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VMware Cloud ネイティブ ストレージのスター
ト ガイドについて

『VMware Cloud ネイティブ ストレージのスタート ガイド』では、vSphere 環境のステートフル アプリケーション

で包括的なデータ管理を可能にする VMware® クラウド ネイティブ ストレージ、vSphere、Kubernetes ソリュー

ションについて説明します。

このガイドでは、クラウド ネイティブ ストレージ の概念とコンポーネントの概要について説明します。また、

Kubernetes クラスタにパーシステント ストレージ リソースを提供し、これらのリソースを vSphere Client で監

視するために vSphere 管理者が行うタスクについても説明します。

対象読者

この情報は、Kubernetes について基本的な知識を持ち、コンテナ展開の概念に精通している vSphere 管理者を対

象としています。

vSphere で Kubernetes クラスタとコンテナ化されたアプリケーションを実行する方法については、GitHub にあ

る Kubernetes vSphere Cloud Provider のドキュメントを参照してください。

VMware の技術ドキュメント用語集 （英語版）

VMware の技術ドキュメントでは、新しい用語などを集めた用語集を提供しています。VMware の技術ドキュメン

トで使用される用語の定義については、http://www.vmware.com/support/pubs をご覧ください。
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更新情報

この『VMware Cloud ネイティブ ストレージのスタート ガイド』は、製品のリリースごと、または必要に応じて更

新されます。

次の表に、『VMware Cloud ネイティブ ストレージのスタート ガイド』の更新履歴を示します。

リビジョン 説明

2020 年 3 月 25 日 Kubernetes ユーザーのタスクを記述したセクションを『VMware Cloud ネイティブ ストレージのスタート ガイド』から

削除しました。

vSphere で Kubernetes クラスタとコンテナ化されたアプリケーションを実行する方法については、GitHub にある

Kubernetes vSphere Cloud Provider のドキュメントを参照してください。このドキュメントには、vSphere CSI ドラ

イバのインストール、展開、サンプル YAML に関する情報も記載されています。

2020 年 3 月 4 日 軽微な編集。

2019 年 10 月 22 日 このドキュメントから、vSphere CSI プラグインのインストールと Kubernetes クラスタの展開に関連するセクションを

削除しました。詳細については、Kubernetes vSphere Cloud Provider のドキュメントを参照してください。

2019 年 10 月 1 日 クラウド ネイティブ ストレージ コンポーネント の記述を修正し、vSphere のコンテナ ストレージ インターフェイスが単

一の vCenter Server をサポートすることを追加しました。

2019 年 8 月 20 日 初期リリース。
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クラウド ネイティブ ストレージ につ
いて 1
クラウド ネイティブ ストレージ は、ステートフル アプリケーション向けの包括的なデータ管理を実現するソリュー

ションです。クラウド ネイティブ ストレージ を使用すると、再起動後や停止後にも状態を維持可能なコンテナ化さ

れたステートフル アプリケーションを作成できます。ステートフル コンテナは、標準ボリューム、パーシステント 

ボリューム、動的プロビジョニングなどのプリミティブを使用しながら、vSphere によって公開されるストレージを

利用します。

クラウド ネイティブ ストレージ を使用すると、仮想マシンとコンテナ ライフサイクルに依存しないパーシステント 

コンテナ ボリュームを作成できます。vSphere ストレージはボリュームをバッキングするので、ボリューム上で直

接ストレージ ポリシーを設定できます。ボリュームを作成したら、それらのボリュームと vSphere Client でバッキ

ングされている仮想ディスクを確認し、ストレージ ポリシー コンプライアンスを監視できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n クラウド ネイティブ ストレージ の概念と用語

n クラウド ネイティブ ストレージユーザー

n クラウド ネイティブ ストレージ コンポーネント

n クラウド ネイティブ ストレージ ロールと権限

クラウド ネイティブ ストレージ の概念と用語

vSphere クラウド ネイティブ ストレージ 環境について重要ないくつかの概念を理解しておきます。

Kubernetes クラスタ Kubernetes 制御プレーンとワーカーサービスが実行されている仮想マシンのクラ

スタ。Kubernetes クラスタの上部で、コンテナ化されたアプリケーションを展開

します。アプリケーションには、ステートフルまたはステートレスのいずれかの状

態があります。

ポッド ポッドは、ストレージやネットワークなどのリソースを共有する 1 つ以上のコンテ

ナのグループです。ポッド内のコンテナは、グループとして開始、停止、および複

製されます。

コンテナ Orchestrator ホストのクラスタ間でコンテナ化されたアプリケーションを展開、拡張、および管

理するための Kubernetes などのオープンソース プラットフォーム。プラットフ

ォームは、コンテナを中心としたインフラストラクチャを提供します。
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ステートフル アプリケーシ

ョン

コンテナ アプリケーションがステートレスからステートフルに発展すると、永続的

なストレージが必要になります。セッション間でデータを保存しないステートレス 

アプリケーションとは異なり、ステートフル アプリケーションはデータを永続的な

ストレージに保存します。保持されたデータは、アプリケーションの状態と呼ばれ

ます。後でデータを取得し、次のセッションで使用することができます。ほとんど

のアプリケーションはステートフルです。データベースは、ステートフル アプリケ

ーションの一例です。

PersistentVolume ステートフル アプリケーションは、PersistentVolumes を使用してデータを保存

します。PersistentVolume は、その状態とデータを保持できる Kubernetes ボリ

ュームです。ポッドからは独立しており、ポッドが削除または再構成されても引き

続き存在できます。vSphere 環境では、PersistentVolume オブジェクトはバッキ

ング ストレージとして仮想ディスク (VMDK) を使用します。

StorageClass Kubernetes は、StorageClass を使用して、ストレージのさまざまな階層を定義

し、PersistentVolume をバッキングするストレージの各種要件を記述します。

vSphere 環境では、ストレージ クラスをストレージ ポリシーにリンクできます。

vSphere 管理者は、さまざまなストレージ要件を記述したストレージ ポリシーを

作成します。仮想マシン ストレージ ポリシーは、動的ボリューム プロビジョニン

グの StorageClass 定義の一部として使用されます。

次のサンプルの YAML ファイルは、以前に vSphere Client を使用して作成した 

Gold ストレージ ポリシーを示しています。作成されたパーシステント ボリュー

ム VMDK は、Gold ストレージ ポリシー要件を満たす、互換性のあるデータスト

アに配置されます。

kind: StorageClass

apiVersion: storage.k8s.io/v1

metadata:

  name: gold-sc

  annotations:

    storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"

provisioner: csi.vsphere.vmware.com

parameters:

  storagepolicyname: "Gold"

  

PersistentVolumeClaim 通常、アプリケーションまたはポッドは PersistentVolumeClaim を介して永続的

なストレージを要求できます。PersistentVolumeClaim では、ストレージのクラ

ス、アクセス モード（ReadWriteOnce または ReadWriteMany）、

PersistentVolume のその他のパラメータを指定します。この要求により、対応す

る PersistentVolume オブジェクトと、vSphere 環境で基盤となる仮想ディスク 

が動的にプロビジョニングされます。

要求が作成されると、PersistentVolume が自動的に要求にバインドされます。ポ

ッドは、要求を使用して PersistentVolume とアクセス ストレージをマウントしま

す。
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この要求を削除すると、対応する PersistentVolume オブジェクトが削除され、基

盤となるストレージも削除されます。

kind: PersistentVolumeClaim

metadata:

 name: persistent-VMDK

spec:

 accessModes:

 - ReadWriteOnce

 resources:

 requests:

 storage: 5Gi

 storageClassName: gold-sc

StatefulSet StatefulSet は、ステートフル アプリケーションの展開とスケーリングを管理しま

す。StatefulSet は、安定した ID または安定した永続的なストレージを必要とする

アプリケーションで役立ちます。StatefulSet を構成して、

PersistentVolumeClaim オブジェクトを自動的に生成する 

volumeClaimTemplates エントリを含めることができます。

クラウド ネイティブ ストレージユーザー

vSphere クラウド ネイティブ ストレージ環境で Kubernetes ボリュームを作成および監視するプロセスに関わる

ユーザーのタイプは通常、Kubernetes ユーザーと vSphere 管理者の 2 つのカテゴリに分類されます。どちらのタ

イプのユーザーも、さまざまなツールにアクセスしてさまざまなタスクを実行できます。

CNS Kubernetes ユーザー

Kubernetes ユーザーには、Kubernetes 開発者とアプリケーション所有者、Kubernetes 管理者、またはその両方

を組み合わせた機能があります。Kubernetes ユーザーが クラウド ネイティブ ストレージ環境で実行するタスクに

は、次のようなものがあります。

n vSphere CSI をデプロイして管理する。詳細については、Deploying a Kubernetes Cluster on vSphere 
with CSI and CPI セクション（Kubernetes vSphere Cloud Provider ドキュメント）を GitHub で参照して

ください。

n ステートフル アプリケーションをデプロイして管理する。詳細については、GitHub にある、Kubernetes 
vSphere Cloud Provider ドキュメントの Sample manifests to test CSI driver functionality セクションを

参照してください。

n パーシステント ボリュームのライフ サイクルの操作を実行する。

n ストレージ クラスのライフ サイクルの操作を実行する。

VMware Cloud ネイティブ ストレージのスタート ガイド
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CNS vSphere ユーザー

CNS vSphere ユーザーまたは vSphere 管理者は、vSphere Client にアクセスして次のタスクを実行できます。

n 仮想マシン ストレージ ポリシーのライフ サイクル操作を実行します。たとえば、Kubernetes ストレージ クラ

スに使用する仮想マシン ストレージ ポリシーを作成し、その名前を Kubernetes ユーザーに通知します。スト

レージ ポリシーを作成するを参照してください。

n vSphere Client のクラウド ネイティブ ストレージ セクションを使用して、Kubernetes クラスタ全体のコンテ

ナ ボリュームの健全性とストレージ ポリシー コンプライアンスを監視します。Kubernetes クラスタ間のコン

テナ ボリュームの監視を参照してください。

クラウド ネイティブ ストレージ コンポーネント

クラウド ネイティブ ストレージ はいくつかのコンポーネントを使用して、vSphere ストレージと統合します。

次の図は、これらのコンポーネントの相互関係を示しています。

CSI プラグインSPBM

FCD

vSphere vSAN

CNS 制御プレーン

Kubernetes ノード

VMFS NFS

ポリシー管理 
コンプライアンス

CacheDB 
Kuberneted 
 メタデータ

集約

ブロック ボリューム 
の管理

コンプライアンス

Kubernetes クラスタ クラウド ネイティブ ストレージ 環境では、Kubernetes クラスタは vSphere に展

開された仮想マシンのクラスタまたはノードです。Kubernetes ユーザーは、クラ

スタと直接対話して、クラスタの上にステートフル アプリケーションを展開しま

す。

vSphere コンテナ ストレ

ージ インターフェイス 

(CSI)

vSphere CSI は、Kubernetes などのコンテナ Orchestrator 上のコンテナ化され

たワークロードに vSphere ストレージを公開するインターフェイスです。これに

より、vSAN など各種の vSphere ストレージが有効になります。

Kubernetes では、CSI ドライバがツリー外の vSphere Cloud Controller 
Manager (CCM) と共に使用されます。

VMware Cloud ネイティブ ストレージのスタート ガイド
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コンテナ ストレージ インターフェイスでは、コンテナ ボリュームの動的プロビジ

ョニングがサポートされます。

このインターフェイスでは、以下の機能がサポートされます。

n vSphere First Class Disk 機能。

n Kubernetes ゾーン。

n 従来型のマウントと raw マウント。

n 単一の vCenter Server、および複数のデータセンターとクラスタ。

n 複数のデータストアまたはデータストア クラスタからのプロビジョニング。

Kubernetes では、CSI ドライバが、ツリー外の vSphere Cloud Provider インタ

ーフェイス (CPI) とともに使用されます。CSI ドライバはコンテナ イメージとし

て提供されるため、クラスタ管理者がデプロイする必要があります。詳細について

は、GitHub にある Kubernetes vSphere Cloud Provider のドキュメントで

Deploying a Kubernetes Cluster on vSphere with CSI and CPI を参照してく

ださい。

クラウド ネイティブ ストレ

ージ サーバ コンポーネント

CNS サーバ コンポーネントは vCenter Server に配置されます。これは、コンテ

ナ ボリュームのプロビジョニングとライフサイクルの操作を実装する vCenter 
Server 管理の拡張機能です。

コンテナ ボリュームをプロビジョニングするときに、最初のクラス ディスク機能と

通信して、ボリュームをバッキングする仮想ディスクを作成します。また、CNS サ
ーバ コンポーネントは、ストレージ ポリシーベースの管理と通信して、ディスクに

必要なサービス レベルを確保します。

CNS は、vCenter Server を介してコンテナ ボリュームとそのバッキング仮想デ

ィスクを管理および監視するクエリ処理も実行します。

最初のクラス ディスク 

(FCD)
強化された仮想ディスクとも呼ばれます。これは、仮想マシンと関連付けられてい

ない名前付き仮想ディスクです。これらのディスクは、VMFS、NFS、または vSAN 
データストア、およびバック コンテナ ボリュームに配置されます。

ストレージ ポリシー ベース

の管理

ストレージ ポリシー ベースの管理は、指定されたストレージ要件に基づき、パーシ

ステント ボリュームのプロビジョニングをサポートする vCenter Server サービ

スです。プロビジョニング後、サービスは、必要なポリシー特性に対するボリュー

ムのコンプライアンスを監視します。

クラウド ネイティブ ストレージ ロールと権限

クラウド ネイティブ ストレージ に関連する操作を実行する場合、vSphere ユーザーには特定の権限が必要です。

いくつかのロールを作成して、クラウド ネイティブ ストレージ 環境に参加するオブジェクトに一連の権限を割り当

てることができます。

vSphere のロールと権限の詳細、およびロールの作成方法については、『vSphere のセキュリティ』のドキュメント

を参照してください。
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ロール名 権限名 説明 必要とするオブジェクト

CNS-SPBM Profile-driven storage > Profile-driven storage 
更新

ストレージ仮想マシンのストレー

ジ ポリシーの作成や更新など、仮

想マシン ストレージ ポリシーへ

の変更を許可します。

root vCenter Server

Profile-driven storage > Profile-driven storage 
ビュー

定義済みストレージ ポリシーを

表示できるようにします。

CNS-VM 仮想マシン > 設定 > 既存ディスクの追加 既存の仮想ディスクを仮想マシン

に追加できるようにします。

すべてのクラスタ ノード仮想マシ

ン

仮想マシン > 設定 > デバイスの追加または削除 ディスク以外のデバイスを追加ま

たは削除できるようにします。

CNS-
Datastore

データストア > 低レベルのファイル操作 データストア ブラウザ内で、読み

取り、書き込み、削除、および名

前変更操作を実行できるようにし

ます。

パーシステント ボリュームが配置

されている共有データストア

Read-only デフォルトのロール オブジェクトに対する読み取り専

用ロールが割り当てられているユ

ーザーは、オブジェクトの状態お

よび詳細を表示できます。たとえ

ば、このロールを持つユーザーは、

すべてのノードの仮想マシンから

アクセス可能な共有データストア

を見つけることができます。

ゾーンとトポロジに対応した環境

では、ホスト、クラスタ、データ

センターなどのノード仮想マシン

のすべての先祖に、CSI ドライバ

および CCM を使用するよう設定

された vSphere ユーザーに対す

る読み取り専用ロール セットが

必要です。これは、ノードのトポ

ロジを準備するためにタグとカテ

ゴリを読み取れるようにするため

に必要です。

ノードの仮想マシンが配置されてい

るすべてのホスト

データセンター

CNS ユーザー 

インターフェイ

ス

privilege.Cns.label > 
privilege.Cns.Searchable.label

ストレージ管理者が CNS ユーザ

ー インターフェイスを表示でき

るようにします。

VMware Cloud ネイティブ ストレージのスタート ガイド
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クラウド ネイティブ ストレージ for 
vSphere 管理者 2
vSphere 管理者は、ストレージ リソースを Kubernetes チームに提供し、仮想マシン ストレージ ポリシーを作成

してストレージ要件とサービス クラスを定義します。パーシステント ストレージを使用する Kubernetes ワークロ

ードがプロビジョニングされると、vSphere 管理者はバッキング ストレージ リソースのライフサイクルと要件に対

するコンプライアンスを監視できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n クラウド ネイティブ ストレージ の要件

n ストレージ ポリシーを作成する

n Kubernetes クラスタ仮想マシンを構成する

n Kubernetes クラスタ間のコンテナ ボリュームの監視

クラウド ネイティブ ストレージ の要件

クラウド ネイティブ ストレージ 環境および Kubernetes クラスタに参加する仮想マシンは、いくつかの要件を満た

す必要があります。

クラウド ネイティブ ストレージ の要件

n vSphere 6.7 Update 3 以降

n Kubernetes バージョン 1.14 以降。

n 仮想マシンに展開された Kubernetes クラスタ。vSphere CSI プラグインを展開して vSphere で 

Kubernetes クラスタを実行する方法については、GitHub にある Kubernetes vSphere Cloud Provider のド

キュメントを参照してください。

Kubernetes クラスタ仮想マシンの要件

n ハードウェア バージョン 15 以降の仮想マシン。各ノードの仮想マシンに VMware Tools をインストールしま

す。

n 仮想マシンのハードウェアに関する推奨事項：

n ワークロード要件に基づいて、CPU とメモリを適切に設定します。

n ノード仮想マシンのプライマリ ディスクに VMware 準仮想化 SCSI コントローラを使用します。

n すべての仮想マシンは、vSAN などの共有データストアにアクセスできる必要があります。
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n 各ノードの仮想マシンで disk.EnableUUID パラメータを設定します。Kubernetes クラスタ仮想マシンを構

成する を参照してください。

n エラーや予期しない動作を回避するために、CNS ノード仮想マシンのスナップショットは作成しないでくださ

い。

ストレージ ポリシーを作成する

コンテナ アプリケーションをバッキングする仮想ディスク (VMDK) は、特定のストレージ要件を満たす必要があり

ます。vSphere ユーザーとして、Kubernetes ユーザーから提供された要件に基づいて仮想マシン ストレージ ポリ

シーを作成します。

ストレージ ポリシーは、アプリケーションをバッキングする VMDK に関連付けられます。

環境内に複数の vCenter Server インスタンスがある場合は、各インスタンスに仮想マシン ストレージ ポリシーを

作成します。すべてのインスタンスで同じポリシー名を使用します。

前提条件

n Kubernetes ユーザーは、ステートフルのコンテナ アプリケーションが展開される Kubernetes クラスタを特

定します。

n Kubernetes ユーザーは、コンテナ アプリケーションのストレージ要件を収集し、それらを vSphere ユーザー

に通知します。

n 必要な権限：仮想マシン ストレージ ポリシー.更新および仮想マシン ストレージ ポリシー.表示。

手順

1 vSphere Client で、[仮想マシン ストレージ ポリシーの作成] ウィザードを開きます。

a [メニュー] - [ポリシーおよびプロファイル] の順にクリックします。

b [ポリシーおよびプロファイル] で、[仮想マシン ストレージ ポリシー] をクリックします。

c [仮想マシン ストレージ ポリシーの作成] をクリックします。

2 ポリシーの名前と説明を入力して [次へ] をクリックします。

オプション 操作

vCenter Server vCenter Server インスタンスを選択します。

名前 ストレージ ポリシーの名前（容量効率の高さ など）を入力します。

説明 ストレージ ポリシーの説明を入力します。

 
3 データストア固有のルールの [ポリシー構造] ページで、[vSAN ストレージのルールの有効化] を選択し、[次へ] 

をクリックします。

4 [vSAN] ページで、ポリシー ルールセットを定義し、[次へ] をクリックします。

a [可用性] タブで、[サイトの耐障害性] と [許容される障害の数] を定義します。

b [詳細なポリシー ルール] タブで、オブジェクトあたりのディスク ストライプの数やフラッシュ読み取りキ

ャッシュの予約などの詳細なポリシー ルールを定義します。
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5 [ストレージ互換性] ページでこのポリシーに適合する vSAN データストアのリストを確認し、[次へ] をクリック

します。

6 [確認して完了] ページでポリシーの設定を確認し、[完了] をクリックします。

次のステップ

これで、ストレージ ポリシー名を Kubernetes ユーザーに通知できるようになりました。作成した仮想マシン スト

レージ ポリシーは、動的ボリューム プロビジョニングのストレージ クラス定義の一部として使用されます。

Kubernetes クラスタ仮想マシンを構成する

各ノードの仮想マシンで、disk.EnableUUID パラメータを有効にし、仮想マシンを仮想ディスクに正常にマウント

できるようにします。

クラスタに参加している各仮想マシン ノードに対して、次の手順を実行します。

前提条件

n Kubernetes クラスタ用に複数の仮想マシンを作成します。仮想マシンの要件については、クラウド ネイティブ 

ストレージ の要件を参照してください。

n 必要な権限：仮想マシン.構成.設定

注：   エラーや予期しない動作を回避するために、CNS ノード仮想マシンのスナップショットは作成しないでくだ

さい。
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手順

1 vSphere Client で、仮想マシンを右クリックし、[設定の編集] を選択します。

2 [仮想マシン オプション] タブをクリックして、[詳細設定] メニューを展開します。

3 構成パラメータの横にある [構成パラメータの編集] をクリックします。

4 disk.EnableUUID パラメータを設定します。

パラメータがある場合は、その値が True に設定されていることを確認します。パラメータがない場合、追加し

て値を True に設定できます。

名前 値

disk.EnableUUID True

Kubernetes クラスタ間のコンテナ ボリュームの監視

環境内のコンテナ ボリュームを表示し、ストレージ ポリシーのコンプライアンスの状態を監視します。

手順

1 vCenter Server インスタンス、データセンター、またはデータストアに移動します。

2 [監視] タブをクリックし、[ クラウド ネイティブ ストレージ] の下の [コンテナ ボリューム] をクリックします。

3 環境内で使用できるコンテナ ボリュームを確認し、ストレージ ポリシーのコンプライアンスの状態を監視しま

す。

4 [ラベル] 列の [すべて表示] リンクをクリックし、追加の詳細を表示します。

5 [ボリューム名] 列のリンクをクリックして、配置、コンプライアンス、ストレージ ポリシーなどの詳細を確認し

ます。

注：   このビューは、基盤となるデータストアが vSAN の場合にのみ使用できます。
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