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はじめに

 当資料はIBM MQのDockerサポートについてご紹介しています。

 MQv9.0.4現在でのDockerサポートについて記載しています。

 当資料の一部は実機検証による動作結果を基に記載しています。

 MQ、Dockerの基本知識があることを前提にしています。

当資料に記載している内容は可能な限り稼動確認を取っておりますが、日本アイ・ビー・エム株式会社、及び日本アイ・ビー・エム システムズ・エ
ンジニアリング株式会社の正式なレビューを受けておらず、当資料で提供される内容に関して日本アイ・ビー・エム株式会社、日本アイ・ビー・エ
ム システムズ・エンジニアリング株式会社は何ら保証するものではありません。
従って、当資料の利用またはこれらの技法の実施はひとえに使用者の責任において為されるものであり、当資料によって受けたいかなる被害に関し
ても一切の補償をするものではありません。
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MQのDockerサポート

 Dockerコンテナ上でMQの稼動をサポート

 Linux x86-64プラットフォーム上のDockerをサポート

 IBM Cloud をはじめとしたクラウド・コンテナ・サービスや、IBM Cloud Privateでの稼動もサポート

 Dockerコンテナ上にMQの稼働環境をパッケージ化することで、可搬性を高め、構築効率を向上

 一貫した環境を迅速に提供可能

 前提条件

 Dockerイメージのベース・イメージで使用されるOSはMQのサポート対象のOSであること

 Dockerイメージに対してMQが提供するインストーラを使用してMQを導入すること

 GitHub上でサンプルのDockerfileを公開

 サンプルのLinux OSはUbuntu
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MQのDockerサポートの制約

 以下の製品パッケージ以外がサポート対象となる （v9.0.4時点）

 MQSeriesBCBridge (IBM MQ Bridge to blockchain）

 MQSeriesRDQM (replicated data queue manager)

 キュー・マネージャーの構成データ（/var/mqm）はDockerボリューム上に保持する必要がある

 ホスト・ディレクトリをDocker ボリュームとしてマウントするか、データ・ボリューム・コンテナー(*)を使用する

 ユニオン・ファイル・システム(**)は使用不可

MQv9.0.0.0時点では以下のパッケージのみサポート
MQSeriesRuntime、MQSeriesServer、MQSeriesClient、MQSeriesJava、
MQSeriesJRE、MQSeriesGSKit、MQSeriesMsg、MQSeriesMan

*データ・ボリューム・コンテナー：永続データを格納するために作成するコンテナ
**ユニオン・ファイル・システム：Dockerが利用するファイルシステム。複数のファイルシステムを階層
的に合体させ、1つのファイルシステムとして扱うことができる
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Dockerイメージの入手方法

 提供されているイメージをそのまま利用する場合

 Docker HubでDeveloper版のDockerイメージを提供

 IBM Cloud Privateで商用版のDockerイメージを提供

 すでに構成済みのMQイメージをダウンロードし、即実行可能

カスタマイズできるのはキュー・マネージャー名など限定的

 Dockerイメージを要件に応じてカスタマイズする場合

 GitHubでサンプルとしてDockerfileを提供

 Dockerfileをカスタマイズし、Dockerイメージをビルドして、実行

本番利用にはこちらが現実的。

こちらの手順を以降のページで
解説。
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Docker環境の構成の流れ

①Dockerfileを作成
• サンプルをGitHubで提供
• 新規作成または既存Dockerfileをカスタマイズ

Dockerコンテナ
#1

Dockerfile

MQ導入
イメージ

Dockerイメージ

MQ
オブジェクト
定義ファイル

QMGR_A

Dockerコンテナ
#2

QMGR_B

QMGR
定義情報

②Dockerイメージをビルド
• MQオブジェクト定義ファイルやアプリケーショ
ンなど、利用環境に合わせてカスタマイズしたイ
メージを作成

③Dockerイメージから作成したコンテナを実行
• Dockerコンテナの実行時にキューマネージャーお
よびMQオブジェクトが作成される

• 1つのDockerイメージを元にコマンド1つで複数
の実行環境を構成可能

BUILD

RUNQMGR
定義情報

 Docker環境の構成の流れ

 Dockerfileを作成（①）、Dockerイメージをビルド（②）、Dockerコンテナを実行（③）の順に環境を構成する
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 GitHubで提供されるサンプルのDockerfileを取得

 git cloneコマンドでDockerfileおよび関連スクリプトを入手

 要件に応じて取得したDockerfileおよび関連スクリプトを編集

①Dockerfileの作成

（実行例）
$ git clone https://github.com/ibm-messaging/mq-docker.git
Cloning into 'mq-docker'...
remote: Counting objects: 638, done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 638 (delta 5), reused 14 (delta 5), pack-reused 622
Receiving objects: 100% (638/638), 188.31 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (341/341), done.
Checking connectivity... done.
$ ls
mq-docker
$ cd mq-docker
$ ls
10-listener.mqsc      mq-create-qmgr.sh       mq.sh
admin.json mq-dev-config mq-start-qmgr.sh
CHANGELOG.md          mq-dev-config.sh        mq-stop-container.sh
CLA.md                mq-license-check.sh     README.md
Dockerfile mq-monitor-qmgr.sh      setup-mqm-web.sh
LICENSE               mq-parameter-check.sh   setup-var-mqm.sh
mq-configure-qmgr.sh  mq-pre-create-setup.sh  test

GitHubからDockerfileおよび関
連スクリプトを取得

mq-dockerディレクトリ配下に
取得したイメージが格納される
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②Dockerイメージのビルド

 Dockerイメージを作成

 docker buildコマンドでDockerイメージをビルド

 Dockerfileに記載した内容に基づき、Dockerイメージをビルド

 デフォルトではBuild時に“MQ_URL”で指定されたURLから製品イメージをダウンロードして、Dockerイメージを作成

• 事前にローカルに製品イメージをダウンロードして、そこから取得させることも可能

 デフォルトでは” MQ_PACKAGES“で指定された以下のパッケージを導入

• ibmmq-server 

• ibmmq-java 

• ibmmq-jre

• ibmmq-gskit

• ibmmq-web 

• ibmmq-msg-.*"

作成されたイメージの確認

（実行例）
$ docker build -t mq904 .

Dockerイメージをビルド

商用版をインストールしたい、実行
時間を短縮したいなどの場合は、事
前に製品イメージをダウンロード

$ docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
mq904                 latest              ab864e5793f7        1 days ago          784MB

“mq904”という名前でイメージ
が作成されている
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③Dockerコンテナの実行

 Dockerコンテナを実行

 docker runコマンドでDockerコンテナを実行

要件に応じて必要な引数を指定して実行

コンテナの実行状況を確認

（実行例）
$ docker run ¥
--name mymq904 ¥ ・・コンテナの名前
--env LICENSE=accept ¥ ・・MQのライセンスを受諾
--env MQ_QMGR_NAME=QM1 ¥ ・・キュー・マネージャー名を指定
--publish 1414:1414 ¥ ・・コンテナで使用するＭＱポートをホストのポートにバインド
--publish 9443:9443 ¥
--detach ¥ ・・コンテナをバックグラウンドで実行
--volume /var/example:/mnt/mqm ¥ ・・ホストのディレクトリをマウント指定
mq904 ・・起動するDockerイメージ

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE    COMMAND    CREATED             STATUS              PORTS                                            NAMES
319e977f9b46    mq904    "mq.sh"       17 minutes ago    Up 17 minutes    0.0.0.0:1414->1414/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp mymq904

“mq904”のイメージを元に
”mymq904”という名前でコンテナ
を起動
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MQ on Dockerの基本操作

 Dockerコンテナにログイン

 ログイン後は直接MQコマンド（dspmq、runmqscなど）を実行可能

（実行例）
$ docker exec -it mymq904 /bin/bash
(mq:9.0.4.0)root@319e977f9b46:/# dspmq
QMNAME(QM1)                                               STATUS(Running)
(mq:9.0.4.0)root@319e977f9b46:/# runmqsc QM1
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2017.
Starting MQSC for queue manager QM1.
：
： 通常のMQSCコマンドを発行可能
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MQ on Dockerの基本操作

 Dockerコンテナの起動/停止

 docker start時にDockerfileのENTRYPOINTに指定されているスクリプトが実行される

スクリプトの中でキュー・マネージャーの起動などを実装しておけば、コンテナ起動時に自動的にキュー・マネージャー開始が可能

（実行例）
$ docker stop mymq904 

$ docker start mymq904
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サンプルMQ Dockerfileによる
環境構成



©2016 IBM Corporation15

サンプルDockerfile

 サンプル提供のDockerfileのOSはubuntu をベースにしている

 定義命令 ARGはDockerfile内で使用できる変数で、buildコマンドの引数として上書き指定可能

 サンプルのDockerfileで使用している変数は以下

MQ_URL・・・製品イメージの取得先

 デフォルトではDeveloper版をダウンロード

MQ_PACKAGES・・・インストールする製品パッケージ

 デフォルトではibmmq-server、ibmmq-java、ibmmq-jre、ibmmq-gskit、ibmmq-web、ibmmq-msg-.*をインストール

 MQの構成定義はENTRYPOINTのmq.shから呼ばれる各シェル内で実行

 要件に応じてカスタマイズが必要
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サンプルDockerfileの解説

 RUN実行時に指定可能な環境変数

 envオプションを使用して、環境変数を指定可能

環境変数 用途 必須

LICENSE ‘accept’を指定し、ライセンスを受諾。ライセンスを表示したい場合は’view’ ○

LANG ライセンス条項を表示する言語を指定

MQ_QMGR_NAME キュー・マネージャー名を指定
指定しない場合はホスト名を元に名前がつけられる

MQ_QMGR_CMDLEVEL 起動するキュー・マネージャーのコマンドレベルを指定

MQ_DEV スクリプトで提供されるデフォルトのMQ構成を作成しない場合は’false’を指定

MQ_ADMIN_PASSWORD adminユーザーのパスワードを指定（8文字以上）

MQ_APP_PASSWORD appユーザーのパスワードを指定（8文字以上）

MQ_TLS_KEYSTORE PKCS#12用キーストアのロケーションを指定

MQ_TLS_PASSPHRASE MQ_TLS_KEYSTOREで指定したキーストアのパスフレーズ ○（KEYSTORE
指定時のみ）

MQ_DISABLE_WEB_CONSOLE webコンソールを起動しない場合は’true’を指定
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サンプルDockerfileの解説

 GitHubで提供されるサンプルのDockerfile

# c Copyright IBM Corporation 2015, 2017
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

FROM ubuntu:16.04

LABEL maintainer "Arthur Barr <arthur.barr@uk.ibm.com>, Rob Parker <PARROBE@uk.ibm.com>"

LABEL "ProductID"="98102d16795c4263ad9ca075190a2d4d" ¥
"ProductName"="IBM MQ Advanced for Developers" ¥
"ProductVersion"="9.0.4“

# The URL to download the MQ installer from in tar.gz format
ARG MQ_URL=https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/software/websphere/messaging/
mqadv/mqadv_dev904_ubuntu_x86-64.tar.gz

FROMでベースのイメージを指定
サンプルはUbuntu16.04を使用

LABELでイメージに持たせるメタデー
タを指定（製品情報、バージョン情報
、作成者など）

MQ製品イメージの入手先を指定
事前にローカルにダウンロードし、そ
こを参照させることも可能
＊buildコマンド実行時に上書き可能
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サンプルDockerfileの解説

# The MQ packages to install
ARG MQ_PACKAGES="ibmmq-server ibmmq-java ibmmq-jre ibmmq-gskit ibmmq-web ibmmq-msg-.*"

RUN export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive ¥
# Install additional packages required by MQ, this install process and the runtime scripts
&& apt-get update -y ¥
&& apt-get install -y --no-install-recommends ¥
bash ¥
bc ¥
ca-certificates ¥
coreutils ¥
curl ¥
debianutils ¥
file ¥
findutils ¥
gawk ¥
grep ¥
libc-bin ¥
lsb-release ¥
mount ¥
passwd ¥
procps ¥
sed ¥
tar ¥
util-linux ¥

インストールするパッケージを指定
＊buildコマンド実行時に上書き可能

「RUN」でOSのベースイメージに追
加して導入を実行していく
&&で処理を連続して記載

OS関連のアップデート
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サンプルDockerfileの解説
# Download and extract the MQ installation files
&& export DIR_EXTRACT=/tmp/mq ¥
&& mkdir -p ${DIR_EXTRACT} ¥
&& cd ${DIR_EXTRACT} ¥
&& curl -LO $MQ_URL ¥
&& tar -zxvf ./*.tar.gz ¥
# Recommended: Remove packages only needed by this script
&& apt-get purge -y ¥
ca-certificates ¥
curl ¥

# Recommended: Remove any orphaned packages
&& apt-get autoremove -y --purge ¥
# Recommended: Create the mqm user ID with a fixed UID and group, so that the file permissions work 

between different images
&& groupadd --system --gid 999 mqm ¥
&& useradd --system --uid 999 --gid mqm mqm ¥
&& usermod -G mqm root ¥
# Find directory containing .deb files
&& export DIR_DEB=$(find ${DIR_EXTRACT} -name "*.deb" -printf "%h¥n" | sort -u | head -1) ¥
# Find location of mqlicense.sh
&& export MQLICENSE=$(find ${DIR_EXTRACT} -name "mqlicense.sh") ¥
# Accept the MQ license
&& ${MQLICENSE} -text_only -accept ¥
&& echo "deb [trusted=yes] file:${DIR_DEB} ./" > /etc/apt/sources.list.d/IBM_MQ.list ¥
# Install MQ using the DEB packages
&& apt-get update ¥
&& apt-get install -y $MQ_PACKAGES ¥
# Remove 32-bit libraries from 64-bit container
&& find /opt/mqm /var/mqm -type f -exec file {} ¥; ¥
| awk -F: '/ELF 32-bit/{print $1}' | xargs --no-run-if-empty rm -f ¥

MQ製品イメージをダウンロードし、
インストールを実行

MQの管理ユーザー、グループを作成
異なるイメージ間でパーミッションの
互換性を持たせるために、IDは統一す
ることを推奨

MQライセンスのAccept

MQのインストール
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サンプルDockerfileの解説

# Remove tar.gz files unpacked by RPM postinst scripts
&& find /opt/mqm -name '*.tar.gz' -delete ¥
# Recommended: Set the default MQ installation (makes the MQ commands available on the PATH)
&& /opt/mqm/bin/setmqinst -p /opt/mqm -i ¥
# Clean up all the downloaded files
&& rm -f /etc/apt/sources.list.d/IBM_MQ.list ¥
&& rm -rf ${DIR_EXTRACT} ¥
# Apply any bug fixes not included in base Ubuntu or MQ image.
# Don't upgrade everything based on Docker best practices https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-

image/dockerfile_best-practices/#run
&& apt-get upgrade -y sensible-utils ¥
# End of bug fixes
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/* ¥
# Optional: Update the command prompt with the MQ version
&& echo "mq:$(dspmqver -b -f 2)" > /etc/debian_chroot ¥
&& rm -rf /var/mqm ¥
# Optional: Set these values for the Bluemix Vulnerability Report
&& sed -i 's/PASS_MAX_DAYS¥t99999/PASS_MAX_DAYS¥t90/' /etc/login.defs ¥
&& sed -i 's/PASS_MIN_DAYS¥t0/PASS_MIN_DAYS¥t1/' /etc/login.defs ¥
&& sed -i 's/password¥t¥[success=1 default=ignore¥]¥tpam_unix¥.so obscure 

sha512/password¥t[success=1 default=ignore]¥tpam_unix.so obscure sha512 minlen=8/' 
/etc/pam.d/common-password

COPY *.sh /usr/local/bin/
COPY *.mqsc /etc/mqm/
COPY admin.json /etc/mqm/

COPY mq-dev-config /etc/mqm/mq-dev-config

RUN chmod +x /usr/local/bin/*.sh

MQのインストール （続き）

MQ、Ubuntuベース以外のバグFixの
適用

MQ構成用スクリプトのコピー
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サンプルDockerfileの解説

# Always use port 1414 (the Docker administrator can re-map ports at runtime)
# Expose port 9443 for the web console
EXPOSE 1414 9443

ENV LANG=en_US.UTF-8

ENTRYPOINT ["mq.sh"]

MQの使用ポートをコンテナがLISTEN
するように設定

RUN時にシェルを実行
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サンプルDockerfileの解説

 サンプルDockerfileのENTRYPOINTで指定されているmq.sh

#!/bin/bash
# -*- mode: sh -*-
# c Copyright IBM Corporation 2015, 2017
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

set -e
mq-license-check.sh
echo "----------------------------------------"
source mq-parameter-check.sh
echo "----------------------------------------"
setup-var-mqm.sh
echo "----------------------------------------"
which strmqweb && source setup-mqm-web.sh
echo "----------------------------------------"
mq-pre-create-setup.sh
echo "----------------------------------------"
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サンプルDockerfileの解説

source mq-create-qmgr.sh
echo "----------------------------------------"
source mq-start-qmgr.sh
echo "----------------------------------------"
source mq-dev-config.sh
echo "----------------------------------------"
source mq-configure-qmgr.sh
echo "----------------------------------------"
exec mq-monitor-qmgr.sh ${MQ_QMGR_NAME}
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 mq.shから呼び出されるシェル・スクリプト一覧

サンプルDockerfileの解説

シェル名 用途 カスタマイズ要否

mq-license-check.sh ライセンスの受諾確認

mq-parameter-check.sh docker runのパラメータチェック

setup-var-mqm.sh MQ用の構成ディレクトリの準備（作成＆権限設定）

setup-mqm-web.sh mqwebサーバの構成、起動 mqwebサーバの構成
変更をしたい場合

mq-pre-create-setup.sh 作成前の事前準備（setmqenv、amqmfsck）

mq-create-qmgr.sh キューマネージャーの作成（作成済みであればスキップ）

mq-start-qmgr.sh キューマネージャーの起動

mq-dev-config.sh 開発環境用のMQ構成を実施
（関連ユーザの作成、MQオブジェクトの作成(mq-dev-configファイルで定義）、
セキュリティ設定（TLS、OAM、チャネル認証、接続認証））

開発環境用のMQ構成
の変更をしたい場合

mq-configure-qmgr.sh .mqscファイルの実行（10-listener.mqscでリスナーを定義）
*/etc/mqmディレクトリ下の.mqscファイルを実行

mq-monitor-qmgr.sh execで実行
キューマネージャーの稼働状況をモニタリング
SIGTERM/SIGINTを検知するとmq-stop-container.shを実行

mq-stop-container.sh キューマネージャー、mqwebサーバの停止
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Dockerfileのカスタマイズ

 要件に応じたDocker環境を構築するにはDockerfileや関連スクリプトのカスタマイズが必要

 コンテナインスタンス間で共通に定義するものはDockerfileをカスタマイズ

インストールに関する変更など

 コンテナインスタンスによって変更したい定義はシェルスクリプトをカスタマイズ

MQの構成定義など

 既存のDockerイメージを基に、新しいイメージを作成する場合は、新規Dockerfileを作成し、基にするイ
メージをFROMで指定

FROM mq904
RUN XXXX

FROMでベースのイメージとして、
すでにBUILDしたmq904を指定
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Dockerfileのカスタマイズ例

 Dockerfileのカスタマイズ例

 以下のようなカスタマイズ要件例に基づき、サンプルDockerfileおよびスクリプトを修正する手順を以降のページに記載

① ネットワーク障害時などのPD目的でネットワーク・コマンドを追加導入したい

② ローカルに配置した商用版のMQイメージを使用して導入したい

③ 永続データが保持できるように、Dockerボリュームを使用したい

④ MQのインストール・パッケージを追加したい

⑤ 必要なMQ定義のみ作成したい

（カスタマイズ要件例）

Dockerfileの修正

スクリプトファイルの修正
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Dockerfileのカスタマイズ例

 要件に応じてサンプルDockerfileを編集＆修正
FROM ubuntu:16.04

LABEL maintainer "Arthur Barr <arthur.barr@uk.ibm.com>, Rob Parker <PARROBE@uk.i
bm.com>"

LABEL "ProductID"="" ¥
"ProductName"="IBM MQ Advanced for Production " ¥
"ProductVersion"="9.0.5"

# The URL to download the MQ installer from in tar.gz format
ARG MQ_URL=http://192.168.56.101:8000/IBM_MQ_9.0.5.0_UBUNTU_X86-64.tar.gz

# The MQ packages to install
ARG MQ_PACKAGES="ibmmq-server ibmmq-java ibmmq-jre ibmmq-gskit ibmmq-web ibmmq-msg-.* ibmmq-
samples"

RUN export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive ¥
# Install additional packages required by MQ, this install process and the runtime scripts
&& apt-get update -y ¥
&& apt-get install -y --no-install-recommends ¥
bash ¥
bc ¥
： （省略）

util-linux ¥
ping ¥
netstat ¥

： （省略）

インストールバージョンに
あわせて変更

要件②ローカルに配置した
インストールイメージを指
定

要件④インストールパッケ
ージ”ibmmq-samples”を
追加

要件①追加でネットワーク
コマンドをインストール



©2016 IBM Corporation28

Dockerfileのカスタマイズ例

： (省略）

ENV LANG=en_US.UTF-8

VOLUME /mnt/mqm

ENTRYPOINT ["mq.sh"]

要件③VOLUMEを定義
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Dockerfileのカスタマイズ例

 必要なMQオブジェクトの定義ファイルを新規に作成

 デフォルトでスクリプトにより開発用MQオブジェクトが作成されるため、docker run実行時に環境変数で開発用MQオ
ブジェクトを作成しないように指定

 --env MQ_DEV=false

 必要なMQオブジェクト用の定義ファイルを.mqscファイルとして用意し、Dockerfileと同じディレクトリ内に保管

 docker build実行時にDockerfileと同一ディレクトリにある.mqscファイルが取り込まれる

 docker run実行時に取り込まれた.mqscファイルが実行され必要なMQオブジェクトが生成される

要件⑤必要なMQ定義のみ
作成
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カスタマイズしたDockerイメージのビルド＆実行

 事前準備

 build時にローカルのMQ製品イメージにHTTPアクセスできるようにする（要件②）

製品イメージを配置したディレクトリで以下のコマンドを実行（Phtyonコマンドでの実行例）

 buildコマンドでDockerイメージをビルド

 runコマンドでDockerイメージを実行

$ docker build -t mq905 .

$ nohup python –m SimpleHTTPServer 8000 &

$ docker run ¥
--name mymq905 ¥
--env LICENSE=accept ¥
--env MQ_QMGR_NAME=QMGR01 ¥
--env MQ_DEV=false ¥
--publish 1414:1414 ¥
--publish 9443:9443 ¥
--detach ¥
--volume /var/example:/mnt/mqm ¥
mq905

スクリプトで提供されるデフォル
トのMQ構成を作成しないように
指定
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Docker環境の特性
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Docker環境の考慮点

 Dockerのメインプロセスが落ちると、Dockerはコンテナを停止する

 Dockerコンテナを実行すると、ENTRYPOINTで指定したコマンド/実行シェルがPID 1のプロセスとして実行される
（＝Dockerのメインプロセス）

 常駐プロセスをDockerのメインプロセスにする必要がある

キュー・マネージャーはバックグラウンドで実行されるため、メインプロセスとして指定ができない

サンプルのDockerイメージではQMGRの稼動監視スクリプトを常駐プロセスとして起動

 キュー・マネージャーの構成データ（/var/mqm）用にVOLUMEの定義が必要

 パーシステント・メッセージなど、永続情報を保持するために、キュー・マネージャーの構成データ（/var/mqm）を
Dockerホスト上、または共有ディスク上に保管する

 これによりコンテナを再作成してもデータの引継ぎが可能になる

 Dockerホストまたは共有ディスク上のディレクトリをコンテナ内のディレクトリとしてマウントする方法は2つ

① DockerイメージのRUN時に-vオプションで指定

② Dockerfile内でVOLUMEコマンドでボリュームを指定し、RUN時に-vオプションでホストディレクトリを指定

 RUN時に-v オプションでホストディレクトリを指定しないと、コンテナIDを含むパスが自動的に割り当てられる

• 例）/var/lib/docker/volumes/｛コンテナID｝/_data

VOLUMEで定義をし、RUN時にホストのディ
レクトリを指定するのが適当
（コンテナを再作成してもMQの構成データを
保持できるため）
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Docker環境の考慮点

 Docker VOLUMEの構成例（RUN時に-vオプションを指定した場合）

VirtualBox:/var/example/data$ ls -la
total 68
drwxrwsr-x 14 vboxadd docker 4096  3月 13 13:29 .
drwxrwxr-x  3 root    root 4096  3月 8 14:10 ..
drwxrwsr-x  2 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 config
drwxrwsr-x  3 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 conv
drwxrwsrwx 2 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 errors
drwxrwsr-x  3 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 exits
drwxrwsr-x  3 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 exits64
drwxrwsr-x  3 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 log
-rw-rw-r-- 1 vboxadd docker 547  3月 8 14:10 mqclient.ini
drwxrwsr-x  5 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 mqft
-rw-rw-r-- 1 vboxadd docker 2604  3月 8 14:10 mqs.ini
drwxrwsr-x  4 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 qmgrs
-rw-rw-r-- 1 vboxadd docker 1941  3月 8 14:10 service.env
drwxrwsr-x  4 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 shared
drwxrwsr-x  4 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 sockets
drwxrwsrwx 2 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 trace
drwxrwsr-x  3 vboxadd docker 4096  3月 8 14:10 web
akiko@akiko-VirtualBox:/var/example/data$ date
2018年 3月 14日 水曜日 14:52:00 JST

(mq:9.0.4.0)root@319e977f9b46:/mnt/mqm/data# ls -la
total 68
drwxrwsr-x 14 mqm mqm 4096 Mar 13 04:29 .
drwxrwxr-x  3 root root 4096 Mar  8 05:10 ..
drwxrwsr-x  2 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 config
drwxrwsr-x  3 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 conv
drwxrwsrwx 2 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 errors
drwxrwsr-x  3 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 exits
drwxrwsr-x  3 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 exits64
drwxrwsr-x  3 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 log
-rw-rw-r-- 1 mqm mqm 547 Mar  8 05:10 mqclient.ini
drwxrwsr-x  5 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 mqft
-rw-rw-r-- 1 mqm mqm 2604 Mar  8 05:10 mqs.ini
drwxrwsr-x  4 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 qmgrs
-rw-rw-r-- 1 mqm mqm 1941 Mar  8 05:10 service.env
drwxrwsr-x  4 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 shared
drwxrwsr-x  4 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 sockets
drwxrwsrwx 2 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 trace
drwxrwsr-x  3 mqm mqm 4096 Mar  8 05:10 web
(mq:9.0.4.0)root@319e977f9b46:/mnt/mqm/data# date
Wed Mar 14 05:51:58 UTC 2018

$ docker run --name mymq904 --env LICENSE=accept --env MQ_QMGR_NAME=QM1--publish 1414:1414
--publish 9443:9443 --detach --volume /var/example:/mnt/mqm mq904

Dockerホストのディレクトリをマウント
JSTとUTCでタイムスタンプ表示が異なるが実
体は同じ

Docker ホストのディレクトリ構成 Docker コンテナのディレクトリ構成

コマンド例
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Docker環境の考慮点

 明示的にMQデータ・ディレクトリの構成が必要

 通常はインストール時に自動で/var/mqmディレクトリ配下が構成されるが、Docker環境では明示的にMQデータ・ディ
レクトリ配下の構成が必要

 v9.0.3よりMQデータ・ディレクトリをセットアップするためのcrtmqdirコマンドを提供

 サンプルDockerfileではsetup-var-mqm.sh内でMQデータ・ディレクトリの構成を実施

スクリプト内で/opt/mqm/bin/crtmqdir -a –f コマンドを実行
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Docker環境の考慮点

 ネームスペースを使用して異なるコンテナ上のキュー・マネージャーに接続可能

 Dockerにコンテナ間でのプロセス・ネームスペースの共有機能が追加され、v9.0.3以降、異なるコンテナ上のキュー・
マネージャーにローカル・バインディング接続が可能に

 前提条件

 Dockerのバージョンが1.12以降であること

コンテナ間でコンテナのPIDネームスペースを共有すること

コンテナ間でコンテナのIPCネームスペースを共有すること

コンテナのUTSネームスペースをホストと共有、もしくは、-hか—hostname引数で同じホスト名を指定すること

全コンテナからアクセスできるMQデータディレクトリを/var/mqmにマウントすること

 構成例

■コンテナAのRUNコマンド
$ sudo docker run -d -e LICENSE=accept -e MQ_QMGR_NAME=MQ1 
--volume /tmp/mydockerVol1:/mnt/mqm --uts host --name mytest01 mq905

■コンテナBのRUNコマンド
$ sudo docker run -d -e LICENSE=accept -e MQ_QMGR_NAME=MQ2 
--volumes-from mytest01 --pid container:mytest01 
--ipc container:mytest01 --uts host --name mytest02 mq905

$ sudo docker exec mytest02 dspmq
QMNAME(MQ1)                                               STATUS(Running)
QMNAME(MQ2)                                               STATUS(Running)

コンテナBのRUNコマンドでコンテナ
Aとのネームスペース共有を実施

異なるコンテナ上のキュー・マネージ
ャー（MQ1）が一緒に表示され、ロー
カル・キュー・マネージャーと同様に
PUT/GETなど操作が可能
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 開発環境を即時にセットップ

 MQのアプリケーション開発者がDockerイメージを使用して即時に開発環境を準備

あらかじめDockerイメージの管理者が開発環境用のDockerイメージを作成し、レジストリに保管

各開発者はレジストリからイメージを取得して実行（RUN)

ミドルウェアのインストールや構築のスキルがなくても容易に開発環境を準備可能

レジストリ

Docker利用のユースケース

開発環境

docker run 

MQ
イメージ

開発環境

docker run 

既存のMQのDockerイメージを取
得し、RUNするだけで、開発環境
を入手

Dockerイメージを
PULL

MQの構成変更が必要な場合は、
MQイメージの管理者がイメージ
を変更
（変更時は各アプリ開発者は
Dockerイメージを再取得し、コ
ンテナを再作成）

Dockerイメージの
管理者

アプリケーション
開発者

アプリケーション
開発者

登録

更新
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Docker利用のユースケース

 一旦BUILDしたDockerイメージを元に開発環境、検証環境、本番環境と複数の環境を容易に構築可能

 環境ごとに実行時にキュー・マネージャー名をパラメーターで指定

 基盤の構築工数を削減可能

 すでに開発環境で十分稼動検証済みのイメージを使用するため、各環境でのインフラテストを省略可能

レジストリ

開発環境
MQ

イメージ

既に構築済み、稼動検証済みのイメージを利
用するため、基盤構築に関わる工数が大幅に
削減可能

MQ
イメージ

作成したイメージ
をPUSH

検証環境

docker run 

MQ
イメージ

本番環境

docker run 

MQ
イメージ

Dockerイメージを
PULL

構成変更が必要な場合は、再度開発環境で
検証し、改めて横展開
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参考URL

 Git HubのDockerfileのダウンロードサイト

 https://github.com/ibm-messaging/mq-docker

 Docker HubのMQ Dockerイメージのダウンロードサイト

 https://hub.docker.com/r/ibmcom/mq/

https://github.com/ibm-messaging/mq-docker
https://hub.docker.com/r/ibmcom/mq/

