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1. はじめに

2.1 仮想環境
本コースでは，導入コストが小さいという点とライブマ

琉球大学知能情報コースで利用されている教育情報シス

イグレーション機能が標準で搭載されているという点か

テムの運用管理は，平成 24 年まで演習科目におけるテーマ

らオープンソースの KVM をオンプレミス環境の 1U サー

の 1 つとして行われてきた．しかし，サービスの多様化や

バー 4 台に導入している．これは，物理マシンのメンテナ

システムの高度化に伴い，半期で終了する演習科目として

ンス時にサービスを継続稼働する必要があったためライブ

行うことが困難となった．このため，平成 25 年度に教員

マイグレーションを行う必要があった．そこで，iSCSI に

の指導の下，学生主体でシステム管理チームと呼ばれる組

対応しており，複数ノードからのアクセスに対して整合性

織によって構築・運営・管理が行われている [1]．同チーム

のある読み書きが可能なクラスタファイルシステムである

は教員の指導の下，学生主体でシステム管理を行い，実務

GFS2 導入している．

に供するシステム運用管理の技術取得を目的としている．

本コースが提供する基幹サービスはこのオンプレミス環

また，実際に生じたインシデントの対応を行いシステムの

境の仮想環境上で VM として動作している．他にも講義や

安定運用と運用改善を行なっている．

実験のために仮想環境の貸出サービスを行なっている．

現在，本チームが運用管理しているシステムは，平成 27
年 10 月に初期構築 [2], [3], [4] されてから 4 年が経過した．
このシステムは，5 年毎にシステムの更新が行われ来年度

2.2 Web コントロールパネル
DNS や LDAP 等の複数サービスと連携して動作する，

がシステム更新の年である．本稿では，来年度のシステム

Ruby on Rails で開発された Web アプリケーションであ

更新に伴った新規システムの提案を行う．

る．後述する IP 管理サービスと VM 貸出サービスを利用

2. 現行システム
オンプレミス環境では，1U サーバーを 4 台，SAN 用ス

することができる．

2.3 IP 管理サービス

トレージと汎用ストレージをそれぞれ 2 台ずつ導入してい

Web コントロールパネルから MAC アドレスと希望のド

る．また，物理サーバーや稼働する VM を監視し，それら

メインを申請することで，DHCP から IP アドレスを配布

に障害等が発生したときに管理者への障害通知やログの集

する IP 管理サービスを行なっている．端末の MAC アド

積を目的とした監視サーバーを別で導入している．

レスを登録していることで，インシデントが起こった際に
端末を特定することが容易になっている．
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2.4 VM 貸出サービス
学生や教員の希望に応じて仮想環境を貸出すサービスを
行なっている．VM のスペックはメモリ容量 1GB，CPU1
コア，ストレージ 10GB をデフォルトとしているが，要望
に応じてスペックを変更することができる．また，前節で
述べた IP 管理サービスと連携しており，使用している IP
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アドレス及ドメイン名と対応付けられている．VM の作成

は，Kubernetes のオンプレミス環境で利用可能なロード

は Web コントロールパネルから VM の希望のドメイン名

バランサーの MetalLB を用いて行なった．MetalLB は，

と OS を選択するだけで VM を作成できる．

割り振る IP アドレス帯域を設定の際に決めなければいけ

3. 新規システムの提案

ない．システム更新の際には，Kubernetes に用いる IP ア
ドレス帯域を事前に決めてネットワーク設計をしなければ

本コースでは，2.4 節で述べた VM 貸出サービスが存在す

ならない．kubectl コマンドを利用して，手元の PC から

るが，コンテナ技術を利用したコンテナ貸出サービスは存

リモートにある Kubernetes API が実行できたが，どのリ

在しない．コンテナ技術を用いることで，コンテナイメー

ソースにもアクセスできる状態になっているため RBAC

ジの共有ができ，容易に環境を準備することや何度も同じ

を用いたリソース操作のアクセス制御を行う必要がある．

環境を使い回すことができるため授業などの環境構築をす
る手間を省くことができる．これより，コンテナ技術を利

4.2 Web コントロールパネルの検証

用したいという学生が増加すると考える．また，軽量なコ

Ruby on Rails を利用してプロトタイプの Web コント

ンテナイメージはリソースの増大を防ぐことができ，コン

ロールパネルを作成している．Web コントロールパネルで

テナは VM より透過的なので監視や管理が容易である。こ

は，Kubernetes API を利用して，Pod の作成・一覧・削除

れらは，運用者である本チームにも利点があると考える．

ができることとする．動作検証では，Pod の作成・削除・

これらより，コンテナ技術を用いたコンテナ貸出サービス

一覧が動作するか確認を行なった．Kubernetes API を利

の新規システムを提案する．

用する際に，Ruby の gem で k8s-client を用いて開発を行
なっており，JSON 形式でリソースの YAML を作成でき

3.1 システムの概要
本提案では，プロトタイプの Web コントロールパネル
を作成し，コンテナオーケストレーションツールの Kuber-

netes を用いてコンテナ貸出サービスを実現する．コンテ

るため容易であった．

5. まとめと今後の課題
本稿では，本コースには存在しないコンテナ貸出サービ

ナオーケストレーションは，コンテナのスケジューリング，

スの新規システム提案を行なった．検証では，Kubernetes

インフラの抽象化，コンテナのセルフヒーリングといった

の検証と Web コントロールパネルの検証を行なった．本

運用者の負担を減らしコンテナを素早くサービスとして提

コースでは，毎年引継ぎがあるためクラスタ構築の容易さ

供することができる機能がある．また，Kubernetes の設定

や設定ファイルをコードで管理できることは有効である．

は YAML を用いて行えるため，コードとして管理するこ

今後の課題として，ユーザのユースケースの検討，シス

とも可能である．検証環境は，Kubernetes クラスタを容

テム更新時の導入方法の検討，学習コスト，運用コストを

易にする kubeadm を用いて，本チームにある検証用物理

考えなければならない．ユーザーのユースケースの検討と

マシン 3 台にそれぞれ Master Node 1 台，Worker Node 2

学習コストに関しては，学内で勉強会を開き，学習の促進

台で Kubernete クラスタの環境の構築を行なった．

を促し，ユーザーのユースケースは勉強会に参加した学生

ユーザーのワークフローは，GitLab Container Registry

にアンケートをとり，ユースケースを提案してもらい解決

の機能を用いてコンテナイメージのアップロードを最初に

することを考えている．今後さらに調査・検証を進め，導

行う．次に，Web コントロールパネルを用いて Pod の作

入・実証実験を行うことを目指す．

成に必要な情報の選択及び入力を行い，Deployment を作
成し Kubernetes API は Deployment の情報を下に Pod の
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