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本資料について

○本資料の表記
○本資料では、製品名や用語を以下のように表記しています。

○商標
○Red HatおよびOpenShiftは米国およびそのほかの国において登録されたRed Hat, Inc. の商標です。
○Linux は、Linus Torvalds氏の登録商標です。
○本資料中の社名、商品名はすべて各社の商標または登録商標です。
○本資料に掲載されている製品名などには、必ずしも商標表示(TM, R)を付記しておりません。

名称 略称

FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platform Digital Application Platform

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O FJcloud-O

Container Platform powered by Red Hat OpenShift 本サービス

Red Hat OpenShift Container Platform OpenShift

Continuous Integration／Continuous Delivery
(継続的インティグレーション／継続的デリバリー)

CI/CD

source-to-image S2I
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Container Platform powered by Red Hat OpenShift
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サービス概要 －特長－

○特長：
○高信頼、高可用なコンテナ基盤(マネジメントノード冗長化)

○第三者認証を取得したセキュアなFJcloud-O上に構築

○環境イメージ

東日本データセンター

富士通がコンテナ基盤を構築・運用・保守

コンテナ コンテナ コンテナ コンテナ コンテナコンテナ

Red Hat OpenShift Container Platformを利用したコンテナ基盤サービスです。
お客様にコンテナアプリケーションの開発、新サービスリリースに注力頂くため、富士通がコンテナ基盤※1の
構築・運用・保守を実施します。

FJcloud-O

Container Platform powered by Red Hat OpenShift

© 2022 Fujitsu Limited

※1 FJcloud-O上に構築したOpenShift環境

西日本データセンター

5



サービス概要 ー全体図ー

○ OpenShiftによるコンテナ管理機能を提供します。
◆ コンテナの複数起動やオートスケールが可能です。
◆ コンテナを簡単に運用することができます。

Container Platform powered by Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift Container Platform

コンテナ作成・実行・管理

ノードサーバ

検証用

コンテナ

開発用

コンテナ

本番用

コンテナ

(外部公開)

CI/CD

コンテナイメージ

レジストリ

コンテナイメージ

コンテナイメージを実行環境に
デプロイメント

Webアプリケーション公開作業
稼働状況を確認しながら
継続的な運用監視

コンテナ稼働状況に応じて
コンテナの起動数などを柔軟に設定

サービス利用者サービス利用者サービス利用者

Kubernetes上のアプリケーションに
対する外部公開設定

コマンド経由でデプロイ操作

エンドユーザー
(アプリ利用者)

お客様環境(閉域接続)、または
インターネットにコンテナ上のアプリを公開

© 2022 Fujitsu Limited6



Red Hat OpenShift Container Platform

コンテナ型仮想化技術のオープンソースをベースとして
エンタープライズレベルに機能拡張・品質強化されたPaaS基盤

〇 すぐに業務開発に利用できるコンテナイメージを提供
Java, Node.js, Python, Rubyなど

〇Webベースのわかり易いインタフェースによる
コンテナ環境の管理やコンテナイメージの払い出し

〇ユーザ管理や権限の認証・認可による
マルチテナント環境の実現

〇監視機能の強化
(コンテナごとのCPU/メモリ使用率の監視・収集など)

〇ログ管理機能の強化
〇ソースコードからコンテナイメージを生成する機能
〇開発者を支援する機能の提供

(開発プロジェクトの管理やCI/CDツールの提供)

〇 デファクトスタンダードなオープンソース技術の採用OS
Red Hat Enterprise Linux CoreOS

コンテナ型仮想化技術
CRI-O

コンテナ管理技術
Kubernetes

エンタープライズレベルの
機能拡張

様々な開発サービス
(PaaS)

© 2022 Fujitsu Limited7



Red Hat OpenShift Container Platformの活用メリット

○コンテナ基盤の設計・構築・運用を支援し、コンテナアプリケーション開発や
サービスリリースを容易化

カテゴリ OpenShift利用のメリット

開発を支援する
仕組みの導入

開発者の負荷を軽減してコンテナ開発を効率化
・コンテナイメージの作成支援 (S2I※)
・CI/CD環境の早期構築

他OSS連携・
設計・構築

コンポーネント選定・設定がされた製品を提供
エンタープライズ利用を前提にした管理機能

セキュリティ Red Hat提供のセキュアなコンテナイメージ群

運用保守
迅速なバグ修正・確立されたアップデートパス
富士通・Red Hatによるサポート

※S2I(Source-to-Image)：ソースコードからコンテナイメージを構築するためのツールキットとワークフローです。
ソースコードを準備することによって、すぐに実行できるコンテナイメージを生成します。

© 2022 Fujitsu Limited8



本サービスの活用メリット

ハードウェア/OpenShiftの調達、ハードウェア設置と構築、OpenShiftの導入と設定は一切不要
ご利用環境の提供後、すぐに開発やサービスリリースを実施

構築済コンテナ実行環境の提供

OpenShiftのマネジメントノードを冗長化

エンタープライズ利用に対応する業務継続性

OpenShift基盤の運用、保守から解放されることでお客様はアプリケーションの開発や提供サービスの運用に注力

コンテナアプリケーションの開発効率化

第三者認証取得済のFJcloud-O上にOpenShiftを構築、お客様資産を外部脅威から保護

セキュアな基盤で安心してアプリケーションを運用

© 2022 Fujitsu Limited9



提供サービス内容

© 2022 Fujitsu Limited10



サービス内容

カテゴリ 内容 詳細

インフラ
環境提供

コンテナ開発環境 コンテナ
作成・実行・管理

• コンテナイメージ作成機能(S2I)
• コンテナ実行環境、コンテナ管理機能
• コンテナイメージレジストリ

コンテナイメージ • Red Hat Container Catalogで提供されるコンテナイメージが利用可能

アプリケーション開発・
運用支援

CI/CD • Red Hat社提供のCI/CDツールを提供
(CI/CDツール：Jenkins(開発プロセスを自動化)、S2I(ソースコードからコンテナイメー
ジを構築するためのツールキットとワークフロー))

インフラ
運用・保守・
サポート※

定常運用 運用監視 • OpenShiftクラスタの異常発生時に通知

ログ基盤 • インフラ環境のトラブル調査用にログ収集

保守運用 アップデート • OpenShiftクラスタを構成する各ノードに対するエラッタ適用
• 緊急度の高いセキュリティ修正
• お客様影響の高いバグ修正

• OpenShiftのアップデート
• 計画保守期間を設けアップデート

障害時運用 復旧 • OpenShiftクラスタの異常時に復旧

サポート ワンストップサポート • インフラストラクチャからコンテナ基盤までのワンストップサポートを提供

© 2022 Fujitsu Limited

※当社独自の提供機能・運用
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メニュー 単位 備考

基本構成

2vCPU/8GBメモリ 月 マネジメントノード、アプリケーションノード(S3-2フレーバー) x 2

4vCPU/16GBメモリ 月 マネジメントノード、アプリケーションノード(S3-4フレーバー) x 2

16vCPU/64GBメモリ 月 マネジメントノード、アプリケーションノード(S3-16フレーバー) x 2

プランA(※) 月 マネジメントノード、アプリケーションノード(S3-2フレーバー) x 5

プランB(※) 月 マネジメントノード、アプリケーションノード(S3-4フレーバー) x 5

プランC(※) 月 マネジメントノード、アプリケーションノード(S3-2フレーバー) x 10

プランD(※) 月 マネジメントノード、アプリケーションノード(S3-4フレーバー) x 10

アプリケーションノード追加オプション

1アプリケーションノード(2vCPU/8GBメモリ)追加 月 アプリケーションノード(S3-2フレーバー) x 1 追加

1アプリケーションノード(4vCPU/16GBメモリ)追加 月 アプリケーションノード(S3-4フレーバー) x 1 追加

1アプリケーションノード(16vCPU/64GBメモリ)追加 月 アプリケーションノード(S3-16フレーバー) x 1 追加

1アプリケーションノード(small)追加(※) 月 アプリケーションノード(S3-2フレーバー) x 1 追加

5アプリケーションノード(small)追加(※) 月 アプリケーションノード(S3-2フレーバー) x 5 追加

10アプリケーションノード(small)追加(※) 月 アプリケーションノード(S3-2フレーバー) x 10 追加

1アプリケーションノード(middle)追加(※) 月 アプリケーションノード(S3-4フレーバー) x 1 追加

5アプリケーションノード(middle)追加(※) 月 アプリケーションノード(S3-4フレーバー) x 5 追加

10アプリケーションノード(middle)追加(※) 月 アプリケーションノード(S3-4フレーバー) x 10 追加

サービスメニュー

ノード 種類 vCPU(個) Memory(GB) Disk(GB)

マネジメントノード
Control Plane 4 16 120

Infra 4 32 120

アプリケーションノード

S3-2 2 8 120

S3-4 4 16 120

S3-16 16 64 300

各ノードのリソース構成

© 2022 Fujitsu Limited

〇サービスメニュー

※ 新規申し込みの受付停止
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【ご参考】基本構成の特長

○ 構成の特長
○ マネジメントノード、アプリケーションノードで構成。マネジメントノードを冗長化構成とし、高可用性システムを提供。

○ サービスコントローラからマネジメントノードを制御して監視等を実施。

マネジメントノード

アプリケーションノード

インフラ運用・保守・サポート サービスコントローラ

サービスコントローラが
監視・バックアップ・ログ収集等を実施

ノード ノード ノード

ロードバランサロードバランサ

Control
Plane

Control
Plane

Control
Plane

Infra Infra Infra

【補足】
Control Planeノード：アプリケーションノードの管理・コンテナ制御
Infraノード：ネットワーク制御

✓ Control Planeノード/Infraノードは各3台の冗長化構成

基本構成

© 2022 Fujitsu Limited13



メニュー 単位 備考

ストレージ追加オプション

ストレージ 月 永続ストレージ1TB追加

プライベート接続オプション

プライベート接続オプション 月 別途Digital enhanced EXchangeの申し込みが必要

リージョン内接続オプション

単一サーバ接続 月 単一のリレーサーバで構成

インターネット接続オプション

インターネット接続オプション 月 認証局発行のSSLサーバ証明書を導入

サービスメニュー

永続ストレージとは

➢ 特別な設定をしていないとコンテナ内で使用するデータはコンテナの移動・削除時に削除されます。永続ストレージを利用する設定をしてデータを
格納することにより、コンテナの移動・削除時にもデータを保持できます。

© 2022 Fujitsu Limited

〇サービスメニュー

プライベート接続オプション リージョン内接続オプション インターネット接続オプション

プライベート接続オプション × 〇

リージョン内接続オプション × 〇

インターネット接続オプション 〇 〇

〇各種接続オプションについて

➢ プライベート接続オプション、またはリージョン内接続オプション、インターネット接続オプションの少なくとも一つ以上の利用を必須とし、基本構成と一緒に契約する必要があります。

➢ 各接続オプションの併用可否は以下の表の通りです。

14



プライベート接続オプション

FUJITSU Hybrid IT Service Digital enhanced EXchange(以下、DEX※)を利用し、
Container Platform powered by Red Hat OpenShiftをデータセンターアウトソーシング環境上の

お客様環境に閉域接続します。
※別途、DEXの申込が必要です。 詳細は以下ページを参照ください。

https://www.fujitsu.com/jp/services/hybrid-it-service/dex/

DEX提供メニューのうち、以下に対応しています。
a.クロスコネクト for FJcloud-O
b.クロスコネクトポート for 富士通データセンター
※データセンターアウトソーシングサービスの中で提供されるメニューとなり、
DEXのご契約に加えてデータセンターアウトソーシングサービスの契約も必要です。

お客様環境

クロスコネクト for FJcloud-O

データセンター
アウトソーシング環境

DEX

FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platform

Container Platform powered by Red Hat OpenShift

コンテナ コンテナ コンテナ

© 2022 Fujitsu Limited

クロスコネクトポート for 富士通データセンター

インターネット

＜標準＞
・tcp/53,123,443
・udp/53,123
以外は拒否

拒否

＜申込書、問い合わせで追加＞
・tcp/1-65535
・udp/1-65535
以外は拒否

15
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Container Platform powered by Red Hat OpenShift

FJcloud-O環境

リージョン内接続オプション

FJcloud-Oに構築したお客様プロジェクトのネットワークリソースを本サービスに共有し、
Container Platform powered by Red Hat OpenShiftをFJcloud-O上の

お客様プロジェクトに閉域接続(※)します。

お客様プロジェクト

コンテナ コンテナ コンテナ

© 2022 Fujitsu Limited

ルーター

ルーター

FUJITSU Hybrid IT Service
Digital Application Platform

リレーサーバ

※事前にお客様プロジェクトのネットワークリソースを共有する必要がありますので、「リージョン内接続オプション」の利用についてお問い合わせ窓口にご相談ください。

＜標準＞
・tcp/443
・tcp/6443(OCコマンド専用)
以外は拒否

＜申込書、問い合わせで追加＞
・tcp/80
・tcp/30000-32767
以外は拒否

お客様プロジェクトの
ネットワークリソースを共有

＜標準＞
・tcp/443
以外は拒否

＜申込書、問い合わせで追加＞
・tcp/1-65535
・udp/1-65535
以外は拒否

インターネット

＜標準＞
・tcp/53,123,443
・udp/53,123
以外は拒否

＜申込書、問い合わせで追加＞
・tcp/1-65535
・udp/1-65535
以外は拒否

拒否
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Container Platform powered by Red Hat OpenShift

インターネット接続オプション

認証局発行のSSLサーバ証明書を導入し、Container Platform powered by Red Hat OpenShiftを
インターネットに公開します。

コンテナ コンテナ コンテナ

© 2022 Fujitsu Limited

ルーター

FUJITSU Hybrid IT Service
Digital Application Platform

インターネット Container Platform powered by Red Hat
OpenShiftをインターネット経由から操作

お客様アプリケーションを
インターネットに公開

・tcp/443
・tcp/6443(OCコマンド専用)
以外は拒否 ＜標準＞

・tcp/53,123,443
・udp/53,123
以外は拒否

＜申込書、問い合わせで追加＞
・tcp/1-65535
・udp/1-65535
以外は拒否

17



接続オプションのご利用に際してのお願い

○ 「プライベート接続オプション」 または 「リージョン内接続オプション」 をご利用を希望される
お客様は、本サービス申込前にヘルプデスクまで利用希望のご相談をいただけますよう
お願い致します。

○「プライベート接続オプション」 または 「リージョン内接続オプション」をご利用頂く場合、事前に
お客様システムとの接続可否を確認させて頂く必要があります。

○ご相談頂くヘルプデスクの窓口は、以下をご確認ください。

© 2022 Fujitsu Limited

「FUJITSU Hybrid IT Service クラウドサービス 申込請書」 記載の 「ヘルプデスク問い合わせ先（メール）」
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課金の考え方について

○月額固定料金で課金されます。
○サービス契約時に選択する本サービスの構成内容に応じた月額の固定料金となります。

○月末締めとなっており、日割りでの計算はいたしません。

© 2022 Fujitsu Limited19



制限事項・注意事項(1)

© 2022 Fujitsu Limited

本サービスの制限・注意事項は、FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platform公開ホームページの
サービス仕様書をご参照ください。

【契約について】
○ 本サービスは、プライベート接続オプション、リージョン内接続オプション、またはインターネット接続オプションの少なくとも一つ以上の利用を必須とし、

基本構成と同時に契約する必要があります。なお、プライベート接続オプション、およびリージョン内接続オプションを併用することはできません。

○ プライベート接続オプション、リージョン内接続オプション、またはインターネット接続オプションを解約する場合は、基本構成、および全てのオプションを
解約する必要があります。

○ 本サービスの利用時、「Red Hat製品の使用に関するエンドユーザライセンス特約条項」に定める条件を遵守するものとします。

【運用について】
○ 当社は、契約者アプリケーション、データおよびクラスタ構成情報のバックアップを取得しません。これらの管理については契約者が単独で責任を

負うものとします。

○ 全ての契約者アプリケーション、Pod、OpenShift Operatorの運用は契約者が実施する必要があります。それらのセキュリティの担保、監査対応、
および生存監視を含む運用は契約者が実施してください。

○ OpenShiftのエラッタ適用、マイナーアップデート時に契約者アプリケーションおよびOpenShiftの互換性問題が発生した場合、契約者が
解決する必要があります。また当社はOpenShiftのダウングレードは実施しません。

○ 最新のOpenShift より 2マイナーバージョン古い場合、当社は契約者に通知なく当社の定める日に最新のマイナーバージョンにアップデートします。

○ 当社がOpenShiftに致命的なセキュリティ脆弱性があると判断した場合、当社は契約者に通知の上、当社の定める日に修正適用を実施します。

○ 契約者の作業によって、OpenShiftに異常が生じた場合、ヘルプデスクへ問い合わせの上、契約者が復旧する必要があります。当社によるシステム
復旧をご希望の場合、当社が契約者に環境を提供した時点までの復旧（環境の再払い出し）となります。
契約者アプリケーションを含めた復旧は契約者が実施する必要があります。

20
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制限事項・注意事項(2)

© 2022 Fujitsu Limited

【構成プランについて】

○ 契約後のプラン変更はできません。プランを変更する場合、利用しているプランを解約し、新たなプランを契約する必要があります。

○ 「2vCPU/8GBメモリ」プランで購入した基本構成を「4vCPU/16GBメモリ」プランに変更したい場合、「2vCPU/8GBメモリ」プランを解約し、
「4vCPU/16GBメモリ」プランを契約する必要があります。その場合、お客様のデータは引き継がれません。お客様の責任でデータの移行が必要です。

○ 本サービスは、ocp.jp.fujitsu.com 配下のドメイン名で提供されます。

○ 外部公開設定する契約者アプリケーションは、独自のドメイン名を使用することができます。その場合に必要となる該当ドメインの名前解決設定、
およびサーバ証明書の購入、サービス内への導入は契約者が実施する必要があります。

○ 契約者アプリケーションからインターネット上のサービスに接続可能なプロトコル/ポートは以下となります。
○ tcp/53,123,443

○ udp/53,123

上記以外のtcp, udpのポート番号でインターネット上のサービスに接続したい場合は、ヘルプデスクに変更したい旨をご連絡ください。

【アプリケーションノード追加オプションについて】

○ 利用中のアプリケーションノード追加オプションを変更する場合、利用しているオプションを解約し、新たなオプションを契約する必要があります。

○ 「1アプリケーションノード(2vCPU/8GBメモリ)追加」で購入したアプリケーションノードのCPU/メモリリソースを4vCPU/16GBメモリに変更したい場合は、
「1アプリケーションノード(2vCPU/8GBメモリ)追加」を解約し、「 1アプリケーションノード(4vCPU/16GBメモリ)追加」を契約する必要があります。

○ アプリケーションノード追加オプションを解約した場合、残ったアプリケーションノードに稼働中の契約者アプリケーションが集約されます。
それらの契約者アプリケーションが利用する CPUおよびメモリが集約後の環境に十分確保されていることを確認の上で解約してください。
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制限事項・注意事項(3)
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【プライベート接続オプションについて】

○ インターネット接続オプションを利用していない場合、OpenShift環境は外部公開されないため、自己署名証明書で提供されます。
認証局により信頼された証明書が必要な場合、必要な作業を契約者が実施する必要があります。

○ プライベート接続オプションの利用時、接続の可否を判断する必要がありますので、事前にヘルプデスクに連絡してください。接続可能である場合、
書面によりDEXを申し込んだ上で、プライベート接続オプションを契約する必要があります。

○ そのため、お申込みから利用開始までにかかる期間は以下となります。
FUJITSU Hybrid IT Serviceポータルのサービス利用設定申込画面から利用申込後約40営業日
(DEX申込書作成からDEXの疎通確認：約35営業日、環境構築：約5営業日)

○ DEXが提供する機能のトラブルは、契約者が解決する必要があります。

○ インターネット接続オプション併用時、認証局事業者が発行したサーバ証明書が登録されます。また外部公開設定された
契約者アプリケーションは、インターネットに公開されます。

○ 1つの基本構成に対して、1つのプライベート接続オプションのみ契約できます。
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制限事項・注意事項(4)
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【リージョン内接続オプションについて】

○ インターネット接続オプションを利用していない場合、OpenShift環境は外部公開されないため、自己署名証明書で提供されます。
認証局により信頼された証明書が必要な場合、必要な作業を契約者が実施する必要があります。

○ リージョン内接続オプションの利用時、接続の可否を判断する必要がありますので、事前にヘルプデスクに連絡してください。

○ リージョン内接続オプション利用時、契約者が用意するFJcloud-OのIaaSリソースは、契約者が管理する必要があります。

○ インターネット接続オプション併用時、認証局事業者が発行したサーバ証明書が登録されます。また、外部公開設定された
契約者アプリケーションは、インターネットに公開されます。

○ 1つの基本構成に対して、1つのリージョン内接続オプションのみ契約できます。

【インターネット接続オプションについて】

○ 契約者が外部公開設定可能なプロトコル/ポートは、tcp/443のみとなります。

○ 本サービスへの認証はOAuth認証を使用し、Web APIへのアクセストークンはインプリシットグラント方式によりブラウザ経由で配布されます。
インターネット接続オプション利用時には、アクセストークンの取り扱いには十分注意してください。

○ 1つの基本構成に対して、1つのインターネット接続オプションのみ契約できます。
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関連サービス
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Prisma Cloud
管理コンソール

クラウドセキュリティ

Prisma Cloud（Cloud Workload Protection Platform）

© 2022 Fujitsu Limited

○コンテナ環境への不正アクセスや設定ミス、脆弱性の可視化を支援するサービスです。

• ビルド、シップ、ランの各フェーズで脆弱性チェック

• ランタイム保護
（ランタイムの脆弱性、設定不備の可視化）

• 信頼されないイメージのデプロイ前ブロック

• 不要なコンテナ通信の制御

App App App App

保護対象コンテナ 利用者

○コンテナ内の脆弱性を可視化することで、確実なセキュリティ強化を実施できます。

○開発の初期段階から脆弱性の確認・対処を行うことで手戻りを抑制します。

○増減が激しいコンテナ環境に対し、自動的に監視対象にできます。

Prisma
Cloud

エージェント

※ Prisma Cloudのご利用には、別途契約が必要です。お問い合わせは下記サイトの「お問い合わせはこちら」をご参照ください。
https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/security/secure/cloud-security/prisma-cloud/

【コンテナ基盤】
Container Platform powered

by Red Hat OpenShift
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ご参考：コンテナ・KubernetesとOpenShift
の関係
• コンテナの特徴について説明します

• OpenShiftの構成要素であるKubernetesについて説明します

• OpenShiftが解決する課題とメリットについて説明します

© 2022 Fujitsu Limited26



コンテナとは

○コンテナは仮想化技術の一種
○アプリケーションの実行に必要なリソースを隔離空間に閉じ込めたもの

○コンテナごとにCPU、メモリ、ディスクを割り当て、独立・占有して利用

物理/仮想サーバ

コンテナ管理ソフトウェア(cri-oなど)

OS

コンテナ

APP

Bin/Libs

コンテナ

APP

Bin/Libs

コンテナ

APP

Bin/Libs

物理サーバ

ハイパーバイザー(VMware ESXiなど)

OS

VM

ゲストOS

APP

Bin/Libs

VM

ゲストOS

APP

Bin/Libs

VM

ゲストOS

APP

Bin/Libs

ご参考：コンテナと仮想マシンの違いコンテナ 仮想マシン

コンテナのポイント
・アプリと実行環境をまとめて
隔離

・実行環境が同梱されている
・ゲストOS層が無い
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コンテナの特徴と活用メリット

○コンテナの特徴：
○アプリと実行環境をまとめて隔離するため、隣のコンテナから独立

○実行環境が同梱されているため、どこでも同じ挙動

○ゲストOS層が無いため、仮想マシンよりも軽量、起動停止が高速

・異なる実行環境のアプリケーションを同一ホスト上で一度に稼働
・仮想マシンに比べ、多くのアプリケーションをホスト上に集約可能

集約

・ハイブリッド/マルチクラウド間の移行が高速・容易
・移行時のダウンタイムを短縮

ポータビリティ性

・開発/検証環境を容易に複製、利用者へ早期提供

迅速性

上記の特徴から
以下の活用メリットにつながります

独立

同一挙動

軽量 高速

独立 同一挙動 高速

独立 軽量

同一挙動 軽量 高速
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コンテナの課題

○複数台のコンテナプラットフォームでは、インフラ管理者の作業が煩雑

インフラ管理者によるコンテナ運用管理の省力化が課題

作業のタイミング 主な作業事項

コンテナ配備

コンテナの配備先ホストの決定、デプロイ実施

コンテナに割り振るMACアドレス、IPアドレス、ホスト名の管理

アプリケーションに接続するまでのルーティング

アプリケーションのデータを保持する永続ストレージの割り当て

障害発生
ノード障害時：他ノードへの再配備

冗長性欠損時：レプリケーション数確保

負荷変動 負荷に合わせたスケールアウト/イン
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Kubernetesとは

○ コンテナ運用のコンテナオーケストレーションとしてデファクトスタンダード
○Google発、現在はCNCF(※)で開発・支援

(※Cloud Native Computing Foundation)

○ Kubernetesのシステム構成
○ Control Plane：スケジューラ、リソースコントローラ、APIサーバが稼働

○Node：コンテナ化されたアプリケーションが稼働

○ Kubernetesエージェント(Kubelet)、コンテナエンジンが稼動

○ 1個以上のコンテナをグルーピングしたPod単位で配備

Control Plane

スケジューラ

APIサーバ

リソースコントローラ

Node

コンテナエンジン

Pod

仮想NIC

コンテナ

コンテナ

Pod

仮想NIC

コンテナ

コンテナ

配備 配備
K
u
b
e
le

t

Registry
サービス

マニフェスト

© 2022 Fujitsu Limited30



Kubernetesの特徴とコンテナ課題

○Kubernetesの特徴
○複数のコンテナホストを一元管理

○Podのスケジューリング、死活監視、起動/停止

○Podのネットワーク設定

○Podの冗長性確保

○負荷に合わせたオートスケール
コンテナの課題への解

コンテナの課題 Kubernetesによる解

コンテナ配備
設定ファイルに従った配備によりコンテナ配備の作業負荷軽減
⇒デプロイ先ホストの決定、Pod単位でのIPアドレス付与や接続経路の設定、

永続ストレージ接続を、設定ファイルに従ってKubernetesが自動で実施

障害発生
自動復旧による可用性確保
⇒設定ファイルに従ってKubernetesが稼働レプリカ数を一定に保つ

ノード障害、冗長性欠損時も自動で復旧

負荷変動
業務ピーク時のスケール操作やリソース管理の負荷軽減
⇒アクセス量、リソース使用量を監視、負荷に合わせて自動で追加配備
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Kubernetesの課題

開発を支援する仕組みの導入 / 設計・構築・他OSSとの連携 / セキュリティ / 運用保守
など全てを利用者自身で実施する必要がある

Red Hat OpenShift Container Platformで解決 !

カテゴリ 具体的な懸念事項

開発を支援する
仕組みの導入

ビルド・テスト・デプロイを自動化するCI/CDの実現

他OSS連携・
設計・構築・

連携するOSSの選定・導入・接続
コンテナイメージの保管場所、 接続方法の決定
コンテナ・Kubernetesの事前知識の習得

セキュリティ
コンテナ基盤、コンテナアプリケーションの脆弱性チェックなど
セキュリティの確保

運用保守 アップデートパス確立、バグ修正の取得、修正適用の手順確立
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Thank you
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