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はじめに

Astra Control Center の要件

まず、 Kubernetes クラスタ、アプリケーション、ライセンス、 Web ブラウザのサポート状況を確認しま
す。

Kubernetes クラスタの一般的な要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Center から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタ
が次の一般的な要件を満たしている必要があります。

• * イメージレジストリ * ： Astra Control Center ビルドイメージをプッシュできる、既存のプライベート
Docker イメージレジストリが必要です。イメージをアップロードするイメージレジストリの URL が必要
です。また、プライベートコンテナレジストリのイメージにタグを付けておく必要があります。

• * Trident / ONTAP ストレージ構成 * ： Astra Control Center には、 Trident バージョン 21.01 または 21.04

がインストール済みで、ストレージバックエンドとして NetApp ONTAP バージョン 9.5 以降と連携する
ように設定されている必要があります。Astra Control Center を使用するには、ストレージクラスを作成
してデフォルトのストレージクラスとして設定する必要があります。Astra Control Center は、 Trident が
提供する次の ONTAP ドライバをサポートしています。

◦ ONTAP - NAS

◦ ONTAP-NAS-flexgroup

◦ ONTAP - SAN

◦ ONTAP - SAN - 経済性

Kubernetes クラスタを Astra Control Center から管理し、クラスタを使用して Astra Control Center インスト
ールをホストする場合、クラスタには次の追加要件があります。

• Kubernetes の最新バージョン "Snapshot コントローラコンポーネント" がインストールされている

• Trident "volumesnapshotclass オブジェクト" は管理者によって定義されています

• クラスタにはデフォルトの Kubernetes ストレージクラスが存在します

• Trident を使用するように少なくとも 1 つのストレージクラスが設定されている

• Astra Control Center の FQDN を Astra Control Center サービスの外部 IP アドレスに指定する方法

OpenShift クラスタ

Astra Control Center には、 ONTAP 9.5 以降でサポートされる Trident ストレージクラスを含む Red Hat

OpenShift Container Platform 4.6.8 または 4.7 クラスタが必要です。その属性は次のとおりです。

• 300 GB 以上の ONTAP ストレージ容量

• 3 台のコントローラノード： CPU コア × 4 、 16GB RAM 、および 120 GB のストレージを搭載

• 3 つのワーカーノードに 12 個以上の CPU コア、 32GB RAM 、 50GB のストレージを搭載

• Kubernetes バージョン 1.19 または 1.20

• サービスタイプ「 LoadBalancer 」は、 OpenShift クラスタ内のサービスに送信される入力トラフィック
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に使用できます

• Astra Control Center の FQDN をロードバランシング IP アドレスに指定する方法

これらの最小要件は、 OpenShift クラスタ上で実行される唯一のアプリケーションが Astra

Control Center であることを前提としています。クラスタで追加のアプリケーションを実行し
ている場合は、それに応じてこれらの最小要件を調整する必要があります。

クラスタが最小要件を満たしていることを確認し、 Kubernetes クラスタで Astra Control Center の高可用性
を実現するために Kubernetes のベストプラクティスに従う必要があります。

OpenShift 4.8 はサポートされません。

アプリケーションのクローニング中、 Astra Control Center は OpenShift でボリュームをマウ
ントし、ファイルの所有権を変更できるようにする必要があります。このため、次のコマンド
を使用してボリューム操作を正常に完了できるように ONTAP を設定する必要があります。

1. 「 export-policy rule modify -vserver svm0 -policyname default -ruleindex 1 -superuser sys

」という形式で指定します

2. 「 export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon 65534 」と入力します

管理対象のコンピューティングリソースとして 2 つ目の OpenShift 4.6 または 4.7 クラスタを
追加する場合は、 Trident ボリュームスナップショット機能が有効になっていることを確認す
る必要があります。Trident の公式サイトをご覧ください "手順" Trident を使用してボリューム
Snapshot を有効にし、テストしてください。

アプリケーション管理の要件

Astra Control Center には、次のアプリケーション管理要件があります。

• * ライセンス * ： Astra Control Center を使用してアプリケーションを管理するには、 Astra Control

Center のライセンスが必要です。

• * Helm 3 * ： Helm を使用してアプリを展開する場合、 Astra Control Center には Helm バージョン 3 が必
要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用して展開されたアプリケーショ
ンの管理とクローニングが完全にサポートされています。Helm 2 で展開されたアプリケーションはサポ
ートされていません。

• * オペレータ管理 * ： Astra Control Center は、 Operator Lifecycle Manager （ OLM ）対応のオペレータ
またはクラスタスコープのオペレータで展開されるアプリケーションをサポートしません。

インターネットにアクセスできます

インターネットに外部からアクセスできるかどうかを確認する必要があります。この処理を行わないと、
NetApp Cloud Insights からの監視データや指標データの受信、ネットアップサポートサイトへのサポートバ
ンドルの送信など、一部の機能が制限される可能性があります。

使用許諾

Astra Control Center の全機能を使用するには、 Astra Control Center ライセンスが必要です。評価用ライセン
スまたはフルライセンスをネットアップから取得する。ライセンスがないと、次のことができません。
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• カスタムアプリケーションを定義します

• 既存のアプリケーションのスナップショットまたはクローンを作成します

• データ保護ポリシーを設定

Astra Control Center をお試しになりたい場合は "90 日間の評価版ライセンスを使用する"。

オンプレミスの Kubernetes クラスタ用のサービスタイプ「 LoadBalancer 」

Astra Control Center は、 "LoadBalancer （ Astra Control Center ネームスペースの svc/traefik ）タイプのサ
ービスを使用し、アクセス可能な外部 IP アドレスが割り当てられている必要があります。オンプレミスの
OpenShift クラスタでは、を使用できます "MetalLB" 外部 IP アドレスをサービスに自動的に割り当てる。内
部 DNS サーバ構成では、 Astra Control Center に選択した DNS 名を、負荷分散 IP アドレスに指定する必要
があります。

ネットワーク要件

Astra Control Center をホストするクラスタは、次の TCP ポートを使用して通信します。これらのポートがフ
ァイアウォールを通過できることを確認し、 Astra ネットワークからの HTTPS 出力トラフィックを許可する
ようにファイアウォールを設定する必要があります。一部のポートでは、アストラコントロールセンターをホ
ストするクラスタと各管理対象クラスタ（該当する場合はメモ）の両方の接続方法が必要です。

プロダクト ポート プロトコル 方向（ Direction ） 目的

Astra Control Center

の略
443 HTTPS 入力 UI / API アクセス -

Astra Control Center

をホストしているク
ラスタと各管理対象
クラスタの間で、こ
のポートが双方向に
開いていることを確
認します

Astra Control Center

の略
9090 HTTPS • 入力（ Astra

Control Center

をホストするク
ラスタへ）

• 出力（各管理対
象クラスタの各
ワーカーノード
のノード IP アド
レスからのラン
ダムポート）

指標データから指標
利用者へ - 各管理対
象クラスタが、
Astra Control Center

をホストしているク
ラスタ上のこのポー
トにアクセスできる
ことを確認します

Trident 34571 HTTPS 入力 ノードポッドの通信

Trident 9220 HTTP 入力 指標エンドポイント

サポートされている Web ブラウザ

Astra Control Center は、最新バージョンの Firefox 、 Safari 、 Chrome をサポートし、解像度は 1280 x 720

以上です。
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次のステップ

を表示します "クイックスタート" 概要（ Overview ）：

Astra Control Center のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Center の導入に必要な手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクか
ら、詳細が記載されたページに移動できます。

ぜひお試しください。Astra Control Center を試す場合は、 90 日間の評価ライセンスを使用できます。を参照
してください "ライセンス情報" を参照してください。

 Kubernetes クラスタの要件を確認

• Astra は、 Trident が設定された ONTAP ストレージバックエンドで Kubernetes クラスタと連携します。

• クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 3 つのオンラインワーカーノードが必要です。

• クラスタで Kubernetes が実行されている必要があります。

"Astra Control Center の要件の詳細をご覧ください"。

 Astra Control Centerをダウンロードしてインストールします

• ネットアップサポートサイトから Astra Control Center をダウンロード

• Astra Control Center をローカル環境にインストールします。

• ONTAP ストレージバックエンドに基づく Trident 構成を検出

初めてのリリースでは、イメージを OpenShift レジストリにインストールするか、ローカルレジストリを
使用します。

"Astra Control Center のインストールの詳細"。

 いくつかの初期セットアップ作業を完了します

• ライセンスを追加します

• Kubernetes クラスタと Astra Control Center を追加すると、詳細が検出されます。

• ONTAP ストレージバックエンドを追加します。

• 必要に応じて、アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

"初期セットアッププロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

 Astra Control Center を使用

Astra Control Center のセットアップが完了したら、次の手順を実行します。
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• アプリを管理します。 "アプリの管理方法については、こちらをご覧ください"。

• 必要に応じて、 NetApp Cloud Insights に接続し、 Astra Control Center UI 内のシステム、容量、および
スループットの健全性に関する指標を表示します。 "Cloud Insights への接続の詳細については、こちらを
ご覧ください"。

 このクイックスタートから続行します

"Astra Control Center をインストールします"。

詳細については、こちらをご覧ください

• "Astra API を使用"

Astra Control Center をインストールします

Astra Control Center をインストールするには、次の手順に従います。

• Astra Control Center をインストールします

• Astra Control Center UI にログインします

Astra Control Center をインストールします

Astra Control Center をインストールするには、ネットアップサポートサイトからインストールバンドルをダ
ウンロードし、一連のコマンドを実行して、 Astra Control Center Operator と Astra Control Center を環境に
インストールします。この手順を使用して、インターネット接続環境またはエアギャップ環境に Astra コント
ロールセンターをインストールできます。

必要なもの

• "インストールを開始する前に、 Astra Control Center の導入環境を準備します"。

• OpenShift クラスタから、すべてのクラスタオペレータが正常な状態にあることを確認します（「
available 」は「 true 」）。

oc get clusteroperators

• OpenShift クラスタから、すべての API サービスが正常な状態（「 available 」は「 true 」）になってい
ることを確認します。

oc get apiservices

このタスクについて

Astra Control Center のインストールプロセスでは、次のことが実行されます。

• Astra コンポーネントを NetApp-acc' （またはカスタムの名前付き）名前空間にインストールします

• デフォルトアカウントを作成します。
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• Astra Control Center のこのインスタンスに対して、デフォルトの管理ユーザの電子メールアドレスとデ
フォルトのワンタイムパスワード「 ACC-<UUID_OF_INSTALLIVE> 」を設定します。このユーザーに
は、システムのオーナーロールが割り当てられ、 UI への初回ログイン時に必要になります。

• Astra Control Center のすべてのポッドが実行されていることを確認するのに役立ちます。

• Astra の UI をインストールします。

Red Hat の Podman リポジトリを使用している場合は、 Docker コマンドの代わりに Podman

コマンドを使用できます。

手順

1. から Astra Control Center バンドル（「 Astra - control-ccenter-[version].tar.gz` ）をダウンロードします "

ネットアップサポートサイト"。

2. から Astra Control Center 証明書とキーの zip をダウンロードします "ネットアップサポートサイト"。

3. （任意）次のコマンドを使用して、バンドルのシグニチャを確認します。

openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub

-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-

center[version].tar.gz

4. 画像を抽出します。

tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz

5. Astra ディレクトリに移動します。

cd astra-control-center-[version]

6. Astra Control Center イメージディレクトリ内のファイルをローカルレジストリに追加します。

以下の画像の自動ロードについては、サンプルスクリプトを参照してください。

a. Docker レジストリにログインします。

docker login [Docker_registry_path]

b. Docker にイメージをロードする。

c. 画像にタグを付けます。

d. イメージをローカルレジストリにプッシュします。
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export REGISTRY=[Docker_registry_path]

for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do

  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming

the 'Loaded images: '

  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded

image: //')

  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')

  # Tag with local image repo.

  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}

  # Push to the local repo.

  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}

done

7. （認証要件があるレジストリの場合のみ）認証が必要なレジストリを使用する場合は、次の手順を実行す
る必要があります。

a. NetApp-acc-operator という名前空間を作成します。

kubectl create ns netapp-acc-operator

対応：

namespace/netapp-acc-operator created

b. NetApp-acc-operator ネームスペースのシークレットを作成します。Docker 情報を追加して次のコマ
ンドを実行します。

kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-

acc-operator --docker-server=[Docker_registry_path] --docker

-username=[username] --docker-password=[token]

回答例：

secret/astra-registry-cred created

c. NetApp-acc` （またはカスタムの名前を付けた）ネームスペースを作成します。

kubectl create ns [netapp-acc or custom]

回答例：
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namespace/netapp-acc created

d. NetApp-acc` （またはカスタムの名前を付けた）ネームスペースのシークレットを作成しま
す。Docker 情報を追加して次のコマンドを実行します。

kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-

acc or custom] --docker-server=[Docker_registry_path] --docker

-username=[username] --docker-password=[token]

応答

secret/astra-registry-cred created

8. Astra Control Center オペレータの配備 YAML (`Astra_control_center_deployment.yaml ') を編集して、ロ
ーカルのレジストリと秘密を参照します。

vim astra_control_center_operator_deploy.yaml

a. 認証が必要なレジストリを使用する場合は、デフォルト行の「 imagePullSecret:[] 」を次のように置き
換えます。

imagePullSecrets:

- name: astra-registry-cred

b. 前の手順でイメージをプッシュしたレジストリパスに 'kube-rbac prox' イメージの
[docke_registry_path] を変更します

c. 「 acc-operator-controller-manager 」イメージの「 [docx_registry_path] 」を、前の手順でイメージを
プッシュしたレジストリパスに変更します。
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apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

  labels:

    control-plane: controller-manager

  name: acc-operator-controller-manager

  namespace: netapp-acc-operator

spec:

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      control-plane: controller-manager

  template:

    metadata:

      labels:

        control-plane: controller-manager

    spec:

      containers:

      - args:

        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443

        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/

        - --logtostderr=true

        - --v=10

        image: [Docker_registry_path]/kube-rbac-proxy:v0.5.0

        name: kube-rbac-proxy

        ports:

        - containerPort: 8443

          name: https

      - args:

        - --health-probe-bind-address=:8081

        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080

        - --leader-elect

        command:

        - /manager

        env:

        - name: ACCOP_LOG_LEVEL

          value: "2"

        image: [Docker_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]

        imagePullPolicy: IfNotPresent

      imagePullSecrets: []

9. Astra Control Center カスタムリソース（ CR ）ファイル（ 'Astra _control_center_min YAML ）を編集し
ます。
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vim astra_control_center_min.yaml

環境に追加のカスタマイズが必要な場合は 'Astra_control_center.yaml を代替 CR として使
用できます「 Astra_control_center_min YAML 」はデフォルトの CR で、ほとんどのインス
トールに適しています。

CR によって設定されたプロパティは、最初の Astra Control Center の導入後に変更するこ
とはできません。

a. 前の手順でイメージをプッシュしたレジストリパスに '[docd_registry_path]' を変更します

b. 「 accountName 」文字列を、アカウントに関連付ける名前に変更します。

c. 「 astraトラ アドレス」文字列をブラウザで使用する FQDN に変更して、 Astra にアクセスします。
アドレスには 'http://' または https:// を使用しないでくださいこの FQDN をコピーしてで使用します 後
の手順。

d. 「 email 」の文字列をデフォルトの初期管理者アドレスに変更します。この E メールアドレスをコピ
ーしてで使用します 後の手順。

e. インターネットに接続されていないサイトの場合は AutoSupport の「 enrolled 」を「 false 」に変更
し、接続されているサイトの場合は「 true 」を保持します。

f. （オプション）アカウントに関連付けられたユーザの姓「 firstName 」と名「 lastName 」を追加しま
す。この手順は、 UI ですぐに実行することもあとで実行することもできます。

g. （任意）インストールで必要に応じて、「 torageClass 」の値を別の Trident ストレージクラスリソー
スに変更します。

h. 認証が必要なレジストリを使用していない場合は 'ecret' 行を削除します

apiVersion: astra.netapp.io/v1

kind: AstraControlCenter

metadata:

  name: astra

spec:

  accountName: "Example"

  astraVersion: "ASTRA_VERSION"

  astraAddress: "astra.example.com"

  autoSupport:

    enrolled: true

  email: "[admin@example.com]"

  firstName: "SRE"

  lastName: "Admin"

  imageRegistry:

    name: "[Docker_registry_path]"

    secret: "astra-registry-cred"

  storageClass: "ontap-gold"

10. Astra Control Center オペレータをインストールします。
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kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml

回答例：

namespace/netapp-acc-operator created

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.

netapp.io created

role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader

created

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created

rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-

rolebinding created

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-

rolebinding created

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-

rolebinding created

configmap/acc-operator-manager-config created

service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created

deployment.apps/acc-operator-controller-manager created

11. 前の手順で NetApp-acc` （またはカスタム）ネームスペースを作成していない場合は、次のようにしま
す。

kubectl create ns [netapp-acc or custom]

回答例：

namespace/netapp-acc created

12. 修正するには、次のパッチを実行します "クラスタロールバインド"。

13. Astra Control Center を NetApp-acc' （またはカスタムの）名前空間にインストールします

kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom]

回答例：

astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
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14. すべてのシステムコンポーネントが正常にインストールされたことを確認します。

kubectl get pods -n [netapp-acc or custom]

各ポッドのステータスは「 Running 」になります。システムポッドが展開されるまでに数分かかることが
あります。

回答例：

NAME                                         READY   STATUS    RESTARTS

AGE

acc-helm-repo-5fdfff786f-gkv6z               1/1     Running   0

4m58s

activity-649f869bf7-jn5gs                    1/1     Running   0

3m14s

asup-79846b5fdc-s9s97                        1/1     Running   0

3m10s

authentication-84c78f5cf4-qhx9t              1/1     Running   0

118s

billing-9b8496787-v8rzv                      1/1     Running   0

2m54s

bucketservice-5fb876d9d5-wkfvz               1/1     Running   0

3m26s

cloud-extension-f9f4f59c6-dz6s6              1/1     Running   0

3m

cloud-insights-service-5676b8c6d4-6q7lv      1/1     Running   0

2m52s

composite-compute-7dcc9c6d6c-lxdr6           1/1     Running   0

2m50s

composite-volume-74dbfd7577-cd42b            1/1     Running   0

3m2s

credentials-75dbf46f9d-5qm2b                 1/1     Running   0

3m32s

entitlement-6cf875cb48-gkvhp                 1/1     Running   0

3m12s

features-74fd97bb46-vss2n                    1/1     Running   0

3m6s

fluent-bit-ds-2g9jb                          1/1     Running   0

113s

fluent-bit-ds-5tg5h                          1/1     Running   0

113s

fluent-bit-ds-qfxb8                          1/1     Running   0

113s

graphql-server-7769f98b86-p4qrv              1/1     Running   0

90s
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identity-566c566cd5-ntfj6                    1/1     Running   0

3m16s

influxdb2-0                                  1/1     Running   0

4m43s

krakend-5cb8d56978-44q66                     1/1     Running   0

93s

license-66cbbc6f48-27kgf                     1/1     Running   0

3m4s

login-ui-584f7fd84b-dmdrp                    1/1     Running   0

87s

loki-0                                       1/1     Running   0

4m44s

metrics-ingestion-service-6dcfddf45f-mhnvh   1/1     Running   0

3m8s

monitoring-operator-78d67b4d4-nxs6v          2/2     Running   0

116s

nats-0                                       1/1     Running   0

4m40s

nats-1                                       1/1     Running   0

4m26s

nats-2                                       1/1     Running   0

4m15s

nautilus-9b664bc55-rn9t8                     1/1     Running   0

2m56s

openapi-dc5ddfb7d-6q8vh                      1/1     Running   0

3m20s

polaris-consul-consul-5tjs7                  1/1     Running   0

4m43s

polaris-consul-consul-5wbnx                  1/1     Running   0

4m43s

polaris-consul-consul-bfvl7                  1/1     Running   0

4m43s

polaris-consul-consul-server-0               1/1     Running   0

4m43s

polaris-consul-consul-server-1               1/1     Running   0

4m43s

polaris-consul-consul-server-2               1/1     Running   0

4m43s

polaris-mongodb-0                            2/2     Running   0

4m49s

polaris-mongodb-1                            2/2     Running   0

4m22s

polaris-mongodb-arbiter-0                    1/1     Running   0

4m49s

polaris-ui-6648875998-75d98                  1/1     Running   0

92s
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polaris-vault-0                              1/1     Running   0

4m41s

polaris-vault-1                              1/1     Running   0

4m41s

polaris-vault-2                              1/1     Running   0

4m41s

storage-backend-metrics-69546f4fc8-m7lfj     1/1     Running   0

3m22s

storage-provider-5d46f755b-qfv89             1/1     Running   0

3m30s

support-5dc579865c-z4pwq                     1/1     Running   0

3m18s

telegraf-ds-4452f                            1/1     Running   0

113s

telegraf-ds-gnqxl                            1/1     Running   0

113s

telegraf-ds-jhw74                            1/1     Running   0

113s

telegraf-rs-gg6m4                            1/1     Running   0

113s

telemetry-service-6dcc875f98-zft26           1/1     Running   0

3m24s

tenancy-7f7f77f699-q7l6w                     1/1     Running   0

3m28s

traefik-769d846f9b-c9crt                     1/1     Running   0

83s

traefik-769d846f9b-l9n4k                     1/1     Running   0

67s

trident-svc-8649c8bfc5-pdj79                 1/1     Running   0

2m57s

vault-controller-745879f98b-49c5v            1/1     Running   0

4m51s

15. （オプション）インストールが完了したことを確認するには、次のコマンドを使用して「 acc-operator' 」
ログを監視します。

kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-

operator -c manager -f

16. すべてのポッドが稼働している場合は、 ACC Operator によってインストールされた AstraeControlCenter

インスタンスを取得して、インストールが正常に完了したことを確認します。

kubectl get acc -o yaml -n netapp-acc
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17. 「展開」の値に対する応答の「 tatus.deploymentState` 」フィールドを確認します。導入に失敗した場合
は、代わりにエラーメッセージが表示されます。

次の手順では 'uuid' を使用します

apiVersion: v1

items:

- apiVersion: astra.netapp.io/v1

  kind: AstraControlCenter

  metadata:

    creationTimestamp: "2021-07-28T21:36:49Z"

    finalizers:

    - astracontrolcenter.netapp.io/finalizer

   generation: 1

    name: astra

    namespace: netapp-acc

    resourceVersion: "27797604"

    selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-

acc/astracontrolcenters/astra

    uid: 61cd8b65-047b-431a-ba35-510afcb845f1

  spec:

    accountName: Example

    astraAddress: astra.example.com

    astraResourcesScaler: "Off"

    astraVersion: 21.08.52

    autoSupport:

      enrolled: false

    email: admin@example.com

    firstName: SRE

    lastName: Admin

    imageRegistry:

      name: registry_name/astra

  status:

    certManager: deploy

    deploymentState: Deployed

    observedGeneration: 1

    observedVersion: 21.08.52

    postInstall: Complete

    uuid: c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116

kind: List

metadata:

  resourceVersion: ""

  selfLink: ""

18. Astra Control Center にログインするときに使用するワンタイムパスワードを取得するには、前の手順で
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応答から「 tatus.uuid 」値をコピーします。パスワードは「 ACC-` 」の後に UUID 値が続きます。この
例では「 ACC-[UUID] 」または「 ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116 」となります。

Astra Control Center UI にログインします

ACC をインストールした後、デフォルトの管理者のパスワードを変更し、 ACC UI ダッシュボードにログイ
ンします。

手順

1. ブラウザで 'Astra_control_center_min YAML の 'astraitAddress' で使用した FQDN を入力します ACC を
インストールしました。

2. プロンプトが表示されたら、自己署名証明書を受け入れます。

カスタム証明書はログイン後に作成できます。

3. Astra Control Center のログインページで 'eMA_control_center_min YAML で 'email' に使用した値を次の
ように入力します ACC をインストールしましたに続き、ワンタイム・パスワード（「 ACC-[UUID] 」）
を入力します。

誤ったパスワードを 3 回入力すると、管理者アカウントは 15 分間ロックされます。

4. [Login] を選択します。

5. プロンプトが表示されたら、パスワードを変更します。

初めてログインする際にパスワードを忘れた場合、他の管理ユーザアカウントがまだ作成
されていないときは、ネットアップのサポートに問い合わせて、パスワードのリカバリに
関するサポートを依頼してください。

6. （オプション）既存の自己署名 TLS 証明書を削除して、に置き換えます "認証局（ CA ）が署名したカス
タム TLS 証明書"。

インストールのトラブルシューティングを行います

いずれかのサービスのステータスが「 Error 」の場合は、ログを確認できます。400 ~ 500 の範囲の API 応答
コードを検索します。これらは障害が発生した場所を示します。

手順

1. Astra Control Center のオペレータログを調べるには、次のように入力します。

kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n

netapp-acc-operator -o name)  -c manager

次のステップ

を実行して導入を完了します "セットアップのタスク"。
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Astra Control Center をセットアップします

Astra Control Center をインストールして UI にログインし、パスワードを変更したら、ライセンスの設定、ク
ラスタの追加、ストレージの管理、バケットの追加を行います。

タスク

• Astra Control Center のライセンスを追加します

• [クラスタを追加]

• [ストレージバックエンドを追加します]

• [バケットを追加します]

Astra Control Center のライセンスを追加します

UI またはを使用して新しいライセンスを追加できます "API" Astra Control Center の全機能を利用できます。
ライセンスがないと、 Astra Control Center の使用は、ユーザの管理と新しいクラスタの追加に限定されま
す。

必要なもの

から Astra Control Center をダウンロードした場合 "ネットアップサポートサイト"には、 NetApp License File

（ NLF ）もダウンロードします。このライセンスファイルにアクセスできることを確認してください。

既存の評価版またはフルライセンスを更新するには、を参照してください "既存のライセンス
を更新する"。

フルライセンスまたは評価ライセンスを追加します

Astra Control Center ライセンスは、 Kubernetes CPU ユニットを使用して CPU リソースを測定します。ラ
イセンスには、管理対象のすべての Kubernetes クラスタのワーカーノードに割り当てられた CPU リソース
が含まれている必要があります。ライセンスを追加する前に、からライセンスファイル（ NLF ）を取得する
必要があります "ネットアップサポートサイト"。

また、 Astra Control Center に評価ライセンスをお試しいただくこともできます。このライセンスは、 Astra

Control Center をダウンロードした日から 90 日間使用できます。登録すると、無償トライアルに登録できま
す "こちらをご覧ください"。

インストールがライセンス数を超えると、 Astra Control Center は新しいアプリケーションを
管理できなくなります。容量を超えるとアラートが表示されます。

手順

1. Astra Control Center UI にログインします。

2. 「 * アカウント * > * ライセンス * 」を選択します。

3. 「 * ライセンスの追加 * 」を選択します。

4. ダウンロードしたライセンスファイル（ NLF ）を参照します。

5. 「 * ライセンスの追加 * 」を選択します。

Account>*License* ページには、ライセンス情報、有効期限、ライセンスシリアル番号、アカウント ID 、お
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よび使用されている CPU ユニットが表示されます。

評価用ライセンスをお持ちの場合は、 Astra Control Center に障害が発生したときに ASUP を
送信していないときにデータが失われないように、アカウント ID を必ず保存してください。

クラスタを追加

アプリケーションの管理を開始するには、 Kubernetes クラスタを追加し、コンピューティングリソースとし
て管理します。Kubernetes アプリケーションを検出するには、 Astra Control Center のクラスタを追加する必
要があります。

他のクラスタを Astra Control Center に追加して管理する前に、 Astra Control Center が最初に
導入したクラスタを管理することをお勧めします。指標およびトラブルシューティング用の
Kubemetrics データとクラスタ関連データを送信するには、最初のクラスタを管理下に配置す
る必要があります。Add Cluster * 機能を使用して、 Astra Control Center でクラスタを管理で
きます。

必要なもの

クラスタを追加する前に、必要なを確認し、実行しておきます "前提条件となるタスク"。

手順

1. Astra Control Center UI の * ダッシュボード * から、クラスタセクションで * 追加 * を選択します。

2. 表示された「クラスタを追加」ウィンドウで、「 kubeconfig .yaml 」ファイルをアップロードするか、「
kubeconfig .yaml 」ファイルの内容を貼り付けます。

「 kubeconfig .yaml 」ファイルには、 1 つのクラスタのクラスタ・クレデンシャルのみを
含める必要があります。

独自の「 kubeconfig 」ファイルを作成する場合は、その中で * 1 つの * コンテキストエレ
メントのみを定義する必要があります。を参照してください "Kubernetes のドキュメント"

「 kubeconfig 」ファイルの作成方法については、を参照してください。

3. クレデンシャル名を指定します。デフォルトでは、クレデンシャル名がクラスタの名前として自動的に入
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力されます。

4. 「ストレージの設定」を選択します。

5. この Kubernetes クラスタに使用するストレージクラスを選択し、 * Review * を選択します。

ONTAP ストレージをベースとする Trident ストレージクラスを選択する必要があります。

6. 情報を確認し、問題がない場合は「 * クラスタの追加 * 」を選択します。

結果

クラスタが「 Discovering * 」ステータスになり、「 Running 」に変わります。Kubernetes クラスタが正常
に追加され、 Astra Control Center で管理できるようになりました。

Astra Control Center で管理するクラスタを追加したあと、監視オペレータの配置に数分かかる
場合があります。それまでは、通知アイコンが赤に変わり、 * モニタリングエージェントステ
ータスチェック失敗 * イベントが記録されます。この問題は無視してかまいません。問題は、
Astra Control Center が正しいステータスを取得したときに解決します。数分で問題が解決しな
い場合は、クラスタに移動し、「 OC get pod -n NetApp-monitoring 」を開始点として実行しま
す。問題をデバッグするには、監視オペレータのログを調べる必要があります。

ストレージバックエンドを追加します

ストレージバックエンドを追加して、 Astra Control がリソースを管理できるようにすることができます。ス
トレージバックエンドとして Astra Control のストレージクラスタを管理することで、永続ボリューム（ PVS

）とストレージバックエンドの間のリンケージを取得できるだけでなく、追加のストレージ指標も取得できま
す。

ストレージバックエンドは、次の方法で追加できます。

• クラスタを追加するときにストレージを設定します。を参照してください "クラスタを追加"。

• Dashboard オプションまたは Backends オプションを使用して、検出されたストレージバックエンドを追
加します。

次のオプションを使用して、すでに検出されているストレージバックエンドを追加できます。

• [ダッシュボードを使用してストレージバックエンドを追加します]

• [バックエンドオプションを使用してストレージバックエンドを追加します]
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ダッシュボードを使用してストレージバックエンドを追加します

1. ダッシュボードで、次のいずれかを実行します。

a. ダッシュボードストレージバックエンドセクションで、 * 管理 * を選択します。

b. Dashboard Resource Summary > Storage Backends セクションで、 * Add * を選択します。

2. ONTAP の管理者クレデンシャルを入力し、「 * Review * 」を選択します。

3. バックエンドの詳細を確認し、 * Manage * を選択します。

バックエンドが概要情報とともにリストに表示されます。

バックエンドオプションを使用してストレージバックエンドを追加します

1. 左側のナビゲーション領域で、 * Backends * を選択します。

2. 「 * Manage * 」を選択します。

3. ONTAP の管理者クレデンシャルを入力し、「 * Review * 」を選択します。

4. バックエンドの詳細を確認し、 * Manage * を選択します。

バックエンドが概要情報とともにリストに表示されます。

5. バックエンドストレージの詳細を表示するには、ストレージを選択します。

管理対象のコンピューティングクラスタ内のアプリケーションで使用されている永続ボリ
ュームも表示されます。

バケットを追加します

アプリケーションと永続的ストレージをバックアップする場合や、クラスタ間でアプリケーションのクローニ
ングを行う場合は、オブジェクトストアバケットプロバイダの追加が不可欠です。Astra Control は、これら
のバックアップまたはクローンを、定義したオブジェクトストアバケットに格納します。

バケットを追加すると、 Astra Control によって、 1 つのバケットがデフォルトのバケットインジケータとし
てマークされます。最初に作成したバケットがデフォルトバケットになります。

アプリケーション構成と永続的ストレージを同じクラスタにクローニングする場合、バケットは必要ありませ
ん。

次のいずれかのバケットタイプを使用します。

• NetApp ONTAP S3

• NetApp StorageGRID S3 の略

• 汎用 S3

Astra Control Center は Amazon S3 を汎用 S3 バケットプロバイダとしてサポートしています
が、 Astra Control Center は Amazon の S3 サポートを要求するすべてのオブジェクトストア
ベンダーをサポートしているわけではありません。
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Astra API を使用してバケットを追加する手順については、を参照してください "Astra の自動化と API に関
する情報"。

手順

1. 左側のナビゲーション領域で、 * バケット * を選択します。

a. 「 * 追加」を選択します。

b. バケットタイプを選択します。

バケットを追加するときは、適切なバケットプロバイダタイプと、そのプロバイダに適
したクレデンシャルを選択します。たとえば、 UI では、 StorageGRID クレデンシャル
を使用して、タイプとして NetApp ONTAP S3 が受け入れられますが、これにより、今
後このバケットを使用して原因のすべてのアプリケーションのバックアップとリストア
が失敗します。

c. 新しいバケット名を作成するか、既存のバケット名とオプションの概要を入力します。

バケット名と概要は、バックアップを作成するときに後で選択できるバックアップの場
所として表示されます。この名前は、保護ポリシーの設定時にも表示されます。

d. S3 サーバの名前または IP アドレスを入力します。

e. このバケットをすべてのバックアップのデフォルトバケットにする場合は、「このバケットをこのプ
ライベートクラウドのデフォルトバケットにする」オプションを選択します。

このオプションは、最初に作成したバケットに対しては表示されません。

f. 追加して続行します クレデンシャル情報。

S3 アクセスクレデンシャルを追加します

S3 アクセスクレデンシャルはいつでも追加できます。

手順

1. バケット（ Buckets ）ダイアログで、 * 追加（ Add ） * または * 既存の * を使用（ Use Existing * ）タブ
のいずれかを選択します。

a. Astra Control の他のクレデンシャルと区別するクレデンシャルの名前を入力します。

b. クリップボードからコンテンツを貼り付けて、アクセス ID とシークレットキーを入力します。

次の手順

Astra Control Center にログインしてクラスタを追加したので、 Astra Control Center のアプリケーションデー
タ管理機能を使い始めることができます。

• "ユーザを管理します"

• "アプリの管理を開始します"

• "アプリを保護します"

• "アプリケーションをクローニング"
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• "通知を管理します"

• "Cloud Insights に接続します"

• "カスタム TLS 証明書を追加します"

詳細については、こちらをご覧ください

• "Astra API を使用"

• "既知の問題"

クラスタを追加するための前提条件

クラスタを追加する前に、前提条件が満たされていることを確認する必要があります。また、資格チェックを
実行して、アストラコントロールセンターにクラスタを追加する準備ができていることを確認する必要があり
ます。

クラスタを追加する前に必要な作業

• OpenShift 4.6 または 4.7 を実行するクラスタ。 Trident ストレージクラスは ONTAP 9.5 以降でサポート
されています。

◦ テレメトリサービスの実行には、 1GB 以上の RAM を備えた 1 つ以上のワーカーノードが使用可能で
す。

管理対象のコンピューティングリソースとして 2 つ目の OpenShift 4.6 または 4.7 クラ
スタを追加する場合は、 Trident ボリュームスナップショット機能が有効になっている
ことを確認する必要があります。Trident の公式サイトをご覧ください "手順" Trident を
使用してボリューム Snapshot を有効にし、テストしてください。

• Astra Control Center （ ACC ）を使用してアプリケーションをバックアップおよび復元するために、バッ
クアップ ONTAP システムに設定されたスーパーユーザーおよびユーザー ID 。ONTAP コマンドラインで
次のコマンドを実行します。「 export policy rule modify -vserver svm0 -policyname default -ruleindex 1

-superuser sys ’ export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon 65534 ’（これはデフォル
ト値です）

資格チェックを実行します

次の資格チェックを実行して、 Astra Control Center にクラスタを追加する準備ができていることを確認しま
す。

手順

1. Trident のバージョンを確認

kubectl get tridentversions -n trident

Trident が存在する場合は、次のような出力が表示されます。
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NAME      VERSION

trident   21.04.0

Trident が存在しない場合は、次のような出力が表示されます。

error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"

Trident がインストールされていない場合や、インストールされているバージョンが最新で
ない場合は、次に進む前に最新バージョンの Trident をインストールする必要があります。
を参照してください "Trident のドキュメント" 手順については、を参照し

2. サポートされている Trident ドライバをストレージクラスが使用しているかどうかを確認します。プロビ
ジョニング担当者の名前は「 csi.trident.netapp.io` 」にする必要があります。次の例を参照してくださ
い。

kubectl get storageClass -A

NAME                   PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY

VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE

ontap-gold (default)   csi.trident.netapp.io          Delete

Immediate           true                   5d23h

thin                   kubernetes.io/vsphere-volume   Delete

Immediate           false                  6d

admin ロールの kubeconfig を作成します

手順を実行する前に、マシンに次のものがあることを確認してください。

• kubectl’V1.19 以降がインストールされています

• アクティブなコンテキストのクラスタ管理者権限があるアクティブな kubeconfig です

手順

1. 次の手順でサービスアカウントを作成します。

a. 「 astracontrol-service-account.yaml 」という名前のサービスアカウントファイルを作成します。

名前と名前空間を必要に応じて調整します。ここで変更を行った場合は、以降の手順でも同じ変更を
適用する必要があります。

<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>

+
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apiVersion: v1

kind: ServiceAccount

metadata:

  name: astracontrol-service-account

  namespace: default

a. サービスアカウントを適用します。

kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml

2. 次のようにクラスタ管理者権限を付与します。

a. 「 astracontrol-clusterrolbinding.yaml 」という名前の「 ClusterRoleBinding 」ファイルを作成しま
す。

必要に応じて、サービスアカウントの作成時に変更した名前と名前空間を調整します。

<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>

+

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: ClusterRoleBinding

metadata:

  name: astracontrol-admin

roleRef:

  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

  kind: ClusterRole

  name: cluster-admin

subjects:

- kind: ServiceAccount

  name: astracontrol-service-account

  namespace: default

a. クラスタロールバインドを適用します。

kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml

3. 「 <context> 」をインストールの正しいコンテキストに置き換えて、サービスアカウントのシークレット
をリストします。
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kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context

<context> --namespace default -o json

出力の末尾は次のようになります。

"secrets": [

{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},

{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}

]

'ecsレット ' 配列内の各要素のインデックスは 0 から始まります上記の例では、「 astracontrol-service-

account-dockercfg-vhz87 」のインデックスは 0 になり、「 astracontrol-service-account-token-r59kr 」の
インデックスは 1 になります。出力で、 "token" という単語が含まれるサービスアカウント名のインデッ
クスをメモしてください。

4. 次のように kubeconfig を生成します。

a. 「 create-kubeconfig .sh` ファイル」を作成します。前の手順でメモしたトークン・インデックスが 0

でない場合は ' 次のスクリプトの先頭にあるトークン・インデックスの値を正しい値に置き換えます

<strong>create-kubeconfig.sh</strong>

# Update these to match your environment. Replace the value for

TOKEN_INDEX from

# the output in the previous step if it was not 0. If you didn't

change anything

# else above, don't change anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account

NAMESPACE=default

NEW_CONTEXT=astracontrol

KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

TOKEN_INDEX=0

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \

  --context ${CONTEXT} \

  --namespace ${NAMESPACE} \

  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')

TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \

  --context ${CONTEXT} \

  --namespace ${NAMESPACE} \

  -o jsonpath='{.data.token}')
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TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig

# Create a full copy

kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context

kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context

${CONTEXT}

# Minify

kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \

  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context

kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \

  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user

kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \

  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \

  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user

kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \

  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-

user

# Set context to correct namespace

kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \

  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig

kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \

  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp

rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

b. コマンドをソースにし、 Kubernetes クラスタに適用します。

source create-kubeconfig.sh
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5. （ * オプション * ）クラスタにわかりやすい名前にコベ econfig の名前を変更します。クラスタのクレデ
ンシャルを保護します。

chmod 700 create-kubeconfig.sh

mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig

次の手順

前提条件が満たされていることを確認したら、次は準備ができています "クラスタを追加"。

詳細については、こちらをご覧ください

• "Trident のドキュメント"

• "Astra API を使用"

カスタム TLS 証明書を追加します

既存の自己署名 TLS 証明書を削除して、認証局（ CA ）が署名した TLS 証明書に置き換えることができま
す。

必要なもの

• Astra Control Center をインストールした Kubernetes クラスタ

• クラスタ上のコマンド・シェルに管理アクセスして 'kubectl' コマンドを実行します

• CA の秘密鍵ファイルと証明書ファイル

自己署名証明書を削除します

1. SSH を使用して、 Astra Control Center をホストする Kubernetes クラスタに管理ユーザとしてログイン
します。

2. 次のコマンドを使用して、現在の証明書に関連付けられている TLS シークレットを検索します。「
<ACC-deployment-namespace> 」は、 Astra Control Center 配置名前空間に置き換えてください。

kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>

3. 次のコマンドを使用して、現在インストールされているシークレットと証明書を削除します。

kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-

namespace>

kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>

新しい証明書を追加します

1. 次のコマンドを使用して、 CA の秘密鍵ファイルと証明書ファイルを使用して新しい TLS シークレットを
作成し、括弧 <> の引数を適切な情報に置き換えます。

27

https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://netapp-trident.readthedocs.io/en/latest/frequently_asked_questions.html
https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/index.html


kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>

--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>

2. 次のコマンドと例を使用して、クラスタカスタムリソース定義（ CRD ）ファイルを編集し、「
pec.selfSigned` 」の値を「 pec.ca.secretName` 」に変更して、前の手順で作成した TLS シークレットを
参照します。

kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n

<ACC-deployment-namespace>

....

#spec:

#  selfSigned: {}

spec:

  ca:

    secretName: <secret-name>

3. 次のコマンドと出力例を使用して、変更が正しく、クラスタが証明書を検証できる状態にあることを確認
します。「 <ACC-deployment-namespace> 」は Astra Control Center 配置名前空間に置き換えてくださ
い。

kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-

certificates -n <ACC-deployment-namespace>

....

Status:

  Conditions:

    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z

    Message:               Signing CA verified

    Reason:                KeyPairVerified

    Status:                True

    Type:                  Ready

Events:                    <none>

4. 次の例を使用して 'certificate.yaml ファイルを作成します括弧 <> のプレースホルダ値を適切な情報に置き
換えます
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apiVersion: cert-manager.io/v1

kind: Certificate

metadata:

  name: <certificate-name>

  namespace: <ACC-deployment-namespace>

spec:

  secretName: <certificate-secret-name>

  duration: 2160h # 90d

  renewBefore: 360h # 15d

  dnsNames:

  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control

Center DNS address

  issuerRef:

    kind: ClusterIssuer

    name: cert-manager-certificates

5. 次のコマンドを使用して証明書を作成します。

kubectl apply -f certificate.yaml

6. 次のコマンドと出力例を使用して、証明書が正しく作成されていること、および作成時に指定した引数（
名前、期間、更新期限、 DNS 名など）を使用していることを確認します。
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kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>

....

Spec:

  Dns Names:

    astra.example.com

  Duration:  125h0m0s

  Issuer Ref:

    Kind:        ClusterIssuer

    Name:        cert-manager-certificates

  Renew Before:  61h0m0s

  Secret Name:   <certificate-secret-name>

Status:

  Conditions:

    Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z

    Message:               Certificate is up to date and has not expired

    Reason:                Ready

    Status:                True

    Type:                  Ready

  Not After:               2021-07-07T05:45:41Z

  Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z

  Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z

  Revision:                1

Events:                    <none>

7. 次のコマンドおよび例を使用して、入力 CRD TLS オプションを編集し、新しい証明書シークレットを指
定します。括弧 <> のプレースホルダ値を適切な情報に置き換えます。
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kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-

namespace>

....

# tls:

#    options:

#      name: default

#    secretName: secure-testing-cert

#    store:

#      name: default

 tls:

    options:

      name: default

    secretName: <certificate-secret-name>

    store:

      name: default

8. Web ブラウザを使用して、 Astra Control Center の導入 IP アドレスにアクセスします。

9. 証明書の詳細がインストールした証明書の詳細と一致していることを確認します。

10. 証明書をエクスポートし、結果を Web ブラウザの証明書マネージャにインポートします。

Astra Control Center に関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

概要

次のセクションでは、 Astra Control Center を使用しているときに発生する可能性のあるその他の質問に対す
る回答を示します。詳しい説明については、 astra.feedback@netapp.com までお問い合わせください

Astra Control Center へのアクセス

• Astra Control の URL は何であるか。 *

Astra Control Center は、ローカル認証と各環境に固有の URL を使用します。

URL には、ブラウザで、 Astra Control Center をインストールしたときに、 Astra_control_center_min YAML

カスタムリソース定義（ CRD ）ファイルの spec.astraatAddress フィールドに設定した完全修飾ドメイン名
（ FQDN ）を入力します。電子メールは、 Astra_control_center_min YAML CRD の spec.email フィールドで
設定した値です。

• 評価ライセンスを使用しています。フルライセンスに変更する方法を教えてください。 *

ネットアップライセンスファイル（ NLF ）を取得することで、フルライセンスに簡単に変更できます。
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• 手順 *

• 左側のナビゲーションから、 * アカウント * > * ライセンス * を選択します。

• 「 * ライセンスの追加 * 」を選択します。

• ダウンロードしたライセンスファイルを参照し、 * 追加 * を選択します。

• 評価ライセンスを使用しています。アプリを管理できますか？ *

はい、評価ライセンスを使用して、管理アプリケーション機能をテストできます。

Kubernetes クラスタを登録しています

• Astra Control に追加したワーカーノードを Kubernetes クラスタに追加する必要があります。どうすれば
よいですか？ *

新しいワーカーノードを既存のプールに追加できます。これらは Astra Control によって自動的に検出されま
す。新しいノードが Astra Control に表示されない場合は、新しいワーカーノードでサポートされているイメ
ージタイプが実行されているかどうかを確認します。kubectl get nodes コマンドを使用して ' 新しいワーカー
・ノードの正常性を確認することもできます

• クラスタの管理を適切に解除するにはどうすればよいですか *

1. "Astra Control からアプリケーションの管理を解除"。

2. "Astra Control からクラスタの管理を解除"。

• Kubernetes クラスタを Astra Control から削除した後、アプリケーションとデータはどうなりますか。 *

Astra Control からクラスタを削除しても、クラスタの構成（アプリケーションと永続的ストレージ）は変更
されません。このクラスタで作成されたアプリケーションの Snapshot やバックアップを Astra Control で復
元することはできません。Astra Control で作成した永続的ストレージのバックアップは Astra Control に残っ
ていますが、リストアには使用できません。

他の方法でクラスタを削除する場合は、必ず事前に Astra Control からクラスタを削除してくだ
さい。Astra Control で管理している間に別のツールを使用してクラスタを削除した場合、原因
で Astra Control アカウントに問題が発生する可能性があります。

• Kubernetes クラスタを Astra Control から削除すると、 NetApp Trident はアンインストールされますか。
*

Trident は、 Astra Control から削除してもクラスタからアンインストールされません。

アプリケーションの管理

• Astra Control はアプリケーションを導入できますか。 *

Astra Control はアプリケーションを導入しない。アプリケーションは Astra Control の外部に導入する必要が
あります。

• アプリケーションを Astra Control から管理しなくなった後、どうなりますか。 *

既存のバックアップまたは Snapshot がすべて削除されます。アプリケーションとデータは引き続き使用でき
ます。管理対象外のアプリケーション、またはそのアプリケーションに属するバックアップや Snapshot で
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は、データ管理操作を実行できません。

• ネットアップ以外のストレージにあるアプリケーションは Astra Control で管理できますか。 *

いいえネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは Astra Control で検出できますが、
ネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは管理できません。

• Astra Control 自体を管理すべきですか？ * いいえ、 Astra Control 自体は「システムアプリケーション」
であるため、管理すべきではありません。

データ管理の操作

• 作成していないスナップショットがアカウントにあります。彼らはどこから来たのですか。 *

一部の状況では、バックアップ、クローン、またはリストアのプロセスの一環として、 Astra Control によっ
てスナップショットが自動的に作成されます。

• アプリケーションは複数の PVS を使用しています。Astra Control は、これらすべての PVC のスナップシ
ョットとバックアップを作成しますか。 *

はい。Astra Control によるアプリケーションのスナップショット操作には、アプリケーションの PVC にバイ
ンドされているすべての PVS のスナップショットが含まれます。

• Astra Control で取得したスナップショットを、別のインターフェイスやオブジェクトストレージから直接
管理できますか。 *

いいえAstra Control で作成したスナップショットとバックアップは、 Astra Control でのみ管理できます。
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