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その変遷と今後



本日お話しすること

Kubernetes(以下、K8s)は複雑で難しい技術ですよね？

今回はGoogle Cloud的な話題は出てきません。。。m(,_,)m

特に大規模なSIプロジェクトでエンジニアに一定以上の習
熟を求めるのは無理があります。(ありました。)

100名程度のエンジニアが携わる大規模なプロジェクトで
苦労と工夫を重ねつつ、K8sを活用している紹介します。



K8s自体が難しい技術

K8sを有効に活用するためには、多種多様な知識が要求される。SIプロジェクトでアプリケーション・エンジニアにこれらの習熟を求めるのは酷
というものです。 (しかも、プロジェクト期間中に！)

これはプロジェクト運営で無視できない問題になることもあります。
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大規模なプロジェクトでK8sを適用するときのポイント

ただでさえ難しいK8sを大勢のエンジニアが関与するプロジェクトに適用する際は、『いかにアプリケーション開発にリソースを注力させられる
か』という観点で、それなりの工夫が必要です。

 不均一なスキル
フルスタックな人材ばかりではない。イ
ンフラ技術やK8sの理解が薄いメンバ
も多数いる。

 高いオーバーヘッド
K8sの活用には、様々な知識の習
得が必要。実際のところ、Try &
Errorしながらキャッチアップすることに
なる。

 高度人材の負担集中
問合せ・相談や障害解析など、リアク
ティブな仕事が大量発生。高度人材
に負担が集中。

カプセル化

テンプレ化

セルフ化

✓ 難易度の高い技術を隠蔽し、開
発者の負担を軽減

✓ アプリ開発にリソースを集中投下

✓ コンテナやCICDなどの技術をプロ
ジェクト横断で担うチームを編成

✓ K8s用のAPアーキ、ビルド、デプロ
イを標準化し再利用性を向上

✓ リクエストベースでAPアーキに応じ
たCICDパイプラインを自動生成

✓ 高度人材を付加価値の高い作
業にシフト

課題 工夫のポイント

✓ 技術的負債の量産
とりあえず動作はするものの、拡張性
や保守性の低い実装が量産される。

✓ パフォーマンスの低下
複数のチームが、同じような問題につ
まずいたり、重複して実装を検討した
りと、意図しない無駄が大量発生。

✓ 品質への悪影響
慢性的な高稼働状態に陥り、プロア
クティブな検討や品質担保に十分な
レビューなどに手が回らなくなる。

想定される悪影響

次ページ以降で実際のプロジェクトでの事例をご紹介



K8sを使った大規模なプロジェクトの事例
- どんなプロジェクトの話なのか
今回は、100名程度のエンジニアが参画していた、基幹系レガシーシステムのマイクロサービス化に関するプロジェクトでの、苦労や工夫をご
紹介します。
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国内企業クラウドサービス

基幹系レガシーシステムで提供しているサービスのなかで、ビジネスの拡大が見込まれる領域を随時マイクロサービスとして刷新するプロジェクト。アジャイ
ル開発により従来よりもTime2Marcketを短縮するため、コンテナやIaC、DevOpsなどのテクノロジーを最大限活用し、生産性の向上を図る。

DevOpsのツールとプラクティスを活用し、開発～リリースの
サイクルを効率化。
1日平均100回以上のビルド・デプロイを実施している。

コンテナの実行プラットフォームとしてKubernetesを採用。
他の用途のサーバも併せ、全環境で400台以上のサー
バを運用している。

各マイクロサービスはコンテナ化して実行。
開発・検証・本番環境全体で2000以上のコンテナを稼
働している。

開発は、クライアント/関連SI企業/弊社の三位一体で推
進。関連SI企業からの外部委託も含め、合計100名程
度の体制でアジャイル開発。
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K8sを使った大規模なプロジェクトの事例
- K8s有効活用のアプローチ
2016年移行、体制/プラットフォーム/プロセス/仕組みを継続的に改善しながら、プロジェクトを推進しています。

✓ Swarmを利用。開発/ﾃｽﾄ環境が乱立
✓ ｽｸﾗﾑにｺﾝﾃﾅやﾋﾞﾙﾄﾞｽｸﾘﾌﾟﾄの実装責任

✓ K8sに変更。インフラ構成がシンプル化
✓ ｶﾌﾟｾﾙ化、ﾃﾝﾌﾟﾚ化、ｾﾙﾌ化を促進

✓ One2Many化。ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ活用
✓ 横展開をにらみ、より柔軟なPFを構築

V3(構築中)V2(2018年～)V1(2016年～)

✓ ｴﾝｼﾞﾆｱのｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ増大
✓ ｱﾝﾁﾊﾟﾀｰﾝの実装が量産
✓ CICDが乱雑化

✓ CICD利用のﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ短縮
✓ ｴﾝｼﾞﾆｱがｱﾌﾟﾘ開発に集中可能に！
✓ 高度人材は仕組み作りに集中

✓ 構築・運用のｺｽﾄ低減を図る
✓ 全体最適と個別最適のﾊﾞﾗﾝｽを見極め

つつ構築を進めている

概要

状況

構成
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本日のまとめ

K8sを大規模なプロジェクトでうまいこと活用するには、エンジニアがアプリケーション開発にフォーカスできる環境整備が肝心です。今回は、
『カプセル化』/『テンプレ化』/『セルフ化』という3つのアプローチで、生産性改善に取り組んだ事例をご紹介しました。何かのヒントになると幸
いです。

カプセル化

テンプレ化

セルフ化

✓ 難易度の高い技術を隠蔽し、開
発者の負担を軽減

✓ アプリ開発にリソースを集中投下

✓ コンテナやCICDなどの技術をプロ
ジェクト横断で担うチームを編成

✓ K8s用のAPアーキ、ビルド、デプロ
イをテンプレ化し再利用性向上

✓ リクエストベースでAPアーキに応じ
たCICDパイプラインを自動生成

✓ 高度人材を付加価値の高い作
業にシフト

工夫のポイント

✓ エンジニアがアプリ開発に集中でき
るようになり、本来のパフォーマン
スを発揮できるようになった。

✓ APアーキをテンプレ化したことで、
重複した検討や問題対応など無
駄なリソース消費を削減できた。

✓ 横断チームのスキルが上がり、より
高度な検討が可能になった。

✓ 開発者がセルフサービスでCICD
の仕組みを作成可能になった。

✓ 高度人材の手作業が削減され、
改善や新しい取り組みが可能に
なった。

得られた効果



ご清聴ありがとうございましたm(,_,)m


