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NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift
Virtualization

NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

それぞれのユースケースに応じて、コンテナと仮想マシン（ VM ）はどちらも、さまざまなタイプのアプリケ
ーションに最適なプラットフォームとして機能します。そのため、多くの組織では、ワークロードの一部をコ
ンテナで実行し、一部を VM で実行しています。そのため多くの場合、 VM 用のハイパーバイザーとアプリ
ケーション用のコンテナオーケストレーションツールという別々のプラットフォームを管理する必要があり、
組織はさらに多くの課題に直面します。

この課題に対処するために、 Red Hat は OpenShift バージョン 4.6 から始まる OpenShift Virtualization （以
前のコンテナネイティブ仮想化）を導入しました。OpenShift Virtualization 機能を使用すると、同じ
OpenShift Container Platform インストール上でコンテナとともに仮想マシンを実行および管理できるため、
オペレータを介して VM の導入と管理を自動化するハイブリッド管理機能が提供されます。OpenShift
Virtualization では、 OpenShift で VM を作成するだけでなく、 VMware vSphere 、 Red Hat Virtualization 、
Red Hat OpenStack Platform の各環境からの VM のインポートもサポートします。

[OpenShift 仮想化] | redhat_openshift_image44.jpg

NetApp ONTAP をベースにした OpenShift Virtualization では、ライブ VM 移行、 VM ディスククローニン
グ、 VM スナップショットなどの一部の機能がサポートされており、 Astra Trident の支援を受けています。
それぞれのセクションで、このドキュメントの後半で各ワークフローの例について説明します。

Red Hat OpenShift Virtualization の詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧くだ
さい"。

"次の手順：導入の前提条件"

導入

NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します

前提条件

• Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.6 以降） RHCOS ワーカーノードを使用するベアメタルイン
フラストラクチャにインストールします

• OpenShift クラスタは、インストーラでプロビジョニングされたインフラを介してインストールする必要
があります （ IPI ）

• VM の HA を維持するには、マシンの健全性チェックを導入します

• NetApp ONTAP クラスタ

• OpenShift クラスタに Trident の Astra をインストール

• ONTAP クラスタの SVM で設定された Trident バックエンド

• OpenShift クラスタ上でストレージクラスを構成し、 Astra Trident をプロビジョニングツールとして提供

• Red Hat OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス
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• NetApp ONTAP クラスタへの管理者アクセス

• tridentctl および OC ツールがインストールされている管理ワークステーション $PATH に追加されました

OpenShift Virtualization は、 OpenShift クラスタにインストールされたオペレータによって管理されるため、
メモリ、 CPU 、およびストレージに追加のオーバーヘッドが発生します。このオーバーヘッドは、クラスタ
のハードウェア要件を計画する際に考慮する必要があります。のドキュメントを参照してください "こちらを
ご覧ください" 詳細：

ノード配置ルールを設定して、 OpenShift Virtualization オペレータ、コントローラ、 VM をホストする
OpenShift クラスタノードのサブセットを指定することもできます。OpenShift Virtualization のノード配置ル
ールを設定するには、のドキュメントに従ってください "こちらをご覧ください"。

OpenShift Virtualization を基盤とするストレージについては、特定の Trident バックエンドからストレージを
要求する専用のストレージクラスを用意し、そのストレージクラスを専用の SVM でバックアップすることを
推奨します。これにより、 OpenShift クラスタ上で VM ベースのワークロードに提供されるデータに関して、
レベルのマルチテナンシーが維持されます。

"次の例は、オペレータを介して導入します。"

NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します

OpenShift Virtualization をインストールするには、次の手順を実行します。

1. クラスタ管理者アクセス権を持つ Red Hat OpenShift ベアメタルクラスタにログインします。

2. Perspective ドロップダウンから Administrator を選択します。

3. Operators > OperatorHub に移動して、 OpenShift Virtualization を検索します。

[OpenShift Operator Hub] | redhat_openshift_image45.JPG

4. OpenShift Virtualization タイルを選択し、 Install をクリックします。

[OpenShift Virtualization Operator Tile を使用します] | redhat_openshift_image46.JPG

5. Install Operator （オペレータのインストール）画面で、デフォルトのパラメータをすべてそのままにし
て、 Install （インストール）をクリックします。

[OpenShift Virtualization Operator Details （ OpenShift 仮想化オペレータ詳細] |
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redhat_openshift_image47.JPG

6. オペレータによるインストールが完了するまで待ちます。

[OpenShift Virtualization Operator インストール] | redhat_openshift_image48.JPG

7. オペレータがインストールされたら、 Create HyperConverged をクリックします。

[OpenShift Virtualization Operator - ハイパーコンバージドを作成] | redhat_openshift_image49.JPG

8. [Create HyperConverged ( ハイパーコンバージドの作成 )] 画面で、 [Create ( 作成 )] をクリックし、すべ
てのデフォルトパラメータを受け入れます。このステップでは、 OpenShift Virtualization のインストール
を開始します。

[OpenShift Virtualization Operator - ハイパーコンバージドの詳細] | redhat_openshift_image50.JPG

9. OpenShift CNV ネームスペースですべてのポッドが running 状態に移行し、 OpenShift Virtualization オペ
レータが Succeeded 状態になると、オペレータは使用可能な状態になります。これで、 OpenShift クラ
スタで VM を作成できるようになります。

[OpenShift Virtualization Operator のインストールが完了しました] | redhat_openshift_image51.JPG

"次の手順：ワークフロー： VM を作成します。"

ワークフロー

ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

VM を作成します

VM は、オペレーティングシステムとデータをホストするボリュームを必要とするステートフルな導入で
す。CNV では、 VM がポッドとして実行されるため、 VM は Trident 経由で NetApp ONTAP にホストされた
PVS によってバックアップされます。これらのボリュームはディスクとして接続され、 VM のブートソース
を含むファイルシステム全体が格納されます。

[VM アーキテクチャを作成する] | redhat_openshift_image52.jpg

OpenShift クラスタ上に仮想マシンを作成するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進み、作成 > ウィザードを使用してをクリックします。

2. 目的の OS を選択し、 Next （次へ）をクリックします。

3. 選択したオペレーティングシステムにブートソースが設定されていない場合は、設定する必要がありま
す。Boot Source （起動ソース）で、 URL またはレジストリから OS イメージをインポートするかどうか
を選択し、対応する詳細を指定します。Advanced を展開し、 Trident から作成されたストレージクラスを
選択します。[ 次へ ] をクリックします。

[VM のブートソースを作成します] | redhat_openshift_image53.JPG

4. 選択したオペレーティングシステムにすでにブートソースが設定されている場合は、前の手順を省略でき
ます。

5. [Review and Create] ペインで、 VM を作成して VM の詳細を提供するプロジェクトを選択します。ブー
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トソースがクローンとして選択されていることを確認し、選択した OS に適切な PVC が割り当てられた
CD-ROM から起動します。

[VM を作成します] | redhat_openshift_image54.JPG

6. 仮想マシンをカスタマイズする場合は、 [ 仮想マシンのカスタマイズ ] をクリックし、必要なパラメータ
を変更します。

7. [ 仮想マシンの作成 ] をクリックして仮想マシンを作成します。これにより、対応するポッドがバックグ
ラウンドでスピンアップされます。

ブート・ソースが URL またはレジストリからテンプレートまたはオペレーティング・システム用に構成され
ている場合 'OpenShift Virtualization-os-images' プロジェクトに PVC を作成し 'KVM ゲスト・イメージを
PVC にダウンロードしますテンプレート PVC に、対応する OS の KVM ゲストイメージを格納できるだけの
十分なプロビジョニングスペースがあることを確認する必要があります。これらの PVC は、任意のプロジェ
クトでそれぞれのテンプレートを使用して作成されると、クローン作成され、ルートディスクとして仮想マシ
ンに接続されます。

"次のワークフロー： VM のライブマイグレーション"

ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

VM ライブマイグレーション

ライブマイグレーションは、 OpenShift クラスタ内の 1 つのノードから別のノードに VM インスタンスをダ
ウンタイムなしで移行するプロセスです。OpenShift クラスタでライブマイグレーションを実行するには、
VM を共有 ReadWriteAny アクセスモードの PVC にバインドする必要があります。NFS プロトコルが有効に
なっている NetApp ONTAP クラスタで SVM を使用して設定された Astra Trident バックエンドは、 PVC に対
する共有 ReadWriteAny アクセスをサポートします。そのため、 NFS 対応の SVM から Trident によってプロ
ビジョニングされた StorageClasses から要求された PVC を持つ VM をダウンタイムなしで移行できます。

[VM ライブマイグレーションのアーキテクチャ] | redhat_openshift_image55.jpg

共有 ReadWriteAny アクセス権を持つ PVC にバインドされた VM を作成するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進み、作成 > ウィザードを使用してをクリックします。

2. 目的の OS を選択し、 Next （次へ）をクリックします。選択した OS には、すでに起動ソースが設定さ
れているとしましょう。

3. [Review and Create] ペインで、 VM を作成して VM の詳細を提供するプロジェクトを選択します。ブー
トソースがクローンとして選択されていることを確認し、選択した OS に適切な PVC が割り当てられた
CD-ROM から起動します。

4. [ 仮想マシンのカスタマイズ ] をクリックし、 [ ストレージ ] をクリックします。

5. rootdisk の横にある省略記号をクリックし、 Trident を使用してプロビジョニングされたストレージクラ
スが選択されていることを確認します。[ 詳細設定 ] を展開し、 [ アクセスモード ] で [ 共有アクセス
(RWX) ] を選択します。[ 保存 ] をクリックします。

[ディスク RWX にアクセスできるようにします] | redhat_openshift_image56.JPG

6. [ 確認 ] をクリックして確定し、 [ 仮想マシンの作成 ] をクリックします。

OpenShift クラスタ内の別のノードに VM を手動で移行するには、次の手順を実行します。
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1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進みます。

2. 移行する VM の場合は、省略記号をクリックし、 Migrate the Virtual Machine （仮想マシンの移行）をク
リックします。

3. メッセージが表示されたら、 [ 移行 ] をクリックして確認します。

OpenShift クラスタ内の VM インスタンスは、 evictionStrategy が LiveMigrate に設定されてい
る場合、元のノードがメンテナンスモードになると、自動的に別のノードに移行します。

"次：ワークフロー： VM のクローニング"

ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

VM のクローニング

OpenShift で既存の VM をクローニングするには、 Astra Trident の Volume CSI クローニング機能をサポート
します。CSI ボリュームクローニングでは、 PV を複製することによって、既存の PVC をデータソースとし
て使用して新しい PVC を作成できます。新しい PVC が作成されると、その PVC は独立したエンティティと
して機能し、送信元 PVC へのリンクや依存関係はありません。

[VM クローニングアーキテクチャ] | redhat_openshift_image57.jpg

CSI ボリュームクローニングには、次のような一定の制限事項があります。

1. 送信元 PVC と宛先 PVC は同じプロジェクト内に存在する必要があります。

2. クローニングは、同じストレージクラス内でサポートされます。

3. クローニングを実行できるのは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで同じボリュームモ
ード設定を使用している場合のみです。たとえば、ブロックボリュームは別のブロックボリュームにしか
クローニングできません。

OpenShift クラスタ内の VM は、次の 2 つの方法でクローニングできます。

1. ソース VM をシャットダウンします

2. ソース VM を稼働させます

ソース VM をシャットダウンします

VM をシャットダウンして既存の VM をクローニングすることは、 Astra Trident のサポートとともに実装され
るネイティブの OpenShift 機能です。VM をクローニングするには、次の手順を実行します。

1. [Workloads （ワークロード） ] > [Virtualization （仮想化） ] > [Virtual Machines （仮想マシン） ] に移動
し、クローンを作成する仮想マシンの横にある省略記号をクリックします。

2. Clone Virtual Machine をクリックして、新しい VM の詳細を指定します。

[VM をクローニングする] | redhat_openshift_image58.JPG

3. Clone Virtual Machine をクリックします。これにより、ソース VM がシャットダウンされ、クローン VM
の作成が開始されます。

4. この手順が完了すると、クローニングした VM のコンテンツにアクセスして確認できるようになります。
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ソース VM を稼働させます

既存の VM は、ソース VM の既存の PVC をクローニングしてから、クローン PVC を使用して新しい VM を
作成することによってもクローニングできます。この方法では、ソース VM をシャットダウンする必要はあり
ません。シャットダウンせずに VM をクローニングするには、次の手順を実行します。

1. Storage > PersistentVolume要求 と進み、ソース VM に接続されている PVC の横にある省略記号をクリッ
クします。

2. Clone PVC をクリックして、新しい PVC の詳細を提供します。

[PVC を複製します] | redhat_openshift_image59.JPG

3. 次に、 Clone をクリックします。これにより、新しい VM の PVC が作成されます。

4. [Workloads （ワークロード） ] > [Virtualization （仮想化） ] > [Virtual Machines （仮想マシン） ] に移動
し、 [Create （作成）

5. spec> template> spec> volumes セクションで、コンテナディスクではなく、クローン PVC を接続しま
す。新しい VM について、要件に応じてその他の詳細をすべて指定します。

- name: rootdisk

  persistentVolumeClaim:

    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone

6. Create をクリックして、新しい VM を作成します。

7. VM が作成されたら、にアクセスし、新しい VM がソース VM のクローンであることを確認します。

"次：ワークフロー： Snapshot から VM を作成します。"

ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

Snapshot から VM を作成します

Astra Trident と Red Hat OpenShift を使用すると、ユーザは、プロビジョニングされたストレージクラス上の
永続的ボリュームのスナップショットを作成できます。この機能を使用すると、ボリュームのポイントインタ
イムコピーを作成して、そのコピーを使用して新しいボリュームを作成したり、同じボリュームを以前の状態
にリストアしたりできます。これにより、ロールバックからクローン、データリストアまで、さまざまなユー
スケースを実現またはサポートできます。

OpenShift で Snapshot 処理を実行するには、リソース VolumeSnapshotClass 、 VolumeSnapshot 、および
VolumeSnapshotContent を定義する必要があります。

• VolumeSnapshotContent は、クラスタ内のボリュームから作成された実際の Snapshot です。このデータ
ストアは、 Storage 用の PersistentVolume に似た、クラスタ全体のリソースです。

• ボリューム Snapshot は、ボリュームの Snapshot 作成要求です。これは、 PersistentVolumeClaim に似
ています。

• VolumeSnapshotClass を使用すると、管理者はボリューム Snapshot のさまざまな属性を指定できます。
これにより、同じボリュームから作成された異なる Snapshot に対して異なる属性を設定できます。

[Snapshot アーキテクチャの VM] | redhat_openshift_image60.jpg
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VM の Snapshot を作成するには、次の手順を実行します。

1. ボリューム Snapshot を作成するために使用できるボリューム Snapshot クラスを作成します。Storage >
VolumeSnapshotClasses の順に移動し、 Create VolumeSnapshotClass をクリックします。

2. スナップショットクラスの名前を入力し、ドライバの csi.trident.netapp.io を入力して、 Create をクリッ
クします。

[Snapshot クラスを作成します] | redhat_openshift_image61.JPG

3. ソース VM に接続されている PVC を特定し、その PVC の Snapshot を作成します。「ストレージ」＞「
ボリュームスナップショット」と選択し、「ボリュームスナップショットの作成」をクリックします。

4. Snapshot を作成する PVC を選択し、 Snapshot の名前を入力するか、デフォルトを受け入れて、適切な
VolumeSnapshotClass を選択します。[ 作成 ] をクリックします。

[Snapshot を作成します] | redhat_openshift_image62.JPG

5. これにより、その時点で PVC のスナップショットが作成されます。

スナップショットから新しい VM を作成します

1. 最初に、スナップショットを新しい PVC に復元します。Storage > VolumeSnapshots と進み、リストア
する Snapshot の横にある省略記号をクリックして、 Restore as new PVC （新しい PVC として復元）を
クリックします。

2. 新しい PVC の詳細を入力し、 Restore をクリックします。これにより、新しい PVC が作成されます。

[Snapshot を新しい PVC にリストアします] | redhat_openshift_image63.JPG

3. 次に、この PVC から新しい VM を作成します。[Workloads （ワークロード） ] > [Virtualization （仮想化
） ] > [Virtual Machines （仮想マシン） ] に移動し、 [Create （作成）

4. spec>template>spec>volumes セクションで、コンテナディスクからではなく、スナップショットから作
成された新しい PVC を指定します。新しい VM について、要件に応じてその他の詳細をすべて指定しま
す。

- name: rootdisk

  persistentVolumeClaim:

    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore

5. Create をクリックして、新しい VM を作成します。

6. VM が正常に作成されたら、にアクセスして、新しい VM の状態が、スナップショット作成時に PVC を
使用してスナップショットを作成した VM の状態と同じであることを確認します。
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