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概要
本書では、VMware vSphere に OpenShift Container Platform クラスターをインストールする方法
について説明します。
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第1章 VSPHERE へのインストール

第1章 VSPHERE へのインストール
1.1. クラスターの VSPHERE へのインストール
OpenShift Container Platform バージョン 4.6 では、インストーラーでプロビジョニングされるインフ
ラストラクチャーを使用して、クラスターを VMware vSphere インスタンスにインストールできます。

1.1.1. 前提条件
クラスターの 永続ストレージ をプロビジョニングします。プライベートイメージレジストリー
をデプロイするには、ストレージで ReadWriteMany アクセスモードを指定する必要がありま
す。
OpenShift Container Platform のインストールおよび更新 プロセスについての詳細を確認しま
す。
OpenShift Container Platform インストーラーは、vCenter および ESXi ホストのポート 443 に
アクセスできる必要があります。ポート 443 にアクセスできることを確認している。
ファイアウォールを使用する場合は、ポート 443 にアクセスできることを管理者に確認してい
る。インストールを成功させるには、コントロールプレーンノードがポート 443 で vCenter お
よび ESXi ホストに到達できる必要があります。
ファイアウォールを使用する場合、クラスターがアクセスを必要とする サイトを許可するよう
にファイアウォールを設定 する必要があります。

注記
プロキシーを設定する場合は、このサイト一覧も確認してください。

1.1.2. OpenShift Container Platform のインターネットアクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターをインストールするためにインターネットアクセ
スが必要になります。
インターネットへのアクセスは以下を実行するために必要です。
OpenShift Cluster Manager にアクセスし、インストールプログラムをダウンロードし、サブス
クリプション管理を実行します。クラスターにインターネットアクセスがあり、Telemetry を
無効にしない場合、そのサービスは有効なサブスクリプションでクラスターを自動的に使用し
ます。
クラスターのインストールに必要なパッケージを取得するために Quay.io にアクセスします。
クラスターの更新を実行するために必要なパッケージを取得します。

重要
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重要
クラスターでインターネットに直接アクセスできない場合、プロビジョニングする一部
のタイプのインフラストラクチャーでネットワークが制限されたインストールを実行で
きます。このプロセスで、必要なコンテンツをダウンロードし、これを使用してミラー
レジストリーにクラスターのインストールおよびインストールプログラムの生成に必要
なパッケージを設定します。インストールタイプによっては、クラスターのインストー
ル環境でインターネットアクセスが不要となる場合があります。クラスターを更新する
前に、ミラーレジストリーのコンテンツを更新します。

1.1.3. VMware vSphere インフラストラクチャーの要件
使用するコンポーネントの要件を満たす VMware vSphere バージョン 6 または 7 インスタンスに
OpenShift Container Platform クラスターをインストールする必要があります。
表1.1 VMware コンポーネントのサポートされる vSphere の最小バージョン
コンポーネント

サポートされる最小バージョン

説明

ハイパーバイザー

vSphere 6.5 以降 (HW バージョン
13)

このバージョンは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) がサポートする最小
バージョンです。Red Hat
Enterprise Linux 8 でサポートさ
れるハイパーバイザーの一覧 を参
照してください。

ストレージおよび In-tree ドライ
バー

vSphere 6.5 以降

このプラグインは、OpenShift
Container Platform に含まれる
vSphere の In-tree ストレージド
ライバーを使用して vSphere スト
レージを作成します。

オプション: Networking(NSX-T)

vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2 以降

OpenShift Container Platform に
は vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2+ が必要です。VMware の
NSX Container Plug-in (NCP)
3.0.2 は OpenShift Container
Platform 4.6 および NSX-T 3.x+
で認定されています。

vSphere バージョン 6.5 インスタンスを使用している場合は、OpenShift Container Platform をインス
トールする前に 6.7U3 または 7.0 にアップグレードすることを検討してください。

重要
OpenShift Container Platform をインストールする前に、ESXi ホストの時間が同期され
ていることを確認する必要があります。VMware ドキュメントの Edit Time
Configuration for a Host を参照してください。

1.1.4. ネットワーク接続の要件
OpenShift Container Platform クラスターのコンポーネントが通信できるように、マシン間のネット
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OpenShift Container Platform クラスターのコンポーネントが通信できるように、マシン間のネット
ワーク接続を設定する必要があります。
必要なネットワークポートに関する次の詳細を確認してください。
表1.2 すべてのマシンからすべてのマシンへの通信に使用されるポート
プロトコル

ポート

説明

ICMP

該当なし

ネットワーク到達性のテスト

TCP

1936

メトリクス

9000- 9999

ホストレベルのサービス。 ポート 9100- 9101 のノードエ
クスポーター、ポート 9099 の Cluster Version Operator が
含まれます。

10250 - 10259

Kubernetes が予約するデフォルトポート

10256

openshift-sdn

4789

仮想拡張可能 LAN (VXLAN)

6081

Geneve

9000- 9999

ポート 9100- 9101 のノードエクスポーターを含む、ホスト
レベルのサービス。

500

IPsec IKE パケット

4500

IPsec NAT-T パケット

TCP/UDP

30000 - 32767

Kubernetes ノードポート

ESP

該当なし

IPsec Encapsulating Security Payload (ESP)

UDP

表1.3 すべてのマシンからコントロールプレーンへの通信に使用されるポート
プロトコル

ポート

説明

TCP

6443

Kubernetes API

表1.4 コントロールプレーンマシンからコントロールプレーンマシンへの通信に使用されるポート
プロトコル

ポート

説明

TCP

2379- 2380

etcd サーバーおよびピアポート
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1.1.5. vCenter の要件
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターを vCenter にインストールする前に、環境を準備する必要があります。
必要な vCenter アカウントの権限
OpenShift Container Platform クラスターを vCenter にインストールするには、インストールプログラ
ムには、必要なリソースの読み取りおよび作成権限を持つアカウントへのアクセスが必要になります。
グローバル管理者権限のあるアカウントを使用すること方法が、必要なすべてのパーミッションにアク
セスするための最も簡単な方法です。
グローバル管理者権限を持つアカウントを使用できない場合、OpenShift Container Platform クラス
ターのインストールに必要な権限を付与するためのロールを作成する必要があります。ほとんどの特権
は常に必要になりますが、デフォルト動作であるインストールプログラムでの vCenter インスタンスへ
の OpenShift Container Platform クラスターが含まれるフォルダーのプロビジョニングを実行する場合
にのみ必要となる特権もあります。必要な特権を付与するには、指定されたオブジェクトに vSphere
ロールを作成するか、またはこれを修正する必要があります。
インストールプログラムが vSphere 仮想マシンフォルダーを作成するために使用される場合には、追加
のロールが必要です。
例1.1 インストールに必要なロールおよび特権

10

ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere vCenter

Always

Cns.Searchable
InventoryService.Tagging.A
ttachTag
InventoryService.Tagging.C
reateCategory
InventoryService.Tagging.C
reateTag
InventoryService.Tagging.D
eleteCategory
InventoryService.Tagging.D
eleteTag
InventoryService.Tagging.E
ditCategory
InventoryService.Tagging.E
ditTag
Sessions.ValidateSession
StorageProfile.View

vSphere vCenter Cluster

Always

Host.Config.Storage
Resource.AssignVMToPool
VApp.AssignResourcePool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk

vSphere Datastore

Always

Datastore.AllocateSpace
Datastore.Browse
Datastore.FileManagement
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere ポートグループ

Always

Network.Assign

仮想マシンフォルダー

Always

Resource.AssignVMToPool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
ExistingDisk
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk
VirtualMachine.Config.Add
RemoveDevice
VirtualMachine.Config.Adva
ncedConfig
VirtualMachine.Config.Anno
tation
VirtualMachine.Config.CPU
Count
VirtualMachine.Config.Disk
Extend
VirtualMachine.Config.Disk
Lease
VirtualMachine.Config.Edit
Device
VirtualMachine.Config.Mem
ory
VirtualMachine.Config.Rem
oveDisk
VirtualMachine.Config.Rena
me
VirtualMachine.Config.Rese
tGuestInfo
VirtualMachine.Config.Reso
urce
VirtualMachine.Config.Setti
ngs
VirtualMachine.Config.Upgr
adeVirtualHardware
VirtualMachine.Interact.Gue
stControl
VirtualMachine.Interact.Pow
erOff
VirtualMachine.Interact.Pow
erOn
VirtualMachine.Interact.Res
et
VirtualMachine.Inventory.Cr
eate
VirtualMachine.Inventory.Cr
eateFromExisting
VirtualMachine.Inventory.D
elete
VirtualMachine.Provisionin
g.Clone
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere vCenter Datacenter

インストールプログラムが仮想
マシンフォルダーを作成する場
合

Resource.AssignVMToPool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
ExistingDisk
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk
VirtualMachine.Config.Add
RemoveDevice
VirtualMachine.Config.Adva
ncedConfig
VirtualMachine.Config.Anno
tation
VirtualMachine.Config.CPU
Count
VirtualMachine.Config.Disk
Extend
VirtualMachine.Config.Disk
Lease
VirtualMachine.Config.Edit
Device
VirtualMachine.Config.Mem
ory
VirtualMachine.Config.Rem
oveDisk
VirtualMachine.Config.Rena
me
VirtualMachine.Config.Rese
tGuestInfo
VirtualMachine.Config.Reso
urce
VirtualMachine.Config.Setti
ngs
VirtualMachine.Config.Upgr
adeVirtualHardware
VirtualMachine.Interact.Gue
stControl
VirtualMachine.Interact.Pow
erOff
VirtualMachine.Interact.Pow
erOn
VirtualMachine.Interact.Res
et
VirtualMachine.Inventory.Cr
eate
VirtualMachine.Inventory.Cr
eateFromExisting
VirtualMachine.Inventory.D
elete
VirtualMachine.Provisionin
g.Clone
Folder.Create
Folder.Delete
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また、ユーザーには一部の ReadOnly パーミッションが必要であり、一部のロールでは、パーミッショ
ンを子オブジェクトに伝播するパーミッションが必要です。これらの設定は、クラスターを既存のフォ
ルダーにインストールするかどうかによって異なります。
例1.2 必要なパーミッションおよび伝播の設定
vSphere オブジェクト

フォルダータイプ

子への伝播

パーミッションが必要

vSphere vCenter

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Datacenter

既存のフォルダー

False

ReadOnly パーミッ
ション

インストールプログラ
ムがフォルダーを作成
する

True

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Cluster

Always

True

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Datastore

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere Switch

Always

False

ReadOnly パーミッ
ション

vSphere ポートグルー
プ

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter 仮想
マシンフォルダー

既存のフォルダー

True

必要な特権が一覧表示

必要な権限のみを持つアカウントの作成に関する詳細は、vSphere ドキュメントの vSphere
Permissions and User Management Tasks を参照してください。
OpenShift Container Platform と vMotion の使用

重要
OpenShift Container Platform は通常、コンピュートのみの vMotion をサポートしま
す。Storage vMotion を使用すると問題が発生する可能性があるため、これはサポート
されていません。
Pod で vSphere ボリュームを使用している場合、手動でまたは Storage vMotion を使用して仮想マシン
をデータストア間で移行すると、OpenShift Container Platform 永続ボリューム (PV) オブジェクト内
で無効な参照が発生します。これらの参照により、影響を受ける Pod が起動しなくなり、データが失
われる可能性があります。
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同様に、OpenShift Container Platform は、仮想マシンのプロビジョニング用にデータストアクラス
ターを、または PV の動的または静的プロビジョニング用にデータストアクラスターを使用するか、PV
の動的または静的プロビジョニング用にデータストアクラスターの一部であるデータストアを使用した
VMDK のデータストア間での選択的な移行をサポートしません。
クラスターリソース
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターをデプロイする場合、インストールプログラムは vCenter インスタンスに複数のリ
ソースを作成できる必要があります。
標準的な OpenShift Container Platform インストールでは、以下の vCenter リソースを作成します。
1 フォルダー
1 タグカテゴリー
1 タグ
仮想マシン:
1 テンプレート
1 一時的ブートストラップノード
3 コントロールプレーンノード
3 コンピュートマシン
これらのリソースは 856 GB のストレージを使用しますが、ブートストラップノードはクラスターのイ
ンストールプロセス時に破棄されます。標準クラスターを使用するには、最低 800 GB のストレージが
必要です。
追加のコンピュートマシンをデプロイする場合、OpenShift Container Platform クラスターは追加のス
トレージを使用します。
クラスターの制限
利用可能なリソースはクラスターによって異なります。vCenter 内の予想されるクラスター数は、主に
利用可能なストレージ容量と必要なリソース数の制限によって制限されます。クラスターが作成する
vCenter リソースと、IP アドレスやネットワークなどのクラスターのデプロイに必要なリソースの両方
の制限を考慮してください。
ネットワーク要件
ネットワークに DHCP を使用し、DHCP サーバーが永続 IP アドレスをクラスターマシンに提供するよ
うに設定されていることを確認する必要があります。

注記
インストールが開始するまで、固定 IP アドレスは使用できません。DHCP 範囲を割り当
て、インストール後、割り当てを永続的な IP アドレスに手動で置き換えます。
さらに、OpenShift Container Platform クラスターをインストールする前に以下のネットワークリソー
スを作成する必要があります。

注記
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注記
クラスターの各 OpenShift Container Platform ノードは、DHCP を使用して検出可能な
Network Time Protocol (NTP) サーバーにアクセスできることが推奨されます。NTP
サーバーなしでインストールが可能です。ただし、非同期のサーバークロックによりエ
ラーが発生しますが、NTP サーバーはこのエラーを阻止します。
必要な IP アドレス
インストーラーでプロビジョニングされる vSphere のインストールには、これらの静的 IP アドレスが
必要です。
API アドレスは、クラスター API にアクセスするために使用されます。
Ingress アドレスは、クラスターの Ingress トラフィックに使用されます。
コントロールプレーンノードアドレスは、クラスターをバージョン 4.5 から 4.6 にアップグ
レードするときに使用されます。
OpenShift Container Platform クラスターのインストール時にこれらの IP アドレスをインストールプロ
グラムに指定する必要があります。
DNS レコード
OpenShift Container Platform クラスターをホストする vCenter インスタンスについて 2 つの静的 IP
アドレスの DNS レコードを適切な DNS サーバーに作成する必要があります。各レコードで、
<cluster_name> はクラスター名で、<base_domain> は、クラスターのインストール時に指定するク
ラスターのベースドメインです。完全な DNS レコードは <component>.<cluster_name>.
<base_domain>. の形式を取ります。
表1.5 必要な DNS レコード
コン
ポーネ
ント

レコード

説明

API VIP

api.<cluster_name>.<base_domain>.

この DNS A/AAAA または
CNAME レコードは、コントロー
ルプレーンマシンのロードバラン
サーを参照する必要があります。
このレコードは、クラスター外の
クライアントおよびクラスター内
のすべてのノードで解決できる必
要があります。

Ingress
VIP

*.apps.<cluster_name>.<base_domain>.

Ingress ルーター Pod を実行する
マシンをターゲットにするロード
バランサーを参照するワイルド
カード DNS A/AAAA または
CNAME レコードです。このレ
コードは、クラスター外のクライ
アントおよびクラスター内のすべ
てのノードで解決できる必要があ
ります。

1.1.6. SSH プライベートキーの生成およびエージェントへの追加
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クラスターでインストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要がある場合、ssh-agent とインス
トールプログラムの両方に SSH キーを指定する必要があります。このキーを使用してパブリッククラ
スターのブートストラップマシンにアクセスし、インストールの問題をトラブルシューティングできま
す。

注記
実稼働環境では、障害復旧およびデバッグが必要です。
このキーを使用して、ユーザー core としてマスターノードに対して SSH を実行できます。クラスター
をデプロイする際に、キーは core ユーザーの ~/.ssh/authorized_keys 一覧に追加されます。

注記
AWS キーペア などのプラットフォームに固有の方法で設定したキーではなく、ローカル
キーを使用する必要があります。
手順
1. パスワードなしの認証に設定されている SSH キーがコンピューター上にない場合は、これを作
成します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用するコンピューターで以下のコ
マンドを実行します。
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' \
-f <path>/<file_name> 1
1

~/.ssh/id_rsa などの、新規 SSH キーのパスおよびファイル名を指定します。既存のキー
ペアがある場合は、公開鍵が ~/.ssh ディレクトリーにあることを確認します。

このコマンドを実行すると、指定した場所にパスワードを必要としない SSH キーが生成されま
す。

注記
FIPS で検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーを
使用する OpenShift Container Platform クラスターを x86_64 アーキテクチャー
にインストールする予定の場合は、ed25519 アルゴリズムを使用するキーは作
成しないでください。代わりに、rsa アルゴリズムまたは ecdsa アルゴリズムを
使用するキーを作成します。
2. ssh-agent プロセスをバックグラウンドタスクとして開始します。
$ eval "$(ssh-agent -s)"

出力例
Agent pid 31874

注記
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注記
クラスターが FIPS モードにある場合は、FIPS 準拠のアルゴリズムのみを使用し
て SSH キーを生成します。鍵は RSA または ECDSA のいずれかである必要があ
ります。
3. SSH プライベートキーを ssh-agent に追加します。
$ ssh-add <path>/<file_name> 1

出力例
Identity added: /home/<you>/<path>/<file_name> (<computer_name>)
1

~/.ssh/id_rsa などの、SSH プライベートキーのパスおよびファイル名を指定します。

次のステップ
OpenShift Container Platform をインストールする際に、SSH パブリックキーをインストール
プログラムに指定します。

1.1.7. インストールプログラムの取得
OpenShift Container Platform をインストールする前に、インストールファイルをローカルコンピュー
ターにダウンロードします。
前提条件
500 MB のローカルディスク領域がある Linux または macOS を実行するコンピューターが必要
です。
手順
1. OpenShift Cluster Manager サイトの インフラストラクチャープロバイダー ページにアクセス
します。Red Hat アカウントがある場合は、認証情報を使ってログインします。アカウントが
ない場合はこれを作成します。
2. インフラストラクチャープロバイダーを選択します。
3. 選択するインストールタイプのページに移動し、オペレーティングシステムのインストールプ
ログラムをダウンロードし、ファイルをインストール設定ファイルを保存するディレクトリー
に配置します。

重要
インストールプログラムは、クラスターのインストールに使用するコンピュー
ターにいくつかのファイルを作成します。クラスターのインストール完了後は、
インストールプログラムおよびインストールプログラムが作成するファイルを保
持する必要があります。ファイルはいずれもクラスターを削除するために必要に
なります。

重要
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重要
インストールプログラムで作成されたファイルを削除しても、クラスターがイン
ストール時に失敗した場合でもクラスターは削除されません。クラスターを削除
するには、特定のクラウドプロバイダー用の OpenShift Container Platform のア
ンインストール手順を実行します。
4. インストールプログラムを展開します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用す
るコンピューターで以下のコマンドを実行します。
$ tar xvf openshift-install-linux.tar.gz
5. Red Hat OpenShift Cluster Manager からインストールプルシークレット をダウンロードしま
す。このプルシークレットを使用し、OpenShift Container Platform コンポーネントのコンテ
ナーイメージを提供する Quay.io など、組み込まれた各種の認証局によって提供されるサービ
スで認証できます。

1.1.8. vCenter ルート CA 証明書のシステム信頼への追加
インストールプログラムは vCenter の API へのアクセスが必要であるため、OpenShift Container
Platform クラスターをインストールする前に vCenter の信頼されたルート CA 証明書をシステム信頼に
追加する必要があります。
手順
1. vCenter ホームページから、vCenter のルート CA 証明書をダウンロードします。vSphere
Web Services SDK セクションで、Download trusted root CA certificates をクリックしま
す。<vCenter>/certs/download.zip ファイルがダウンロードされます。
2. vCenter ルート CA 証明書が含まれる圧縮ファイルを展開します。圧縮ファイルの内容は、以
下のファイル構造のようになります。
certs
├── lin
│ ├── 108f4d17.0
│ ├── 108f4d17.r1
│ ├── 7e757f6a.0
│ ├── 8e4f8471.0
│ └── 8e4f8471.r0
├── mac
│ ├── 108f4d17.0
│ ├── 108f4d17.r1
│ ├── 7e757f6a.0
│ ├── 8e4f8471.0
│ └── 8e4f8471.r0
└── win
├── 108f4d17.0.crt
├── 108f4d17.r1.crl
├── 7e757f6a.0.crt
├── 8e4f8471.0.crt
└── 8e4f8471.r0.crl
3 directories, 15 files

3. オペレーティングシステム用のファイルをシステム信頼に追加します。たとえば、Fedora オペ
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3. オペレーティングシステム用のファイルをシステム信頼に追加します。たとえば、Fedora オペ
レーティングシステムで以下のコマンドを実行します。
# cp certs/lin/* /etc/pki/ca-trust/source/anchors
4. システム信頼を更新します。たとえば、Fedora オペレーティングシステムで以下のコマンドを
実行します。
# update-ca-trust extract

1.1.9. クラスターのデプロイ
互換性のあるクラウドプラットフォームに OpenShift Container Platform をインストールできます。

重要
インストールプログラムの create cluster コマンドは、初期インストール時に 1 回だけ
実行できます。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得します。
手順
1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、クラスターのデプロイメント
を初期化します。
$ ./openshift-install create cluster --dir <installation_directory> \ 1
--log-level=info 2
1

<installation_directory> の場合、インストールプログラムが作成するファイルを保存す
るためにディレクトリー名を指定します。

2

異なるインストールの詳細情報を表示するには、info ではなく、warn、debug、または
error を指定します。

重要
空のディレクトリーを指定します。ブートストラップ X.509 証明書などの一部
のインストールアセットの有効期限は短く設定されているため、インストール
ディレクトリーを再利用することができません。別のクラスターインストールの
個別のファイルを再利用する必要がある場合は、それらをディレクトリーにコ
ピーすることができます。ただし、インストールアセットのファイル名はリリー
ス間で変更される可能性があります。インストールファイルを以前のバージョン
の OpenShift Container Platform からコピーする場合は注意してコピーを行って
ください。
プロンプト時に値を指定します。
a. オプション: クラスターマシンにアクセスするために使用する SSH キーを選択します。

注記

19

OpenShift Container Platform 4.6 vSphere へのインストール

注記
インストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要のある実稼働用の
OpenShift Container Platform クラスターでは、ssh-agent プロセスが使用
する SSH キーを指定します。
b. ターゲットに設定するプラットフォームとして vsphere を選択します。
c. vCenter インスタンスの名前を指定します。
d. クラスターを作成するのに必要なパーミッションを持つ vCenter アカウントのユーザー名
およびパスワードを指定します。
インストールプログラムは vCenter インスタンスに接続します。
e. 接続する vCenter インスタンスにあるデータセンターを選択します。
f. 使用するデフォルトの vCenter データストアを選択します。

注記
データストアとクラスター名は 60 文字を超えることができません。そのた
め、組み合わせた文字列の長さが 60 文字の制限を超えないようにしてくだ
さい。
g. OpenShift Container Platform クラスターをインストールする vCenter クラスターを選択し
ます。インストールプログラムは、vSphere クラスターの root リソースプールをデフォル
トのリソースプールとして使用します。
h. 設定した仮想 IP アドレスおよび DNS レコードが含まれる vCenter インスタンスのネット
ワークを選択します。
i. コントロールプレーン API のアクセス用に設定した仮想 IP アドレスを入力します。
j. クラスター Ingress に設定した仮想 IP アドレスを入力します。
k. ベースドメインを入力します。このベースドメインは、設定した DNS レコードで使用した
ものと同じである必要があります。
l. クラスターの記述名を入力します。クラスター名は、設定した DNS レコードで使用したも
のと同じである必要があります。

注記
データストアとクラスター名は 60 文字を超えることができません。そのた
め、組み合わせた文字列の長さが 60 文字の制限を超えないようにしてくだ
さい。
m. Red Hat OpenShift Cluster Manager からプルシークレット を貼り付けます。
クラスターのデプロイメントが完了すると、Web コンソールへのリンクや kubeadmin ユー
ザーの認証情報を含む、クラスターにアクセスするための指示がターミナルに表示されます。
+ 出力例
...
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INFO Install complete!
INFO To access the cluster as the system:admin user when using 'oc', run 'export
KUBECONFIG=/home/myuser/install_dir/auth/kubeconfig'
INFO Access the OpenShift web-console here: https://console-openshiftconsole.apps.mycluster.example.com
INFO Login to the console with user: "kubeadmin", and password: "4vYBz-Ee6gm-ymBZj-Wt5AL"
INFO Time elapsed: 36m22s
+

注記
クラスターアクセスおよび認証情報の情報は、インストールが正常に実行される際に
<installation_directory>/.openshift_install.log に出力されます。
+

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経過
すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書を更新
する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再起動する
と、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外として、
kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明書署名要求
(CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロールプレーン証明書
の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメントを参照してくださ
い。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にローテー
ションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用することを
お勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用することにより、イン
ストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの失敗を回避できま
す。
+

重要
インストールプログラム、またはインストールプログラムが作成するファイルを削除す
ることはできません。これらはいずれもクラスターを削除するために必要になります。

1.1.10. バイナリーのダウンロードによる OpenShift CLI のインストール
コマンドラインインターフェイスを使用して OpenShift Container Platform と対話するために CLI (oc)
をインストールすることができます。oc は Linux、Windows、または macOS にインストールできま
す。

重要
以前のバージョンの oc をインストールしている場合、これを使用して OpenShift
Container Platform 4.6 のすべてのコマンドを実行することはできません。新規バージョ
ンの oc をダウンロードし、インストールします。
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1.1.10.1. Linux への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Linux にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Linux Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファイ
ルを保存します。
4. アーカイブを展開します。
$ tar xvzf <file>
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに配置します。
PATH を確認するには、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.1.10.2. Windows への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Windows にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Windows Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. ZIP プログラムでアーカイブを解凍します。
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに移動します。
PATH を確認するには、コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行します。
C:\> path
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
C:\> oc <command>

1.1.10.3. macOC への OpenShift CLI のインストール
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以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを macOS にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 MacOSX Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. アーカイブを展開し、解凍します。
5. oc バイナリーをパスにあるディレクトリーに移動します。
PATH を確認するには、ターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.1.11. CLI の使用によるクラスターへのログイン
クラスター kubeconfig ファイルをエクスポートし、デフォルトシステムユーザーとしてクラスターに
ログインできます。kubeconfig ファイルには、クライアントを正しいクラスターおよび API サーバー
に接続するために CLI で使用されるクラスターについての情報が含まれます。このファイルはクラス
ターに固有のファイルであり、OpenShift Container Platform のインストール時に作成されます。
前提条件
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイしていること。
oc CLI をインストールしていること。
手順
1. kubeadmin 認証情報をエクスポートします。
$ export KUBECONFIG=<installation_directory>/auth/kubeconfig 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2. エクスポートされた設定を使用して、oc コマンドを正常に実行できることを確認します。
$ oc whoami

出力例
system:admin
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1.1.12. レジストリーストレージの作成
クラスターのインストール後に、レジストリー Operator のストレージを作成する必要があります。

1.1.12.1. インストール時に削除されたイメージレジストリー
共有可能なオブジェクトストレージを提供しないプラットフォームでは、OpenShift イメージレジスト
リー Operator 自体が Removed としてブートストラップされます。これにより、openshift-installer
がそれらのプラットフォームタイプでのインストールを完了できます。
インストール後に、イメージレジストリー Operator 設定を編集して managementState を Removed
から Managed に切り替える必要があります。

注記
Prometheus コンソールは、以下のような ImageRegistryRemoved アラートを提供しま
す。
"Image Registry has been removed.ImageStreamTags, BuildConfigs and
DeploymentConfigs which reference ImageStreamTags may not work as expected.スト
レージを設定して、configs.imageregistry.operator.openshift.io を編集して設定を
Managed 状態に更新してください。

1.1.12.2. イメージレジストリーストレージの設定
イメージレジストリー Operator は、デフォルトストレージを提供しないプラットフォームでは最初は
利用できません。インストール後に、レジストリー Operator を使用できるようにレジストリーをスト
レージを使用するように設定する必要があります。
実稼働クラスターに必要な永続ボリュームの設定についての手順が示されます。該当する場合、空の
ディレクトリーをストレージの場所として設定する方法が表示されます。これは、実稼働以外のクラス
ターでのみ利用できます。
アップグレード時に Recreate ロールアウトストラテジーを使用して、イメージレジストリーがブロッ
クストレージタイプを使用することを許可するための追加の手順が提供されます。
1.1.12.2.1. VMware vSphere のレジストリーストレージの設定
クラスター管理者は、インストール後にレジストリーをストレージを使用できるように設定する必要が
あります。
前提条件
クラスター管理者のパーミッション。
VMware vSphere 上のクラスター。
Red Hat OpenShift Container Storage などのクラスターのプロビジョニングされた永続スト
レージ。

重要
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重要
OpenShift Container Platform は、1 つのレプリカのみが存在する場合にイメー
ジレジストリーストレージの ReadWriteOnce アクセスをサポートします。2 つ
以上のレプリカで高可用性をサポートするイメージレジストリーをデプロイする
には、ReadWriteMany アクセスが必要です。
100Gi の容量が必要です。

重要
テストにより、NFS サーバーを RHEL でコアサービスのストレージバックエンドとして
使用することに関する問題が検出されています。これには、OpenShift Container レジス
トリーおよび Quay、メトリクスストレージの Prometheus、およびロギングストレージ
の Elasticsearch が含まれます。そのため、コアサービスで使用される PV をサポートす
るために RHEL NFS を使用することは推奨されていません。
他の NFS の実装ではこれらの問題が検出されない可能性があります。OpenShift
Container Platform コアコンポーネントに対して実施された可能性のあるテストに関す
る詳細情報は、個別の NFS 実装ベンダーにお問い合わせください。
手順
1. レジストリーをストレージを使用できるように設定するには、configs.imageregistry/cluster
リソースの spec.storage.pvc を変更します。

注記
共有ストレージを使用する場合は、外部からアクセスを防ぐためにセキュリ
ティー設定を確認します。
2. レジストリー Pod がないことを確認します。
$ oc get pod -n openshift-image-registry

注記
ストレージタイプが emptyDIR の場合、レプリカ数が 1 を超えることはありま
せん。
3. レジストリー設定を確認します。
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

claim フィールドを空のままにし、image-registry-storage PVC の自動作成を可能にしま
す。

25

OpenShift Container Platform 4.6 vSphere へのインストール

4. clusteroperator ステータスを確認します。
$ oc get clusteroperator image-registry
1.1.12.2.2. VMware vSphere のブロックレジストリーストレージの設定
イメージレジストリーがクラスター管理者によるアップグレード時に vSphere Virtual Machine Disk
(VMDK) などのブロックストレージタイプを使用できるようにするには、Recreate ロールアウトスト
ラテジーを使用できます。

重要
ブロックストレージボリュームはサポートされますが、実稼働クラスターでのイメージ
レジストリーと併用することは推奨されません。レジストリーに複数のレプリカを含め
ることができないため、ブロックストレージにレジストリーが設定されているインス
トールに高可用性はありません。
手順
1. イメージレジストリーストレージをブロックストレージタイプとして設定するには、レジスト
リーが Recreate ロールアウトストラテジーを使用し、1 レプリカのみで実行されるように、レ
ジストリーにパッチを適用します。
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec":
{"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'
2. ブロックストレージデバイスの PV をプロビジョニングし、そのボリュームの PVC を作成しま
す。要求されたブロックボリュームは ReadWriteOnce (RWO) アクセスモードを使用します。
a. 以下の内容で pvc.yaml ファイルを作成して VMware vSphere PersistentVolumeClaim オ
ブジェクトを定義します。
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: image-registry-storage 1
namespace: openshift-image-registry 2
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce 3
resources:
requests:
storage: 100Gi 4
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1

PersistentVolumeClaim オブジェクトを表す一意の名前。

2

PersistentVolumeClaim オブジェクトの namespace (openshift-image-registry)。

3

永続ボリューム要求 (PVC) のアクセスモード。ReadWriteOnce では、ボリュームは
単一ノードによって読み取り/書き込みパーミッションでマウントできます。

4

永続ボリューム要求 (PVC) のサイズ。
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b. ファイルから PersistentVolumeClaim オブジェクトを作成します。
$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
3. 正しい PVC を参照するようにレジストリー設定を編集します。
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

カスタム PVC を作成すると、image-registry-storage PVC のデフォルトの自動作成の
claim フィールドを空のままにすることができます。

正しい PVC を参照するようにレジストリーストレージを設定する方法については、vSphere のレジス
トリーの設定 を参照してください。

1.1.13. VMware vSphere ボリュームのバックアップ
OpenShift Container Platform は、自由にクラスターないのノードにあるボリュームをアタッチした
り、アタッチ解除できるように、個別の永続ディスクとして新規ボリュームをプロビジョニングしま
す。そのため、スナップショットを使用するボリュームはバックアップしたり、スナップショットから
ボリュームを復元したりすることはできません。詳細は、スナップショットの制限 を参照してくださ
い。

手順
永続ボリュームのバックアップを作成すには、以下を実行します。
1. 永続ボリュームを使用しているアプリケーションを停止します。
2. 永続ボリュームのクローンを作成します。
3. アプリケーションを再起動します。
4. クローンを作成したボリュームのバックアップを作成します。
5. クローンを作成したボリュームを削除します。

1.1.14. OpenShift Container Platform の Telemetry アクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターのヘルスと更新の成功に関するメトリクスを提供
するためにデフォルトで実行される Telemetry サービスには、インターネットアクセスが必要です。ク
ラスターがインターネットに接続されている場合、Telemetry は自動的に実行され、クラスターは
OpenShift Cluster Manager に登録されます。
OpenShift Cluster Manager インベントリーが正常である (Telemetry によって自動的に維持、または
OpenShift Cluster Manager を使用して手動で維持) ことを確認した後に、subscription watch を使用 し
て、アカウントまたはマルチクラスターレベルで OpenShift Container Platform サブスクリプションを
追跡します。
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関連情報
Telemetry サービスの詳細は、リモートヘルスモニターリング について参照してください。

1.1.15. 次のステップ
クラスターをカスタマイズ します。
必要な場合は、リモートの健全性レポートをオプトアウト することができます。
レジストリーをセットアップし、レジストリーストレージを設定します。

1.2. カスタマイズによる VSPHERE へのクラスターのインストール
OpenShift Container Platform バージョン 4.6 では、インストーラーでプロビジョニングされるインフ
ラストラクチャーを使用して、クラスターを VMware vSphere インスタンスにインストールできます。
インストールをカスタマイズするには、クラスターをインストールする前に、install-config.yaml ファ
イルでパラメーターを変更します。

1.2.1. 前提条件
クラスターの 永続ストレージ をプロビジョニングします。プライベートイメージレジストリー
をデプロイするには、ストレージで ReadWriteMany アクセスモードを指定する必要がありま
す。
OpenShift Container Platform のインストールおよび更新 プロセスについての詳細を確認しま
す。
OpenShift Container Platform インストーラーは、vCenter および ESXi ホストのポート 443 に
アクセスできる必要があります。ポート 443 にアクセスできることを確認している。
ファイアウォールを使用する場合は、ポート 443 にアクセスできることを管理者に確認してい
る。インストールを成功させるには、コントロールプレーンノードがポート 443 で vCenter お
よび ESXi ホストに到達できる必要があります。
ファイアウォールを使用する場合、クラスターがアクセスを必要とする サイトを許可するよう
にファイアウォールを設定 する必要があります。

注記
プロキシーを設定する場合は、このサイト一覧も確認してください。

1.2.2. OpenShift Container Platform のインターネットアクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターをインストールするためにインターネットアクセ
スが必要になります。
インターネットへのアクセスは以下を実行するために必要です。
OpenShift Cluster Manager にアクセスし、インストールプログラムをダウンロードし、サブス
クリプション管理を実行します。クラスターにインターネットアクセスがあり、Telemetry を
無効にしない場合、そのサービスは有効なサブスクリプションでクラスターを自動的に使用し
ます。
クラスターのインストールに必要なパッケージを取得するために Quay.io にアクセスします。

28

第1章 VSPHERE へのインストール

クラスターの更新を実行するために必要なパッケージを取得します。

重要
クラスターでインターネットに直接アクセスできない場合、プロビジョニングする一部
のタイプのインフラストラクチャーでネットワークが制限されたインストールを実行で
きます。このプロセスで、必要なコンテンツをダウンロードし、これを使用してミラー
レジストリーにクラスターのインストールおよびインストールプログラムの生成に必要
なパッケージを設定します。インストールタイプによっては、クラスターのインストー
ル環境でインターネットアクセスが不要となる場合があります。クラスターを更新する
前に、ミラーレジストリーのコンテンツを更新します。

1.2.3. VMware vSphere インフラストラクチャーの要件
使用するコンポーネントの要件を満たす VMware vSphere バージョン 6 または 7 インスタンスに
OpenShift Container Platform クラスターをインストールする必要があります。
表1.6 VMware コンポーネントのサポートされる vSphere の最小バージョン
コンポーネント

サポートされる最小バージョン

説明

ハイパーバイザー

vSphere 6.5 以降 (HW バージョン
13)

このバージョンは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) がサポートする最小
バージョンです。Red Hat
Enterprise Linux 8 でサポートさ
れるハイパーバイザーの一覧 を参
照してください。

ストレージおよび In-tree ドライ
バー

vSphere 6.5 以降

このプラグインは、OpenShift
Container Platform に含まれる
vSphere の In-tree ストレージド
ライバーを使用して vSphere スト
レージを作成します。

オプション: Networking(NSX-T)

vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2 以降

OpenShift Container Platform に
は vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2+ が必要です。VMware の
NSX Container Plug-in (NCP)
3.0.2 は OpenShift Container
Platform 4.6 および NSX-T 3.x+
で認定されています。

vSphere バージョン 6.5 インスタンスを使用している場合は、OpenShift Container Platform をインス
トールする前に 6.7U3 または 7.0 にアップグレードすることを検討してください。

重要
OpenShift Container Platform をインストールする前に、ESXi ホストの時間が同期され
ていることを確認する必要があります。VMware ドキュメントの Edit Time
Configuration for a Host を参照してください。
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1.2.4. ネットワーク接続の要件
OpenShift Container Platform クラスターのコンポーネントが通信できるように、マシン間のネット
ワーク接続を設定する必要があります。
必要なネットワークポートに関する次の詳細を確認してください。
表1.7 すべてのマシンからすべてのマシンへの通信に使用されるポート
プロトコル

ポート

説明

ICMP

該当なし

ネットワーク到達性のテスト

TCP

1936

メトリクス

9000- 9999

ホストレベルのサービス。 ポート 9100- 9101 のノードエ
クスポーター、ポート 9099 の Cluster Version Operator が
含まれます。

10250 - 10259

Kubernetes が予約するデフォルトポート

10256

openshift-sdn

4789

仮想拡張可能 LAN (VXLAN)

6081

Geneve

9000- 9999

ポート 9100- 9101 のノードエクスポーターを含む、ホスト
レベルのサービス。

500

IPsec IKE パケット

4500

IPsec NAT-T パケット

TCP/UDP

30000 - 32767

Kubernetes ノードポート

ESP

該当なし

IPsec Encapsulating Security Payload (ESP)

UDP

表1.8 すべてのマシンからコントロールプレーンへの通信に使用されるポート
プロトコル

ポート

説明

TCP

6443

Kubernetes API

表1.9 コントロールプレーンマシンからコントロールプレーンマシンへの通信に使用されるポート
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プロトコル

ポート

説明

TCP

2379- 2380

etcd サーバーおよびピアポート

1.2.5. vCenter の要件
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターを vCenter にインストールする前に、環境を準備する必要があります。
必要な vCenter アカウントの権限
OpenShift Container Platform クラスターを vCenter にインストールするには、インストールプログラ
ムには、必要なリソースの読み取りおよび作成権限を持つアカウントへのアクセスが必要になります。
グローバル管理者権限のあるアカウントを使用すること方法が、必要なすべてのパーミッションにアク
セスするための最も簡単な方法です。
グローバル管理者権限を持つアカウントを使用できない場合、OpenShift Container Platform クラス
ターのインストールに必要な権限を付与するためのロールを作成する必要があります。ほとんどの特権
は常に必要になりますが、デフォルト動作であるインストールプログラムでの vCenter インスタンスへ
の OpenShift Container Platform クラスターが含まれるフォルダーのプロビジョニングを実行する場合
にのみ必要となる特権もあります。必要な特権を付与するには、指定されたオブジェクトに vSphere
ロールを作成するか、またはこれを修正する必要があります。
インストールプログラムが vSphere 仮想マシンフォルダーを作成するために使用される場合には、追加
のロールが必要です。
例1.3 インストールに必要なロールおよび特権
ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere vCenter

Always

Cns.Searchable
InventoryService.Tagging.A
ttachTag
InventoryService.Tagging.C
reateCategory
InventoryService.Tagging.C
reateTag
InventoryService.Tagging.D
eleteCategory
InventoryService.Tagging.D
eleteTag
InventoryService.Tagging.E
ditCategory
InventoryService.Tagging.E
ditTag
Sessions.ValidateSession
StorageProfile.View
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere vCenter Cluster

Always

Host.Config.Storage
Resource.AssignVMToPool
VApp.AssignResourcePool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk

vSphere Datastore

Always

Datastore.AllocateSpace
Datastore.Browse
Datastore.FileManagement

vSphere ポートグループ

Always

Network.Assign
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

仮想マシンフォルダー

Always

Resource.AssignVMToPool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
ExistingDisk
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk
VirtualMachine.Config.Add
RemoveDevice
VirtualMachine.Config.Adva
ncedConfig
VirtualMachine.Config.Anno
tation
VirtualMachine.Config.CPU
Count
VirtualMachine.Config.Disk
Extend
VirtualMachine.Config.Disk
Lease
VirtualMachine.Config.Edit
Device
VirtualMachine.Config.Mem
ory
VirtualMachine.Config.Rem
oveDisk
VirtualMachine.Config.Rena
me
VirtualMachine.Config.Rese
tGuestInfo
VirtualMachine.Config.Reso
urce
VirtualMachine.Config.Setti
ngs
VirtualMachine.Config.Upgr
adeVirtualHardware
VirtualMachine.Interact.Gue
stControl
VirtualMachine.Interact.Pow
erOff
VirtualMachine.Interact.Pow
erOn
VirtualMachine.Interact.Res
et
VirtualMachine.Inventory.Cr
eate
VirtualMachine.Inventory.Cr
eateFromExisting
VirtualMachine.Inventory.D
elete
VirtualMachine.Provisionin
g.Clone
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere vCenter Datacenter

インストールプログラムが仮想
マシンフォルダーを作成する場
合

Resource.AssignVMToPool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
ExistingDisk
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk
VirtualMachine.Config.Add
RemoveDevice
VirtualMachine.Config.Adva
ncedConfig
VirtualMachine.Config.Anno
tation
VirtualMachine.Config.CPU
Count
VirtualMachine.Config.Disk
Extend
VirtualMachine.Config.Disk
Lease
VirtualMachine.Config.Edit
Device
VirtualMachine.Config.Mem
ory
VirtualMachine.Config.Rem
oveDisk
VirtualMachine.Config.Rena
me
VirtualMachine.Config.Rese
tGuestInfo
VirtualMachine.Config.Reso
urce
VirtualMachine.Config.Setti
ngs
VirtualMachine.Config.Upgr
adeVirtualHardware
VirtualMachine.Interact.Gue
stControl
VirtualMachine.Interact.Pow
erOff
VirtualMachine.Interact.Pow
erOn
VirtualMachine.Interact.Res
et
VirtualMachine.Inventory.Cr
eate
VirtualMachine.Inventory.Cr
eateFromExisting
VirtualMachine.Inventory.D
elete
VirtualMachine.Provisionin
g.Clone
Folder.Create
Folder.Delete
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また、ユーザーには一部の ReadOnly パーミッションが必要であり、一部のロールでは、パーミッショ
ンを子オブジェクトに伝播するパーミッションが必要です。これらの設定は、クラスターを既存のフォ
ルダーにインストールするかどうかによって異なります。
例1.4 必要なパーミッションおよび伝播の設定
vSphere オブジェクト

フォルダータイプ

子への伝播

パーミッションが必要

vSphere vCenter

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Datacenter

既存のフォルダー

False

ReadOnly パーミッ
ション

インストールプログラ
ムがフォルダーを作成
する

True

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Cluster

Always

True

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Datastore

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere Switch

Always

False

ReadOnly パーミッ
ション

vSphere ポートグルー
プ

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter 仮想
マシンフォルダー

既存のフォルダー

True

必要な特権が一覧表示

必要な権限のみを持つアカウントの作成に関する詳細は、vSphere ドキュメントの vSphere
Permissions and User Management Tasks を参照してください。
OpenShift Container Platform と vMotion の使用

重要
OpenShift Container Platform は通常、コンピュートのみの vMotion をサポートしま
す。Storage vMotion を使用すると問題が発生する可能性があるため、これはサポート
されていません。
Pod で vSphere ボリュームを使用している場合、手動でまたは Storage vMotion を使用して仮想マシン
をデータストア間で移行すると、OpenShift Container Platform 永続ボリューム (PV) オブジェクト内
で無効な参照が発生します。これらの参照により、影響を受ける Pod が起動しなくなり、データが失
われる可能性があります。
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同様に、OpenShift Container Platform は、仮想マシンのプロビジョニング用にデータストアクラス
ターを、または PV の動的または静的プロビジョニング用にデータストアクラスターを使用するか、PV
の動的または静的プロビジョニング用にデータストアクラスターの一部であるデータストアを使用した
VMDK のデータストア間での選択的な移行をサポートしません。
クラスターリソース
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターをデプロイする場合、インストールプログラムは vCenter インスタンスに複数のリ
ソースを作成できる必要があります。
標準的な OpenShift Container Platform インストールでは、以下の vCenter リソースを作成します。
1 フォルダー
1 タグカテゴリー
1 タグ
仮想マシン:
1 テンプレート
1 一時的ブートストラップノード
3 コントロールプレーンノード
3 コンピュートマシン
これらのリソースは 856 GB のストレージを使用しますが、ブートストラップノードはクラスターのイ
ンストールプロセス時に破棄されます。標準クラスターを使用するには、最低 800 GB のストレージが
必要です。
追加のコンピュートマシンをデプロイする場合、OpenShift Container Platform クラスターは追加のス
トレージを使用します。
クラスターの制限
利用可能なリソースはクラスターによって異なります。vCenter 内の予想されるクラスター数は、主に
利用可能なストレージ容量と必要なリソース数の制限によって制限されます。クラスターが作成する
vCenter リソースと、IP アドレスやネットワークなどのクラスターのデプロイに必要なリソースの両方
の制限を考慮してください。
ネットワーク要件
ネットワークに DHCP を使用し、DHCP サーバーが永続 IP アドレスをクラスターマシンに提供するよ
うに設定されていることを確認する必要があります。

注記
インストールが開始するまで、固定 IP アドレスは使用できません。DHCP 範囲を割り当
て、インストール後、割り当てを永続的な IP アドレスに手動で置き換えます。
さらに、OpenShift Container Platform クラスターをインストールする前に以下のネットワークリソー
スを作成する必要があります。

注記
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注記
クラスターの各 OpenShift Container Platform ノードは、DHCP を使用して検出可能な
Network Time Protocol (NTP) サーバーにアクセスできることが推奨されます。NTP
サーバーなしでインストールが可能です。ただし、非同期のサーバークロックによりエ
ラーが発生しますが、NTP サーバーはこのエラーを阻止します。
必要な IP アドレス
インストーラーでプロビジョニングされる vSphere のインストールには、これらの静的 IP アドレスが
必要です。
API アドレスは、クラスター API にアクセスするために使用されます。
Ingress アドレスは、クラスターの Ingress トラフィックに使用されます。
コントロールプレーンノードアドレスは、クラスターをバージョン 4.5 から 4.6 にアップグ
レードするときに使用されます。
OpenShift Container Platform クラスターのインストール時にこれらの IP アドレスをインストールプロ
グラムに指定する必要があります。
DNS レコード
OpenShift Container Platform クラスターをホストする vCenter インスタンスについて 2 つの静的 IP
アドレスの DNS レコードを適切な DNS サーバーに作成する必要があります。各レコードで、
<cluster_name> はクラスター名で、<base_domain> は、クラスターのインストール時に指定するク
ラスターのベースドメインです。完全な DNS レコードは <component>.<cluster_name>.
<base_domain>. の形式を取ります。
表1.10 必要な DNS レコード
コン
ポーネ
ント

レコード

説明

API VIP

api.<cluster_name>.<base_domain>.

この DNS A/AAAA または
CNAME レコードは、コントロー
ルプレーンマシンのロードバラン
サーを参照する必要があります。
このレコードは、クラスター外の
クライアントおよびクラスター内
のすべてのノードで解決できる必
要があります。

Ingress
VIP

*.apps.<cluster_name>.<base_domain>.

Ingress ルーター Pod を実行する
マシンをターゲットにするロード
バランサーを参照するワイルド
カード DNS A/AAAA または
CNAME レコードです。このレ
コードは、クラスター外のクライ
アントおよびクラスター内のすべ
てのノードで解決できる必要があ
ります。

1.2.6. SSH プライベートキーの生成およびエージェントへの追加
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クラスターでインストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要がある場合、ssh-agent とインス
トールプログラムの両方に SSH キーを指定する必要があります。このキーを使用してパブリッククラ
スターのブートストラップマシンにアクセスし、インストールの問題をトラブルシューティングできま
す。

注記
実稼働環境では、障害復旧およびデバッグが必要です。
このキーを使用して、ユーザー core としてマスターノードに対して SSH を実行できます。クラスター
をデプロイする際に、キーは core ユーザーの ~/.ssh/authorized_keys 一覧に追加されます。

注記
AWS キーペア などのプラットフォームに固有の方法で設定したキーではなく、ローカル
キーを使用する必要があります。
手順
1. パスワードなしの認証に設定されている SSH キーがコンピューター上にない場合は、これを作
成します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用するコンピューターで以下のコ
マンドを実行します。
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' \
-f <path>/<file_name> 1
1

~/.ssh/id_rsa などの、新規 SSH キーのパスおよびファイル名を指定します。既存のキー
ペアがある場合は、公開鍵が ~/.ssh ディレクトリーにあることを確認します。

このコマンドを実行すると、指定した場所にパスワードを必要としない SSH キーが生成されま
す。

注記
FIPS で検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーを
使用する OpenShift Container Platform クラスターを x86_64 アーキテクチャー
にインストールする予定の場合は、ed25519 アルゴリズムを使用するキーは作
成しないでください。代わりに、rsa アルゴリズムまたは ecdsa アルゴリズムを
使用するキーを作成します。
2. ssh-agent プロセスをバックグラウンドタスクとして開始します。
$ eval "$(ssh-agent -s)"

出力例
Agent pid 31874

注記
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注記
クラスターが FIPS モードにある場合は、FIPS 準拠のアルゴリズムのみを使用し
て SSH キーを生成します。鍵は RSA または ECDSA のいずれかである必要があ
ります。
3. SSH プライベートキーを ssh-agent に追加します。
$ ssh-add <path>/<file_name> 1

出力例
Identity added: /home/<you>/<path>/<file_name> (<computer_name>)
1

~/.ssh/id_rsa などの、SSH プライベートキーのパスおよびファイル名を指定します。

次のステップ
OpenShift Container Platform をインストールする際に、SSH パブリックキーをインストール
プログラムに指定します。

1.2.7. インストールプログラムの取得
OpenShift Container Platform をインストールする前に、インストールファイルをローカルコンピュー
ターにダウンロードします。
前提条件
500 MB のローカルディスク領域がある Linux または macOS を実行するコンピューターが必要
です。
手順
1. OpenShift Cluster Manager サイトの インフラストラクチャープロバイダー ページにアクセス
します。Red Hat アカウントがある場合は、認証情報を使ってログインします。アカウントが
ない場合はこれを作成します。
2. インフラストラクチャープロバイダーを選択します。
3. 選択するインストールタイプのページに移動し、オペレーティングシステムのインストールプ
ログラムをダウンロードし、ファイルをインストール設定ファイルを保存するディレクトリー
に配置します。

重要
インストールプログラムは、クラスターのインストールに使用するコンピュー
ターにいくつかのファイルを作成します。クラスターのインストール完了後は、
インストールプログラムおよびインストールプログラムが作成するファイルを保
持する必要があります。ファイルはいずれもクラスターを削除するために必要に
なります。

重要
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重要
インストールプログラムで作成されたファイルを削除しても、クラスターがイン
ストール時に失敗した場合でもクラスターは削除されません。クラスターを削除
するには、特定のクラウドプロバイダー用の OpenShift Container Platform のア
ンインストール手順を実行します。
4. インストールプログラムを展開します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用す
るコンピューターで以下のコマンドを実行します。
$ tar xvf openshift-install-linux.tar.gz
5. Red Hat OpenShift Cluster Manager からインストールプルシークレット をダウンロードしま
す。このプルシークレットを使用し、OpenShift Container Platform コンポーネントのコンテ
ナーイメージを提供する Quay.io など、組み込まれた各種の認証局によって提供されるサービ
スで認証できます。

1.2.8. vCenter ルート CA 証明書のシステム信頼への追加
インストールプログラムは vCenter の API へのアクセスが必要であるため、OpenShift Container
Platform クラスターをインストールする前に vCenter の信頼されたルート CA 証明書をシステム信頼に
追加する必要があります。
手順
1. vCenter ホームページから、vCenter のルート CA 証明書をダウンロードします。vSphere
Web Services SDK セクションで、Download trusted root CA certificates をクリックしま
す。<vCenter>/certs/download.zip ファイルがダウンロードされます。
2. vCenter ルート CA 証明書が含まれる圧縮ファイルを展開します。圧縮ファイルの内容は、以
下のファイル構造のようになります。
certs
├── lin
│ ├── 108f4d17.0
│ ├── 108f4d17.r1
│ ├── 7e757f6a.0
│ ├── 8e4f8471.0
│ └── 8e4f8471.r0
├── mac
│ ├── 108f4d17.0
│ ├── 108f4d17.r1
│ ├── 7e757f6a.0
│ ├── 8e4f8471.0
│ └── 8e4f8471.r0
└── win
├── 108f4d17.0.crt
├── 108f4d17.r1.crl
├── 7e757f6a.0.crt
├── 8e4f8471.0.crt
└── 8e4f8471.r0.crl
3 directories, 15 files

3. オペレーティングシステム用のファイルをシステム信頼に追加します。たとえば、Fedora オペ
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3. オペレーティングシステム用のファイルをシステム信頼に追加します。たとえば、Fedora オペ
レーティングシステムで以下のコマンドを実行します。
# cp certs/lin/* /etc/pki/ca-trust/source/anchors
4. システム信頼を更新します。たとえば、Fedora オペレーティングシステムで以下のコマンドを
実行します。
# update-ca-trust extract

1.2.9. インストール設定ファイルの作成
VMware vSphere にインストールする OpenShift Container Platform クラスターをカスタマイズできま
す。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得します。
手順
1. install-config.yaml ファイルを作成します。
a. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、以下のコマンドを実行し
ます。
$ ./openshift-install create install-config --dir <installation_directory> 1
1

<installation_directory> の場合、インストールプログラムが作成するファイルを保存
するためにディレクトリー名を指定します。

重要
空のディレクトリーを指定します。ブートストラップ X.509 証明書などの一
部のインストールアセットの有効期限は短く設定されているため、インス
トールディレクトリーを再利用することができません。別のクラスターイン
ストールの個別のファイルを再利用する必要がある場合は、それらをディレ
クトリーにコピーすることができます。ただし、インストールアセットの
ファイル名はリリース間で変更される可能性があります。インストールファ
イルを以前のバージョンの OpenShift Container Platform からコピーする場
合は注意してコピーを行ってください。
b. プロンプト時に、クラウドの設定の詳細情報を指定します。
i. オプション: クラスターマシンにアクセスするために使用する SSH キーを選択します。

注記
インストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要のある実稼働用
の OpenShift Container Platform クラスターでは、ssh-agent プロセス
が使用する SSH キーを指定します。
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ii. ターゲットに設定するプラットフォームとして vsphere を選択します。
iii. vCenter インスタンスの名前を指定します。
iv. クラスターを作成するのに必要なパーミッションを持つ vCenter アカウントのユー
ザー名およびパスワードを指定します。
インストールプログラムは vCenter インスタンスに接続します。
v. 接続する vCenter インスタンスにあるデータセンターを選択します。
vi. 使用するデフォルトの vCenter データストアを選択します。
vii. OpenShift Container Platform クラスターをインストールする vCenter クラスターを選
択します。インストールプログラムは、vSphere クラスターの root リソースプールを
デフォルトのリソースプールとして使用します。
viii. 設定した仮想 IP アドレスおよび DNS レコードが含まれる vCenter インスタンスの
ネットワークを選択します。
ix. コントロールプレーン API のアクセス用に設定した仮想 IP アドレスを入力します。
x. クラスター Ingress に設定した仮想 IP アドレスを入力します。
xi. ベースドメインを入力します。このベースドメインは、設定した DNS レコードで使用
したものと同じである必要があります。
xii. クラスターの記述名を入力します。クラスター名は、設定した DNS レコードで使用し
たものと同じである必要があります。
xiii. Red Hat OpenShift Cluster Manager からプルシークレット を貼り付けます。
2. install-config.yaml ファイルを変更します。利用可能なパラメーターの詳細については、イン
ストール設定パラメーターセクションを参照してください。
3. install-config.yaml ファイルをバックアップし、複数のクラスターをインストールするのに使
用できるようにします。

重要
install-config.yaml ファイルはインストールプロセス時に使用されます。この
ファイルを再利用する必要がある場合は、この段階でこれをバックアップしてく
ださい。

1.2.9.1. インストール設定パラメーター
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイする前に、クラスターをホストするクラウドプ
ラットフォームでアカウントを記述し、クラスターのプラットフォームをオプションでカスタマイズす
るためにパラメーターの値を指定します。install-config.yaml インストール設定ファイルを作成する際
に、コマンドラインで必要なパラメーターの値を指定します。クラスターをカスタマイズする場
合、install-config.yaml ファイルを変更して、プラットフォームについての詳細情報を指定できます。

注記
インストール後は、これらのパラメーターを install-config.yaml ファイルで変更するこ
とはできません。

重要
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重要
openshift-install コマンドは、パラメーターのフィールド名を検証しません。正しくな
い名前を指定すると、関連するファイルまたはオブジェクトは作成されず、エラーが報
告されません。指定されたパラメーターのフィールド名が正しいことを確認します。
1.2.9.1.1. 必須設定パラメーター
必須のインストール設定パラメーターは、以下の表で説明されています。
表1.11 必須パラメーター
パラメーター

説明

値

apiVersion

install-config.yaml コンテ

文字列

ンツの API バージョン。現在
のバージョンは v1 です。イ
ンストーラーは、古い API
バージョンをサポートするこ
ともできます。

baseDomain

クラウドプロバイダーのベー
スドメイン。ベースドメイン
は、OpenShift Container
Platform クラスターコンポー
ネントへのルートを作成する
ために使用されます。クラス
ターの完全な DNS 名
は、baseDomain と

example.com などの完全修飾ドメインまたはサブ
ドメイン名。

<metadata.name>.
<baseDomain> 形式を使用
する metadata.name パラ
メーターの値の組み合わせで
す。

metadata

Kubernetes リソース
ObjectMeta。ここからは
name パラメーターのみが消
費されます。

オブジェクト

metadata.name

クラスターの名前。クラス
ターの DNS レコードはすべて

小文字いちぶハイフン (- ) の文字列 (dev など)。

{{.metadata.name}}.
{{.baseDomain}} のサブド
メインです。
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パラメーター

説明

値

platform

インストールの実行に使用す
る特定プラットフォームの設
定:
aws、baremetal、azure 、
openstack、ovirt、vspher
e。platform.<platform> パ
ラメーターに関する追加情報
は、以下の表で特定のプラッ
トフォームについて参照して
ください。

オブジェクト

pullSecret

Red Hat OpenShift Cluster
Manager からプルシークレッ
ト を取得して、Quay.io など
のサービスから OpenShift
Container Platform コンポー
ネントのコンテナーイメージ
をダウンロードすることを認
証します。

{
"auths":{
"cloud.openshift.com":{
"auth":"b3Blb=",
"email":"you@example.com"
},
"quay.io":{
"auth":"b3Blb=",
"email":"you@example.com"
}
}
}

1.2.9.1.2. ネットワーク設定パラメーター
既存のネットワークインフラストラクチャーの要件に基づいて、インストール設定をカスタマイズでき
ます。たとえば、クラスターネットワークの IP アドレスブロックを拡張するか、デフォルトとは異な
る IP アドレスブロックを指定できます。
IPv4 アドレスのみがサポートされます。
表1.12 ネットワークパラメーター
パラメーター

説明

値

networking

クラスターのネットワークの設定。

オブジェクト

注記
インストール後に
networking オブ
ジェクトで指定したパ
ラメーターを変更する
ことはできません。
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パラメーター

説明

値

networking.networkT
ype

インストールするクラスターネット
ワークプロバイダー Container
Network Interface (CNI) プラグイン。

OpenShiftSDN または
OVNKubernetes のいずれか。デ
フォルト値は OpenShiftSDN です。

networking.clusterNe
twork

Pod の IP アドレスブロック。

オブジェクトの配列。以下に例を示し
ます。

デフォルト値は 10.128.0.0/14 で、ホ
ストの接頭辞は /23 です。
複数の IP アドレスブロックを指定する
場合は、ブロックが重複しないように
してください。

networking.clusterNe
twork.cidr

networking.clusterNetwork を使用
する場合に必須です。IP アドレスブ
ロック。
IPv4 ネットワーク

networking:
clusterNetwork:
- cidr: 10.128.0.0/14
hostPrefix: 23
CIDR (Classless Inter-Domain
Routing) 表記の IP アドレスブロッ
ク。IPv4 ブロックの接頭辞長は 0 から
32 の間になります。

networking.clusterNe
twork.hostPrefix

それぞれの個別ノードに割り当てるサ
ブネット接頭辞長。たとえ
ば、hostPrefix が 23 に設定される場
合、各ノードに指定の cidr から /23 サ
ブネットが割り当てられま
す。hostPrefix 値の 23 は、510
(2^(32 - 23) - 2) Pod IP アドレスを提
供します。

サブネット接頭辞。

networking.serviceN
etwork

サービスの IP アドレスブロック。デ
フォルト値は 172.30.0.0/16 です。

CIDR 形式の IP アドレスブロックを持
つ配列。以下に例を示します。

OpenShift SDN および OVNKubernetes ネットワークプロバイダー
は、サービスネットワークの単一 IP ア
ドレスブロックのみをサポートしま
す。

networking.machine
Network

マシンの IP アドレスブロック。
複数の IP アドレスブロックを指定する
場合は、ブロックが重複しないように
してください。

デフォルト値は 23 です。

networking:
serviceNetwork:
- 172.30.0.0/16

オブジェクトの配列。以下に例を示し
ます。

networking:
machineNetwork:
- cidr: 10.0.0.0/16
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パラメーター

説明

値

networking.machine
Network.cidr

networking.machineNetwork を使

CIDR 表記の IP ネットワークブロッ
ク。

用する場合に必須です。IP アドレスブ
ロック。libvirt 以外のすべてのプラッ
トフォームでは、デフォルト値は
10.0.0.0/16 です。libvirt の場合、デ
フォルト値は 192.168.126.0/24 で
す。

例: 10.0.0.0/16

注記
優先される NIC が置
かれている CIDR に一
致する

networking.machin
eNetwork を設定し
ます。

1.2.9.1.3. オプションの設定パラメーター
オプションのインストール設定パラメーターは、以下の表で説明されています。
表1.13 オプションのパラメーター
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パラメーター

説明

値

additionalTrustBundl
e

ノードの信頼済み証明書ストアに追加
される PEM でエンコードされた
X.509 証明書バンドル。この信頼バン
ドルは、プロキシーが設定される際に
も使用できます。

文字列

compute

コンピュートノードを設定するマシン
の設定。

machine-pool オブジェクトの配列。
詳細は、以下の Machine-pool の表を
参照してください。

compute.architecture

プール内のマシンの命令セットアーキ
テクチャーを決定します。現時点で異
種クラスターはサポートされていない
ため、すべてのプールが同じアーキテ
クチャーを指定する必要があります。
有効な値は amd64 (デフォルト) で
す。

文字列

第1章 VSPHERE へのインストール

パラメーター

説明

値

compute.hyperthread
ing

コンピュートマシンで同時マルチス
レッドまたは hyperthreading を有
効/無効にするかどうか。デフォルト
では、同時スレッドはマシンのコアの
パフォーマンスを上げるために有効に
されます。

Enabled または Disabled

重要
同時スレッドを無効に
する場合は、容量計画
においてマシンパ
フォーマンスの大幅な
低下が考慮に入れられ
ていることを確認しま
す。

compute.name

compute を使用する場合に必須で

worker

す。マシンプールの名前。

compute.platform

compute を使用する場合に必須で
す。このパラメーターを使用して、
ワーカーマシンをホストするクラウド
プロバイダーを指定します。このパラ
メーターの値は
controlPlane.platform パラメー
ターの値に一致する必要があります。

compute.replicas

controlPlane

controlPlane.architec
ture

aws、azure 、gcp 、openstack、o
virt、vsphere、または {}

プロビジョニングするコンピュートマ
シン (ワーカーマシンとしても知られ
る) の数。

2 以上の正の整数。デフォルト値は 3

コントロールプレーンを設定するマシ
ンの設定。

MachinePool オブジェクトの配列。

プール内のマシンの命令セットアーキ
テクチャーを決定します。現時点で異
種クラスターはサポートされていない
ため、すべてのプールが同じアーキテ
クチャーを指定する必要があります。
有効な値は amd64 (デフォルト) で
す。

文字列

です。

詳細は、以下の Machine-pool の表を
参照してください。
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パラメーター

説明

値

controlPlane.hyperth
reading

コントロールプレーンマシンで同時マ
ルチスレッドまたは hyperthreading
を有効/無効にするかどうか。デフォ
ルトでは、同時スレッドはマシンのコ
アのパフォーマンスを上げるために有
効にされます。

Enabled または Disabled

重要
同時スレッドを無効に
する場合は、容量計画
においてマシンパ
フォーマンスの大幅な
低下が考慮に入れられ
ていることを確認しま
す。

controlPlane.name

controlPlane を使用する場合に必須

master

です。マシンプールの名前。

controlPlane.platfor
m

controlPlane を使用する場合に必須

controlPlane.replicas

プロビジョニングするコントロールプ
レーンマシンの数。

サポートされる値は 3 のみです (これ
はデフォルト値です)。

credentialsMode

Cloud Credential Operator (CCO)
モード。モードを指定しないと、CCO
は指定された認証情報の機能を動的に
判別しようとします。この場合、複数
のモードがサポートされるプラット
フォームで Mint モードが優先されま
す。

Mint 、Passthrough、Manual、ま
たは空の文字列 ("")。

です。このパラメーターを使用して、
コントロールプレーンマシンをホスト
するクラウドプロバイダーを指定しま
す。このパラメーターの値は
compute.platform パラメーターの
値に一致する必要があります。

注記
すべてのクラウドプロ
バイダーですべての
CCO モードがサポー
トされているわけでは
ありません。CCO
モードの詳細は、Red
Hat Operatorのクラ
ウド認証情報
Operatorを参照して
ください。
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パラメーター

説明

値

fips

FIPS モードを有効または無効にしま
す。デフォルトは false (無効) です。
FIPS モードが有効にされている場合、
OpenShift Container Platform が実行
される Red Hat Enterprise Linux
CoreOS (RHCOS) マシンがデフォル
トの Kubernetes 暗号スイートをバイ
パスし、代わりに RHCOS で提供され
る暗号モジュールを使用します。

false または true

重要
FIPS 検証済み/進行中
のモジュール
(Modules in Process)
暗号ライブラリーの使
用は、x86_64 アーキ
テクチャーの
OpenShift Container
Platform デプロイメン
トでのみサポートされ
ています。

注記
Azure File ストレージ
を使用している場合、
FIPS モードを有効に
することはできませ
ん。

49

OpenShift Container Platform 4.6 vSphere へのインストール

パラメーター

説明

値

imageContentSource
s

release-image コンテンツのソースお
よびリポジトリー。

オブジェクトの配列。この表の以下の
行で説明されているように、source
およびオプションで mirrors が含まれ
ます。

imageContentSource
s.source

imageContentSources を使用する

文字列

imageContentSource
s.mirrors

同じイメージが含まれる可能性のある
リポジトリーを 1 つ以上指定します。

文字列の配列。

publish

Kubernetes API、OpenShift ルートな
どのクラスターのユーザーに表示され
るエンドポイントをパブリッシュまた
は公開する方法。

Internal または External。デフォル
ト値は External です。

場合に必須です。ユーザーが参照する
リポジトリーを指定します (例: イメー
ジプル仕様)。

このパラメーターを Internal に設定
することは、クラウド以外のプラット
フォームではサポートされません。

重要
フィールドの値が
Internal に設定され
ている場合、クラス
ターは機能しなくなり
ます。詳細
は、BZ#1953035 を
参照してください。

sshKey

クラスターマシンへのアクセスを認証
するための単一または複数の SSH
キー。

注記
インストールのデバッ
グまたは障害復旧を実
行する必要のある実稼
働用の OpenShift
Container Platform ク
ラスターでは、sshagent プロセスが使用
する SSH キーを指定
します。

1 つ以上のキー。以下に例を示しま
す。

sshKey:
<key1>
<key2>
<key3>

1.2.9.1.4. 追加の VMware vSphere 設定パラメーター
追加の VMware vSphere 設定パラメーターは以下の表で説明されています。
表1.14 追加の VMware vSphere クラスターパラメーター
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パラメーター

説明

値

platform.vsphere.vCe
nter

vCenter サーバーの完全修飾ホスト名
または IP アドレス。

文字列

platform.vsphere.use
rname

vCenter インスタンスに接続するため
に使用するユーザー名。このユーザー
には、少なくとも vSphere の 静的ま
たは動的な永続ボリュームのプロビ
ジョニング に必要なロールおよび権限
がなければなりません。

文字列

platform.vsphere.pas
sword

vCenter ユーザー名のパスワード。

文字列

platform.vsphere.dat
acenter

vCenter インスタンスで使用するデー
タセンターの名前。

文字列

platform.vsphere.def
aultDatastore

ボリュームのプロビジョニングに使用
するデフォルトデータストアの名前。

文字列

platform.vsphere.fold
er

オプション。インストールプログラム
が仮想マシンを作成する既存のフォル
ダーの絶対パス。この値を指定しない
場合、インストールプログラムは、
データセンターの仮想マシンフォル
ダーにインフラストラクチャー ID を
使用して名前が付けられるフォルダー
を作成します。

文字列 (例:

platform.vsphere.net
work

設定した仮想 IP アドレスおよび DNS
レコードが含まれる vCenter インスタ
ンスのネットワーク。

文字列

platform.vsphere.clu
ster

OpenShift Container Platform クラス
ターをインストールする vCenter クラ
スター。

文字列

platform.vsphere.api
VIP

コントロールプレーン API のアクセス
用に設定した仮想 IP (VIP) アドレス。

IP アドレス (例: 128.0.0.1)。

platform.vsphere.ing
ressVIP

クラスター Ingress に設定した仮想 IP
(VIP) アドレス。

IP アドレス (例: 128.0.0.1)。

/<datacenter_name>/vm/<folder_
name>/<subfolder_name>)。

1.2.9.1.5. オプションの VMware vSphere マシンプール設定パラメーター
オプションの VMware vSphere マシンプール設定パラメーターは、以下の表で説明されています。
表1.15 オプションの VMware vSphere マシンプールパラメーター
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パラメーター

説明

値

platform.vsphere.clu
sterOSImage

インストーラーが RHCOS イメージを
ダウンロードする場所。ネットワーク
が制限された環境でインストールを実
行するには、このパラメーターを設定
する必要があります。

HTTP または HTTPS の URL (オプ
ションで SHA-256 形式のチェックサ
ムを使用)。例:

platform.vsphere.os
Disk.diskSizeGB

ディスクのサイズ (ギガバイト単位)。

整数

platform.vsphere.cpu
s

仮想マシンを割り当てる仮想プロセッ
サーコアの合計数

整数

platform.vsphere.cor
esPerSocket

仮想マシンのソケットあたりのコア
数。仮想マシンの仮想ソケットの数は
platform.vsphere.cpus/ platform.
vsphere.coresPerSocket になりま
す。デフォルト値は 1 です。

整数

platform.vsphere.me
moryMB

仮想マシンのメモリーのサイズ (メガ
バイト単位)。

整数

https://mirror.openshift.com/ima
ges/rhcos-<version>-vmware.
<architecture>.ova

1.2.9.2. インストーラーでプロビジョニングされる VMware vSphere クラスターの installconfig.yaml ファイルのサンプル
install-config.yaml ファイルをカスタマイズして、OpenShift Container Platform クラスターのプラット
フォームについての詳細を指定するか、または必要なパラメーターの値を変更することができます。
apiVersion: v1
baseDomain: example.com 1
compute: 2
- hyperthreading: Enabled 3
name: worker
replicas: 3
platform:
vsphere: 4
cpus: 2
coresPerSocket: 2
memoryMB: 8192
osDisk:
diskSizeGB: 120
controlPlane: 5
hyperthreading: Enabled 6
name: master
replicas: 3
platform:
vsphere: 7
cpus: 4
coresPerSocket: 2
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memoryMB: 16384
osDisk:
diskSizeGB: 120
metadata:
name: cluster 8
platform:
vsphere:
vcenter: your.vcenter.server
username: username
password: password
datacenter: datacenter
defaultDatastore: datastore
folder: folder
network: VM_Network
cluster: vsphere_cluster_name 9
apiVIP: api_vip
ingressVIP: ingress_vip
fips: false
pullSecret: '{"auths": ...}'
sshKey: 'ssh-ed25519 AAAA...'
1

クラスターのベースドメイン。すべての DNS レコードはこのベースのサブドメインである必要が
あり、クラスター名が含まれる必要があります。

2 5 controlPlane セクションは単一マッピングですが、compute セクションはマッピングのシーケン
スになります。複数の異なるデータ構造の要件を満たすには、 compute セクションの最初の行は
ハイフン - で始め、controlPlane セクションの最初の行はハイフンで始めることができません。1
つのコントロールプレーンプールのみが使用されます。
3 6 同時マルチスレッドまたは hyperthreading を有効/無効にするかどうか。デフォルトでは、同時
スレッドはマシンのコアのパフォーマンスを上げるために有効にされます。パラメーター値を
Disabled に設定するとこれを無効にすることができます。一部のクラスターマシンで同時マルチ
スレッドを無効にする場合は、これをすべてのクラスターマシンで無効にする必要があります。

重要
同時スレッドを無効にする場合は、容量計画においてマシンパフォーマンスの大幅
な低下が考慮に入れられていることを確認します。同時マルチスレッドを無効にす
る場合は、マシンで最低でも 8 CPU および 32 GB の RAM を使用する必要がありま
す。
4 7 オプション: コンピュートおよびコントロールプレーンマシンのマシンプールパラメーターの追加
設定を指定します。
8

DNS レコードに指定したクラスター名。

9

OpenShift Container Platform クラスターをインストールする vSphere クラスター。インストール
プログラムは、vSphere クラスターの root リソースプールをデフォルトのリソースプールとして
使用します。

1.2.9.3. インストール時のクラスター全体のプロキシーの設定

実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ
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実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ
シーを使用することができます。プロキシー設定を install-config.yaml ファイルで行うことにより、新
規の OpenShift Container Platform クラスターをプロキシーを使用するように設定できます。
前提条件
既存の install-config.yaml ファイルがある。
クラスターがアクセスする必要のあるサイトを確認済みで、それらのいずれかがプロキシーを
バイパスする必要があるかどうかを判別している。デフォルトで、すべてのクラスター egress
トラフィック (クラスターをホストするクラウドについてのクラウドプロバイダー API に対す
る呼び出しを含む) はプロキシーされます。プロキシーを必要に応じてバイパスするために、サ
イトを Proxy オブジェクトの spec.noProxy フィールドに追加している。

注記
Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インストール設定の
networking.machineNetwork[].cidr、networking.clusterNetwork[].cidr、およ
び networking.serviceNetwork[] フィールドの値が設定されます。
Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft
Azure、および Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) へのインストールの場
合、Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インスタンスメタ
データのエンドポイント (169.254.169.254) も設定されます。
手順
1. install-config.yaml ファイルを編集し、プロキシー設定を追加します。以下に例を示します。
apiVersion: v1
baseDomain: my.domain.com
proxy:
httpProxy: http://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 1
httpsProxy: https://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 2
noProxy: example.com 3
additionalTrustBundle: | 4
-----BEGIN CERTIFICATE----<MY_TRUSTED_CA_CERT>
-----END CERTIFICATE----...
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1

クラスター外の HTTP 接続を作成するために使用するプロキシー URL。URL スキームは
http である必要があります。

2

クラスター外で HTTPS 接続を作成するために使用するプロキシー URL。

3

プロキシーから除外するための宛先ドメイン名、IP アドレス、または他のネットワーク
CIDR のコンマ区切りの一覧。サブドメインのみと一致するように、ドメインの前に . を
付けます。たとえば、.y.com は x.y.com に一致しますが、 y.com には一致しません。*
を使用し、すべての宛先のプロキシーをバイパスします。vCenter の IP アドレスと、その
マシンに使用する IP 範囲を含める必要があります。

4

指定されている場合には、インストールプログラムは、openshift-config namespace に
user-ca-bundle という名前の設定魔府を生成して、追加の CA 証明書を保存しま
す。additionalTrustBundle と少なくとも 1 つのプロキシー設定を指定した場合に
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は、Proxy オブジェクトは trusted CA フィールドで user-ca-bundle 設定マップを参照
するように設定されます。その後、Cluster Network Operator は、trustedCA パラメー
ターに指定されたコンテンツを RHCOS トラストバンドルにマージする trusted-cabundle 設定マップを作成します。additionalTrustBundle フィールドは、プロキシーの
アイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局によって署名されない限
り必要になります。

注記
インストールプログラムは、プロキシーの readinessEndpoints フィールドをサ
ポートしません。
2. ファイルを保存し、OpenShift Container Platform のインストール時にこれを参照します。
インストールプログラムは、指定の install-config.yaml ファイルのプロキシー設定を使用する cluster
という名前のクラスター全体のプロキシーを作成します。プロキシー設定が指定されていない場
合、cluster Proxy オブジェクトが依然として作成されますが、これには spec がありません。

注記
cluster という名前の Proxy オブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーを作
成することはできません。

1.2.10. クラスターのデプロイ
互換性のあるクラウドプラットフォームに OpenShift Container Platform をインストールできます。

重要
インストールプログラムの create cluster コマンドは、初期インストール時に 1 回だけ
実行できます。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得します。
手順
1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、クラスターのデプロイメント
を初期化します。
$ ./openshift-install create cluster --dir <installation_directory> \ 1
--log-level=info 2
1

<installation_directory> については、カスタマイズした ./install-config.yaml ファイルの
場所を指定します。

2

異なるインストールの詳細情報を表示するには、info ではなく、warn、debug、または
error を指定します。

クラスターのデプロイメントが完了すると、Web コンソールへのリンクや kubeadmin
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クラスターのデプロイメントが完了すると、Web コンソールへのリンクや kubeadmin
ユーザーの認証情報を含む、クラスターにアクセスするための指示がターミナルに表示さ
れます。

...
INFO Install complete!
INFO To access the cluster as the system:admin user when using 'oc', run 'export
KUBECONFIG=/home/myuser/install_dir/auth/kubeconfig'
INFO Access the OpenShift web-console here: https://console-openshiftconsole.apps.mycluster.example.com
INFO Login to the console with user: "kubeadmin", and password: "4vYBz-Ee6gm-ymBZj-Wt5AL"
INFO Time elapsed: 36m22s
+

注記
クラスターアクセスおよび認証情報の情報は、インストールが正常に実行される際に
<installation_directory>/.openshift_install.log に出力されます。
+

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経過
すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書を更新
する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再起動する
と、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外として、
kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明書署名要求
(CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロールプレーン証明書
の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメントを参照してくださ
い。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にローテー
ションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用することを
お勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用することにより、イン
ストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの失敗を回避できま
す。
+

重要
インストールプログラム、またはインストールプログラムが作成するファイルを削除す
ることはできません。これらはいずれもクラスターを削除するために必要になります。

1.2.11. バイナリーのダウンロードによる OpenShift CLI のインストール
コマンドラインインターフェイスを使用して OpenShift Container Platform と対話するために CLI (oc)
をインストールすることができます。oc は Linux、Windows、または macOS にインストールできま
す。

重要
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重要
以前のバージョンの oc をインストールしている場合、これを使用して OpenShift
Container Platform 4.6 のすべてのコマンドを実行することはできません。新規バージョ
ンの oc をダウンロードし、インストールします。

1.2.11.1. Linux への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Linux にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Linux Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファイ
ルを保存します。
4. アーカイブを展開します。
$ tar xvzf <file>
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに配置します。
PATH を確認するには、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.2.11.2. Windows への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Windows にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Windows Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. ZIP プログラムでアーカイブを解凍します。
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに移動します。
PATH を確認するには、コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行します。
C:\> path
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OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
C:\> oc <command>

1.2.11.3. macOC への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを macOS にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 MacOSX Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. アーカイブを展開し、解凍します。
5. oc バイナリーをパスにあるディレクトリーに移動します。
PATH を確認するには、ターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.2.12. CLI の使用によるクラスターへのログイン
クラスター kubeconfig ファイルをエクスポートし、デフォルトシステムユーザーとしてクラスターに
ログインできます。kubeconfig ファイルには、クライアントを正しいクラスターおよび API サーバー
に接続するために CLI で使用されるクラスターについての情報が含まれます。このファイルはクラス
ターに固有のファイルであり、OpenShift Container Platform のインストール時に作成されます。
前提条件
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイしていること。
oc CLI をインストールしていること。
手順
1. kubeadmin 認証情報をエクスポートします。
$ export KUBECONFIG=<installation_directory>/auth/kubeconfig 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2. エクスポートされた設定を使用して、oc コマンドを正常に実行できることを確認します。
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$ oc whoami

出力例
system:admin

1.2.13. レジストリーストレージの作成
クラスターのインストール後に、レジストリー Operator のストレージを作成する必要があります。

1.2.13.1. インストール時に削除されたイメージレジストリー
共有可能なオブジェクトストレージを提供しないプラットフォームでは、OpenShift イメージレジスト
リー Operator 自体が Removed としてブートストラップされます。これにより、openshift-installer
がそれらのプラットフォームタイプでのインストールを完了できます。
インストール後に、イメージレジストリー Operator 設定を編集して managementState を Removed
から Managed に切り替える必要があります。

注記
Prometheus コンソールは、以下のような ImageRegistryRemoved アラートを提供しま
す。
"Image Registry has been removed.ImageStreamTags, BuildConfigs and
DeploymentConfigs which reference ImageStreamTags may not work as expected.スト
レージを設定して、configs.imageregistry.operator.openshift.io を編集して設定を
Managed 状態に更新してください。

1.2.13.2. イメージレジストリーストレージの設定
イメージレジストリー Operator は、デフォルトストレージを提供しないプラットフォームでは最初は
利用できません。インストール後に、レジストリー Operator を使用できるようにレジストリーをスト
レージを使用するように設定する必要があります。
実稼働クラスターに必要な永続ボリュームの設定についての手順が示されます。該当する場合、空の
ディレクトリーをストレージの場所として設定する方法が表示されます。これは、実稼働以外のクラス
ターでのみ利用できます。
アップグレード時に Recreate ロールアウトストラテジーを使用して、イメージレジストリーがブロッ
クストレージタイプを使用することを許可するための追加の手順が提供されます。
1.2.13.2.1. VMware vSphere のレジストリーストレージの設定
クラスター管理者は、インストール後にレジストリーをストレージを使用できるように設定する必要が
あります。
前提条件
クラスター管理者のパーミッション。
VMware vSphere 上のクラスター。
Red Hat OpenShift Container Storage などのクラスターのプロビジョニングされた永続スト
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Red Hat OpenShift Container Storage などのクラスターのプロビジョニングされた永続スト
レージ。

重要
OpenShift Container Platform は、1 つのレプリカのみが存在する場合にイメー
ジレジストリーストレージの ReadWriteOnce アクセスをサポートします。2 つ
以上のレプリカで高可用性をサポートするイメージレジストリーをデプロイする
には、ReadWriteMany アクセスが必要です。
100Gi の容量が必要です。

重要
テストにより、NFS サーバーを RHEL でコアサービスのストレージバックエンドとして
使用することに関する問題が検出されています。これには、OpenShift Container レジス
トリーおよび Quay、メトリクスストレージの Prometheus、およびロギングストレージ
の Elasticsearch が含まれます。そのため、コアサービスで使用される PV をサポートす
るために RHEL NFS を使用することは推奨されていません。
他の NFS の実装ではこれらの問題が検出されない可能性があります。OpenShift
Container Platform コアコンポーネントに対して実施された可能性のあるテストに関す
る詳細情報は、個別の NFS 実装ベンダーにお問い合わせください。
手順
1. レジストリーをストレージを使用できるように設定するには、configs.imageregistry/cluster
リソースの spec.storage.pvc を変更します。

注記
共有ストレージを使用する場合は、外部からアクセスを防ぐためにセキュリ
ティー設定を確認します。
2. レジストリー Pod がないことを確認します。
$ oc get pod -n openshift-image-registry

注記
ストレージタイプが emptyDIR の場合、レプリカ数が 1 を超えることはありま
せん。
3. レジストリー設定を確認します。
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
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1

claim フィールドを空のままにし、image-registry-storage PVC の自動作成を可能にしま
す。

4. clusteroperator ステータスを確認します。
$ oc get clusteroperator image-registry
1.2.13.2.2. VMware vSphere のブロックレジストリーストレージの設定
イメージレジストリーがクラスター管理者によるアップグレード時に vSphere Virtual Machine Disk
(VMDK) などのブロックストレージタイプを使用できるようにするには、Recreate ロールアウトスト
ラテジーを使用できます。

重要
ブロックストレージボリュームはサポートされますが、実稼働クラスターでのイメージ
レジストリーと併用することは推奨されません。レジストリーに複数のレプリカを含め
ることができないため、ブロックストレージにレジストリーが設定されているインス
トールに高可用性はありません。
手順
1. イメージレジストリーストレージをブロックストレージタイプとして設定するには、レジスト
リーが Recreate ロールアウトストラテジーを使用し、1 レプリカのみで実行されるように、レ
ジストリーにパッチを適用します。
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec":
{"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'
2. ブロックストレージデバイスの PV をプロビジョニングし、そのボリュームの PVC を作成しま
す。要求されたブロックボリュームは ReadWriteOnce (RWO) アクセスモードを使用します。
a. 以下の内容で pvc.yaml ファイルを作成して VMware vSphere PersistentVolumeClaim オ
ブジェクトを定義します。
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: image-registry-storage 1
namespace: openshift-image-registry 2
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce 3
resources:
requests:
storage: 100Gi 4
1

PersistentVolumeClaim オブジェクトを表す一意の名前。

2

PersistentVolumeClaim オブジェクトの namespace (openshift-image-registry)。

3

永続ボリューム要求 (PVC) のアクセスモード。ReadWriteOnce では、ボリュームは
単一ノードによって読み取り/書き込みパーミッションでマウントできます。

61

OpenShift Container Platform 4.6 vSphere へのインストール

4

永続ボリューム要求 (PVC) のサイズ。

b. ファイルから PersistentVolumeClaim オブジェクトを作成します。
$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
3. 正しい PVC を参照するようにレジストリー設定を編集します。
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

カスタム PVC を作成すると、image-registry-storage PVC のデフォルトの自動作成の
claim フィールドを空のままにすることができます。

正しい PVC を参照するようにレジストリーストレージを設定する方法については、vSphere のレジス
トリーの設定 を参照してください。

1.2.14. VMware vSphere ボリュームのバックアップ
OpenShift Container Platform は、自由にクラスターないのノードにあるボリュームをアタッチした
り、アタッチ解除できるように、個別の永続ディスクとして新規ボリュームをプロビジョニングしま
す。そのため、スナップショットを使用するボリュームはバックアップしたり、スナップショットから
ボリュームを復元したりすることはできません。詳細は、スナップショットの制限 を参照してくださ
い。

手順
永続ボリュームのバックアップを作成すには、以下を実行します。
1. 永続ボリュームを使用しているアプリケーションを停止します。
2. 永続ボリュームのクローンを作成します。
3. アプリケーションを再起動します。
4. クローンを作成したボリュームのバックアップを作成します。
5. クローンを作成したボリュームを削除します。

1.2.15. OpenShift Container Platform の Telemetry アクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターのヘルスと更新の成功に関するメトリクスを提供
するためにデフォルトで実行される Telemetry サービスには、インターネットアクセスが必要です。ク
ラスターがインターネットに接続されている場合、Telemetry は自動的に実行され、クラスターは
OpenShift Cluster Manager に登録されます。
OpenShift Cluster Manager インベントリーが正常である (Telemetry によって自動的に維持、または
OpenShift Cluster Manager を使用して手動で維持) ことを確認した後に、subscription watch を使用 し
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て、アカウントまたはマルチクラスターレベルで OpenShift Container Platform サブスクリプションを
追跡します。
関連情報
Telemetry サービスの詳細は、リモートヘルスモニターリング について参照してください。

1.2.16. 次のステップ
クラスターをカスタマイズ します。
必要な場合は、リモートの健全性レポートをオプトアウト することができます。
レジストリーをセットアップし、レジストリーストレージを設定します。

1.3. ネットワークのカスタマイズによる VSPHERE へのクラスターのインス
トール
OpenShift Container Platform バージョン 4.6 では、カスタマイズされるネットワーク設定オプション
と共にインストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用して、クラスターを
VMware vSphere インスタンスにインストールできます。ネットワーク設定をカスタマイズすることに
より、クラスターは環境内の既存の IP アドレスの割り当てと共存でき、既存の MTU および VXLAN 設
定と統合できます。インストールをカスタマイズするには、クラスターをインストールする前
に、install-config.yaml ファイルでパラメーターを変更します。
大半のネットワーク設定パラメーターはインストール時に設定する必要があり、実行中のクラスターで
変更できるのは kubeProxy 設定パラメーターのみになります。

1.3.1. 前提条件
クラスターの 永続ストレージ をプロビジョニングします。プライベートイメージレジストリー
をデプロイするには、ストレージで ReadWriteMany アクセスモードを指定する必要がありま
す。
OpenShift Container Platform のインストールおよび更新 プロセスについての詳細を確認しま
す。
OpenShift Container Platform インストーラーは、vCenter および ESXi ホストのポート 443 に
アクセスできる必要があります。ポート 443 にアクセスできることを確認している。
ファイアウォールを使用する場合は、ポート 443 にアクセスできることを管理者に確認してい
る。インストールを成功させるには、コントロールプレーンノードがポート 443 で vCenter お
よび ESXi ホストに到達できる必要があります。
ファイアウォールを使用する場合、クラスターがアクセスを必要とする サイトを許可するよう
にファイアウォールを設定 する必要があります。

注記
プロキシーを設定する場合は、このサイト一覧も確認してください。

1.3.2. OpenShift Container Platform のインターネットアクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターをインストールするためにインターネットアクセ
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OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターをインストールするためにインターネットアクセ
スが必要になります。
インターネットへのアクセスは以下を実行するために必要です。
OpenShift Cluster Manager にアクセスし、インストールプログラムをダウンロードし、サブス
クリプション管理を実行します。クラスターにインターネットアクセスがあり、Telemetry を
無効にしない場合、そのサービスは有効なサブスクリプションでクラスターを自動的に使用し
ます。
クラスターのインストールに必要なパッケージを取得するために Quay.io にアクセスします。
クラスターの更新を実行するために必要なパッケージを取得します。

重要
クラスターでインターネットに直接アクセスできない場合、プロビジョニングする一部
のタイプのインフラストラクチャーでネットワークが制限されたインストールを実行で
きます。このプロセスで、必要なコンテンツをダウンロードし、これを使用してミラー
レジストリーにクラスターのインストールおよびインストールプログラムの生成に必要
なパッケージを設定します。インストールタイプによっては、クラスターのインストー
ル環境でインターネットアクセスが不要となる場合があります。クラスターを更新する
前に、ミラーレジストリーのコンテンツを更新します。

1.3.3. VMware vSphere インフラストラクチャーの要件
使用するコンポーネントの要件を満たす VMware vSphere バージョン 6 または 7 インスタンスに
OpenShift Container Platform クラスターをインストールする必要があります。
表1.16 VMware コンポーネントのサポートされる vSphere の最小バージョン
コンポーネント

サポートされる最小バージョン

説明

ハイパーバイザー

vSphere 6.5 以降 (HW バージョン
13)

このバージョンは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) がサポートする最小
バージョンです。Red Hat
Enterprise Linux 8 でサポートさ
れるハイパーバイザーの一覧 を参
照してください。

ストレージおよび In-tree ドライ
バー

vSphere 6.5 以降

このプラグインは、OpenShift
Container Platform に含まれる
vSphere の In-tree ストレージド
ライバーを使用して vSphere スト
レージを作成します。

オプション: Networking(NSX-T)

vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2 以降

OpenShift Container Platform に
は vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2+ が必要です。VMware の
NSX Container Plug-in (NCP)
3.0.2 は OpenShift Container
Platform 4.6 および NSX-T 3.x+
で認定されています。

vSphere バージョン 6.5 インスタンスを使用している場合は、OpenShift Container Platform をインス
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vSphere バージョン 6.5 インスタンスを使用している場合は、OpenShift Container Platform をインス
トールする前に 6.7U3 または 7.0 にアップグレードすることを検討してください。

重要
OpenShift Container Platform をインストールする前に、ESXi ホストの時間が同期され
ていることを確認する必要があります。VMware ドキュメントの Edit Time
Configuration for a Host を参照してください。

1.3.4. ネットワーク接続の要件
OpenShift Container Platform クラスターのコンポーネントが通信できるように、マシン間のネット
ワーク接続を設定する必要があります。
必要なネットワークポートに関する次の詳細を確認してください。
表1.17 すべてのマシンからすべてのマシンへの通信に使用されるポート
プロトコル

ポート

説明

ICMP

該当なし

ネットワーク到達性のテスト

TCP

1936

メトリクス

9000- 9999

ホストレベルのサービス。 ポート 9100- 9101 のノードエ
クスポーター、ポート 9099 の Cluster Version Operator が
含まれます。

10250 - 10259

Kubernetes が予約するデフォルトポート

10256

openshift-sdn

4789

仮想拡張可能 LAN (VXLAN)

6081

Geneve

9000- 9999

ポート 9100- 9101 のノードエクスポーターを含む、ホスト
レベルのサービス。

500

IPsec IKE パケット

4500

IPsec NAT-T パケット

TCP/UDP

30000 - 32767

Kubernetes ノードポート

ESP

該当なし

IPsec Encapsulating Security Payload (ESP)

UDP

表1.18 すべてのマシンからコントロールプレーンへの通信に使用されるポート
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プロトコル

ポート

説明

TCP

6443

Kubernetes API

表1.19 コントロールプレーンマシンからコントロールプレーンマシンへの通信に使用されるポート
プロトコル

ポート

説明

TCP

2379- 2380

etcd サーバーおよびピアポート

1.3.5. vCenter の要件
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターを vCenter にインストールする前に、環境を準備する必要があります。
必要な vCenter アカウントの権限
OpenShift Container Platform クラスターを vCenter にインストールするには、インストールプログラ
ムには、必要なリソースの読み取りおよび作成権限を持つアカウントへのアクセスが必要になります。
グローバル管理者権限のあるアカウントを使用すること方法が、必要なすべてのパーミッションにアク
セスするための最も簡単な方法です。
グローバル管理者権限を持つアカウントを使用できない場合、OpenShift Container Platform クラス
ターのインストールに必要な権限を付与するためのロールを作成する必要があります。ほとんどの特権
は常に必要になりますが、デフォルト動作であるインストールプログラムでの vCenter インスタンスへ
の OpenShift Container Platform クラスターが含まれるフォルダーのプロビジョニングを実行する場合
にのみ必要となる特権もあります。必要な特権を付与するには、指定されたオブジェクトに vSphere
ロールを作成するか、またはこれを修正する必要があります。
インストールプログラムが vSphere 仮想マシンフォルダーを作成するために使用される場合には、追加
のロールが必要です。
例1.5 インストールに必要なロールおよび特権
ロールの vSphere オブジェクト
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere vCenter

Always

Cns.Searchable
InventoryService.Tagging.A
ttachTag
InventoryService.Tagging.C
reateCategory
InventoryService.Tagging.C
reateTag
InventoryService.Tagging.D
eleteCategory
InventoryService.Tagging.D
eleteTag
InventoryService.Tagging.E
ditCategory
InventoryService.Tagging.E
ditTag
Sessions.ValidateSession
StorageProfile.View

vSphere vCenter Cluster

Always

Host.Config.Storage
Resource.AssignVMToPool
VApp.AssignResourcePool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk

vSphere Datastore

Always

Datastore.AllocateSpace
Datastore.Browse
Datastore.FileManagement

vSphere ポートグループ

Always

Network.Assign
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必要になる場合

必要な特権

仮想マシンフォルダー

Always

Resource.AssignVMToPool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
ExistingDisk
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk
VirtualMachine.Config.Add
RemoveDevice
VirtualMachine.Config.Adva
ncedConfig
VirtualMachine.Config.Anno
tation
VirtualMachine.Config.CPU
Count
VirtualMachine.Config.Disk
Extend
VirtualMachine.Config.Disk
Lease
VirtualMachine.Config.Edit
Device
VirtualMachine.Config.Mem
ory
VirtualMachine.Config.Rem
oveDisk
VirtualMachine.Config.Rena
me
VirtualMachine.Config.Rese
tGuestInfo
VirtualMachine.Config.Reso
urce
VirtualMachine.Config.Setti
ngs
VirtualMachine.Config.Upgr
adeVirtualHardware
VirtualMachine.Interact.Gue
stControl
VirtualMachine.Interact.Pow
erOff
VirtualMachine.Interact.Pow
erOn
VirtualMachine.Interact.Res
et
VirtualMachine.Inventory.Cr
eate
VirtualMachine.Inventory.Cr
eateFromExisting
VirtualMachine.Inventory.D
elete
VirtualMachine.Provisionin
g.Clone
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

vSphere vCenter Datacenter

インストールプログラムが仮想
マシンフォルダーを作成する場
合

Resource.AssignVMToPool
VApp.Import
VirtualMachine.Config.Add
ExistingDisk
VirtualMachine.Config.Add
NewDisk
VirtualMachine.Config.Add
RemoveDevice
VirtualMachine.Config.Adva
ncedConfig
VirtualMachine.Config.Anno
tation
VirtualMachine.Config.CPU
Count
VirtualMachine.Config.Disk
Extend
VirtualMachine.Config.Disk
Lease
VirtualMachine.Config.Edit
Device
VirtualMachine.Config.Mem
ory
VirtualMachine.Config.Rem
oveDisk
VirtualMachine.Config.Rena
me
VirtualMachine.Config.Rese
tGuestInfo
VirtualMachine.Config.Reso
urce
VirtualMachine.Config.Setti
ngs
VirtualMachine.Config.Upgr
adeVirtualHardware
VirtualMachine.Interact.Gue
stControl
VirtualMachine.Interact.Pow
erOff
VirtualMachine.Interact.Pow
erOn
VirtualMachine.Interact.Res
et
VirtualMachine.Inventory.Cr
eate
VirtualMachine.Inventory.Cr
eateFromExisting
VirtualMachine.Inventory.D
elete
VirtualMachine.Provisionin
g.Clone
Folder.Create
Folder.Delete
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ロールの vSphere オブジェクト

必要になる場合

必要な特権

また、ユーザーには一部の ReadOnly パーミッションが必要であり、一部のロールでは、パーミッショ
ンを子オブジェクトに伝播するパーミッションが必要です。これらの設定は、クラスターを既存のフォ
ルダーにインストールするかどうかによって異なります。
例1.6 必要なパーミッションおよび伝播の設定
vSphere オブジェクト

フォルダータイプ

子への伝播

パーミッションが必要

vSphere vCenter

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Datacenter

既存のフォルダー

False

ReadOnly パーミッ
ション

インストールプログラ
ムがフォルダーを作成
する

True

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Cluster

Always

True

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter
Datastore

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere Switch

Always

False

ReadOnly パーミッ
ション

vSphere ポートグルー
プ

Always

False

必要な特権が一覧表示

vSphere vCenter 仮想
マシンフォルダー

既存のフォルダー

True

必要な特権が一覧表示

必要な権限のみを持つアカウントの作成に関する詳細は、vSphere ドキュメントの vSphere
Permissions and User Management Tasks を参照してください。
OpenShift Container Platform と vMotion の使用

重要
OpenShift Container Platform は通常、コンピュートのみの vMotion をサポートしま
す。Storage vMotion を使用すると問題が発生する可能性があるため、これはサポート
されていません。
Pod で vSphere ボリュームを使用している場合、手動でまたは Storage vMotion を使用して仮想マシン
をデータストア間で移行すると、OpenShift Container Platform 永続ボリューム (PV) オブジェクト内
で無効な参照が発生します。これらの参照により、影響を受ける Pod が起動しなくなり、データが失
われる可能性があります。
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同様に、OpenShift Container Platform は、仮想マシンのプロビジョニング用にデータストアクラス
ターを、または PV の動的または静的プロビジョニング用にデータストアクラスターを使用するか、PV
の動的または静的プロビジョニング用にデータストアクラスターの一部であるデータストアを使用した
VMDK のデータストア間での選択的な移行をサポートしません。
クラスターリソース
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターをデプロイする場合、インストールプログラムは vCenter インスタンスに複数のリ
ソースを作成できる必要があります。
標準的な OpenShift Container Platform インストールでは、以下の vCenter リソースを作成します。
1 フォルダー
1 タグカテゴリー
1 タグ
仮想マシン:
1 テンプレート
1 一時的ブートストラップノード
3 コントロールプレーンノード
3 コンピュートマシン
これらのリソースは 856 GB のストレージを使用しますが、ブートストラップノードはクラスターのイ
ンストールプロセス時に破棄されます。標準クラスターを使用するには、最低 800 GB のストレージが
必要です。
追加のコンピュートマシンをデプロイする場合、OpenShift Container Platform クラスターは追加のス
トレージを使用します。
クラスターの制限
利用可能なリソースはクラスターによって異なります。vCenter 内の予想されるクラスター数は、主に
利用可能なストレージ容量と必要なリソース数の制限によって制限されます。クラスターが作成する
vCenter リソースと、IP アドレスやネットワークなどのクラスターのデプロイに必要なリソースの両方
の制限を考慮してください。
ネットワーク要件
ネットワークに DHCP を使用し、DHCP サーバーが永続 IP アドレスをクラスターマシンに提供するよ
うに設定されていることを確認する必要があります。

注記
インストールが開始するまで、固定 IP アドレスは使用できません。DHCP 範囲を割り当
て、インストール後、割り当てを永続的な IP アドレスに手動で置き換えます。
さらに、OpenShift Container Platform クラスターをインストールする前に以下のネットワークリソー
スを作成する必要があります。

注記
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注記
クラスターの各 OpenShift Container Platform ノードは、DHCP を使用して検出可能な
Network Time Protocol (NTP) サーバーにアクセスできることが推奨されます。NTP
サーバーなしでインストールが可能です。ただし、非同期のサーバークロックによりエ
ラーが発生しますが、NTP サーバーはこのエラーを阻止します。
必要な IP アドレス
インストーラーでプロビジョニングされる vSphere のインストールには、これらの静的 IP アドレスが
必要です。
API アドレスは、クラスター API にアクセスするために使用されます。
Ingress アドレスは、クラスターの Ingress トラフィックに使用されます。
コントロールプレーンノードアドレスは、クラスターをバージョン 4.5 から 4.6 にアップグ
レードするときに使用されます。
OpenShift Container Platform クラスターのインストール時にこれらの IP アドレスをインストールプロ
グラムに指定する必要があります。
DNS レコード
OpenShift Container Platform クラスターをホストする vCenter インスタンスについて 2 つの静的 IP
アドレスの DNS レコードを適切な DNS サーバーに作成する必要があります。各レコードで、
<cluster_name> はクラスター名で、<base_domain> は、クラスターのインストール時に指定するク
ラスターのベースドメインです。完全な DNS レコードは <component>.<cluster_name>.
<base_domain>. の形式を取ります。
表1.20 必要な DNS レコード
コン
ポーネ
ント

レコード

説明

API VIP

api.<cluster_name>.<base_domain>.

この DNS A/AAAA または
CNAME レコードは、コントロー
ルプレーンマシンのロードバラン
サーを参照する必要があります。
このレコードは、クラスター外の
クライアントおよびクラスター内
のすべてのノードで解決できる必
要があります。

Ingress
VIP

*.apps.<cluster_name>.<base_domain>.

Ingress ルーター Pod を実行する
マシンをターゲットにするロード
バランサーを参照するワイルド
カード DNS A/AAAA または
CNAME レコードです。このレ
コードは、クラスター外のクライ
アントおよびクラスター内のすべ
てのノードで解決できる必要があ
ります。

1.3.6. SSH プライベートキーの生成およびエージェントへの追加
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クラスターでインストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要がある場合、ssh-agent とインス
トールプログラムの両方に SSH キーを指定する必要があります。このキーを使用してパブリッククラ
スターのブートストラップマシンにアクセスし、インストールの問題をトラブルシューティングできま
す。

注記
実稼働環境では、障害復旧およびデバッグが必要です。
このキーを使用して、ユーザー core としてマスターノードに対して SSH を実行できます。クラスター
をデプロイする際に、キーは core ユーザーの ~/.ssh/authorized_keys 一覧に追加されます。

注記
AWS キーペア などのプラットフォームに固有の方法で設定したキーではなく、ローカル
キーを使用する必要があります。
手順
1. パスワードなしの認証に設定されている SSH キーがコンピューター上にない場合は、これを作
成します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用するコンピューターで以下のコ
マンドを実行します。
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' \
-f <path>/<file_name> 1
1

~/.ssh/id_rsa などの、新規 SSH キーのパスおよびファイル名を指定します。既存のキー
ペアがある場合は、公開鍵が ~/.ssh ディレクトリーにあることを確認します。

このコマンドを実行すると、指定した場所にパスワードを必要としない SSH キーが生成されま
す。

注記
FIPS で検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーを
使用する OpenShift Container Platform クラスターを x86_64 アーキテクチャー
にインストールする予定の場合は、ed25519 アルゴリズムを使用するキーは作
成しないでください。代わりに、rsa アルゴリズムまたは ecdsa アルゴリズムを
使用するキーを作成します。
2. ssh-agent プロセスをバックグラウンドタスクとして開始します。
$ eval "$(ssh-agent -s)"

出力例
Agent pid 31874

注記
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注記
クラスターが FIPS モードにある場合は、FIPS 準拠のアルゴリズムのみを使用し
て SSH キーを生成します。鍵は RSA または ECDSA のいずれかである必要があ
ります。
3. SSH プライベートキーを ssh-agent に追加します。
$ ssh-add <path>/<file_name> 1

出力例
Identity added: /home/<you>/<path>/<file_name> (<computer_name>)
1

~/.ssh/id_rsa などの、SSH プライベートキーのパスおよびファイル名を指定します。

次のステップ
OpenShift Container Platform をインストールする際に、SSH パブリックキーをインストール
プログラムに指定します。

1.3.7. インストールプログラムの取得
OpenShift Container Platform をインストールする前に、インストールファイルをローカルコンピュー
ターにダウンロードします。
前提条件
500 MB のローカルディスク領域がある Linux または macOS を実行するコンピューターが必要
です。
手順
1. OpenShift Cluster Manager サイトの インフラストラクチャープロバイダー ページにアクセス
します。Red Hat アカウントがある場合は、認証情報を使ってログインします。アカウントが
ない場合はこれを作成します。
2. インフラストラクチャープロバイダーを選択します。
3. 選択するインストールタイプのページに移動し、オペレーティングシステムのインストールプ
ログラムをダウンロードし、ファイルをインストール設定ファイルを保存するディレクトリー
に配置します。

重要
インストールプログラムは、クラスターのインストールに使用するコンピュー
ターにいくつかのファイルを作成します。クラスターのインストール完了後は、
インストールプログラムおよびインストールプログラムが作成するファイルを保
持する必要があります。ファイルはいずれもクラスターを削除するために必要に
なります。

重要
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重要
インストールプログラムで作成されたファイルを削除しても、クラスターがイン
ストール時に失敗した場合でもクラスターは削除されません。クラスターを削除
するには、特定のクラウドプロバイダー用の OpenShift Container Platform のア
ンインストール手順を実行します。
4. インストールプログラムを展開します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用す
るコンピューターで以下のコマンドを実行します。
$ tar xvf openshift-install-linux.tar.gz
5. Red Hat OpenShift Cluster Manager からインストールプルシークレット をダウンロードしま
す。このプルシークレットを使用し、OpenShift Container Platform コンポーネントのコンテ
ナーイメージを提供する Quay.io など、組み込まれた各種の認証局によって提供されるサービ
スで認証できます。

1.3.8. vCenter ルート CA 証明書のシステム信頼への追加
インストールプログラムは vCenter の API へのアクセスが必要であるため、OpenShift Container
Platform クラスターをインストールする前に vCenter の信頼されたルート CA 証明書をシステム信頼に
追加する必要があります。
手順
1. vCenter ホームページから、vCenter のルート CA 証明書をダウンロードします。vSphere
Web Services SDK セクションで、Download trusted root CA certificates をクリックしま
す。<vCenter>/certs/download.zip ファイルがダウンロードされます。
2. vCenter ルート CA 証明書が含まれる圧縮ファイルを展開します。圧縮ファイルの内容は、以
下のファイル構造のようになります。
certs
├── lin
│ ├── 108f4d17.0
│ ├── 108f4d17.r1
│ ├── 7e757f6a.0
│ ├── 8e4f8471.0
│ └── 8e4f8471.r0
├── mac
│ ├── 108f4d17.0
│ ├── 108f4d17.r1
│ ├── 7e757f6a.0
│ ├── 8e4f8471.0
│ └── 8e4f8471.r0
└── win
├── 108f4d17.0.crt
├── 108f4d17.r1.crl
├── 7e757f6a.0.crt
├── 8e4f8471.0.crt
└── 8e4f8471.r0.crl
3 directories, 15 files

3. オペレーティングシステム用のファイルをシステム信頼に追加します。たとえば、Fedora オペ
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3. オペレーティングシステム用のファイルをシステム信頼に追加します。たとえば、Fedora オペ
レーティングシステムで以下のコマンドを実行します。
# cp certs/lin/* /etc/pki/ca-trust/source/anchors
4. システム信頼を更新します。たとえば、Fedora オペレーティングシステムで以下のコマンドを
実行します。
# update-ca-trust extract

1.3.9. インストール設定ファイルの作成
VMware vSphere にインストールする OpenShift Container Platform クラスターをカスタマイズできま
す。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得します。
手順
1. install-config.yaml ファイルを作成します。
a. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、以下のコマンドを実行し
ます。
$ ./openshift-install create install-config --dir <installation_directory> 1
1

<installation_directory> の場合、インストールプログラムが作成するファイルを保存
するためにディレクトリー名を指定します。

重要
空のディレクトリーを指定します。ブートストラップ X.509 証明書などの一
部のインストールアセットの有効期限は短く設定されているため、インス
トールディレクトリーを再利用することができません。別のクラスターイン
ストールの個別のファイルを再利用する必要がある場合は、それらをディレ
クトリーにコピーすることができます。ただし、インストールアセットの
ファイル名はリリース間で変更される可能性があります。インストールファ
イルを以前のバージョンの OpenShift Container Platform からコピーする場
合は注意してコピーを行ってください。
b. プロンプト時に、クラウドの設定の詳細情報を指定します。
i. オプション: クラスターマシンにアクセスするために使用する SSH キーを選択します。

注記
インストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要のある実稼働用
の OpenShift Container Platform クラスターでは、ssh-agent プロセス
が使用する SSH キーを指定します。
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ii. ターゲットに設定するプラットフォームとして vsphere を選択します。
iii. vCenter インスタンスの名前を指定します。
iv. クラスターを作成するのに必要なパーミッションを持つ vCenter アカウントのユー
ザー名およびパスワードを指定します。
インストールプログラムは vCenter インスタンスに接続します。
v. 接続する vCenter インスタンスにあるデータセンターを選択します。
vi. 使用するデフォルトの vCenter データストアを選択します。
vii. OpenShift Container Platform クラスターをインストールする vCenter クラスターを選
択します。インストールプログラムは、vSphere クラスターの root リソースプールを
デフォルトのリソースプールとして使用します。
viii. 設定した仮想 IP アドレスおよび DNS レコードが含まれる vCenter インスタンスの
ネットワークを選択します。
ix. コントロールプレーン API のアクセス用に設定した仮想 IP アドレスを入力します。
x. クラスター Ingress に設定した仮想 IP アドレスを入力します。
xi. ベースドメインを入力します。このベースドメインは、設定した DNS レコードで使用
したものと同じである必要があります。
xii. クラスターの記述名を入力します。クラスター名は、設定した DNS レコードで使用し
たものと同じである必要があります。
xiii. Red Hat OpenShift Cluster Manager からプルシークレット を貼り付けます。
2. install-config.yaml ファイルを変更します。利用可能なパラメーターの詳細については、イン
ストール設定パラメーターセクションを参照してください。
3. install-config.yaml ファイルをバックアップし、複数のクラスターをインストールするのに使
用できるようにします。

重要
install-config.yaml ファイルはインストールプロセス時に使用されます。この
ファイルを再利用する必要がある場合は、この段階でこれをバックアップしてく
ださい。

1.3.9.1. インストール設定パラメーター
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイする前に、クラスターをホストするクラウドプ
ラットフォームでアカウントを記述し、クラスターのプラットフォームをオプションでカスタマイズす
るためにパラメーターの値を指定します。install-config.yaml インストール設定ファイルを作成する際
に、コマンドラインで必要なパラメーターの値を指定します。クラスターをカスタマイズする場
合、install-config.yaml ファイルを変更して、プラットフォームについての詳細情報を指定できます。

注記
インストール後は、これらのパラメーターを install-config.yaml ファイルで変更するこ
とはできません。

重要
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重要
openshift-install コマンドは、パラメーターのフィールド名を検証しません。正しくな
い名前を指定すると、関連するファイルまたはオブジェクトは作成されず、エラーが報
告されません。指定されたパラメーターのフィールド名が正しいことを確認します。
1.3.9.1.1. 必須設定パラメーター
必須のインストール設定パラメーターは、以下の表で説明されています。
表1.21 必須パラメーター
パラメーター

説明

値

apiVersion

install-config.yaml コンテ

文字列

ンツの API バージョン。現在
のバージョンは v1 です。イ
ンストーラーは、古い API
バージョンをサポートするこ
ともできます。

baseDomain

クラウドプロバイダーのベー
スドメイン。ベースドメイン
は、OpenShift Container
Platform クラスターコンポー
ネントへのルートを作成する
ために使用されます。クラス
ターの完全な DNS 名
は、baseDomain と

example.com などの完全修飾ドメインまたはサブ
ドメイン名。

<metadata.name>.
<baseDomain> 形式を使用
する metadata.name パラ
メーターの値の組み合わせで
す。

metadata

Kubernetes リソース
ObjectMeta。ここからは
name パラメーターのみが消
費されます。

オブジェクト

metadata.name

クラスターの名前。クラス
ターの DNS レコードはすべて

小文字いちぶハイフン (- ) の文字列 (dev など)。

{{.metadata.name}}.
{{.baseDomain}} のサブド
メインです。
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パラメーター

説明

値

platform

インストールの実行に使用す
る特定プラットフォームの設
定:
aws、baremetal、azure 、
openstack、ovirt、vspher
e。platform.<platform> パ
ラメーターに関する追加情報
は、以下の表で特定のプラッ
トフォームについて参照して
ください。

オブジェクト

pullSecret

Red Hat OpenShift Cluster
Manager からプルシークレッ
ト を取得して、Quay.io など
のサービスから OpenShift
Container Platform コンポー
ネントのコンテナーイメージ
をダウンロードすることを認
証します。

{
"auths":{
"cloud.openshift.com":{
"auth":"b3Blb=",
"email":"you@example.com"
},
"quay.io":{
"auth":"b3Blb=",
"email":"you@example.com"
}
}
}

1.3.9.1.2. ネットワーク設定パラメーター
既存のネットワークインフラストラクチャーの要件に基づいて、インストール設定をカスタマイズでき
ます。たとえば、クラスターネットワークの IP アドレスブロックを拡張するか、デフォルトとは異な
る IP アドレスブロックを指定できます。
IPv4 アドレスのみがサポートされます。
表1.22 ネットワークパラメーター
パラメーター

説明

値

networking

クラスターのネットワークの設定。

オブジェクト

注記
インストール後に
networking オブ
ジェクトで指定したパ
ラメーターを変更する
ことはできません。
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パラメーター

説明

値

networking.networkT
ype

インストールするクラスターネット
ワークプロバイダー Container
Network Interface (CNI) プラグイン。

OpenShiftSDN または
OVNKubernetes のいずれか。デ
フォルト値は OpenShiftSDN です。

networking.clusterNe
twork

Pod の IP アドレスブロック。

オブジェクトの配列。以下に例を示し
ます。

デフォルト値は 10.128.0.0/14 で、ホ
ストの接頭辞は /23 です。
複数の IP アドレスブロックを指定する
場合は、ブロックが重複しないように
してください。

networking.clusterNe
twork.cidr

networking.clusterNetwork を使用
する場合に必須です。IP アドレスブ
ロック。
IPv4 ネットワーク

CIDR (Classless Inter-Domain
Routing) 表記の IP アドレスブロッ
ク。IPv4 ブロックの接頭辞長は 0 から
32 の間になります。

networking.clusterNe
twork.hostPrefix

それぞれの個別ノードに割り当てるサ
ブネット接頭辞長。たとえ
ば、hostPrefix が 23 に設定される場
合、各ノードに指定の cidr から /23 サ
ブネットが割り当てられま
す。hostPrefix 値の 23 は、510
(2^(32 - 23) - 2) Pod IP アドレスを提
供します。

サブネット接頭辞。

networking.serviceN
etwork

サービスの IP アドレスブロック。デ
フォルト値は 172.30.0.0/16 です。

CIDR 形式の IP アドレスブロックを持
つ配列。以下に例を示します。

OpenShift SDN および OVNKubernetes ネットワークプロバイダー
は、サービスネットワークの単一 IP ア
ドレスブロックのみをサポートしま
す。

networking.machine
Network
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networking:
clusterNetwork:
- cidr: 10.128.0.0/14
hostPrefix: 23

マシンの IP アドレスブロック。
複数の IP アドレスブロックを指定する
場合は、ブロックが重複しないように
してください。

デフォルト値は 23 です。

networking:
serviceNetwork:
- 172.30.0.0/16

オブジェクトの配列。以下に例を示し
ます。

networking:
machineNetwork:
- cidr: 10.0.0.0/16
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パラメーター

説明

値

networking.machine
Network.cidr

networking.machineNetwork を使

CIDR 表記の IP ネットワークブロッ
ク。

用する場合に必須です。IP アドレスブ
ロック。libvirt 以外のすべてのプラッ
トフォームでは、デフォルト値は
10.0.0.0/16 です。libvirt の場合、デ
フォルト値は 192.168.126.0/24 で
す。

例: 10.0.0.0/16

注記
優先される NIC が置
かれている CIDR に一
致する

networking.machin
eNetwork を設定し
ます。

1.3.9.1.3. オプションの設定パラメーター
オプションのインストール設定パラメーターは、以下の表で説明されています。
表1.23 オプションのパラメーター
パラメーター

説明

値

additionalTrustBundl
e

ノードの信頼済み証明書ストアに追加
される PEM でエンコードされた
X.509 証明書バンドル。この信頼バン
ドルは、プロキシーが設定される際に
も使用できます。

文字列

compute

コンピュートノードを設定するマシン
の設定。

machine-pool オブジェクトの配列。
詳細は、以下の Machine-pool の表を
参照してください。

compute.architecture

プール内のマシンの命令セットアーキ
テクチャーを決定します。現時点で異
種クラスターはサポートされていない
ため、すべてのプールが同じアーキテ
クチャーを指定する必要があります。
有効な値は amd64 (デフォルト) で
す。

文字列
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パラメーター

説明

値

compute.hyperthread
ing

コンピュートマシンで同時マルチス
レッドまたは hyperthreading を有
効/無効にするかどうか。デフォルト
では、同時スレッドはマシンのコアの
パフォーマンスを上げるために有効に
されます。

Enabled または Disabled

重要
同時スレッドを無効に
する場合は、容量計画
においてマシンパ
フォーマンスの大幅な
低下が考慮に入れられ
ていることを確認しま
す。

compute.name

compute を使用する場合に必須で

worker

す。マシンプールの名前。

compute.platform

compute を使用する場合に必須で
す。このパラメーターを使用して、
ワーカーマシンをホストするクラウド
プロバイダーを指定します。このパラ
メーターの値は
controlPlane.platform パラメー
ターの値に一致する必要があります。

compute.replicas

controlPlane

controlPlane.architec
ture
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aws、azure 、gcp 、openstack、o
virt、vsphere、または {}

プロビジョニングするコンピュートマ
シン (ワーカーマシンとしても知られ
る) の数。

2 以上の正の整数。デフォルト値は 3

コントロールプレーンを設定するマシ
ンの設定。

MachinePool オブジェクトの配列。

プール内のマシンの命令セットアーキ
テクチャーを決定します。現時点で異
種クラスターはサポートされていない
ため、すべてのプールが同じアーキテ
クチャーを指定する必要があります。
有効な値は amd64 (デフォルト) で
す。

文字列

です。

詳細は、以下の Machine-pool の表を
参照してください。
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パラメーター

説明

値

controlPlane.hyperth
reading

コントロールプレーンマシンで同時マ
ルチスレッドまたは hyperthreading
を有効/無効にするかどうか。デフォ
ルトでは、同時スレッドはマシンのコ
アのパフォーマンスを上げるために有
効にされます。

Enabled または Disabled

重要
同時スレッドを無効に
する場合は、容量計画
においてマシンパ
フォーマンスの大幅な
低下が考慮に入れられ
ていることを確認しま
す。

controlPlane.name

controlPlane を使用する場合に必須

master

です。マシンプールの名前。

controlPlane.platfor
m

controlPlane を使用する場合に必須

controlPlane.replicas

プロビジョニングするコントロールプ
レーンマシンの数。

サポートされる値は 3 のみです (これ
はデフォルト値です)。

credentialsMode

Cloud Credential Operator (CCO)
モード。モードを指定しないと、CCO
は指定された認証情報の機能を動的に
判別しようとします。この場合、複数
のモードがサポートされるプラット
フォームで Mint モードが優先されま
す。

Mint 、Passthrough、Manual、ま
たは空の文字列 ("")。

です。このパラメーターを使用して、
コントロールプレーンマシンをホスト
するクラウドプロバイダーを指定しま
す。このパラメーターの値は
compute.platform パラメーターの
値に一致する必要があります。

aws、azure 、gcp 、openstack、o
virt、vsphere、または {}

注記
すべてのクラウドプロ
バイダーですべての
CCO モードがサポー
トされているわけでは
ありません。CCO
モードの詳細は、Red
Hat Operatorのクラ
ウド認証情報
Operatorを参照して
ください。
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パラメーター

説明

値

fips

FIPS モードを有効または無効にしま
す。デフォルトは false (無効) です。
FIPS モードが有効にされている場合、
OpenShift Container Platform が実行
される Red Hat Enterprise Linux
CoreOS (RHCOS) マシンがデフォル
トの Kubernetes 暗号スイートをバイ
パスし、代わりに RHCOS で提供され
る暗号モジュールを使用します。

false または true

重要
FIPS 検証済み/進行中
のモジュール
(Modules in Process)
暗号ライブラリーの使
用は、x86_64 アーキ
テクチャーの
OpenShift Container
Platform デプロイメン
トでのみサポートされ
ています。

注記
Azure File ストレージ
を使用している場合、
FIPS モードを有効に
することはできませ
ん。
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パラメーター

説明

値

imageContentSource
s

release-image コンテンツのソースお
よびリポジトリー。

オブジェクトの配列。この表の以下の
行で説明されているように、source
およびオプションで mirrors が含まれ
ます。

imageContentSource
s.source

imageContentSources を使用する

文字列

imageContentSource
s.mirrors

同じイメージが含まれる可能性のある
リポジトリーを 1 つ以上指定します。

文字列の配列。

publish

Kubernetes API、OpenShift ルートな
どのクラスターのユーザーに表示され
るエンドポイントをパブリッシュまた
は公開する方法。

Internal または External。デフォル
ト値は External です。

場合に必須です。ユーザーが参照する
リポジトリーを指定します (例: イメー
ジプル仕様)。

このパラメーターを Internal に設定
することは、クラウド以外のプラット
フォームではサポートされません。

重要
フィールドの値が
Internal に設定され
ている場合、クラス
ターは機能しなくなり
ます。詳細
は、BZ#1953035 を
参照してください。

sshKey

クラスターマシンへのアクセスを認証
するための単一または複数の SSH
キー。

注記
インストールのデバッ
グまたは障害復旧を実
行する必要のある実稼
働用の OpenShift
Container Platform ク
ラスターでは、sshagent プロセスが使用
する SSH キーを指定
します。

1 つ以上のキー。以下に例を示しま
す。

sshKey:
<key1>
<key2>
<key3>

1.3.9.1.4. 追加の VMware vSphere 設定パラメーター
追加の VMware vSphere 設定パラメーターは以下の表で説明されています。
表1.24 追加の VMware vSphere クラスターパラメーター
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パラメーター

説明

値

platform.vsphere.vCe
nter

vCenter サーバーの完全修飾ホスト名
または IP アドレス。

文字列

platform.vsphere.use
rname

vCenter インスタンスに接続するため
に使用するユーザー名。このユーザー
には、少なくとも vSphere の 静的ま
たは動的な永続ボリュームのプロビ
ジョニング に必要なロールおよび権限
がなければなりません。

文字列

platform.vsphere.pas
sword

vCenter ユーザー名のパスワード。

文字列

platform.vsphere.dat
acenter

vCenter インスタンスで使用するデー
タセンターの名前。

文字列

platform.vsphere.def
aultDatastore

ボリュームのプロビジョニングに使用
するデフォルトデータストアの名前。

文字列

platform.vsphere.fold
er

オプション。インストールプログラム
が仮想マシンを作成する既存のフォル
ダーの絶対パス。この値を指定しない
場合、インストールプログラムは、
データセンターの仮想マシンフォル
ダーにインフラストラクチャー ID を
使用して名前が付けられるフォルダー
を作成します。

文字列 (例:

platform.vsphere.net
work

設定した仮想 IP アドレスおよび DNS
レコードが含まれる vCenter インスタ
ンスのネットワーク。

文字列

platform.vsphere.clu
ster

OpenShift Container Platform クラス
ターをインストールする vCenter クラ
スター。

文字列

platform.vsphere.api
VIP

コントロールプレーン API のアクセス
用に設定した仮想 IP (VIP) アドレス。

IP アドレス (例: 128.0.0.1)。

platform.vsphere.ing
ressVIP

クラスター Ingress に設定した仮想 IP
(VIP) アドレス。

IP アドレス (例: 128.0.0.1)。

/<datacenter_name>/vm/<folder_
name>/<subfolder_name>)。

1.3.9.1.5. オプションの VMware vSphere マシンプール設定パラメーター
オプションの VMware vSphere マシンプール設定パラメーターは、以下の表で説明されています。
表1.25 オプションの VMware vSphere マシンプールパラメーター
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パラメーター

説明

値

platform.vsphere.clu
sterOSImage

インストーラーが RHCOS イメージを
ダウンロードする場所。ネットワーク
が制限された環境でインストールを実
行するには、このパラメーターを設定
する必要があります。

HTTP または HTTPS の URL (オプ
ションで SHA-256 形式のチェックサ
ムを使用)。例:

platform.vsphere.os
Disk.diskSizeGB

ディスクのサイズ (ギガバイト単位)。

整数

platform.vsphere.cpu
s

仮想マシンを割り当てる仮想プロセッ
サーコアの合計数

整数

platform.vsphere.cor
esPerSocket

仮想マシンのソケットあたりのコア
数。仮想マシンの仮想ソケットの数は
platform.vsphere.cpus/ platform.
vsphere.coresPerSocket になりま
す。デフォルト値は 1 です。

整数

platform.vsphere.me
moryMB

仮想マシンのメモリーのサイズ (メガ
バイト単位)。

整数

https://mirror.openshift.com/ima
ges/rhcos-<version>-vmware.
<architecture>.ova

1.3.9.2. インストーラーでプロビジョニングされる VMware vSphere クラスターの installconfig.yaml ファイルのサンプル
install-config.yaml ファイルをカスタマイズして、OpenShift Container Platform クラスターのプラット
フォームについての詳細を指定するか、または必要なパラメーターの値を変更することができます。
apiVersion: v1
baseDomain: example.com 1
compute: 2
- hyperthreading: Enabled 3
name: worker
replicas: 3
platform:
vsphere: 4
cpus: 2
coresPerSocket: 2
memoryMB: 8192
osDisk:
diskSizeGB: 120
controlPlane: 5
hyperthreading: Enabled 6
name: master
replicas: 3
platform:
vsphere: 7
cpus: 4
coresPerSocket: 2
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memoryMB: 16384
osDisk:
diskSizeGB: 120
metadata:
name: cluster 8
networking:
clusterNetwork:
- cidr: 10.128.0.0/14
hostPrefix: 23
machineNetwork:
- cidr: 10.0.0.0/16
networkType: OpenShiftSDN
serviceNetwork:
- 172.30.0.0/16
platform:
vsphere:
vcenter: your.vcenter.server
username: username
password: password
datacenter: datacenter
defaultDatastore: datastore
folder: folder
network: VM_Network
cluster: vsphere_cluster_name 9
apiVIP: api_vip
ingressVIP: ingress_vip
fips: false
pullSecret: '{"auths": ...}'
sshKey: 'ssh-ed25519 AAAA...'
1

クラスターのベースドメイン。すべての DNS レコードはこのベースのサブドメインである必要が
あり、クラスター名が含まれる必要があります。

2 5 controlPlane セクションは単一マッピングですが、compute セクションはマッピングのシーケン
スになります。複数の異なるデータ構造の要件を満たすには、 compute セクションの最初の行は
ハイフン - で始め、controlPlane セクションの最初の行はハイフンで始めることができません。1
つのコントロールプレーンプールのみが使用されます。
3 6 同時マルチスレッドまたは hyperthreading を有効/無効にするかどうか。デフォルトでは、同時
スレッドはマシンのコアのパフォーマンスを上げるために有効にされます。パラメーター値を
Disabled に設定するとこれを無効にすることができます。一部のクラスターマシンで同時マルチ
スレッドを無効にする場合は、これをすべてのクラスターマシンで無効にする必要があります。

重要
同時スレッドを無効にする場合は、容量計画においてマシンパフォーマンスの大幅
な低下が考慮に入れられていることを確認します。同時マルチスレッドを無効にす
る場合は、マシンで最低でも 8 CPU および 32 GB の RAM を使用する必要がありま
す。
4 7 オプション: コンピュートおよびコントロールプレーンマシンのマシンプールパラメーターの追加
設定を指定します。
8

DNS レコードに指定したクラスター名。
OpenShift Container Platform クラスターをインストールする vSphere クラスター。インストール
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9

OpenShift Container Platform クラスターをインストールする vSphere クラスター。インストール
プログラムは、vSphere クラスターの root リソースプールをデフォルトのリソースプールとして

1.3.9.3. インストール時のクラスター全体のプロキシーの設定
実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ
シーを使用することができます。プロキシー設定を install-config.yaml ファイルで行うことにより、新
規の OpenShift Container Platform クラスターをプロキシーを使用するように設定できます。
前提条件
既存の install-config.yaml ファイルがある。
クラスターがアクセスする必要のあるサイトを確認済みで、それらのいずれかがプロキシーを
バイパスする必要があるかどうかを判別している。デフォルトで、すべてのクラスター egress
トラフィック (クラスターをホストするクラウドについてのクラウドプロバイダー API に対す
る呼び出しを含む) はプロキシーされます。プロキシーを必要に応じてバイパスするために、サ
イトを Proxy オブジェクトの spec.noProxy フィールドに追加している。

注記
Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インストール設定の
networking.machineNetwork[].cidr、networking.clusterNetwork[].cidr、およ
び networking.serviceNetwork[] フィールドの値が設定されます。
Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft
Azure、および Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) へのインストールの場
合、Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インスタンスメタ
データのエンドポイント (169.254.169.254) も設定されます。
手順
1. install-config.yaml ファイルを編集し、プロキシー設定を追加します。以下に例を示します。
apiVersion: v1
baseDomain: my.domain.com
proxy:
httpProxy: http://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 1
httpsProxy: https://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 2
noProxy: example.com 3
additionalTrustBundle: | 4
-----BEGIN CERTIFICATE----<MY_TRUSTED_CA_CERT>
-----END CERTIFICATE----...
1

クラスター外の HTTP 接続を作成するために使用するプロキシー URL。URL スキームは
http である必要があります。

2

クラスター外で HTTPS 接続を作成するために使用するプロキシー URL。

3

プロキシーから除外するための宛先ドメイン名、IP アドレス、または他のネットワーク
CIDR のコンマ区切りの一覧。サブドメインのみと一致するように、ドメインの前に . を
付けます。たとえば、.y.com は x.y.com に一致しますが、 y.com には一致しません。*
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を使用し、すべての宛先のプロキシーをバイパスします。vCenter の IP アドレスと、その
マシンに使用する IP 範囲を含める必要があります。
4

指定されている場合には、インストールプログラムは、openshift-config namespace に
user-ca-bundle という名前の設定魔府を生成して、追加の CA 証明書を保存しま
す。additionalTrustBundle と少なくとも 1 つのプロキシー設定を指定した場合に
は、Proxy オブジェクトは trusted CA フィールドで user-ca-bundle 設定マップを参照
するように設定されます。その後、Cluster Network Operator は、trustedCA パラメー
ターに指定されたコンテンツを RHCOS トラストバンドルにマージする trusted-cabundle 設定マップを作成します。additionalTrustBundle フィールドは、プロキシーの
アイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局によって署名されない限
り必要になります。

注記
インストールプログラムは、プロキシーの readinessEndpoints フィールドをサ
ポートしません。
2. ファイルを保存し、OpenShift Container Platform のインストール時にこれを参照します。
インストールプログラムは、指定の install-config.yaml ファイルのプロキシー設定を使用する cluster
という名前のクラスター全体のプロキシーを作成します。プロキシー設定が指定されていない場
合、cluster Proxy オブジェクトが依然として作成されますが、これには spec がありません。

注記
cluster という名前の Proxy オブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーを作
成することはできません。

1.3.10. ネットワーク設定フェーズ
インストール前にクラスター設定を指定する場合、ネットワーク設定を変更する際に、インストール手
順にはいくつかのフェーズがあります。
フェーズ 1
openshift-install create install-config コマンドを入力した後に、以下のことを実行します。installconfig.yaml ファイルで、以下のネットワーク関連のフィールドをカスタマイズできます。
networking.networkType
networking.clusterNetwork
networking.serviceNetwork
networking.machineNetwork
これらのフィールドの詳細は、インストール設定パラメーターを参照してください。

注記
優先される NIC が置かれている CIDR に一致する
networking.machineNetwork を設定します。
フェーズ 2
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openshift-install create manifests コマンドを入力した後に、以下のことを実行します。高度な
ネットワーク設定を指定する必要がある場合、このフェーズで、変更するフィールドのみでカスタ
マイズされた Cluster Network Operator マニフェストを定義できます。
フェーズ 2 で、install-config.yaml ファイルのフェーズ 1 で指定した値を上書きすることはできませ
ん。ただし、フェーズ 2 ではクラスターネットワークプロバイダーをさらにカスタマイズできます。

1.3.11. 高度なネットワーク設定の指定
高度な設定のカスタマイズを使用し、クラスターネットワークプロバイダーの追加設定を指定して、ク
ラスターを既存のネットワーク環境に統合することができます。高度なネットワーク設定は、クラス
ターのインストール前にのみ指定することができます。

重要
インストールプロブラムで作成される OpenShift Container Platform マニフェストファ
イルの変更はサポートされていません。以下の手順のように、作成するマニフェスト
ファイルを適用することがサポートされています。
前提条件
install-config.yaml ファイルを作成し、これに対する変更を完了します。
手順
1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、マニフェストを作成します。
$ ./openshift-install create manifests --dir <installation_directory>
ここでは、以下のようになります。
<installation_directory>
クラスターの install-config.yaml ファイルが含まれるディレクトリーの名前を指定しま
す。
2. cluster-network-03-config.yml という名前の、高度なネットワーク設定用のスタブマニフェス
トファイルを <installation_directory>/manifests/ ディレクトリーに作成します。
$ cat <<EOF > <installation_directory>/manifests/cluster-network-03-config.yml
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
EOF
ここでは、以下のようになります。
<installation_directory>
クラスターの manifests/ ディレクトリーが含まれるディレクトリー名を指定します。
3. エディターで cluster-network-03-config.yml ファイルを開き、以下の例のようにクラスター
の高度なネットワーク設定を指定します。
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OpenShift SDN ネットワークプロバイダーに異なる VXLAN ポートを指定します。
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
defaultNetwork:
openshiftSDNConfig:
vxlanPort: 4800
4. cluster-network-03-config.yml ファイルを保存し、テキストエディターを終了します。
5. オプション: manifests/cluster-network-03-config.yml ファイルをバックアップします。イン
ストールプログラムは、クラスターの作成時に manifests/ ディレクトリーを削除します。

1.3.12. Cluster Network Operator (CNO) の設定
クラスターネットワークの設定は、Cluster Network Operator (CNO) 設定の一部として指定さ
れ、cluster という名前のカスタムリソース (CR) オブジェクトに保存されます。CR は
operator.openshift.io API グループの Network API のフィールドを指定します。
CNO 設定は、Network.config.openshift.io API グループの Network API からクラスターのインストー
ル時に以下のフィールドを継承し、これらのフィールドは変更できません。
clusterNetwork
Pod IP アドレスの割り当てに使用する IP アドレスプール。
serviceNetwork
サービスの IP アドレスプール。
defaultNetwork.type
OpenShift SDN または OVN-Kubernetes などのクラスターネットワークプロバイダー。
defaultNetwork オブジェクトのフィールドを cluster という名前の CNO オブジェクトに設定すること
により、クラスターのクラスターネットワークプロバイダー設定を指定できます。

1.3.12.1. Cluster Network Operator 設定オブジェクト
Cluster Network Operator (CNO) のフィールドは以下の表で説明されています。
表1.26 Cluster Network Operator 設定オブジェクト
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フィールド

タイプ

説明

metadata.name

string

CNO オブジェクトの名前。この名前は常に cluster です。
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フィールド

タイプ

説明

spec.clusterNet
work

array

Pod ID アドレスの割り当て、サブネット接頭辞の長さのクラス
ター内の個別ノードへの割り当てに使用される IP アドレスのブ
ロックを指定する一覧です。以下に例を示します。

spec:
clusterNetwork:
- cidr: 10.128.0.0/19
hostPrefix: 23
- cidr: 10.128.32.0/19
hostPrefix: 23
この値は読み取り専用であり、install-config.yaml ファイル
に指定されます。

spec.serviceNet
work

array

サービスの IP アドレスのブロック。OpenShift SDN および
OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) ネットワー
クプロバイダーは、サービスネットワークの単一 IP アドレスブ
ロックのみをサポートします。以下に例を示します。

spec:
serviceNetwork:
- 172.30.0.0/14
この値は読み取り専用であり、install-config.yaml ファイル
に指定されます。

spec.defaultNet
work

object

クラスターネットワークの Container Network Interface (CNI)
ネットワークプロバイダーを設定します。

spec.kubeProxy
Config

object

このオブジェクトのフィールドは、kube-proxy 設定を指定しま
す。OVN-Kubernetes クラスターネットワークプロバイダーを
使用している場合、kube-proxy 設定は機能しません。

defaultNetwork オブジェクト設定
defaultNetwork オブジェクトの値は、以下の表で定義されます。
表1.27 defaultNetwork オブジェクト
フィールド

タイプ

説明
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フィールド

タイプ

説明

type

string

OpenShiftSDN または OVNKubernetes のいずれ
か。クラスターネットワークプロバイダーはインス
トール時に選択されます。この値は、クラスターの
インストール後は変更できません。

注記
OpenShift Container Platform はデ
フォルトで、OpenShift SDN
Container Network Interface (CNI)
クラスターネットワークプロバイ
ダーを使用します。

openshiftSDNConfig

object

このオブジェクトは OpenShift SDN クラスターネッ
トワークプロバイダーにのみ有効です。

ovnKubernetesConfig

object

このオブジェクトは OVN-Kubernetes クラスター
ネットワークプロバイダーにのみ有効です。

OpenShift SDN CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定
以下の表は、OpenShift SDN Container Network Interface (CNI) クラスターネットワークプロバイダー
の設定フィールドについて説明しています。
表1.28 openshiftSDNConfig オブジェクト
フィールド

タイプ

説明

mode

string

OpenShift SDN のネットワーク分離モードを設定します。デ
フォルト値は NetworkPolicy です。

Multitenant および Subnet の値は、OpenShift Container
Platform 3.x との後方互換性を維持するために利用できますが、
その使用は推奨されていません。この値は、クラスターのイン
ストール後は変更できません。
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フィールド

タイプ

説明

mtu

integer

VXLAN オーバーレイネットワークの最大転送単位 (MTU)。これ
は、プライマリーネットワークインターフェイスの MTU に基づ
いて自動的に検出されます。通常、検出された MTU を上書きす
る必要はありません。
自動検出した値が予想される値ではない場合は、ノード上のプ
ライマリーネットワークインターフェイスの MTU が正しいこと
を確認します。このオプションを使用して、ノード上のプライ
マリーネットワークインターフェイスの MTU 値を変更すること
はできません。
クラスターで異なるノードに異なる MTU 値が必要な場合、この
値をクラスター内の最小の MTU 値よりも 50 小さく設定する必
要があります。たとえば、クラスター内の一部のノードでは
MTU が 9001 であり、MTU が 1500 のクラスターもある場合に
は、この値を 1450 に設定する必要があります。
この値は、クラスターのインストール後は変更できません。

vxlanPort

integer

すべての VXLAN パケットに使用するポート。デフォルト値は
4789 です。この値は、クラスターのインストール後は変更でき
ません。
別の VXLAN ネットワークの一部である既存ノードと共に仮想化
環境で実行している場合は、これを変更する必要がある可能性
があります。たとえば、OpenShift SDN オーバーレイを
VMware NSX-T 上で実行する場合は、両方の SDN が同じデフォ
ルトの VXLAN ポート番号を使用するため、VXLAN の別のポー
トを選択する必要があります。
Amazon Web Services (AWS) では、VXLAN にポート 9000 と
ポート 9999 間の代替ポートを選択できます。

OpenShift SDN 設定の例
defaultNetwork:
type: OpenShiftSDN
openshiftSDNConfig:
mode: NetworkPolicy
mtu: 1450
vxlanPort: 4789
OVN-Kubernetes CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定
以下の表は OVN-Kubernetes CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定フィールドについて説明
しています。
表1.29 ovnKubernetesConfig object
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フィールド

タイプ

説明

mtu

integer

Geneve (Generic Network Virtualization Encapsulation) オー
バーレイネットワークの MTU (maximum transmission unit)。こ
れは、プライマリーネットワークインターフェイスの MTU に基
づいて自動的に検出されます。通常、検出された MTU を上書き
する必要はありません。
自動検出した値が予想される値ではない場合は、ノード上のプ
ライマリーネットワークインターフェイスの MTU が正しいこと
を確認します。このオプションを使用して、ノード上のプライ
マリーネットワークインターフェイスの MTU 値を変更すること
はできません。
クラスターで異なるノードに異なる MTU 値が必要な場合、この
値をクラスター内の最小の MTU 値よりも 100 小さく設定する
必要があります。たとえば、クラスター内の一部のノードでは
MTU が 9001 であり、MTU が 1500 のクラスターもある場合に
は、この値を 1400 に設定する必要があります。
この値は、クラスターのインストール後は変更できません。

genevePort

integer

すべての Geneve パケットに使用するポート。デフォルト値は
6081 です。この値は、クラスターのインストール後は変更でき
ません。

OVN-Kubernetes 設定の例
defaultNetwork:
type: OVNKubernetes
ovnKubernetesConfig:
mtu: 1400
genevePort: 6081
kubeProxyConfig オブジェクト設定
kubeProxyConfig オブジェクトの値は以下の表で定義されます。
表1.30 kubeProxyConfig オブジェクト
フィールド
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フィールド

タイプ

説明

iptablesSyncPeriod

string

iptables ルールの更新期間。デフォルト値は 30s で
す。有効な接尾辞には、s、m、および h などが含ま
れ、これらについては、Go time パッケージ ドキュ
メントで説明されています。

注記
OpenShift Container Platform 4.3 以
降で強化されたパフォーマンスの向
上により、iptablesSyncPeriod パ
ラメーターを調整する必要はなくな
りました。

proxyArguments.iptablesmin-sync-period

array

iptables ルールを更新する前の最小期間。この
フィールドにより、更新の頻度が高くなり過ぎない
ようにできます。有効な接尾辞には、s、m、および
h などが含まれ、これらについては、Go time パッ
ケージ で説明されています。デフォルト値:

kubeProxyConfig:
proxyArguments:
iptables-min-sync-period:
- 0s

1.3.13. クラスターのデプロイ
互換性のあるクラウドプラットフォームに OpenShift Container Platform をインストールできます。

重要
インストールプログラムの create cluster コマンドは、初期インストール時に 1 回だけ
実行できます。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得します。
手順
1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、クラスターのデプロイメント
を初期化します。
$ ./openshift-install create cluster --dir <installation_directory> \ 1
--log-level=info 2
1

<installation_directory> については、カスタマイズした ./install-config.yaml ファイルの
場所を指定します。

異なるインストールの詳細情報を表示するには、info ではなく、warn、debug、または
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2

異なるインストールの詳細情報を表示するには、info ではなく、warn、debug、または
error を指定します。
クラスターのデプロイメントが完了すると、Web コンソールへのリンクや kubeadmin
ユーザーの認証情報を含む、クラスターにアクセスするための指示がターミナルに表示さ
れます。

...
INFO Install complete!
INFO To access the cluster as the system:admin user when using 'oc', run 'export
KUBECONFIG=/home/myuser/install_dir/auth/kubeconfig'
INFO Access the OpenShift web-console here: https://console-openshiftconsole.apps.mycluster.example.com
INFO Login to the console with user: "kubeadmin", and password: "4vYBz-Ee6gm-ymBZj-Wt5AL"
INFO Time elapsed: 36m22s
+

注記
クラスターアクセスおよび認証情報の情報は、インストールが正常に実行される際に
<installation_directory>/.openshift_install.log に出力されます。
+

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経過
すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書を更新
する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再起動する
と、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外として、
kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明書署名要求
(CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロールプレーン証明書
の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメントを参照してくださ
い。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にローテー
ションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用することを
お勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用することにより、イン
ストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの失敗を回避できま
す。
+

重要
インストールプログラム、またはインストールプログラムが作成するファイルを削除す
ることはできません。これらはいずれもクラスターを削除するために必要になります。

1.3.14. バイナリーのダウンロードによる OpenShift CLI のインストール

コマンドラインインターフェイスを使用して OpenShift Container Platform と対話するために CLI (oc)
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コマンドラインインターフェイスを使用して OpenShift Container Platform と対話するために CLI (oc)
をインストールすることができます。oc は Linux、Windows、または macOS にインストールできま
す。

重要
以前のバージョンの oc をインストールしている場合、これを使用して OpenShift
Container Platform 4.6 のすべてのコマンドを実行することはできません。新規バージョ
ンの oc をダウンロードし、インストールします。

1.3.14.1. Linux への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Linux にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Linux Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファイ
ルを保存します。
4. アーカイブを展開します。
$ tar xvzf <file>
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに配置します。
PATH を確認するには、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.3.14.2. Windows への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Windows にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Windows Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. ZIP プログラムでアーカイブを解凍します。
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに移動します。
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PATH を確認するには、コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行します。
C:\> path
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
C:\> oc <command>

1.3.14.3. macOC への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを macOS にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 MacOSX Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. アーカイブを展開し、解凍します。
5. oc バイナリーをパスにあるディレクトリーに移動します。
PATH を確認するには、ターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.3.15. CLI の使用によるクラスターへのログイン
クラスター kubeconfig ファイルをエクスポートし、デフォルトシステムユーザーとしてクラスターに
ログインできます。kubeconfig ファイルには、クライアントを正しいクラスターおよび API サーバー
に接続するために CLI で使用されるクラスターについての情報が含まれます。このファイルはクラス
ターに固有のファイルであり、OpenShift Container Platform のインストール時に作成されます。
前提条件
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイしていること。
oc CLI をインストールしていること。
手順
1. kubeadmin 認証情報をエクスポートします。
$ export KUBECONFIG=<installation_directory>/auth/kubeconfig 1
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1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2. エクスポートされた設定を使用して、oc コマンドを正常に実行できることを確認します。
$ oc whoami

出力例
system:admin

1.3.16. レジストリーストレージの作成
クラスターのインストール後に、レジストリー Operator のストレージを作成する必要があります。

1.3.16.1. インストール時に削除されたイメージレジストリー
共有可能なオブジェクトストレージを提供しないプラットフォームでは、OpenShift イメージレジスト
リー Operator 自体が Removed としてブートストラップされます。これにより、openshift-installer
がそれらのプラットフォームタイプでのインストールを完了できます。
インストール後に、イメージレジストリー Operator 設定を編集して managementState を Removed
から Managed に切り替える必要があります。

注記
Prometheus コンソールは、以下のような ImageRegistryRemoved アラートを提供しま
す。
"Image Registry has been removed.ImageStreamTags, BuildConfigs and
DeploymentConfigs which reference ImageStreamTags may not work as expected.スト
レージを設定して、configs.imageregistry.operator.openshift.io を編集して設定を
Managed 状態に更新してください。

1.3.16.2. イメージレジストリーストレージの設定
イメージレジストリー Operator は、デフォルトストレージを提供しないプラットフォームでは最初は
利用できません。インストール後に、レジストリー Operator を使用できるようにレジストリーをスト
レージを使用するように設定する必要があります。
実稼働クラスターに必要な永続ボリュームの設定についての手順が示されます。該当する場合、空の
ディレクトリーをストレージの場所として設定する方法が表示されます。これは、実稼働以外のクラス
ターでのみ利用できます。
アップグレード時に Recreate ロールアウトストラテジーを使用して、イメージレジストリーがブロッ
クストレージタイプを使用することを許可するための追加の手順が提供されます。
1.3.16.2.1. VMware vSphere のレジストリーストレージの設定
クラスター管理者は、インストール後にレジストリーをストレージを使用できるように設定する必要が
あります。
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前提条件
クラスター管理者のパーミッション。
VMware vSphere 上のクラスター。
Red Hat OpenShift Container Storage などのクラスターのプロビジョニングされた永続スト
レージ。

重要
OpenShift Container Platform は、1 つのレプリカのみが存在する場合にイメー
ジレジストリーストレージの ReadWriteOnce アクセスをサポートします。2 つ
以上のレプリカで高可用性をサポートするイメージレジストリーをデプロイする
には、ReadWriteMany アクセスが必要です。
100Gi の容量が必要です。

重要
テストにより、NFS サーバーを RHEL でコアサービスのストレージバックエンドとして
使用することに関する問題が検出されています。これには、OpenShift Container レジス
トリーおよび Quay、メトリクスストレージの Prometheus、およびロギングストレージ
の Elasticsearch が含まれます。そのため、コアサービスで使用される PV をサポートす
るために RHEL NFS を使用することは推奨されていません。
他の NFS の実装ではこれらの問題が検出されない可能性があります。OpenShift
Container Platform コアコンポーネントに対して実施された可能性のあるテストに関す
る詳細情報は、個別の NFS 実装ベンダーにお問い合わせください。
手順
1. レジストリーをストレージを使用できるように設定するには、configs.imageregistry/cluster
リソースの spec.storage.pvc を変更します。

注記
共有ストレージを使用する場合は、外部からアクセスを防ぐためにセキュリ
ティー設定を確認します。
2. レジストリー Pod がないことを確認します。
$ oc get pod -n openshift-image-registry

注記
ストレージタイプが emptyDIR の場合、レプリカ数が 1 を超えることはありま
せん。
3. レジストリー設定を確認します。
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io
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出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

claim フィールドを空のままにし、image-registry-storage PVC の自動作成を可能にしま
す。

4. clusteroperator ステータスを確認します。
$ oc get clusteroperator image-registry
1.3.16.2.2. VMware vSphere のブロックレジストリーストレージの設定
イメージレジストリーがクラスター管理者によるアップグレード時に vSphere Virtual Machine Disk
(VMDK) などのブロックストレージタイプを使用できるようにするには、Recreate ロールアウトスト
ラテジーを使用できます。

重要
ブロックストレージボリュームはサポートされますが、実稼働クラスターでのイメージ
レジストリーと併用することは推奨されません。レジストリーに複数のレプリカを含め
ることができないため、ブロックストレージにレジストリーが設定されているインス
トールに高可用性はありません。
手順
1. イメージレジストリーストレージをブロックストレージタイプとして設定するには、レジスト
リーが Recreate ロールアウトストラテジーを使用し、1 レプリカのみで実行されるように、レ
ジストリーにパッチを適用します。
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec":
{"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'
2. ブロックストレージデバイスの PV をプロビジョニングし、そのボリュームの PVC を作成しま
す。要求されたブロックボリュームは ReadWriteOnce (RWO) アクセスモードを使用します。
a. 以下の内容で pvc.yaml ファイルを作成して VMware vSphere PersistentVolumeClaim オ
ブジェクトを定義します。
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: image-registry-storage 1
namespace: openshift-image-registry 2
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce 3
resources:
requests:
storage: 100Gi 4
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1

PersistentVolumeClaim オブジェクトを表す一意の名前。

2

PersistentVolumeClaim オブジェクトの namespace (openshift-image-registry)。

3

永続ボリューム要求 (PVC) のアクセスモード。ReadWriteOnce では、ボリュームは
単一ノードによって読み取り/書き込みパーミッションでマウントできます。

4

永続ボリューム要求 (PVC) のサイズ。

b. ファイルから PersistentVolumeClaim オブジェクトを作成します。
$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
3. 正しい PVC を参照するようにレジストリー設定を編集します。
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

カスタム PVC を作成すると、image-registry-storage PVC のデフォルトの自動作成の
claim フィールドを空のままにすることができます。

正しい PVC を参照するようにレジストリーストレージを設定する方法については、vSphere のレジス
トリーの設定 を参照してください。

1.3.17. VMware vSphere ボリュームのバックアップ
OpenShift Container Platform は、自由にクラスターないのノードにあるボリュームをアタッチした
り、アタッチ解除できるように、個別の永続ディスクとして新規ボリュームをプロビジョニングしま
す。そのため、スナップショットを使用するボリュームはバックアップしたり、スナップショットから
ボリュームを復元したりすることはできません。詳細は、スナップショットの制限 を参照してくださ
い。

手順
永続ボリュームのバックアップを作成すには、以下を実行します。
1. 永続ボリュームを使用しているアプリケーションを停止します。
2. 永続ボリュームのクローンを作成します。
3. アプリケーションを再起動します。
4. クローンを作成したボリュームのバックアップを作成します。
5. クローンを作成したボリュームを削除します。

1.3.18. OpenShift Container Platform の Telemetry アクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターのヘルスと更新の成功に関するメトリクスを提供
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OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターのヘルスと更新の成功に関するメトリクスを提供
するためにデフォルトで実行される Telemetry サービスには、インターネットアクセスが必要です。ク
ラスターがインターネットに接続されている場合、Telemetry は自動的に実行され、クラスターは
OpenShift Cluster Manager に登録されます。
OpenShift Cluster Manager インベントリーが正常である (Telemetry によって自動的に維持、または
OpenShift Cluster Manager を使用して手動で維持) ことを確認した後に、subscription watch を使用 し
て、アカウントまたはマルチクラスターレベルで OpenShift Container Platform サブスクリプションを
追跡します。
関連情報
Telemetry サービスの詳細は、リモートヘルスモニターリング について参照してください。

1.3.19. 次のステップ
クラスターをカスタマイズ します。
必要な場合は、リモートの健全性レポートをオプトアウト することができます。
レジストリーをセットアップし、レジストリーストレージを設定します。

1.4. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使
用した VSPHERE へのクラスターのインストール
OpenShift Container Platform バージョン 4.6 では、プロビジョニングする VMware vSphere インフラ
ストラクチャーにクラスターをインストールできます。

重要
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのインストールする
手順は、例としてのみ提供されます。独自にプロビジョニングするインフラストラク
チャーでクラスターをインストールするには、vSphere プラットフォームおよび
OpenShift Container Platform のインストールプロセスについて理解している必要があり
ます。ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのインストー
ル手順をガイドとして使用します。他の方法で必要なリソースを作成することもできま
す。

1.4.1. 前提条件
クラスターの 永続ストレージ をプロビジョニングします。プライベートイメージレジストリー
をデプロイするには、ストレージで ReadWriteMany アクセスモードを指定する必要がありま
す。
OpenShift Container Platform のインストールおよび更新 プロセスについての詳細を確認しま
す。
インストールを完了するには、vSphere ホストに Red Hat Enterprise Linux CoreOS(RHCOS)
OVA をアップロードする必要があります。このプロセスを完了するマシンには、vCenter およ
び ESXi ホストのポート 443 にアクセスできる必要があります。ポート 443 にアクセスできる
ことを確認している。

ファイアウォールを使用する場合は、ポート 443 にアクセスできることを管理者に確認してい

105

OpenShift Container Platform 4.6 vSphere へのインストール

ファイアウォールを使用する場合は、ポート 443 にアクセスできることを管理者に確認してい
る。インストールを成功させるには、コントロールプレーンノードがポート 443 で vCenter お
よび ESXi ホストに到達できる必要があります。
ファイアウォールを使用する場合、クラスターがアクセスを必要とする サイトを許可するよう
にファイアウォールを設定 する必要があります。

注記
プロキシーを設定する場合は、このサイト一覧も確認してください。

1.4.2. OpenShift Container Platform のインターネットアクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターをインストールするためにインターネットアクセ
スが必要になります。
インターネットへのアクセスは以下を実行するために必要です。
OpenShift Cluster Manager にアクセスし、インストールプログラムをダウンロードし、サブス
クリプション管理を実行します。クラスターにインターネットアクセスがあり、Telemetry を
無効にしない場合、そのサービスは有効なサブスクリプションでクラスターを自動的に使用し
ます。
クラスターのインストールに必要なパッケージを取得するために Quay.io にアクセスします。
クラスターの更新を実行するために必要なパッケージを取得します。

重要
クラスターでインターネットに直接アクセスできない場合、プロビジョニングする一部
のタイプのインフラストラクチャーでネットワークが制限されたインストールを実行で
きます。このプロセスで、必要なコンテンツをダウンロードし、これを使用してミラー
レジストリーにクラスターのインストールおよびインストールプログラムの生成に必要
なパッケージを設定します。インストールタイプによっては、クラスターのインストー
ル環境でインターネットアクセスが不要となる場合があります。クラスターを更新する
前に、ミラーレジストリーのコンテンツを更新します。

1.4.3. VMware vSphere インフラストラクチャーの要件
使用するコンポーネントの要件を満たす VMware vSphere バージョン 6 または 7 インスタンスに
OpenShift Container Platform クラスターをインストールする必要があります。
表1.31 VMware コンポーネントのサポートされる vSphere の最小バージョン
コンポーネント

サポートされる最小バージョン

説明

ハイパーバイザー

vSphere 6.5 以降 (HW バージョン
13)

このバージョンは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) がサポートする最小
バージョンです。Red Hat
Enterprise Linux 8 でサポートさ
れるハイパーバイザーの一覧 を参
照してください。
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コンポーネント

サポートされる最小バージョン

説明

ストレージおよび In-tree ドライ
バー

vSphere 6.5 以降

このプラグインは、OpenShift
Container Platform に含まれる
vSphere の In-tree ストレージド
ライバーを使用して vSphere スト
レージを作成します。

オプション: Networking(NSX-T)

vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2 以降

OpenShift Container Platform に
は vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2+ が必要です。VMware の
NSX Container Plug-in (NCP)
3.0.2 は OpenShift Container
Platform 4.6 および NSX-T 3.x+
で認定されています。

vSphere バージョン 6.5 インスタンスを使用している場合は、OpenShift Container Platform をインス
トールする前に 6.7U3 または 7.0 にアップグレードすることを検討してください。

重要
OpenShift Container Platform をインストールする前に、ESXi ホストの時間が同期され
ていることを確認する必要があります。VMware ドキュメントの Edit Time
Configuration for a Host を参照してください。

1.4.4. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する場
合のクラスターのマシン要件
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを含むクラスターの場合、必要なマ
シンすべてをデプロイする必要があります。

1.4.4.1. 必要なマシン
最小の OpenShift Container Platform クラスターでは以下のホストが必要です。
1 つの一時的なブートストラップマシン
3 つのコントロールプレーン、またはマスター、マシン
少なくとも 2 つのコンピュートマシン (ワーカーマシンとしても知られる)。

注記
クラスターでは、ブートストラップマシンが OpenShift Container Platform クラスター
を 3 つのコントロールプレーンマシンにデプロイする必要があります。クラスターのイ
ンストール後にブートストラップマシンを削除できます。

重要
クラスターの高可用性を維持するには、これらのクラスターマシンについて別個の物理
ホストを使用します。
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ブートストラップおよびコントロールプレーンマシンでは、Red Hat Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) をオペレーティングシステムとして使用する必要があります。ただし、コンピュートマシン
は Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) または Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 のいずれか
を選択できます。
RHCOS は Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 をベースとしており、そのハードウェア認定および要件
が継承されることに注意してください。Red Hat Enterprise Linux テクノロジーの機能と制限 を参照し
てください。

重要
すべての仮想マシンは、インストーラーと同じデータストアおよびフォルダーになけれ
ばなりません。

1.4.4.2. ネットワーク接続の要件
すべての Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンでは、起動時に initramfs のネットワーク
がマシン設定サーバーから Ignition 設定ファイルをフェッチする必要があります。初回の起動時に、
Ignition 設定ファイルをダウンロードできるようネットワーク接続を確立するために、マシンには
DHCP サーバーまたはその静的 IP アドレスが設定されている必要になります。さらに、クラスター内
の各 OpenShift Container Platform ノードは Network Time Protocol (NTP) サーバーにアクセスできる
必要があります。DHCP サーバーが NTP サーバー情報を提供する場合、Red Hat Enterprise Linux
CoreOS (RHCOS) マシンの chrony タイムサービスは情報を読み取り、NTP サーバーとクロックを同期
できます。

1.4.4.3. 最小リソース要件
それぞれのクラスターマシンは、以下の最小要件を満たしている必要があります。
マシン

オペレーティ
ングシステム

vCPU [1]

仮想 RAM

ストレージ

IOPS [2]

ブートスト
ラップ

RHCOS

4

16 GB

100 GB

300

コントロール
プレーン

RHCOS

4

16 GB

100 GB

300

Compute

RHCOS または
RHEL 7.9

2

8 GB

100 GB

300

1. 1 vCPU は、同時マルチスレッド (SMT) またはハイパースレッディングが有効にされていない
場合に 1 つの物理コアと同等です。これが有効にされている場合、以下の数式を使用して対応
する比率を計算します: (コアごとのスレッド × コア数) × ソケット数 = vCPU
2. OpenShift Container Platform および Kubernetes はディスクのパフォーマンスに敏感であり、
特に 10 ms p99 fsync 期間を必要とするコントロールプレーンノード上の etcd については、高
速ストレージが推奨されます。多くのクラウドプラットフォームでは、ストレージサイズと
IOPS スケールが一緒にあるため、十分なパフォーマンスを得るためにストレージボリュームの
割り当てが必要になる場合があります。

1.4.4.4. 証明書署名要求の管理
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ユーザーがプロビジョニングするインフラストラクチャーを使用する場合、クラスターの自動マシン管
理へのアクセスは制限されるため、インストール後にクラスターの証明書署名要求 (CSR) のメカニズム
を提供する必要があります。kube-controller-manager は kubelet クライアント CSR のみを承認しま
す。machine-approver は、kubelet 認証情報を使用して要求される提供証明書の有効性を保証できま
せん。適切なマシンがこの要求を発行したかどうかを確認できないためです。kubelet 提供証明書の要
求の有効性を検証し、それらを承認する方法を判別し、実装する必要があります。

1.4.5. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターをデプロイする前に、基礎となるインフラストラクチャーを作成する必要がありま
す。
前提条件
クラスターでサポートするインフラストラクチャーを作成する前に、OpenShift Container
Platform 4.x のテスト済みインテグレーション ページを参照してください。
手順
1. 各ノードに DHCP を設定するか、または静的 IP アドレスを設定します。
2. 必要なロードバランサーをプロビジョニングします。
3. マシンのポートを設定します。
4. DNS を設定します。
5. ネットワーク接続を確認します。

1.4.5.1. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのネットワーク要件
すべての Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンでは、起動時に initramfs のネットワーク
がマシン設定サーバーから Ignition 設定をフェッチする必要があります。
初回の起動時に、Ignition 設定ファイルをダウンロードできるようネットワーク接続を確立するため
に、マシンには DHCP サーバーまたはその静的 IP アドレスが設定されている必要があります。
クラスターのマシンを長期間管理するために DHCP サーバーを使用することが推奨されています。
DHCP サーバーが永続 IP アドレスおよびホスト名をクラスターマシンに提供するように設定されてい
ることを確認します。
Kubernetes API サーバーはクラスターマシンのノード名を解決できる必要があります。API サーバーお
よびワーカーノードが異なるゾーンに置かれている場合、デフォルトの DNS 検索ゾーンを、API サー
バーでノード名を解決できるように設定することができます。もう 1 つの実行可能な方法として、ノー
ドオブジェクトとすべての DNS 要求の両方において、ホストを完全修飾ドメイン名で常に参照するこ
とができます。
マシン間のネットワーク接続を、クラスターのコンポーネントが通信できるように設定する必要があり
ます。すべてのマシンではクラスターの他のすべてのマシンのホスト名を解決できる必要があります。
表1.32 すべてのマシンに対応するすべてのマシン
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プロトコル

ポート

説明

ICMP

該当なし

ネットワーク到達性のテスト

TCP

1936

メトリクス

9000- 9999

ホストレベルのサービス。 ポート 9100- 9101 のノードエ
クスポーター、ポート 9099 の Cluster Version Operator が
含まれます。

10250 - 10259

Kubernetes が予約するデフォルトポート

10256

openshift-sdn

4789

VXLAN および Geneve

6081

VXLAN および Geneve

9000- 9999

ポート 9100- 9101 のノードエクスポーターを含む、ホスト
レベルのサービス。

30000 - 32767

Kubernetes ノードポート

UDP

TCP/UDP

表1.33 コントロールプレーンへのすべてのマシン
プロトコル

ポート

説明

TCP

6443

Kubernetes API

表1.34 コントロールプレーンマシンへのコントロールプレーンマシン
プロトコル

ポート

説明

TCP

2379- 2380

etcd サーバーおよびピアポート

ネットワークトポロジー要件
クラスター用にプロビジョニングするインフラストラクチャーは、ネットワークトポロジーの以下の要
件を満たす必要があります。

重要
OpenShift Container Platform では、すべてのノードが、プラットフォームコンテナーの
イメージをプルし、Telemetry データを Red Hat に提供するためにインターネットへの
直接のアクセスが必要です。
ロードバランサー
OpenShift Container Platform をインストールする前に、以下の要件を満たす 2 つのロードバランサー
をプロビジョニングする必要があります。
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1. API ロードバランサー: プラットフォームと対話およびプラットフォームを設定するためのユー
ザー向けの共通のエンドポイントを提供します。以下の条件を設定します。
Layer 4 の負荷分散のみ。これは、Raw TCP、SSL パススルー、または SSL ブリッジモー
ドと呼ばれます。SSL ブリッジモードを使用する場合は、API ルートの Server Name
Indication (SNI) を有効にする必要があります。
ステートレス負荷分散アルゴリズム。オプションは、ロードバランサーの実装によって異
なります。

重要
API ロードバランサーのセッションの永続性は設定しないでください。
ロードバランサーのフロントとバックの両方で以下のポートを設定します。
表1.35 API ロードバランサー
ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

6443

22623

内部

外部

ブートストラップおよびコントロー
ルプレーン。ブートストラップマシ
ンがクラスターのコントロールプ
レーンを初期化した後に、ブートス
トラップマシンをロードバランサー
から削除します。API サーバーのヘル
スチェックプローブの /readyz エン
ドポイントを設定する必要がありま
す。

X

X

ブートストラップおよびコントロー
ルプレーン。ブートストラップマシ
ンがクラスターのコントロールプ
レーンを初期化した後に、ブートス
トラップマシンをロードバランサー
から削除します。

X

説明

Kubernetes
API サー
バー

マシン設定
サーバー

注記
ロードバランサーは、API サーバーが /readyz エンドポイントをオフにしてから
プールから API サーバーインスタンスを削除するまで最大 30 秒かかるように設
定する必要があります。/readyz の後の時間枠内でエラーが返されたり、正常に
なったりする場合は、エンドポイントが削除または追加されているはずです。5
秒または 10 秒ごとにプローブし、2 つの正常な要求が正常な状態になり、3 つの
要求が正常な状態になりません。これらは十分にテストされた値です。
2. Application Ingress ロードバランサー: クラスター外から送られるアプリケーショントラフィッ
クの Ingress ポイントを提供します。以下の条件を設定します。
Layer 4 の負荷分散のみ。これは、Raw TCP、SSL パススルー、または SSL ブリッジモー
ドと呼ばれます。SSL ブリッジモードを使用する場合は、Ingress ルートの Server Name
Indication (SNI) を有効にする必要があります。
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選択可能なオプションやプラットフォーム上でホストされるアプリケーションの種類に基
づいて、接続ベースの永続化またはセッションベースの永続化が推奨されます。
ロードバランサーのフロントとバックの両方で以下のポートを設定します。
表1.36 アプリケーション Ingress ロードバランサー
ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

443

80

内部

外部

説明

デフォルトで Ingress ルーター Pod、
コンピュート、またはワーカーを実
行するマシン。

X

X

HTTPS ト
ラフィック

デフォルトで Ingress ルーター Pod、
コンピュート、またはワーカーを実
行するマシン。

X

X

HTTP トラ
フィック

ヒント
クライアントの実際の IP アドレスがロードバランサーによって確認できる場合、ソースの IP ベースの
セッション永続化を有効にすると、エンドツーエンドの TLS 暗号化を使用するアプリケーションのパ
フォーマンスを強化できます。

注記
Ingress ルーターの作業用の設定が OpenShift Container Platform クラスターに必要で
す。コントロールプレーンの初期化後に Ingress ルーターを設定する必要があります。
Ethernet アダプターのハードウェアアドレス要件
クラスターの仮想マシンをプロビジョニングする場合、各仮想マシンに設定されたイーサネットイン
ターフェイスは VMware Organizationally Unique Identifier (OUI) 割り当て範囲から MAC アドレスを使
用する必要があります。
00:05:69:00:00:00 - 00:05:69:FF:FF:FF
00:0c:29:00:00:00 - 00:0c:29:FF:FF:FF
00:1c:14:00:00:00 - 00:1c:14:FF:FF:FF
00:50:56:00:00:00 - 00:50:56:FF:FF:FF
VMware OUI 外の MAC アドレスが使用される場合、クラスターのインストールは成功しません。
NTP 設定
OpenShift Container Platform クラスターは、デフォルトでパブリック Network Time Protocol (NTP)
サーバーを使用するように設定されます。ローカルのエンタープライズ NTP サーバーを使用する必要
があるか、またはクラスターが切断されたネットワークにデプロイされている場合は、特定のタイム
サーバーを使用するようにクラスターを設定できます。詳細は、chrony タイムサービスの設定 のド
キュメントを参照してください。
DHCP サーバーが NTP サーバー情報を提供する場合、Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マ
シンの chrony タイムサービスは情報を読み取り、NTP サーバーとクロックを同期できます。
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関連情報
chrony タイムサービスの設定

1.4.5.2. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの DNS 要件
DNS は、名前解決および逆引き名前解決に使用されます。DNS A/AAAA または CNAME レコードは名
前解決に使用され、PTR レコードは逆引き名前解決に使用されます。逆引きレコードは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) は逆引きレコードを使用してすべてのノードのホスト名を設定する
ために重要です。さらに、逆引きレコードは、OpenShift Container Platform が動作するために必要な
証明書署名要求 (CSR) を生成するために使用されます。
以下の DNS レコードは、ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用す
る OpenShift Container Platform クラスターに必要です。各レコードで、 <cluster_name> はクラス
ター名で、<base_domain> は、install-config.yaml ファイルに指定するクラスターのベースドメイン
です。完全な DNS レコードは <component>.<cluster_name>.<base_domain>. の形式を取ります。
表1.37 必要な DNS レコード
コン
ポーネ
ント

レコード

説明

Kuberne
tes API

api.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコード、および DNS PTR
レコードを、コントロールプレーンマシンのロードバラン
サーを特定するために追加します。これらのレコードは、
クラスター外のクライアントおよびクラスター内のすべて
のノードで解決できる必要があります。

api-int.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコード、および DNS PTR
レコードを、コントロールプレーンマシンのロードバラン
サーを特定するために追加します。これらのレコードは、
クラスター内のすべてのノードで解決できる必要がありま
す。

重要
API サーバーは、 Kubernetes に記録される
ホスト名でワーカーノードを解決できる必
要があります。API サーバーがノード名を
解決できない場合、プロキシーされる API
呼び出しが失敗し、Pod からログを取得で
きなくなる可能性があります。

ルート

*.apps.<cluster_name>.
<base_domain>.

デフォルトでワーカーノードの Ingress ルーター Pod を実
行するマシンをターゲットにするロードバランサーを参照
するワイルドカード DNS A/AAAA または CNAME レコード
を追加します。これらのレコードは、クラスター外のクラ
イアントおよびクラスター内のすべてのノードで解決でき
る必要があります。
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コン
ポーネ
ント

レコード

説明

ブート
スト
ラップ

bootstrap.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコードおよび DNS PTR レ
コードを、ブートストラップマシンを特定するために追加
します。これらのレコードは、クラスター内のノードで解
決できる必要があります。

マス
ターホ
スト

<master><n>.
<cluster_name>.
<base_domain>.

コントロールプレーンノード (別名マスターノード) の各マ
シンを識別するための DNS A/AAAA または CNAME レコー
ドと DNS PTR レコード。これらのレコードは、クラスター
内のノードで解決できる必要があります。

ワー
カーホ
スト

<worker><n>.
<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコードおよび DNS PTR レ
コードを、ワーカーノードの各マシンを特定するために追
加します。これらのレコードは、クラスター内のノードで
解決できる必要があります。

ヒント
nslookup <hostname> コマンドを使用して、名前解決を確認することができます。dig -x
<ip_address> コマンドを使用して、PTR レコードの逆引き名前解決を確認できます。
BIND ゾーンファイルの以下の例は、名前解決の A レコードの例を示しています。この例の目的は、必
要なレコードを表示することです。この例では、特定の名前解決サービスを選択するためのアドバイス
を提供することを目的としていません。
例1.7 DNS ゾーンデータベースのサンプル
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
IN MX 10 smtp.example.com.
;
;
ns1 IN A 192.168.1.5
smtp IN A 192.168.1.5
;
helper IN A 192.168.1.5
helper.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; The api identifies the IP of your load balancer.
api.ocp4 IN A 192.168.1.5
api-int.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; The wildcard also identifies the load balancer.
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*.apps.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; Create an entry for the bootstrap host.
bootstrap.ocp4 IN A 192.168.1.96
;
; Create entries for the master hosts.
master0.ocp4 IN A 192.168.1.97
master1.ocp4 IN A 192.168.1.98
master2.ocp4 IN A 192.168.1.99
;
; Create entries for the worker hosts.
worker0.ocp4 IN A 192.168.1.11
worker1.ocp4 IN A 192.168.1.7
;
;EOF

以下の BIND ゾーンファイルの例では、逆引き名前解決の PTR レコードの例を示しています。
例1.8 逆引きレコードの DNS ゾーンデータベースの例
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
;
; The syntax is "last octet" and the host must have an FQDN
; with a trailing dot.
97 IN PTR master0.ocp4.example.com.
98 IN PTR master1.ocp4.example.com.
99 IN PTR master2.ocp4.example.com.
;
96 IN PTR bootstrap.ocp4.example.com.
;
5 IN PTR api.ocp4.example.com.
5 IN PTR api-int.ocp4.example.com.
;
11 IN PTR worker0.ocp4.example.com.
7 IN PTR worker1.ocp4.example.com.
;
;EOF

1.4.6. SSH プライベートキーの生成およびエージェントへの追加
クラスターでインストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要がある場合、ssh-agent とインス
トールプログラムの両方に SSH キーを指定する必要があります。このキーを使用してパブリッククラ
スターのブートストラップマシンにアクセスし、インストールの問題をトラブルシューティングできま
す。

注記
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注記
実稼働環境では、障害復旧およびデバッグが必要です。
このキーを使用して、ユーザー core としてマスターノードに対して SSH を実行できます。クラスター
をデプロイする際に、キーは core ユーザーの ~/.ssh/authorized_keys 一覧に追加されます。

注記
AWS キーペア などのプラットフォームに固有の方法で設定したキーではなく、ローカル
キーを使用する必要があります。
手順
1. パスワードなしの認証に設定されている SSH キーがコンピューター上にない場合は、これを作
成します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用するコンピューターで以下のコ
マンドを実行します。
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' \
-f <path>/<file_name> 1
1

~/.ssh/id_rsa などの、新規 SSH キーのパスおよびファイル名を指定します。既存のキー
ペアがある場合は、公開鍵が ~/.ssh ディレクトリーにあることを確認します。

このコマンドを実行すると、指定した場所にパスワードを必要としない SSH キーが生成されま
す。

注記
FIPS で検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーを
使用する OpenShift Container Platform クラスターを x86_64 アーキテクチャー
にインストールする予定の場合は、ed25519 アルゴリズムを使用するキーは作
成しないでください。代わりに、rsa アルゴリズムまたは ecdsa アルゴリズムを
使用するキーを作成します。
2. ssh-agent プロセスをバックグラウンドタスクとして開始します。
$ eval "$(ssh-agent -s)"

出力例
Agent pid 31874

注記
クラスターが FIPS モードにある場合は、FIPS 準拠のアルゴリズムのみを使用し
て SSH キーを生成します。鍵は RSA または ECDSA のいずれかである必要があ
ります。
3. SSH プライベートキーを ssh-agent に追加します。
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$ ssh-add <path>/<file_name> 1

出力例
Identity added: /home/<you>/<path>/<file_name> (<computer_name>)
1

~/.ssh/id_rsa などの、SSH プライベートキーのパスおよびファイル名を指定します。

次のステップ
OpenShift Container Platform をインストールする際に、SSH パブリックキーをインストール
プログラムに指定します。クラスターを独自にプロビジョニングするインフラストラクチャー
にインストールする場合は、このキーをクラスターのマシンに指定する必要があります。

1.4.7. インストールプログラムの取得
OpenShift Container Platform をインストールする前に、インストールファイルをローカルコンピュー
ターにダウンロードします。
前提条件
500 MB のローカルディスク領域がある Linux または macOS を実行するコンピューターが必要
です。
手順
1. OpenShift Cluster Manager サイトの インフラストラクチャープロバイダー ページにアクセス
します。Red Hat アカウントがある場合は、認証情報を使ってログインします。アカウントが
ない場合はこれを作成します。
2. インフラストラクチャープロバイダーを選択します。
3. 選択するインストールタイプのページに移動し、オペレーティングシステムのインストールプ
ログラムをダウンロードし、ファイルをインストール設定ファイルを保存するディレクトリー
に配置します。

重要
インストールプログラムは、クラスターのインストールに使用するコンピュー
ターにいくつかのファイルを作成します。クラスターのインストール完了後は、
インストールプログラムおよびインストールプログラムが作成するファイルを保
持する必要があります。ファイルはいずれもクラスターを削除するために必要に
なります。

重要
インストールプログラムで作成されたファイルを削除しても、クラスターがイン
ストール時に失敗した場合でもクラスターは削除されません。クラスターを削除
するには、特定のクラウドプロバイダー用の OpenShift Container Platform のア
ンインストール手順を実行します。

4. インストールプログラムを展開します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用す
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4. インストールプログラムを展開します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用す
るコンピューターで以下のコマンドを実行します。
$ tar xvf openshift-install-linux.tar.gz
5. Red Hat OpenShift Cluster Manager からインストールプルシークレット をダウンロードしま
す。このプルシークレットを使用し、OpenShift Container Platform コンポーネントのコンテ
ナーイメージを提供する Quay.io など、組み込まれた各種の認証局によって提供されるサービ
スで認証できます。

1.4.8. インストール設定ファイルの手動作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform のインストールでは、インストール設定ファイルを手動で生成します。
前提条件
OpenShift Container Platform インストーラープログラムおよびクラスターのアクセストーク
ンを取得します。
手順
1. 必要なインストールアセットを保存するためのインストールディレクトリーを作成します。
$ mkdir <installation_directory>

重要
ディレクトリーを作成する必要があります。ブートストラップ X.509 証明書な
どの一部のインストールアセットの有効期限は短く設定されているため、インス
トールディレクトリーを再利用することができません。別のクラスターインス
トールの個別のファイルを再利用する必要がある場合は、それらをディレクト
リーにコピーすることができます。ただし、インストールアセットのファイル名
はリリース間で変更される可能性があります。インストールファイルを以前の
バージョンの OpenShift Container Platform からコピーする場合は注意してコ
ピーを行ってください。
2. 以下の install-config.yaml ファイルテンプレートをカスタマイズし、これを
<installation_directory> に保存します。

注記
この設定ファイル install-config.yaml に名前を付ける必要があります。
3. install-config.yaml ファイルをバックアップし、複数のクラスターをインストールするのに使
用できるようにします。

重要
install-config.yaml ファイルは、インストールプロセスの次の手順で使用されま
す。この時点でこれをバックアップする必要があります。
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1.4.8.1. VMware vSphere のサンプル install-config.yaml ファイル
install-config.yaml ファイルをカスタマイズして、OpenShift Container Platform クラスターのプラッ
トフォームについての詳細を指定するか、または必要なパラメーターの値を変更することができます。
apiVersion: v1
baseDomain: example.com 1
compute:
- hyperthreading: Enabled 2 3
name: worker
replicas: 0 4
controlPlane:
hyperthreading: Enabled 5 6
name: master
replicas: 3 7
metadata:
name: test 8
platform:
vsphere:
vcenter: your.vcenter.server 9
username: username 10
password: password 11
datacenter: datacenter 12
defaultDatastore: datastore 13
folder: "/<datacenter_name>/vm/<folder_name>/<subfolder_name>" 14
fips: false 15
pullSecret: '{"auths": ...}' 16
sshKey: 'ssh-ed25519 AAAA...' 17
1

クラスターのベースドメイン。すべての DNS レコードはこのベースのサブドメインである必要が
あり、クラスター名が含まれる必要があります。

2 5 controlPlane セクションは単一マッピングですが、コンピュートセクションはマッピングのシー
ケンスになります。複数の異なるデータ構造の要件を満たすには、 compute セクションの最初の
行はハイフン - で始め、controlPlane セクションの最初の行はハイフンで始めることができませ
ん。どちらのセクションも、現時点では単一のマシンプールを定義しますが、OpenShift
Container Platform の今後のバージョンでは、インストール時の複数のコンピュートプールの定義
をサポートする可能性があります。1 つのコントロールプレーンプールのみが使用されます。
3 6 同時マルチスレッドまたは hyperthreading を有効/無効にするかどうか。デフォルトでは、同時
スレッドはマシンのコアのパフォーマンスを上げるために有効にされます。パラメーター値を
Disabled に設定するとこれを無効にすることができます。一部のクラスターマシンで同時マルチ
スレッドを無効にする場合は、これをすべてのクラスターマシンで無効にする必要があります。

重要
同時スレッドを無効にする場合は、容量計画においてマシンパフォーマンスの大幅
な低下が考慮に入れられていることを確認します。同時マルチスレッドを無効にす
る場合は、マシンで最低でも 8 CPU および 32 GB の RAM を使用する必要がありま
す。
4

replicas パラメーターの値を 0 に設定する必要があります。このパラメーターはクラスターが作
成し、管理するワーカーの数を制御します。これは、ユーザーによってプロビジョニングされるイ
ンフラストラクチャーを使用する場合にクラスターが実行しない機能です。OpenShift Container
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ンフラストラクチャーを使用する場合にクラスターが実行しない機能です。OpenShift Container
Platform のインストールが終了する前に、クラスターが使用するワーカーマシンを手動でデプロ
イする必要があります。
7

クラスターに追加するコントロールプレーンマシンの数。クラスターをこの値をクラスターの
etcd エンドポイント数として使用するため、値はデプロイするコントロールプレーンマシンの数
に一致する必要があります。

8

DNS レコードに指定したクラスター名。

9

vCenter サーバーの完全修飾ホスト名または IP アドレス。

10

サーバーにアクセスするユーザーの名前。このユーザーには、少なくとも vSphere の 静的または
動的な永続ボリュームのプロビジョニング に必要なロールおよび権限がなければなりません。

11

vSphere ユーザーに関連付けられたパスワード。

12

vSphere データセンター。

13

使用するデフォルトの vSphere データストア。

14

オプション: インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーの場合、インス
トールプログラムが仮想マシンを作成する既存フォルダーの絶対パス (例:
/<datacenter_name>/vm/<folder_name>/<subfolder_name>)。この値を指定しない場合、イン
ストールプログラムは、データセンターの仮想マシンフォルダーにインフラストラクチャー ID を
使用して名前が付けられる上位レベルのフォルダーを作成します。クラスターのインフラストラク
チャーを提供する場合は、このパラメーターを省略します。

15

FIPS モードを有効または無効にするかどうか。デフォルトでは、FIPS モードは有効にされませ
ん。FIPS モードが有効にされている場合、OpenShift Container Platform が実行される Red Hat
Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンがデフォルトの Kubernetes 暗号スイートをバイパス
し、代わりに RHCOS で提供される暗号モジュールを使用します。

重要
FIPS 検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーの使用
は、x86_64 アーキテクチャーの OpenShift Container Platform デプロイメントで
のみサポートされています。
16

OpenShift Cluster Manager から取得したプルシークレット。このプルシークレットを使用し、
OpenShift Container Platform コンポーネントのコンテナーイメージを提供する Quay.io など、組
み込まれた各種の認証局によって提供されるサービスで認証できます。

17

Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) の core ユーザーのデフォルト SSH キーの公開部分。

1.4.8.2. インストール時のクラスター全体のプロキシーの設定
実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ
シーを使用することができます。プロキシー設定を install-config.yaml ファイルで行うことにより、新
規の OpenShift Container Platform クラスターをプロキシーを使用するように設定できます。
前提条件
既存の install-config.yaml ファイルがある。
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クラスターがアクセスする必要のあるサイトを確認済みで、それらのいずれかがプロキシーを
バイパスする必要があるかどうかを判別している。デフォルトで、すべてのクラスター egress
トラフィック (クラスターをホストするクラウドについてのクラウドプロバイダー API に対す
る呼び出しを含む) はプロキシーされます。プロキシーを必要に応じてバイパスするために、サ
イトを Proxy オブジェクトの spec.noProxy フィールドに追加している。

注記
Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インストール設定の
networking.machineNetwork[].cidr、networking.clusterNetwork[].cidr、およ
び networking.serviceNetwork[] フィールドの値が設定されます。
Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft
Azure、および Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) へのインストールの場
合、Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インスタンスメタ
データのエンドポイント (169.254.169.254) も設定されます。
手順
1. install-config.yaml ファイルを編集し、プロキシー設定を追加します。以下に例を示します。
apiVersion: v1
baseDomain: my.domain.com
proxy:
httpProxy: http://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 1
httpsProxy: https://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 2
noProxy: example.com 3
additionalTrustBundle: | 4
-----BEGIN CERTIFICATE----<MY_TRUSTED_CA_CERT>
-----END CERTIFICATE----...
1

クラスター外の HTTP 接続を作成するために使用するプロキシー URL。URL スキームは
http である必要があります。

2

クラスター外で HTTPS 接続を作成するために使用するプロキシー URL。

3

プロキシーから除外するための宛先ドメイン名、IP アドレス、または他のネットワーク
CIDR のコンマ区切りの一覧。サブドメインのみと一致するように、ドメインの前に . を
付けます。たとえば、.y.com は x.y.com に一致しますが、 y.com には一致しません。*
を使用し、すべての宛先のプロキシーをバイパスします。vCenter の IP アドレスと、その
マシンに使用する IP 範囲を含める必要があります。

4

指定されている場合には、インストールプログラムは、openshift-config namespace に
user-ca-bundle という名前の設定魔府を生成して、追加の CA 証明書を保存しま
す。additionalTrustBundle と少なくとも 1 つのプロキシー設定を指定した場合に
は、Proxy オブジェクトは trusted CA フィールドで user-ca-bundle 設定マップを参照
するように設定されます。その後、Cluster Network Operator は、trustedCA パラメー
ターに指定されたコンテンツを RHCOS トラストバンドルにマージする trusted-cabundle 設定マップを作成します。additionalTrustBundle フィールドは、プロキシーの
アイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局によって署名されない限
り必要になります。

注記
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注記
インストールプログラムは、プロキシーの readinessEndpoints フィールドをサ
ポートしません。
2. ファイルを保存し、OpenShift Container Platform のインストール時にこれを参照します。
インストールプログラムは、指定の install-config.yaml ファイルのプロキシー設定を使用する cluster
という名前のクラスター全体のプロキシーを作成します。プロキシー設定が指定されていない場
合、cluster Proxy オブジェクトが依然として作成されますが、これには spec がありません。

注記
cluster という名前の Proxy オブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーを作
成することはできません。

1.4.9. Kubernetes マニフェストおよび Ignition 設定ファイルの作成
一部のクラスター定義ファイルを変更し、クラスターマシンを手動で起動する必要があるため、クラス
ターがマシンを作成するために必要な Kubernetes マニフェストと Ignition 設定ファイルを生成する必
要があります。
インストール設定ファイルは Kubernetes マニフェストに変換されます。マニフェストは Ignition 設定
ファイルにラップされます。これはクラスターを作成するために後に使用されます。

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経過
すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書を更新
する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再起動する
と、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外として、
kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明書署名要求
(CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロールプレーン証明書
の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメントを参照してくださ
い。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にローテー
ションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用することを
お勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用することにより、イン
ストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの失敗を回避できま
す。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラムを取得していること。
install-config.yaml インストール設定ファイルを作成していること。
手順
1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、クラスターの Kubernetes マニ
フェストを生成します。
$ ./openshift-install create manifests --dir <installation_directory> 1
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1

<installation_directory> については、作成した install-config.yaml ファイルが含まれる
インストールディレクトリーを指定します。

2. コントロールプレーンマシンおよびコンピュートマシンセットを定義する Kubernetes マニフェ
ストファイルを削除します。
$ rm -f openshift/99_openshift-cluster-api_master-machines-*.yaml openshift/99_openshiftcluster-api_worker-machineset-*.yaml
これらのリソースを独自に作成および管理するため、それらを初期化する必要はありません。
マシンセットファイルを保存して、マシン API を使用してコンピュートマシンを作成する
ことができますが、環境に合わせてそれらへの参照を更新する必要があります。
3. <installation_directory>/manifests/cluster-scheduler-02-config.yml Kubernetes マニフェス
トファイルの mastersSchedulable パラメーターが false に設定されていることを確認しま
す。この設定により、Pod がコントロールプレーンマシンにスケジュールされなくなります。
a. <installation_directory>/manifests/cluster-scheduler-02-config.yml ファイルを開きま
す。
b. mastersSchedulable パラメーターを見つけ、これが false に設定されていることを確認し
ます。
c. ファイルを保存し、終了します。
4. Ignition 設定ファイルを作成するには、インストールプログラムが含まれるディレクトリーから
以下のコマンドを実行します。
$ ./openshift-install create ignition-configs --dir <installation_directory> 1
1

<installation_directory> については、同じインストールディレクトリーを指定します。

以下のファイルはディレクトリーに生成されます。
.
├── auth
│ ├── kubeadmin-password
│ └── kubeconfig
├── bootstrap.ign
├── master.ign
├── metadata.json
└── worker.ign

1.4.10. インフラストラクチャー名の抽出
Ignition 設定ファイルには、VMware vSphere でクラスターを一意に識別するために使用できる一意の
クラスター ID が含まれます。クラスター ID を仮想マシンフォルダーの名前として使用する予定がある
場合、これを抽出する必要があります。
前提条件

OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
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OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得している。
クラスターの Ignition 設定ファイルを生成している。
jq パッケージをインストールしている。
手順
Ignition 設定ファイルメタデータからインフラストラクチャー名を抽出し、表示するには、以下
のコマンドを実行します。
$ jq -r .infraID <installation_directory>/metadata.json 1
<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

1

出力例
openshift-vw9j6 1
このコマンドの出力はクラスター名とランダムな文字列です。

1

1.4.11. vSphere での Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンの作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーが含まれるクラスターを VMware
vSphere にインストールする前に、それが使用する RHCOS マシンを vSphere ホストに作成する必要が
あります。
前提条件
クラスターの Ignition 設定ファイルを取得している。
お使いのコンピューターからアクセスでき、作成するマシンがアクセスできる HTTP サーバー
へのアクセス権がある。
vSphere クラスター を作成している。
手順
1. <installation_directory>/bootstrap.ign という名前のインストールプログラムが作成したブー
トストラップ Ignition 設定ファイルを HTTP サーバーにアップロードします。このファイルの
URL をメモします。
2. ブートストラップノードの以下の二次的な Ignition 設定ファイル
を、<installation_directory>/merge-bootstrap.ign としてコンピューターに保存します。
{
"ignition": {
"config": {
"merge": [
{
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"source": "<bootstrap_ignition_config_url>", 1
"verification": {}
}
]
},
"timeouts": {},
"version": "3.1.0"
},
"networkd": {},
"passwd": {},
"storage": {},
"systemd": {}
}
1

ホストしているブートストラップの Ignition 設定ファイルの URL を指定します。

ブートストラップマシンの仮想マシン (VM) を作成する場合に、この Ignition 設定ファイルを使
用します。
3. インストールプログラムにより作成された次の Ignition 設定ファイルを見つけます。
<installation_directory>/master.ign
<installation_directory>/worker.ign
<installation_directory>/merge-bootstrap.ign
4. Ignition 設定ファイルを Base64 エンコーディングに変換します。この手順の後半で、これらの
ファイルを VM の追加の設定パラメーター guestinfo.ignition.config.data に追加する必要があ
ります。
たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用する場合、 base64 コマンドを使用してファ
イルをエンコードできます。
$ base64 -w0 <installation_directory>/master.ign > <installation_directory>/master.64
$ base64 -w0 <installation_directory>/worker.ign > <installation_directory>/worker.64
$ base64 -w0 <installation_directory>/merge-bootstrap.ign > <installation_directory>/mergebootstrap.64

重要
インストールの完了後にコンピュートマシンをさらにクラスターに追加する予定
の場合には、これらのファイルを削除しないでください。
5. RHCOS OVA イメージを取得します。イメージは RHCOS イメージミラー ページで入手できま
す。

重要
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重要
RHCOS イメージは OpenShift Container Platform の各リリースごとに変更され
ない可能性があります。インストールする OpenShift Container Platform バー
ジョンと等しいか、それ以下のバージョンの内で最も新しいバージョンのイメー
ジをダウンロードする必要があります。利用可能な場合は、OpenShift
Container Platform バージョンに一致するイメージのバージョンを使用します。
ファイル名には、rhcos-vmware.<architecture>.ova 形式の OpenShift Container Platform の
バージョン番号が含まれます。
6. vSphere クライアントで、仮想マシンを保管するフォルダーをデータセンターに作成します。
a. VMs and Templates ビューをクリックします。
b. データセンターの名前を右クリックします。
c. New Folder → New VM and Template Folder をクリックします。
d. 表示されるウィンドウで、フォルダー名を入力します。install-config.yaml ファイルに既
存のフォルダーを指定していない場合には、インフラストラクチャー ID と同じ名前を持つ
フォルダーを作成します。このフォルダー名を使用すると、vCenter はその Workspace 設
定に適した場所にあるストレージを動的にプロビジョニングします。
7. vSphere クライアントで、OVA イメージのテンプレートを作成してから、必要に応じてテンプ
レートのクローンを作成します。

注記
以下の手順では、テンプレートを作成してから、すべてのクラスターマシンのテ
ンプレートのクローンを作成します。次に、仮想マシンのプロビジョニング時に
クローン作成されたマシンタイプの Ignition 設定ファイルの場所を指定します。
a. Hosts and Clusters タブで、クラスターの名前を右クリックし、Deploy OVF Template を
選択します。
b. Select an OVF タブで、ダウンロードした RHCOS OVA ファイルの名前を指定します。
c. Select a name and folder タブで、Template-RHCOS などの Virtual machine name をテ
ンプレートに設定します。vSphere クラスターの名前をクリックし、直前の手順で作成し
たフォルダーを選択します。
d. Select a compute resource タブで、vSphere クラスターの名前をクリックします。
e. Select storage タブで、仮想マシンのストレージオプションを設定します。
ストレージ設定に応じて、Thin Provision または Thick Provision を選択します。
install-config.yaml ファイルで指定したデータストアを選択します。
f. Select network タブで、クラスターに設定したネットワークを指定します (ある場合)。
g. OVF テンプレートの作成時には、Customize template タブで値を指定したり、テンプ
レートに追加の設定をしないようにしてください。

重要
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重要
元の仮想マシンテンプレートは開始しないでください。仮想マシンテンプ
レートは停止した状態でなければなりません。また、新規 RHCOS マシン用
にクローン作成する必要があります。仮想マシンテンプレートを起動する
と、仮想マシンテンプレートがプラットフォームの仮想マシンとして設定さ
れるので、これをマシンセットで設定を適用できるテンプレートとして使用
できなくなります。
8. テンプレートがデプロイされた後に、マシンの仮想マシンをクラスターにデプロイします。
a. テンプレートの名前を右クリックし、Clone → Clone to Virtual Machineをクリックしま
す。
b. Select a name and folder タブで、仮想マシンの名前を指定します。control-plane-0 また
は compute-1 などのように、マシンタイプを名前に含めることができるかもしれません。
c. Select a name and folder タブで、クラスターに作成したフォルダーの名前を選択しま
す。
d. Select a compute resource タブで、データセンター内のホストの名前を選択します。
ブートストラップマシンについては、ホストしているブートストラップの Ignition 設定ファ
イルの URL を指定します。
e. オプション: Select storage タブで、ストレージオプションをカスタマイズします。
f. Select clone options で、Customize this virtual machine's hardware を選択します。
g. Customize hardware タブで、VM Options → Advanced をクリックします。
オプション: vSphere でデフォルトの DHCP ネットワークを上書きします。静的 IP
ネットワークを有効にするには、以下を実行します。
i. 静的 IP 設定を行います。
$ export IPCFG="ip=<ip>::<gateway>:<netmask>:<hostname>:<iface>:none
nameserver=srv1 [nameserver=srv2 [nameserver=srv3 [...]]]"

コマンドの例
$ export IPCFG="ip=192.168.100.101::192.168.100.254:255.255.255.0:::none
nameserver=8.8.8.8"
ii. vSphere で OVA から仮想マシンを起動する前
に、guestinfo.afterburn.initrd.network-kargs プロパティーを設定します。
$ govc vm.change -vm "<vm_name>" -e "guestinfo.afterburn.initrd.networkkargs=${IPCFG}"
オプション: クラスターのパフォーマンスに問題が生じる場合は、Latency Sensitivity
一覧から High を選択します。VM の CPU とメモリーの予約に次の値があることを確
認してください。
メモリー予約値は、設定されたメモリーサイズと同じである必要があります。

CPU 予約値は、低レイテンシー仮想 CPU の数に、実際に測定された物理 CPU 速
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CPU 予約値は、低レイテンシー仮想 CPU の数に、実際に測定された物理 CPU 速
度で乗算した数を最低でも指定する必要があります。
Edit Configuration をクリックし、Configuration Parameters ウィンドウで Add
Configuration Params をクリックします。以下のパラメーター名および値を定義しま
す。
guestinfo.ignition.config.data: この手順で先程作成した、base-64 でエンコード
されたファイルを見つけて、このマシンタイプに関する base-64 でエンコードさ
れた Ignition 設定ファイルの内容を貼り付けます。
guestinfo.ignition.config.data.encoding: base64 を指定します。
disk.EnableUUID: TRUE を指定します。
h. Customize hardware タブの Virtual Hardware パネルで、必要に応じて指定した値を変更
します。RAM、CPU、およびディスクストレージの量がマシンタイプの最小要件を満たす
ことを確認してください。
i. 設定を完了し、仮想マシンの電源をオンにします。
9. 各マシンごとに先の手順に従って、クラスターの残りのマシンを作成します。

重要
この時点でブートストラップおよびコントロールプレーンマシンを作成する必要
があります。一部の Pod はデフォルトでコンピュートマシンにデプロイされる
ため、クラスターのインストール前に、2 つ以上のコンピュートマシンを作成し
ます。

1.4.12. vSphere での追加の Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンの作成
VMware vSphere でユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用するクラ
スターのコンピュートマシンを追加で作成できます。
前提条件
コンピュートマシンの base64 でエンコードされた Ignition ファイルを取得します。
クラスター用に作成した vSphere テンプレートにアクセスできる必要があります。
手順
1. テンプレートがデプロイされた後に、マシンの仮想マシンをクラスターにデプロイします。
a. テンプレートの名前を右クリックし、Clone → Clone to Virtual Machineをクリックしま
す。
b. Select a name and folder タブで、仮想マシンの名前を指定します。compute-1 などのよ
うに、マシンタイプを名前に含めることができるかもしれません。
c. Select a name and folder タブで、クラスターに作成したフォルダーの名前を選択しま
す。
d. Select a compute resource タブで、データセンター内のホストの名前を選択します。
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e. オプション: Select storage タブで、ストレージオプションをカスタマイズします。
f. Select clone options で、Customize this virtual machine's hardware を選択します。
g. Customize hardware タブで、VM Options → Advanced をクリックします。
Latency Sensitivity 一覧から、High を選択します。
Edit Configuration をクリックし、Configuration Parameters ウィンドウで Add
Configuration Params をクリックします。以下のパラメーター名および値を定義しま
す。
guestinfo.ignition.config.data: このマシンファイルの base64 でエンコードした
コンピュート Ignition 設定ファイルの内容を貼り付けます。
guestinfo.ignition.config.data.encoding: base64 を指定します。
disk.EnableUUID: TRUE を指定します。
h. Customize hardware タブの Virtual Hardware パネルで、必要に応じて指定した値を変更
します。RAM、CPU、およびディスクストレージの量がマシンタイプの最小要件を満たす
ことを確認してください。また、ネットワークが複数利用可能な場合は、必ず Add
network adapter に正しいネットワークを選択してください。
i. 設定を完了し、仮想マシンの電源をオンにします。
2. 継続してクラスター用の追加のコンピュートマシンを作成します。

1.4.13. ディスクパーティション設定
ほとんどの場合、データパーティションは、最初に別のオペレーティングシステムをインストールする
のではなく、RHCOS をインストールして作成されます。この場合、OpenShift Container Platform イ
ンストーラーでは、ディスクパーティションの設定が許可されます。
ただし、以下は、OpenShift Container Platform ノードのインストール時に、デフォルトのパーティ
ション設定を上書きするために介入が必要と思われる 2 つのケースになります。
別個のパーティションの作成: 空のディスクへのグリーンフィールドインストールの場合は、別
のストレージをパーティションに追加する必要がある場合があります。これは、/var または
/var/lib/etcd などの /var のサブディレクトリー (両方ではない) を個別のパーティションとして
作成する場合にのみ正式にサポートされます。

重要
Kubernetes は 2 つのファイルシステムパーティションのみをサポートします。
元の設定に複数のパーティションを追加すると、Kubernetes はそれらをすべて
監視できません。
既存のパーティションの保持: ブラウンフィールドインストールで、既存のノードに OpenShift
Container Platform を再インストールし、以前のオペレーティングシステムからのデータパー
ティションを維持する必要がある場合、既存のデータパーティションを保持できる coreosinstaller へのブート引数とオプションの両方があります。

個別の /var パーティションの作成

一般的に、OpenShift Container Platform のディスクパーティション設定は、インストーラーに任せる
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一般的に、OpenShift Container Platform のディスクパーティション設定は、インストーラーに任せる
必要があります。ただし、拡張予定のファイルシステムの一部に個別のパーティションの作成が必要と
なる場合もあります。
OpenShift Container Platform は、ストレージを /var パーティションまたは /var のサブディレクト
リーのいずれかに割り当てる単一のパーティションの追加をサポートします。以下に例を示します。
/var/lib/containers: イメージやコンテナーがシステムにさらに追加されると拡張するコンテ
ナー関連のコンテンツを保持します。
/var/lib/etcd: etcd ストレージのパフォーマンスの最適化などの目的で分離する必要のあるデー
タを保持します。
/var: 監査などの目的に合わせて分離させる必要のあるデータを保持します。
/var ディレクトリーのコンテンツを個別に保存すると、必要に応じてこれらの領域のストレージの拡大
を容易にし、後で OpenShift Container Platform を再インストールして、そのデータをそのまま保持す
ることができます。この方法では、すべてのコンテナーを再度プルする必要はありません。また、シス
テムの更新時に大きなログファイルをコピーする必要もありません。
/var は、Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) の新規インストール前に有効にする必要があるた
め、以下の手順では OpenShift Container Platform インストールの openshift-install の準備フェーズで
挿入されるマシン設定を作成して、別の /var パーティションを設定します。
手順
1. OpenShift Container Platform インストールファイルを保存するディレクトリーを作成しま
す。
$ mkdir $HOME/clusterconfig
2. openshift-install を実行して、manifest および openshift のサブディレクトリーにファイルの
セットを作成します。プロンプトが表示されたら、システムの質問に回答します。
$ openshift-install create manifests --dir $HOME/clusterconfig
? SSH Public Key ...
$ ls $HOME/clusterconfig/openshift/
99_kubeadmin-password-secret.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-0.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-1.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-2.yaml
...
3. MachineConfig オブジェクトを作成し、これを openshift ディレクトリーのファイルに追加し
ます。たとえば、98-var-partition.yaml ファイルに名前を付け、ディスクのデバイス名を
worker システムのストレージデバイスの名前に変更し、必要に応じてストレージサイズを設定
します。以下の例では、/var ディレクトリーを別のパーティションにマウントします。
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
labels:
machineconfiguration.openshift.io/role: worker
name: 98-var-partition
spec:
config:
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ignition:
version: 3.1.0
storage:
disks:
- device: /dev/<device_name> 1
partitions:
- label: var
startMiB: <partition_start_offset> 2
sizeMiB: <partition_size> 3
filesystems:
- device: /dev/disk/by-partlabel/var
path: /var
format: xfs
systemd:
units:
- name: var.mount 4
enabled: true
contents: |
[Unit]
Before=local-fs.target
[Mount]
What=/dev/disk/by-partlabel/var
Where=/var
Options=defaults,prjquota 5
[Install]
WantedBy=local-fs.target
1

パーティションを設定する必要のあるディスクのストレージデバイス名。

2

データパーティションをブートディスクに追加する場合は、25000 のメビバイトの最小値
が推奨されます。ルートファイルシステムは、指定したオフセットまでの利用可能な領域
をすべて埋めるためにサイズを自動的に変更します。値の指定がない場合や、指定した値
が推奨される最小値よりも小さい場合、生成されるルートファイルシステムのサイズは小
さ過ぎるため、RHCOS の再インストールでデータパーティションの最初の部分が上書き
される可能性があります。

3

データパーティションのサイズ (メビバイト単位)。

4

マウントユニットの名前は、Where= ディレクティブで指定されたディレクトリーと一致
する必要があります。たとえば、/var/lib/containers にマウントされているファイルシス
テムの場合、ユニットの名前は var-lib-containers.mount にする必要があります。

5

コンテナーストレージに使用されるファイルシステムでは、 prjquota マウントオプショ
ンを有効にする必要があります。

注記
個別の /var パーティションを作成する場合、異なるインスタンスタイプに同じ
デバイス名がない場合は、ワーカーノードに異なるインスタンスタイプを使用す
ることはできません。
4. openshift-install を再度実行し、manifest および openshift のサブディレクトリー内のファイ
ルセットから、Ignition 設定を作成します。
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$ openshift-install create ignition-configs --dir $HOME/clusterconfig
$ ls $HOME/clusterconfig/
auth bootstrap.ign master.ign metadata.json worker.ign
Ignition 設定ファイルを Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) システムをインストールために
vSphere インストール手順への入力として使用できます。

1.4.14. バイナリーのダウンロードによる OpenShift CLI のインストール
コマンドラインインターフェイスを使用して OpenShift Container Platform と対話するために CLI (oc)
をインストールすることができます。oc は Linux、Windows、または macOS にインストールできま
す。

重要
以前のバージョンの oc をインストールしている場合、これを使用して OpenShift
Container Platform 4.6 のすべてのコマンドを実行することはできません。新規バージョ
ンの oc をダウンロードし、インストールします。

1.4.14.1. Linux への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Linux にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Linux Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファイ
ルを保存します。
4. アーカイブを展開します。
$ tar xvzf <file>
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに配置します。
PATH を確認するには、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.4.14.2. Windows への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを Windows にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
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1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 Windows Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. ZIP プログラムでアーカイブを解凍します。
5. oc バイナリーを、PATH にあるディレクトリーに移動します。
PATH を確認するには、コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行します。
C:\> path
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
C:\> oc <command>

1.4.14.3. macOC への OpenShift CLI のインストール
以下の手順を使用して、OpenShift CLI (oc) バイナリーを macOS にインストールできます。
手順
1. Red Hat カスタマーポータルの OpenShift Container Platform ダウンロードページ に移動しま
す。
2. Version ドロップダウンメニューで適切なバージョンを選択します。
3. OpenShift v4.6 MacOSX Client エントリーの横にある Download Now をクリックして、ファ
イルを保存します。
4. アーカイブを展開し、解凍します。
5. oc バイナリーをパスにあるディレクトリーに移動します。
PATH を確認するには、ターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。
$ echo $PATH
OpenShift CLI のインストール後に、oc コマンドを使用して利用できます。
$ oc <command>

1.4.15. クラスターの作成
OpenShift Container Platform クラスターを作成するには、ブートストラッププロセスが、インストー
ルプログラムで生成した Ignition 設定ファイルを使用してプロビジョニングしたマシンで完了するのを
待機します。
前提条件
クラスターに必要なインフラストラクチャーを作成する。
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インストールプログラムを取得し、クラスターの Ignition 設定ファイルを生成している。
Ignition 設定ファイルを使用して、クラスターの RHCOS マシンを作成済している。
お使いのマシンでインターネットに直接アクセスできるか、または HTTP または HTTPS プロ
キシーが利用できる。
手順
1. ブートストラッププロセスをモニターします。
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for bootstrap-complete \ 1
--log-level=info 2
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2

異なるインストールの詳細情報を表示するには、info ではなく、warn、debug、または
error を指定します。

出力例
INFO Waiting up to 30m0s for the Kubernetes API at https://api.test.example.com:6443...
INFO API v1.19.0 up
INFO Waiting up to 30m0s for bootstrapping to complete...
INFO It is now safe to remove the bootstrap resources
Kubernetes API サーバーでこれがコントロールプレーンマシンにブートストラップされている
ことを示すシグナルが出されるとコマンドは成功します。
2. ブートストラッププロセスが完了したら、ブートストラップマシンをロードバランサーから削
除します。

重要
この時点で、ブートストラップマシンをロードバランサーから削除する必要があ
ります。さらに、マシン自体を削除し、再フォーマットすることができます。

1.4.16. CLI の使用によるクラスターへのログイン
クラスター kubeconfig ファイルをエクスポートし、デフォルトシステムユーザーとしてクラスターに
ログインできます。kubeconfig ファイルには、クライアントを正しいクラスターおよび API サーバー
に接続するために CLI で使用されるクラスターについての情報が含まれます。このファイルはクラス
ターに固有のファイルであり、OpenShift Container Platform のインストール時に作成されます。
前提条件
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイしていること。
oc CLI をインストールしていること。
手順
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1. kubeadmin 認証情報をエクスポートします。
$ export KUBECONFIG=<installation_directory>/auth/kubeconfig 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2. エクスポートされた設定を使用して、oc コマンドを正常に実行できることを確認します。
$ oc whoami

出力例
system:admin

1.4.17. マシンの証明書署名要求の承認
マシンをクラスターに追加する際に、追加したそれぞれのマシンについて 2 つの保留状態の証明書署名
要求 (CSR) が生成されます。これらの CSR が承認されていることを確認するか、または必要な場合は
それらを承認してください。最初にクライアント要求を承認し、次にサーバー要求を承認する必要があ
ります。
前提条件
マシンがクラスターに追加されています。
手順
1. クラスターがマシンを認識していることを確認します。
$ oc get nodes

出力例
NAME
master-0
master-1
master-2

STATUS ROLES AGE VERSION
Ready master 63m v1.19.0
Ready master 63m v1.19.0
Ready master 64m v1.19.0

出力には作成したすべてのマシンが一覧表示されます。

注記
上記の出力には、一部の CSR が承認されるまで、ワーカーノード (ワーカー
ノードとも呼ばれる) が含まれない場合があります。
2. 保留中の証明書署名要求 (CSR) を確認し、クラスターに追加したそれぞれのマシンのクライア
ントおよびサーバー要求に Pending または Approved ステータスが表示されていることを確認
します。
$ oc get csr
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出力例
NAME
AGE REQUESTOR
CONDITION
csr-8b2br 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:nodebootstrapper Pending
csr-8vnps 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:nodebootstrapper Pending
...
この例では、2 つのマシンがクラスターに参加しています。この一覧にはさらに多くの承認さ
れた CSR が表示される可能性があります。
3. 追加したマシンの保留中の CSR すべてが Pending ステータスになった後に CSR が承認されな
い場合には、クラスターマシンの CSR を承認します。

注記
CSR のローテーションは自動的に実行されるため、クラスターにマシンを追加
後 1 時間以内に CSR を承認してください。1 時間以内に承認しない場合には、証
明書のローテーションが行われ、各ノードに 3 つ以上の証明書が存在するように
なります。これらの証明書すべてを承認する必要があります。クライアントの
CSR が承認されたら、Kubelet は提供証明書のセカンダリー CSR を作成しま
す。これには、手動の承認が必要です。次に、後続の提供証明書の更新要求は、
Kubelet が同じパラメーターを持つ新規証明書を要求する場合に machineapprover によって自動的に承認されます。

注記
ベアメタルおよび他のユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラ
クチャーなどのマシン API ではないプラットフォームで実行されているクラス
ターの場合、kubelet 提供証明書要求 (CSR) を自動的に承認する方法を実装する
必要があります。要求が承認されない場合、API サーバーが kubelet に接続する
際に提供証明書が必須であるため、oc exec、 oc rsh、および oc logs コマンド
は正常に実行できません。Kubelet エンドポイントにアクセスする操作には、こ
の証明書の承認が必要です。この方法は新規 CSR の有無を監視し、CSR が
system:node または system:admin グループの node-bootstrapper サービス
アカウントによって提出されていることを確認し、ノードのアイデンティティー
を確認します。
それらを個別に承認するには、それぞれの有効な CSR について以下のコマンドを実行しま
す。
$ oc adm certificate approve <csr_name> 1
1

<csr_name> は、現行の CSR の一覧からの CSR の名前です。

すべての保留中の CSR を承認するには、以下のコマンドを実行します。
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}
{{end}}{{end}}' | xargs --no-run-if-empty oc adm certificate approve

注記
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注記
一部の Operator は、一部の CSR が承認されるまで利用できない可能性があ
ります。
4. クライアント要求が承認されたら、クラスターに追加した各マシンのサーバー要求を確認する
必要があります。
$ oc get csr

出力例
NAME
AGE REQUESTOR
CONDITION
csr-bfd72 5m26s system:node:ip-10-0-50-126.us-east-2.compute.internal
Pending
csr-c57lv 5m26s system:node:ip-10-0-95-157.us-east-2.compute.internal
Pending
...
5. 残りの CSR が承認されず、それらが Pending ステータスにある場合、クラスターマシンの
CSR を承認します。
それらを個別に承認するには、それぞれの有効な CSR について以下のコマンドを実行しま
す。
$ oc adm certificate approve <csr_name> 1
1

<csr_name> は、現行の CSR の一覧からの CSR の名前です。

すべての保留中の CSR を承認するには、以下のコマンドを実行します。
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}
{{end}}{{end}}' | xargs oc adm certificate approve
6. すべてのクライアントおよびサーバーの CSR が承認された後に、マシンのステータスが
Ready になります。以下のコマンドを実行して、これを確認します。
$ oc get nodes

出力例
NAME
master-0
master-1
master-2
worker-0
worker-1

STATUS ROLES AGE VERSION
Ready master 73m v1.20.0
Ready master 73m v1.20.0
Ready master 74m v1.20.0
Ready worker 11m v1.20.0
Ready worker 11m v1.20.0

注記
サーバー CSR の承認後にマシンが Ready ステータスに移行するまでに数分の時
間がかかる場合があります。
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関連情報
CSR の詳細は、Certificate Signing Requests を参照してください。

1.4.18. Operator の初期設定
コントロールプレーンの初期化後に、一部の Operator を利用可能にするためにそれらをすぐに設定す
る必要があります。
前提条件
コントロールプレーンが初期化されています。
手順
1. クラスターコンポーネントがオンラインになることを確認します。
$ watch -n5 oc get clusteroperators

出力例
NAME
VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED
SINCE
authentication
4.6.0 True
False
False
3h56m
cloud-credential
4.6.0 True
False
False
29h
cluster-autoscaler
4.6.0 True
False
False
29h
config-operator
4.6.0 True
False
False
6h39m
console
4.6.0 True
False
False
3h59m
csi-snapshot-controller
4.6.0 True
False
False
4h12m
dns
4.6.0 True
False
False
4h15m
etcd
4.6.0 True
False
False
29h
image-registry
4.6.0 True
False
False
3h59m
ingress
4.6.0 True
False
False
4h30m
insights
4.6.0 True
False
False
29h
kube-apiserver
4.6.0 True
False
False
29h
kube-controller-manager
4.6.0 True
False
False
29h
kube-scheduler
4.6.0 True
False
False
29h
kube-storage-version-migrator
4.6.0 True
False
False
4h2m
machine-api
4.6.0 True
False
False
29h
machine-approver
4.6.0 True
False
False
6h34m
machine-config
4.6.0 True
False
False
3h56m
marketplace
4.6.0 True
False
False
4h2m
monitoring
4.6.0 True
False
False
6h31m
network
4.6.0 True
False
False
29h
node-tuning
4.6.0 True
False
False
4h30m
openshift-apiserver
4.6.0 True
False
False
3h56m
openshift-controller-manager
4.6.0 True
False
False
4h36m
openshift-samples
4.6.0 True
False
False
4h30m
operator-lifecycle-manager
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-catalog
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-packageserver 4.6.0 True
False
False
3h59m
service-ca
4.6.0 True
False
False
29h
storage
4.6.0 True
False
False
4h30m

138

第1章 VSPHERE へのインストール

2. 利用不可の Operator を設定します。

1.4.18.1. インストール時に削除されたイメージレジストリー
共有可能なオブジェクトストレージを提供しないプラットフォームでは、OpenShift イメージレジスト
リー Operator 自体が Removed としてブートストラップされます。これにより、openshift-installer
がそれらのプラットフォームタイプでのインストールを完了できます。
インストール後に、イメージレジストリー Operator 設定を編集して managementState を Removed
から Managed に切り替える必要があります。

注記
Prometheus コンソールは、以下のような ImageRegistryRemoved アラートを提供しま
す。
"Image Registry has been removed.ImageStreamTags, BuildConfigs and
DeploymentConfigs which reference ImageStreamTags may not work as expected.スト
レージを設定して、configs.imageregistry.operator.openshift.io を編集して設定を
Managed 状態に更新してください。

1.4.18.2. イメージレジストリーストレージの設定
イメージレジストリー Operator は、デフォルトストレージを提供しないプラットフォームでは最初は
利用できません。インストール後に、レジストリー Operator を使用できるようにレジストリーをスト
レージを使用するように設定する必要があります。
実稼働クラスターに必要な永続ボリュームの設定についての手順が示されます。該当する場合、空の
ディレクトリーをストレージの場所として設定する方法が表示されます。これは、実稼働以外のクラス
ターでのみ利用できます。
アップグレード時に Recreate ロールアウトストラテジーを使用して、イメージレジストリーがブロッ
クストレージタイプを使用することを許可するための追加の手順が提供されます。
1.4.18.2.1. VMware vSphere のレジストリーストレージの設定
クラスター管理者は、インストール後にレジストリーをストレージを使用できるように設定する必要が
あります。
前提条件
クラスター管理者のパーミッション。
VMware vSphere 上のクラスター。
Red Hat OpenShift Container Storage などのクラスターのプロビジョニングされた永続スト
レージ。

重要
OpenShift Container Platform は、1 つのレプリカのみが存在する場合にイメー
ジレジストリーストレージの ReadWriteOnce アクセスをサポートします。2 つ
以上のレプリカで高可用性をサポートするイメージレジストリーをデプロイする
には、ReadWriteMany アクセスが必要です。
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100Gi の容量が必要です。

重要
テストにより、NFS サーバーを RHEL でコアサービスのストレージバックエンドとして
使用することに関する問題が検出されています。これには、OpenShift Container レジス
トリーおよび Quay、メトリクスストレージの Prometheus、およびロギングストレージ
の Elasticsearch が含まれます。そのため、コアサービスで使用される PV をサポートす
るために RHEL NFS を使用することは推奨されていません。
他の NFS の実装ではこれらの問題が検出されない可能性があります。OpenShift
Container Platform コアコンポーネントに対して実施された可能性のあるテストに関す
る詳細情報は、個別の NFS 実装ベンダーにお問い合わせください。
手順
1. レジストリーをストレージを使用できるように設定するには、configs.imageregistry/cluster
リソースの spec.storage.pvc を変更します。

注記
共有ストレージを使用する場合は、外部からアクセスを防ぐためにセキュリ
ティー設定を確認します。
2. レジストリー Pod がないことを確認します。
$ oc get pod -n openshift-image-registry

注記
ストレージタイプが emptyDIR の場合、レプリカ数が 1 を超えることはありま
せん。
3. レジストリー設定を確認します。
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

claim フィールドを空のままにし、image-registry-storage PVC の自動作成を可能にしま
す。

4. clusteroperator ステータスを確認します。
$ oc get clusteroperator image-registry
1.4.18.2.2. 実稼働以外のクラスターでのイメージレジストリーのストレージの設定
イメージレジストリー Operator のストレージを設定する必要があります。実稼働用以外のクラスター
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イメージレジストリー Operator のストレージを設定する必要があります。実稼働用以外のクラスター
の場合、イメージレジストリーは空のディレクトリーに設定することができます。これを実行する場
合、レジストリーを再起動するとすべてのイメージが失われます。
手順
イメージレジストリーストレージを空のディレクトリーに設定するには、以下を実行します。
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster --type merge --patch '{"spec":
{"storage":{"emptyDir":{}}}}'



警告
実稼働用以外のクラスターにのみこのオプションを設定します。

イメージレジストリー Operator がそのコンポーネントを初期化する前にこのコマンドを実行す
る場合、oc patch コマンドは以下のエラーを出して失敗します。
Error from server (NotFound): configs.imageregistry.operator.openshift.io "cluster" not found
数分待機した後に、このコマンドを再び実行します。
1.4.18.2.3. VMware vSphere のブロックレジストリーストレージの設定
イメージレジストリーがクラスター管理者によるアップグレード時に vSphere Virtual Machine Disk
(VMDK) などのブロックストレージタイプを使用できるようにするには、Recreate ロールアウトスト
ラテジーを使用できます。

重要
ブロックストレージボリュームはサポートされますが、実稼働クラスターでのイメージ
レジストリーと併用することは推奨されません。レジストリーに複数のレプリカを含め
ることができないため、ブロックストレージにレジストリーが設定されているインス
トールに高可用性はありません。
手順
1. イメージレジストリーストレージをブロックストレージタイプとして設定するには、レジスト
リーが Recreate ロールアウトストラテジーを使用し、1 レプリカのみで実行されるように、レ
ジストリーにパッチを適用します。
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec":
{"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'
2. ブロックストレージデバイスの PV をプロビジョニングし、そのボリュームの PVC を作成しま
す。要求されたブロックボリュームは ReadWriteOnce (RWO) アクセスモードを使用します。
a. 以下の内容で pvc.yaml ファイルを作成して VMware vSphere PersistentVolumeClaim オ
ブジェクトを定義します。
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kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: image-registry-storage 1
namespace: openshift-image-registry 2
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce 3
resources:
requests:
storage: 100Gi 4
1

PersistentVolumeClaim オブジェクトを表す一意の名前。

2

PersistentVolumeClaim オブジェクトの namespace (openshift-image-registry)。

3

永続ボリューム要求 (PVC) のアクセスモード。ReadWriteOnce では、ボリュームは
単一ノードによって読み取り/書き込みパーミッションでマウントできます。

4

永続ボリューム要求 (PVC) のサイズ。

b. ファイルから PersistentVolumeClaim オブジェクトを作成します。
$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
3. 正しい PVC を参照するようにレジストリー設定を編集します。
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

カスタム PVC を作成すると、image-registry-storage PVC のデフォルトの自動作成の
claim フィールドを空のままにすることができます。

正しい PVC を参照するようにレジストリーストレージを設定する方法については、vSphere のレジス
トリーの設定 を参照してください。

1.4.19. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーでのインス
トールの完了
Operator 設定の完了後に、提供するインフラストラクチャーでのクラスターのインストールを終了で
きます。
前提条件
コントロールプレーンが初期化されています。
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Operator の初期設定を完了済みです。
手順
1. 以下のコマンドを使用して、すべてのクラスターコンポーネントがオンラインであることを確
認します。
$ watch -n5 oc get clusteroperators

出力例
NAME
VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED
SINCE
authentication
4.6.0 True
False
False
3h56m
cloud-credential
4.6.0 True
False
False
29h
cluster-autoscaler
4.6.0 True
False
False
29h
config-operator
4.6.0 True
False
False
6h39m
console
4.6.0 True
False
False
3h59m
csi-snapshot-controller
4.6.0 True
False
False
4h12m
dns
4.6.0 True
False
False
4h15m
etcd
4.6.0 True
False
False
29h
image-registry
4.6.0 True
False
False
3h59m
ingress
4.6.0 True
False
False
4h30m
insights
4.6.0 True
False
False
29h
kube-apiserver
4.6.0 True
False
False
29h
kube-controller-manager
4.6.0 True
False
False
29h
kube-scheduler
4.6.0 True
False
False
29h
kube-storage-version-migrator
4.6.0 True
False
False
4h2m
machine-api
4.6.0 True
False
False
29h
machine-approver
4.6.0 True
False
False
6h34m
machine-config
4.6.0 True
False
False
3h56m
marketplace
4.6.0 True
False
False
4h2m
monitoring
4.6.0 True
False
False
6h31m
network
4.6.0 True
False
False
29h
node-tuning
4.6.0 True
False
False
4h30m
openshift-apiserver
4.6.0 True
False
False
3h56m
openshift-controller-manager
4.6.0 True
False
False
4h36m
openshift-samples
4.6.0 True
False
False
4h30m
operator-lifecycle-manager
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-catalog
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-packageserver 4.6.0 True
False
False
3h59m
service-ca
4.6.0 True
False
False
29h
storage
4.6.0 True
False
False
4h30m
あるいは、以下のコマンドを使用すると、すべてのクラスターが利用可能な場合に通知されま
す。また、このコマンドは認証情報を取得して表示します。
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for install-complete 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

出力例
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INFO Waiting up to 30m0s for the cluster to initialize...
Cluster Version Operator が Kubernetes API サーバーから OpenShift Container Platform クラ
スターのデプロイを終了するとコマンドは成功します。

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経
過すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書
を更新する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再
起動すると、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外と
して、kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明
書署名要求 (CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロール
プレーン証明書の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメント
を参照してください。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にロー
テーションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用す
ることをお勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用すること
により、インストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの
失敗を回避できます。
2. Kubernetes API サーバーが Pod と通信していることを確認します。
a. すべての Pod の一覧を表示するには、以下のコマンドを使用します。
$ oc get pods --all-namespaces

出力例
NAMESPACE
NAME
READY STATUS
RESTARTS AGE
openshift-apiserver-operator
openshift-apiserver-operator-85cb746d55-zqhs8 1/1
Running 1
9m
openshift-apiserver
apiserver-67b9g
1/1 Running 0
3m
openshift-apiserver
apiserver-ljcmx
1/1 Running 0
1m
openshift-apiserver
apiserver-z25h4
1/1 Running 0
2m
openshift-authentication-operator authentication-operator-69d5d8bf84-vh2n8
1/1
Running 0
5m
...
b. 以下のコマンドを使用して、直前のコマンドの出力に一覧表示される Pod のログを表示し
ます。
$ oc logs <pod_name> -n <namespace> 1
1

直前のコマンドの出力にあるように、Pod 名および namespace を指定します。

Pod のログが表示される場合、Kubernetes API サーバーはクラスターマシンと通信できま
す。
Adding compute machines to vSphere に従い、クラスターのインストールの完了後に追加のコンピュー
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Adding compute machines to vSphere に従い、クラスターのインストールの完了後に追加のコンピュー
トマシンを追加できます。

1.4.20. VMware vSphere ボリュームのバックアップ
OpenShift Container Platform は、自由にクラスターないのノードにあるボリュームをアタッチした
り、アタッチ解除できるように、個別の永続ディスクとして新規ボリュームをプロビジョニングしま
す。そのため、スナップショットを使用するボリュームはバックアップしたり、スナップショットから
ボリュームを復元したりすることはできません。詳細は、スナップショットの制限 を参照してくださ
い。

手順
永続ボリュームのバックアップを作成すには、以下を実行します。
1. 永続ボリュームを使用しているアプリケーションを停止します。
2. 永続ボリュームのクローンを作成します。
3. アプリケーションを再起動します。
4. クローンを作成したボリュームのバックアップを作成します。
5. クローンを作成したボリュームを削除します。

1.4.21. OpenShift Container Platform の Telemetry アクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターのヘルスと更新の成功に関するメトリクスを提供
するためにデフォルトで実行される Telemetry サービスには、インターネットアクセスが必要です。ク
ラスターがインターネットに接続されている場合、Telemetry は自動的に実行され、クラスターは
OpenShift Cluster Manager に登録されます。
OpenShift Cluster Manager インベントリーが正常である (Telemetry によって自動的に維持、または
OpenShift Cluster Manager を使用して手動で維持) ことを確認した後に、subscription watch を使用 し
て、アカウントまたはマルチクラスターレベルで OpenShift Container Platform サブスクリプションを
追跡します。
関連情報
Telemetry サービスの詳細は、リモートヘルスモニターリング について参照してください。

1.4.22. 次のステップ
クラスターをカスタマイズ します。
必要な場合は、リモートの健全性レポートをオプトアウト することができます。
レジストリーをセットアップし、レジストリーストレージを設定します。

1.5. ネットワークのカスタマイズによる VSPHERE へのクラスターのインス
トール
OpenShift Container Platform バージョン 4.6 では、カスタマイズされたネットワーク設定オプション
でプロビジョニングする VMware vSphere インフラストラクチャーにクラスターをインストールできま
す。ネットワーク設定をカスタマイズすることにより、クラスターは環境内の既存の IP アドレスの割
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り当てと共存でき、既存の MTU および VXLAN 設定と統合できます。
大半のネットワーク設定パラメーターはインストール時に設定する必要があり、実行中のクラスターで
変更できるのは kubeProxy 設定パラメーターのみになります。

重要
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのインストールする
手順は、例としてのみ提供されます。独自にプロビジョニングするインフラストラク
チャーでクラスターをインストールするには、vSphere プラットフォームおよび
OpenShift Container Platform のインストールプロセスについて理解している必要があり
ます。ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのインストー
ル手順をガイドとして使用します。他の方法で必要なリソースを作成することもできま
す。

1.5.1. 前提条件
OpenShift Container Platform のインストールおよび更新 プロセスについての詳細を確認しま
す。
インストールを完了するには、vSphere ホストに Red Hat Enterprise Linux CoreOS(RHCOS)
OVA をアップロードする必要があります。このプロセスを完了するマシンには、vCenter およ
び ESXi ホストのポート 443 にアクセスできる必要があります。ポート 443 にアクセスできる
ことを確認している。
ファイアウォールを使用する場合は、ポート 443 にアクセスできることを管理者に確認してい
る。インストールを成功させるには、コントロールプレーンノードがポート 443 で vCenter お
よび ESXi ホストに到達できる必要があります。
ファイアウォールを使用する場合、Red Hat Insights にアクセスできるように設定 する必要が
あります。

1.5.2. OpenShift Container Platform のインターネットアクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターをインストールするためにインターネットアクセ
スが必要になります。
インターネットへのアクセスは以下を実行するために必要です。
OpenShift Cluster Manager にアクセスし、インストールプログラムをダウンロードし、サブス
クリプション管理を実行します。クラスターにインターネットアクセスがあり、Telemetry を
無効にしない場合、そのサービスは有効なサブスクリプションでクラスターを自動的に使用し
ます。
クラスターのインストールに必要なパッケージを取得するために Quay.io にアクセスします。
クラスターの更新を実行するために必要なパッケージを取得します。

重要
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重要
クラスターでインターネットに直接アクセスできない場合、プロビジョニングする一部
のタイプのインフラストラクチャーでネットワークが制限されたインストールを実行で
きます。このプロセスで、必要なコンテンツをダウンロードし、これを使用してミラー
レジストリーにクラスターのインストールおよびインストールプログラムの生成に必要
なパッケージを設定します。インストールタイプによっては、クラスターのインストー
ル環境でインターネットアクセスが不要となる場合があります。クラスターを更新する
前に、ミラーレジストリーのコンテンツを更新します。

1.5.3. VMware vSphere インフラストラクチャーの要件
使用するコンポーネントの要件を満たす VMware vSphere バージョン 6 または 7 インスタンスに
OpenShift Container Platform クラスターをインストールする必要があります。
表1.38 VMware コンポーネントのサポートされる vSphere の最小バージョン
コンポーネント

サポートされる最小バージョン

説明

ハイパーバイザー

vSphere 6.5 以降 (HW バージョン
13)

このバージョンは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) がサポートする最小
バージョンです。Red Hat
Enterprise Linux 8 でサポートさ
れるハイパーバイザーの一覧 を参
照してください。

ストレージおよび In-tree ドライ
バー

vSphere 6.5 以降

このプラグインは、OpenShift
Container Platform に含まれる
vSphere の In-tree ストレージド
ライバーを使用して vSphere スト
レージを作成します。

オプション: Networking(NSX-T)

vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2 以降

OpenShift Container Platform に
は vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2+ が必要です。VMware の
NSX Container Plug-in (NCP)
3.0.2 は OpenShift Container
Platform 4.6 および NSX-T 3.x+
で認定されています。

vSphere バージョン 6.5 インスタンスを使用している場合は、OpenShift Container Platform をインス
トールする前に 6.7U3 または 7.0 にアップグレードすることを検討してください。

重要
OpenShift Container Platform をインストールする前に、ESXi ホストの時間が同期され
ていることを確認する必要があります。VMware ドキュメントの Edit Time
Configuration for a Host を参照してください。

1.5.4. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する場
合のクラスターのマシン要件
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ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを含むクラスターの場合、必要なマ
シンすべてをデプロイする必要があります。

1.5.4.1. 必要なマシン
最小の OpenShift Container Platform クラスターでは以下のホストが必要です。
1 つの一時的なブートストラップマシン
3 つのコントロールプレーン、またはマスター、マシン
少なくとも 2 つのコンピュートマシン (ワーカーマシンとしても知られる)。

注記
クラスターでは、ブートストラップマシンが OpenShift Container Platform クラスター
を 3 つのコントロールプレーンマシンにデプロイする必要があります。クラスターのイ
ンストール後にブートストラップマシンを削除できます。

重要
クラスターの高可用性を維持するには、これらのクラスターマシンについて別個の物理
ホストを使用します。
ブートストラップおよびコントロールプレーンマシンでは、Red Hat Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) をオペレーティングシステムとして使用する必要があります。ただし、コンピュートマシン
は Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) または Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 のいずれか
を選択できます。
RHCOS は Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 をベースとしており、そのハードウェア認定および要件
が継承されることに注意してください。Red Hat Enterprise Linux テクノロジーの機能と制限 を参照し
てください。

重要
すべての仮想マシンは、インストーラーと同じデータストアおよびフォルダーになけれ
ばなりません。

1.5.4.2. ネットワーク接続の要件
すべての Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンでは、起動時に initramfs のネットワーク
がマシン設定サーバーから Ignition 設定ファイルをフェッチする必要があります。初回の起動時に、
Ignition 設定ファイルをダウンロードできるようネットワーク接続を確立するために、マシンには
DHCP サーバーまたはその静的 IP アドレスが設定されている必要になります。さらに、クラスター内
の各 OpenShift Container Platform ノードは Network Time Protocol (NTP) サーバーにアクセスできる
必要があります。DHCP サーバーが NTP サーバー情報を提供する場合、Red Hat Enterprise Linux
CoreOS (RHCOS) マシンの chrony タイムサービスは情報を読み取り、NTP サーバーとクロックを同期
できます。

1.5.4.3. 最小リソース要件
それぞれのクラスターマシンは、以下の最小要件を満たしている必要があります。
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マシン

オペレーティ
ングシステム

vCPU [1]

仮想 RAM

ストレージ

IOPS [2]

ブートスト
ラップ

RHCOS

4

16 GB

100 GB

300

コントロール
プレーン

RHCOS

4

16 GB

100 GB

300

Compute

RHCOS または
RHEL 7.9

2

8 GB

100 GB

300

1. 1 vCPU は、同時マルチスレッド (SMT) またはハイパースレッディングが有効にされていない
場合に 1 つの物理コアと同等です。これが有効にされている場合、以下の数式を使用して対応
する比率を計算します: (コアごとのスレッド × コア数) × ソケット数 = vCPU
2. OpenShift Container Platform および Kubernetes はディスクのパフォーマンスに敏感であり、
特に 10 ms p99 fsync 期間を必要とするコントロールプレーンノード上の etcd については、高
速ストレージが推奨されます。多くのクラウドプラットフォームでは、ストレージサイズと
IOPS スケールが一緒にあるため、十分なパフォーマンスを得るためにストレージボリュームの
割り当てが必要になる場合があります。

1.5.4.4. 証明書署名要求の管理
ユーザーがプロビジョニングするインフラストラクチャーを使用する場合、クラスターの自動マシン管
理へのアクセスは制限されるため、インストール後にクラスターの証明書署名要求 (CSR) のメカニズム
を提供する必要があります。kube-controller-manager は kubelet クライアント CSR のみを承認しま
す。machine-approver は、kubelet 認証情報を使用して要求される提供証明書の有効性を保証できま
せん。適切なマシンがこの要求を発行したかどうかを確認できないためです。kubelet 提供証明書の要
求の有効性を検証し、それらを承認する方法を判別し、実装する必要があります。

1.5.5. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターをデプロイする前に、基礎となるインフラストラクチャーを作成する必要がありま
す。
前提条件
クラスターでサポートするインフラストラクチャーを作成する前に、OpenShift Container
Platform 4.x のテスト済みインテグレーション ページを参照してください。
手順
1. 各ノードに DHCP を設定するか、または静的 IP アドレスを設定します。
2. 必要なロードバランサーをプロビジョニングします。
3. マシンのポートを設定します。
4. DNS を設定します。
5. ネットワーク接続を確認します。
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1.5.5.1. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのネットワーク要件
すべての Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンでは、起動時に initramfs のネットワーク
がマシン設定サーバーから Ignition 設定をフェッチする必要があります。
初回の起動時に、Ignition 設定ファイルをダウンロードできるようネットワーク接続を確立するため
に、マシンには DHCP サーバーまたはその静的 IP アドレスが設定されている必要があります。
クラスターのマシンを長期間管理するために DHCP サーバーを使用することが推奨されています。
DHCP サーバーが永続 IP アドレスおよびホスト名をクラスターマシンに提供するように設定されてい
ることを確認します。
Kubernetes API サーバーはクラスターマシンのノード名を解決できる必要があります。API サーバーお
よびワーカーノードが異なるゾーンに置かれている場合、デフォルトの DNS 検索ゾーンを、API サー
バーでノード名を解決できるように設定することができます。もう 1 つの実行可能な方法として、ノー
ドオブジェクトとすべての DNS 要求の両方において、ホストを完全修飾ドメイン名で常に参照するこ
とができます。
マシン間のネットワーク接続を、クラスターのコンポーネントが通信できるように設定する必要があり
ます。すべてのマシンではクラスターの他のすべてのマシンのホスト名を解決できる必要があります。
表1.39 すべてのマシンに対応するすべてのマシン
プロトコル

ポート

説明

ICMP

該当なし

ネットワーク到達性のテスト

TCP

1936

メトリクス

9000- 9999

ホストレベルのサービス。 ポート 9100- 9101 のノードエ
クスポーター、ポート 9099 の Cluster Version Operator が
含まれます。

10250 - 10259

Kubernetes が予約するデフォルトポート

10256

openshift-sdn

4789

VXLAN および Geneve

6081

VXLAN および Geneve

9000- 9999

ポート 9100- 9101 のノードエクスポーターを含む、ホスト
レベルのサービス。

30000 - 32767

Kubernetes ノードポート

UDP

TCP/UDP

表1.40 コントロールプレーンへのすべてのマシン
プロトコル

ポート

説明

TCP

6443

Kubernetes API
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表1.41 コントロールプレーンマシンへのコントロールプレーンマシン
プロトコル

ポート

説明

TCP

2379- 2380

etcd サーバーおよびピアポート

ネットワークトポロジー要件
クラスター用にプロビジョニングするインフラストラクチャーは、ネットワークトポロジーの以下の要
件を満たす必要があります。

重要
OpenShift Container Platform では、すべてのノードが、プラットフォームコンテナーの
イメージをプルし、Telemetry データを Red Hat に提供するためにインターネットへの
直接のアクセスが必要です。
ロードバランサー
OpenShift Container Platform をインストールする前に、以下の要件を満たす 2 つのロードバランサー
をプロビジョニングする必要があります。
1. API ロードバランサー: プラットフォームと対話およびプラットフォームを設定するためのユー
ザー向けの共通のエンドポイントを提供します。以下の条件を設定します。
Layer 4 の負荷分散のみ。これは、Raw TCP、SSL パススルー、または SSL ブリッジモー
ドと呼ばれます。SSL ブリッジモードを使用する場合は、API ルートの Server Name
Indication (SNI) を有効にする必要があります。
ステートレス負荷分散アルゴリズム。オプションは、ロードバランサーの実装によって異
なります。

重要
API ロードバランサーのセッションの永続性は設定しないでください。
ロードバランサーのフロントとバックの両方で以下のポートを設定します。
表1.42 API ロードバランサー
ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

6443

ブートストラップおよびコントロー
ルプレーン。ブートストラップマシ
ンがクラスターのコントロールプ
レーンを初期化した後に、ブートス
トラップマシンをロードバランサー
から削除します。API サーバーのヘル
スチェックプローブの /readyz エン
ドポイントを設定する必要がありま
す。

内部

外部

X

X

説明

Kubernetes
API サー
バー
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ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

22623

ブートストラップおよびコントロー
ルプレーン。ブートストラップマシ
ンがクラスターのコントロールプ
レーンを初期化した後に、ブートス
トラップマシンをロードバランサー
から削除します。

内部

外部

X

説明

マシン設定
サーバー

注記
ロードバランサーは、API サーバーが /readyz エンドポイントをオフにしてから
プールから API サーバーインスタンスを削除するまで最大 30 秒かかるように設
定する必要があります。/readyz の後の時間枠内でエラーが返されたり、正常に
なったりする場合は、エンドポイントが削除または追加されているはずです。5
秒または 10 秒ごとにプローブし、2 つの正常な要求が正常な状態になり、3 つの
要求が正常な状態になりません。これらは十分にテストされた値です。
2. Application Ingress ロードバランサー: クラスター外から送られるアプリケーショントラフィッ
クの Ingress ポイントを提供します。以下の条件を設定します。
Layer 4 の負荷分散のみ。これは、Raw TCP、SSL パススルー、または SSL ブリッジモー
ドと呼ばれます。SSL ブリッジモードを使用する場合は、Ingress ルートの Server Name
Indication (SNI) を有効にする必要があります。
選択可能なオプションやプラットフォーム上でホストされるアプリケーションの種類に基
づいて、接続ベースの永続化またはセッションベースの永続化が推奨されます。
ロードバランサーのフロントとバックの両方で以下のポートを設定します。
表1.43 アプリケーション Ingress ロードバランサー
ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

443

80

内部

外部

説明

デフォルトで Ingress ルーター Pod、
コンピュート、またはワーカーを実
行するマシン。

X

X

HTTPS ト
ラフィック

デフォルトで Ingress ルーター Pod、
コンピュート、またはワーカーを実
行するマシン。

X

X

HTTP トラ
フィック

ヒント
クライアントの実際の IP アドレスがロードバランサーによって確認できる場合、ソースの IP ベースの
セッション永続化を有効にすると、エンドツーエンドの TLS 暗号化を使用するアプリケーションのパ
フォーマンスを強化できます。

注記
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注記
Ingress ルーターの作業用の設定が OpenShift Container Platform クラスターに必要で
す。コントロールプレーンの初期化後に Ingress ルーターを設定する必要があります。
Ethernet アダプターのハードウェアアドレス要件
クラスターの仮想マシンをプロビジョニングする場合、各仮想マシンに設定されたイーサネットイン
ターフェイスは VMware Organizationally Unique Identifier (OUI) 割り当て範囲から MAC アドレスを使
用する必要があります。
00:05:69:00:00:00 - 00:05:69:FF:FF:FF
00:0c:29:00:00:00 - 00:0c:29:FF:FF:FF
00:1c:14:00:00:00 - 00:1c:14:FF:FF:FF
00:50:56:00:00:00 - 00:50:56:FF:FF:FF
VMware OUI 外の MAC アドレスが使用される場合、クラスターのインストールは成功しません。
NTP 設定
OpenShift Container Platform クラスターは、デフォルトでパブリック Network Time Protocol (NTP)
サーバーを使用するように設定されます。ローカルのエンタープライズ NTP サーバーを使用する必要
があるか、またはクラスターが切断されたネットワークにデプロイされている場合は、特定のタイム
サーバーを使用するようにクラスターを設定できます。詳細は、chrony タイムサービスの設定 のド
キュメントを参照してください。
DHCP サーバーが NTP サーバー情報を提供する場合、Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マ
シンの chrony タイムサービスは情報を読み取り、NTP サーバーとクロックを同期できます。
関連情報
chrony タイムサービスの設定

1.5.5.2. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの DNS 要件
DNS は、名前解決および逆引き名前解決に使用されます。DNS A/AAAA または CNAME レコードは名
前解決に使用され、PTR レコードは逆引き名前解決に使用されます。逆引きレコードは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) は逆引きレコードを使用してすべてのノードのホスト名を設定する
ために重要です。さらに、逆引きレコードは、OpenShift Container Platform が動作するために必要な
証明書署名要求 (CSR) を生成するために使用されます。
以下の DNS レコードは、ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用す
る OpenShift Container Platform クラスターに必要です。各レコードで、 <cluster_name> はクラス
ター名で、<base_domain> は、install-config.yaml ファイルに指定するクラスターのベースドメイン
です。完全な DNS レコードは <component>.<cluster_name>.<base_domain>. の形式を取ります。
表1.44 必要な DNS レコード
コン
ポーネ
ント

レコード

説明
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コン
ポーネ
ント

レコード

説明

Kuberne
tes API

api.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコード、および DNS PTR
レコードを、コントロールプレーンマシンのロードバラン
サーを特定するために追加します。これらのレコードは、
クラスター外のクライアントおよびクラスター内のすべて
のノードで解決できる必要があります。

api-int.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコード、および DNS PTR
レコードを、コントロールプレーンマシンのロードバラン
サーを特定するために追加します。これらのレコードは、
クラスター内のすべてのノードで解決できる必要がありま
す。

重要
API サーバーは、 Kubernetes に記録される
ホスト名でワーカーノードを解決できる必
要があります。API サーバーがノード名を
解決できない場合、プロキシーされる API
呼び出しが失敗し、Pod からログを取得で
きなくなる可能性があります。

ルート

*.apps.<cluster_name>.
<base_domain>.

デフォルトでワーカーノードの Ingress ルーター Pod を実
行するマシンをターゲットにするロードバランサーを参照
するワイルドカード DNS A/AAAA または CNAME レコード
を追加します。これらのレコードは、クラスター外のクラ
イアントおよびクラスター内のすべてのノードで解決でき
る必要があります。

ブート
スト
ラップ

bootstrap.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコードおよび DNS PTR レ
コードを、ブートストラップマシンを特定するために追加
します。これらのレコードは、クラスター内のノードで解
決できる必要があります。

マス
ターホ
スト

<master><n>.
<cluster_name>.
<base_domain>.

コントロールプレーンノード (別名マスターノード) の各マ
シンを識別するための DNS A/AAAA または CNAME レコー
ドと DNS PTR レコード。これらのレコードは、クラスター
内のノードで解決できる必要があります。

ワー
カーホ
スト

<worker><n>.
<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコードおよび DNS PTR レ
コードを、ワーカーノードの各マシンを特定するために追
加します。これらのレコードは、クラスター内のノードで
解決できる必要があります。

ヒント
nslookup <hostname> コマンドを使用して、名前解決を確認することができます。dig -x
<ip_address> コマンドを使用して、PTR レコードの逆引き名前解決を確認できます。
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BIND ゾーンファイルの以下の例は、名前解決の A レコードの例を示しています。この例の目的は、必
要なレコードを表示することです。この例では、特定の名前解決サービスを選択するためのアドバイス
を提供することを目的としていません。
例1.9 DNS ゾーンデータベースのサンプル
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
IN MX 10 smtp.example.com.
;
;
ns1 IN A 192.168.1.5
smtp IN A 192.168.1.5
;
helper IN A 192.168.1.5
helper.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; The api identifies the IP of your load balancer.
api.ocp4 IN A 192.168.1.5
api-int.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; The wildcard also identifies the load balancer.
*.apps.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; Create an entry for the bootstrap host.
bootstrap.ocp4 IN A 192.168.1.96
;
; Create entries for the master hosts.
master0.ocp4 IN A 192.168.1.97
master1.ocp4 IN A 192.168.1.98
master2.ocp4 IN A 192.168.1.99
;
; Create entries for the worker hosts.
worker0.ocp4 IN A 192.168.1.11
worker1.ocp4 IN A 192.168.1.7
;
;EOF

以下の BIND ゾーンファイルの例では、逆引き名前解決の PTR レコードの例を示しています。
例1.10 逆引きレコードの DNS ゾーンデータベースの例
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
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1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
;
; The syntax is "last octet" and the host must have an FQDN
; with a trailing dot.
97 IN PTR master0.ocp4.example.com.
98 IN PTR master1.ocp4.example.com.
99 IN PTR master2.ocp4.example.com.
;
96 IN PTR bootstrap.ocp4.example.com.
;
5 IN PTR api.ocp4.example.com.
5 IN PTR api-int.ocp4.example.com.
;
11 IN PTR worker0.ocp4.example.com.
7 IN PTR worker1.ocp4.example.com.
;
;EOF

1.5.6. SSH プライベートキーの生成およびエージェントへの追加
クラスターでインストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要がある場合、ssh-agent とインス
トールプログラムの両方に SSH キーを指定する必要があります。このキーを使用してパブリッククラ
スターのブートストラップマシンにアクセスし、インストールの問題をトラブルシューティングできま
す。

注記
実稼働環境では、障害復旧およびデバッグが必要です。
このキーを使用して、ユーザー core としてマスターノードに対して SSH を実行できます。クラスター
をデプロイする際に、キーは core ユーザーの ~/.ssh/authorized_keys 一覧に追加されます。

注記
AWS キーペア などのプラットフォームに固有の方法で設定したキーではなく、ローカル
キーを使用する必要があります。
手順
1. パスワードなしの認証に設定されている SSH キーがコンピューター上にない場合は、これを作
成します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用するコンピューターで以下のコ
マンドを実行します。
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' \
-f <path>/<file_name> 1
1

~/.ssh/id_rsa などの、新規 SSH キーのパスおよびファイル名を指定します。既存のキー
ペアがある場合は、公開鍵が ~/.ssh ディレクトリーにあることを確認します。

このコマンドを実行すると、指定した場所にパスワードを必要としない SSH キーが生成されま
す。
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注記
FIPS で検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーを
使用する OpenShift Container Platform クラスターを x86_64 アーキテクチャー
にインストールする予定の場合は、ed25519 アルゴリズムを使用するキーは作
成しないでください。代わりに、rsa アルゴリズムまたは ecdsa アルゴリズムを
使用するキーを作成します。
2. ssh-agent プロセスをバックグラウンドタスクとして開始します。
$ eval "$(ssh-agent -s)"

出力例
Agent pid 31874

注記
クラスターが FIPS モードにある場合は、FIPS 準拠のアルゴリズムのみを使用し
て SSH キーを生成します。鍵は RSA または ECDSA のいずれかである必要があ
ります。
3. SSH プライベートキーを ssh-agent に追加します。
$ ssh-add <path>/<file_name> 1

出力例
Identity added: /home/<you>/<path>/<file_name> (<computer_name>)
1

~/.ssh/id_rsa などの、SSH プライベートキーのパスおよびファイル名を指定します。

次のステップ
OpenShift Container Platform をインストールする際に、SSH パブリックキーをインストール
プログラムに指定します。

1.5.7. インストールプログラムの取得
OpenShift Container Platform をインストールする前に、インストールファイルをローカルコンピュー
ターにダウンロードします。
前提条件
500 MB のローカルディスク領域がある Linux または macOS を実行するコンピューターが必要
です。
手順

1. OpenShift Cluster Manager サイトの インフラストラクチャープロバイダー ページにアクセス

157

OpenShift Container Platform 4.6 vSphere へのインストール

1. OpenShift Cluster Manager サイトの インフラストラクチャープロバイダー ページにアクセス
します。Red Hat アカウントがある場合は、認証情報を使ってログインします。アカウントが
ない場合はこれを作成します。
2. インフラストラクチャープロバイダーを選択します。
3. 選択するインストールタイプのページに移動し、オペレーティングシステムのインストールプ
ログラムをダウンロードし、ファイルをインストール設定ファイルを保存するディレクトリー
に配置します。

重要
インストールプログラムは、クラスターのインストールに使用するコンピュー
ターにいくつかのファイルを作成します。クラスターのインストール完了後は、
インストールプログラムおよびインストールプログラムが作成するファイルを保
持する必要があります。ファイルはいずれもクラスターを削除するために必要に
なります。

重要
インストールプログラムで作成されたファイルを削除しても、クラスターがイン
ストール時に失敗した場合でもクラスターは削除されません。クラスターを削除
するには、特定のクラウドプロバイダー用の OpenShift Container Platform のア
ンインストール手順を実行します。
4. インストールプログラムを展開します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用す
るコンピューターで以下のコマンドを実行します。
$ tar xvf openshift-install-linux.tar.gz
5. Red Hat OpenShift Cluster Manager からインストールプルシークレット をダウンロードしま
す。このプルシークレットを使用し、OpenShift Container Platform コンポーネントのコンテ
ナーイメージを提供する Quay.io など、組み込まれた各種の認証局によって提供されるサービ
スで認証できます。

1.5.8. インストール設定ファイルの手動作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform のインストールでは、インストール設定ファイルを手動で生成します。
前提条件
OpenShift Container Platform インストーラープログラムおよびクラスターのアクセストーク
ンを取得します。
手順
1. 必要なインストールアセットを保存するためのインストールディレクトリーを作成します。
$ mkdir <installation_directory>

重要

158

第1章 VSPHERE へのインストール

重要
ディレクトリーを作成する必要があります。ブートストラップ X.509 証明書な
どの一部のインストールアセットの有効期限は短く設定されているため、インス
トールディレクトリーを再利用することができません。別のクラスターインス
トールの個別のファイルを再利用する必要がある場合は、それらをディレクト
リーにコピーすることができます。ただし、インストールアセットのファイル名
はリリース間で変更される可能性があります。インストールファイルを以前の
バージョンの OpenShift Container Platform からコピーする場合は注意してコ
ピーを行ってください。
2. 以下の install-config.yaml ファイルテンプレートをカスタマイズし、これを
<installation_directory> に保存します。

注記
この設定ファイル install-config.yaml に名前を付ける必要があります。
3. install-config.yaml ファイルをバックアップし、複数のクラスターをインストールするのに使
用できるようにします。

重要
install-config.yaml ファイルは、インストールプロセスの次の手順で使用されま
す。この時点でこれをバックアップする必要があります。

1.5.8.1. VMware vSphere のサンプル install-config.yaml ファイル
install-config.yaml ファイルをカスタマイズして、OpenShift Container Platform クラスターのプラッ
トフォームについての詳細を指定するか、または必要なパラメーターの値を変更することができます。
apiVersion: v1
baseDomain: example.com 1
compute:
- hyperthreading: Enabled 2 3
name: worker
replicas: 0 4
controlPlane:
hyperthreading: Enabled 5 6
name: master
replicas: 3 7
metadata:
name: test 8
platform:
vsphere:
vcenter: your.vcenter.server 9
username: username 10
password: password 11
datacenter: datacenter 12
defaultDatastore: datastore 13
folder: "/<datacenter_name>/vm/<folder_name>/<subfolder_name>" 14
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fips: false 15
pullSecret: '{"auths": ...}' 16
sshKey: 'ssh-ed25519 AAAA...' 17
1

クラスターのベースドメイン。すべての DNS レコードはこのベースのサブドメインである必要が
あり、クラスター名が含まれる必要があります。

2 5 controlPlane セクションは単一マッピングですが、コンピュートセクションはマッピングのシー
ケンスになります。複数の異なるデータ構造の要件を満たすには、 compute セクションの最初の
行はハイフン - で始め、controlPlane セクションの最初の行はハイフンで始めることができませ
ん。どちらのセクションも、現時点では単一のマシンプールを定義しますが、OpenShift
Container Platform の今後のバージョンでは、インストール時の複数のコンピュートプールの定義
をサポートする可能性があります。1 つのコントロールプレーンプールのみが使用されます。
3 6 同時マルチスレッドまたは hyperthreading を有効/無効にするかどうか。デフォルトでは、同時
スレッドはマシンのコアのパフォーマンスを上げるために有効にされます。パラメーター値を
Disabled に設定するとこれを無効にすることができます。一部のクラスターマシンで同時マルチ
スレッドを無効にする場合は、これをすべてのクラスターマシンで無効にする必要があります。

重要
同時スレッドを無効にする場合は、容量計画においてマシンパフォーマンスの大幅
な低下が考慮に入れられていることを確認します。同時マルチスレッドを無効にす
る場合は、マシンで最低でも 8 CPU および 32 GB の RAM を使用する必要がありま
す。
4

replicas パラメーターの値を 0 に設定する必要があります。このパラメーターはクラスターが作
成し、管理するワーカーの数を制御します。これは、ユーザーによってプロビジョニングされるイ
ンフラストラクチャーを使用する場合にクラスターが実行しない機能です。OpenShift Container
Platform のインストールが終了する前に、クラスターが使用するワーカーマシンを手動でデプロ
イする必要があります。

7

クラスターに追加するコントロールプレーンマシンの数。クラスターをこの値をクラスターの
etcd エンドポイント数として使用するため、値はデプロイするコントロールプレーンマシンの数
に一致する必要があります。

8

DNS レコードに指定したクラスター名。

9

vCenter サーバーの完全修飾ホスト名または IP アドレス。

10

サーバーにアクセスするユーザーの名前。このユーザーには、少なくとも vSphere の 静的または
動的な永続ボリュームのプロビジョニング に必要なロールおよび権限がなければなりません。

11

vSphere ユーザーに関連付けられたパスワード。

12

vSphere データセンター。

13

使用するデフォルトの vSphere データストア。

14

オプション: インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーの場合、インス
トールプログラムが仮想マシンを作成する既存フォルダーの絶対パス (例:
/<datacenter_name>/vm/<folder_name>/<subfolder_name>)。この値を指定しない場合、イン
ストールプログラムは、データセンターの仮想マシンフォルダーにインフラストラクチャー ID を
使用して名前が付けられる上位レベルのフォルダーを作成します。クラスターのインフラストラク
チャーを提供する場合は、このパラメーターを省略します。
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15

FIPS モードを有効または無効にするかどうか。デフォルトでは、FIPS モードは有効にされませ
ん。FIPS モードが有効にされている場合、OpenShift Container Platform が実行される Red Hat

重要
FIPS 検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーの使用
は、x86_64 アーキテクチャーの OpenShift Container Platform デプロイメントで
のみサポートされています。
16

OpenShift Cluster Manager から取得したプルシークレット。このプルシークレットを使用し、
OpenShift Container Platform コンポーネントのコンテナーイメージを提供する Quay.io など、組
み込まれた各種の認証局によって提供されるサービスで認証できます。

17

Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) の core ユーザーのデフォルト SSH キーの公開部分。

1.5.8.2. インストール時のクラスター全体のプロキシーの設定
実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ
シーを使用することができます。プロキシー設定を install-config.yaml ファイルで行うことにより、新
規の OpenShift Container Platform クラスターをプロキシーを使用するように設定できます。
前提条件
既存の install-config.yaml ファイルがある。
クラスターがアクセスする必要のあるサイトを確認済みで、それらのいずれかがプロキシーを
バイパスする必要があるかどうかを判別している。デフォルトで、すべてのクラスター egress
トラフィック (クラスターをホストするクラウドについてのクラウドプロバイダー API に対す
る呼び出しを含む) はプロキシーされます。プロキシーを必要に応じてバイパスするために、サ
イトを Proxy オブジェクトの spec.noProxy フィールドに追加している。

注記
Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インストール設定の
networking.machineNetwork[].cidr、networking.clusterNetwork[].cidr、およ
び networking.serviceNetwork[] フィールドの値が設定されます。
Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft
Azure、および Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) へのインストールの場
合、Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インスタンスメタ
データのエンドポイント (169.254.169.254) も設定されます。
手順
1. install-config.yaml ファイルを編集し、プロキシー設定を追加します。以下に例を示します。
apiVersion: v1
baseDomain: my.domain.com
proxy:
httpProxy: http://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 1
httpsProxy: https://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 2
noProxy: example.com 3
additionalTrustBundle: | 4
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-----BEGIN CERTIFICATE----<MY_TRUSTED_CA_CERT>
-----END CERTIFICATE----...
1

クラスター外の HTTP 接続を作成するために使用するプロキシー URL。URL スキームは
http である必要があります。

2

クラスター外で HTTPS 接続を作成するために使用するプロキシー URL。

3

プロキシーから除外するための宛先ドメイン名、IP アドレス、または他のネットワーク
CIDR のコンマ区切りの一覧。サブドメインのみと一致するように、ドメインの前に . を
付けます。たとえば、.y.com は x.y.com に一致しますが、 y.com には一致しません。*
を使用し、すべての宛先のプロキシーをバイパスします。vCenter の IP アドレスと、その
マシンに使用する IP 範囲を含める必要があります。

4

指定されている場合には、インストールプログラムは、openshift-config namespace に
user-ca-bundle という名前の設定魔府を生成して、追加の CA 証明書を保存しま
す。additionalTrustBundle と少なくとも 1 つのプロキシー設定を指定した場合に
は、Proxy オブジェクトは trusted CA フィールドで user-ca-bundle 設定マップを参照
するように設定されます。その後、Cluster Network Operator は、trustedCA パラメー
ターに指定されたコンテンツを RHCOS トラストバンドルにマージする trusted-cabundle 設定マップを作成します。additionalTrustBundle フィールドは、プロキシーの
アイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局によって署名されない限
り必要になります。

注記
インストールプログラムは、プロキシーの readinessEndpoints フィールドをサ
ポートしません。
2. ファイルを保存し、OpenShift Container Platform のインストール時にこれを参照します。
インストールプログラムは、指定の install-config.yaml ファイルのプロキシー設定を使用する cluster
という名前のクラスター全体のプロキシーを作成します。プロキシー設定が指定されていない場
合、cluster Proxy オブジェクトが依然として作成されますが、これには spec がありません。

注記
cluster という名前の Proxy オブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーを作
成することはできません。

1.5.9. ネットワーク設定フェーズ
インストール前にクラスター設定を指定する場合、ネットワーク設定を変更する際に、インストール手
順にはいくつかのフェーズがあります。
フェーズ 1
openshift-install create install-config コマンドを入力した後に、以下のことを実行します。installconfig.yaml ファイルで、以下のネットワーク関連のフィールドをカスタマイズできます。
networking.networkType
networking.clusterNetwork
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networking.serviceNetwork
networking.machineNetwork
これらのフィールドの詳細は、インストール設定パラメーターを参照してください。

注記
優先される NIC が置かれている CIDR に一致する
networking.machineNetwork を設定します。
フェーズ 2
openshift-install create manifests コマンドを入力した後に、以下のことを実行します。高度な
ネットワーク設定を指定する必要がある場合、このフェーズで、変更するフィールドのみでカスタ
マイズされた Cluster Network Operator マニフェストを定義できます。
フェーズ 2 で、install-config.yaml ファイルのフェーズ 1 で指定した値を上書きすることはできませ
ん。ただし、フェーズ 2 ではクラスターネットワークプロバイダーをさらにカスタマイズできます。

1.5.10. 高度なネットワーク設定の指定
高度な設定のカスタマイズを使用し、クラスターネットワークプロバイダーの追加設定を指定して、ク
ラスターを既存のネットワーク環境に統合することができます。高度なネットワーク設定は、クラス
ターのインストール前にのみ指定することができます。

重要
インストールプロブラムで作成される OpenShift Container Platform マニフェストファ
イルの変更はサポートされていません。以下の手順のように、作成するマニフェスト
ファイルを適用することがサポートされています。
前提条件
install-config.yaml ファイルを作成し、これに対する変更を完了します。
クラスターの Ignition 設定ファイルを生成します。
手順
1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、マニフェストを作成します。
$ ./openshift-install create manifests --dir <installation_directory>
ここでは、以下のようになります。
<installation_directory>
クラスターの install-config.yaml ファイルが含まれるディレクトリーの名前を指定しま
す。
2. cluster-network-03-config.yml という名前の、高度なネットワーク設定用のスタブマニフェス
トファイルを <installation_directory>/manifests/ ディレクトリーに作成します。
$ cat <<EOF > <installation_directory>/manifests/cluster-network-03-config.yml
apiVersion: operator.openshift.io/v1
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kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
EOF
ここでは、以下のようになります。
<installation_directory>
クラスターの manifests/ ディレクトリーが含まれるディレクトリー名を指定します。
3. エディターで cluster-network-03-config.yml ファイルを開き、以下の例のようにクラスター
の高度なネットワーク設定を指定します。

OpenShift SDN ネットワークプロバイダーに異なる VXLAN ポートを指定します。
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
defaultNetwork:
openshiftSDNConfig:
vxlanPort: 4800
4. cluster-network-03-config.yml ファイルを保存し、テキストエディターを終了します。
5. オプション: manifests/cluster-network-03-config.yml ファイルをバックアップします。イン
ストールプログラムは、クラスターの作成時に manifests/ ディレクトリーを削除します。
6. コントロールプレーンマシンおよび compute machineSets を定義する Kubernetes マニフェス
トファイルを削除します。
$ rm -f openshift/99_openshift-cluster-api_master-machines-*.yaml openshift/99_openshiftcluster-api_worker-machineset-*.yaml
これらのリソースを独自に作成および管理するため、それらを初期化する必要はありません。
MachineSet ファイルを保存して、マシン API を使用してコンピュートマシンを作成するこ
とができますが、環境に合わせてそれらへの参照を更新する必要があります。

1.5.11. Cluster Network Operator (CNO) の設定
クラスターネットワークの設定は、Cluster Network Operator (CNO) 設定の一部として指定さ
れ、cluster という名前のカスタムリソース (CR) オブジェクトに保存されます。CR は
operator.openshift.io API グループの Network API のフィールドを指定します。
CNO 設定は、Network.config.openshift.io API グループの Network API からクラスターのインストー
ル時に以下のフィールドを継承し、これらのフィールドは変更できません。
clusterNetwork
Pod IP アドレスの割り当てに使用する IP アドレスプール。
serviceNetwork
サービスの IP アドレスプール。
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defaultNetwork.type
OpenShift SDN または OVN-Kubernetes などのクラスターネットワークプロバイダー。
defaultNetwork オブジェクトのフィールドを cluster という名前の CNO オブジェクトに設定すること
により、クラスターのクラスターネットワークプロバイダー設定を指定できます。

1.5.11.1. Cluster Network Operator 設定オブジェクト
Cluster Network Operator (CNO) のフィールドは以下の表で説明されています。
表1.45 Cluster Network Operator 設定オブジェクト
フィールド

タイプ

説明

metadata.name

string

CNO オブジェクトの名前。この名前は常に cluster です。

spec.clusterNet
work

array

Pod ID アドレスの割り当て、サブネット接頭辞の長さのクラス
ター内の個別ノードへの割り当てに使用される IP アドレスのブ
ロックを指定する一覧です。以下に例を示します。

spec:
clusterNetwork:
- cidr: 10.128.0.0/19
hostPrefix: 23
- cidr: 10.128.32.0/19
hostPrefix: 23
この値は読み取り専用であり、install-config.yaml ファイル
に指定されます。

spec.serviceNet
work

array

サービスの IP アドレスのブロック。OpenShift SDN および
OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) ネットワー
クプロバイダーは、サービスネットワークの単一 IP アドレスブ
ロックのみをサポートします。以下に例を示します。

spec:
serviceNetwork:
- 172.30.0.0/14
この値は読み取り専用であり、install-config.yaml ファイル
に指定されます。

spec.defaultNet
work

object

クラスターネットワークの Container Network Interface (CNI)
ネットワークプロバイダーを設定します。

spec.kubeProxy
Config

object

このオブジェクトのフィールドは、kube-proxy 設定を指定しま
す。OVN-Kubernetes クラスターネットワークプロバイダーを
使用している場合、kube-proxy 設定は機能しません。

defaultNetwork オブジェクト設定
defaultNetwork オブジェクトの値は、以下の表で定義されます。
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表1.46 defaultNetwork オブジェクト
フィールド

タイプ

説明

type

string

OpenShiftSDN または OVNKubernetes のいずれ
か。クラスターネットワークプロバイダーはインス
トール時に選択されます。この値は、クラスターの
インストール後は変更できません。

注記
OpenShift Container Platform はデ
フォルトで、OpenShift SDN
Container Network Interface (CNI)
クラスターネットワークプロバイ
ダーを使用します。

openshiftSDNConfig

object

このオブジェクトは OpenShift SDN クラスターネッ
トワークプロバイダーにのみ有効です。

ovnKubernetesConfig

object

このオブジェクトは OVN-Kubernetes クラスター
ネットワークプロバイダーにのみ有効です。

OpenShift SDN CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定
以下の表は、OpenShift SDN Container Network Interface (CNI) クラスターネットワークプロバイダー
の設定フィールドについて説明しています。
表1.47 openshiftSDNConfig オブジェクト
フィールド

タイプ

説明

mode

string

OpenShift SDN のネットワーク分離モードを設定します。デ
フォルト値は NetworkPolicy です。

Multitenant および Subnet の値は、OpenShift Container
Platform 3.x との後方互換性を維持するために利用できますが、
その使用は推奨されていません。この値は、クラスターのイン
ストール後は変更できません。
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フィールド

タイプ

説明

mtu

integer

VXLAN オーバーレイネットワークの最大転送単位 (MTU)。これ
は、プライマリーネットワークインターフェイスの MTU に基づ
いて自動的に検出されます。通常、検出された MTU を上書きす
る必要はありません。
自動検出した値が予想される値ではない場合は、ノード上のプ
ライマリーネットワークインターフェイスの MTU が正しいこと
を確認します。このオプションを使用して、ノード上のプライ
マリーネットワークインターフェイスの MTU 値を変更すること
はできません。
クラスターで異なるノードに異なる MTU 値が必要な場合、この
値をクラスター内の最小の MTU 値よりも 50 小さく設定する必
要があります。たとえば、クラスター内の一部のノードでは
MTU が 9001 であり、MTU が 1500 のクラスターもある場合に
は、この値を 1450 に設定する必要があります。
この値は、クラスターのインストール後は変更できません。

vxlanPort

integer

すべての VXLAN パケットに使用するポート。デフォルト値は
4789 です。この値は、クラスターのインストール後は変更でき
ません。
別の VXLAN ネットワークの一部である既存ノードと共に仮想化
環境で実行している場合は、これを変更する必要がある可能性
があります。たとえば、OpenShift SDN オーバーレイを
VMware NSX-T 上で実行する場合は、両方の SDN が同じデフォ
ルトの VXLAN ポート番号を使用するため、VXLAN の別のポー
トを選択する必要があります。
Amazon Web Services (AWS) では、VXLAN にポート 9000 と
ポート 9999 間の代替ポートを選択できます。

OpenShift SDN 設定の例
defaultNetwork:
type: OpenShiftSDN
openshiftSDNConfig:
mode: NetworkPolicy
mtu: 1450
vxlanPort: 4789
OVN-Kubernetes CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定
以下の表は OVN-Kubernetes CNI クラスターネットワークプロバイダーの設定フィールドについて説明
しています。
表1.48 ovnKubernetesConfig object
フィールド

タイプ

説明
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フィールド

タイプ

説明

mtu

integer

Geneve (Generic Network Virtualization Encapsulation) オー
バーレイネットワークの MTU (maximum transmission unit)。こ
れは、プライマリーネットワークインターフェイスの MTU に基
づいて自動的に検出されます。通常、検出された MTU を上書き
する必要はありません。
自動検出した値が予想される値ではない場合は、ノード上のプ
ライマリーネットワークインターフェイスの MTU が正しいこと
を確認します。このオプションを使用して、ノード上のプライ
マリーネットワークインターフェイスの MTU 値を変更すること
はできません。
クラスターで異なるノードに異なる MTU 値が必要な場合、この
値をクラスター内の最小の MTU 値よりも 100 小さく設定する
必要があります。たとえば、クラスター内の一部のノードでは
MTU が 9001 であり、MTU が 1500 のクラスターもある場合に
は、この値を 1400 に設定する必要があります。
この値は、クラスターのインストール後は変更できません。

genevePort

integer

すべての Geneve パケットに使用するポート。デフォルト値は
6081 です。この値は、クラスターのインストール後は変更でき
ません。

OVN-Kubernetes 設定の例
defaultNetwork:
type: OVNKubernetes
ovnKubernetesConfig:
mtu: 1400
genevePort: 6081
kubeProxyConfig オブジェクト設定
kubeProxyConfig オブジェクトの値は以下の表で定義されます。
表1.49 kubeProxyConfig オブジェクト
フィールド

168

タイプ

説明

第1章 VSPHERE へのインストール

フィールド

タイプ

説明

iptablesSyncPeriod

string

iptables ルールの更新期間。デフォルト値は 30s で
す。有効な接尾辞には、s、m、および h などが含ま
れ、これらについては、Go time パッケージ ドキュ
メントで説明されています。

注記
OpenShift Container Platform 4.3 以
降で強化されたパフォーマンスの向
上により、iptablesSyncPeriod パ
ラメーターを調整する必要はなくな
りました。

proxyArguments.iptablesmin-sync-period

array

iptables ルールを更新する前の最小期間。この
フィールドにより、更新の頻度が高くなり過ぎない
ようにできます。有効な接尾辞には、s、m、および
h などが含まれ、これらについては、Go time パッ
ケージ で説明されています。デフォルト値:

kubeProxyConfig:
proxyArguments:
iptables-min-sync-period:
- 0s

1.5.12. Ignition 設定ファイルの作成
クラスターマシンは手動で起動する必要があるため、クラスターがマシンを作成するために必要な
Ignition 設定ファイルを生成する必要があります。

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経過
すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書を更新
する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再起動する
と、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外として、
kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明書署名要求
(CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロールプレーン証明書
の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメントを参照してくださ
い。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にローテー
ションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用することを
お勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用することにより、イン
ストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの失敗を回避できま
す。
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前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得します。
手順
Ignition 設定ファイルを取得します。
$ ./openshift-install create ignition-configs --dir <installation_directory> 1
1

<installation_directory> の場合、インストールプログラムが作成するファイルを保存す
るためにディレクトリー名を指定します。

重要
install-config.yaml ファイルを作成している場合、それが含まれるディレクト
リーを指定します。または、空のディレクトリーを指定します。ブートストラッ
プ X.509 証明書などの一部のインストールアセットの有効期限は短く設定され
ているため、インストールディレクトリーを再利用することができません。別の
クラスターインストールの個別のファイルを再利用する必要がある場合は、それ
らをディレクトリーにコピーすることができます。ただし、インストールアセッ
トのファイル名はリリース間で変更される可能性があります。インストールファ
イルを以前のバージョンの OpenShift Container Platform からコピーする場合は
注意してコピーを行ってください。
以下のファイルはディレクトリーに生成されます。
.
├── auth
│ ├── kubeadmin-password
│ └── kubeconfig
├── bootstrap.ign
├── master.ign
├── metadata.json
└── worker.ign

1.5.13. インフラストラクチャー名の抽出
Ignition 設定ファイルには、VMware vSphere でクラスターを一意に識別するために使用できる一意の
クラスター ID が含まれます。クラスター ID を仮想マシンフォルダーの名前として使用する予定がある
場合、これを抽出する必要があります。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得している。
クラスターの Ignition 設定ファイルを生成している。
jq パッケージをインストールしている。

170

第1章 VSPHERE へのインストール

手順
Ignition 設定ファイルメタデータからインフラストラクチャー名を抽出し、表示するには、以下
のコマンドを実行します。
$ jq -r .infraID <installation_directory>/metadata.json 1
<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

1

出力例
openshift-vw9j6 1
このコマンドの出力はクラスター名とランダムな文字列です。

1

1.5.14. vSphere での Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンの作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーが含まれるクラスターを VMware
vSphere にインストールする前に、それが使用する RHCOS マシンを vSphere ホストに作成する必要が
あります。
前提条件
クラスターの Ignition 設定ファイルを取得している。
お使いのコンピューターからアクセスでき、作成するマシンがアクセスできる HTTP サーバー
へのアクセス権がある。
vSphere クラスター を作成している。
手順
1. <installation_directory>/bootstrap.ign という名前のインストールプログラムが作成したブー
トストラップ Ignition 設定ファイルを HTTP サーバーにアップロードします。このファイルの
URL をメモします。
2. ブートストラップノードの以下の二次的な Ignition 設定ファイル
を、<installation_directory>/merge-bootstrap.ign としてコンピューターに保存します。
{
"ignition": {
"config": {
"merge": [
{
"source": "<bootstrap_ignition_config_url>", 1
"verification": {}
}
]
},
"timeouts": {},
"version": "3.1.0"
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},
"networkd": {},
"passwd": {},
"storage": {},
"systemd": {}
}
1

ホストしているブートストラップの Ignition 設定ファイルの URL を指定します。

ブートストラップマシンの仮想マシン (VM) を作成する場合に、この Ignition 設定ファイルを使
用します。
3. インストールプログラムにより作成された次の Ignition 設定ファイルを見つけます。
<installation_directory>/master.ign
<installation_directory>/worker.ign
<installation_directory>/merge-bootstrap.ign
4. Ignition 設定ファイルを Base64 エンコーディングに変換します。この手順の後半で、これらの
ファイルを VM の追加の設定パラメーター guestinfo.ignition.config.data に追加する必要があ
ります。
たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用する場合、 base64 コマンドを使用してファ
イルをエンコードできます。
$ base64 -w0 <installation_directory>/master.ign > <installation_directory>/master.64
$ base64 -w0 <installation_directory>/worker.ign > <installation_directory>/worker.64
$ base64 -w0 <installation_directory>/merge-bootstrap.ign > <installation_directory>/mergebootstrap.64

重要
インストールの完了後にコンピュートマシンをさらにクラスターに追加する予定
の場合には、これらのファイルを削除しないでください。
5. RHCOS OVA イメージを取得します。イメージは RHCOS イメージミラー ページで入手できま
す。

重要
RHCOS イメージは OpenShift Container Platform の各リリースごとに変更され
ない可能性があります。インストールする OpenShift Container Platform バー
ジョンと等しいか、それ以下のバージョンの内で最も新しいバージョンのイメー
ジをダウンロードする必要があります。利用可能な場合は、OpenShift
Container Platform バージョンに一致するイメージのバージョンを使用します。
ファイル名には、rhcos-vmware.<architecture>.ova 形式の OpenShift Container Platform の
バージョン番号が含まれます。
6. vSphere クライアントで、仮想マシンを保管するフォルダーをデータセンターに作成します。
a. VMs and Templates ビューをクリックします。
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a. VMs and Templates ビューをクリックします。
b. データセンターの名前を右クリックします。
c. New Folder → New VM and Template Folder をクリックします。
d. 表示されるウィンドウで、フォルダー名を入力します。install-config.yaml ファイルに既
存のフォルダーを指定していない場合には、インフラストラクチャー ID と同じ名前を持つ
フォルダーを作成します。このフォルダー名を使用すると、vCenter はその Workspace 設
定に適した場所にあるストレージを動的にプロビジョニングします。
7. vSphere クライアントで、OVA イメージのテンプレートを作成してから、必要に応じてテンプ
レートのクローンを作成します。

注記
以下の手順では、テンプレートを作成してから、すべてのクラスターマシンのテ
ンプレートのクローンを作成します。次に、仮想マシンのプロビジョニング時に
クローン作成されたマシンタイプの Ignition 設定ファイルの場所を指定します。
a. Hosts and Clusters タブで、クラスターの名前を右クリックし、Deploy OVF Template を
選択します。
b. Select an OVF タブで、ダウンロードした RHCOS OVA ファイルの名前を指定します。
c. Select a name and folder タブで、Template-RHCOS などの Virtual machine name をテ
ンプレートに設定します。vSphere クラスターの名前をクリックし、直前の手順で作成し
たフォルダーを選択します。
d. Select a compute resource タブで、vSphere クラスターの名前をクリックします。
e. Select storage タブで、仮想マシンのストレージオプションを設定します。
ストレージ設定に応じて、Thin Provision または Thick Provision を選択します。
install-config.yaml ファイルで指定したデータストアを選択します。
f. Select network タブで、クラスターに設定したネットワークを指定します (ある場合)。
g. OVF テンプレートの作成時には、Customize template タブで値を指定したり、テンプ
レートに追加の設定をしないようにしてください。

重要
元の仮想マシンテンプレートは開始しないでください。仮想マシンテンプ
レートは停止した状態でなければなりません。また、新規 RHCOS マシン用
にクローン作成する必要があります。仮想マシンテンプレートを起動する
と、仮想マシンテンプレートがプラットフォームの仮想マシンとして設定さ
れるので、これをマシンセットで設定を適用できるテンプレートとして使用
できなくなります。
8. テンプレートがデプロイされた後に、マシンの仮想マシンをクラスターにデプロイします。
a. テンプレートの名前を右クリックし、Clone → Clone to Virtual Machineをクリックしま
す。
b. Select a name and folder タブで、仮想マシンの名前を指定します。control-plane-0 また
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b. Select a name and folder タブで、仮想マシンの名前を指定します。control-plane-0 また
は compute-1 などのように、マシンタイプを名前に含めることができるかもしれません。
c. Select a name and folder タブで、クラスターに作成したフォルダーの名前を選択しま
す。
d. Select a compute resource タブで、データセンター内のホストの名前を選択します。
ブートストラップマシンについては、ホストしているブートストラップの Ignition 設定ファ
イルの URL を指定します。
e. オプション: Select storage タブで、ストレージオプションをカスタマイズします。
f. Select clone options で、Customize this virtual machine's hardware を選択します。
g. Customize hardware タブで、VM Options → Advanced をクリックします。
オプション: vSphere でデフォルトの DHCP ネットワークを上書きします。静的 IP
ネットワークを有効にするには、以下を実行します。
i. 静的 IP 設定を行います。
$ export IPCFG="ip=<ip>::<gateway>:<netmask>:<hostname>:<iface>:none
nameserver=srv1 [nameserver=srv2 [nameserver=srv3 [...]]]"

コマンドの例
$ export IPCFG="ip=192.168.100.101::192.168.100.254:255.255.255.0:::none
nameserver=8.8.8.8"
ii. vSphere で OVA から仮想マシンを起動する前
に、guestinfo.afterburn.initrd.network-kargs プロパティーを設定します。
$ govc vm.change -vm "<vm_name>" -e "guestinfo.afterburn.initrd.networkkargs=${IPCFG}"
オプション: クラスターのパフォーマンスに問題が生じる場合は、Latency Sensitivity
一覧から High を選択します。VM の CPU とメモリーの予約に次の値があることを確
認してください。
メモリー予約値は、設定されたメモリーサイズと同じである必要があります。
CPU 予約値は、低レイテンシー仮想 CPU の数に、実際に測定された物理 CPU 速
度で乗算した数を最低でも指定する必要があります。
Edit Configuration をクリックし、Configuration Parameters ウィンドウで Add
Configuration Params をクリックします。以下のパラメーター名および値を定義しま
す。
guestinfo.ignition.config.data: この手順で先程作成した、base-64 でエンコード
されたファイルを見つけて、このマシンタイプに関する base-64 でエンコードさ
れた Ignition 設定ファイルの内容を貼り付けます。
guestinfo.ignition.config.data.encoding: base64 を指定します。
disk.EnableUUID: TRUE を指定します。
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h. Customize hardware タブの Virtual Hardware パネルで、必要に応じて指定した値を変更
します。RAM、CPU、およびディスクストレージの量がマシンタイプの最小要件を満たす
ことを確認してください。
i. 設定を完了し、仮想マシンの電源をオンにします。
9. 各マシンごとに先の手順に従って、クラスターの残りのマシンを作成します。

重要
この時点でブートストラップおよびコントロールプレーンマシンを作成する必要
があります。一部の Pod はデフォルトでコンピュートマシンにデプロイされる
ため、クラスターのインストール前に、2 つ以上のコンピュートマシンを作成し
ます。

1.5.15. vSphere での追加の Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンの作成
VMware vSphere でユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用するクラ
スターのコンピュートマシンを追加で作成できます。
前提条件
コンピュートマシンの base64 でエンコードされた Ignition ファイルを取得します。
クラスター用に作成した vSphere テンプレートにアクセスできる必要があります。
手順
1. テンプレートがデプロイされた後に、マシンの仮想マシンをクラスターにデプロイします。
a. テンプレートの名前を右クリックし、Clone → Clone to Virtual Machineをクリックしま
す。
b. Select a name and folder タブで、仮想マシンの名前を指定します。compute-1 などのよ
うに、マシンタイプを名前に含めることができるかもしれません。
c. Select a name and folder タブで、クラスターに作成したフォルダーの名前を選択しま
す。
d. Select a compute resource タブで、データセンター内のホストの名前を選択します。
e. オプション: Select storage タブで、ストレージオプションをカスタマイズします。
f. Select clone options で、Customize this virtual machine's hardware を選択します。
g. Customize hardware タブで、VM Options → Advanced をクリックします。
Latency Sensitivity 一覧から、High を選択します。
Edit Configuration をクリックし、Configuration Parameters ウィンドウで Add
Configuration Params をクリックします。以下のパラメーター名および値を定義しま
す。
guestinfo.ignition.config.data: このマシンファイルの base64 でエンコードした
コンピュート Ignition 設定ファイルの内容を貼り付けます。
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guestinfo.ignition.config.data.encoding: base64 を指定します。
disk.EnableUUID: TRUE を指定します。
h. Customize hardware タブの Virtual Hardware パネルで、必要に応じて指定した値を変更
します。RAM、CPU、およびディスクストレージの量がマシンタイプの最小要件を満たす
ことを確認してください。また、ネットワークが複数利用可能な場合は、必ず Add
network adapter に正しいネットワークを選択してください。
i. 設定を完了し、仮想マシンの電源をオンにします。
2. 継続してクラスター用の追加のコンピュートマシンを作成します。

1.5.16. ディスクパーティション設定
ほとんどの場合、データパーティションは、最初に別のオペレーティングシステムをインストールする
のではなく、RHCOS をインストールして作成されます。この場合、OpenShift Container Platform イ
ンストーラーでは、ディスクパーティションの設定が許可されます。
ただし、以下は、OpenShift Container Platform ノードのインストール時に、デフォルトのパーティ
ション設定を上書きするために介入が必要と思われる 2 つのケースになります。
別個のパーティションの作成: 空のディスクへのグリーンフィールドインストールの場合は、別
のストレージをパーティションに追加する必要がある場合があります。これは、/var または
/var/lib/etcd などの /var のサブディレクトリー (両方ではない) を個別のパーティションとして
作成する場合にのみ正式にサポートされます。

重要
Kubernetes は 2 つのファイルシステムパーティションのみをサポートします。
元の設定に複数のパーティションを追加すると、Kubernetes はそれらをすべて
監視できません。
既存のパーティションの保持: ブラウンフィールドインストールで、既存のノードに OpenShift
Container Platform を再インストールし、以前のオペレーティングシステムからのデータパー
ティションを維持する必要がある場合、既存のデータパーティションを保持できる coreosinstaller へのブート引数とオプションの両方があります。

個別の /var パーティションの作成
一般的に、OpenShift Container Platform のディスクパーティション設定は、インストーラーに任せる
必要があります。ただし、拡張予定のファイルシステムの一部に個別のパーティションの作成が必要と
なる場合もあります。
OpenShift Container Platform は、ストレージを /var パーティションまたは /var のサブディレクト
リーのいずれかに割り当てる単一のパーティションの追加をサポートします。以下に例を示します。
/var/lib/containers: イメージやコンテナーがシステムにさらに追加されると拡張するコンテ
ナー関連のコンテンツを保持します。
/var/lib/etcd: etcd ストレージのパフォーマンスの最適化などの目的で分離する必要のあるデー
タを保持します。
/var: 監査などの目的に合わせて分離させる必要のあるデータを保持します。
/var ディレクトリーのコンテンツを個別に保存すると、必要に応じてこれらの領域のストレージの拡大
を容易にし、後で OpenShift Container Platform を再インストールして、そのデータをそのまま保持す
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ることができます。この方法では、すべてのコンテナーを再度プルする必要はありません。また、シス
テムの更新時に大きなログファイルをコピーする必要もありません。
/var は、Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) の新規インストール前に有効にする必要があるた
め、以下の手順では OpenShift Container Platform インストールの openshift-install の準備フェーズで
挿入されるマシン設定を作成して、別の /var パーティションを設定します。
手順
1. OpenShift Container Platform インストールファイルを保存するディレクトリーを作成しま
す。
$ mkdir $HOME/clusterconfig
2. openshift-install を実行して、manifest および openshift のサブディレクトリーにファイルの
セットを作成します。プロンプトが表示されたら、システムの質問に回答します。
$ openshift-install create manifests --dir $HOME/clusterconfig
? SSH Public Key ...
$ ls $HOME/clusterconfig/openshift/
99_kubeadmin-password-secret.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-0.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-1.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-2.yaml
...
3. MachineConfig オブジェクトを作成し、これを openshift ディレクトリーのファイルに追加し
ます。たとえば、98-var-partition.yaml ファイルに名前を付け、ディスクのデバイス名を
worker システムのストレージデバイスの名前に変更し、必要に応じてストレージサイズを設定
します。以下の例では、/var ディレクトリーを別のパーティションにマウントします。
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
labels:
machineconfiguration.openshift.io/role: worker
name: 98-var-partition
spec:
config:
ignition:
version: 3.1.0
storage:
disks:
- device: /dev/<device_name> 1
partitions:
- label: var
startMiB: <partition_start_offset> 2
sizeMiB: <partition_size> 3
filesystems:
- device: /dev/disk/by-partlabel/var
path: /var
format: xfs
systemd:
units:
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- name: var.mount 4
enabled: true
contents: |
[Unit]
Before=local-fs.target
[Mount]
What=/dev/disk/by-partlabel/var
Where=/var
Options=defaults,prjquota 5
[Install]
WantedBy=local-fs.target
1

パーティションを設定する必要のあるディスクのストレージデバイス名。

2

データパーティションをブートディスクに追加する場合は、25000 のメビバイトの最小値
が推奨されます。ルートファイルシステムは、指定したオフセットまでの利用可能な領域
をすべて埋めるためにサイズを自動的に変更します。値の指定がない場合や、指定した値
が推奨される最小値よりも小さい場合、生成されるルートファイルシステムのサイズは小
さ過ぎるため、RHCOS の再インストールでデータパーティションの最初の部分が上書き
される可能性があります。

3

データパーティションのサイズ (メビバイト単位)。

4

マウントユニットの名前は、Where= ディレクティブで指定されたディレクトリーと一致
する必要があります。たとえば、/var/lib/containers にマウントされているファイルシス
テムの場合、ユニットの名前は var-lib-containers.mount にする必要があります。

5

コンテナーストレージに使用されるファイルシステムでは、 prjquota マウントオプショ
ンを有効にする必要があります。

注記
個別の /var パーティションを作成する場合、異なるインスタンスタイプに同じ
デバイス名がない場合は、ワーカーノードに異なるインスタンスタイプを使用す
ることはできません。
4. openshift-install を再度実行し、manifest および openshift のサブディレクトリー内のファイ
ルセットから、Ignition 設定を作成します。
$ openshift-install create ignition-configs --dir $HOME/clusterconfig
$ ls $HOME/clusterconfig/
auth bootstrap.ign master.ign metadata.json worker.ign
Ignition 設定ファイルを Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) システムをインストールために
vSphere インストール手順への入力として使用できます。

1.5.17. クラスターの作成
OpenShift Container Platform クラスターを作成するには、ブートストラッププロセスが、インストー
ルプログラムで生成した Ignition 設定ファイルを使用してプロビジョニングしたマシンで完了するのを
待機します。
前提条件
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クラスターに必要なインフラストラクチャーを作成する。
インストールプログラムを取得し、クラスターの Ignition 設定ファイルを生成している。
Ignition 設定ファイルを使用して、クラスターの RHCOS マシンを作成済している。
お使いのマシンでインターネットに直接アクセスできるか、または HTTP または HTTPS プロ
キシーが利用できる。
手順
1. ブートストラッププロセスをモニターします。
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for bootstrap-complete \ 1
--log-level=info 2
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2

異なるインストールの詳細情報を表示するには、info ではなく、warn、debug、または
error を指定します。

出力例
INFO Waiting up to 30m0s for the Kubernetes API at https://api.test.example.com:6443...
INFO API v1.19.0 up
INFO Waiting up to 30m0s for bootstrapping to complete...
INFO It is now safe to remove the bootstrap resources
Kubernetes API サーバーでこれがコントロールプレーンマシンにブートストラップされている
ことを示すシグナルが出されるとコマンドは成功します。
2. ブートストラッププロセスが完了したら、ブートストラップマシンをロードバランサーから削
除します。

重要
この時点で、ブートストラップマシンをロードバランサーから削除する必要があ
ります。さらに、マシン自体を削除し、再フォーマットすることができます。

1.5.18. CLI の使用によるクラスターへのログイン
クラスター kubeconfig ファイルをエクスポートし、デフォルトシステムユーザーとしてクラスターに
ログインできます。kubeconfig ファイルには、クライアントを正しいクラスターおよび API サーバー
に接続するために CLI で使用されるクラスターについての情報が含まれます。このファイルはクラス
ターに固有のファイルであり、OpenShift Container Platform のインストール時に作成されます。
前提条件
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイしていること。
oc CLI をインストールしていること。
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手順
1. kubeadmin 認証情報をエクスポートします。
$ export KUBECONFIG=<installation_directory>/auth/kubeconfig 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2. エクスポートされた設定を使用して、oc コマンドを正常に実行できることを確認します。
$ oc whoami

出力例
system:admin

1.5.19. マシンの証明書署名要求の承認
マシンをクラスターに追加する際に、追加したそれぞれのマシンについて 2 つの保留状態の証明書署名
要求 (CSR) が生成されます。これらの CSR が承認されていることを確認するか、または必要な場合は
それらを承認してください。最初にクライアント要求を承認し、次にサーバー要求を承認する必要があ
ります。
前提条件
マシンがクラスターに追加されています。
手順
1. クラスターがマシンを認識していることを確認します。
$ oc get nodes

出力例
NAME
master-0
master-1
master-2

STATUS ROLES AGE VERSION
Ready master 63m v1.19.0
Ready master 63m v1.19.0
Ready master 64m v1.19.0

出力には作成したすべてのマシンが一覧表示されます。

注記
上記の出力には、一部の CSR が承認されるまで、ワーカーノード (ワーカー
ノードとも呼ばれる) が含まれない場合があります。
2. 保留中の証明書署名要求 (CSR) を確認し、クラスターに追加したそれぞれのマシンのクライア
ントおよびサーバー要求に Pending または Approved ステータスが表示されていることを確認
します。
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$ oc get csr

出力例
NAME
AGE REQUESTOR
CONDITION
csr-8b2br 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:nodebootstrapper Pending
csr-8vnps 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:nodebootstrapper Pending
...
この例では、2 つのマシンがクラスターに参加しています。この一覧にはさらに多くの承認さ
れた CSR が表示される可能性があります。
3. 追加したマシンの保留中の CSR すべてが Pending ステータスになった後に CSR が承認されな
い場合には、クラスターマシンの CSR を承認します。

注記
CSR のローテーションは自動的に実行されるため、クラスターにマシンを追加
後 1 時間以内に CSR を承認してください。1 時間以内に承認しない場合には、証
明書のローテーションが行われ、各ノードに 3 つ以上の証明書が存在するように
なります。これらの証明書すべてを承認する必要があります。クライアントの
CSR が承認されたら、Kubelet は提供証明書のセカンダリー CSR を作成しま
す。これには、手動の承認が必要です。次に、後続の提供証明書の更新要求は、
Kubelet が同じパラメーターを持つ新規証明書を要求する場合に machineapprover によって自動的に承認されます。

注記
ベアメタルおよび他のユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラ
クチャーなどのマシン API ではないプラットフォームで実行されているクラス
ターの場合、kubelet 提供証明書要求 (CSR) を自動的に承認する方法を実装する
必要があります。要求が承認されない場合、API サーバーが kubelet に接続する
際に提供証明書が必須であるため、oc exec、 oc rsh、および oc logs コマンド
は正常に実行できません。Kubelet エンドポイントにアクセスする操作には、こ
の証明書の承認が必要です。この方法は新規 CSR の有無を監視し、CSR が
system:node または system:admin グループの node-bootstrapper サービス
アカウントによって提出されていることを確認し、ノードのアイデンティティー
を確認します。
それらを個別に承認するには、それぞれの有効な CSR について以下のコマンドを実行しま
す。
$ oc adm certificate approve <csr_name> 1
1

<csr_name> は、現行の CSR の一覧からの CSR の名前です。

すべての保留中の CSR を承認するには、以下のコマンドを実行します。
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}
{{end}}{{end}}' | xargs --no-run-if-empty oc adm certificate approve
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注記
一部の Operator は、一部の CSR が承認されるまで利用できない可能性があ
ります。
4. クライアント要求が承認されたら、クラスターに追加した各マシンのサーバー要求を確認する
必要があります。
$ oc get csr

出力例
NAME
AGE REQUESTOR
CONDITION
csr-bfd72 5m26s system:node:ip-10-0-50-126.us-east-2.compute.internal
Pending
csr-c57lv 5m26s system:node:ip-10-0-95-157.us-east-2.compute.internal
Pending
...
5. 残りの CSR が承認されず、それらが Pending ステータスにある場合、クラスターマシンの
CSR を承認します。
それらを個別に承認するには、それぞれの有効な CSR について以下のコマンドを実行しま
す。
$ oc adm certificate approve <csr_name> 1
1

<csr_name> は、現行の CSR の一覧からの CSR の名前です。

すべての保留中の CSR を承認するには、以下のコマンドを実行します。
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}
{{end}}{{end}}' | xargs oc adm certificate approve
6. すべてのクライアントおよびサーバーの CSR が承認された後に、マシンのステータスが
Ready になります。以下のコマンドを実行して、これを確認します。
$ oc get nodes

出力例
NAME
master-0
master-1
master-2
worker-0
worker-1

STATUS ROLES AGE VERSION
Ready master 73m v1.20.0
Ready master 73m v1.20.0
Ready master 74m v1.20.0
Ready worker 11m v1.20.0
Ready worker 11m v1.20.0

注記
サーバー CSR の承認後にマシンが Ready ステータスに移行するまでに数分の時
間がかかる場合があります。
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関連情報
CSR の詳細は、Certificate Signing Requests を参照してください。

1.5.19.1. Operator の初期設定
コントロールプレーンの初期化後に、一部の Operator を利用可能にするためにそれらをすぐに設定す
る必要があります。
前提条件
コントロールプレーンが初期化されています。
手順
1. クラスターコンポーネントがオンラインになることを確認します。
$ watch -n5 oc get clusteroperators

出力例
NAME
VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED
SINCE
authentication
4.6.0 True
False
False
3h56m
cloud-credential
4.6.0 True
False
False
29h
cluster-autoscaler
4.6.0 True
False
False
29h
config-operator
4.6.0 True
False
False
6h39m
console
4.6.0 True
False
False
3h59m
csi-snapshot-controller
4.6.0 True
False
False
4h12m
dns
4.6.0 True
False
False
4h15m
etcd
4.6.0 True
False
False
29h
image-registry
4.6.0 True
False
False
3h59m
ingress
4.6.0 True
False
False
4h30m
insights
4.6.0 True
False
False
29h
kube-apiserver
4.6.0 True
False
False
29h
kube-controller-manager
4.6.0 True
False
False
29h
kube-scheduler
4.6.0 True
False
False
29h
kube-storage-version-migrator
4.6.0 True
False
False
4h2m
machine-api
4.6.0 True
False
False
29h
machine-approver
4.6.0 True
False
False
6h34m
machine-config
4.6.0 True
False
False
3h56m
marketplace
4.6.0 True
False
False
4h2m
monitoring
4.6.0 True
False
False
6h31m
network
4.6.0 True
False
False
29h
node-tuning
4.6.0 True
False
False
4h30m
openshift-apiserver
4.6.0 True
False
False
3h56m
openshift-controller-manager
4.6.0 True
False
False
4h36m
openshift-samples
4.6.0 True
False
False
4h30m
operator-lifecycle-manager
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-catalog
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-packageserver 4.6.0 True
False
False
3h59m
service-ca
4.6.0 True
False
False
29h
storage
4.6.0 True
False
False
4h30m
2. 利用不可の Operator を設定します。
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1.5.19.2. インストール時に削除されたイメージレジストリー
共有可能なオブジェクトストレージを提供しないプラットフォームでは、OpenShift イメージレジスト
リー Operator 自体が Removed としてブートストラップされます。これにより、openshift-installer
がそれらのプラットフォームタイプでのインストールを完了できます。
インストール後に、イメージレジストリー Operator 設定を編集して managementState を Removed
から Managed に切り替える必要があります。

注記
Prometheus コンソールは、以下のような ImageRegistryRemoved アラートを提供しま
す。
"Image Registry has been removed.ImageStreamTags, BuildConfigs and
DeploymentConfigs which reference ImageStreamTags may not work as expected.スト
レージを設定して、configs.imageregistry.operator.openshift.io を編集して設定を
Managed 状態に更新してください。

1.5.19.3. イメージレジストリーストレージの設定
イメージレジストリー Operator は、デフォルトストレージを提供しないプラットフォームでは最初は
利用できません。インストール後に、レジストリー Operator を使用できるようにレジストリーをスト
レージを使用するように設定する必要があります。
実稼働クラスターに必要な永続ボリュームの設定についての手順が示されます。該当する場合、空の
ディレクトリーをストレージの場所として設定する方法が表示されます。これは、実稼働以外のクラス
ターでのみ利用できます。
アップグレード時に Recreate ロールアウトストラテジーを使用して、イメージレジストリーがブロッ
クストレージタイプを使用することを許可するための追加の手順が提供されます。
1.5.19.3.1. VMware vSphere のブロックレジストリーストレージの設定
イメージレジストリーがクラスター管理者によるアップグレード時に vSphere Virtual Machine Disk
(VMDK) などのブロックストレージタイプを使用できるようにするには、Recreate ロールアウトスト
ラテジーを使用できます。

重要
ブロックストレージボリュームはサポートされますが、実稼働クラスターでのイメージ
レジストリーと併用することは推奨されません。レジストリーに複数のレプリカを含め
ることができないため、ブロックストレージにレジストリーが設定されているインス
トールに高可用性はありません。
手順
1. イメージレジストリーストレージをブロックストレージタイプとして設定するには、レジスト
リーが Recreate ロールアウトストラテジーを使用し、1 レプリカのみで実行されるように、レ
ジストリーにパッチを適用します。
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec":
{"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'

2. ブロックストレージデバイスの PV をプロビジョニングし、そのボリュームの PVC を作成しま
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2. ブロックストレージデバイスの PV をプロビジョニングし、そのボリュームの PVC を作成しま
す。要求されたブロックボリュームは ReadWriteOnce (RWO) アクセスモードを使用します。
a. 以下の内容で pvc.yaml ファイルを作成して VMware vSphere PersistentVolumeClaim オ
ブジェクトを定義します。
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: image-registry-storage 1
namespace: openshift-image-registry 2
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce 3
resources:
requests:
storage: 100Gi 4
1

PersistentVolumeClaim オブジェクトを表す一意の名前。

2

PersistentVolumeClaim オブジェクトの namespace (openshift-image-registry)。

3

永続ボリューム要求 (PVC) のアクセスモード。ReadWriteOnce では、ボリュームは
単一ノードによって読み取り/書き込みパーミッションでマウントできます。

4

永続ボリューム要求 (PVC) のサイズ。

b. ファイルから PersistentVolumeClaim オブジェクトを作成します。
$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
3. 正しい PVC を参照するようにレジストリー設定を編集します。
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

カスタム PVC を作成すると、image-registry-storage PVC のデフォルトの自動作成の
claim フィールドを空のままにすることができます。

正しい PVC を参照するようにレジストリーストレージを設定する方法については、vSphere のレジス
トリーの設定 を参照してください。

1.5.20. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーでのインス
トールの完了
Operator 設定の完了後に、提供するインフラストラクチャーでのクラスターのインストールを終了で
きます。
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前提条件
コントロールプレーンが初期化されています。
Operator の初期設定を完了済みです。
手順
1. 以下のコマンドを使用して、すべてのクラスターコンポーネントがオンラインであることを確
認します。
$ watch -n5 oc get clusteroperators

出力例
NAME
VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED
SINCE
authentication
4.6.0 True
False
False
3h56m
cloud-credential
4.6.0 True
False
False
29h
cluster-autoscaler
4.6.0 True
False
False
29h
config-operator
4.6.0 True
False
False
6h39m
console
4.6.0 True
False
False
3h59m
csi-snapshot-controller
4.6.0 True
False
False
4h12m
dns
4.6.0 True
False
False
4h15m
etcd
4.6.0 True
False
False
29h
image-registry
4.6.0 True
False
False
3h59m
ingress
4.6.0 True
False
False
4h30m
insights
4.6.0 True
False
False
29h
kube-apiserver
4.6.0 True
False
False
29h
kube-controller-manager
4.6.0 True
False
False
29h
kube-scheduler
4.6.0 True
False
False
29h
kube-storage-version-migrator
4.6.0 True
False
False
4h2m
machine-api
4.6.0 True
False
False
29h
machine-approver
4.6.0 True
False
False
6h34m
machine-config
4.6.0 True
False
False
3h56m
marketplace
4.6.0 True
False
False
4h2m
monitoring
4.6.0 True
False
False
6h31m
network
4.6.0 True
False
False
29h
node-tuning
4.6.0 True
False
False
4h30m
openshift-apiserver
4.6.0 True
False
False
3h56m
openshift-controller-manager
4.6.0 True
False
False
4h36m
openshift-samples
4.6.0 True
False
False
4h30m
operator-lifecycle-manager
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-catalog
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-packageserver 4.6.0 True
False
False
3h59m
service-ca
4.6.0 True
False
False
29h
storage
4.6.0 True
False
False
4h30m
あるいは、以下のコマンドを使用すると、すべてのクラスターが利用可能な場合に通知されま
す。また、このコマンドは認証情報を取得して表示します。
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for install-complete 1
1
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出力例
INFO Waiting up to 30m0s for the cluster to initialize...
Cluster Version Operator が Kubernetes API サーバーから OpenShift Container Platform クラ
スターのデプロイを終了するとコマンドは成功します。

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経
過すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書
を更新する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再
起動すると、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外と
して、kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明
書署名要求 (CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロール
プレーン証明書の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメント
を参照してください。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にロー
テーションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用す
ることをお勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用すること
により、インストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの
失敗を回避できます。
2. Kubernetes API サーバーが Pod と通信していることを確認します。
a. すべての Pod の一覧を表示するには、以下のコマンドを使用します。
$ oc get pods --all-namespaces

出力例
NAMESPACE
NAME
READY STATUS
RESTARTS AGE
openshift-apiserver-operator
openshift-apiserver-operator-85cb746d55-zqhs8 1/1
Running 1
9m
openshift-apiserver
apiserver-67b9g
1/1 Running 0
3m
openshift-apiserver
apiserver-ljcmx
1/1 Running 0
1m
openshift-apiserver
apiserver-z25h4
1/1 Running 0
2m
openshift-authentication-operator authentication-operator-69d5d8bf84-vh2n8
1/1
Running 0
5m
...
b. 以下のコマンドを使用して、直前のコマンドの出力に一覧表示される Pod のログを表示し
ます。
$ oc logs <pod_name> -n <namespace> 1
1

直前のコマンドの出力にあるように、Pod 名および namespace を指定します。
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Pod のログが表示される場合、Kubernetes API サーバーはクラスターマシンと通信できま
す。
Adding compute machines to vSphere に従い、クラスターのインストールの完了後に追加のコンピュー
トマシンを追加できます。

1.5.21. VMware vSphere ボリュームのバックアップ
OpenShift Container Platform は、自由にクラスターないのノードにあるボリュームをアタッチした
り、アタッチ解除できるように、個別の永続ディスクとして新規ボリュームをプロビジョニングしま
す。そのため、スナップショットを使用するボリュームはバックアップしたり、スナップショットから
ボリュームを復元したりすることはできません。詳細は、スナップショットの制限 を参照してくださ
い。

手順
永続ボリュームのバックアップを作成すには、以下を実行します。
1. 永続ボリュームを使用しているアプリケーションを停止します。
2. 永続ボリュームのクローンを作成します。
3. アプリケーションを再起動します。
4. クローンを作成したボリュームのバックアップを作成します。
5. クローンを作成したボリュームを削除します。

1.5.22. OpenShift Container Platform の Telemetry アクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターのヘルスと更新の成功に関するメトリクスを提供
するためにデフォルトで実行される Telemetry サービスには、インターネットアクセスが必要です。ク
ラスターがインターネットに接続されている場合、Telemetry は自動的に実行され、クラスターは
OpenShift Cluster Manager に登録されます。
OpenShift Cluster Manager インベントリーが正常である (Telemetry によって自動的に維持、または
OpenShift Cluster Manager を使用して手動で維持) ことを確認した後に、subscription watch を使用 し
て、アカウントまたはマルチクラスターレベルで OpenShift Container Platform サブスクリプションを
追跡します。
関連情報
Telemetry サービスの詳細は、リモートヘルスモニターリング について参照してください。

1.5.23. 次のステップ
クラスターをカスタマイズ します。
必要な場合は、リモートの健全性レポートをオプトアウト することができます。
レジストリーをセットアップし、レジストリーストレージを設定します。

1.6. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの
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1.6. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの
ネットワークが制限された環境での VSPHERE へのクラスターのインス
トール
OpenShift Container Platform バージョン 4.6 では、クラスターを制限されたネットワークでプロビ
ジョニングする VMware vSphere インフラストラクチャーにインストールできます。

重要
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのインストールする
手順は、例としてのみ提供されます。独自にプロビジョニングするインフラストラク
チャーでクラスターをインストールするには、vSphere プラットフォームおよび
OpenShift Container Platform のインストールプロセスについて理解している必要があり
ます。ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのインストー
ル手順をガイドとして使用します。他の方法で必要なリソースを作成することもできま
す。

1.6.1. 前提条件
ミラーホストでレジストリーを作成 し、OpenShift Container Platform の使用しているバー
ジョン用の imageContentSources データを取得します。

重要
インストールメディアはミラーホストにあるため、そのコンピューターを使用し
てすべてのインストール手順を完了します。
クラスターの 永続ストレージ をプロビジョニングします。プライベートイメージレジストリー
をデプロイするには、ストレージで ReadWriteMany アクセスモードを指定する必要がありま
す。
OpenShift Container Platform のインストールおよび更新 プロセスについての詳細を確認しま
す。
インストールを完了するには、vSphere ホストに Red Hat Enterprise Linux CoreOS(RHCOS)
OVA をアップロードする必要があります。このプロセスを完了するマシンには、vCenter およ
び ESXi ホストのポート 443 にアクセスできる必要があります。ポート 443 にアクセスできる
ことを確認している。
ファイアウォールを使用する場合は、ポート 443 にアクセスできることを管理者に確認してい
る。インストールを成功させるには、コントロールプレーンノードがポート 443 で vCenter お
よび ESXi ホストに到達できる必要があります。
ファイアウォールを使用し、Telemetry を使用する予定がある場合は、クラスターがアクセス
する必要のある サイト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。

注記
プロキシーを設定する場合は、このサイト一覧も確認してください。

1.6.2. ネットワークが制限された環境でのインストールについて
OpenShift Container Platform 4.6 では、ソフトウェアコンポーネントを取得するためにインターネッ
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トへのアクティブな接続を必要としないインストールを実行できます。ネットワークが制限された環境
のインストールは、クラスターのインストール先となるクラウドプラットフォームに応じて、インス
トーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーまたはユーザーによってプロビジョニング
されるインフラストラクチャーを使用して実行できます。
クラウドプラットフォーム上でネットワークが制限されたインストールの実行を選択した場合でも、そ
のクラウド API へのアクセスが必要になります。Amazon Web Service の Route 53 DNS や IAM サービ
スなどの一部のクラウド機能には、インターネットアクセスが必要です。ネットワークによっては、ベ
アメタルハードウェアまたは VMware vSphere へのインストールには、インターネットアクセスが必要
になる場合があります。
ネットワークが制限されたインストールを完了するには、OpenShift Container Platform レジストリー
のコンテンツをミラーリングし、インストールメディアを含むレジストリーを作成する必要がありま
す。このミラーは、インターネットと制限されたネットワークの両方にアクセスできるミラーホスト
で、または制限に対応する他の方法を使用して作成できます。

重要
ユーザーによってプロビジョニングされるインストールの設定は複雑であるため、ユー
ザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用してネットワーク
が制限されたインストールを試行する前に、標準的なユーザーによってプロビジョニン
グされるインフラストラクチャーを実行することを検討してください。このテストが完
了すると、ネットワークが制限されたインストール時に発生する可能性のある問題の切
り分けやトラブルシューティングがより容易になります。

1.6.2.1. その他の制限
ネットワークが制限された環境のクラスターには、以下の追加の制限および制約があります。
ClusterVersion ステータスには Unable to retrieve available updates エラーが含まれます。
デフォルトで、開発者カタログのコンテンツは、必要とされるイメージストリームタグにアク
セスできないために使用できません。

1.6.3. OpenShift Container Platform のインターネットアクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターをインストールするために必要なイメージを取得
するために、インターネットアクセスが必要になります。
インターネットへのアクセスは以下を実行するために必要です。
OpenShift Cluster Manager にアクセスし、インストールプログラムをダウンロードし、サブス
クリプション管理を実行します。クラスターにインターネットアクセスがあり、Telemetry を
無効にしない場合、そのサービスは有効なサブスクリプションでクラスターを自動的に使用し
ます。
クラスターのインストールに必要なパッケージを取得するために Quay.io にアクセスします。
クラスターの更新を実行するために必要なパッケージを取得します。

重要
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重要
クラスターでインターネットに直接アクセスできない場合、プロビジョニングする一部
のタイプのインフラストラクチャーでネットワークが制限されたインストールを実行で
きます。このプロセスで、必要なコンテンツをダウンロードし、これを使用してミラー
レジストリーにクラスターのインストールおよびインストールプログラムの生成に必要
なパッケージを設定します。インストールタイプによっては、クラスターのインストー
ル環境でインターネットアクセスが不要となる場合があります。クラスターを更新する
前に、ミラーレジストリーのコンテンツを更新します。

1.6.4. VMware vSphere インフラストラクチャーの要件
使用するコンポーネントの要件を満たす VMware vSphere バージョン 6 または 7 インスタンスに
OpenShift Container Platform クラスターをインストールする必要があります。
表1.50 VMware コンポーネントのサポートされる vSphere の最小バージョン
コンポーネント

サポートされる最小バージョン

説明

ハイパーバイザー

vSphere 6.5 以降 (HW バージョン
13)

このバージョンは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) がサポートする最小
バージョンです。Red Hat
Enterprise Linux 8 でサポートさ
れるハイパーバイザーの一覧 を参
照してください。

ストレージおよび In-tree ドライ
バー

vSphere 6.5 以降

このプラグインは、OpenShift
Container Platform に含まれる
vSphere の In-tree ストレージド
ライバーを使用して vSphere スト
レージを作成します。

オプション: Networking(NSX-T)

vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2 以降

OpenShift Container Platform に
は vSphere 6.5U3 または vSphere
6.7U2+ が必要です。VMware の
NSX Container Plug-in (NCP)
3.0.2 は OpenShift Container
Platform 4.6 および NSX-T 3.x+
で認定されています。

vSphere バージョン 6.5 インスタンスを使用している場合は、OpenShift Container Platform をインス
トールする前に 6.7U3 または 7.0 にアップグレードすることを検討してください。

重要
OpenShift Container Platform をインストールする前に、ESXi ホストの時間が同期され
ていることを確認する必要があります。VMware ドキュメントの Edit Time
Configuration for a Host を参照してください。

1.6.5. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する場
合のクラスターのマシン要件
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ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを含むクラスターの場合、必要なマ
シンすべてをデプロイする必要があります。

1.6.5.1. 必要なマシン
最小の OpenShift Container Platform クラスターでは以下のホストが必要です。
1 つの一時的なブートストラップマシン
3 つのコントロールプレーン、またはマスター、マシン
少なくとも 2 つのコンピュートマシン (ワーカーマシンとしても知られる)。

注記
クラスターでは、ブートストラップマシンが OpenShift Container Platform クラスター
を 3 つのコントロールプレーンマシンにデプロイする必要があります。クラスターのイ
ンストール後にブートストラップマシンを削除できます。

重要
クラスターの高可用性を維持するには、これらのクラスターマシンについて別個の物理
ホストを使用します。
ブートストラップおよびコントロールプレーンマシンでは、Red Hat Enterprise Linux CoreOS
(RHCOS) をオペレーティングシステムとして使用する必要があります。ただし、コンピュートマシン
は Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) または Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 のいずれか
を選択できます。
RHCOS は Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 をベースとしており、そのハードウェア認定および要件
が継承されることに注意してください。Red Hat Enterprise Linux テクノロジーの機能と制限 を参照し
てください。

重要
すべての仮想マシンは、インストーラーと同じデータストアおよびフォルダーになけれ
ばなりません。

1.6.5.2. ネットワーク接続の要件
すべての Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンでは、起動時に initramfs のネットワーク
がマシン設定サーバーから Ignition 設定ファイルをフェッチする必要があります。初回の起動時に、
Ignition 設定ファイルをダウンロードできるようネットワーク接続を確立するために、マシンには
DHCP サーバーまたはその静的 IP アドレスが設定されている必要になります。さらに、クラスター内
の各 OpenShift Container Platform ノードは Network Time Protocol (NTP) サーバーにアクセスできる
必要があります。DHCP サーバーが NTP サーバー情報を提供する場合、Red Hat Enterprise Linux
CoreOS (RHCOS) マシンの chrony タイムサービスは情報を読み取り、NTP サーバーとクロックを同期
できます。

1.6.5.3. 最小リソース要件
それぞれのクラスターマシンは、以下の最小要件を満たしている必要があります。
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マシン

オペレーティ
ングシステム

vCPU [1]

仮想 RAM

ストレージ

IOPS [2]

ブートスト
ラップ

RHCOS

4

16 GB

100 GB

300

コントロール
プレーン

RHCOS

4

16 GB

100 GB

300

Compute

RHCOS または
RHEL 7.9

2

8 GB

100 GB

300

1. 1 vCPU は、同時マルチスレッド (SMT) またはハイパースレッディングが有効にされていない
場合に 1 つの物理コアと同等です。これが有効にされている場合、以下の数式を使用して対応
する比率を計算します: (コアごとのスレッド × コア数) × ソケット数 = vCPU
2. OpenShift Container Platform および Kubernetes はディスクのパフォーマンスに敏感であり、
特に 10 ms p99 fsync 期間を必要とするコントロールプレーンノード上の etcd については、高
速ストレージが推奨されます。多くのクラウドプラットフォームでは、ストレージサイズと
IOPS スケールが一緒にあるため、十分なパフォーマンスを得るためにストレージボリュームの
割り当てが必要になる場合があります。

1.6.5.4. 証明書署名要求の管理
ユーザーがプロビジョニングするインフラストラクチャーを使用する場合、クラスターの自動マシン管
理へのアクセスは制限されるため、インストール後にクラスターの証明書署名要求 (CSR) のメカニズム
を提供する必要があります。kube-controller-manager は kubelet クライアント CSR のみを承認しま
す。machine-approver は、kubelet 認証情報を使用して要求される提供証明書の有効性を保証できま
せん。適切なマシンがこの要求を発行したかどうかを確認できないためです。kubelet 提供証明書の要
求の有効性を検証し、それらを承認する方法を判別し、実装する必要があります。

1.6.6. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform クラスターをデプロイする前に、基礎となるインフラストラクチャーを作成する必要がありま
す。
前提条件
クラスターでサポートするインフラストラクチャーを作成する前に、OpenShift Container
Platform 4.x のテスト済みインテグレーション ページを参照してください。
手順
1. 各ノードに DHCP を設定するか、または静的 IP アドレスを設定します。
2. 必要なロードバランサーをプロビジョニングします。
3. マシンのポートを設定します。
4. DNS を設定します。
5. ネットワーク接続を確認します。
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1.6.6.1. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーのネットワーク要件
すべての Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンでは、起動時に initramfs のネットワーク
がマシン設定サーバーから Ignition 設定をフェッチする必要があります。
初回の起動時に、Ignition 設定ファイルをダウンロードできるようネットワーク接続を確立するため
に、マシンには DHCP サーバーまたはその静的 IP アドレスが設定されている必要があります。
クラスターのマシンを長期間管理するために DHCP サーバーを使用することが推奨されています。
DHCP サーバーが永続 IP アドレスおよびホスト名をクラスターマシンに提供するように設定されてい
ることを確認します。
Kubernetes API サーバーはクラスターマシンのノード名を解決できる必要があります。API サーバーお
よびワーカーノードが異なるゾーンに置かれている場合、デフォルトの DNS 検索ゾーンを、API サー
バーでノード名を解決できるように設定することができます。もう 1 つの実行可能な方法として、ノー
ドオブジェクトとすべての DNS 要求の両方において、ホストを完全修飾ドメイン名で常に参照するこ
とができます。
マシン間のネットワーク接続を、クラスターのコンポーネントが通信できるように設定する必要があり
ます。すべてのマシンではクラスターの他のすべてのマシンのホスト名を解決できる必要があります。
表1.51 すべてのマシンに対応するすべてのマシン
プロトコル

ポート

説明

ICMP

該当なし

ネットワーク到達性のテスト

TCP

1936

メトリクス

9000- 9999

ホストレベルのサービス。 ポート 9100- 9101 のノードエ
クスポーター、ポート 9099 の Cluster Version Operator が
含まれます。

10250 - 10259

Kubernetes が予約するデフォルトポート

10256

openshift-sdn

4789

VXLAN および Geneve

6081

VXLAN および Geneve

9000- 9999

ポート 9100- 9101 のノードエクスポーターを含む、ホスト
レベルのサービス。

30000 - 32767

Kubernetes ノードポート

UDP

TCP/UDP

表1.52 コントロールプレーンへのすべてのマシン
プロトコル

ポート

説明

TCP

6443

Kubernetes API
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表1.53 コントロールプレーンマシンへのコントロールプレーンマシン
プロトコル

ポート

説明

TCP

2379- 2380

etcd サーバーおよびピアポート

ネットワークトポロジー要件
クラスター用にプロビジョニングするインフラストラクチャーは、ネットワークトポロジーの以下の要
件を満たす必要があります。

重要
OpenShift Container Platform では、すべてのノードが、プラットフォームコンテナーの
イメージをプルし、Telemetry データを Red Hat に提供するためにインターネットへの
直接のアクセスが必要です。
ロードバランサー
OpenShift Container Platform をインストールする前に、以下の要件を満たす 2 つのロードバランサー
をプロビジョニングする必要があります。
1. API ロードバランサー: プラットフォームと対話およびプラットフォームを設定するためのユー
ザー向けの共通のエンドポイントを提供します。以下の条件を設定します。
Layer 4 の負荷分散のみ。これは、Raw TCP、SSL パススルー、または SSL ブリッジモー
ドと呼ばれます。SSL ブリッジモードを使用する場合は、API ルートの Server Name
Indication (SNI) を有効にする必要があります。
ステートレス負荷分散アルゴリズム。オプションは、ロードバランサーの実装によって異
なります。

重要
API ロードバランサーのセッションの永続性は設定しないでください。
ロードバランサーのフロントとバックの両方で以下のポートを設定します。
表1.54 API ロードバランサー
ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

6443

ブートストラップおよびコントロー
ルプレーン。ブートストラップマシ
ンがクラスターのコントロールプ
レーンを初期化した後に、ブートス
トラップマシンをロードバランサー
から削除します。API サーバーのヘル
スチェックプローブの /readyz エン
ドポイントを設定する必要がありま
す。

内部

外部

X

X

説明

Kubernetes
API サー
バー
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ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

22623

ブートストラップおよびコントロー
ルプレーン。ブートストラップマシ
ンがクラスターのコントロールプ
レーンを初期化した後に、ブートス
トラップマシンをロードバランサー
から削除します。

内部

外部

X

説明

マシン設定
サーバー

注記
ロードバランサーは、API サーバーが /readyz エンドポイントをオフにしてから
プールから API サーバーインスタンスを削除するまで最大 30 秒かかるように設
定する必要があります。/readyz の後の時間枠内でエラーが返されたり、正常に
なったりする場合は、エンドポイントが削除または追加されているはずです。5
秒または 10 秒ごとにプローブし、2 つの正常な要求が正常な状態になり、3 つの
要求が正常な状態になりません。これらは十分にテストされた値です。
2. Application Ingress ロードバランサー: クラスター外から送られるアプリケーショントラフィッ
クの Ingress ポイントを提供します。以下の条件を設定します。
Layer 4 の負荷分散のみ。これは、Raw TCP、SSL パススルー、または SSL ブリッジモー
ドと呼ばれます。SSL ブリッジモードを使用する場合は、Ingress ルートの Server Name
Indication (SNI) を有効にする必要があります。
選択可能なオプションやプラットフォーム上でホストされるアプリケーションの種類に基
づいて、接続ベースの永続化またはセッションベースの永続化が推奨されます。
ロードバランサーのフロントとバックの両方で以下のポートを設定します。
表1.55 アプリケーション Ingress ロードバランサー
ポート

バックエンドマシン (プールメン
バー)

443

80

内部

外部

説明

デフォルトで Ingress ルーター Pod、
コンピュート、またはワーカーを実
行するマシン。

X

X

HTTPS ト
ラフィック

デフォルトで Ingress ルーター Pod、
コンピュート、またはワーカーを実
行するマシン。

X

X

HTTP トラ
フィック

ヒント
クライアントの実際の IP アドレスがロードバランサーによって確認できる場合、ソースの IP ベースの
セッション永続化を有効にすると、エンドツーエンドの TLS 暗号化を使用するアプリケーションのパ
フォーマンスを強化できます。

注記
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注記
Ingress ルーターの作業用の設定が OpenShift Container Platform クラスターに必要で
す。コントロールプレーンの初期化後に Ingress ルーターを設定する必要があります。
Ethernet アダプターのハードウェアアドレス要件
クラスターの仮想マシンをプロビジョニングする場合、各仮想マシンに設定されたイーサネットイン
ターフェイスは VMware Organizationally Unique Identifier (OUI) 割り当て範囲から MAC アドレスを使
用する必要があります。
00:05:69:00:00:00 - 00:05:69:FF:FF:FF
00:0c:29:00:00:00 - 00:0c:29:FF:FF:FF
00:1c:14:00:00:00 - 00:1c:14:FF:FF:FF
00:50:56:00:00:00 - 00:50:56:FF:FF:FF
VMware OUI 外の MAC アドレスが使用される場合、クラスターのインストールは成功しません。
NTP 設定
OpenShift Container Platform クラスターは、デフォルトでパブリック Network Time Protocol (NTP)
サーバーを使用するように設定されます。ローカルのエンタープライズ NTP サーバーを使用する必要
があるか、またはクラスターが切断されたネットワークにデプロイされている場合は、特定のタイム
サーバーを使用するようにクラスターを設定できます。詳細は、chrony タイムサービスの設定 のド
キュメントを参照してください。
DHCP サーバーが NTP サーバー情報を提供する場合、Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マ
シンの chrony タイムサービスは情報を読み取り、NTP サーバーとクロックを同期できます。
関連情報
chrony タイムサービスの設定

1.6.6.2. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーの DNS 要件
DNS は、名前解決および逆引き名前解決に使用されます。DNS A/AAAA または CNAME レコードは名
前解決に使用され、PTR レコードは逆引き名前解決に使用されます。逆引きレコードは、Red Hat
Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) は逆引きレコードを使用してすべてのノードのホスト名を設定する
ために重要です。さらに、逆引きレコードは、OpenShift Container Platform が動作するために必要な
証明書署名要求 (CSR) を生成するために使用されます。
以下の DNS レコードは、ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用す
る OpenShift Container Platform クラスターに必要です。各レコードで、 <cluster_name> はクラス
ター名で、<base_domain> は、install-config.yaml ファイルに指定するクラスターのベースドメイン
です。完全な DNS レコードは <component>.<cluster_name>.<base_domain>. の形式を取ります。
表1.56 必要な DNS レコード
コン
ポーネ
ント

レコード

説明
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コン
ポーネ
ント

レコード

説明

Kuberne
tes API

api.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコード、および DNS PTR
レコードを、コントロールプレーンマシンのロードバラン
サーを特定するために追加します。これらのレコードは、
クラスター外のクライアントおよびクラスター内のすべて
のノードで解決できる必要があります。

api-int.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコード、および DNS PTR
レコードを、コントロールプレーンマシンのロードバラン
サーを特定するために追加します。これらのレコードは、
クラスター内のすべてのノードで解決できる必要がありま
す。

重要
API サーバーは、 Kubernetes に記録される
ホスト名でワーカーノードを解決できる必
要があります。API サーバーがノード名を
解決できない場合、プロキシーされる API
呼び出しが失敗し、Pod からログを取得で
きなくなる可能性があります。

ルート

*.apps.<cluster_name>.
<base_domain>.

デフォルトでワーカーノードの Ingress ルーター Pod を実
行するマシンをターゲットにするロードバランサーを参照
するワイルドカード DNS A/AAAA または CNAME レコード
を追加します。これらのレコードは、クラスター外のクラ
イアントおよびクラスター内のすべてのノードで解決でき
る必要があります。

ブート
スト
ラップ

bootstrap.<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコードおよび DNS PTR レ
コードを、ブートストラップマシンを特定するために追加
します。これらのレコードは、クラスター内のノードで解
決できる必要があります。

マス
ターホ
スト

<master><n>.
<cluster_name>.
<base_domain>.

コントロールプレーンノード (別名マスターノード) の各マ
シンを識別するための DNS A/AAAA または CNAME レコー
ドと DNS PTR レコード。これらのレコードは、クラスター
内のノードで解決できる必要があります。

ワー
カーホ
スト

<worker><n>.
<cluster_name>.
<base_domain>.

DNS A/AAAA または CNAME レコードおよび DNS PTR レ
コードを、ワーカーノードの各マシンを特定するために追
加します。これらのレコードは、クラスター内のノードで
解決できる必要があります。

ヒント
nslookup <hostname> コマンドを使用して、名前解決を確認することができます。dig -x
<ip_address> コマンドを使用して、PTR レコードの逆引き名前解決を確認できます。
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BIND ゾーンファイルの以下の例は、名前解決の A レコードの例を示しています。この例の目的は、必
要なレコードを表示することです。この例では、特定の名前解決サービスを選択するためのアドバイス
を提供することを目的としていません。
例1.11 DNS ゾーンデータベースのサンプル
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
IN MX 10 smtp.example.com.
;
;
ns1 IN A 192.168.1.5
smtp IN A 192.168.1.5
;
helper IN A 192.168.1.5
helper.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; The api identifies the IP of your load balancer.
api.ocp4 IN A 192.168.1.5
api-int.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; The wildcard also identifies the load balancer.
*.apps.ocp4 IN A 192.168.1.5
;
; Create an entry for the bootstrap host.
bootstrap.ocp4 IN A 192.168.1.96
;
; Create entries for the master hosts.
master0.ocp4 IN A 192.168.1.97
master1.ocp4 IN A 192.168.1.98
master2.ocp4 IN A 192.168.1.99
;
; Create entries for the worker hosts.
worker0.ocp4 IN A 192.168.1.11
worker1.ocp4 IN A 192.168.1.7
;
;EOF

以下の BIND ゾーンファイルの例では、逆引き名前解決の PTR レコードの例を示しています。
例1.12 逆引きレコードの DNS ゾーンデータベースの例
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
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1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
;
; The syntax is "last octet" and the host must have an FQDN
; with a trailing dot.
97 IN PTR master0.ocp4.example.com.
98 IN PTR master1.ocp4.example.com.
99 IN PTR master2.ocp4.example.com.
;
96 IN PTR bootstrap.ocp4.example.com.
;
5 IN PTR api.ocp4.example.com.
5 IN PTR api-int.ocp4.example.com.
;
11 IN PTR worker0.ocp4.example.com.
7 IN PTR worker1.ocp4.example.com.
;
;EOF

1.6.7. SSH プライベートキーの生成およびエージェントへの追加
クラスターでインストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要がある場合、ssh-agent とインス
トールプログラムの両方に SSH キーを指定する必要があります。このキーを使用してパブリッククラ
スターのブートストラップマシンにアクセスし、インストールの問題をトラブルシューティングできま
す。

注記
実稼働環境では、障害復旧およびデバッグが必要です。
このキーを使用して、ユーザー core としてマスターノードに対して SSH を実行できます。クラスター
をデプロイする際に、キーは core ユーザーの ~/.ssh/authorized_keys 一覧に追加されます。

注記
AWS キーペア などのプラットフォームに固有の方法で設定したキーではなく、ローカル
キーを使用する必要があります。
手順
1. パスワードなしの認証に設定されている SSH キーがコンピューター上にない場合は、これを作
成します。たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用するコンピューターで以下のコ
マンドを実行します。
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' \
-f <path>/<file_name> 1
1

~/.ssh/id_rsa などの、新規 SSH キーのパスおよびファイル名を指定します。既存のキー
ペアがある場合は、公開鍵が ~/.ssh ディレクトリーにあることを確認します。

このコマンドを実行すると、指定した場所にパスワードを必要としない SSH キーが生成されま
す。
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注記
FIPS で検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーを
使用する OpenShift Container Platform クラスターを x86_64 アーキテクチャー
にインストールする予定の場合は、ed25519 アルゴリズムを使用するキーは作
成しないでください。代わりに、rsa アルゴリズムまたは ecdsa アルゴリズムを
使用するキーを作成します。
2. ssh-agent プロセスをバックグラウンドタスクとして開始します。
$ eval "$(ssh-agent -s)"

出力例
Agent pid 31874

注記
クラスターが FIPS モードにある場合は、FIPS 準拠のアルゴリズムのみを使用し
て SSH キーを生成します。鍵は RSA または ECDSA のいずれかである必要があ
ります。
3. SSH プライベートキーを ssh-agent に追加します。
$ ssh-add <path>/<file_name> 1

出力例
Identity added: /home/<you>/<path>/<file_name> (<computer_name>)
1

~/.ssh/id_rsa などの、SSH プライベートキーのパスおよびファイル名を指定します。

次のステップ
OpenShift Container Platform をインストールする際に、SSH パブリックキーをインストール
プログラムに指定します。クラスターを独自にプロビジョニングするインフラストラクチャー
にインストールする場合は、このキーをクラスターのマシンに指定する必要があります。

1.6.8. インストール設定ファイルの手動作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用する OpenShift Container
Platform のインストールでは、インストール設定ファイルを手動で生成します。
前提条件
OpenShift Container Platform インストーラープログラムおよびクラスターのアクセストーク
ンを取得します。
リポジトリーのミラーリングに使用するコマンドの出力で imageContentSources セクション
を取得します。
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ミラーレジストリーの証明書の内容を取得します。
手順
1. 必要なインストールアセットを保存するためのインストールディレクトリーを作成します。
$ mkdir <installation_directory>

重要
ディレクトリーを作成する必要があります。ブートストラップ X.509 証明書な
どの一部のインストールアセットの有効期限は短く設定されているため、インス
トールディレクトリーを再利用することができません。別のクラスターインス
トールの個別のファイルを再利用する必要がある場合は、それらをディレクト
リーにコピーすることができます。ただし、インストールアセットのファイル名
はリリース間で変更される可能性があります。インストールファイルを以前の
バージョンの OpenShift Container Platform からコピーする場合は注意してコ
ピーを行ってください。
2. 以下の install-config.yaml ファイルテンプレートをカスタマイズし、これを
<installation_directory> に保存します。

注記
この設定ファイル install-config.yaml に名前を付ける必要があります。
docker.io などの、RHCOS がデフォルトで信頼するレジストリーを使用しない限
り、additionalTrustBundle セクションにミラーリポジトリーの証明書の内容を指定する
必要があります。ほとんどの場合、ミラーの証明書を指定する必要があります。
リポジトリーのミラーリングに使用するコマンドの出力の imageContentSources セク
ションを組み込む必要があります。
3. install-config.yaml ファイルをバックアップし、複数のクラスターをインストールするのに使
用できるようにします。

重要
install-config.yaml ファイルは、インストールプロセスの次の手順で使用されま
す。この時点でこれをバックアップする必要があります。

1.6.8.1. VMware vSphere のサンプル install-config.yaml ファイル
install-config.yaml ファイルをカスタマイズして、OpenShift Container Platform クラスターのプラッ
トフォームについての詳細を指定するか、または必要なパラメーターの値を変更することができます。
apiVersion: v1
baseDomain: example.com 1
compute:
- hyperthreading: Enabled 2 3
name: worker
replicas: 0 4
controlPlane:
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hyperthreading: Enabled 5 6
name: master
replicas: 3 7
metadata:
name: test 8
platform:
vsphere:
vcenter: your.vcenter.server 9
username: username 10
password: password 11
datacenter: datacenter 12
defaultDatastore: datastore 13
folder: "/<datacenter_name>/vm/<folder_name>/<subfolder_name>" 14
fips: false 15
pullSecret: '{"auths":{"<local_registry>": {"auth": "<credentials>","email": "you@example.com"}}}' 16
sshKey: 'ssh-ed25519 AAAA...' 17
additionalTrustBundle: | 18
-----BEGIN CERTIFICATE----ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
-----END CERTIFICATE----imageContentSources: 19
- mirrors:
- <local_registry>/<local_repository_name>/release
source: quay.io/openshift-release-dev/ocp-release
- mirrors:
- <local_registry>/<local_repository_name>/release
source: quay.io/openshift-release-dev/ocp-v4.0-art-dev
1

クラスターのベースドメイン。すべての DNS レコードはこのベースのサブドメインである必要が
あり、クラスター名が含まれる必要があります。

2 5 controlPlane セクションは単一マッピングですが、コンピュートセクションはマッピングのシー
ケンスになります。複数の異なるデータ構造の要件を満たすには、 compute セクションの最初の
行はハイフン - で始め、controlPlane セクションの最初の行はハイフンで始めることができませ
ん。どちらのセクションも、現時点では単一のマシンプールを定義しますが、OpenShift
Container Platform の今後のバージョンでは、インストール時の複数のコンピュートプールの定義
をサポートする可能性があります。1 つのコントロールプレーンプールのみが使用されます。
3 6 同時マルチスレッドまたは hyperthreading を有効/無効にするかどうか。デフォルトでは、同時
スレッドはマシンのコアのパフォーマンスを上げるために有効にされます。パラメーター値を
Disabled に設定するとこれを無効にすることができます。一部のクラスターマシンで同時マルチ
スレッドを無効にする場合は、これをすべてのクラスターマシンで無効にする必要があります。

重要
同時スレッドを無効にする場合は、容量計画においてマシンパフォーマンスの大幅
な低下が考慮に入れられていることを確認します。同時マルチスレッドを無効にす
る場合は、マシンで最低でも 8 CPU および 32 GB の RAM を使用する必要がありま
す。
4

replicas パラメーターの値を 0 に設定する必要があります。このパラメーターはクラスターが作
成し、管理するワーカーの数を制御します。これは、ユーザーによってプロビジョニングされるイ
ンフラストラクチャーを使用する場合にクラスターが実行しない機能です。OpenShift Container
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Platform のインストールが終了する前に、クラスターが使用するワーカーマシンを手動でデプロ
イする必要があります。
7

クラスターに追加するコントロールプレーンマシンの数。クラスターをこの値をクラスターの
etcd エンドポイント数として使用するため、値はデプロイするコントロールプレーンマシンの数
に一致する必要があります。

8

DNS レコードに指定したクラスター名。

9

vCenter サーバーの完全修飾ホスト名または IP アドレス。

10

サーバーにアクセスするユーザーの名前。このユーザーには、少なくとも vSphere の 静的または
動的な永続ボリュームのプロビジョニング に必要なロールおよび権限がなければなりません。

11

vSphere ユーザーに関連付けられたパスワード。

12

vSphere データセンター。

13

使用するデフォルトの vSphere データストア。

14

オプション: インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーの場合、インス
トールプログラムが仮想マシンを作成する既存フォルダーの絶対パス (例:
/<datacenter_name>/vm/<folder_name>/<subfolder_name>)。この値を指定しない場合、イン
ストールプログラムは、データセンターの仮想マシンフォルダーにインフラストラクチャー ID を
使用して名前が付けられる上位レベルのフォルダーを作成します。クラスターのインフラストラク
チャーを提供する場合は、このパラメーターを省略します。

15

FIPS モードを有効または無効にするかどうか。デフォルトでは、FIPS モードは有効にされませ
ん。FIPS モードが有効にされている場合、OpenShift Container Platform が実行される Red Hat
Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンがデフォルトの Kubernetes 暗号スイートをバイパス
し、代わりに RHCOS で提供される暗号モジュールを使用します。

重要
FIPS 検証済み/進行中のモジュール (Modules in Process) 暗号ライブラリーの使用
は、x86_64 アーキテクチャーの OpenShift Container Platform デプロイメントで
のみサポートされています。
16

<local_registry> については、レジストリードメイン名と、ミラーレジストリーがコンテンツを提
供するために使用するポートをオプションで指定します。例: registry.example.com または
registry.example.com:5000<credentials> について、ミラーレジストリーの base64 でエンコー
ドされたユーザー名およびパスワードを指定します。

17

Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) の core ユーザーのデフォルト SSH キーの公開部分。

注記
インストールのデバッグまたは障害復旧を実行する必要のある実稼働用の
OpenShift Container Platform クラスターでは、ssh-agent プロセスが使用する
SSH キーを指定します。
18

ミラーレジストリーに使用した証明書ファイルの内容を指定します。

19

リポジトリーのミラーリングに使用するコマンドの出力の imageContentSources セクションを
指定します。
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1.6.8.2. インストール時のクラスター全体のプロキシーの設定
実稼働環境では、インターネットへの直接アクセスを拒否し、代わりに HTTP または HTTPS プロキ
シーを使用することができます。プロキシー設定を install-config.yaml ファイルで行うことにより、新
規の OpenShift Container Platform クラスターをプロキシーを使用するように設定できます。
前提条件
既存の install-config.yaml ファイルがある。
クラスターがアクセスする必要のあるサイトを確認済みで、それらのいずれかがプロキシーを
バイパスする必要があるかどうかを判別している。デフォルトで、すべてのクラスター egress
トラフィック (クラスターをホストするクラウドについてのクラウドプロバイダー API に対す
る呼び出しを含む) はプロキシーされます。プロキシーを必要に応じてバイパスするために、サ
イトを Proxy オブジェクトの spec.noProxy フィールドに追加している。

注記
Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インストール設定の
networking.machineNetwork[].cidr、networking.clusterNetwork[].cidr、およ
び networking.serviceNetwork[] フィールドの値が設定されます。
Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft
Azure、および Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) へのインストールの場
合、Proxy オブジェクトの status.noProxy フィールドには、インスタンスメタ
データのエンドポイント (169.254.169.254) も設定されます。
手順
1. install-config.yaml ファイルを編集し、プロキシー設定を追加します。以下に例を示します。
apiVersion: v1
baseDomain: my.domain.com
proxy:
httpProxy: http://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 1
httpsProxy: https://<username>:<pswd>@<ip>:<port> 2
noProxy: example.com 3
additionalTrustBundle: | 4
-----BEGIN CERTIFICATE----<MY_TRUSTED_CA_CERT>
-----END CERTIFICATE----...
1

クラスター外の HTTP 接続を作成するために使用するプロキシー URL。URL スキームは
http である必要があります。

2

クラスター外で HTTPS 接続を作成するために使用するプロキシー URL。

3

プロキシーから除外するための宛先ドメイン名、IP アドレス、または他のネットワーク
CIDR のコンマ区切りの一覧。サブドメインのみと一致するように、ドメインの前に . を
付けます。たとえば、.y.com は x.y.com に一致しますが、 y.com には一致しません。*
を使用し、すべての宛先のプロキシーをバイパスします。vCenter の IP アドレスと、その
マシンに使用する IP 範囲を含める必要があります。

4

指定されている場合には、インストールプログラムは、openshift-config namespace に
user-ca-bundle という名前の設定魔府を生成して、追加の CA 証明書を保存しま
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user-ca-bundle という名前の設定魔府を生成して、追加の CA 証明書を保存しま
す。additionalTrustBundle と少なくとも 1 つのプロキシー設定を指定した場合に
は、Proxy オブジェクトは trusted CA フィールドで user-ca-bundle 設定マップを参照
するように設定されます。その後、Cluster Network Operator は、trustedCA パラメー
ターに指定されたコンテンツを RHCOS トラストバンドルにマージする trusted-cabundle 設定マップを作成します。additionalTrustBundle フィールドは、プロキシーの
アイデンティティー証明書が RHCOS 信頼バンドルからの認証局によって署名されない限
り必要になります。

注記
インストールプログラムは、プロキシーの readinessEndpoints フィールドをサ
ポートしません。
2. ファイルを保存し、OpenShift Container Platform のインストール時にこれを参照します。
インストールプログラムは、指定の install-config.yaml ファイルのプロキシー設定を使用する cluster
という名前のクラスター全体のプロキシーを作成します。プロキシー設定が指定されていない場
合、cluster Proxy オブジェクトが依然として作成されますが、これには spec がありません。

注記
cluster という名前の Proxy オブジェクトのみがサポートされ、追加のプロキシーを作
成することはできません。

1.6.9. Kubernetes マニフェストおよび Ignition 設定ファイルの作成
一部のクラスター定義ファイルを変更し、クラスターマシンを手動で起動する必要があるため、クラス
ターがマシンを作成するために必要な Kubernetes マニフェストと Ignition 設定ファイルを生成する必
要があります。
インストール設定ファイルは Kubernetes マニフェストに変換されます。マニフェストは Ignition 設定
ファイルにラップされます。これはクラスターを作成するために後に使用されます。

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経過
すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書を更新
する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再起動する
と、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外として、
kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明書署名要求
(CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロールプレーン証明書
の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメントを参照してくださ
い。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にローテー
ションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用することを
お勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用することにより、イン
ストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの失敗を回避できま
す。
前提条件

OpenShift Container Platform インストールプログラムを取得していること。ネットワークが
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OpenShift Container Platform インストールプログラムを取得していること。ネットワークが
制限されたインストールでは、これらのファイルがミラーホスト上に置かれます。
install-config.yaml インストール設定ファイルを作成していること。
手順
1. インストールプログラムが含まれるディレクトリーに切り替え、クラスターの Kubernetes マニ
フェストを生成します。
$ ./openshift-install create manifests --dir <installation_directory> 1
1

<installation_directory> については、作成した install-config.yaml ファイルが含まれる
インストールディレクトリーを指定します。

2. コントロールプレーンマシンおよびコンピュートマシンセットを定義する Kubernetes マニフェ
ストファイルを削除します。
$ rm -f openshift/99_openshift-cluster-api_master-machines-*.yaml openshift/99_openshiftcluster-api_worker-machineset-*.yaml
これらのリソースを独自に作成および管理するため、それらを初期化する必要はありません。
マシンセットファイルを保存して、マシン API を使用してコンピュートマシンを作成する
ことができますが、環境に合わせてそれらへの参照を更新する必要があります。
3. <installation_directory>/manifests/cluster-scheduler-02-config.yml Kubernetes マニフェス
トファイルの mastersSchedulable パラメーターが false に設定されていることを確認しま
す。この設定により、Pod がコントロールプレーンマシンにスケジュールされなくなります。
a. <installation_directory>/manifests/cluster-scheduler-02-config.yml ファイルを開きま
す。
b. mastersSchedulable パラメーターを見つけ、これが false に設定されていることを確認し
ます。
c. ファイルを保存し、終了します。
4. Ignition 設定ファイルを作成するには、インストールプログラムが含まれるディレクトリーから
以下のコマンドを実行します。
$ ./openshift-install create ignition-configs --dir <installation_directory> 1
1

<installation_directory> については、同じインストールディレクトリーを指定します。

以下のファイルはディレクトリーに生成されます。
.
├── auth
│ ├── kubeadmin-password
│ └── kubeconfig
├── bootstrap.ign
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├── master.ign
├── metadata.json
└── worker.ign

1.6.10. chrony タイムサービスの設定
chrony タイムサービス (chronyd) で使用されるタイムサーバーおよび関連する設定は、chrony.conf
ファイルのコンテンツを変更し、それらのコンテンツをマシン設定としてノードに渡して設定する必要
があります。
手順
1. chrony.conf ファイルのコンテンツを作成し、これを base64 でエンコードします。以下に例
を示します。
$ cat << EOF | base64
pool 0.rhel.pool.ntp.org iburst 1
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
logdir /var/log/chrony
EOF
1

DHCP サーバーが提供するものなど、有効な到達可能なタイムソースを指定します。

出力例
ICAgIHNlcnZlciBjbG9jay5yZWRoYXQuY29tIGlidXJzdAogICAgZHJpZnRmaWxlIC92YXIvbGli
L2Nocm9ueS9kcmlmdAogICAgbWFrZXN0ZXAgMS4wIDMKICAgIHJ0Y3N5bmMKICAgIGxvZ2
RpciAv
dmFyL2xvZy9jaHJvbnkK
2. MachineConfig ファイルを作成します。base64 文字列を独自に作成した文字列に置き換えま
す。この例では、ファイルを master ノードに追加します。これを worker に切り替えた
り、worker ロールの追加の MachineConfig を作成したりできます。クラスターが使用するそ
れぞれのタイプのマシンについて MachineConfig ファイルを作成します。
$ cat << EOF > ./99-masters-chrony-configuration.yaml
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
labels:
machineconfiguration.openshift.io/role: master
name: 99-masters-chrony-configuration
spec:
config:
ignition:
config: {}
security:
tls: {}
timeouts: {}
version: 3.1.0
networkd: {}
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passwd: {}
storage:
files:
- contents:
source: data:text/plain;charset=utf8;base64,ICAgIHNlcnZlciBjbG9jay5yZWRoYXQuY29tIGlidXJzdAogICAgZHJpZnRmaWxlIC92Y
XIvbGliL2Nocm9ueS9kcmlmdAogICAgbWFrZXN0ZXAgMS4wIDMKICAgIHJ0Y3N5bmMKICAg
IGxvZ2RpciAvdmFyL2xvZy9jaHJvbnkK
mode: 420 1
overwrite: true
path: /etc/chrony.conf
osImageURL: ""
EOF
1

マシン設定ファイルの mode フィールドに 8 進数の値でモードを指定します。ファイルを
作成し、変更を適用すると、mode は 10 進数の値に変換されます。コマンド oc get mc
<mc-name> -o yaml で YAML ファイルを確認できます。

3. 設定ファイルのバックアップコピーを作成します。
4. 以下の 2 つの方法のいずれかで設定を適用します。
クラスターがまだ起動していない場合は、マニフェストファイルを生成した後に、その
ファイルを <installation_directory>/openshift ディレクトリーに追加してから、クラス
ターの作成を継続します。
クラスターがすでに実行中の場合は、ファイルを適用します。
$ oc apply -f ./99-masters-chrony-configuration.yaml

1.6.11. インフラストラクチャー名の抽出
Ignition 設定ファイルには、VMware vSphere でクラスターを一意に識別するために使用できる一意の
クラスター ID が含まれます。クラスター ID を仮想マシンフォルダーの名前として使用する予定がある
場合、これを抽出する必要があります。
前提条件
OpenShift Container Platform インストールプログラム、およびクラスターのプルシークレッ
トを取得している。
クラスターの Ignition 設定ファイルを生成している。
jq パッケージをインストールしている。
手順
Ignition 設定ファイルメタデータからインフラストラクチャー名を抽出し、表示するには、以下
のコマンドを実行します。
$ jq -r .infraID <installation_directory>/metadata.json 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。
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出力例
openshift-vw9j6 1
このコマンドの出力はクラスター名とランダムな文字列です。

1

1.6.12. vSphere での Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンの作成
ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーが含まれるクラスターを VMware
vSphere にインストールする前に、それが使用する RHCOS マシンを vSphere ホストに作成する必要が
あります。
前提条件
クラスターの Ignition 設定ファイルを取得している。
お使いのコンピューターからアクセスでき、作成するマシンがアクセスできる HTTP サーバー
へのアクセス権がある。
vSphere クラスター を作成している。
手順
1. <installation_directory>/bootstrap.ign という名前のインストールプログラムが作成したブー
トストラップ Ignition 設定ファイルを HTTP サーバーにアップロードします。このファイルの
URL をメモします。
2. ブートストラップノードの以下の二次的な Ignition 設定ファイル
を、<installation_directory>/merge-bootstrap.ign としてコンピューターに保存します。
{
"ignition": {
"config": {
"merge": [
{
"source": "<bootstrap_ignition_config_url>", 1
"verification": {}
}
]
},
"timeouts": {},
"version": "3.1.0"
},
"networkd": {},
"passwd": {},
"storage": {},
"systemd": {}
}
1

ホストしているブートストラップの Ignition 設定ファイルの URL を指定します。

ブートストラップマシンの仮想マシン (VM) を作成する場合に、この Ignition 設定ファイルを使
用します。
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3. インストールプログラムにより作成された次の Ignition 設定ファイルを見つけます。
<installation_directory>/master.ign
<installation_directory>/worker.ign
<installation_directory>/merge-bootstrap.ign
4. Ignition 設定ファイルを Base64 エンコーディングに変換します。この手順の後半で、これらの
ファイルを VM の追加の設定パラメーター guestinfo.ignition.config.data に追加する必要があ
ります。
たとえば、Linux オペレーティングシステムを使用する場合、 base64 コマンドを使用してファ
イルをエンコードできます。
$ base64 -w0 <installation_directory>/master.ign > <installation_directory>/master.64
$ base64 -w0 <installation_directory>/worker.ign > <installation_directory>/worker.64
$ base64 -w0 <installation_directory>/merge-bootstrap.ign > <installation_directory>/mergebootstrap.64

重要
インストールの完了後にコンピュートマシンをさらにクラスターに追加する予定
の場合には、これらのファイルを削除しないでください。
5. RHCOS OVA イメージを取得します。イメージは RHCOS イメージミラー ページで入手できま
す。

重要
RHCOS イメージは OpenShift Container Platform の各リリースごとに変更され
ない可能性があります。インストールする OpenShift Container Platform バー
ジョンと等しいか、それ以下のバージョンの内で最も新しいバージョンのイメー
ジをダウンロードする必要があります。利用可能な場合は、OpenShift
Container Platform バージョンに一致するイメージのバージョンを使用します。
ファイル名には、rhcos-vmware.<architecture>.ova 形式の OpenShift Container Platform の
バージョン番号が含まれます。
6. vSphere クライアントで、仮想マシンを保管するフォルダーをデータセンターに作成します。
a. VMs and Templates ビューをクリックします。
b. データセンターの名前を右クリックします。
c. New Folder → New VM and Template Folder をクリックします。
d. 表示されるウィンドウで、フォルダー名を入力します。install-config.yaml ファイルに既
存のフォルダーを指定していない場合には、インフラストラクチャー ID と同じ名前を持つ
フォルダーを作成します。このフォルダー名を使用すると、vCenter はその Workspace 設
定に適した場所にあるストレージを動的にプロビジョニングします。

7. vSphere クライアントで、OVA イメージのテンプレートを作成してから、必要に応じてテンプ
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7. vSphere クライアントで、OVA イメージのテンプレートを作成してから、必要に応じてテンプ
レートのクローンを作成します。

注記
以下の手順では、テンプレートを作成してから、すべてのクラスターマシンのテ
ンプレートのクローンを作成します。次に、仮想マシンのプロビジョニング時に
クローン作成されたマシンタイプの Ignition 設定ファイルの場所を指定します。
a. Hosts and Clusters タブで、クラスターの名前を右クリックし、Deploy OVF Template を
選択します。
b. Select an OVF タブで、ダウンロードした RHCOS OVA ファイルの名前を指定します。
c. Select a name and folder タブで、Template-RHCOS などの Virtual machine name をテ
ンプレートに設定します。vSphere クラスターの名前をクリックし、直前の手順で作成し
たフォルダーを選択します。
d. Select a compute resource タブで、vSphere クラスターの名前をクリックします。
e. Select storage タブで、仮想マシンのストレージオプションを設定します。
ストレージ設定に応じて、Thin Provision または Thick Provision を選択します。
install-config.yaml ファイルで指定したデータストアを選択します。
f. Select network タブで、クラスターに設定したネットワークを指定します (ある場合)。
g. OVF テンプレートの作成時には、Customize template タブで値を指定したり、テンプ
レートに追加の設定をしないようにしてください。

重要
元の仮想マシンテンプレートは開始しないでください。仮想マシンテンプ
レートは停止した状態でなければなりません。また、新規 RHCOS マシン用
にクローン作成する必要があります。仮想マシンテンプレートを起動する
と、仮想マシンテンプレートがプラットフォームの仮想マシンとして設定さ
れるので、これをマシンセットで設定を適用できるテンプレートとして使用
できなくなります。
8. テンプレートがデプロイされた後に、マシンの仮想マシンをクラスターにデプロイします。
a. テンプレートの名前を右クリックし、Clone → Clone to Virtual Machineをクリックしま
す。
b. Select a name and folder タブで、仮想マシンの名前を指定します。control-plane-0 また
は compute-1 などのように、マシンタイプを名前に含めることができるかもしれません。
c. Select a name and folder タブで、クラスターに作成したフォルダーの名前を選択しま
す。
d. Select a compute resource タブで、データセンター内のホストの名前を選択します。
ブートストラップマシンについては、ホストしているブートストラップの Ignition 設定ファ
イルの URL を指定します。
e. オプション: Select storage タブで、ストレージオプションをカスタマイズします。
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f. Select clone options で、Customize this virtual machine's hardware を選択します。
g. Customize hardware タブで、VM Options → Advanced をクリックします。
オプション: vSphere でデフォルトの DHCP ネットワークを上書きします。静的 IP
ネットワークを有効にするには、以下を実行します。
i. 静的 IP 設定を行います。
$ export IPCFG="ip=<ip>::<gateway>:<netmask>:<hostname>:<iface>:none
nameserver=srv1 [nameserver=srv2 [nameserver=srv3 [...]]]"

コマンドの例
$ export IPCFG="ip=192.168.100.101::192.168.100.254:255.255.255.0:::none
nameserver=8.8.8.8"
ii. vSphere で OVA から仮想マシンを起動する前
に、guestinfo.afterburn.initrd.network-kargs プロパティーを設定します。
$ govc vm.change -vm "<vm_name>" -e "guestinfo.afterburn.initrd.networkkargs=${IPCFG}"
オプション: クラスターのパフォーマンスに問題が生じる場合は、Latency Sensitivity
一覧から High を選択します。VM の CPU とメモリーの予約に次の値があることを確
認してください。
メモリー予約値は、設定されたメモリーサイズと同じである必要があります。
CPU 予約値は、低レイテンシー仮想 CPU の数に、実際に測定された物理 CPU 速
度で乗算した数を最低でも指定する必要があります。
Edit Configuration をクリックし、Configuration Parameters ウィンドウで Add
Configuration Params をクリックします。以下のパラメーター名および値を定義しま
す。
guestinfo.ignition.config.data: この手順で先程作成した、base-64 でエンコード
されたファイルを見つけて、このマシンタイプに関する base-64 でエンコードさ
れた Ignition 設定ファイルの内容を貼り付けます。
guestinfo.ignition.config.data.encoding: base64 を指定します。
disk.EnableUUID: TRUE を指定します。
h. Customize hardware タブの Virtual Hardware パネルで、必要に応じて指定した値を変更
します。RAM、CPU、およびディスクストレージの量がマシンタイプの最小要件を満たす
ことを確認してください。
i. 設定を完了し、仮想マシンの電源をオンにします。
9. 各マシンごとに先の手順に従って、クラスターの残りのマシンを作成します。

重要
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重要
この時点でブートストラップおよびコントロールプレーンマシンを作成する必要
があります。一部の Pod はデフォルトでコンピュートマシンにデプロイされる
ため、クラスターのインストール前に、2 つ以上のコンピュートマシンを作成し
ます。

1.6.13. vSphere での追加の Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) マシンの作成
VMware vSphere でユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用するクラ
スターのコンピュートマシンを追加で作成できます。
前提条件
コンピュートマシンの base64 でエンコードされた Ignition ファイルを取得します。
クラスター用に作成した vSphere テンプレートにアクセスできる必要があります。
手順
1. テンプレートがデプロイされた後に、マシンの仮想マシンをクラスターにデプロイします。
a. テンプレートの名前を右クリックし、Clone → Clone to Virtual Machineをクリックしま
す。
b. Select a name and folder タブで、仮想マシンの名前を指定します。compute-1 などのよ
うに、マシンタイプを名前に含めることができるかもしれません。
c. Select a name and folder タブで、クラスターに作成したフォルダーの名前を選択しま
す。
d. Select a compute resource タブで、データセンター内のホストの名前を選択します。
e. オプション: Select storage タブで、ストレージオプションをカスタマイズします。
f. Select clone options で、Customize this virtual machine's hardware を選択します。
g. Customize hardware タブで、VM Options → Advanced をクリックします。
Latency Sensitivity 一覧から、High を選択します。
Edit Configuration をクリックし、Configuration Parameters ウィンドウで Add
Configuration Params をクリックします。以下のパラメーター名および値を定義しま
す。
guestinfo.ignition.config.data: このマシンファイルの base64 でエンコードした
コンピュート Ignition 設定ファイルの内容を貼り付けます。
guestinfo.ignition.config.data.encoding: base64 を指定します。
disk.EnableUUID: TRUE を指定します。
h. Customize hardware タブの Virtual Hardware パネルで、必要に応じて指定した値を変更
します。RAM、CPU、およびディスクストレージの量がマシンタイプの最小要件を満たす
ことを確認してください。また、ネットワークが複数利用可能な場合は、必ず Add
network adapter に正しいネットワークを選択してください。
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i. 設定を完了し、仮想マシンの電源をオンにします。
2. 継続してクラスター用の追加のコンピュートマシンを作成します。

1.6.14. ディスクパーティション設定
ほとんどの場合、データパーティションは、最初に別のオペレーティングシステムをインストールする
のではなく、RHCOS をインストールして作成されます。この場合、OpenShift Container Platform イ
ンストーラーでは、ディスクパーティションの設定が許可されます。
ただし、以下は、OpenShift Container Platform ノードのインストール時に、デフォルトのパーティ
ション設定を上書きするために介入が必要と思われる 2 つのケースになります。
別個のパーティションの作成: 空のディスクへのグリーンフィールドインストールの場合は、別
のストレージをパーティションに追加する必要がある場合があります。これは、/var または
/var/lib/etcd などの /var のサブディレクトリー (両方ではない) を個別のパーティションとして
作成する場合にのみ正式にサポートされます。

重要
Kubernetes は 2 つのファイルシステムパーティションのみをサポートします。
元の設定に複数のパーティションを追加すると、Kubernetes はそれらをすべて
監視できません。
既存のパーティションの保持: ブラウンフィールドインストールで、既存のノードに OpenShift
Container Platform を再インストールし、以前のオペレーティングシステムからのデータパー
ティションを維持する必要がある場合、既存のデータパーティションを保持できる coreosinstaller へのブート引数とオプションの両方があります。

個別の /var パーティションの作成
一般的に、OpenShift Container Platform のディスクパーティション設定は、インストーラーに任せる
必要があります。ただし、拡張予定のファイルシステムの一部に個別のパーティションの作成が必要と
なる場合もあります。
OpenShift Container Platform は、ストレージを /var パーティションまたは /var のサブディレクト
リーのいずれかに割り当てる単一のパーティションの追加をサポートします。以下に例を示します。
/var/lib/containers: イメージやコンテナーがシステムにさらに追加されると拡張するコンテ
ナー関連のコンテンツを保持します。
/var/lib/etcd: etcd ストレージのパフォーマンスの最適化などの目的で分離する必要のあるデー
タを保持します。
/var: 監査などの目的に合わせて分離させる必要のあるデータを保持します。
/var ディレクトリーのコンテンツを個別に保存すると、必要に応じてこれらの領域のストレージの拡大
を容易にし、後で OpenShift Container Platform を再インストールして、そのデータをそのまま保持す
ることができます。この方法では、すべてのコンテナーを再度プルする必要はありません。また、シス
テムの更新時に大きなログファイルをコピーする必要もありません。
/var は、Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) の新規インストール前に有効にする必要があるた
め、以下の手順では OpenShift Container Platform インストールの openshift-install の準備フェーズで
挿入されるマシン設定を作成して、別の /var パーティションを設定します。
手順
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1. OpenShift Container Platform インストールファイルを保存するディレクトリーを作成しま
す。
$ mkdir $HOME/clusterconfig
2. openshift-install を実行して、manifest および openshift のサブディレクトリーにファイルの
セットを作成します。プロンプトが表示されたら、システムの質問に回答します。
$ openshift-install create manifests --dir $HOME/clusterconfig
? SSH Public Key ...
$ ls $HOME/clusterconfig/openshift/
99_kubeadmin-password-secret.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-0.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-1.yaml
99_openshift-cluster-api_master-machines-2.yaml
...
3. MachineConfig オブジェクトを作成し、これを openshift ディレクトリーのファイルに追加し
ます。たとえば、98-var-partition.yaml ファイルに名前を付け、ディスクのデバイス名を
worker システムのストレージデバイスの名前に変更し、必要に応じてストレージサイズを設定
します。以下の例では、/var ディレクトリーを別のパーティションにマウントします。
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
labels:
machineconfiguration.openshift.io/role: worker
name: 98-var-partition
spec:
config:
ignition:
version: 3.1.0
storage:
disks:
- device: /dev/<device_name> 1
partitions:
- label: var
startMiB: <partition_start_offset> 2
sizeMiB: <partition_size> 3
filesystems:
- device: /dev/disk/by-partlabel/var
path: /var
format: xfs
systemd:
units:
- name: var.mount 4
enabled: true
contents: |
[Unit]
Before=local-fs.target
[Mount]
What=/dev/disk/by-partlabel/var
Where=/var
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Options=defaults,prjquota 5
[Install]
WantedBy=local-fs.target
1

パーティションを設定する必要のあるディスクのストレージデバイス名。

2

データパーティションをブートディスクに追加する場合は、25000 のメビバイトの最小値
が推奨されます。ルートファイルシステムは、指定したオフセットまでの利用可能な領域
をすべて埋めるためにサイズを自動的に変更します。値の指定がない場合や、指定した値
が推奨される最小値よりも小さい場合、生成されるルートファイルシステムのサイズは小
さ過ぎるため、RHCOS の再インストールでデータパーティションの最初の部分が上書き
される可能性があります。

3

データパーティションのサイズ (メビバイト単位)。

4

マウントユニットの名前は、Where= ディレクティブで指定されたディレクトリーと一致
する必要があります。たとえば、/var/lib/containers にマウントされているファイルシス
テムの場合、ユニットの名前は var-lib-containers.mount にする必要があります。

5

コンテナーストレージに使用されるファイルシステムでは、 prjquota マウントオプショ
ンを有効にする必要があります。

注記
個別の /var パーティションを作成する場合、異なるインスタンスタイプに同じ
デバイス名がない場合は、ワーカーノードに異なるインスタンスタイプを使用す
ることはできません。
4. openshift-install を再度実行し、manifest および openshift のサブディレクトリー内のファイ
ルセットから、Ignition 設定を作成します。
$ openshift-install create ignition-configs --dir $HOME/clusterconfig
$ ls $HOME/clusterconfig/
auth bootstrap.ign master.ign metadata.json worker.ign
Ignition 設定ファイルを Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) システムをインストールために
vSphere インストール手順への入力として使用できます。

1.6.15. クラスターの作成
OpenShift Container Platform クラスターを作成するには、ブートストラッププロセスが、インストー
ルプログラムで生成した Ignition 設定ファイルを使用してプロビジョニングしたマシンで完了するのを
待機します。
前提条件
クラスターに必要なインフラストラクチャーを作成する。
インストールプログラムを取得し、クラスターの Ignition 設定ファイルを生成している。
Ignition 設定ファイルを使用して、クラスターの RHCOS マシンを作成済している。
手順
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1. ブートストラッププロセスをモニターします。
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for bootstrap-complete \ 1
--log-level=info 2
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2

異なるインストールの詳細情報を表示するには、info ではなく、warn、debug、または
error を指定します。

出力例
INFO Waiting up to 30m0s for the Kubernetes API at https://api.test.example.com:6443...
INFO API v1.19.0 up
INFO Waiting up to 30m0s for bootstrapping to complete...
INFO It is now safe to remove the bootstrap resources
Kubernetes API サーバーでこれがコントロールプレーンマシンにブートストラップされている
ことを示すシグナルが出されるとコマンドは成功します。
2. ブートストラッププロセスが完了したら、ブートストラップマシンをロードバランサーから削
除します。

重要
この時点で、ブートストラップマシンをロードバランサーから削除する必要があ
ります。さらに、マシン自体を削除し、再フォーマットすることができます。

1.6.16. CLI の使用によるクラスターへのログイン
クラスター kubeconfig ファイルをエクスポートし、デフォルトシステムユーザーとしてクラスターに
ログインできます。kubeconfig ファイルには、クライアントを正しいクラスターおよび API サーバー
に接続するために CLI で使用されるクラスターについての情報が含まれます。このファイルはクラス
ターに固有のファイルであり、OpenShift Container Platform のインストール時に作成されます。
前提条件
OpenShift Container Platform クラスターをデプロイしていること。
oc CLI をインストールしていること。
手順
1. kubeadmin 認証情報をエクスポートします。
$ export KUBECONFIG=<installation_directory>/auth/kubeconfig 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2. エクスポートされた設定を使用して、oc コマンドを正常に実行できることを確認します。
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$ oc whoami

出力例
system:admin

1.6.17. マシンの証明書署名要求の承認
マシンをクラスターに追加する際に、追加したそれぞれのマシンについて 2 つの保留状態の証明書署名
要求 (CSR) が生成されます。これらの CSR が承認されていることを確認するか、または必要な場合は
それらを承認してください。最初にクライアント要求を承認し、次にサーバー要求を承認する必要があ
ります。
前提条件
マシンがクラスターに追加されています。
手順
1. クラスターがマシンを認識していることを確認します。
$ oc get nodes

出力例
NAME
master-0
master-1
master-2

STATUS ROLES AGE VERSION
Ready master 63m v1.19.0
Ready master 63m v1.19.0
Ready master 64m v1.19.0

出力には作成したすべてのマシンが一覧表示されます。

注記
上記の出力には、一部の CSR が承認されるまで、ワーカーノード (ワーカー
ノードとも呼ばれる) が含まれない場合があります。
2. 保留中の証明書署名要求 (CSR) を確認し、クラスターに追加したそれぞれのマシンのクライア
ントおよびサーバー要求に Pending または Approved ステータスが表示されていることを確認
します。
$ oc get csr

出力例
NAME
AGE REQUESTOR
CONDITION
csr-8b2br 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:nodebootstrapper Pending
csr-8vnps 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:nodebootstrapper Pending
...
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この例では、2 つのマシンがクラスターに参加しています。この一覧にはさらに多くの承認さ
れた CSR が表示される可能性があります。
3. 追加したマシンの保留中の CSR すべてが Pending ステータスになった後に CSR が承認されな
い場合には、クラスターマシンの CSR を承認します。

注記
CSR のローテーションは自動的に実行されるため、クラスターにマシンを追加
後 1 時間以内に CSR を承認してください。1 時間以内に承認しない場合には、証
明書のローテーションが行われ、各ノードに 3 つ以上の証明書が存在するように
なります。これらの証明書すべてを承認する必要があります。クライアントの
CSR が承認されたら、Kubelet は提供証明書のセカンダリー CSR を作成しま
す。これには、手動の承認が必要です。次に、後続の提供証明書の更新要求は、
Kubelet が同じパラメーターを持つ新規証明書を要求する場合に machineapprover によって自動的に承認されます。

注記
ベアメタルおよび他のユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラ
クチャーなどのマシン API ではないプラットフォームで実行されているクラス
ターの場合、kubelet 提供証明書要求 (CSR) を自動的に承認する方法を実装する
必要があります。要求が承認されない場合、API サーバーが kubelet に接続する
際に提供証明書が必須であるため、oc exec、 oc rsh、および oc logs コマンド
は正常に実行できません。Kubelet エンドポイントにアクセスする操作には、こ
の証明書の承認が必要です。この方法は新規 CSR の有無を監視し、CSR が
system:node または system:admin グループの node-bootstrapper サービス
アカウントによって提出されていることを確認し、ノードのアイデンティティー
を確認します。
それらを個別に承認するには、それぞれの有効な CSR について以下のコマンドを実行しま
す。
$ oc adm certificate approve <csr_name> 1
1

<csr_name> は、現行の CSR の一覧からの CSR の名前です。

すべての保留中の CSR を承認するには、以下のコマンドを実行します。
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}
{{end}}{{end}}' | xargs --no-run-if-empty oc adm certificate approve

注記
一部の Operator は、一部の CSR が承認されるまで利用できない可能性があ
ります。
4. クライアント要求が承認されたら、クラスターに追加した各マシンのサーバー要求を確認する
必要があります。
$ oc get csr
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出力例
NAME
AGE REQUESTOR
CONDITION
csr-bfd72 5m26s system:node:ip-10-0-50-126.us-east-2.compute.internal
Pending
csr-c57lv 5m26s system:node:ip-10-0-95-157.us-east-2.compute.internal
Pending
...
5. 残りの CSR が承認されず、それらが Pending ステータスにある場合、クラスターマシンの
CSR を承認します。
それらを個別に承認するには、それぞれの有効な CSR について以下のコマンドを実行しま
す。
$ oc adm certificate approve <csr_name> 1
1

<csr_name> は、現行の CSR の一覧からの CSR の名前です。

すべての保留中の CSR を承認するには、以下のコマンドを実行します。
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}
{{end}}{{end}}' | xargs oc adm certificate approve
6. すべてのクライアントおよびサーバーの CSR が承認された後に、マシンのステータスが
Ready になります。以下のコマンドを実行して、これを確認します。
$ oc get nodes

出力例
NAME
master-0
master-1
master-2
worker-0
worker-1

STATUS ROLES AGE VERSION
Ready master 73m v1.20.0
Ready master 73m v1.20.0
Ready master 74m v1.20.0
Ready worker 11m v1.20.0
Ready worker 11m v1.20.0

注記
サーバー CSR の承認後にマシンが Ready ステータスに移行するまでに数分の時
間がかかる場合があります。
関連情報
CSR の詳細は、Certificate Signing Requests を参照してください。

1.6.18. Operator の初期設定
コントロールプレーンの初期化後に、一部の Operator を利用可能にするためにそれらをすぐに設定す
る必要があります。
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前提条件
コントロールプレーンが初期化されています。
手順
1. クラスターコンポーネントがオンラインになることを確認します。
$ watch -n5 oc get clusteroperators

出力例
NAME
VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED
SINCE
authentication
4.6.0 True
False
False
3h56m
cloud-credential
4.6.0 True
False
False
29h
cluster-autoscaler
4.6.0 True
False
False
29h
config-operator
4.6.0 True
False
False
6h39m
console
4.6.0 True
False
False
3h59m
csi-snapshot-controller
4.6.0 True
False
False
4h12m
dns
4.6.0 True
False
False
4h15m
etcd
4.6.0 True
False
False
29h
image-registry
4.6.0 True
False
False
3h59m
ingress
4.6.0 True
False
False
4h30m
insights
4.6.0 True
False
False
29h
kube-apiserver
4.6.0 True
False
False
29h
kube-controller-manager
4.6.0 True
False
False
29h
kube-scheduler
4.6.0 True
False
False
29h
kube-storage-version-migrator
4.6.0 True
False
False
4h2m
machine-api
4.6.0 True
False
False
29h
machine-approver
4.6.0 True
False
False
6h34m
machine-config
4.6.0 True
False
False
3h56m
marketplace
4.6.0 True
False
False
4h2m
monitoring
4.6.0 True
False
False
6h31m
network
4.6.0 True
False
False
29h
node-tuning
4.6.0 True
False
False
4h30m
openshift-apiserver
4.6.0 True
False
False
3h56m
openshift-controller-manager
4.6.0 True
False
False
4h36m
openshift-samples
4.6.0 True
False
False
4h30m
operator-lifecycle-manager
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-catalog
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-packageserver 4.6.0 True
False
False
3h59m
service-ca
4.6.0 True
False
False
29h
storage
4.6.0 True
False
False
4h30m
2. 利用不可の Operator を設定します。

1.6.18.1. デフォルトの OperatorHub ソースの無効化
Red Hat によって提供されるコンテンツを調達する Operator カタログおよびコミュニティープロジェ
クトは、OpenShift Container Platform のインストール時にデフォルトで OperatorHub に設定されま
す。ネットワークが制限された環境では、クラスター管理者としてデフォルトのカタログを無効にする
必要があります。
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手順
disableAllDefaultSources: true を OperatorHub オブジェクトに追加して、デフォルトカタロ
グのソースを無効にします。
$ oc patch OperatorHub cluster --type json \
-p '[{"op": "add", "path": "/spec/disableAllDefaultSources", "value": true}]'

ヒント
または、Web コンソールを使用してカタログソースを管理できます。Administration → Cluster
Settings → Global Configuration → OperatorHub ページから、Sources タブをクリックして、個別の
ソースを作成し、削除し、無効にし、有効にすることができます。

1.6.18.2. イメージレジストリーストレージの設定
イメージレジストリー Operator は、デフォルトストレージを提供しないプラットフォームでは最初は
利用できません。インストール後に、レジストリー Operator を使用できるようにレジストリーをスト
レージを使用するように設定する必要があります。
実稼働クラスターに必要な永続ボリュームの設定についての手順が示されます。該当する場合、空の
ディレクトリーをストレージの場所として設定する方法が表示されます。これは、実稼働以外のクラス
ターでのみ利用できます。
アップグレード時に Recreate ロールアウトストラテジーを使用して、イメージレジストリーがブロッ
クストレージタイプを使用することを許可するための追加の手順が提供されます。
1.6.18.2.1. VMware vSphere のレジストリーストレージの設定
クラスター管理者は、インストール後にレジストリーをストレージを使用できるように設定する必要が
あります。
前提条件
クラスター管理者のパーミッション。
VMware vSphere 上のクラスター。
Red Hat OpenShift Container Storage などのクラスターのプロビジョニングされた永続スト
レージ。

重要
OpenShift Container Platform は、1 つのレプリカのみが存在する場合にイメー
ジレジストリーストレージの ReadWriteOnce アクセスをサポートします。2 つ
以上のレプリカで高可用性をサポートするイメージレジストリーをデプロイする
には、ReadWriteMany アクセスが必要です。
100Gi の容量が必要です。

重要
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重要
テストにより、NFS サーバーを RHEL でコアサービスのストレージバックエンドとして
使用することに関する問題が検出されています。これには、OpenShift Container レジス
トリーおよび Quay、メトリクスストレージの Prometheus、およびロギングストレージ
の Elasticsearch が含まれます。そのため、コアサービスで使用される PV をサポートす
るために RHEL NFS を使用することは推奨されていません。
他の NFS の実装ではこれらの問題が検出されない可能性があります。OpenShift
Container Platform コアコンポーネントに対して実施された可能性のあるテストに関す
る詳細情報は、個別の NFS 実装ベンダーにお問い合わせください。
手順
1. レジストリーをストレージを使用できるように設定するには、configs.imageregistry/cluster
リソースの spec.storage.pvc を変更します。

注記
共有ストレージを使用する場合は、外部からアクセスを防ぐためにセキュリ
ティー設定を確認します。
2. レジストリー Pod がないことを確認します。
$ oc get pod -n openshift-image-registry

注記
ストレージタイプが emptyDIR の場合、レプリカ数が 1 を超えることはありま
せん。
3. レジストリー設定を確認します。
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

claim フィールドを空のままにし、image-registry-storage PVC の自動作成を可能にしま
す。

4. clusteroperator ステータスを確認します。
$ oc get clusteroperator image-registry
1.6.18.2.2. 実稼働以外のクラスターでのイメージレジストリーのストレージの設定

イメージレジストリー Operator のストレージを設定する必要があります。実稼働用以外のクラスター
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イメージレジストリー Operator のストレージを設定する必要があります。実稼働用以外のクラスター
の場合、イメージレジストリーは空のディレクトリーに設定することができます。これを実行する場
合、レジストリーを再起動するとすべてのイメージが失われます。
手順
イメージレジストリーストレージを空のディレクトリーに設定するには、以下を実行します。
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster --type merge --patch '{"spec":
{"storage":{"emptyDir":{}}}}'



警告
実稼働用以外のクラスターにのみこのオプションを設定します。

イメージレジストリー Operator がそのコンポーネントを初期化する前にこのコマンドを実行す
る場合、oc patch コマンドは以下のエラーを出して失敗します。
Error from server (NotFound): configs.imageregistry.operator.openshift.io "cluster" not found
数分待機した後に、このコマンドを再び実行します。
1.6.18.2.3. VMware vSphere のブロックレジストリーストレージの設定
イメージレジストリーがクラスター管理者によるアップグレード時に vSphere Virtual Machine Disk
(VMDK) などのブロックストレージタイプを使用できるようにするには、Recreate ロールアウトスト
ラテジーを使用できます。

重要
ブロックストレージボリュームはサポートされますが、実稼働クラスターでのイメージ
レジストリーと併用することは推奨されません。レジストリーに複数のレプリカを含め
ることができないため、ブロックストレージにレジストリーが設定されているインス
トールに高可用性はありません。
手順
1. イメージレジストリーストレージをブロックストレージタイプとして設定するには、レジスト
リーが Recreate ロールアウトストラテジーを使用し、1 レプリカのみで実行されるように、レ
ジストリーにパッチを適用します。
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec":
{"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'
2. ブロックストレージデバイスの PV をプロビジョニングし、そのボリュームの PVC を作成しま
す。要求されたブロックボリュームは ReadWriteOnce (RWO) アクセスモードを使用します。
a. 以下の内容で pvc.yaml ファイルを作成して VMware vSphere PersistentVolumeClaim オ
ブジェクトを定義します。
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kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: image-registry-storage 1
namespace: openshift-image-registry 2
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce 3
resources:
requests:
storage: 100Gi 4
1

PersistentVolumeClaim オブジェクトを表す一意の名前。

2

PersistentVolumeClaim オブジェクトの namespace (openshift-image-registry)。

3

永続ボリューム要求 (PVC) のアクセスモード。ReadWriteOnce では、ボリュームは
単一ノードによって読み取り/書き込みパーミッションでマウントできます。

4

永続ボリューム要求 (PVC) のサイズ。

b. ファイルから PersistentVolumeClaim オブジェクトを作成します。
$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
3. 正しい PVC を参照するようにレジストリー設定を編集します。
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml

出力例
storage:
pvc:
claim: 1
1

カスタム PVC を作成すると、image-registry-storage PVC のデフォルトの自動作成の
claim フィールドを空のままにすることができます。

正しい PVC を参照するようにレジストリーストレージを設定する方法については、vSphere のレジス
トリーの設定 を参照してください。

1.6.19. ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャーでのインス
トールの完了
Operator 設定の完了後に、提供するインフラストラクチャーでのクラスターのインストールを終了で
きます。
前提条件
コントロールプレーンが初期化されています。
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Operator の初期設定を完了済みです。
手順
1. 以下のコマンドを使用して、すべてのクラスターコンポーネントがオンラインであることを確
認します。
$ watch -n5 oc get clusteroperators

出力例
NAME
VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED
SINCE
authentication
4.6.0 True
False
False
3h56m
cloud-credential
4.6.0 True
False
False
29h
cluster-autoscaler
4.6.0 True
False
False
29h
config-operator
4.6.0 True
False
False
6h39m
console
4.6.0 True
False
False
3h59m
csi-snapshot-controller
4.6.0 True
False
False
4h12m
dns
4.6.0 True
False
False
4h15m
etcd
4.6.0 True
False
False
29h
image-registry
4.6.0 True
False
False
3h59m
ingress
4.6.0 True
False
False
4h30m
insights
4.6.0 True
False
False
29h
kube-apiserver
4.6.0 True
False
False
29h
kube-controller-manager
4.6.0 True
False
False
29h
kube-scheduler
4.6.0 True
False
False
29h
kube-storage-version-migrator
4.6.0 True
False
False
4h2m
machine-api
4.6.0 True
False
False
29h
machine-approver
4.6.0 True
False
False
6h34m
machine-config
4.6.0 True
False
False
3h56m
marketplace
4.6.0 True
False
False
4h2m
monitoring
4.6.0 True
False
False
6h31m
network
4.6.0 True
False
False
29h
node-tuning
4.6.0 True
False
False
4h30m
openshift-apiserver
4.6.0 True
False
False
3h56m
openshift-controller-manager
4.6.0 True
False
False
4h36m
openshift-samples
4.6.0 True
False
False
4h30m
operator-lifecycle-manager
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-catalog
4.6.0 True
False
False
29h
operator-lifecycle-manager-packageserver 4.6.0 True
False
False
3h59m
service-ca
4.6.0 True
False
False
29h
storage
4.6.0 True
False
False
4h30m
あるいは、以下のコマンドを使用すると、すべてのクラスターが利用可能な場合に通知されま
す。また、このコマンドは認証情報を取得して表示します。
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for install-complete 1
1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

出力例
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INFO Waiting up to 30m0s for the cluster to initialize...
Cluster Version Operator が Kubernetes API サーバーから OpenShift Container Platform クラ
スターのデプロイを終了するとコマンドは成功します。

重要
インストールプログラムが生成する Ignition 設定ファイルには、24 時間が経
過すると期限切れになり、その後に更新される証明書が含まれます。証明書
を更新する前にクラスターが停止し、24 時間経過した後にクラスターを再
起動すると、クラスターは期限切れの証明書を自動的に復元します。例外と
して、kubelet 証明書を回復するために保留状態の node-bootstrapper 証明
書署名要求 (CSR) を手動で承認する必要があります。詳細は、コントロール
プレーン証明書の期限切れの状態からのリカバリー についてのドキュメント
を参照してください。
24 時間証明書はクラスターのインストール後 16 時間から 22 時間にロー
テーションするため、Ignition 設定ファイルは、生成後 12 時間以内に使用す
ることをお勧めします。12 時間以内に Ignition 設定ファイルを使用すること
により、インストール中に証明書の更新が実行された場合のインストールの
失敗を回避できます。
2. Kubernetes API サーバーが Pod と通信していることを確認します。
a. すべての Pod の一覧を表示するには、以下のコマンドを使用します。
$ oc get pods --all-namespaces

出力例
NAMESPACE
NAME
READY STATUS
RESTARTS AGE
openshift-apiserver-operator
openshift-apiserver-operator-85cb746d55-zqhs8 1/1
Running 1
9m
openshift-apiserver
apiserver-67b9g
1/1 Running 0
3m
openshift-apiserver
apiserver-ljcmx
1/1 Running 0
1m
openshift-apiserver
apiserver-z25h4
1/1 Running 0
2m
openshift-authentication-operator authentication-operator-69d5d8bf84-vh2n8
1/1
Running 0
5m
...
b. 以下のコマンドを使用して、直前のコマンドの出力に一覧表示される Pod のログを表示し
ます。
$ oc logs <pod_name> -n <namespace> 1
1

直前のコマンドの出力にあるように、Pod 名および namespace を指定します。

Pod のログが表示される場合、Kubernetes API サーバーはクラスターマシンと通信できま
す。
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3. Cluster registration ページでクラスターを登録します。
Adding compute machines to vSphere に従い、クラスターのインストールの完了後に追加のコンピュー
トマシンを追加できます。

1.6.20. VMware vSphere ボリュームのバックアップ
OpenShift Container Platform は、自由にクラスターないのノードにあるボリュームをアタッチした
り、アタッチ解除できるように、個別の永続ディスクとして新規ボリュームをプロビジョニングしま
す。そのため、スナップショットを使用するボリュームはバックアップしたり、スナップショットから
ボリュームを復元したりすることはできません。詳細は、スナップショットの制限 を参照してくださ
い。

手順
永続ボリュームのバックアップを作成すには、以下を実行します。
1. 永続ボリュームを使用しているアプリケーションを停止します。
2. 永続ボリュームのクローンを作成します。
3. アプリケーションを再起動します。
4. クローンを作成したボリュームのバックアップを作成します。
5. クローンを作成したボリュームを削除します。

1.6.21. OpenShift Container Platform の Telemetry アクセス
OpenShift Container Platform 4.6 では、クラスターのヘルスと更新の成功に関するメトリクスを提供
するためにデフォルトで実行される Telemetry サービスには、インターネットアクセスが必要です。ク
ラスターがインターネットに接続されている場合、Telemetry は自動的に実行され、クラスターは
OpenShift Cluster Manager に登録されます。
OpenShift Cluster Manager インベントリーが正常である (Telemetry によって自動的に維持、または
OpenShift Cluster Manager を使用して手動で維持) ことを確認した後に、subscription watch を使用 し
て、アカウントまたはマルチクラスターレベルで OpenShift Container Platform サブスクリプションを
追跡します。
関連情報
Telemetry サービスの詳細は、リモートヘルスモニターリング について参照してください。

1.6.22. 次のステップ
クラスターをカスタマイズ します。
クラスターのインストールに使用したミラーレジストリーに信頼される CA がある場合、信頼
ストアを設定 してこれをクラスターに追加します。
必要な場合は、リモートの健全性レポートをオプトアウト することができます。

1.7. インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使
用した VSPHERE へのクラスターのインストール
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用して、VMware vSphere イン
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インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用して、VMware vSphere イン
スタンスにデプロイしたクラスターを削除できます。

注記
openshift-install destroy cluster コマンドを実行して OpenShift Container Platform を
アンインストールしても、vSphere ボリュームは自動的に削除されません。クラスター
管理者は、vSphere ボリュームを手動で検索し、それらを削除する必要があります。

1.7.1. インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用するク
ラスターの削除
インストーラーでプロビジョニングされるインフラストラクチャーを使用するクラスターは、クラウド
から削除できます。

注記
アンインストール後に、とくにユーザーによってプロビジョニングされるインフラスト
ラクチャー (UPI) クラスターで適切に削除されていないリソースがあるかどうかについ
て、クラウドプロバイダーを確認します。インストーラーが作成されなかったり、イン
ストーラーがアクセスできない場合には、リソースがある可能性があります。
前提条件
クラスターをデプロイするために使用したインストールプログラムのコピーがあります。
クラスター作成時にインストールプログラムが生成したファイルがあります。
手順
1. クラスターをインストールするために使用したコンピューターのインストールプログラムが含
まれるディレクトリーから、以下のコマンドを実行します。
$ ./openshift-install destroy cluster \
--dir <installation_directory> --log-level info 1

2

1

<installation_directory> には、インストールファイルを保存したディレクトリーへのパ
スを指定します。

2

異なる詳細情報を表示するには、 info ではなく、warn、debug、または error を指定し
ます。

注記
クラスターのクラスター定義ファイルが含まれるディレクトリーを指定する必要
があります。クラスターを削除するには、インストールプログラムでこのディレ
クトリーにある metadata.json ファイルが必要になります。
2. オプション: <installation_directory> ディレクトリーおよび OpenShift Container Platform イ
ンストールプログラムを削除します。
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