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全2回シリーズの第1回の記事では、Dockerの基本概念について解
説し、Toolboxを使用してDockerを開始する最初のステップ、初め

てのDockerイメージの構築方法、JavaアプリケーションをDockerイメー
ジとしてパッケージ化する方法、イメージをコンテナとして実行する方
法について説明しました。そして最後に、簡単なJava EEアプリケーショ
ンをWildFlyアプリケーション・サーバーにデプロイしました。
本記事では、複数のホスト上に複数のコンテナを持つアプリケー

ションをデプロイする方法について説明します。具体的には、WildFly
にデプロイしたJava EEアプリケーションからデータベース（今回は
Couchbase）に対するCRUD操作を行ってみます。さらに、マルチコンテ
ナ・アプリケーションを作成するDocker Composeを実際に操作し、マル
チホスト・アプリケーション環境を作成するDocker Swarmについても説
明します。

Docker Compose
Docker Composeは、マルチコンテナDockerアプリケーションの定義
や実行を担うツールで、本シリーズの第1回で説明したように、Docker 
Toolboxとともにインストールされます。
通常、Dockerコンテナを使用するアプリケーションは、複数のコンテ

ナで構成されます。たとえば、アプリケーション・サーバー用に1つのコン
テナ、データベース用にも1つのコンテナ、場合によってはメッセージン
グ・サーバー用にもう1つ、などという具合です。各コンテナは、さまざま
な構成オプション（ポート・フォワーディング、環境変数、ボリューム・マッ
ピングなど）を指定して起動するのが一般的です。 
Docker Composeを使用した場合、コンテナを起動するためのシェ
ル・スクリプトを書く必要はなくなります。すべてのコンテナは、YAML構
成ファイルでサービスを使用して定義します。各サービスは、1つまた
は複数のコンテナで構成されます。アプリケーションに加え、アプリケー

複数のDockerコンテナの使用
Dockerコンテナのクラスタを組み合わせ、ハウスキーピングの手間がかからないJava EEアプリケー
ションを実行する

ARUN GUPTA ション内のすべてのサービス、各サービス内にあるすべてのコンテナの
起動、停止、再起動には、Docker Composeスクリプトを使用します。この
アプローチでは、すべてのオプションをあらかじめファイルで指定して
おくことができるため、大きなサービス内の単一のコンテナを起動する
場合に便利です。  
次のコマンドは、コンテナのポート8091（管理ポート）、ポート8093（ク
エリー・ポート）などのポートをホストの同じポートに転送し、コンテナ
のCouchbaseログ・ディレクトリをホストのディレクトリにマッピングし
たCouchbaseサーバーを起動します。

docker run -d -v ~/couchbase/:/opt/couchbase/var 
    -p 8091:8091 -p 8092:8092 -p 8093:8093 -p 
     11210:11210 couchbase/server

[編集注：上記のコマンドは1行で入力します] 
Docker  Composeファイルでコマンドを定義した場合、このコ

ンテナを起動するオプションをすべて覚えておく必要はなくな
ります。デフォルトでは、このファイルはカレント・ディレクトリの
docker-compose.ymlという名前になっています。先ほどのコマンド
と同等の働きをするファイルは次のようになります。

mycouchbase:
  image: couchbase/server
  volumes:
    - ~/couchbase:/opt/couchbase/var
  ports:
    - 8091:8091
    - 8092:8092 
    - 8093:8093 
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    - 11210:11210

このファイルには、imageキーによって定義するビルド済みのイメージ
couchbase/serverを使用するmycouchbaseという1つのサービスがあり
ます。ボリューム・マッピングはvolumesキー、ポート・フォワーディングは
portsキーを使用して定義します。キーの名前と値は、前のページに示し
たdocker runを使用する場合と同じです。
Composeファイルの構文の完全な説明は、Dockerのサイトにありま
す。
Couchbaseデータベース・コンテナは、次のコマンドで起動できます。

docker-compose up -d

このコマンドを実行すると、mycouchbaseサービス（-dスイッチを指
定しているため、バックグラウンドで起動します）と、このサービス内の
Couchbaseコンテナが起動します。
Composeで使用できる一般的なコマンドの一覧を表1に示します。
docker-compose --helpコマンドを使用すると、コマンドの完全な一覧

を表示できます。
一般的なケースでは、1つのアプリケーションで複数のサービスを起動
する必要があります。その場合、Docker Composeはさらに便利で興味深
いものになります。たとえば、1つのWildFlyサービスと1つのCouchbase
サービスで構成されているアプリケーションを考えた場合、Composeファ
イルは次のようになります。

mycouchbase:
  container_name: "db"
  image: couchbase/server 
  volumes: 
    - ~/couchbase:/opt/couchbase/var
  ports:
    - 8091:8091
    - 8092:8092 
    - 8093:8093 
    - 11210:11210
mywildfly:
  image: arungupta/wildfly-admin
  environment:
    - COUCHBASE_URI=db
  ports:
    - 8080:8080
    - 9990:9990

このアプリケーションは、2つのサービスmycouchbaseとmywildflyを
使用します。mycouchbaseサービスは、Couchbaseサーバーを起動しま
す。このサービスには、生成されるデフォルトの名前ではなく、カスタム
のコンテナ名を指定する追加属性container_nameを指定しています。
mywildflyサービスは、WildFlyアプリケーション・サーバーを起動します。
デフォルトのWildFlyイメージは、アプリケーションへのアクセス用にポー
ト8080のみを公開します。カスタム・イメージarungupta/wildfly-admin
は、管理インタフェースをすべてのネットワーク・インタフェースにバイン
ドしてWildFlyを起動し、アプリケーションのデプロイに使用できるポート
9990も公開しています。さらに、WildFlyにデプロイしたアプリケーション
がデータベースにアクセスするために使用するCOUCHBASE_URI環境変
数も指定しています。この点については、後ほど（アプリケーション環境を
起動する際に）さらに詳しく説明します。
Composeファイルのimageキーは、ビルド済みのイメージを実行する
ために使用します。それに代わる方法として、イメージをビルドして実行
するbuildキーを使用することもできます。このbuildキーの値は、イメージ
定義を定義しているDockerfileが存在するディレクトリの名前です。

コマンド 目的
up コンテナの作成と起動
stop サービスの停止
rm 停止中のコンテナの削除
ps コンテナの一覧表示
logs コンテナからの出力の表示
scale サービスのコンテナ数の設定

表1：Composeで使用する一般的なコマンド
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たとえば、先ほどの例で、Couchbaseイメージには保存されているもの
を使用する一方で、WildFlyイメージはカスタムでビルドする必要がある
としましょう。その場合、docker-compose.ymlに記述するサービスを次の
ように更新する必要があります。

mywildfly:
  image: .
  environment:
    - COUCHBASE_URI=db
  ports:
    - 8080:8080
    - 9990:9990

ここでの変更点は、imageキーを使用している部分のみであることに着
目してください。ディレクトリの場所は、Composeファイルからの相対パス
で指定します。
Docker Composeでは、2つの方法で構成を共有できます。1つ目は複
数のComposeファイルを指定する方法、2つ目はextendsキーワードを使
用して個々のサービスを拡張する方法です。
前述のとおり、Docker Composeファイルのデフォルトのファイル名は
docker-compose.ymlですが、-fスイッチを使用すると、別名を指定できま
す。さらに、複数の-fスイッチを使用して複数のファイルを指定することも
できます。このオプションを活用すると、開発環境、テスト環境、継続的イ
ンテグレーション環境、本番環境といった複数の環境を対象とした複数
のComposeファイルを作成できます。また、このオプションを使って、環境
とデータベースが異なる同じコードをデプロイすることもできます。つま
り、この機能によって環境間のインピーダンス不整合を減らすことができ
ます。
Composeは、デフォルトでdocker -compose .ymlファイルと、

オプションのdocker -compose .over r ide .ymlファイルを読み込
みます。通例では、docke r -compose . ymlで基本構成を定義し、
docker-compose.override.yml（存在する場合）でその基本構成をオー
バーライドできます。

Docker Swarm
Docker Swarmは、Docker向けのネイティブ・クラスタリングを提供しま
す。この機能を使うと、一連のDockerツールでDockerホストのプールを
作成してアクセスできるようになります。Docker Swarmは標準のDocker 
APIに対応しているため、Dockerデーモンとすでに通信しているツールで
あればどのようなものでもSwarmを使うことができ、複数のホストへの透
過的な拡張が可能になります。図1は、一般的な設定でのDocker Swarm
の動作の仕組みを示したものです。
以下で、いくつかの重要な要素について説明します。

 ■ Swarmマネージャ：Swarmマネージャは事前定義されているDockerホ
ストで、ここからすべての管理を行うことができるようになっています。
Swarmマネージャは、クラスタ全体のコンテナのオーケストレーション
やスケジューリングを行います。Swarmマネージャは、高可用性構成に
することも可能です。

 ■ Swarmノード：ノードは補助的なDockerホストです。ノードにはコン
テナをデプロイできます。各ノードでは、Docker Swarmエージェント
が実行されています。このエージェントは、参照されるDockerデーモン
の登録や監視を行い、バックエンドの検出サービスで管理されている
ノードのステータスを更新します。 

Containers

Node Agent

Swarm Cluster

Swarm Master
(Manager)

Discovery Service

Node 1

Node 2

Node 3

Docker
Swarm

etcd
Consul

ZooKeeper
Docker discovery service

図1：Docker Swarmを使用した一般的な構成
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 ■ スケジューラ戦略：コンテナを実行する最適なノードを決定するために
適用できるもので、spread（デフォルト）、binpack、randomから選択で
きます。デフォルトの戦略では、実行するコンテナの数が最小になるよ
うにノードが最適化されます。

 ■ ノード検出サービス：Swarmマネージャは、ホストされている検出サー
ビスと通信します。検出サービスは、Swarmクラスタ内のIPアドレスの
一覧を保持しています。Dockerハブでは、開発用の検出サービスがホ
ストされています。本番環境では、デフォルトの検出サービスをetcd、
Consul、ZooKeeperなどの別のサービスで置き換えます。静的なファイ
ルを使用することも可能です。

 ■ 標準Docker API：Docker Swarmは、標準Docker APIに対応していま
す。そのため、単一のDockerホストと通信するツールであればどのよう
なものでも、複数のホストにシームレスに拡張できます。したがって、
Docker CLIで複数のDockerホストを構成するシェル・スクリプトを使用
していた場合、同じCLIでDocker Swarmクラスタと通信できます。
Couchbaseを使用するマルチコンテナJavaアプリケーションを複数の
ホストにまたがるDocker Swarmクラスタにデプロイするためには、次の
手順が必要になります。
1. 検出サービスの作成
2. Docker Swarmクラスタの作成
3. アプリケーション環境の起動
4. Couchbaseサーバーの構成とサンプル・データのロード
5. Docker Swarmクラスタへのアプリケーションのデプロイ
デプロイされたアプリケーションのノード全体への配布は、Docker 
Swarmが行います。
図2は、アプリケーション内の各コンポーネントの概念図です。

 ■ クラスタには2つのノードがあります。1つはマスター、もう1つは
ワーカー・ノードです。

 ■ クラスタでアプリケーション環境を起動するために、Docker Compose
を使用します。

 ■ 検出サービスは、クラスタの外部に存在する別のマシンにホストされ
ています。

Couchbaseの構成とWildFlyへのアプリケーションのデプロイには、
Mavenを使用します。注：本記事では、WildFlyとCouchbaseを使用してい
ますが、Tomcat、GlassFishなどのアプリケーション・サーバーや、MySQL、
JavaDBなどのデータベース・サーバーも簡単に使用できます。通常、イ
メージとそれに含まれるアプリケーションは適切に更新する必要があり
ます。
それでは、この構成の詳しい設定方法について見てゆきましょう。 

検出サービスの作成
この例では、検出サービスにConsulを使用しますが、etcdやZooKeeper
などの同様のツールを使用することもできます。 
まず、検出サービスをホストするDockerマシンを新しく作成します。

図2：Docker Swarmで実行されるシンプルなサービス

Discovery 
Service

WildFly Couchbase

Docker
SwarmMaster Node 01

mycouchbase:
  container_name: "db"
  image: couchbase/server
  ports:
   - 8091:8091
   - 8092:8092
   - 8093:8093
   - 11210:11210
mywildfly:
  image: arungupta/wildfly-admin
  environment:
   - COUCHBASE_URI=db
  ports:
   - 8080:8080
   - 9990:9990
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docker-machine create -d=virtualbox consul-machine

次に、このマシンに接続します。

eval $(docker-machine env consul-machine)

そして、次のComposeファイルを使用してConsulサービスを実行しま
す。

myconsul:
  image: progrium/consul
  restart: always
  hostname: consul
  ports:
    - 8500:8500
  command: "-server -bootstrap"

docker-compose up -dを実行してこのサービスを起動します。本記事
の第1回で説明したように、docker psコマンドを使用すると、起動したコ
ンテナを確認できます。

Docker Swarmクラスタの作成
Docker SwarmはDockerマシンに完全に統合されています。そのため、
使ってみるのはとても簡単です。Swarmマスターを作成してConsul検出
サービスに接続するためには、次のようにします。

docker-machine create -d virtualbox 
  --virtualbox-disk-size "5000" --swarm 
  --swarm-master --swarm-discovery=
   "consul://$(docker-machine ip consul-machine)
   :8500" --engine-opt="cluster-store=consul://$(
   docker-machine ip consul-machine):8500" 
   --engine-opt="cluster-advertise=eth1:2376" 
   swarm-master

ここで指定したスイッチの意味は、次のとおりです。
 ■ --swarmで、マシンをDocker Swarmが使用できるように構成します。
 ■ --swarm-masterで、作成するマシンをSwarmマスターとして構成します。

 ■ --swarm-discoveryで、検出サービスのアドレスを定義します。
 ■ --cluster-advertiseにより、ネットワーク上でマシンをアドバタイズしま
す。

 ■ --cluster-storeで、クラスタの分散Key-Valueストレージ・バックエンドを
指定します。

 ■ --virtualbox-disk-sizeで、作成するマシンのディスクのサイズを5GBに
設定します。このスイッチが必要なのは、WildFlyとCouchbaseのイメー
ジを任意のノードにダウンロードできるようにするためです。
inspectコマンドを実行すると、このマシンについてのさらに詳しい情
報を取得できます。実際に実行してみると、ディスクのサイズが5GBになっ
ていることを確認できます。
続いて、このクラスタに参加する新しいマシンを作成します。

docker-machine create -d virtualbox 
  --virtualbox-disk-size "5000" --swarm 
  --swarm-discovery=
   "consul://$(docker-machine ip consul-machine):
   8500" --engine-opt="cluster-store=consul://$(
   docker-machine ip consul-machine):8500" 
   --engine-opt="cluster-advertise=eth1:2376" 
   swarm-node-01

今回のコマンドでは、--swarm-masterオプションを指定していない点
に注意してください。その理由は、作成するマシンをワーカー・ノードとす
るためです。
作成したすべてのマシンの一覧を表示すると、表2のような内容となり

ます。クラスタの一部であるマシンは、SWARM列にクラスタ名が表示され
ます。クラスタの一部ではないマシンの場合、この列は空欄です。たとえ
ば、consul-machineはスタンドアロン・マシンですが、その他のマシンは
すべて、swarm-masterクラスタの一部です。SwarmマスターのSWARM列
には、(master)と表示されます。
Swarmクラスタに接続して、クラスタについての情報を表示してみま

しょう。
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eval "$(docker-machine env --swarm swarm-master)"
docker info

Swarmクラスタに接続するために、--swarmを指定している点に注意し
てください。このオプションを指定しない場合、swarm-masterマシンのみ
に接続されます。
docker infoコマンドを実行すると、各ノードについての詳しい情報と、
各ノードで実行されているコンテナ数が出力されます。出力の最初の部分
には、次のような概要が表示されます。

docker info
Containers: 3
Images: 2
Role: primary
Strategy: spread
Filters: health, port, 
  dependency, affinity, constraint

クラスタには、ノードが2つ（Swarmマスターが1つ、Swarmワーカー・
ノードが1つ）あり、3つのコンテナ（マスターとノードにSwarmエージェン
トが1つずつと、マスター上で実行されているswarm-agent-master）が実
行されています。 

アプリケーション環境の起動
以上でクラスタの準備が整い、アプリケーションをデプロイできる状態
になりました。今回WildFlyにデプロイするJava EEアプリケーションは、
Couchbaseのデータに対してCRUD/RESTインタフェースを提供するもの
です。

アプリケーション環境の起動には、先ほど紹介したComposeファイル
を使用しますが、その前にクラスタのネットワークの状態を見てみましょ
う。
デフォルトで、Dockerでは1つのホストにつき、表3に示す3つのネット

ワークが作成されます。 
Dockerでは、ブリッジ・ネットワークとオーバーレイ・ネットワークを作
成できます。ブリッジ・ネットワークは単一のホストを、オーバーレイ・ネッ
トワークは複数のホストをカバーします。Docker Composeアプリケー
ションを起動する際に--x-networkingスイッチを指定すると、単一のホ
ストに対してはブリッジ・ネットワークが、Swarmクラスタに対してはオー
バーレイ・ネットワークが作成されます。
次のコマンドを実行し、クラスタに接続されていることを確認します。

 eval "$(docker-machine env --swarm swarm-master)"

WildFlyとCouchbaseの起動には、前述のComposeファイルを使用しま
す。WildFlyサービスでは、COUCHBASE_URI環境変数をdbに設定してい
ます。dbはCouchbaseコンテナの名前です。次のコマンドで、アプリケー
ションを起動します。

表3：Dockerで作成される3つのネットワーク

NAME ACTIVE DRIVER STATE URL SWARM

consul-machine - virtualbox Running tcp://192.168.99.100:2376

swarm-master * virtualbox Running tcp://192.168.99.101:2376 swarm-master (master)

swarm-node-01 - virtualbox Running tcp://192.168.99.102:2376 swarm-master

表2：サンプルのDocker Swarmの内容

ネットワーク名 目的

bridge コンテナの接続先となるデフォルトのネットワーク

none コンテナ固有のネットワーク・スタック

host ホストのネットワーク・スタックにコンテナを追加 
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docker-compose --x-networking up -d

アプリケーション固有のオーバーレイ・ネットワークが作成されます。次
のコマンドで、結果を確認できます。

docker network ls

Swarmノード1つにつき、3つのネットワークが表示されます。それ
らのネットワークに加えて、コンテナがクラスタ外部に接続するため
に、wildflycouchbasejavaee7というオーバーレイ・ネットワークと、
docker_gwbridgeというブリッジ・ネットワークが作成されます。
docker psコマンドを使用すると、WildFlyコンテナとCouchbaseコ

ンテナを確認できます。コマンドの出力（掲載は省略します）により、
swarm-masterマシン上でCouchbaseサーバーが、swarm-node-01マシ
ン上でWildFlyが実行されていることがわかります。

Couchbaseサーバーの構成とサンプル・データの導入
CouchbaseサーバーがDockerコンテナとして起動する際に、データの
格納に使用できるよう構成する必要があります。ちょうどよいことに、
Couchbaseサーバーにはその目的に使用できるREST APIがあります。こ
のAPIを使用してサンプル・データをアップロードすることも可能です。
次に示すように、gitを使用してオンライン・アプリケーションをクローン

し、Mavenを使ってインストールします。このアプリケーションには、REST 
APIでCouchbaseサーバーを構成できるMavenプロファイルがあります。

git clone https://github.com/
    a r u n - g u p t a / c o u c h b a s e - j a v a e e . g i t 
mvn install -Pcouchbase -Ddocker.host=
    $(docker-machine ip swarm-master)

このスニペットで、$(docker-machine ip swarm-master)は先
ほど作成したSwa rmマスター・マシンのIPアドレスになります。
$(docker-machine ip swarm-master)と記述する代わりに、実際のIPアド
レス（docker-machine ip swarm-masterを実行すると、実際のIPアドレス
がわかります）を使用することもできます。

Docker Swarmクラスタへのアプリケーションの 
デプロイ
アプリケーションをデプロイするためには、WildFlyが実行されている
ホストのIPアドレスと、WildFlyの管理レルム・ユーザーのユーザー名
/パスワードを指定する必要があります。今回の例では、IPアドレスは
swarm-node-01マシンのIPアドレスで、ユーザー名/パスワードの値は
arungupta/wildfly-adminイメージのビルドに使用したものです。
正確なコマンド（1行で入力する必要があります）は、次のとおりです。

mvn install -Pwildfly -Dwildfly.hostname=
  $(docker-machine ip swarm-node-01) 
   -Dwildfly.username=admin 
   -Dwildfly.password=Admin#007

$(docker-machine ip swarm-node-01)でWildFlyが実行されているマ
シンのIPアドレスを取得して使用することもできます。

アプリケーションへのアクセス
以上でWildFlyサービスとCouchbaseサービスが起動しました。いよいよ
アプリケーションにアクセスしてみます。アクセスするためには、WildFly
が実行されているマシンのIPアドレスを指定する必要があります。アプ
リケーションへのアクセスは、おなじみのコマンドライン・ユーティリティ
curlを使用するのが簡単です。

curl http://$(docker-machine ip swarm-node-01):8080/ 
     couchbase-javaee/resources/airline

[編集注：このコマンドは1行で入力する必要があります]コマンドを実
行すると、先ほどCouchbaseで構成したサンプル・データである10社の航
空会社の一覧が表示されます。 
または、docker-machine ip swarm-node-01コマンドでWildFlyのIPアド

レスを取得し、ブラウザでアプリケーションにアクセスしても構いません。
このアプリケーションは、Couchbaseサンプル・データのリソースに対
するGET、PUT、POST、DELETEの各APIをサポートしています。このアプリ
ケーションのREST APIの完全な一覧は、オンライン・ドキュメントに掲載
されています。

https://twitter.com/oraclejavamag
https://twitter.com/oraclejavamag
https://twitter.com/oraclejavamag
https://twitter.com/oraclejavamag
https://github.com/arun-gupta/couchbase-javaee
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まとめ
DockerにJavaアプリケーションをデプロイする方法を全2回のシリーズで
説明してきました。第1回ではDockerやDocker Toolboxの基本概念につ
いて紹介し、イメージのビルド方法やコンテナの実行方法について説明
しました。こういった基本は、ほぼすべてのDockerプロジェクトに応用で
きます。
第2回となる本記事では、複数のホストにデプロイできるマルチコンテ

ナ・アプリケーションの構築に役立つDocker ComposeとDocker Swarm
を紹介しました。また、説明の中で、異なるアプリケーションが分離された
環境を作成できるDockerのネットワーク設定についても触れました。本
記事によって、複数のDockerコンテナを使用するアプリケーションの構築
を始めるために必要なものが得られたはずです。
Dockerは、Javaの「Write once, run anywhere」（一度書けばどこで

も実行できる）という原則をうまく補完しています。なぜなら、Dockerは
「Package once, deploy anywhere」（一度パッケージ化すればどこでも
デプロイできる）を実現しているからです。ここ数年でDockerを中心とす
る巨大なエコシステムが構築されてきたのは、Dockerがシンプルである
がゆえです。ぜひDockerに触れてみてください。そうすれば、Dockerで
Javaアプリケーションをパッケージ化する楽しさがわかることでしょう。
</article>

Arun Gupta（@arungupta）：Couchbaseの開発者支援部門担当バイス・
プレジデント。Java Championで、Javaユーザー・グループのリーダーも務
める。かつてのJava EEチーム設立時のメンバー。

Dockerを使ってみる

learn more
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