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解決策の検証とユースケース：ネットアップを使用
した Red Hat OpenShift

このページに記載する例は、ネットアップでの Red Hat OpenShift の解決策の検証と使用事例です。

• "永続的ストレージを使用した Jenkins CI/CD パイプラインの導入"

• "ネットアップを使用して Red Hat OpenShift でマルチテナンシーを構成します"

• "NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization"

• "ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理"

"次は、ビデオとデモです"

永続的ストレージを使用した Jenkins CI / CD パイプラインの
導入：ネットアップでの Red Hat OpenShift

このセクションでは、 Jenkins との継続的統合 / 継続的配信または導入（ CI / CD ）パイプラインを導入して
解決策の動作を検証する手順について説明します。

Jenkins の導入に必要なリソースを作成します

Jenkins アプリケーションの導入に必要なリソースを作成するには、次の手順に従います。

1. Jenkins という名前の新しいプロジェクトを作成します。

1

https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_videos_and_demos.html


2. この例では、永続的ストレージを使用して Jenkins を導入しています。Jenkins ビルドをサポートするに
は、 PVC を作成します。[ ストレージ ] > [ 永続的ボリューム要求 ] の順に選択し、 [ 永続的ボリューム要
求の作成 ] をクリックします。作成したストレージクラスを選択し、永続ボリューム要求名が Jenkins で
あることを確認し、適切なサイズとアクセスモードを選択して、作成をクリックします。
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永続的ストレージを使用して Jenkins を導入する

永続ストレージを使用して Jenkins を導入するには、次の手順を実行します。

1. 左上隅で、ロールを Administrator から Developer に変更します。+ 追加をクリックし、カタログからを
選択します。キーワードでフィルターバーで Jenkins を検索します。永続的ストレージを使用する
Jenkins Service を選択します。
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2. 「テンプレートをインスタンス化」をクリックします。

3. デフォルトでは、 Jenkins アプリケーションの詳細が入力されます。要件に基づいてパラメータを変更
し、 [ 作成（ Create ） ] をクリックします。このプロセスでは、 OpenShift で Jenkins をサポートするた

4



めに必要なリソースがすべて作成されます。

4. Jenkins ポッドが「 Ready 」状態になるまでに約 10 ～ 12 分かかります。
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5. ポッドがインスタンス化されたら、ネットワーキング > ルートと進みます。Jenkins の Web ページを開
くには、 Jenkins ルート用の URL をクリックします。

6. Jenkins アプリケーションの作成時に OpenShift OAuth が使用されていたため、「 OpenShift でログイ
ン」をクリックします。
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7. Jenkins サービスアカウントに OpenShift ユーザへのアクセスを許可します。

8. Jenkins のようこそページが表示されます。Maven ビルドを使用しているので、まず Maven のインスト
ールを完了します。Manage Jenkins > Global Tool Configuration に移動し、 Maven サブヘッドで Add
Maven をクリックします。任意の名前を入力し、 [ 自動的にインストール ] オプションが選択されている
ことを確認します。[ 保存 ] をクリックします .
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9. CI / CD のワークフローを示すパイプラインを作成できるようになりました。ホームページで、左側のメ
ニューから [ 新規ジョブの作成 ] または [ 新規アイテム ] をクリックします。

10. [ 項目の作成 ] ページで、任意の名前を入力し、 [ パイプライン ] を選択して、 [OK] をクリックします。

11. パイプライン (Pipeline) タブを選択しますサンプルパイプラインを試すドロップダウンメニューから、
Github + Maven を選択します。コードが自動的に入力されます。[ 保存 ] をクリックします .
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12. 「今すぐビルド」をクリックして、準備、ビルド、テストの各フェーズで開発を開始します。ビルドプロ
セス全体が完了してビルドの結果が表示されるまでに数分かかることがあります。
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13. コードが変更された場合は、必ずパイプラインを再構築して新しいバージョンのソフトウェアにパッチを
適用することで、継続的な統合と継続的な提供を実現できます。[ 最近の変更 ] をクリックして、前のバ
ージョンからの変更を追跡します。
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"次は、ビデオとデモです"

NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift にマルチテナ
ンシーを設定します

ネットアップを使用した Red Hat OpenShift でのマルチテナンシーの構成

コンテナで複数のアプリケーションやワークロードを実行する多くの組織は、アプリケーションやワークロー
ドごとに 1 つの Red Hat OpenShift クラスタを導入する傾向にあります。これにより、アプリケーションやワ
ークロードを厳密に分離し、パフォーマンスを最適化し、セキュリティの脆弱性を軽減できます。ただし、ア
プリケーションごとに独立した Red Hat OpenShift クラスタを導入するには、独自の問題が発生します。これ
により、各クラスタを個別に監視および管理する必要がある運用上のオーバーヘッドが増大し、さまざまなア
プリケーションに専用リソースを使用することでコストが増大し、効率的な拡張性が妨げられます。

この問題を解決するには、すべてのアプリケーションまたはワークロードを 1 つの Red Hat OpenShift クラス
タで実行することを検討します。しかし、このようなアーキテクチャでは、リソースの分離とアプリケーショ
ンセキュリティの脆弱性が大きな課題の 1 つとなっています。あるワークロードのセキュリティの脆弱性
は、自然に別のワークロードにオーバーフローする可能性があるため、影響ゾーンが増加します。また、ある
アプリケーションによる突然の制御されないリソース使用率は、デフォルトではリソース割り当てポリシーが
ないため、別のアプリケーションのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
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そのため、組織は、たとえば、すべてのワークロードを単一のクラスタで実行しながら、各ワークロードに専
用のクラスタのメリットを提供することで、両方の世界で最も優れたソリューションを見つけることができま
す。

このように効果的な解決策の 1 つは、 Red Hat OpenShift でマルチテナンシーを構成することです。マルチテ
ナンシーは、複数のテナントを同じクラスタ上に共存させ、リソースやセキュリティなどを適切に分離できる
アーキテクチャです。この場合、テナントは、特定のユーザグループが専用として使用するように設定された
クラスタリソースのサブセットとみなすことができます。Red Hat OpenShift クラスタでマルチテナンシーを
設定する利点は次のとおりです。

• クラスタリソースを許可することで設備投資と運用コストを削減 を共有します

• 運用と管理のオーバーヘッドを軽減

• セキュリティ侵害のクロスコンタミネーションからワークロードを保護

• リソースの競合による予期しないパフォーマンスの低下からワークロードを保護

マルチテナント OpenShift クラスタを完全に実現するには、コンピューティング、ストレージ、ネットワー
ク、セキュリティなど、異なるリソースバケットに属するクラスタリソースにクォータと制限を設定する必要
があります。この解決策のすべてのリソースバケットの特定の側面について説明しますが、 ネットアップで
は、 NetApp ONTAP を基盤とする Astra Trident によって動的に割り当てられるストレージリソースにマルチ
テナンシーを設定することで、複数のワークロードで提供または消費されるデータを分離し、保護するための
ベストプラクティスに焦点を当てています。

"次の例は、アーキテクチャです"

アーキテクチャ

ネットアップ ONTAP を基盤とする Red Hat OpenShift と Astra Trident は、デフォルトでワークロードを分離
する機能を提供していませんが、マルチテナンシーの設定に使用できる幅広い機能を備えています。ネットア
ップ ONTAP を基盤とする Astra Trident を使用した Red Hat OpenShift クラスタでのマルチテナント解決策の
設計について理解を深めるために、一連の要件を含む例を検討し、その構成について概説します。

2 つの異なるチームが取り組んでいる 2 つのプロジェクトの一環として、組織が Red Hat OpenShift クラスタ
上で 2 つのワークロードを実行するとします。こうしたワークロードのデータは、 NetApp ONTAP NAS バッ
クエンドの Astra Trident によって動的にプロビジョニングされる PVC 上に存在します。組織では、この 2 つ
のワークロードに対応するマルチテナント解決策を設計し、これらのプロジェクトに使用されるリソースを分
離して、セキュリティとパフォーマンスを維持することが求められています。主に、これらのアプリケーショ
ンを提供するデータに重点が置かれています。

次の図は、ネットアップ ONTAP を基盤とする Astra Trident を使用した Red Hat OpenShift クラスタ上のマル
チテナント解決策を示しています。
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テクノロジ要件

1. NetApp ONTAP ストレージクラスタ

2. Red Hat OpenShift クラスタ

3. Astra Trident

Red Hat OpenShift –クラスタリソース

Red Hat OpenShift クラスタの観点からは、最初に最上位のリソースがプロジェクトです。OpenShift プロジ
ェクトは、 OpenShift クラスタ全体を複数の仮想クラスタに分割するクラスタリソースと見なすことができま
す。したがって、プロジェクトレベルでの分離によって、マルチテナンシーの設定の基盤が提供されます。

次に、クラスタで RBAC を設定します。ベストプラクティスとして、すべての開発者が 1 つのプロジェクト
またはワークロードを担当し、アイデンティティプロバイダ（ IdP ）内の単一のユーザグループに設定するこ
とを推奨します。Red Hat OpenShift では、 IdP の統合とユーザグループの同期が可能なため、 IdP のユーザ
とグループをクラスタにインポートできるようになります。これにより、クラスタ管理者は、プロジェクト専
用のクラスタリソースへのアクセスをそのプロジェクトに使用するユーザグループまたはグループに分離し
て、クラスタリソースへの不正アクセスを制限できます。Red Hat OpenShift への IdP の統合の詳細について
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"。
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NetApp ONTAP

Red Hat OpenShift クラスタの永続的ストレージプロバイダとして機能している共有ストレージを分離し、各
プロジェクト用にストレージ上に作成されたボリュームが、別々のストレージ上に作成されたものと同じよう
にホストに表示されるようにすることが重要です。そのためには、プロジェクトやワークロードに応じて
Storage Virtual Machine （ SVM ）を NetApp ONTAP 上に作成し、各 SVM をワークロード専用にします。

Astra Trident

NetApp ONTAP で作成されたプロジェクトごとに異なる SVM が作成されたら、各 SVM を異なる Trident バ
ックエンドにマッピングする必要があります。Trident のバックエンド構成は、 OpenShift クラスタリソース
への永続的ストレージの割り当てを促進します。また、マッピング先の SVM の詳細が必要です。これは、バ
ックエンドのプロトコルドライバである必要があります。必要に応じて、ストレージでのボリュームのプロビ
ジョニング方法を定義したり、ボリュームのサイズやアグリゲートの使用などを制限したりできます。Trident
バックエンドの定義に関する詳細はこちらをご覧ください "こちらをご覧ください"。

Red Hat OpenShift –ストレージリソース

Trident バックエンドを設定したら、次の手順として StorageClasses を設定します。バックエンドと同じ数の
ストレージクラスを構成して、各ストレージクラスが 1 つのバックエンドにしかボリュームをスピンアップ
できない。ストレージクラスを定義する際に StoragePools パラメータを使用して、ストレージクラスを特定
の Trident バックエンドにマッピングできます。ストレージクラスを定義する詳細については、を参照してく
ださい "こちらをご覧ください"。そのため、 StorageClass から Trident バックエンドへの 1 対 1 のマッピン
グで、 1 つの SVM をポイントします。これにより、そのプロジェクトに割り当てられた StorageClass を経
由するすべてのストレージ要求が、そのプロジェクト専用の SVM によって処理されます。

ストレージクラスにネームスペースリソースが含まれていないため、あるプロジェクトのストレージクラスに
対するストレージ要求を別のネームスペースまたはプロジェクトのポッドで拒否するにはどうすればよいです
か？回答では、 ResourceQuotas を使用します。ResourceQuotas は、プロジェクトごとのリソースの合計使
用量を制御するオブジェクトです。プロジェクト内のオブジェクトで消費できるリソースの合計量だけでな
く、リソースの数も制限できます。ほとんどの場合、 ResourceQuotas を使用してプロジェクトのリソースを
制限することができます。この機能を効率的に使用することで、リソースのオーバープロビジョニングや過剰
消費によるコストやシステム停止を削減できます。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" を参照してください。

このユースケースでは、特定のプロジェクトのポッドが、プロジェクト専用ではないストレージクラスのスト
レージを要求しないように制限する必要があります。これを行うには '<storage-class-
name>.storageeclass.storage0.k8sio/persistentvolumeclaims'0 を設定して ' 他のストレージ・クラスに対する
永続的ボリューム要求を制限する必要がありますさらに、クラスタ管理者は、プロジェクト内の開発者が
ResourceQuotas を変更するためのアクセス権を持っていないことを確認する必要があります。

"次へ：設定"

設定

マルチテナント解決策では、必要以上に多くのクラスタリソースにアクセスすることはできません。つまり、
マルチテナンシー構成の一部として構成するリソースセット全体が、クラスタ管理者、ストレージ管理者、お
よび各プロジェクトに取り組む開発者に分けられます。

次の表に、各ユーザが実行する各タスクを示します。
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ロール タスク

* Cluster-admin* さまざまなアプリケーションやワークロード用のプロ
ジェクトを作成できます

Storage Admin 用の ClusterRoles および
RoleBindings を作成します

ロールとロールの作成特定のアクセス権を割り当てる
開発者のためのバインド プロジェクト

[ オプション ] 特定のノードでポッドをスケジュール
するようにプロジェクトを設定します

* ストレージ管理者 * NetApp ONTAP に SVM を作成する

Trident バックエンドを作成

ストレージクラスを作成します

ストレージリソースクォータを作成します

* 開発者 * 割り当てられたプロジェクトで PVC またはポッドを
作成またはパッチするためのアクセスを検証します

アクセスを検証して、別のプロジェクトで PVC また
はポッドを作成またはパッチします

アクセス権を検証して、プロジェクト、リソースクォ
ータ、ストレージクラスを表示または編集します

"次の手順：前提条件"

設定

前提条件

• NetApp ONTAP クラスタ：

• Red Hat OpenShift クラスタ

• Trident がクラスタにインストールされている。

• tridentctl および OC ツールがインストールされ、 $PATH に追加された管理ワークステーション。

• ONTAP への管理アクセス。

• OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス。

• クラスタがアイデンティティプロバイダに統合されました。

• アイデンティティプロバイダは、異なるチームのユーザを効率的に区別するように設定されています。

"次：クラスタ管理者のタスク"

Configuration ：クラスタ管理者のタスク

Red Hat OpenShift cluster-admin によって次のタスクが実行されます。

1. Red Hat OpenShift クラスタに cluster-admin としてログインします。
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2. 異なるプロジェクトに対応する 2 つのプロジェクトを作成します。

oc create namespace project-1

oc create namespace project-2

3. project-1 の開発者ロールを作成します。

cat << EOF | oc create -f -

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: Role

metadata:

  namespace: project-1

  name: developer-project-1

rules:

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - apps

      - batch

      - autoscaling

      - extensions

      - networking.k8s.io

      - policy

      - apps.openshift.io

      - build.openshift.io

      - image.openshift.io

      - ingress.operator.openshift.io

      - route.openshift.io

      - snapshot.storage.k8s.io

      - template.openshift.io

    resources:

      - '*'

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - ''

    resources:

      - bindings

      - configmaps

      - endpoints

      - events

      - persistentvolumeclaims

      - pods

      - pods/log

      - pods/attach
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      - podtemplates

      - replicationcontrollers

      - services

      - limitranges

      - namespaces

      - componentstatuses

      - nodes

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - trident.netapp.io

    resources:

      - tridentsnapshots

EOF

ここで説明するロール定義は単なる例です。エンドユーザの要件に基づいて開発者の役割を定
義する必要があります。

1. 同様に、 project-2 の開発者ロールを作成します。

2. すべての OpenShift およびネットアップストレージリソースは、通常はストレージ管理者が管理します。
ストレージ管理者向けのアクセスは、 Trident のインストール時に作成された Trident オペレータロールに
よって制御されます。これに加えて、ストレージ管理者は ResourceQuotas にアクセスして、ストレージ
の消費方法を制御する必要があります。

3. クラスタ内のすべてのプロジェクトの ResourceQuotas を管理する役割を作成して、ストレージ管理者に
割り当てます。
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cat << EOF | oc create -f -

kind: ClusterRole

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

  name: resource-quotas-role

rules:

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - ''

    resources:

      - resourcequotas

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - quota.openshift.io

    resources:

      - '*'

EOF

4. クラスタが組織のアイデンティティプロバイダと統合され、ユーザグループがクラスタグループと同期さ
れていることを確認します。次の例は、アイデンティティプロバイダがクラスタに統合され、ユーザグル
ープと同期されていることを示しています。

$ oc get groups

NAME                        USERS

ocp-netapp-storage-admins   ocp-netapp-storage-admin

ocp-project-1               ocp-project-1-user

ocp-project-2               ocp-project-2-user

1. ストレージ管理者用の ClusterRoleBindings を設定します。
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cat << EOF | oc create -f -

kind: ClusterRoleBinding

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

  name: netapp-storage-admin-trident-operator

subjects:

  - kind: Group

    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

    name: ocp-netapp-storage-admins

roleRef:

  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

  kind: ClusterRole

  name: trident-operator

---

kind: ClusterRoleBinding

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

  name: netapp-storage-admin-resource-quotas-cr

subjects:

  - kind: Group

    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

    name: ocp-netapp-storage-admins

roleRef:

  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

  kind: ClusterRole

  name: resource-quotas-role

EOF

ストレージ管理者の場合は、 Trident オペレータとリソースクォータの 2 つのロールにバイン
ドする必要があります。

1. ロールの作成 - developer-project-1 のロールを project-1 の対応するグループ (OCP-project-1) にバインド
する開発者のバインディング。
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cat << EOF | oc create -f -

kind: RoleBinding

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

  name: project-1-developer

  namespace: project-1

subjects:

  - kind: Group

    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

    name: ocp-project-1

roleRef:

  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

  kind: Role

  name: developer-project-1

EOF

2. 同様に、開発者の役割を project-2 の対応するユーザーグループにバインドする開発者の RoleBindings を
作成します。

"次：ストレージ管理者のタスク"

設定：ストレージ管理者のタスク

ストレージ管理者が次のリソースを設定する必要があります。

1. NetApp ONTAP クラスタに admin としてログインします。

2. Storage > Storage VMs と進み、 Add をクリックします。必要な詳細を指定して、プロジェクト 1 用とプ
ロジェクト 2 用に 1 つずつ、 2 つの SVM を作成します。また、 SVM とそのリソースを管理するには
vsadmin アカウントを作成します。

20



1. ストレージ管理者として Red Hat OpenShift クラスタにログインします。

2. project-1 のバックエンドを作成し、プロジェクト専用の SVM にマッピングします。ONTAP クラスタ管
理者を使用する代わりに、 SVM の vsadmin アカウントを使用してバックエンドを SVM に接続すること
を推奨します。
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cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f

{

    "version": 1,

    "storageDriverName": "ontap-nas",

    "backendName": "nfs_project_1",

    "managementLIF": "172.21.224.210",

    "dataLIF": "10.61.181.224",

    "svm": "project-1-svm",

    "username": "vsadmin",

    "password": "NetApp123"

}

EOF

この例では ONTAP と NAS のドライバを使用しています。ユースケースに基づいてバックエン
ドを作成する場合は、適切なドライバを使用します。

Trident が Trident プロジェクトにインストールされているとします。

1. 同様に、 project-2 の Trident バックエンドを作成し、 project-2 に専用の SVM にマッピングします。

2. 次に、ストレージクラスを作成します。StoragePools パラメータを設定して、 project-1 専用のバックエ
ンドのストレージプールを使用するように project-1 のストレージクラスを作成し、これを設定します。

cat << EOF | oc create -f -

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

  name: project-1-sc

provisioner: csi.trident.netapp.io

parameters:

  backendType: ontap-nas

  storagePools: "nfs_project_1:.*"

EOF

3. 同様に、 project-2 に対してストレージクラスを作成し、 project-2 に専用のバックエンドのストレージプ
ールを使用するように設定します。

4. ResourceQuota を作成して ' プロジェクト 1 内のリソースを制限し ' 他のプロジェクト専用のストレージ
を要求します
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cat << EOF | oc create -f -

kind: ResourceQuota

apiVersion: v1

metadata:

  name: project-1-sc-rq

  namespace: project-1

spec:

  hard:

    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0

EOF

5. 同様に 'ResourceQuota を作成して 'project-2 内のリソースを制限し ' 他のプロジェクト専用のストレージ
を要求します

"次のステップ：検証"

検証

前の手順で設定したマルチテナントアーキテクチャを検証するには、次の手順を実行します。

割り当てられたプロジェクトで PVC またはポッドを作成するためのアクセスを検証します

1. OCP-project-1-user として、 project-1 の開発者としてログインします。

2. アクセス権をチェックして新しいプロジェクトを作成してください

oc create ns sub-project-1

3. project-1 に割り当てられたストレージクラスを使用して 'project-1 に PVC を作成します
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cat << EOF | oc create -f -

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

  name: test-pvc-project-1

  namespace: project-1

  annotations:

    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain

spec:

  accessModes:

    - ReadWriteOnce

  resources:

    requests:

      storage: 1Gi

  storageClassName: project-1-sc

EOF

4. PVC に関連付けられている PV を確認します

oc get pv

5. PV とそのボリュームが、 NetApp ONTAP 上のプロジェクト 1 専用の SVM に作成されていることを確認
します。

volume show -vserver project-1-svm

6. project-1 にポッドを作成し、前の手順で作成した PVC をマウントします。
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cat << EOF | oc create -f -

kind: Pod

apiVersion: v1

metadata:

  name: test-pvc-pod

  namespace: project-1

spec:

  volumes:

    - name: test-pvc-project-1

      persistentVolumeClaim:

       claimName: test-pvc-project-1

  containers:

    - name: test-container

      image: nginx

      ports:

        - containerPort: 80

          name: "http-server"

      volumeMounts:

        - mountPath: "/usr/share/nginx/html"

          name: test-pvc-project-1

EOF

7. ポッドが実行中かどうか、およびボリュームがマウントされているかどうかを確認します。

oc describe pods test-pvc-pod -n project-1

アクセスを検証して別のプロジェクトに PVC またはポッドを作成するか、別のプロジェクト専用のリソースを使用します

1. OCP-project-1-user として、 project-1 の開発者としてログインします。

2. project-2 に割り当てられたストレージクラスを使用して 'project-1 に PVC を作成します
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cat << EOF | oc create -f -

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

  name: test-pvc-project-1-sc-2

  namespace: project-1

  annotations:

    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain

spec:

  accessModes:

    - ReadWriteOnce

  resources:

    requests:

      storage: 1Gi

  storageClassName: project-2-sc

EOF

3. PROJECT -2 で PVC を作成します。

cat << EOF | oc create -f -

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

  name: test-pvc-project-2-sc-1

  namespace: project-2

  annotations:

    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain

spec:

  accessModes:

    - ReadWriteOnce

  resources:

    requests:

      storage: 1Gi

  storageClassName: project-1-sc

EOF

4. PVC 「 test-pvc-project-1-sc-2 」および「 test-pvc-project-2-ssc-1 」が作成されていないことを確認しま
す。

oc get pvc -n project-1

oc get pvc -n project-2

5. プロジェクト 2 でポッドを作成します。

26



cat << EOF | oc create -f -

kind: Pod

apiVersion: v1

metadata:

  name: test-pvc-pod

  namespace: project-1

spec:

  containers:

    - name: test-container

      image: nginx

      ports:

        - containerPort: 80

          name: "http-server"

EOF

アクセス権を検証して、プロジェクト、リソースクォータ、ストレージクラスを表示および編集します

1. OCP-project-1-user として、 project-1 の開発者としてログインします。

2. アクセス権をチェックして新しいプロジェクトを作成してください。

oc create ns sub-project-1

3. アクセスを検証してプロジェクトを表示します

oc get ns

4. ユーザーがで ResourceQuotas を表示または編集できるかどうかを確認します プロジェクト 1

oc get resourcequotas -n project-1

oc edit resourcequotas project-1-sc-rq -n project-1

5. ユーザーがストレージクラスを表示するためのアクセス権を持っていることを確認します

oc get sc

6. ストレージクラスについては ' アクセスを確認してください

7. ストレージクラスを編集するためにユーザーのアクセス権を検証します

oc edit sc project-1-sc
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"次のステップ：スケーリング"

拡張：プロジェクトの追加

マルチテナント構成でストレージリソースを使用する新しいプロジェクトを追加する場合、マルチテナンシー
を違反しないように追加の設定が必要になります。マルチテナントクラスタでプロジェクトを追加するには、
次の手順を実行します。

1. NetApp ONTAP クラスタにストレージ管理者としてログインします。

2. 「ストレージ → ストレージ VM 」に移動し、「追加」をクリックします。project-3 専用の新しい SVM
を作成します。また、 SVM とそのリソースを管理するには vsadmin アカウントを作成します。
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1. Red Hat OpenShift クラスタにクラスタ管理者としてログインします

2. 新しいプロジェクトを作成します。

oc create ns project-3
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3. IdP に project-3 のユーザグループが作成され、 OpenShift クラスタと同期されていることを確認してくだ
さい。

oc get groups

4. project-3 の開発者ロールを作成します。

cat << EOF | oc create -f -

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: Role

metadata:

  namespace: project-3

  name: developer-project-3

rules:

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - apps

      - batch

      - autoscaling

      - extensions

      - networking.k8s.io

      - policy

      - apps.openshift.io

      - build.openshift.io

      - image.openshift.io

      - ingress.operator.openshift.io

      - route.openshift.io

      - snapshot.storage.k8s.io

      - template.openshift.io

    resources:

      - '*'

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - ''

    resources:

      - bindings

      - configmaps

      - endpoints

      - events

      - persistentvolumeclaims

      - pods

      - pods/log

      - pods/attach
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      - podtemplates

      - replicationcontrollers

      - services

      - limitranges

      - namespaces

      - componentstatuses

      - nodes

  - verbs:

      - '*'

    apiGroups:

      - trident.netapp.io

    resources:

      - tridentsnapshots

EOF

ここで説明するロール定義は単なる例です。開発者ロールは、エンドユーザの要件に基づいて
定義する必要があります。

1. プロジェクト 3 の開発者用に RoleBinding を作成します。これは、 developer-project-3 の役割を、
project-3 の対応するグループ (OCP-project-3) にバインドします。

cat << EOF | oc create -f -

kind: RoleBinding

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

metadata:

  name: project-3-developer

  namespace: project-3

subjects:

  - kind: Group

    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

    name: ocp-project-3

roleRef:

  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

  kind: Role

  name: developer-project-3

EOF

2. Red Hat OpenShift クラスタにストレージ管理者としてログインします

3. Trident バックエンドを作成し、 project-3 専用の SVM にマッピングします。ONTAP クラスタ管理者を使
用する代わりに、 SVM の vsadmin アカウントを使用してバックエンドを SVM に接続することを推奨し
ます。
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cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f

{

    "version": 1,

    "storageDriverName": "ontap-nas",

    "backendName": "nfs_project_3",

    "managementLIF": "172.21.224.210",

    "dataLIF": "10.61.181.228",

    "svm": "project-3-svm",

    "username": "vsadmin",

    "password": "NetApp!23"

}

EOF

この例では ONTAP と NAS のドライバを使用しています。ユースケースに基づいてバックエン
ドを作成するための適切なドライバを使用します。

Trident が Trident プロジェクトにインストールされているとします。

1. project-3 用のストレージクラスを作成し、 project-3 専用のバックエンドのストレージプールを使用する
ように設定します。

cat << EOF | oc create -f -

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

  name: project-3-sc

provisioner: csi.trident.netapp.io

parameters:

  backendType: ontap-nas

  storagePools: "nfs_project_3:.*"

EOF

2. ResourceQuota を作成して ' プロジェクト 3 のリソースを制限しますストレージを要求するストレージは
' 他のプロジェクト専用のストレージになります
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cat << EOF | oc create -f -

kind: ResourceQuota

apiVersion: v1

metadata:

  name: project-3-sc-rq

  namespace: project-3

spec:

  hard:

    project-1-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0

    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0

EOF

3. 他のプロジェクトの ResourceQuotas にパッチを適用して ' プロジェクト内のリソースがプロジェクト 3
専用のストレージからストレージにアクセスするのを制限します

oc patch resourcequotas project-1-sc-rq -n project-1 --patch

'{"spec":{"hard":{ "project-3-

sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims": 0}}}'

oc patch resourcequotas project-2-sc-rq -n project-2 --patch

'{"spec":{"hard":{ "project-3-

sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims": 0}}}'

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。
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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

• 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
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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。

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

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。

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。
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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。

"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
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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。

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。
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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
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。
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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。
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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。
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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。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進みます。
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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。

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。
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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。
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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。

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。
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- 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。
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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。
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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。

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。
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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。

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）
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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。

ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes
向けの高度なクラスタ管理

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift

コンテナ化されたアプリケーションを開発環境から本番環境に移行する際、多くの組織では、そのアプリケー
ションのテストと導入をサポートするために複数の Red Hat OpenShift クラスタが必要になります。この機能
を利用することで、多くの組織は、 OpenShift クラスタ上で複数のアプリケーションやワークロードをホスト
しています。そのため、組織ごとにクラスタのセットを管理する必要があり、 OpenShift の管理者は、複数の
オンプレミスデータセンターとパブリッククラウドにまたがるさまざまな環境で複数のクラスタを管理および
管理するという新たな課題に直面する必要があります。これらの課題に対処するために、 Red Hat は
Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入しました。

Kubernetes 向けの Red Hat Advanced Cluster Management では、次のタスクを実行できます。

1. 複数のデータセンターとパブリッククラウドにわたって、複数のクラスタを作成、インポート、管理でき
ます。

2. 1 つのコンソールから複数のクラスタにアプリケーションやワークロードを導入して管理

3. さまざまなクラスタリソースの健常性とステータスを監視および分析できます

4. 複数のクラスタにわたってセキュリティコンプライアンスを監視し、実施できます。

Red Hat OpenShift クラスタに Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes をアドオンとしてイン
ストールし、このクラスタをすべての処理の中央コントローラとして使用します。このクラスタはハブクラス
タと呼ばれ、ユーザが Advanced Cluster Management に接続するための管理プレーンを公開しま
す。Advanced Cluster Management コンソールからインポートまたは作成されたその他のすべての OpenShift
クラスタは、ハブクラスタによって管理され、管理対象クラスタと呼ばれます。Klusterlet というエージェン
トを管理対象クラスタにインストールし、ハブクラスタに接続し、クラスタライフサイクル管理、アプリケー
ションライフサイクル管理、オブザーバビリティ、およびセキュリティコンプライアンスに関連するさまざま
なアクティビティの要求を処理します。
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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

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入

前提条件

1. ハブクラスタには Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.5 以降）が必要です

2. 管理対象クラスタの Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.4.4 よりも大きい）

3. Red Hat OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス

4. Kubernetes 向けの Advanced Cluster Management 向けの Red Hat サブスクリプション

高度なクラスタ管理は OpenShift クラスタのアドオンであるため、ハブクラスタと管理対象クラスタで使用さ
れる機能に基づいて、ハードウェアリソースには一定の要件と制限があります。クラスタのサイジングを行う
際は、これらの問題について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：

オプションで、ハブクラスタにインフラストラクチャコンポーネントをホストする専用ノードがあり、それら
のノードにのみ Advanced Cluster Management リソースをインストールする場合は、それに応じてそれらの
ノードに公差とセレクタを追加する必要があります。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：インストール。"

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入

OpenShift クラスタに Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理をインストールするには、次の手順を実行しま
す。
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1. OpenShift クラスタをハブクラスタとして選択し、 cluster-admin 権限でログインします。

2. Operators > Operators Hub に移動し、 Kubernetes の Advanced Cluster Management を検索します。

3. Kubernetes の高度なクラスタ管理を選択し、インストールをクリックします。

4. Install Operator 画面で、必要な詳細情報を入力し（デフォルトのパラメータをそのまま使用することを推
奨）、 Install をクリックします。
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5. 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。

6. オペレータがインストールされたら、 Create MultiClusterHub （ MultiClusterHub の作成）をクリックし
ます。
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7. Create MultiClusterHub （マルチクラスタハブの作成）画面で、詳細を提供した後に Create （作成）をク
リックします。これにより、マルチクラスタハブのインストールが開始されます。

8. すべてのポッドがオープンクラスタ管理ネームスペースの running 状態に移行し、オペレータが
Succeeded 状態に移行すると、 Kubernetes の Advanced Cluster Management がインストールされま
す。
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9. ハブのインストールが完了するまでにはしばらく時間がかかり、完了すると、マルチクラスタハブは
running 状態に移行します。

10. オープンクラスタ管理ネームスペースにルートが作成されます。ルートの URL に接続して、 Advanced
Cluster Management コンソールにアクセスします。

"次のページ：機能 - クラスタのライフサイクル管理。"
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の機能

機能：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理

クラスタのライフサイクル管理

さまざまな OpenShift クラスタを管理するには、クラスタを作成するか、 Advanced Cluster Management に
インポートします。

1. 最初に、 [ インフラストラクチャの自動化 ] 、 [ クラスタ ] の順に移動

2. 新しい OpenShift クラスタを作成するには、次の手順を実行します。

a. プロバイダ接続の作成： [ プロバイダ接続 ] に移動して [ 接続の追加 ] をクリックし、選択したプロバ
イダタイプに対応するすべての詳細を入力して [ 追加 ] をクリックします。

b. 新しいクラスタを作成するには、クラスタに移動し、クラスタの追加 > クラスタの作成をクリックし
ます。クラスタと対応するプロバイダの詳細を指定し、 Create をクリックします。
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c. 作成されたクラスタは、クラスタのリストに Ready ステータスで表示されます。

3. 既存のクラスタをインポートするには、次の手順を実行します。

a. クラスタに移動し、クラスタの追加 > 既存クラスタのインポートをクリックします。

b. クラスタの名前を入力し、 [ インポートしてコードを生成して保存 ] をクリックします。既存のクラス
タを追加するコマンドが表示されます。

c. Copy コマンドをクリックし、ハブクラスタに追加するクラスタ上でコマンドを実行します。これによ
り、必要なエージェントのクラスタへのインストールが開始され、このプロセスが完了すると、クラ
スタがクラスタリストに「 Ready 」と表示されます。
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4. 複数のクラスタを作成してインポートしたら、 1 つのコンソールからクラスタを監視および管理できま
す。

"次の項目：機能 - アプリケーションライフサイクル管理。"

機能：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理

アプリケーションのライフサイクル管理

アプリケーションを作成して一連のクラスタ全体で管理するには、

1. サイドバーから Manage Applications に移動し、 Create Application をクリックします。作成するアプリ
ケーションの詳細を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。
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2. アプリケーションコンポーネントがインストールされると、アプリケーションがリストに表示されます。

3. これで、アプリケーションをコンソールから監視および管理できるようになります。
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"次のステップ：機能 - ガバナンスとリスク"

機能：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理

ガバナンスとリスク

この機能を使用すると、異なるクラスタのコンプライアンスポリシーを定義し、それらのクラスタが準拠して
いることを確認できます。ポリシーを設定して、ルールの逸脱や違反について通知したり修正したりできま
す。

1. サイドバーから「ガバナンスとリスク」に移動します。

2. コンプライアンスポリシーを作成するには、 Create Policy （ポリシーの作成）をクリックし、ポリシー
標準の詳細を入力して、このポリシーに準拠するクラスタを選択します。このポリシーの違反を自動的に
修正するには、 [ サポートされている場合に適用 ] チェックボックスをオンにして、 [ 作成 ] をクリックし
ます。
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3. 必要なポリシーをすべて設定したら、 Advanced Cluster Management でポリシーやクラスタの違反を監
視して修正できます。
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"次の機能 - 観察性。"

機能：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理

オブザーバビリティ

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を使用すると、ノード、ポッド、およびすべてのクラスタのアプ
リケーションとワークロードを監視できます。

1. [ 環境の監視 ]>[ 概要 ] に移動します。
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2. すべてのクラスタのすべてのポッドとワークロードが監視され、さまざまなフィルタに基づいてソートさ
れます。ポッドをクリックすると、対応するデータが表示されます。

3. クラスタ内のすべてのノードが、さまざまなデータポイントに基づいて監視および分析されます。ノード
をクリックすると、対応する詳細が表示されます。
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4. クラスタはすべて、クラスタのリソースとパラメータに基づいて監視および整理されます。クラスタをク
リックしてクラスタの詳細を表示します。

"次の手順：機能 - リソースを作成します。"

機能：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理

複数のクラスタにリソースを作成する

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を使用すると、ユーザはコンソールから 1 つ以上の管理対象クラ
スタ上にリソースを同時に作成できます。たとえば、異なる NetApp ONTAP クラスタでサポートされている
異なるサイトに OpenShift クラスタがあり、両方のサイトで PVC をプロビジョニングする場合は、上部バー
の（ + ）記号をクリックします。次に、 PVC を作成するクラスタを選択し、リソース YAML を貼り付けて、
Create をクリックします。
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