。
デプロイに失敗した場合は、
「Finished: FAILED」になりま
す（図31）。ログから何が問題だったのかを調べます。例え
ば、手順3の最後に実行した「ibmcloud app stop」コマンドを
忘れていると、
デプロイに失敗してエラーになります。

手順5 変更したコードの自動ビルドと自動デプロイ
作成したツールチェーンでは、変更したコードをGitHub
にコミットしたときに、自動でビルドとデプロイが行われる
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図34 サンプルアプリケーションの初期画面となるHTMLファイル
を書き換える

面となるHTMLファイルです。表示される文字列を日本語に
変えます。鉛筆形のアイコンをクリックして編集画面を表示
します（図34）
。
8行目の「Hello World」を「ハロー・ワールド」に、17行目の
「Welcome.」を「ようこそ.」に、19行目の「What is your
name?」を「お名前は?」に書き換えます。
「Commit changes」ボタンをクリックして変更内容を保
存（コミット）すると、すぐにビルドが実行されてしまうの
で、変化を確認できるようコミットを行う前にツールチェー
ンの画面を別のウィンドウで表示します。
Webブラウザーで別のウィンドウを開き、
「https://cloud.i
bm.com/devops/toolchains」にアクセスします。場所を「ダ

図35

変更内容を反映

ラ ス 」に 切 り 替 え ま す 。作 成 し た ツ ー ル チ ェ ー ン の
（「empty -toolchain」で始まる）名称をクリックし、さらに
「Delivery Pipeline」のパネルをクリックします。先ほどの二
つのステージが表示されます。
HTMLファイルを編集しているページに戻り、最下部まで
スクロールします。コミット用のタイトルと説明を記述する
フィールドがあるので、タイトルに「ラベルの日本語化」と記
述し、
「Commit changes」ボタンをクリックします（図35）。
二つのステージの画面に切り替えます。
コミットが完了すると、すぐにビルドが開始されて「ビル
ド」ステージが「ステージの実行中」となります（図36）。
「ビ
ルド」ステージの実行に成功すると、
「デプロイ」ステージの

図36 「ビルド」
ステージ実行中

実行がすぐに開始されます。先ほどと同じように「デプロイ」
ステージの実行には、数分の時間を要します。
すべて成功したら、稼働中のアプリケーションにも反映さ
れていることを確認しましょう。
「デプロイ」ステージの中段
にある「View Console」のリンクをクリックして、Cloud
Foundryアプリケーションの管理画面を表示し、
「アプリURL
にアクセス」のリンクをクリックします。開いた画面で書き
換えた3カ所の文字列は日本語に変わっていることを確認し
ます
（図37）
。
これですべての手順が終了しました。本パートの演習を通

図37

稼働中のアプリケーションにも反映

じて、既存のアプリケーションについても、クラウドサービ
スが提供する機能をうまく利用すれば、ビルドサーバーなど
を立てなくてもCI（継続的インテグレーション）/CD（継続的
デリバリー）を非常に簡単に実現できることが理解できたの
ではないでしょうか。本当に便利な世の中になりました。ク
ラウドサービスがなかったときに比べて、10倍は便利にな

ように構成しています。実際に、サンプルアプリケーション

ったと言ってもよいでしょう。

のコードを変更して自動的にビルドとデプロイが行われ、変

テンプレートから作成したパイプラインのように、さらに

更が稼働中のアプリケーションに反映されることを確認し

多くのツールを組み合わせ、開発からリリースにかかる手続

ます。

きをパイプライン上で実現することも可能です。ここで作成

複製 し た G it リポジトリーにアクセスします。
「a p p 」
「views/say」
「hello.html.erb」のリンクを順番にクリックし
ます。hello.html.erbが、サンプルアプリケーションの初期画

58

したパイプラインから、より複雑なパイプラインの作成に挑
戦してみませんか。

本冊子の以下の記事は、シェルスクリプトマガジン掲載記事を
加筆・修正したものです。
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