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背景

● 琉球大学工学部知能情報コースの教育情報システムを管理しているシステム

管理チームに所属している(ボランティア)

● 約8人が在籍している

● メール対応やサーバーの運用・保守・構築を行なっている

● 日々色々なタスクを行なっている

● 最近だとSlackからMattermostの移行をシステム管理チームのメンバーの1人

が行なってくれている



背景

琉球大学工学部知能情報コースは，学生に対してKVM
を使用したVM貸し出しサービスを行っている

コンテナ技術を利用したサービスは存在しない



最新の技術に自然と触れられる
環境が提供されていない！！



テーマ

Kubernetesによる

コンテナ貸出サービスの提供



そもそもKubernetesって？
● Kubernetesとはコンテナオーケストレーションツール

podの内部（例）serviceの内容（例）

API部分

DB部分

フロント部分

ユーザー



Docker・Gitlabってなんだ？

● Docker

オープンソースのコンテナ管理ソフトウェア。コンテナを実行するソフトウェア

だけでなく，コンテナイメージの作成やイメージを共有する仕組みなどのエコシ

ステムも提供する。

● GitLab

Gitリポジトリマネージャーの一種.Gitリポジトリの管理機能に加えて、コードレ
ビュー、CI(継続的インティグレーション)/CD(継続的デリバリ)などの機能がある。



システム概要

● コンテナオーケストレーションツールのKubernetsとRuby on Railsで作成し
たWebコントロールパネルを用いてコンテナ貸出サービスを実現する

● Kubernetesは，コンテナオーケストレーションツールなので，セルフヒーリ
ング，コンテナのスケジューリング，アクセス制御，リソースの割り当てな

どが容易である

● Webコントロールパネルで，利用者は容易にコンテナをデプロイしたり，リ
ソースやコンテナの状態を確認することができる

● GitLabを使用することでコンテナイメージの保存，Dockerfileを管理すること
ができる



知能情報コースでコンテナを使うメリット

1. 学科サーバーのリソースを使用して，Docker imageを
ビルドできる．

2. 開発環境が，Dockerfileにて担保される．

3. 生徒がコンテナ技術を利用したサービスを使える．



知能情報コースでコンテナを使うメリット 1
学科にあるGitLabにて，Dockerimageをビルドできる．

CI/CD

Docker Registry

Docker
file

Docker image

push

ciにてビルド



先輩はどうやって
この環境を作ったんだ…

卒業したすごいサービスを
開発した先輩

すごい先輩が残したサービスを
手元で動かしたい在学生

環境構築手順を
書く時間がない…
本当に申し訳ない

知能情報コースでコンテナを使うメリット 2
開発環境が，Dockerfileにて担保される．



知能情報コースでコンテナを使うメリット 3

生徒がコンテナ技術を利用したサービスを使える(学べる)．

Dockerわかる人 Dockerわからない人



知能情報コースでコンテナを使うデメリット

● カーネルをカスタマイズできない

● 学習コストがVM型仮想環境に比べて高い

● 他のコンテナとリソースの一部(カーネルやライブラリ)を共有する．

● VMのゲストマシンよりもコンテナ内の環境の方がホストマシンと共
有してる部分によるセキュリティホールなどの影響を受けやすい



検証環境・使用技術

検証環境

● OS: CentOS7
● PC3台（master1台，node2台)

使用技術

● Kubernetes
● Docker
● Ruby on Rails
● Gitlab
● Docker Registry



アーキテクチャー図

Master Node

Worker Node

Worker Node

クラスタ

image情報の取得

imageのPull

APIとのやりとり

JSON

create，updateなど 成功，失敗

Webコントロールパネル



ユーザーワークフロー

API

CI/CD

Docker Registry

kubectlコマンド

Podの作成
Podの状態確認
Serviceの作成
Serviceの状態確認
Logの確認

ユーザー

Docker imageのア
ップロード

DockerfileのGit管理
imageの
情報取得

Pod，Service
の作成

localからコマンド
実行

get,logs,exec
の実行

Webアプリケーション
にアクセス

imageをpull

Webコントロールパネル



デモ podの作成

API

CI/CD

Docker Registry

Podの作成
Podの状態確認
Serviceの作成
Serviceの状態確認

ユーザー

①Docker imageの
アップロード
DockerfileのGit管理

③imageの情報取得

④Pod，Serviceの
作成

②Webアプリケーショ
ンにアクセス

imageをpull

Webコントロールパネル



デモ(動画)



デモ 延長申請

● podは24時間経過すると，リソースの開放のために削除される．
● 24時間以上立ち上げたままにしたい場合は，延長申請を出せる．

ユーザー

①Deploymentに対
して延長申請ボタ
ンをクリックする

④承認済み通知

③承認済にするため
のDatabase UPDATE

管理者

②延長申請に
対して承認

Webコントロールパネル



デモ(動画)



デモ ingressドメイン設定
● serviceにドメインにてアクセスできるようにした．

ユーザー

①ユーザーはWebアプリケーションか
らserviceに対してドメインを割り当る

②Railsはingress nginx controllerへserviceに対して
ユーザーが指定したドメインでアクセスできるように
APIを叩く．

③サービスに対して、ドメイン
でアクセスできるようになる

service1

service2
Webコントロールパネル



デモ(動画)



デモ CLI

API

ユーザー ②localからkubectl
コマンドを実行

get、logsの実行

①CLIを実行するため
のアカウント情報を取
得

リモートサーバー

Webコントロールパネル



デモ(動画)



これまでの開発スケジュール (7月中旬~9月)
7月 8月 9月

Kubernetes勉強・検証

フレームワーク・機能選定

フロントエンド実装

ロードバランサの設定・検証

ミニプロコン

お休み(夏休み)

Front

Back



これまでの開発スケジュール (10月~12月上旬)
12月11月10月

発表練習

管理者用ページの作成

トップページの作成

発表資料作成

アクセス方法の改善

リソースの制限

Front

Back

アクセス制限

必要な機能の洗い出し

アクセス制限



今後の開発スケジュール (12月中旬〜)

28

12月 1月 2月

ハンズオン

環境を構築して移行する

prometheusの導入

テスト運用

3月

年末休業



現状と今後の課題

● Kubernetesのマスターノードが置かれているサーバーが落ちると
Kubernetes全体が使えなくなってしまう

○ マスターノードの冗長化を行うことで対応する

● 基幹サーバーへのデプロイを行い，サービスを学生にむけて一般公開

する

○ 来年度のシステム更新に合わせて行う

● ネットワークの見直し，現在Metallbを利用しているがVLANでの切り
分けができない状態である



困難だった点・良かった点

困難だった点

● Kubernetesを利用すること自体が難しかった。
● 勉強しなければいけないことがたくさんあった。（Docker，

Kubernetes，オンプレミス環境に合わせた構築方法,  Ruby on Rails）
● フロント側の見せ方

良かった点

● KubernetesのIssueで質問したこと
● gitクライアントforkの使い方を学べた．
● フロントエンジニアの苦労を知れた



最後に

学生は今までより容易にアプリケーションを公開することができ，

同時に最新技術であるコンテナ型仮想環境について学ぶことができる．

大学内でより技術力の高い人材を育成できる！


