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ビジネスの課題 

大規模システム向けの信頼性の高いトランザクション処理を実装することは、多くのソフトウェア開発者の

能力を超えています。しかし、市販のリレーショナル データベース管理システム（RDBMS）製品を使用

すると、開発者は、他の方法では不可能な多くのアプリケーションを作成することができます。RDBMSを

使用すると、多くのソフトウェア開発の問題が解決されますが、以前からある1つの問題は解決されませ

ん。それはソフトウェア開発およびテストのライフ サイクルにおいて、RDBMSとアプリケーションの間のコード

とデータの整合性をどのようにして確保するかということです。  

これまでは、Oracleデータベース サーバーなどのデータベース サーバーとコンテナー型アプリケーションの間

の統合は困難でした。ソフトウェア開発者は多くの場合、本番データベース システムでのトラブルシュー

ティングで忙しいOracle DBAが本番コピーを作成するのを待たなければなりませんでした。この遅延は、

アジャイル開発プロセスが中断される原因になりました。 

コンテナー テクノロジーにより、開発チームは、従来のような複雑さを排除しながら、独立したアプリケー

ションを迅速にプロビジョニングできます。多くの企業では、生産性とタイム トゥ バリューの改善のためのコ

ンテナーの使用は、ソフトウェア開発に重点を置いている部門から始まります。通常は、マイクロサービス 

アーキテクチャをベースとするアプリケーション用コンテナーのインストール、実装、使用から開始します。  

ソリューションの概要 

このソリューションでは、Dell EMC PowerFlexファミリー（以前のDell EMC VxFlexファミリー）用のコ

ンテナー、Kubernetes、およびコンテナー ストレージ インターフェイス（CSI）ドライバーでOracleデータ

ベースを使用して、開発プロセスを変革する方法を示します。開発者は、オーケストレーションとオートメー

ションを使用して、Oracleデータベースを自己プロビジョニングすることにより、柔軟性と生産性を向上させ

ながら、開発環境とテスト環境用の本番コピーを作成する際に大幅に時間を節約できます。 

当社は、ソフトウェア開発およびテストのユース ケースに重点を置いていますが、それは、この市場が、

Dockerコンテナー上でOracleデータベースを使用することで多くのビジネスの課題を解決できる最も直

接的な販売機会であることに多くのアナリストが同意しているためです。現在、Oracleを利用したアプリ

ケーションを開発する方法は、さまざまなプラットフォームとツールで構成されています。このプロセスは過度

に複雑であり、スケジュールの遅延とコストの超過を招く傾向があります。ITプロフェッショナルにとってメリッ

トがあり、ソフトウェア開発者が使い慣れた異種混合環境を提供するパスは、摩擦やリスクを最小限に

抑え、容易に受け入れられる可能性があります。 

ドキュメントの目的 

このホワイト ペーパーでは、Oracleデータベース エコシステムから入手できる情報を発展させています。

Dockerコンテナー上で実行されるOracleデータベースで可能になる開発およびテストのメリットを強調す

るユース ケースを2つ紹介します。また、Oracleデータベース、Dockerコンテナー、CSI仕様の

Kubernetesでの実装、およびデル・テクノロジーズの製品とサービスが連携する部分についても説明しま

す。CSI Driver for Dell EMC PowerFlexを使用すると、PowerFlexストレージを使用した

Kubernetesによって、包括的なオートメーションとオーケストレーションが可能になります。CSIドライバー

を使用すると、お客様は、Kubernetesを使用してPowerFlexストレージのプロビジョニングを自動化し、

管理効率を向上させることができます。紹介するユース ケースは、PowerFlexファミリーのストレージ製品

を使用して、開発者や他のユーザーが、Dockerコンテナー上のOracleをどのように簡単に使用できるか

を示しています。  
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対象者 

このホワイト ペーパーは、開発およびテスト環境において、Dockerコンテナー内のOracleを実装すること

のメリットについて学習することに関心を持つITプロフェッショナルを対象としています。 

フィードバックを歓迎いたします 

Dell Technologiesでは、ソリューションやソリューション ドキュメントへのご意見をお待ちしております。

Dell Technologies SolutionsチームにEメールを送信するか、ドキュメント アンケートにコメントを記入し

てください。  

著者：Indranil Chakrabarti 

寄稿者：Anurag A C、Ramamohan Reddy K、Phani MV、Robert Percy、Reed Tucker 

メモ：このソリューションに関するその他のドキュメントのリンクについては、Oracleに関するデル・テクノロジーズ ソ

リューション情報ハブを参照してください。 

mailto:EMC.Solution.Feedback@emc.com?subject=Docker上のOracleコンテナー%20ホワイト%20ペーパーH18132
mailto:EMC.Solution.Feedback@emc.com?subject=Docker上のOracleコンテナー%20ホワイト%20ペーパーH18132
https://www.surveymonkey.com/r/SolutionsSurveyExt
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/


 第 2章：ユース ケースの概要 

 

9 Kubernetesによって管理される Docker コンテナーを使用した Oracle 

Dell EMC インフラストラクチャを使用したソフトウェア開発のユース ケース 

ホワイト ペーパー 

 

第2章 ユース ケースの概要 

この章は、次のトピックで構成されています。 

ユース ケースの概要 ............................................................................................... 10 

推奨プラットフォームおよびコンポーネント .................................................................. 11 

ユース ケース1の概要 ............................................................................................. 13 

ユース ケース2の概要 ............................................................................................. 13 

ユース ケースの比較の概要 .................................................................................... 13 

 

    



第 2章：ユース ケースの概要  

 

10 Kubernetesによって管理される Docker コンテナーを使用した Oracle 

Dell EMC インフラストラクチャを使用したソフトウェア開発のユース ケース 

ホワイト ペーパー 

 

ユース ケースの概要 

このユース ケースでは、Dell EMCプラットフォーム上でホストされているアプリケーションの開発およびテス

ト環境用に、Oracleコンテナーを使用するメリットを示しています。両方のユース ケースのテスト環境は、

Dell EMC VxFlex Ready Nodesの不可欠な部分であるDell EMC PowerEdge R640サーバーと、

Dell EMCラボでホストされていたCSI Driver for Dell EMC PowerFlexで構成されています。アーキテ

クチャの図と、ソリューション構成の詳細については、「付録A：ソリューション アーキテクチャとコンポーネン

トの仕様」を参照してください。 

このユース ケースでは、Docker、Kubernetes、およびCSI Driver for PowerFlexが、アプリケーション

開発のライフ サイクルを加速する方法を示します。このソリューションを使用すると、開発者は、データベー

スのインストールとストレージのプロビジョニングに関連する複雑さを伴わずに、Oracleデータベースをコンテ

ナーにプロビジョニングできます。 

コンテナーは、アプリケーションを実行するために必要なすべてのもの（コード、ランタイム、システム ツール、

システム ライブラリー、および設定）を含む、軽量でスタンドアロンの実行可能パッケージです。コンテナー

は、ソフトウェアを環境から隔離し、開発とステージングの違いに関係なく、一貫して動作することを保証し

ます。コンテナーは、マシンのオペレーティング システムのカーネルを共有し、アプリケーションごとにオペレー

ティング システムを必要とせず、サーバーの効率性を高め、サーバーとライセンスのコストを削減します。 

次の図は、Dockerコンテナーの一般的なユース ケースの概要を示しています。 

 

 

図1. Docker コンテナー – ユース ケース 

  

https://www.delltechnologies.com/ja-jp/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
https://github.com/dell/csi-vxflexos
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推奨プラットフォームおよびコンポーネント 

次の表に、このソリューションに記載されている2つのユース ケースの仮想化されたコンテナー インフラストラ

クチャを構築するために必要なコンポーネントを示します。 

表1. VxFlex Ready Nodesのコンポーネント仕様 

コンポーネント 詳細 

コンピューティングホスト 

 

4 x Dell EMC PowerEdge R640サーバー 

プロセッサー 2 x イ ン テ ル Xeon Platinum 8268 CPU（2.70 GHz） 

24/48コア - 96論理プロセッサー（HT） 

メモリー DRAM：384 GB 

ストレージ 6 1788.5 GB SSD 

ネットワーク サーバー1：10.230.79.120 

サーバー2：10.230.79.122 

サーバー3：10.230.79.124 

サーバー4：10.230.79.126  

VM（ゲスト） サーバー1：PowerFlex、SDS 

サーバー2：PowerFlex、SDS 

サーバー3：PowerFlex、SDS 

サーバー4：PowerFlex、SDS 

ハイパーバイザーESXi 6.7  

 

次の表に、ソフトウェア コンポーネントの一覧を示します。 

表2. ソフトウェア コンポーネント 

名前  バージョン/製品 

HCI PowerFlex 3.0.x 

VMware vCenter 6.7 

オペレーティング システム Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

Oracle Oracle 12c、19c 

CNIプラグイン Flannel/Calico 

CSIプラグイン PowerFlex CSIプラグイン、バージョン1.0 

https://www.delltechnologies.com/ja-jp/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off


第 2章：ユース ケースの概要  

 

12 Kubernetesによって管理される Docker コンテナーを使用した Oracle 

Dell EMC インフラストラクチャを使用したソフトウェア開発のユース ケース 

ホワイト ペーパー 

 

 

以下にPowerFlexの推奨事項を示します。 

• 保護ドメインには、少なくとも4台の物理サーバーが必要です。 

• Meta Data Manager（MDM）およびStorage Data Server（SDS）コンポーネントは、専

用ストレージ仮想マシン（SVM）にインストールされます。Storage Data Client（SDC）は、

ESXiホストに直接インストールされます。  

次の表は、このホワイト ペーパーで使用されているいくつかの用語の定義を示しています。 

表3. 用語と定義 

用語 説明 

コンテナー アプリケーションとその依存関係をまとめてパッケージ化するソフトウェアデファインド形式の

仮想化。Dockerは広く使用されているコンテナー形式であり、Linuxコンテナー テクノロ

ジーに基づいています。Dockerコンテナーは広く受け入れられている標準であるため、

Docker形式をサポートするシステムでは、多くのビルド済みコンテナー イメージを導入に

利用できます。 

Kubernetes

クラスター 
アプリケーションの導入、拡張、および管理を自動化するためのオープンソース コンテ

ナー オーケストレーション システム。Kubernetesクラスターの使用可能な抽象化の例と

して、アプリケーション、データプレーン、制御プレーン、クラスター インフラストラクチャ、お

よびクラスター運用があります。Kubernetesクラスターは、ノードと呼ばれる一連のマシン

で構成されています。 

Kubernetes

クラスター 

ノード 

コンテナー型アプリケーションを実行する物理マシンまたは仮想マシン（VM）。

Kubernetesクラスターには、物理マシンとVMノードを混在させることができます。クラス

ターの1つのノードは、クラスターを制御するために使用されるマスター ノードとして指定さ

れます。残りのノードは、ワーカー ノードです。Kubernetesマスターは、ワーカー間の作

業の配分、およびクラスターの正常性の監視を行います。 

Kubernetes

ポッド 
1つまたは複数のコンテナーが、同じワーカー ノードに配置され、リソースを共有できること

が保証されています。基本的なスケジュール ユニットであるKubernetesの最小導入ユ

ニットはポッドです。Kubernetesポッドにはクラスター内で固有のIPアドレスが割り当てら

れているため、ポッド内のアプリケーションは、競合のリスクを負うことなくポートを使用でき

ます。Kubernetesマスターは、クラスター内のノードにポッドを自動的に割り当てます。 

 

これらのおよびその他のPowerFlexネットワーキング要素の詳細については、『Dell EMC PowerFlex 

Networking Best Practices and Design Considerations』ホワイト ペーパーを参照してください。 

次の表は、Dockerコンテナー内のOracleのユース ケース アーキテクチャのVMwareコンポーネントの一

覧を示しています。 

表4. Dockerコンテナー内のOracleのユース ケース アーキテクチャのVMwareコンポーネント 

VMwareコンポーネント バージョン 

vCPU/VM 32 

メモリー/VM 320 GB 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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VMwareコンポーネント バージョン 

オペレーティング システム Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

 

ユース ケース1の概要 

最初のユース ケースでは、多くの企業が、コンテナーの使用を開始する際の方法について説明します。つ

まり、Dockerをインストールし、機能する開発環境を確立します。Dellの目標は、Oracleデータベースを

コンテナー内で迅速にプロビジョニングし、VxFlex Ready Nodesを使用してサンプル データベース ス

キーマのコピーをアタッチすることです。コンテナー内で実行されるOracle 12cおよび19cデータベースを使

用して、Oracle SQL Developer Webインターフェイスを使用してデータベースにアクセスする方法を示

し、一般的なエンタープライズWebアプリケーションのシミュレーションを行います。その後で、コンテナーを

削除して、環境をクリーンアップし、次の実行のためにリソースを解放します。 

ユース ケース2の概要 

2番目のユース ケースでは、CSI Driver for Dell EMC PowerFlex for Kubernetesを使用して、コン
テナー型アプリケーションの行程を続けます。これにより、開発およびテスト環境において、より高いレベル
のオートメーションと容易な管理を実現できます。ここでは、ストレージの手動プロビジョニングから、自動プ
ロビジョニングに移行します。Kubernetesを使用して、開発者は、ローカルのプライベート レジストリーか
らのOracleデータベースとコンテナーのプロビジョニング、およびDell EMC PowerFlexストレージ システム
からのデータベース ストレージのプロビジョニングを制御します。開発者は、GithubサイトからOracleデー
タベース スキーマ アプリケーションを取得した後で、Kubernetesを使用してデータベースのスナップショット
永続ボリューム コンテナー（PVC）を取得することで、データベース コードとデータの更新された状態を
保護します。破壊的テストを実施した後、開発者は、KubernetesとスナップショットPVCを使用して、
データベースを保存済みの状態に復元します。テクニカル ライターは、変更されたデータベースをプロビジョ
ニングして、コードの変更を文書化し、開発者がコンテナーを削除して、環境をクリーンアップします。 

ユース ケースの比較の概要 

次の表は、2つのユース ケースの大まかな比較を示しています。 

表5. ユース ケースの比較  

アクション ユース ケース1：Dockerのみ 
ユース ケース2：Kubernetesおよび

CSI Driver for Dell EMC 
PowerFlex 

コンテナーのプロビジョニング 手動、スクリプトの使用 セルフサービス（完全なオートメー

ション） 
GithubからのOracleスキーマ アプリケーションのプ

ロビジョニング 

ストレージおよびオペレーティング シ

ステム管理者のタスク 

コンテナーとパーシステント ストレージの削除 手動、スクリプトの使用 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
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第3章 サポート ソフトウェア テクノロジー 

この章は、次のトピックで構成されています。 

コンテナーベースの仮想化 ....................................................................................... 15 

Dockerコンテナー .................................................................................................. 16 

コンテナーを使用した仮想化のメリット ...................................................................... 16 

Kubernetes ........................................................................................................ 17 

Kubernetesストレージ クラス ................................................................................ 20 

Linux上でのOracleおよびDockerコンテナー .......................................................... 21 
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コンテナーベースの仮想化 

仮想ハードウェア上でソフトウェア アプリケーションを実行できるようにするための主な方法は次の2つです。  

• 仮想マシン（VM）とハイパーバイザーの使用  

• コンテナーベースの仮想化の使用 - オペレーティング システムの仮想化またはコンテナー化とも呼

ばれます。  

1950年代にBurroughs Corporationによって初めて開発された、より広範な古い仮想化方法は、VM

とハイパーバイザーを使用する方法です。この方法は、1960年代初頭にIBMのメインフレームが商品化

されたことで複製されました。IBM VM/CMS、VMware ESXi、Microsoft Hyper-Vなどのプラットフォー

ムで使用される主要な仮想化方法は、コンピューターの物理コンポーネントを抽象化するハイパーバイ

ザー レイヤーから始まります。この抽象化により、複数のVMによるコンポーネントの共有が可能になり、そ

れぞれがゲスト オペレーティング システムを実行します。より最近開発されたのが、コンテナーベースの仮

想化であり、1つのホスト オペレーティング システムが、仮想アプリケーションとして実行される複数のプロセ

スをサポートしています。 

次の図は、コンテナーベースの仮想化とVMベースの仮想化の比較です。コンテナーベースの仮想化で

は、アプリケーション1、アプリケーション2、アプリケーション3のボックスで示されているように、ゲスト オペレー

ティング システムのコンポーネントと分離されたソフトウェア アプリケーションの組み合わせが、ホスト サー

バー上で実行されるコンテナーを構成しています。  

 

図2. 主要な仮想化方法 

どちらのタイプの仮想化も、複数のユーザーとアプリケーションを並行してサポートすることで、コンピュータ 

ハードウェアへの投資の効率を向上させるために開発されました。コンテナー化は、アプリケーションの移植

をシンプルにすることで、IT運用の生産性をさらに向上させます。アプリケーション開発者は、ほとんどの場

合、プログラムが実行されるサーバー環境の外部で作業します。ライブラリーのバージョン、依存関係、お

よび構成設定の競合を最小限に抑えるため、開発者は、開発、テスト、および本番稼働前の統合のた

めに、本番環境を何度も再作成する必要があります。コンテナーを使用すると、コア オペレーティング シ

ステムをアプリケーション コンテナーとは独立して構成できるため、ITプロフェッショナルは複数の環境に一

貫して容易に導入できます。 
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Dockerコンテナー 

Dockerエコシステムは、コンテナーのランタイム環境と、アプリケーション コンテナーを定義および構築する

ためのツールで構成されています。また、ランタイム環境とホスト オペレーティング システム間のやり取りを

管理することも含まれています。 

Community EditionとEnterprise Editionという2つのDockerランタイム環境を利用できます。

Community Editionは、無料で、ベストエフォート型のコミュニティ サポートを伴っています。このユース 

ケース テストでは、本番環境またはビジネス上重要な状況での使用に適しているEnterprise Editionを

使用しました。Enterprise Editionでは、環境内のコア数に基づいてライセンスを購入する必要がありま

す。組織は、ライセンス供与されたDockerランタイムとライセンス供与されていないDockerランタイムを使

用している可能性があり、サポートが重要な環境に正しいバージョンが導入されるように、安全措置を実

装する必要があります。  

Dockerレジストリーは、中央リポジトリーからDockerイメージを格納および提供するために使用されるサ

ポート テクノロジーです。レジストリーは、Docker Hubのようにパブリックにするか、プライベートにすることが

できます。Dockerユーザーは、Docker Hubから圧縮されたイメージをダウンロードすることによって、ローカ

ル レジストリーをインストールします。圧縮されたイメージには、ゲスト オペレーティング システムとアプリケー

ションに固有のすべての必要なコンテナー コンポーネントが含まれています。インターネット接続の速度と可

用性に応じて、ローカル レジストリーは、イメージのダウンロード中の長いレイテンシーなどのパブリック レジス

トリーの使用に関連する多くの課題を軽減できます。Docker Hubは、ユーザーがプライベート イメージを

パブリック レジストリーにアップロードするオプションを提供します。ただし、ローカルのプライベート レジストリー

は、セキュリティの強化と、導入時のレイテンシーの減少の両方を実現する可能性があります。  

プライベート レジストリーは、クラウドまたはローカル データ センター内に配置できます。プライベート レジス

トリーを配置する場所を決定するときには、プロビジョニングのスピードとプロビジョニングの頻度という2つの

要素を考慮する必要があります。データ センターでホストされるプライベート レジストリーを使用すると、

LANの速度と信頼性のメリットが得られます。これにより、ほとんどの場合、イメージを迅速にプロビジョニン

グすることができます。このユース ケースでは、ローカルのプライベート レジストリーを実装することで、クラウ

ドでのホスティングの複雑さとコストを発生させずに、迅速なプロビジョニングを実現しました。 

コンテナーを使用した仮想化のメリット 

VMware仮想化で標準化されたデータ センターの設計者は、仮想マシン上でコンテナーをホスティングす

ることによってメリットが得られるかどうかという論理的な質問を持っています。Dellは「はい」と答えます。

VMware vSphere VM上でコンテナーをホスティングすることで、セキュリティと分離姓が向上し、1台の

サーバー上で複数のホスト オペレーティング システムを使用できるようになります。 

このテストで使用したVxFlex Ready Nodeインフラストラクチャは、2つの並行プロジェクトをホストしてい

ました。プロジェクトは、同じソフトウェアデファインド ストレージ上で実行されましたが、相互に分離する必

要がありました。このテストでは、VMware vSphere VMのセキュリティを使用して、それぞれのプロジェク

ト チームの外部にいる人間によるリソースへの偶発的なアクセスを防止しました。 

コンテナーのVM仮想化を使用することのもう一つの主なメリットは、同じサーバー上で複数のホスト オペ

レーティング システムを使用する機能です。1つのホスト オペレーティング システムを使用したベアメタル実

装では、両方のプロジェクトで、オペレーティング システム、Docker、Kubernetes、およびPowerFlex 

CSIプラグインの同じスタックを使用する必要がありました。または、プロジェクトことに別の物理サーバーを

使用して、それぞれのコンテナー ソフトウェア スタックを分離することもできます。 

https://hub.docker.com/search?q=restsql&type=image
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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このプロジェクトでVMwareを使用することで、同じVxFlex Ready Nodeインフラストラクチャ上のVM内

で複数のコンテナー スタックを実行するという、分離と統合のメリットが得られました。パフォーマンス テスト

はこのプロジェクトの一部ではありませんでしたが、仮想化されたコンテナー インフラストラクチャを含む本

番システムのパフォーマンスをテストすることは不可欠です。仮想化によって、アプリケーション スタックに別

のレイヤーが追加されます。優れたパフォーマンスを得るには、コンテナーとVMの両方が最適化されている

必要があります。例えば、VMの構成（vCPU、vMem、およびストレージ）は、コンテナー型アプリケー

ションのパフォーマンスの要件に合わせて調整する必要があります。詳細については、VMwareドキュメン

トWebサイトの「Best Practices for Storage Container Provisioning」を参照してください。 

このソリューションは、このセクションに記載されているVMware仮想化レイヤー/環境を使用せずにベアメ

タル上で動作することに注意してください。  

Kubernetes 

最新のアプリケーション（主に、依存関係および構成とともにバンドルされているマイクロサービス）は、コ

ンテナー テクノロジーを使用して構築されることが増えています。Kubernetesは、K8sとも呼ばれ、大規

模なコンテナー型アプリケーションを導入および管理するためのオープンソース プラットフォームです。

Googleは、2014年にKubernetesコンテナー オーケストレーション システムをオープンソースにしました。 

次の図は、Kubernetesアーキテクチャを示しています。 

 

 

図3. Kubernetesアーキテクチャ 

Kubernetesのコンポーネントと概念の詳細については、「Kubernetesのコンポーネント」を参照してください。 

以下に大規模なコンテナー オーケストレーションのKubernetesの機能を示します。 

• コンテナーの自動拡張、レプリケーション、およびリカバリー 

• コンテナー間の通信（IP共有など） 

• 複数のコンテナーを作成および管理するための1つのエンティティ（ポッド） 

• コンテナーリソースの使用率とパフォーマンス分析エージェント、Container Advisor

（cAdvisor）。cAdvisorは、実行中のコンテナーのリソース使用率とパフォーマンスの特性をコ

ンテナー ユーザーに提供します。これは、実行中のコンテナーに関する情報を収集、集約、処

理、およびエクスポートするデーモンです。 

• ネットワーク プラグ可能アーキテクチャ 

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/
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• ロード バランシング 

• ヘルス チェック サービス 

ユース ケース2のシミュレートされた開発およびテスト シナリオでは、Kubernetesコンテナー オーケスト

レーション システムを使用して、ポッドに2つのDockerコンテナーを導入しました。  

 

Kubernetesクラスターは、少なくとも1つのクラスター マスターと、ノードと呼ばれる複数のワーカー マシン

で構成されています。これらのマスターおよびノード マシンは、Kubernetesオーケストレーション システムを

実行します。クラスターは、コンテナー型Oracleデータベース アプリケーションを含むKubernetesオブジェ

クトの基盤であり、すべてがクラスター内で実行されます（図12）。Kubernetesクラスターには、次のコ

ンポーネントがあります。 

• ロード バランサー—1つのNGINXロード バランサーが、専用のRed Hat Enterprise Linux VM

上で（Dockerレジストリーとともに）実行され、VMware Fault Tolerance（VMware FT）

がVMに対して有効になります。 

• ローカルDockerレジストリー—シンプル化のために、1つのDockerレジストリー コンテナーがロー

ド バランサーVM上に導入されます。制御とセキュリティを強化するには、専用のVMまたはHAを

使用して構成されたVMにローカルのDockerレジストリーを導入します。 

• Kubernetesマスター ノード—1つの専用Oracle Red Hat Enterprise Linux VMは、障害が

発生した場合にKubernetesマスター ノードにHAを提供します。etcdは、マスター ノードに導入

されます。また、個別のetcdクラスター ノードを独自の専用VMに導入することもできます。図12

はアーキテクチャを示しています。 

• Kubernetesワーカー ノード—1つの専用Oracle Linux VMがワークロード ドライバー ノードと

して機能します。データベースとお客様のデータ クラスター ポッドをこれらのVMに配置しました。

図10は詳細を示しています。 

 

Kubernetes CSIプラグインはコンテナー ストレージ インターフェイス プロトコルを実装します。これにより、

Kubernetesクラスター内のコンテナー型アプリケーションでブロック ストレージを使用できるようになります。

パーシステント ストレージの課題に対処するために、PowerFlexは独自のCSIプラグインを提供していま

す。PowerFlex用のCSIプラグインを使用すると、お客様は、開発と本番の両方の規模で、コンテナー

ベースのアプリケーション用のパーシステント ストレージをオンプレミスで提供できます。 

Kubernetes CSI仕様は、任意のブロックおよびファイル ストレージ システムを、オーケストレーション レイ

ヤーを介してコンテナー型ワークロードに提示するための標準として開発されました。Kubernetesは、以

前はコアKubernetesコードに含まれていた強力なボリューム プラグインを提供し、これはコア

Kubernetesバイナリーとともに出荷されていました。ただし、CSIが採用される前は、コードが「ツリー内」

にあるときには、新しいボリューム プラグインのサポートをKubernetesに追加することは困難でした。ベン

ダーが、ストレージ システムのサポートをKubernetesに追加したいと考えた場合や、既存のボリューム プ

ラグインの問題を修正する場合、Kubernetesのリリース プロセスに合わせる必要がありました。また、

サード パーティー製のストレージ コードは、コアKubernetesバイナリーで信頼性とセキュリティの問題を発

生させる可能性があります。これらのコードは、多くの場合、Kubernetesメンテナンス担当者がテストやメ

ンテナンスを行うことが困難であり、ときには不可能なこともありました。  

CSI仕様の採用により、Kubernetesのボリューム レイヤーは真に拡張可能になります。CSIを使用する

と、サード パーティーのストレージ プロバイダーは、コアのKubernetesコードに触れなくても、プラグインを

作成して導入し、Kubernetesで新しいストレージ システムを公開することができます。この機能により、

より多くのストレージ オプションがKubernetesユーザーに提供され、システムのセキュリティと信頼性が向

上します。ユース ケース2では、Dell EMC CSI Driver for Dell EMC PowerFlexを使用して、

Kubernetesストレージ オートメーションのメリットを示すことによって、これらの優位性を強調しています。 

Kubernetesク
ラスター 

Kubernetesコンテ
ナー ストレージ イン
ターフェイスの仕様 

https://kubernetes-csi.github.io/docs/introduction.html
https://kubernetes-csi.github.io/docs/introduction.html
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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図4. CSIドライバーを使用したPowerFlexおよびKubernetesアーキテクチャ 

 

PowerFlex CSIドライバーを使用すると、お客様はKubernetesを使用してストレージ アクティビティを自

動化できます。新しい機能には、 

• 永続ボリューム（PV）アクション — スナップショットからの作成、リスト、削除 

• 動的ボリューム プロビジョニング — 手動による手順を行わずにオンデマンドで永続ボリュームを

作成 

• スナップショット機能 — 作成、削除、およびリスト 

ボリューム プレフィックスにより、LUNを識別できます。永続ボリュームの場合、CSIプラグインは、ワーカー 

ノード上のext4ファイル システムとxfsファイル システムの両方をサポートします。GitHub dell/csi-

vxflexosページには、インストールの詳細と、最新のPowerFlex CSIドライバーのダウンロード リンクが含

まれています。また、GitHubからドライバー製品ガイドをダウンロードすることもできます。  

メモ：デル・テクノロジーズでは、以下のシステムのCSIドライバーもGitHubで提供しています。  

• Dell EMC XtremIO  

• Dell EMC PowerScale  

• Dell EMC PowerMax 

• Dell EMC Unity 

 

Kubernetesは、オープンソースのコンテナー オーケストレーション システムです。デル・テクノロジーズは、

継続的なKubernetes開発をサポートしているCloud Native Computing Foundation（CNCF）の

プラチナ メンバーです。VMware、Red Hat、Canonicalなどの企業では、共通のオープンソース バー

ジョンに基づいて、サポートされるKubernetesバージョンを独自に作成しています。このホワイト ペーパー

で説明するユース ケースでは、オープンソースのKubernetesを使用しましたが、それは最も広範囲の設

計をカバーし、どこでも実行できる機能があるためです。例えば、サポートされている主なプラットフォームに

は、ほとんどのバージョンのLinux、およびGoogle GCP、Amazon AWS、Microsoft Azureなどのクラウ

ドが含まれます。KubernetesコミュニティでサポートされているオープンソースのKubernetesにはサポート 

Dell EMC 

PowerFlex CSIド
ライバーを使用した
Kubernetesのオー
トメーション 

Kubernetesの
実装 

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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コストはありません。ただし、エンタープライズ サポートを必要とするお客様は、他のバージョンを検討する

必要があります。 

VMware Enterprise PKSは、VMwareおよびPivotalと共同開発されたKubernetesのエンタープライ

ズ実装であり、NSX-Tとの密接な統合およびビルトインのプライベート レジストリーを備えています。

VMwareとPivotalがアップストリームKubernetesのサポートを約束していることは、お客様が新しい

Kubernetesリリースの数週間以内にPKSの新しいバージョンを入手できることを意味します。VMware 

vSphereで標準化されているお客様にとって、PKSは、プラットフォームの自然な拡張です。 

Red Hat OpenShiftは、オンプレミスのデータ センターと、Azure Red Hat OpenShiftなどのクラウドに

渡ってコンテナーを管理するためのプラットフォームです。Red Hat OpenShiftは、CNCF認定

Kubernetesプログラムの一部であり、コンテナー ワークロードの互換性を保証します。インストールの容

易さ、セキュリティ重視、およびエンタープライズ サポートにより、OpenShiftは人気のある選択肢になって

います。Red Hat OpenShiftコンテナー プラットフォームに関するデル・テクノロジーズ ソリューション情報

ハブには、関連するテクニカル ガイドおよび資料のライブラリーが用意されています。 

Canonicalは、広範囲のクラウド全体に渡るコンテナーを管理するための純粋なKubernetesプラット

フォームを提供しています。これには、すべての主要なパブリック クラウド、およびベアメタルインフラストラク

チャと仮想化インフラストラクチャの両方を対象としたプライベート データ センターが含まれます。

Canonicalではまた、パブリック クラウド、VMware、OpenStack、およびベアメタル向けのUbuntu上の

Kubernetesのエンタープライズ サポートも提供しています。 

Kubernetesストレージ クラス 

このホワイト ペーパーで説明しているどちらのユース ケースでも、Kubernetesストレージ クラスを直接使

用することはありません。ただし、Kubernetesストレージ クラスは、CSI Driver for Dell EMC 

PowerFlexプラグインと密接に関連しています。PowerFlexは、Kubernetesとコンテナー ストレージ イ

ンターフェイス（CSI）互換ドライバーを使用し、ブロック ストレージの統合に関する広範な機能をサポー

トしています。永続的なアプリケーションは、ストレージ クラスを使用して、永続ボリューム要件に応じて

PowerFlexボリュームを直接動的にプロビジョニングします。Kubernetesでは、管理者が、さまざまなレ

ベルのストレージ機能を記述し、サービス品質（QoS）レベル、バックアップ ポリシー、またはその他のス

トレージ固有のサービスによってそれらを差別化するオプションを提供しています。Kubernetesは、これら

のクラスの表現には依存しません。その他の管理システムでは、この概念はストレージ プロファイルと呼ば

れることもあります。PowerFlexは、その独自の機能により、ステートフル アプリケーション向けの

Kubernetesの優れた補完機能になります。動的ボリューム プロビジョニング中にはストレージ クラス オブ

ジェクトが必要ですが、次のセクションで説明するユース ケースでは、静的ボリューム プロビジョニングを実

行しています。 

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexは、インストール中にKubernetesに3つのストレージ クラスを作

成します。Kubernetesダッシュボードから表示できる PowerFlexクラスは、事前に定義されています。こ

れらのストレージ クラスを使用して、ユーザーは、アレイ上に作成されるパーシステント ストレージで使用

できる帯域幅の量を指定できます。 

PowerFlexの事前に定義されたストレージ クラスを使用すると、パフォーマンスの制限を定義することで、

環境を効率的に拡張できます。例えば、100コンテナーのプールの低レベルのストレージ クラスを使用す

ると、コンテナー型アプリケーションは割り当てられた帯域幅を超えないように制限されます。このような制

限により、環境全体に渡って信頼性の高いストレージ パフォーマンスを維持することができます。  

QoSベースのストレージ クラスを使用すると、コンテナー型アプリケーションが消費するリソースとストレージ

帯域幅の合計量をバランスよく調整することができます。CSI Driver for Dell EMC PowerFlexが作成

https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://www.dell.com/community/Containers/FAQ-CSI-Driver-for-VxFlexOS/td-p/7285716
https://www.dell.com/community/Containers/FAQ-CSI-Driver-for-VxFlexOS/td-p/7285716
https://www.dell.com/community/Containers/FAQ-CSI-Driver-for-VxFlexOS/td-p/7285716
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/dynamic-provisioning/
https://cloud.ibm.com/docs/containers?topic=containers-kube_concepts#static_provisioning
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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するものよりも細かくカスタマイズされたストレージ クラスのセットが必要なシナリオでは、Kubernetesで

PowerFlexストレージ システムのQoSを設定できます。カスタムQoSポリシーを作成する際には、GBあ

たりの最大帯域幅を定義するか、または最大IOPSを定義することができます。また、バースト率を定義

することもできます。これは、コンテナーが、一時的に最大制限のパフォーマンスを超えた場合に使用でき

る帯域幅またはIOPSの量です。  

事前定義されたストレージ クラスとカスタマイズされたQoSポリシーを使用すると次のようなメリットが得ら

れます。 

• 重要なアプリケーション用の保証されたサービス 

• 非本番コンテナーにパフォーマンス制限を設けることによる「ノイジー ネイバー」の問題の解消 

Linux上でのOracleおよびDockerコンテナー 

2017年4月に行われたDockerCon USイベントで、Oracleは、Oracle 12cデータベース ソフトウェア ア

プリケーションを、Dev-Ops開発者向けの標準であるDocker Storeの他のOracle製品とともに提供を

開始すると発表しました。Dev-Ops開発者がDocker Storeからイメージを取得した回数は40億回を

超えており、高品質の厳選されたコンテンツの正規のソースとして、Docker Storeはますます注目を集め

ています。コンテナー型Oracleデータベースを使用するもう一つのメリットは、管理者、開発者、およびお

客様が、Oracleデータベース アプリケーションのパッチ適用やアップグレードについて心配する必要がない

ことです。Dockerコンテナーを使用すると、すべてのランタイムの依存関係がパッケージ化されたアプリケー

ションを簡単に導入できます。基本的な目的は、コードやインフラストラクチャを変更することなく、マイクロ

サービス ベースのコンテナー型アプリケーションを構築するための機能を構築することです。このアプローチ

によって、データ センター間の移植が可能になり、素早く処理して迅速に導入できるようになるため、従

来のアプリケーションの変更が不要になります。  

結局のところ、これらのコンテナー型アプリケーションを数千の規模で導入することは、人間の能力を超え

ています。このタスクでは、Kubernetesポッド（コンテナーのグループ）がオープンソースのコンテナーの

オーケストレーションに役立ちます。将来的には、Oracle Dockerコンテナーがマイクロサービスを実行し、

コンテナーのオーケストレーションにKubernetesが使用される可能性が高くなります。また、Dockerコンテ

ナー内で実行されているマイクロサービスは、メッセージング サービスを使用してOracleデータベースと通

信します。 

このホワイト ペーパーでは、Oracle Linux用のOracleコンテナーのみを使用しました。デル・テクノロジー

ズに問い合わせて、お客様のKubernetes環境で最新の認定済みCSIプラグインが使用されていること

を確認することをお勧めします。 

次の図は、DockerとKubernetesを使用したプロトタイプのコンバージドOracleデータベース アーキテク

チャを示しています。   

https://www.youtube.com/watch?v=YvU9rfdz-9Q
https://www.youtube.com/watch?v=YvU9rfdz-9Q
https://hub.docker.com/_/oracle-database-enterprise-edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/oracle/getting-started-with-oracle-database-12c-multitenant-architecture/
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/oracle/getting-started-with-oracle-database-12c-multitenant-architecture/
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/oracle/getting-started-with-oracle-database-12c-multitenant-architecture/
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図5. DockerとKubernetesを使用したOracleデータベースのアーキテクチャ 

 

Dockerボリュームは、Dockerコンテナーによって管理されるストレージを定義する機能を提供します。ス

トレージは、Dockerディレクトリ構造（/var/lib/docker/volumesなど）の下で維持され、Docker CLI

またはDocker APIを使用して管理することができます。次の図に示すように、Dockerエンジンは、ホスト

による直接アクセスから分離されたボリュームを管理します。 

 

図6. Dockerボリューム 

Dockerのデータ ボリュームには次のようなメリットがあります。 

• ボリュームは、LinuxとWindowsの両方のコンテナーで機能します。  

• ボリュームは、コンテナー間で安全に共有できます。  

• どのコンテナーでも、コンテンツを新しいボリュームに事前に格納できます。  

Dockerボリューム
（コンテナー スト
レージ内） 
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すべてのメリットの一覧については、Dockerのドキュメントの「Volumes」を参照してください。このソリュー

ションの場合、Linux管理者は、ユース ケース1のDockerデータ ボリュームを使用しました。次のセクショ

ンでこれについて説明します。 

 

ユース ケース1では、Linux管理者はLinuxバインド マウントを使用して、Oracleデータベース コンテナー

をサーバーにすでにプロビジョニングされているPowerFlexストレージに接続することもできます。Dockerガ

イドでは、バインド マウントが高速であることが示されているので、この方法はストレージをコンテナーに接

続するのに最適です。次の図に示すように、バインド マウントはホスト オペレーティング システムの任意の

場所で使用可能であり、また、Dockerによって管理されていません。 

 

図7. Linuxバインド マウント 

Linuxバインド マウ
ント（ホスト スト
レージ内） 

https://docs.docker.com/storage/volumes/
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第4章 Dell EMC Flexノードおよびストレージ 

この章は、次のトピックで構成されています。 

PowerEdgeファミリー サーバー .............................................................................. 25 

デル・テクノロジーズ ハイパーコンバージド インフラストラクチャ -  

PowerFlexファミリーの概要 ................................................................................... 25 
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PowerEdgeファミリー サーバー 

Dell EMC PowerEdgeファミリー サーバーは、価値の高いデータ管理と分析のワークロードに対応する

拡張性の高いビジネス アーキテクチャ、インテリジェントな自動化、および統合されたセキュリティを提供し

ます。ラック、タワー、およびモジュラー型サーバー インフラストラクチャのPowerEdgeポートフォリオは、オー

プンスタンダードのx86テクノロジーに基づいており、データ センターからクラウドへの迅速な拡張を可能に

します。PowerEdgeサーバーは、すべての製品オプションで、同じユーザー エクスペリエンスと統合された

管理機能を提供します。そのため、お客様は、1つのランブックのセットを使用して、すべての資産のパッチ

適用、管理、更アップデート、更新、および廃棄を行うことができます。 

R640サーバーは1Uフォーム ファクターで、最大2つのインテル Xeonスケーラブル プロセッサーを搭載で

き、それぞれに最大28のコンピューティング コアを搭載できます。これは、最も一般的なエンタープライズ

導入バージョンのLinux（Canonical、Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux、およびSUSE Linux 

Enterprise Server）をサポートしています。R640サーバーは、最も要求の厳しいデータベースおよび分

析のワークロードに対応できるように、広範囲のメモリー構成をサポートします。これには、登録済みECC 

DDR4負荷低減DIMM（LRDIMM）用の24のスロットと、最大2,933 MT/秒の速度で、最大3 TBま

で拡張可能なメモリーが含まれます。オンボードストレージは次のように構成できます。 

• 前面のドライブ ベイに、最大10 x 2.5インチSAS/SATA SSDを格納（最大76.8 TB）  

• 最大10台のNVMeドライブ（最大64 TB）  

• 最大4 x 3.5インチSAS/SATAドライブ（最大56 TB） 

このユース ケースでは、PowerEdge R640サーバーを選択しました。3台のR640サーバーがPowerFlex

コントローラー ノードとして使用され、4台のR640サーバーがPowerFlexのお客様ノードとして使用されま

す。要約すると、PowerEdge R640は、次の最大構成をサポートする1Uラック サーバーです。 

• 2つのインテル Xeonスケーラブル プロセッサー 

• 最大1,536 GBのメモリーをサポートする24個のDIMMスロット 

• 2個のACまたはDC電源供給ユニット 

• 10 + 2台のSAS、SATA、またはニアラインSASハード ドライブまたはSSD 

デル・テクノロジーズのエンジニアがこのユース ケースに使用したR640のPowerEdgeサーバー構成の詳

細については、付録 Aソリューション アーキテクチャとコンポーネントの仕様を参照してください。 

PowerFlexクラスター コントローラー ノードのセットアップと構成の詳細については、「Dell EMC 

PowerFlex: Networking Best Practices and Design Considerations」のホワイト ペーパーを参照

してください。 

デル・テクノロジーズ ハイパーコンバージド インフラストラクチャ - PowerFlex

ファミリーの概要 

PowerFlex（以前はVxFlex OSと呼ばれていました）は、PowerFlexファミリーのソフトウェア基盤で

す。スケール アウト、ソフトウェアデファインド、ブロック ストレージ サービスとして、予測可能なハイパフォー

マンスと大規模な耐障害性とともに、柔軟性、弾力性、シンプルさを実現するように設計されています。

PowerFlexアプライアンスとPowerFlexラックを含むPowerFlexファミリーは、完全にサポートされており、

お客様の仕様に合わせて構成されています。VxFlex Ready Nodeは、PowerFlexで使用するために

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/poweredge-r640-spec-sheet.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/poweredge-r640-spec-sheet.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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構成された検証済みのサーバー要素です。何千もの構成オプションで利用可能であり、独自の環境を

構築することをご希望のお客様に適しています。 

お客様には、ソリッドステート ドライブ（SSD）から、Non-Volatile Memory Express（NVMe）や

PCI Express（PCIe）などの新しいストレージ テクノロジーまで、複数の構成オプションが用意されてい

ます。これらのオプションを使用すると、お客様は自社の容量とパフォーマンスの要件に合ったストレージ階

層を作成できます。ストレージの階層化を補完するのは、サービス品質（QoS）設定を使用できる機

能です。QoSを使用すると、お客様は、最大IOPS、GBあたりの最大IOPS、最大帯域幅、およびGB

あたりの最大帯域幅を定義できます。 

PowerFlex仮想化ソフトウェアは、データ圧縮をサポートしているため、SSDの貴重なストレージ スペー

スを節約できます。デフォルトでは圧縮は有効になっていないので、ボリュームの作成時に指定する必要

があります。ボリュームが圧縮をサポートしていない場合は、デフォルトでシン プロビジョニングが使用されま

す。シン プロビジョニングは、使用されるスペースだけを割り当てることでストレージ容量を予約し、より効

率的にストレージを使用できるようにするテクノロジーです。 

PowerFlexラックは、モダン データ センター ワークロード、IaaS、およびPaaSクラウド インフラストラクチャ 

イニシアティブ向けに、究極のパフォーマンス、信頼性、拡張性、機敏性、および柔軟性を提供するよう

に設計されたシステムです。このシステムは、PowerFlexソフトウェアデファインド ストレージを搭載し、業

界をリードするエンタープライズ クラスのPowerEdgeサーバーを基にしています。これは、独自のインテリ

ジェントな物理インフラストラクチャ（IPI）キャビネットを採用したラックスケールのハイパーコンバージド シ

ステムであり、統合ネットワーキングと専用のシステム管理制御プレーンを提供します。 

 

図8. PowerFlex統合ラックのメリット 

PowerFlex統合ラックのモジュラー型設計により、標準化されたインフラストラクチャのユニットを環境に追

加することができます。この拡張性のあるモデルにより、インフラストラクチャを少しずつ段階的に拡張でき

るため、他のアプローチで発生するようなオーバープロビジョニングをなくすことができます。次の図は、全体

的なPowerFlexアーキテクチャを示しています。 
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図9. PowerFlex統合ラック拡張性 

実績のあるテスト済みのベスト プラクティスに従って、システム全体がデル・テクノロジーズの工場で構築お

よび構成されています。比類のないパフォーマンス、拡張性、およびパフォーマンスに加えて、お客様は、

すべてのコンポーネントを対象とした電話1本でのサポート、およびソフトウェアとファームウェアを含むすべて

のコンポーネントについての実績のある自動リリース認定マトリックス（RCM）を介したエンドツーエンドの

ライフ サイクル管理のメリットを得ることができます。 

 

PowerFlexには、次の3つの主要な構成要素があります。  

• Meta Data Manager（MDM） — MDMは、メタデータ、および自動再構築や再バランシン

グなどのコア機能の管理を行います。これにより、メディアやサーバーに障害が発生した場合でも

データ アクセスが可能になります。PowerFlexクラスターには、高可用性を確保するために、マス

ター、スレーブ、スタンバイ、対ブレーカーとして複数のMDMが導入されています。どの時点でも、

PowerFlexクラスターには、1つのマスター、1つまたは2つのスレーブ、および1つまたは2つのタイブ

レーカーMDMがあります。オプションとして、クラスターは最大10個のスタンバイMDMを使用するこ

とができます。これらのスタンバイMDMを追加すると、耐久性が向上します。3つのスタンバイ

MDMと2つのタイブレーカーを使用すると、99.9999%の可用性を期待できます。 

• Storage Data Client（SDC） — SDCは、サーバーのカーネルで動作し、ストレージ クラス

ターへの可用性の高い接続を提供する仮想HBAのように動作し、アプリケーション ワークロードに

必要なだけのストレージを消費します。SDCは、アプリケーション ワークロードを実行しているのと

同じサーバーにインストールされ、PowerFlexボリュームをローカル ディスクであるかのようにオペ

レーティング システムに提示します。 

• Storage Data Server（SDS） — SDSは、ストレージをストレージ クラスターに提供する

デーモンです。SDCは、SDSと直接通信します。SDCは、アプリケーションからI/O要求を受け取

ると、キャッシュされたメタデータ マップを検出し、要求されたデータが格納されているSDSに直接

要求を送信します。読み取り操作の場合、SDCは、ボリュームのメタデータ マップを参照し、デー

タがあるネットワークを使用して、SDSに要求を送信します。ボリュームのメタデータ マップには、ボ

リュームのSDSデータ ブロック マッピングがあります。I/Oが書き込みの場合、SDCは、ボリュームの

メタデータ マップを検出し、使用可能なブロック ストレージがあるSDSに書き込み要求を送信しま

す。SDSは、データのセカンダリー コピーを、保護ドメイン内の別のSDSに同時に書き込みます。

別のSDSは、そのデータ ブロックのセカンダリーSDSになります。セカンダリー コピーが書き込まれる

と、プライマリーSDSは、I/O要求を完了して、SDCに確認を送信します。  

PowerFlexは、分散されたスライス ボリューム レイアウトと組み合わされた効率的な分散ブロックI/Oフ

ローを備えています。この設計は、最大数百ノードまで拡張可能な超並列I/Oシステムを実現します。

PowerFlexは、複数の導入オプションを提供し、HCIの柔軟性とシステムの設計を次のレベルに向上さ

せます。 

PowerFlexのコ
ンポーネント 
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VMware環境では、PowerFlex SDSは、ストレージVM（SVM）と呼ばれる特別なVMに、vSphere

インストール バンドル（VIB）としてインストールされます。言い換えると、MDMとSDSコンポーネントは

専用のSVMにインストールされますが、SDCはESXiホストに直接インストールされます。ストレージVM

（SVM）には、管理IPアドレスと、データ ネットワーク用にもう一つ別のアドレスを指定する必要がありま

す。データ ネットワークでのトラフィックのフローには、SDSとSDCとの間（読み取り/書き込みの場合）

と、SDS間（再構築および再バランシングの場合）があります。 

ストレージ プール上で定義されているPowerFlexボリュームは、ESXiホストにマッピングされてから、

VMFSデータストアとしてフォーマットすることも、RDMデバイスとして使用することもできます。SDCがボ

リュームへマッピングされると、すぐにボリュームへのアクセスが得られ、標準のブロック デバイスとしてアプリ

ケーションにローカルで公開されます。DirectPathデバイス管理は、SVMを使用して実行され、2つの

データ ネットワークを使用して最高クラスの可用性とパフォーマンスを実現します。 

 

PowerFlex GUIから、標準的な構成およびメンテナンス作業を実行できるだけでなく、ストレージ システ

ムの正常性とパフォーマンスを監視することもできます。PowerFlex GUIを使用して、全体的な

PowerFlexのパフォーマンス メトリック取得し、さまざまな要素を調べることができます。 

PowerFlex GUIで、［バックエンド］ > ［ストレージ］を選択します。  

ダッシュボードに、次のパフォーマンス メトリックが表示されます。 

• システム全体のIOPS 

• システム全体の帯域幅 

• 読み取り/書き込み統計情報 

• 平均I/Oサイズ 

読み取り/書き込みのサイズ、読み取り/書き込みのIOPS、読み取り/書き込みの帯域幅など、ボリューム

固有のパフォーマンス メトリックを取得するには、［フロントエンド］ > ［ボリューム］ > ［ボリューム モ

ニター］を選択します。 

 

PowerFlex Managerは、PowerFlexに統合されたラック管理およびオーケストレーション（M&O）

ツールであり、プロビジョニング、管理、モニタリング、警告、ライフ サイクル管理、およびレポート作成のた

めのシンプルなインターフェイスを提供します。PowerFlex統合ラックの実装、プロビジョニング、および管

理に必要な時間のかかる手作業を削減することで、効率性が向上します。オートメーションにより、

PowerFlex統合ラックを導入して管理することができます。 

PowerFlex Managerを使用して次の操作を実行できます。 

• PowerFlex統合ラック導入環境のノードを迅速に検出してインベントリを作成する 

• ノードの追加または削除してPowerFlex統合ラック環境の拡張または縮小する 

• IT運用管理のプラクティスに沿ったPowerFlex統合型ラックを稼働させる 

• 技術的な問題の監視、警告、レポート、およびトラブルシューティングを行う 

• 2層アーキテクチャのサポートを提供する 

• サービス内のボリュームを追加または削除する 

• 構成をサービス テンプレートとして保存し、容易で一貫性のある導入を可能にする 

VMwareストレージ
の仮想化 

PowerFlex GUI 

PowerFlex 

Manager 

https://en.wikipedia.org/wiki/VM-aware_storage
https://blogs.vmware.com/vsphere/2011/09/whats-in-a-vib.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2011/09/whats-in-a-vib.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_DEPLOY/page/GUID-58DF3063-7FA5-4DC9-9CB8-53B9B44136F4.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_DEPLOY/page/GUID-58DF3063-7FA5-4DC9-9CB8-53B9B44136F4.html
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ユース ケース1：コンテナー型開発およびテスト環境の手動プロビジョニング .................. 30 
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ユース ケース1：コンテナー型開発およびテスト環境の手動プロビジョニング 

ユース ケース1には、開発環境とテスト環境で実行されているOracle 12cと19cの両方のコンテナーが含

まれています。このユース ケースの一部として、次の4つの仮想マシンを作成しました。 

• Oracle 12cと19cコンテナーを実行するための2つのVM。それぞれ、300 GBのハード ディスク、2

つのvCPU、および20 GBのメモリーを搭載しています。これらのVMには、UC1_12Cと

UC1_19Cという名前を付けています。 

• 3つ目のVMは、Oracle SQL Developerクライアント アプリケーションに使用されます。これは、コ

ンテナー内にある12cと19cの両方のOracleデータベースと外部ネットワークの間のGUIインター

フェイスを提供します。  

• 4番目のVMは、Oracle DBイメージをローカルで使用できるように、コンテナー レジストリーを格

納するために使用されます。次の図は、ユース ケース1のアーキテクチャを示しています。 

 

図10. ユースケース1 - アーキテクチャ 

ユース ケース1では、上記のコンテナーベースの開発およびテスト環境を以下のように手動でプロビジョニ

ングします。  

1. Dockerをインストールします。 

2. Docker EE-Licenseをアクティブ化します。  

3. Dockerコンテナー内でOracle 12cデータベースを実行します。  

4. DockerコンテナーでOracle 19cデータベースをビルドして実行します。  

5. GitHubから取得したサンプルOracleスキーマをOracle 12cおよび19cデータベースにインポート

します。  

6. Oracle SQL Developerおよびクエリ テーブルをコンテナーからインストールします。 
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手順1：Dockerをインストールする 

この手順では、両方のVM（UC1_12CおよびUC1_19C）上のOracle Enterprise Linux 7.6に

Dockerをインストールします。Dockerをインストールする前に、次のことを確認してください。 

• Oracle Enterprise Linux 7.6が、両方のVMにすでにインストールされている。 

• ホスト オペレーティング システムには、Oracle Enterprise Linux向けのYumリポジトリーへのイン

ターネット接続がある。  

これらの前提条件が満たされている場合は、次の手順を実行してコミュニティ バージョンのDockerをイン

ストールします。 

1. Oracle Linux 7.6でカーネルUEKR5を有効にします。 

[root@docker ~] #yum-config-manager --enable ol7_UEKR5 

2. アドオンを有効にします。 

[root@docker ~] # yum-config-manager --enable *addons 

3. Yumを使用してリポジトリーをアップデートします。 

[root@docker ~] # yum update 

4. Dockerエンジンをインストールします。 

[root@docker ~] #yum install docker-engine 

5. Dockerサービスを有効にします。 

[root@docker ~] #systemctl enable docker 

6. Dockerサービスを開始します。 

[root@docker ~] #systemctl start docker 

7. Dockerのバージョンを確認します。 

[root@docker ~] #docker version 

手順2：Docker Enterprise Editionライセンスを有効にする  

Docker Enterprise Edition（EE）ライセンスを有効にするには、次の手順を実行します。 

1. Dockerライセンス キー（docker_subscription lic）をダウンロードして、ローカルの

Dockerホストにコピーします。 

2. ライセンス キーを有効にします。 

[root@12c-docker ~] # sudo docker engine activate –license 

docker_subscription.lic 

3. ライセンス キーが正常に適用されたことを確認します。 

[root@12c-docker ~] #docker info 

4. Dockerを検証するために、サンプルの「Hello World」イメージを取得します。 

[root@12c-docker ~] #docker pull hello-world 

5. 「hello-world」を実行します。 

[root@12c-docker ~] #docker run hello-world 
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手順3：DockerでOracle 12cコンテナーを実行する  

OracleのレジストリーからOracleイメージを取得するには、Oracleコンテナー レジストリー（OCR）から

Oracle 12cコンテナーを実行します。  次の手順に従います。 

1. ローカル ホストから、Oracleコンテナー レジストリーにログインし、認証情報を入力します。 

[root@12c-docker ~] # Docker login container-

registry.oracle.com 

2. Webブラウザーを開き、OCRにログインして、OracleサポートIDとパスワードを入力し、データ

ベースを選択します。 

3. Oracleデータベース12.2.0.1 Dockerイメージを選択します。 

4. OCRから12c Dockerイメージを取得します。 

メモ：信頼できるソースから高品質のコンテナー イメージにアクセスすると、Dockerファイルからローカルに構築され

たイメージを作成および管理するために通常必要な作業時間を大幅に節約できます。コンテナー イメージの導入

を試みる前に、要件を確認してください。 

[root@12c-docker ~] # docker pull container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

5. Dockerイメージを表示します。 

[root@12c-docker ~] #docker images 

6. 帯域幅を節約するために、コンテナーを実行するためのプライベートDockerレジストリーを設定

するオプションを使用することをお勧めします。ローカルのプライベート レジストリーをセットアップす

るには、次の手順に従います。 

a. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /opt/registry/data 

b. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /var/lib/registry 

c. [root@12c-docker ~] #docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

7. Oracle 12cイメージをローカル ホストにタグ付けします。 

[root@12c-docker ~] #docker tag container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

localhost:5000/ora12C 

8. Oracle 12cイメージをローカル リポジトリーにプッシュします。 

[root@12c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora12c 

メモ：Oracleコンテナー イメージをカスタマイズする場合は、必要に応じて、お客様のビジネス ユース ケースに合

わせて注釈を付け、ベース イメージとカスタマイズの両方をローカルのプライベート レジストリーに保存します。 

9. ローカル リポジトリーの内容を確認します。  

[root@12c-docker ~] # ls -ll 

/opt/registry/data/docker/registry/v2/repositories/ 

10. ホストOS上で、「test」という名前のDockerボリュームを作成し、/home/oracleにマウントしま

す。Oracle Linuxの管理者は、バインド マウントを使用してローカルの永続性を確保し、データ 

https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/
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ロスを回避することもできます（サーバーのファイル システム テーブル（Fstab）でバインド マウ

ントをファイル システム テーブルに追加します）。バインド マウントは、コンテナー環境内での

Oracleデータベースの使用に適していますが、Dockerコンテナーによって生成されて使用される

永続的なデータを保持するためのメカニズムとしてはボリュームが推奨されます。言い換えると、

ボリュームにはバインド マウントに対していくつかの利点があります。これらの利点については、

Docker docsに記載されています。ユース ケース1の場合、デル・テクノロジーズはDockerボ

リュームを使用していました。Dockerボリュームを作成するには、次のコマンドを実行します。 

a. [root@12c-docker ~] #docker volume create --driver local 

--opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind 

test 

b. [root@12c-docker ~] #docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

11. 必要なグループとユーザーを作成します。Oracleデータベース内にセキュリティとアクセス メカニズ

ムを実装するには、次の手順に従って、グループと有効な権限を作成し、それらをOracleユー

ザーに追加します。 

a. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@12c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

12. ローカル ホストの/home/oracleディレクトリにデータベース ファイルをホストしているため、この

ディレクトリの権限を変更することで、後続のコマンドによる権限の問題を回避します。 

a. [root@12c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@12c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

13. 以下に示すパラメーターを使用して、コンテナー内にOracleデータベースを作成します。 

[root@12c-docker ~] #docker run -d --name database12c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

14. 12cコンテナーにログインします。この手順では、コンテナー上でインタラクティブなbashシェルを

実行して、Dockerコンテナー内で実行されるOracle 12cデータベース サービスを実行します。

その後で、コンテナー内にあるOracle 12cデータベースにログインします。 

[root@12c-docker ~] # docker exec -it 3804167e17da 

bash[oracle@3804167e17da ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

 

  

https://docs.docker.com/storage/volumes/
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手順4：DockerでOracle 19cコンテナーをビルドして実行する  

この手順は、手順3に似ていますが、Oracle 19cデータベース イメージが（Oracle 12cデータベース イ

メージとは異なり）Githubリポジトリーから取得される点が異なります。  

1. GitHubからOracle 19c用のビルド ファイル（イメージ）をダウンロードします。 

[root@19c-docker ~] # git clone https://github.com/marcelo-

ocha/docker-images.git 

2. Oracle19cデータベースのバイナリーをダウンロードして、以下に示す場所にコピーします。 

[root@19c-docker ~] # pwd 

/root/dockerimages/OracleDatabase/SingleInstance/dockerfiles

/19.3.0 

3. Dockerイメージをビルドします。 

[root@19c-docker ~] #./buildDockerImage.sh -v 19.3.0 -e –I 

4. 19c Dockerイメージをローカルのプライベート レジストリーにプッシュします。 

a. [root@19c-docker ~] # docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

b. [root@19c-docker ~] # docker tag oracle/database:19.3.0-

ee localhost:5000/ora19 

c. [root@19c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora19 

5. ホスト オペレーティング システムで、永続性を確保するために、名前付きDockerボリュームを作

成します。 

[root@19c-docker ~] # docker volume create --driver local --

opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind test 

[root@19c-docker ~] # docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

6. 必要なグループとユーザーを作成します。 

a. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@19c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

7. ローカル ホストでは、/home/oracleディレクトリにデータベース ファイルをホストしています。後続

のコマンドによる権限の問題を回避するために、このディレクトリの権限を変更します。 

a. [root@19c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@19c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

8. コンテナーを実行します。 

[root@19c-docker ~] #docker run -d --name database19c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

https://github.com/oracle/docker-images
https://github.com/oracle/docker-images
https://github.com/oracle/docker-images
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9. 19cコンテナーにログインします。 

[root@19c-docker ~] # docker exec -it d9a40ee6ca10 bash 

[oracle@d9a40ee6ca10 ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

手順5：GitHubからサンプル スキーマをインポートする  

この手順では、既製のOracle 19cスキーマ リポジトリーをGithubの場所から取得し、ローカル ボリューム

にダンプします。このリポジトリーには、Oracle Database Enterprise Editionとともにインストールされる

Oracleデータベースのサンプル スキーマのコピーが含まれています。スクリプト@mksampleを実行するこ

とによって、HRスキーマをリポジトリーからOracle 19cデータベースにインポートします。   

GitHubからサンプル スキーマを取得するには、次の手順に従います。 

1. サンプル スキーマをインポートします。 

[root@12c-docker ~] # git clone https://github.com/oracle/db-

sample-schemas.git 

2. これらのサンプル スキーマを、コンテナーからアクセス可能なDockerボリュームにコピーします。 

[root@12c-docker oracle_sample_schema] # cp -R db-sample-

schemas/ /home/oracle/ 

3. スクリプト内のフォルダー パスを、コンテナー内のパスに変更します。例： 

[root@12c-docker db-sample-schemas] # perl -p -i.bak -e 

's#__SUB__CWD__#'/opt/oracle/oradata/db-sample-schemas'#g' 

*.sql */*.sql */*.dat 

4. コンテナー内で「mksample」というスクリプトを実行して、データベース内にサンプル スキーマを

作成します。プロンプトが表示されたら、sys、systemユーザー、およびその他すべてのスキーマ

の認証情報を入力します。 

sql>alter session set container=ORCLPDB1; 

sql>@mksample 

手順6：Oracle SQL Developerおよびクエリ テーブルをコンテナーからイン

ストールする 

このステップでは、Oracle SQL DeveloperをOracleダウンロード サイトからダウンロードし、図10に示す

ように、Oracle SQL Developerを4番目の仮想マシンにインストールします。Oracle SQL Developer

は、Oracleデータベース内でデータを操作するために、Oracle 12cおよび19cデータベースのいずれかに

接続するために使用できるクライアント ソフトウェアです。Oracle SQL DeveloperからOracleデータ

ベースに対して異なるSQLクエリを実行することで（図11）、Oracleデータベースが操作可能なことを

確認します。  

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

1. Oracle SQL Developer 19.2.1 Downloads for Linux 64 bit rpm with Oracle jdk 

13.0.1をhttps://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.htmlから

ダウンロードします。 

2. Oracle SQL Developer rpmパッケージをインストールします。 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas
https://github.com/oracle/db-sample-schemas
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
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[root@12c-docker ~ #rpm -ivh sqldeveloper-

19.2.12.247.2212.noarch.rpm 

3. sqldeveloperを開きます。 

[root@12c-docker ~] #sqldeveloper 

4. 次の図に示すように、接続ユーザー：hrパスワード サービス名：ORCLPDB1を設定します。 

5. 次の図に示すように、テーブルにクエリを実行できるようになりました。 

 

図11. テーブルのクエリ 

ユース ケース1のレビュー  

最初のユース ケースの主なメリットは、標準的なOracleデータベース環境を構築するための従来の手動

によるインストールと構成の方法ではなく、Dockerコンテナーを使用することによって節約できた時間で

す。従来のビルド プロセスは複雑で、多くの時間と計画を伴います。Dockerコンテナーを使用すると、従

来のビルド プロセスはセルフサービスのオンデマンド処理に変わり、開発者やその他のユーザーがアプリ

ケーションを迅速に導入できるようになります。Dockerコンテナーを使用すると、多くのメリットが得られま

す。この最初のユース ケースの主なメリットは、Oracleデータベース コンテナーを数分で稼働させる機能

です。  

このユース ケースのDockerコンテナー環境をセットアップしているときに、サーバー環境の構成およびそれ

がDockerライセンスのコストに与える影響に関する貴重な教訓を学びました。ユース ケース1の計画で

は、一般的な開発およびテスト環境の要件に最も適したDockerレジストリーの場所とストレージ プロビ

ジョニング オプションを選択することの重要性を実証しました。 

 

デル・テクノロジーズは、広範囲のサーバーの選択肢を提供しているので、お客様はビジネス要件に合わ

せてコンピューティング リソースを構成できます。PowerEdge R640サーバーは、コア ライセンスごとに

Docker Enterprise Editionを最適化します。お客様のDockerライセンスの投資を最大限に活用でき

サーバー環境の
構成 
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るようにPowerEdgeサーバー環境の設計に時間を費やすことをお勧めします。Docker環境で最も大き

な利益をもたらす鍵は、CPUの使用効率を最大化する統合です。  

 

Dockerレジストリーの場所を選択するときは、使いやすさとサポート、コンテナーのプロビジョニングのスピー

ド、およびコンテナーのプロビジョニングの頻度を考慮する必要があります。コンテナーのプロビジョニングのス

ピードと頻度の要件は、レジストリーの配置場所を決定するために役立ちます。例えば、低い頻度の低

速のプロビジョニングには、クラウドベースのレジストリー アプローチが適している場合があります。高速のプ

ロビジョニングと高い頻度のプロビジョニングの組み合わせの場合は、LANを使用するローカルのプライベー

ト レジストリーが最適であることを意味する可能性があります。  

 

PowerFlexストレージ アレイからのストレージのプロビジョニングは高速で簡単ですが、これは開発者とス

トレージ管理者の間の調整が必要な手動のプロセスです。このユース ケースでは、ストレージの手動プロ

ビジョニングについて紹介しましたが、これは、小規模な開発環境に適しています。より大規模な開発環

境向け、または環境の規模に関係なくオートメーションに関心を持っているお客様向けに、ユース ケース2

では、KubernetesとCSI Driver for PowerFlexの組み合わせがどのようにしてストレージのプロビジョニ

ングを高速化するかを紹介します。  

ユース ケース1では、Dockerボリュームを使用していましたが、バインド マウントを使用して、Dockerでホ

スト内ストレージを実装し、パフォーマンスを向上させることができました。この方法は、ストレージをコンテ

ナーに接続する場合に最適であり、ホスト オペレーティング システムの任意の場所で使用できます。バイ

ンド マウントを使用すると、任意のサーバー プロセッサーまたはユーザーがディレクトリにアクセスできます。

ただし、管理者は、データベース ファイルを所有者およびグループ レベルで保護し、ディレクトリとファイルの

権限を使用して、このアクセスを管理できます。  

 

次の表は、ユース ケース1でコンテナー型Oracleデータベース サーバーを実装したときの意思決定の概

要を示しています。 

表6. ユース ケース1でのビジネス上の意思決定の概要 

選択 意思決定 説明 

Docker Community Editionま

たはEnterprise Edition 

Enterprise Edition 認定されたイメージおよびビジネス 

サポートを提供します。 

クラウドベースのプライベート レジ

ストリーまたはローカルのプライ

ベート レジストリー 

ローカルのプライベート レジストリー コンテナーの最速プロビジョニングを

提供しますが、複雑さとサポート要

件が増加します。 

CSI Driver for PowerFlex製

品ガイドまたは自動プロビジョニ

ング 

手動によるストレージのプロビジョニ

ング 

このユース ケースの制限された要

件に適しています。 

Dockerボリュームまたはバインド 

マウント 

ユース ケース1ではDockerボリュー

ムを使用しました。しかし、お客様

はこのユース ケースでは代わりにバ

インド マウントを使用することもでき

ます。 

Dockerコンテナーで、Oracleデー

タベースのスピード、柔軟性、およ

び容易な導入を実現します。  

 

Dockerレジストリー
の場所 

ストレージ プロビジョ
ニング 

ビジネス上の意思決
定の概要 
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第6章 自動化されたプロビジョニング 

この章は、次のトピックで構成されています。 

ユース ケース2：コンテナー型開発およびテスト環境の自動プロビジョニング .................. 39 

手順1：Kubernetesクラスターをセットアップする .................................................... 41 

手順2：Kubernetesダッシュボードをセットアップする ................................................ 45 

手順3：Kubernetesロード バランサーをセットアップする ........................................... 46 

手順4：CSI driver for Dell EMC PowerFlexを設定する ...................................... 47 

手順5：PowerFlexで永続ボリューム要求（PVC）およびOracleポッドを作成する .... 52 

手順6：スナップショットを作成し、永続ボリュームを復元する ...................................... 54 

手順7：データの永続性とスナップショットの復元を確認する ....................................... 55 

ユース ケース2のレビュー ......................................................................................... 57 

CSIプラグイン：Dell EMCのその他のオプション ....................................................... 58 
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ユース ケース2：コンテナー型開発およびテスト環境の自動プロビジョニング  

ユース ケース1では、Oracle Linux OS、PowerFlexストレージ システム、およびVMware vSphere仮

想化スタックにおけるコンテナーの手動プロビジョニングを紹介しました。次の手順では、コンテナー オーケ

ストレーション（Kubernetes）を使用してコンテナーとストレージの自動プロビジョニングに効果的に移

行し、ソフトウェア開発環境のプロビジョニングをさらに加速させます。数百または数千のコンテナーを管理

する必要がある場合、これはさらに重要です。DockerコンテナーにOracleデータベースを実装すると、環

境全体で一貫性のある、分離された、信頼性の高い動作が可能になります。このユース ケースでは、開

発者は、KubernetesとCSI Driver for Dell EMC PowerFlexを使用して、ユース ケース1で説明した

既存のインフラストラクチャのコンテナーでOracleデータベースをプロビジョニングします。 

ユース ケース2は、KubernetesおよびPowerFlexストレージとCSIプラグインの統合の価値を示していま

す。PowerFlexを使用したKubernetesオーケストレーションは、パーシステント ストレージに関するコンテ

ナー戦略を提供します。この戦略では、実稼働Oracleデータベースからの開発およびテスト環境のス

ケール アウトにおける使いやすさ、シンプルさ、およびスピードを実証します。  

ユース ケース2には、以下に示すように、Kubernetesクラスター内の開発およびテスト環境で実行されて

いるOracle 12cと19cの両方のデータベース コンテナーが含まれています。 

 

図12. ユース ケース2 – アーキテクチャ 

 

ユース ケース2のアーキテクチャ図（上）に示すように、1つのマスター ノードと3つのワーカー ノードが

Kubernetesクラスター内で実行されています。Kubernetesマスターは、クラスター内の1つのノードで

実行されるプロセスの集合であり、これはマスター ノードとして指定されます。これらのプロセスは、kube-

apiserver、kube-controller-manager、およびkube-schedulerです。クラスター内の個々のワーカー 

ノードは、次の2つのプロセスを実行します。 

 

ユース ケース2の
アーキテクチャの
説明 

https://kubernetes.io/docs/concepts/
https://kubernetes.io/docs/concepts/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-apiserver/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-apiserver/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-controller-manager/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-scheduler/
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• kubelet：Kubernetesマスターと通信します。 

• kube-proxy：各ノードのKubernetesネットワーキング サービスを反映したネットワーク プロキシ

です。 

ESXi環境でのKubernetes、PowerFlex SDS、およびMDM（前述）は、ストレージVM（SVM）と
呼ばれる特別なVMに導入されています。ストレージVM（SVM）には、管理IPアドレスと、読み取り/

書き込み用にSDSとSDC（前述）間のトラフィックが送信されるデータ ネットワーク用の別のアドレスが
必要です。Kubernetesクラスター内では、CSI Driver for Dell EMC PowerFlexをインストールしま
す。これは、PowerFlexを使用してパーシステント ストレージを提供するプラグインです。このドライバーに
は、CSIコントローラーとCSIエージェントという2つのコンポーネントがあります。CSIコントローラーは、さまざ
まなワーカー ノード間の制御、調整、および通信を促進にします。CSIエージェントは、管理を目的として
ターゲット ノード/サーバーのステータスをCSIコントローラーに送信します。次の表に、さまざまな
Kubernetesワーカー ノードでのユース ケース2のオブジェクトの各種コンポーネントの配置を示します。 

表7. さまざまなKubernetesワーカー ノード間でのアプリケーション/オブジェクトの配置 

Kubernetes 仮想マシン アプリケーション/オブジェクト POD 

Kubernetesワーカー1 VM1 CSIコントローラー POD1 

CSIエージェント POD2 

VM2 Oracleコンテナー レジストリー 

Kubernetesワーカー2 VM1 Oracle 12c DB POD1 

 CSIエージェント POD2 

Kubernetesワーカー3 VM1 Oracle 19c DB POD1 

 CSIエージェント POD2 

 VM2 Oracle SQL Developer 

 

ユース ケース2は、VxFlex Ready Nodesで実行されます。これは、PowerEdgeサーバーと

PowerFlexソフトウェアを組み合わせて、ハイパーコンバージドまたはサーバーSANアーキテクチャ、異種

混在仮想化環境、およびハイパフォーマンス データベース向けに拡張性と信頼性に優れた、導入が容

易な構築ブロックを実現します。VxFlex Ready Nodesは、柔軟な導入オプション、迅速で簡単な導

入、エンタープライズ クラスの耐障害性、および大規模な拡張性を提供します。 

 

ユース ケース2では、次のタスクを手動で実行し、コンテナーベースの開発およびテスト環境をプロビジョニ

ングします。 

1. Kubernetesクラスターをセットアップする 

2. Kubernetesダッシュボードをセットアップする 

3. Kubernetesロード バランサーをセットアップする 

4. CSI driver for PowerFlexの設定する 

5. PowerFlexで永続ボリューム要求（PVC）およびOracleポッドを作成する 

6. スナップショットを作成し、永続ボリュームを復元する  

7. データの永続性とスナップショットの復元を確認する 

環境のプロビジョニ
ング 

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://www.dell.com/en-in/work/shop/povw/vxflex-ready-nodes
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手順1：Kubernetesクラスターをセットアップする 

ユース ケース2では、基本的なKubernetesのインストールを紹介し、LAN上のコンテナー オーケストレー

ション システムが優れたパフォーマンスと制御を提供する方法、および構成をカスタマイズする機能につい

て説明します。Kubernetes管理者は、以下に説明するように、動作条件のタスクを実行する前に、

Kubernetesのカスタム インストールを実行します。Kubernetesクラスターは、ユース ケース1ですでに説

明したDockerコンテナーの手動タスクのオートメーションを促進します。  

Kubernetesのセットアップには、次のタスクが含まれています。 

• 動作条件を満たす 

• Kubernetesをインストールする 

• Kubernetesクラスターを初期化する 

• Kubernetesクラスターにワーカー ノードを追加する 

 

Kubernetesクラスターをセットアップする前に、以下の動作条件のタスクを実行します。 

• SELinuxをPermissiveモードに設定する 

• ファイアウォールを設定する 

• br_netfilterモジュールがロードされていることを確認する 

• すべてのノードのスワップを無効にする 

以下のセクションでは、これらのタスクを実行する方法の詳細について説明します。 

SELinuxをPermissiveモードに設定する 

SELinuxをPermissiveモードに設定すると、コンテナーがホスト ファイル システムにアクセスできるように

なります。これはポッド ネットワークで必要になります。  

# /usr/sbin/setenforce 0 

# sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/' 

/etc/selinux/config 

ファイアウォールを設定する 

ファイアウォールを設定するには、次のいずれかのオプションを選択します。 

• Kubernetesが導入されているノード上でファイアウォールを直接実行する必要がある場合は、以

下の要件に準拠していることを確認してください。 

a. ファイアウォールは、マスカレードをサポートしている必要があります。 

# firewall-cmd --add-masquerade --permanent 

b. すべてのノードは、TCPポート10250上でマスター ノードからの接続を受け入れることがで

きる必要があります。 

# firewall-cmd --add-port=10250/tcp --permanent 

c. UDPポート8472上で、トラフィックが許可されている必要があります。 

# firewall-cmd --add-port=8472/udp --permanent 

前提条件 
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d. Kubernetesに必要なすべてのポートが利用可能であることを確認してください。例えば、

他のノードがAPIサーバーにアクセスできるようにするために、マスター ノードでTCPポート

6443にアクセスできる必要があります。マスター ノードで次のコマンドを実行します。 

# firewall-cmd --add-port=6443/tcp –permanent 

e. これらのルールを有効にするために、ファイアウォールを再起動します。 

すべてのノードは、Kubernetesポッドに使用されるネットワーク ファブリック上のすべてのポートで他

のすべてのノードからのトラフィックを受信できる必要があります。 

• Kubernetesが導入されているノードでファイアウォールを直接実行しないという要件がある場合

は、次のコマンドを入力します。 

# systemctl disable firewalld 

# systemctl stop firewalld 

br_netfilterモジュールがロードされていることを確認する  

br_netfilterモジュールが存在し、ロードされていることを確認します。このモジュールは通常ロードされてい

るため、このモジュールを手動でロードする必要はほとんどありません。  

1. 次のコマンドでbr_netfilterモジュールがロードされているかどうかを確認します。 

# lsmod|grep br_netfilter 

2. （オプション）必要に応じて、次のコマンドを入力して、br_netfilterモジュールを手動でロードし

ます。 

# modprobe br_netfilter 

# echo "br_netfilter" > /etc/modules-

load.d/br_netfilter.conf 

3. Kubernetesでは、ネットワークブリッジを通過するパケットは、フィルタリングおよびポート転送の

ためにiptablesによって処理される必要があります。すべてのノードのsysctl構成ファイルで、

net.bridge.bridge-nf-call-iptablesが1に設定されていることを確認します。 

# cat <<EOF >  /etc/sysctl.d/k8s.conf 

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 

EOF 

# /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf 

すべてのノードのスワップを無効にする 

次のコマンドを入力して、パフォーマンスが低下しているかどうかを確認します。  

# sed -i '/swap/d' /etc/fstab 

# swapoff -a 
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ユース ケース2では、1つのマスター ノードと3つのワーカー ノードを使用しています。 

Kubernetesをインストールするには、次の手順に従います。 

1. すべてのKubernetesノードでネットワーク構成が完了していること、およびすべてのノードが相互

に通信し、インターネットに接続されていることを確認します。すべてのノードの/etc/hosts

ファイルにホスト名とIPアドレスを設定します。Kubernetesマスターおよびワーカー ノードのIPア

ドレスのすべての参照は、このhostsファイルに保存され、異なるKubernetesプロセスによって使

用されます。 

2. Docker Enterprise EditionがすべてのKubernetesノードにインストールされていることを確認

します。Dockerサービスが実行されているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。 

[root@docker ~] # systemctl status docker 

 

Dockerバージョンを確認するには、次のコマンドを入力します。 

[root@docker ~] #docker version 

 

3. Docker Enterprise Editionがまだインストールされていない場合は、手順2：Docker 

Enterprise Editionライセンスを有効にするに記載されている手順に従ってインストールします。 

4. Kubernetesリポジトリーを追加します。これは、基本的には、図12に示すようなKubernetes

のクラスター状態のプライマリーキー値データストアであるetcdリポジトリーの作成になります。 

# cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo 

[kubernetes] 

name=Kubernetes 

baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernet

es-el7-x86_64  

enabled=1 

gpgcheck=1 

repo_gpgcheck=1 

gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg 

https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-

key.gpg 

EOF 

5. Kubernetesパッケージのkubeadm、kubelet、kubectlをインストールします。特定のバージョ

ンのKubernetes（1.14.9など）をインストールする場合は、ここでバージョンを指定します。 

# yum install kubelet-1.14.9 kubectl-1.14.9 kubeadm-1.14.9 

# systemctl enable kubelet  

# systemctl start kubelet 

メモ：これらのすべてのKubernetesプロセスについては、図12に示すように、前のセクションで説明しています。

Kubernetesがすべてのノードにロードされ、設定できるようになりました。 

  

Kubernetesをイン
ストールする 

file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
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これらの手順に従って、Kubernetesの初期化、クラスターのセットアップ、Oracle 12cおよび19cアプリ

ケーションのテストを行うことができます。このセクションの手順では、Kubernetesクラスターの操作性を検

証し、マスターとワーカーのKubernetesノード間のネットワーク通信をテストします。   

1. Kubernetesクラスターを初期化するには、マスター ノードで次のコマンドを実行します。 

# kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 --

kubernetes-version=1.14.9  --ignore-preflight-

errors=Swap,FileContent--proc-sys-net-bridge-bridge-nf-call-

iptables,SystemVerification 

場所： 

▪ pod-network-cidr =192.168.0.0/16は、ポッド ネットワークのIPアドレスの範囲です。（こ

こでは「calico」仮想ネットワークを使用しています。weave-netやflannelなどの別のポッド 

ネットワークを使用する場合は、IPアドレスの範囲を変更してください）。ポッド ネットワークご

とにIPアドレスが異なります。例えば、flannelの場合、アドレスは10.244.0.0/16にすることが

できます。 

▪ kubernetes-version=1.14.9は、KubernetesノードにインストールしたKubernetesバー

ジョンです。 

2. 初期化が完了したら、マスター ノードで次の手順を実行してノード参加コマンドをコピーし、それ

を保存して、ワーカー ノードをクラスターに追加するときに次のセクションで使用します。 

# mkdir -p $HOME/.kube 

# sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config 

# sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config 

3. ポッド（calico）ネットワークをKubernetesクラスターに導入します。 

# kubectl apply -f 

https://docs.projectcalico.org/v3.10/manifests/calico.yaml 

4.  Kubernetesシステム ポッドを確認します。 

#kubectl get pods --all-namespaces 

 

1. 各ワーカー ノードに接続し、前の手順でコピーしたkubeadm joinコマンドを実行します。

KubernetesマスターにKubernetesワーカー ノードを追加すると、クラスターの作成プロセスが

完了します。 

# kubeadm join 10.230.87.241:6443 --token 

sntfta.wjsndor3q8zqrpjz --discovery-token-ca-cert-hash 

sha256:2e46cf8ffb2838bfee7d419d6bc27b27e0713f98741b84c8cb673

bc34f49e017 

メモ：マスター ノードとワーカー ノードでシステム時刻を同期します。 

2. マスター ノードに接続し、ノードのステータスを確認します。 

# kubectl get nodes 

Kubernetesクラス
ターを初期化する 

Kubernetesクラス
ターにワーカー ノー
ドを追加する 
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手順2：Kubernetesダッシュボードをセットアップする 

Kubernetesダッシュボードは、WebベースのKubernetesユーザー インターフェイスであり、Oracleデータ

ベースなどのコンテナー型アプリケーションのKubernetesクラスターへの導入、コンテナー型アプリケーション

のトラブルシューティング、クラスター リソースの管理に使用できます。ダッシュボードを使用して、クラスター

で実行されているアプリケーションの概要を確認したり、個々のKubernetesリソース（導入、ジョブ、デー

モン セットなど）を変更したりすることができます  

 

図13. Kubernetesダッシュボード 

Kubernetesダッシュボードをセットアップするには、次の手順を実行します。 

1. Kubernetesクラスターのダッシュボードを作成するには、gitリポジトリーに接続し、以下の必要

なyamlファイルをダウンロードします。 

▪ influxdb.yaml 

▪ heapster.yaml 

▪ dashbord.yaml 

▪ sa_cluster_admin.yaml  

2. 次のダッシュボード構成ファイルを作成します。 

#kubectl create -f influxdb.yaml 

#kubectl create -f heapster.yaml 

#kubectl create -f dashbord.yaml 

#kubectl create -f sa_cluster_admin.yaml 

3. サービス アカウントのトークンを表示します。 

#kubectl -n kube-system describe sa dashboard-admin 

4. 前の手順で表示されたサービス アカウント トークンを使用して、ダッシュボード ログイン用のトー

クンを取得し、コピーします。 

https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/web-ui-dashboard/
https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/web-ui-dashboard/
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#kubectl -n kube-system describe secret <sa token copied 

above> 

5. Webブラウザーで、次のURL形式を使用して、Kubernetesダッシュボードにアクセスします。 

https://<マスター ノードのIPアドレス>:32323 

 

例： https://10.230.87.241:32323 

6. トークン オプションを選択し、手順3でコマンド ラインから取得して手順4でコピーしたものと同じ

トークン値を指定します。 

7. Kubernetesダッシュボードには、次の図に示すように、さまざまなナビゲーション オプションが表

示されます。 

 

 

図14. Kubernetesダッシュボード 

手順3：Kubernetesロード バランサーをセットアップする 

Kubernetesでのロード バランシングは、外部ソースからのネットワーク トラフィックから発生する負荷分散

の最適なバランスを取るために使用されます。  ロード バランシングは、サービスで使用される仮想IPを管

理するkube-proxyと呼ばれる機能によって実現されます。  外部ネットワークからKubernetesクラスター

のー導入環境にアクセスするには、ロード バランサーをセットアップする必要があります。このセットアップで

は、MetalLBをロード バランサーとして使用しています。 

1. MetalLBをインストールするには、マスター ノードにマニフェストを適用します。 

#kubectl apply -f 

https://raw.githubusercontent.com/google/metallb/v0.8.3/mani

fests/metallb.yaml 

このコマンドを実行すると、Kubernetesクラスターで、metallb-systemネームスペースの下に

MetalLBが導入されます。 

2. MetalLBを設定するには、次の内容をファイルに追加して、config yamlファイル（metallb-

config.yaml）を作成します。 
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apiVersion: v1 

kind: ConfigMap 

metadata: 

  namespace: metallb-system 

  name: config 

data: 

  config: | 

    address-pools: 

    - name: default 

      protocol: layer2 

      addresses: 

      - 10.230.87.180-10.230.87.190 

3. createコマンドを実行します。 

#kubectl create -f metallb-config.yaml 

4. ロード バランサーの構成が完了したら、「LoadBalancer」という導入のためのサービス タイプを
作成します。このサービスは、外部ネットワークとポッドを接続するのに役立つIPアドレスを生成
します。 

手順4：CSI driver for Dell EMC PowerFlexを設定する 

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexは、PowerFlexを使用してパーシステント ストレージを提供す
るためにKubernetesにインストールされるプラグインです。オートメーション プロセスを完了するには、
Kubernetes環境に加えて、CSI Driver for Dell EMC PowerFlexも必要です。CSIプラグインは、
Kubernetesに定義された標準であり、デル・テクノロジーズおよびその他のユーザーが、ブロックおよびファ
イル ストレージをコンテナー オーケストレーション システムに提示するために使用します。CSIプラグイン
は、Mesos、Docker Swarm、Kubernetesなど、多くのコンテナー オーケストレーション システム全体で
ストレージ管理を統合します。 

Helmチャートで、CSIドライバーのインストールが開始されます。Helmチャートでは、シェル スクリプトを使
用してCSI Driver for Dell EMC PowerFlexをインストールします。このスクリプトは、CSIドライバー コ
ンテナー イメージと、必要なKubernetesサイドカー コンテナーをインストールします。 

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexを設定するには、次の手順に従います。 

• Kubernetesをインストールします（前のKubernetesをインストールするセクションを参照してくだ
さい）。 

• 使用するPowerFlexストレージ プールで、ゼロ パディングが有効になっていることを確認します。
この設定を確認するには、PowerFlex GUIまたはPowerFlex CLIを使用します。 

次CSIドライバーを設定するためのタスク（次のセクションで詳細に説明します）を実行します。 

• Kubernetes機能ゲートを有効にする 

• Dockerサービスを設定する 

• Helmパッケージ マネージャーをインストールする 

• PowerFlex Storage Data Client（SDC）をインストールする 

• CSI Driver for Dell EMC PowerFlexをインストールする 

  

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://helm.sh/docs/topics/charts/
https://helm.sh/docs/topics/charts/
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CSI Driver for Dell EMC PowerFlexをインストールする前に、必要なKubernetes機能ゲートを有

効にします。この場合、次の手順に示すように、VolumeSnapshotDataSource機能ゲートを有効にし

ます。 

1. 各Kubernetesマスターおよびワーカー ノードで、kubeletsの機能ゲート設定を設定するには、

/var/lib/kubelet/config.yamlファイルを編集し、最後に次の行を追加します。 

VolumeSnapshotDataSource: true 

2. マスター ノードで、kube-apiserver.yamlファイルの機能ゲート設定を設定します。 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml 

kube-apiserver.yamlファイルに次の行を追加します。 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

3. マスター ノードで、kube-controller-manager.yamlファイルの機能ゲート設定を次の

ように設定します。 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml 

kube-controller-manager.yamlファイルに次の行を追加します。 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

4. マスター ノードで、kube-scheduler.yamlファイルの機能ゲート設定を次のように設定し

ます。 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml 

kube-scheduler.yamlファイルに次の行を追加します。 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

5. 各ノードで、/usr/lib/systemd/system/kubelet.service.d/10-

kubeadm.confファイルの変数KUBELET_KUBECONFIG_ARGSを次のように編集し

ます。 

Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--bootstrap-

kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --

kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf --feature-

gates=VolumeSnapshotDataSource=true" 

 

6. 次のコマンドを使用して、すべてのノードでkubeletを再起動します。 

systemctl daemon-reload 

systemctl restart kubelet 

 

CSIドライバーをインストールする前に、すべてのKubernetesノードでDockerのマウント伝播を設定しま

す。コンテナーによってマウントされたマウント伝播ボリュームは、同じポッド内または同じノード上の他のポッ

ド内の他のコンテナーと共有することができます。 

1. 次のように、/etc/systemd/system/multi-

user.target.wants/docker.serviceファイルのサービス セクションを編集します。 

Docker.service 

[Service] 

Kubernetes機能
ゲートを有効にする 

Dockerサービスを
設定する 

https://kubernetes.io/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/#mount-propagation
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… 

MountFlags=shared 

2. Dockerサービスを再起動します。  

systemctl daemon-reload  

systemctl restart docker 

 

Helmはパッケージ マネージャーです。Tillerという名前のコンパニオン サーバー コンポーネントが、

Kubernetesクラスター上で実行され、Helmからコマンドをリッスンし、クラスター上のソフトウェア リリース

の構成と導入を処理します。HelmとTillerの詳細については、「Getting Started with Helm/Tiller in 

Kubernetes」を参照してください。HelmクライアントとTillerのインストールが完了したら、手順4：CSI 

driver for Dell EMC に記載されているようにHelmを使用してチャートを管理することができます。 

curlツールは、Webファイルをローカル クライアントに保存したり、別のプログラムにパイプしたりするために、

コマンド ラインから指定されたURLを取得します。次に示すようにcurlを使用して、マスター ノードにHelm

およびTillerパッケージ マネージャーをインストールします。 

1. 次のコマンドを入力します。 

curl 

https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/g

et > get_helm.sh 

2. スクリプトの権限を変更します。 

chmod 700 get_helm.sh 

3. スクリプトを実行します。 

./get_helm.sh 

4. Helmを初期化します。 

helm init 

5. Helmのインストールをテストします。 

helm version 

6. Tillerのサービス アカウントを設定します。 

a. rbac-config.yamlファイルを作成し、次のコンテンツをファイルに追加します。 

apiVersion: v1 

kind: ServiceAccount 

metadata: 

name: tiller 

namespace: kube-system 

--- 

kind: ClusterRoleBinding 

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 

metadata: 

name: tiller-clusterrolebinding 

subjects: 

- kind: ServiceAccount 

Helmパッケージ マ
ネージャーをインス
トールする 

https://helm.sh/
https://v2.helm.sh/docs/install/
https://medium.com/@anthonyganga/getting-started-with-helm-tiller-in-kubernetes-part-one-3250aa99c6ac
https://medium.com/@anthonyganga/getting-started-with-helm-tiller-in-kubernetes-part-one-3250aa99c6ac
https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
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name: tiller 

namespace: kube-system 

roleRef: 

kind: ClusterRole 

name: cluster-admin 

apiGroup: "" 

b. サービス アカウントを作成します。 

kubectl create -f rbac-config.yaml 

c. サービス アカウントをTillerに適用します。  

# helm init --upgrade --service-account tiller 

 

PowerFlex Storage Data Client（SDC）をすべてのKubernetesノードにインストールするには、次

の手順に従います。 

1. Dell EMCオンライン サポートからPowerFlex SDSをダウンロードします。ファイル名はEMC-

ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64です。 

2. MDM_IPをコンマで区切りのリストにエクスポートします。このリストには、MDMのIPアドレスが含

まれています。 

MDM_IP=192.168.152.25,192.168.160.25をエクスポートします。 

3. 各Kubernetesノードで、次のコマンドを使用して、SDCをインストールします。 

#rpm -iv ./EMC-ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64.rpm 

 

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexは、次の機能を提供することにより、ユース ケース2を容易にし

ます。  

• 永続ボリューム（PV）機能 - 作成、リスト、削除、create-from-snapshot 

• 動的および静的なPVプロビジョニング 

• スナップショット機能 - 作成、削除、およびリスト 

• 次のアクセス モードをサポートしています。 

▪ single-node-writer 

▪ single-node-reader-only 

▪ multi-node-reader-only 

▪ multi-node-single-writer 

• HELMチャート インストーラーをサポートしています。 

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexをインストールするには、次の手順に従います。 

1. github.com/dell/csi-vxflexosからインストール ソース ファイルをダウンロードします。 

# git clone https://github.com/dell/csi-vxflexos 

2. ネームスペースは、複数のユーザー間でクラスター リソースを分割する方法を提供します。  この

手順では、Kubernetesクラスター内にvxflexosネームスペースを作成します。  

PowerFlex 

Storage Data 

Clientをインストー
ルする 

CSI Driver for 

Dell EMC 

PowerFlexをインス
トールする 
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#kubectl create namespace vxflexos 

3. PowerFlexのユーザー名とパスワードを使用して、Kubernetesシークレットを作成します。

secret.yamlファイルを使用し、デフォルトのインストール パラメーターと一致するように次の

値を使用してシークレットを作成します。 

Name: vxflexos-creds 

Namespace: vxflexos 

apiVersion: v1 

kind: Secret 

metadata: 

  name: vxflexos-creds 

  namespace: vxflexos 

type: Opaque 

data: 

  # set username to the base64 encoded username 

  username: YWRtaW4= 

  # set password to the base64 encoded password 

  password: QFZhbnRhZ2U0 

4. 最上位レベルのhelmディレクトリにあるget_vxflexos_info.shスクリプトを実行して、

PowerFlex Storage Data Client（SDC）から情報を収集します。このスクリプトは、

PowerFlexのシステムIDとMDM IPアドレスを表示します。 

5. インストールの設定をカスタマイズするには、csi-vxflexos/values. yamlを

install.vxflexosと同じディレクトリにあるmyvalues.yamlという名前のファイルにコピーし

ます。  

6. myvalues.yamlファイルを編集して、インストール用の次のパラメーターを設定します。 

a. systemName文字列変数をPowerFlexのシステム名またはシステムIDに設定します。

この値は、この手順の手順4でget_vxflexos_info shスクリプトを実行することに

よって得られました。 

systemName: 31846a6a738a010f 

b. restGateway文字列変数をシステムのREST APIゲートウェイのURLに設定します。  

restGateway: https://10.230.87.31 

c. storagePool文字列変数をデフォルトの（既存の）ストレージ プール名に設定します。  

storagePool: R640_SP2 

d. mdmIP文字列変数を、MDM IPアドレスのコンマ区切りリストに設定します。 

mdmIP: 192.168.152.25,192.168.160.25 

e. ドライバーによって作成されたボリュームにデフォルトのプレフィックスが付くように、

volumeNamePrefix文字列変数を設定します。1つのPowerFlexシステムが複数の

異なるKubernetesのインストールまたはユーザーにサービスを提供している場合、これら

のプレフィックスはそれらを区別するのに役立ちます。 

volumeNamePrefix: k8s 

7. インストールを続行するには、sh install.vxflexosコマンドを実行します。スクリプトの

実行が終了すると、kubectl get pods -n vxflexosを呼び出すことによってポッドの

ステータスが表示されます。 

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/
https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/
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手順5：PowerFlexで永続ボリューム要求（PVC）およびOracleポッドを

作成する 

永続ボリューム要求（PVC）は、ストレージの要求であり、ポッドがコンピューティング リソースを要求する

方法と類似しています。PVCは、基盤となるストレージに抽象化レイヤーを提供します。例えば、管理者

は静的な永続ボリューム（PV）を作成して、後で1つまたは複数の永続ボリューム要求にバインドするこ

とができます。  

Kubernetesクラスターを作成し、CSI driver for PowerFlexをインストールした後で、yamlファイルを使用

して永続ボリュームを作成します。  次に、以下の手順に従って、これらのボリュームにポッドを作成します。 

1. 以下は、Oracle 12cポッドおよびOracle 12cロード バランサー サービスを導入するための永続

ボリューム要求（PVC）を作成するためのyamlファイルです。 

PVC要求ファイルは次のようになります。 

#1-pvc yaml 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

metadata: 

  annotations: 

    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi-

vxflexos 

  finalizers: 

  - kubernetes.io/pvc-protection 

  name: pvc-1 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  accessModes: 

  - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

  storageClassName: vxflexos  

Oracle 12cポッド導入ファイルは次のようになります。 

#2-deployment-Oracle12c.yaml  

apiVersion: apps/v1 

kind: Deployment 

metadata: 

  name: orcldb12c 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      app: oracledb12c 

  template: 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/ContEng/Tasks/contengcreatingpersistentvolumeclaim.htm
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    metadata: 

      labels: 

        app: oracledb12c 

    spec: 

      containers: 

      - image: regsrv.brora.com:5000/ora12c 

        name: orcldb 

        ports: 

        - containerPort: 1521 

          name: orcldb 

        volumeMounts: 

        - name: data 

          mountPath: /ORCL 

      imagePullSecrets: 

        - name: oradocreg 

      securityContext: 

        runAsNonRoot: true 

        runAsUser: 54321 

        fsGroup: 54321 

      volumes: 

        - name: data 

          persistentVolumeClaim: 

            claimName: pvc-1 

Oracle 12cロード バランサー サービス ファイルは次のようになります。 

#3-service-Oracle12c.yaml 

apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

 name: oracledb12c 

spec: 

 type: LoadBalancer 

 selector: 

   app: oracledb12c 

 ports: 

   - name: client 

     protocol: TCP 

     port: 1521 

selector: 

   app: oracledb12c 

2. 永続ボリューム要求、Oracleポッドの導入、およびロード バランシング サービス用のyamlファイ

ルを作成します。 

# kubectl create -f 1-pvc.yaml 

# kubectl create -f 2-deployment-Oracle12c.yaml 

# kubectl create -f 3-service-Oracle12c.yaml 

3. 次のコマンドを使用して、Oracle 12cコンテナー データベースで作成された永続ボリュームとポッ

ドを確認します。 
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# kubectl get pv 

# kubectl get pvc 

# kubectl get pods -o wide 

# kubectl get deployments 

# kubectl get svc 

手順6：スナップショットを作成し、永続ボリュームを復元する  

手順5でPVCを作成した後で、これらのyamlファイルを使用してスナップショットを作成し、新しいポッドを

インストールした後でボリュームの復元を実行します。この手順の目的は、PowerFlexスナップショットと

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexを使用して、「ポイント イン タイム データベース」を作成すること

です。以下にバックアップされたスナップショットの永続ボリュームを作成するyamlファイルの例を示します。 

# 

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1alpha1 

kind: VolumeSnapshot 

metadata: 

  name: pvc-1-snap 

  namespace: default 

spec: 

  snapshotClassName: vxflexos-snapclass 

  source: 

    name: pvc-1 

    kind: PersistentVolumeClaim 

以下にバックアップされたスナップショットを復元するための永続ボリューム要求を作成するyamlファイルの

例を示します。 

# 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

metadata: 

  name: pvc-1-restore 

  namespace: default 

spec: 

  storageClassName: vxflexos 

  dataSource: 

    name: pvc-1-snap 

    kind: VolumeSnapshot 

    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io 

  accessModes: 

    - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

 

 

https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#persistentvolumeclaims
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手順7：データの永続性とスナップショットの復元を確認する  

この手順では、PowerFlexのスナップショット メカニズムを使用して、Oracle 19cデータベースのバックアッ

プを作成します。また、スナップショットの復元を使用して、新しく作成されたOracle 19cデータベースで

データ永続性を検証します。目的は、新しく作成されたポッド内の19cデータベースを簡単に復元できる

ことを示すことです。  

このセクションの手順に従って、ボリュームの作成、スナップショット、および復元を行うyamlファイルを作成

し、Oracle 19cを導入します。このユース ケースでは、永続性とスナップショットの復元を示すために、次

の表に示すyamlファイルを使用します。 

表8. yamlファイル  

yamlファイル 説明 

1-initial-19c-

deployment.yaml 
永続ボリュームとOracle 19cの導入およびサービスを作成します。 

2-snap1-

pvc19c.yaml 
手順1で作成されたPVCのスナップショットを作成します。 

3-restore1-19c-

deployment.yaml 
手順2で作成したスナップショットからPVCを作成し、次にOracle 19cの導入と

サービスを作成します。 

4-snap2-

pvc19c.yaml 
手順1で作成されたPVCの別のスナップショットを作成します。 

5-restore2-19c-

deployment.yaml 
手順4で作成したスナップショットからPVCを作成し、次にOracle 19cの導入と

サービスを作成します。 

 

永続性とスナップショットの復元を確認するには、次の手順に従います。 

1. Yamlファイル1-initial-19c-deployment.yamlを使用して、Oracle 19cポッドを作

成します。このコマンドは、最初に永続ボリュームを作成し、次にOracle 19cの導入およびサー

ビスを作成します。次に、新しい永続ボリュームをOracle 19cコンテナーにマウントします。  

# kubectl create -f 1-initial-19c-deployment.yaml 

a. Kubernetesダッシュボードで、PowerFlex GUIおよびOracle 19cポッドで新しく作成さ

れた永続ボリュームを確認します。 

b. Oracle SQL Developerを使用して、ロード バランサーから生成された外部IPアドレスを

使用して、このコンテナー データベースに接続します（このユース ケースでは、外部IPは

10.20.87.183です）。 

c. Oracle SQL Developerを使用して、テスト データをデータベースに追加します。  

d. ポッドにログインし、PowerFlexからOracle 19cコンテナーにマウントされているボリューム

を確認します。 

2. ファイル2-snap1-pvc19c.yamlを使用して、PVCの最初のスナップショットを取得します。 

# kubectl create -f 2-snap1-pvc19c.yaml 

a. PowerFlex GUIを使用して、新しく作成されたスナップショットを確認します。 
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b. Oracle SQL Developerを使用して、最初のOracle 19cデータベースにもう1行追加し

ます。 

 

図15. Oracle 19cデータベースへの行の追加 

3. スナップショットを使用して、Oracle 19cポッドを作成します。この手順では、スナップショットから

PVCを復元し、復元されたボリュームをマウントすることによって、Oracle 19cデータベースを

サービスとともに導入します。  

a. 3-restore1-19c-deployment.yamlファイルを使用して、Oracle 19cデータ

ベースを復元します。 

# kubectl delete -f 3-restore1-19c-deployment.yaml 

b. ポッドと復元されたPVCを確認します。  

# kubectl get pods -o wide 

c. Oracle SQL Developerを使用して、ロード バランサーから取得した外部IP

（10.230.87.184）を使用して、復元されたOracle 19cポッドに接続します。スナップ

ショットを取得する前に入力した最初の行を確認します。  

4. ファイル4-snap2-pvc19c.yamlを使用して、最初のPVCの2番目のスナップショットを取

得します。 

# kubectl create -f 4-snap2-pvc19c.yaml 

Oracle SQL Developerを使用して、最初のOracle 19cデータベースにもう1行追加します。

この時点で、最初の19cデータベースとそのすべての既存の行に加えて、1つの追加の行を含む

2つ目のスナップショットが作成されています。  

5. 2番目のスナップショットを使用して、Oracle 19cポッドを作成します。この手順では、2番目の

スナップショットからPVCを復元し、復元されたボリュームをマウントすることによって、Oracle 

19cデータベースをサービスとともに導入します。  

a. 5-restore2-19c-deployment.yamlファイルを使用して、Oracle 19cデータ

ベースを復元します。 
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# kubectl delete -f 5-restore2-19c-deployment.yaml 

b. ポッドと復元されたPVCを確認します。  

# kubectl get pods -o wide 

c. Oracle SQL Developerを使用して、ロード バランサーから取得した外部IP

（10.230.87.185）を使用して、復元された2番目Oracle 19cポッドに接続します。2

番目のスナップショットを取得する前に入力したすべての行を確認します。  

6. 前の手順でrestore2-19c-deployment.yamlファイルによって作成されたポッドを削

除することによって、ボリュームの永続性を表示します。最初のポッドを削除すると、既存のPVC

を使用して、ポッド自体と正確なデータが自動的に再作成されます。 

a. ポッドの名前を表示します。 

# kubectl get pods -o wide 

b. 最初のポッドを削除します。 

# kubectl delete pod pod_name 

c.  ポッドが削除されたら、同じPVCを持つ別のポッドが作成されたことを確認します。 

# kubectl get pods -o wide 

7. Oracle SQL Developerを使用して、元の環境と復元された環境の間でデータを比較しま

す。元のポッドでは、データは既存のデータと1つの追加の行で構成されていました。削除後の

環境では、新しいポッド内に作成されたOracle 19cデータベース内のデータは、元の環境の

ポッドと同じです。 

最後に、Kubernetesダッシュボードを使用して、すべてのポッド、導入、サービス、およびPVCを表示します。 

ユース ケース2のレビュー 

2番目のユース ケースでは、CSI Driver for Dell EMC PowerFlexと組み合わせてKubernetesを使用

することで、コンテナーとストレージのプロビジョニングと削除をシンプルにして自動化しました。このユース ケー

スでは、kubectlコマンドとともにyamlファイルを使用して、コンテナーとポッドを導入および削除しました。 

このユース ケースでは、複雑なスクリプト作成から簡単に移行できる方法、およびコマンド ラインを使用し

てコンテナー管理を高速化するセルフサービス モデルを実装する方法について説明しました。セルフサービ

ス モデルへの移行により、ボトルネックが解消することで開発者の生産性が向上します。これは、Docker

コンテナー環境が成長するにつれてますます重要になります。  

Kubernetesなどのコンテナー オーケストレーション システムを使用することは、データベース開発者にとっ

てのコンテナーの移行の次のステップです。コンテナー型アプリケーションの増加に伴って、オートメーション

が必要になります。これにより、開発者は、スクリプト作成に関連する複雑さを回避し、Google 

Kubernetes Engine（GKE）を使用して開発者の目標を達成できるようになります。CSIプラグインは

Kubernetesと統合されており、PowerFlexの機能を公開して、開発者が次の処理を実行できるように

します。 

• GitHubサイトから抽出したサンプル スキーマを含む、Oracleデータベースのスナップショットを取得

します。  

https://cloud.google.com/kubernetes-engine
https://cloud.google.com/kubernetes-engine
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• スナップショットを取得する前に変更された既存のOracleデータベースの作業を保護します。どのよう

な状態でも保護できます。CSI plug-in Driver for Dell EMC PowerFlexを使用して、

Kubernetesにインストールされるスナップショットを作成し、パーシステント ストレージを提供します。 

• コンテナーと接続されたストレージが削除された後でも、スナップショットを使用して、Oracle 19c

データベースを削除前の状態に復元できます。 

これが実現されるまで、このような手順では、従来、複数の役割（例えば開発者や、ストレージやデータ

ベースの管理者と連携する他の役割など）、およびより多くの時間が必要でした。KubernetesとCSIプ

ラグインを使用することで、開発者やその他のユーザーは、より少ない時間でより多くの作業を行えるよう

になり、複雑さも軽減されます。時間の節約により、コーディング プロジェクトをより迅速に完了できるよう

になり、開発者、ビジネス担当の従業員、お客様のすべてにメリットを提供できます。全体的に見て、2

番目のユース ケースの主なメリットは、手動で管理されたコンテナー環境から、より多くのストレージ機能

を備えたオーケストレーション システムへのトランスフォーメーションでした。  

CSIプラグイン：Dell EMCのその他のオプション  

PVCを使用してスナップショットを取得するのとは別に、Dell EMC plug-ins for the PowerFlexラックと

PowerFlexアプライアンスは、Kubernetesプラグイン空間でさまざまな機能を提供します。PowerFlex

ラックとPowerFlexアプライアンスは、PowerEdgeサーバーとPowerFlexを使用して、サーバー ベースの

SANを構築します。ローカル サーバーとストレージ リソースを組み合わせて、多様なパフォーマンス階層を

持つブロック ストレージの仮想プールを作成します。詳細については、「PowerFlex and VxFlex 

Ready Nodes for Kubernetes」を参照してください。PowerFlex統合ラックおよびPowerFlexアプライ

アンス用のCSIプラグインは、Docker Hubから入手できます。  

Dell EMCのCSIプラグインの詳細については、「Dell EMC Storage Automation and Developer 

Resources.」を参照してください。 

 

https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://hub.docker.com/r/dellemc/csi-vxflexos
https://www.dellemc.com/en-us/storage/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
https://www.dellemc.com/en-us/storage/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
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サマリー ステートメント 

革新はトランスフォーメーションを促進します。DockerコンテナーとKubernetesの場合、主なメリットは、

迅速なアプリケーション導入サービスへの移行です。Oracleおよびその他の多くの企業が、コンテナーを採

用し、Oracle 12cデータベースなどのアプリケーションのイメージを提供しています。それらは、数日で導入

し、数秒でインスタンス化できます。インストールやその他の繰り返しのタスクは、パッケージ化されたアプリ

ケーションに置き換えられ、これにより開発者はデータベースの作業を迅速に行うことができるようになりま

す。DockerとKubernetesの使いやすさと、パーシステント ストレージの迅速なプロビジョニングの組み合

わせによって、待ち時間が解消することで開発の変革が実現し、開発者は思いついたことをすぐに実行で

きるようになります。Dockerコンテナーは、Oracle DBAのワークロードも軽減します。DBAは、本番デー

タベースのメンテナンスの実行と、開発およびテスト作業のために本番コピーを開発者に渡すことの両方に

ついて同時に注意する必要がなくなります。 

ユース ケース1でのDockerコンテナーへの移行によって、開発者はメリットを得ましたが、ストレージのプロ

ビジョニングと接続は手動プロセスだったため、アプリケーション開発の全体的なスピードが低下しました。

手動によるストレージ プロビジョニングに関する課題には、多様性と速度という2つの部分があります。IT

部門がアプリケーション イメージを追加するたびに、多様性による管理とサポートの複雑さが増します。速

度は、アプリケーションのプロビジョニングの頻度であり、より効果的な選択肢のために増加する傾向があり

ます。速度の増加は成長を示す指標ですが、IT組織にオートメーションに対処するというプレッシャーがか

かります。  

2番目のトランスフォーメーションは、Kubernetesオーケストレーション システムとCSI Driver for Dell 

EMC PowerFlexの追加でした。Kubernetesは、コンテナーとパーシステント ストレージのプロビジョニン

グをシンプルにする豊富なユーザー インターフェイスを提供します。私たちのテストでは、Kubernetesと

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexを使用することで、開発者はコンテナー型アプリケーションとパー

システント ストレージをプロビジョニングできるようになりました。このソリューションは、ポイントアンドクリックの

シンプルさを特長とし、貴重な時間を解放して、ストレージ管理者がビジネス上重要なタスクに専念でき

るようにします。 

CSI Driver for Dell EMC PowerFlexで強化されたKubernetesは、PowerFlexストレージ ボリュー

ムをコンテナー型アプリケーションに接続して管理する機能を提供します。当社の開発者は使い慣れた

Kubernetesインターフェイスを使用して、Githubリポジトリー データベースから収集したOracleデータ

ベース スキーマのコピーを変更し、それをOracleデータベース コンテナーに接続しました。データベースを

変更した後、開発者は、PowerFlexのスナップショット機能を使用してすべての進捗を保護し、データ

ベースのpoint-in-time copyを作成します。  

DockerとKubernetesの組み合わせのインフラストラクチャへの移行により、Oracleデータベースのパッ

ケージ化と導入をより迅速な一貫性のある方法で行うことができます。2017年に、Oracleの開発者が

Oracle 12cデータベースをDockerストアで利用できるようにしました。DockerとKubernetesをサポート

するオープンソース コミュニティが基本的な作業の多くを行っています。手動またはスクリプトによるインス

トール手順は必須ではありません。カスタマイズのみが企業に任されています。Dell EMCは、企業向け

のPowerFlexとCSI Driver for Dell EMC PowerFlexによってストレージの価値を高め、アプリケーショ

ンのデリバリーを効率化しています。このホワイト ペーパーでは、アプリケーション開発のトランスフォーメー

ションを迅速に開始してこれらのメリットを実現できるようにすることを目的としています。デル・テクノロジー

ズは、Oracle 12cおよび19cデータベースを迅速に導入、開始、および使用できるように、コンテナー型ア

プリケーションを最適化するインフラストラクチャを構築する方法をお客様に提示し、それを提供することが

できます。 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git


 第 8章：参考資料 

 

61 Kubernetesによって管理される Docker コンテナーを使用した Oracle 

Dell EMC インフラストラクチャを使用したソフトウェア開発のユース ケース 

ホワイト ペーパー 

 

第8章 参考資料 

この章は、次のトピックで構成されています。 

デル・テクノロジーズ ドキュメント .............................................................................. 62 

Kubernetesのドキュメント ..................................................................................... 62 

Dockerのドキュメント ............................................................................................ 62 

Oracleのドキュメント ............................................................................................. 62 

VMwareドキュメント .............................................................................................. 62 

 

 

  



第 8章：参考資料  

 

62 Kubernetesによって管理される Docker コンテナーを使用した Oracle 

Dell EMC インフラストラクチャを使用したソフトウェア開発のユース ケース 

ホワイト ペーパー 

 

デル・テクノロジーズ ドキュメント 

• Dell.com/supportでは、お客様のニーズに焦点を合わせて、実証済みのサービスおよびサポート

を提供しています。  

• DellTechnologies.comのDell EMCテクニカル リソース センターでは、Dell EMC PowerFlex

ラック プラットフォームを適切にご利用いただくための専門知識を提供しています。  

• VxFlexデータ シート 

• CSI Driver for Dell EMC PowerFlex製品ガイド 

• 「Dell EMC PowerFlex Networking Best Practices and Design Considerations」ホワイ

ト ペーパー 

• CSI Driver for Dell EMC PowerFlex製品ガイド 

• VxRack FLEX and VxFlex Ready Nodes for Kubernetes 

Kubernetesのドキュメント 

次のKubernetesのドキュメントには、追加情報および関連情報が記載されています。 

• Kubernetesの概念 

Dockerのドキュメント 

次のDockerのドキュメントには、追加情報および関連情報が記載されています。 

• Docker Hub 

Oracleのドキュメント 

次のOracleのドキュメントには、追加情報および関連情報が記載されています。 

• Oracle 12c Database Administrator’s Guide 

• Oracle 19c Database Administration 

VMwareドキュメント 

次のVMwareのドキュメントには、追加情報および関連情報が記載されています。 

• Best Practices for Storage Container Provisioning 

 

http://www.dell.com/support
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/hyperconverged-infrastructure/vxflex.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/hyperconverged-infrastructure/vxflex.htm
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/converged-infrastructure/vxrack-flex-data-sheet.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/converged-infrastructure/vxrack-flex-data-sheet.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
https://hub.docker.com/
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/index.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/administration.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
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付録 A ソリューション アーキテクチャとコンポー

ネントの仕様 

この付録には、以下のトピックが含まれます。 

アーキテクチャ図 .................................................................................................... 64 

サーバー レイヤー ................................................................................................... 65 

ネットワーク層 ....................................................................................................... 66 
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ソフトウェア コンポーネント ....................................................................................... 68 
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アーキテクチャ図 

次の図は、システム アーキテクチャの設計を示しています。 

 

図16. ソリューションアーキテクチャ 

PowerFlexファミリーの製品では、組織がビジネスの目標とニーズに合わせてPowerFlexを利用すること

ができます。 

PowerFlexラックは、統合されたネットワーキングを備えたラックスケールの設計済みシステムであり、お客

様がモダン データ センターの拡張性と管理の要件を達成できるようにします。このターンキー システムで

は、企業は、従来のビジネス アプリケーションと新しいビジネス アプリケーションの両方を実行したり、クラウ

ド ネイティブ アプリケーションを導入したりできるインフラストラクチャ プラットフォームを構築ではなく購入す

ることで、コストとリスクを削減できます。 

PowerFlexラックは、管理された統合ネットワークにおいて、コンピューティングとハイパフォーマンスのスト

レージ リソースを組み合わせることで、柔軟性、弾力性、およびシンプルさを実現するように設計された、

拡張性に優れた予測可能なパフォーマンスと耐障害性を実現するソフトウェアデファインド ストレージ プ

ラットフォームです。統合されたネットワーキングを備えたラックスケール エンジニアド システムにより、お客

様はモダン データセンターの拡張性と管理に関する要件を満たすことができます。 

PowerFlexラックには、内蔵トップオブラック（ToR）スイッチ、アグリゲーション スイッチ、および帯域外

（OOB）管理スイッチがプリインストールされており、最適なネットワーク トラフィック フローを実現します。

PowerFlexは、外部ネットワークへの10/40 GbE IPアップリンク接続を提供するCisco Nexusアグリ

ゲーション スイッチを使用して設計されており、優れたパフォーマンスを実現します。多くの場合、ネットワー

クのボトルネックによって、HCIシステムの拡張性が制限される可能性があります。ラック内の10/25 GbE 

ToRスイッチは、これらの制限を解消し、将来の成長に向けた道筋を提供します。 
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PowerFlexアプライアンスは、完全に統合されたアプライアンスであり、お客様はモダン データ センターの

拡張性と管理要件を達成できます。このターンキー システムを使用すると、管理が容易な、目的に合わ

せて設計されたソリューションを使用することで、企業はコストと複雑さを軽減できます。PowerFlexで

は、従来のビジネス アプリケーションと新しいビジネス アプリケーションの両方を実行したり、クラウド ネイ

ティブ アプリケーションを導入したりできるインフラストラクチャ プラットフォームを構築ではなく購入すること

で、コストとリスクを削減できます。 

VxFlex Ready Nodesは、業界をリードするPowerEdgeサーバーと、拡張性と信頼性に優れ、高度

に構成可能な構築ブロックであるPowerFlexとの組み合わせをサポートします。お客様は、VxFlex 

Ready Nodesを2層モデルで、ストレージのみとして、またはHCI単層アーキテクチャのどれで導入する

かを選択できます。どの構成を選択した場合でも、VxFlex Ready Nodesは既存のインフラストラク

チャに適合できます。PowerFlex Managerは、VxFlex Ready Nodesの製品の一部としては利用で

きません。 

サーバー レイヤー 

サーバー レイヤー、2つの別々のサーバーのセットで構成されています。 

• PowerFlexコントローラー ノードとして使用される3台のPowerEdge R640サーバー 

• PowerFlexお客様ノードとして使用される4台のPowerEdge R640サーバー 

PowerEdge R640は、次の最大構成をサポートする1Uラック サーバーです。  

• 2つのインテル Xeonスケーラブル ファミリー プロセッサー  

• 最大1,536 GBのメモリーをサポートする24個のDIMMスロット 

• 2個のACまたはDC電源供給ユニット 

• 10 + 2台のSAS、SATA、またはニアラインSASハード ドライブまたはSSD 

PowerFlexクラスター コントローラー ノードのセットアップと構成の詳細については、「Dell EMC 

PowerFlex: Networking Best Practices and Design Considerations」のホワイト ペーパーを参照

してください。 

次の表に、PowerEdge R640の構成の詳細を示します。R640サーバーのリソースの上限は高くなって

いますが、これらの構成は、コンテナー型Oracleデータベース インスタンスのメリットを示す機能設計を十

分サポートできます。 

次の表は、3台のPowerFlexコントローラー ノードのR640サーバー構成の詳細を示しています。   

表9. PowerEdge R640サーバーの構成 

コンポーネント  詳細 

シャーシ 1 CPU構成  

メモリー 6 x DDR4デュアル ランク32 GB（2666 MHz） 

プロセッサー 1 x インテル Xeon Gold 6230 CPU（2.10 GHz、16c） 

rNDC インテル2P X710/2P I350 rNDC 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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コンポーネント  詳細 

アドオンNIC インテル10 GbE 2P X710アダプターおよびインテルEthernet 10G 2P X550-tアダプ

ター 

電源装置 2 x Dell 900 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

物理ディスク 5 x 1.7 TB SAS SSD（ストレージ用） 

 

次の表は、4台のPowerFlexお客様ノードのR640サーバー構成の詳細を示しています。   

表10. PowerEdge R640サーバーの構成 

コンポーネント  詳細 

シャーシ 2 CPU構成 

メモリー 12 x DDR4デュアル ランク32 GB（2666 MHz） 

プロセッサー 2 x インテル Xeon Platinum 8268 CPU（2.70 GHz、24C） 

rNDC インテル2P X710/2P I350 rNDC 

アドオンNIC 2 x MLNX 25 GbE 2P ConnectX4LXアダプター 

電源装置 2 x Dell 1,260 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

物理ディスク 2 x 224 GB SATA SSD（起動ディスク用） 

5 x 1.7 TB SAS SSD（ストレージ用） 

ネットワーク層 

ネットワーク層は次の要素で構成されます。 

• 2台のCisco 93180YC-EX 1/10/25 GbEネットワーク スイッチ-VxFlexクラスターのデータ接続

を提供します。  

• 2台のCisco 3172TQ 1/10 GbEネットワーク スイッチ—VxFlexクラスターのOOB管理ネット

ワークへの接続を提供します。 

• 各キャビネットには、冗長アクセス スイッチ（Cisco 93180YC-EX）が搭載されています。1つ目

のキャビネットには、1組のアグリゲーション スイッチが搭載され、アクセス/アグリゲーション ネットワー

ク トポロジーで構成されています。複数のキャビネットが存在する場合、アグリゲーション スイッチは

他のキャビネットに搭載されるか、分散される可能性があります。 

VMware vSphere分散スイッチ（VDS）は、PowerFlexラックでの仮想ネットワークの管理を可能にし

ます。VDSには複数のポート グループが含まれています。各ポート グループは、ネットワーク ラベルと関連

するVLANで識別されます。次の図に示すように、各ノードは、物理アダプターまたはvmnicsをVDSアッ

プリンクに提供します。  
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図17. PowerFlexラックでの仮想ネットワーキング 

ハイパーコンバージド ノードの場合、PowerFlexラック データ ネットワークごとに個別の仮想スイッチが使
用されます。データ トラフィックを伝送するポートは、仮想ポート チャネルを使用して集約されませんが、シ
ンプルなアクセス ポートとして構成されます。PowerFlexソフトウェアでは、2つのネットワークを冗長的に
使用します。他のすべての通信は、他のすべてのVLANを処理する別の仮想スイッチを介して行われま
す。この仮想スイッチには、お客様のVLAN（ここには表示されません）も追加されます。ストレージのみ
のノードは同様の構成を備えていますが、仮想スイッチは使用しません。PowerFlexラック データ ネット
ワークには2つのポートが使用され、PowerFlex管理ネットワークには1組のポートが使用されます。ハイ
パーコンバージド ノードと同様、2つのPowerFlexラック ポートは非集約アクセス ポートであり、2つの管
理ポートは結合インターフェイスとして構成されます。これらのポートのスイッチ接続は、仮想ポート チャネ
ルの一部です。VMwareとお客様のVLANは、ストレージのみのノードには追加されません。 

Dell EMC PowerFlex用CSIプラグイン 

パーシステント ストレージの課題を解決するために、Dell EMC PowerFlexストレージ クラスター用の
Dell EMC CSIプラグインでは、Kubernetesクラスター内のコンテナー型アプリケーションでブロック スト
レージを使用できるようにしています。V CSIプラグインは、Kubernetes CSI仕様を実装し、組織が、開
発と本番の両方の規模で、コンテナーベースのアプリケーション用のパーシステント ストレージをオンプレミ
スで提供できるようにします。 

詳細については、CSI Driver for Dell EMC PowerFlex製品ガイドを参照してください。 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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ソフトウェア コンポーネント 

表11. ソフトウェア コンポーネントと詳細 

コンポーネント名 詳細 

PowerFlex 3.0.1000.208 

VMware vCenterおよびESXi 6.7 u3 

オペレーティングシステムのバージョン Oracle Linux 7.6-Mapio、カーネル：4.14.35-

1818.3.3.el7uek 

Docker 18.09.6 Enterprise Edition 

Kubernetes 1.14.9 

ポッド ネットワーク  Calico 0.11.0-amd64 

MetalLB（ロード バランサー） 0.7.3 

Oracle Database Enterprise  Oracle 12c、Oracle 19c 

Helm 2.16.0 

CSIプラグイン PowerFlex CSIプラグイン1.1.3 
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付録 B データベース分析ワークロードのスケー

ルアップ 

この付録には、以下のトピックが含まれます。 

インテル Optane DCパーシステント メモリーを使用したDB分析ワークロードのスケール

アップ ................................................................................................................... 70 
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インテル Optane DCパーシステント メモリーを使用したDB分析ワークロード

のスケールアップ  

インテル Optane DCパーシステント メモリーを使用して、Oracleデータベース内の大量のデータベース分

析ワークロードをスケールアップします。  Oracleのインメモリー データベースまたは分析量の多いワーク

ロードを使用する場合は特に、500 GB DRAMを超えるユース ケースのスケールアップが調査領域に含

まれる可能性があります。メモリー密度を向上させることで、Oracleワークロード全体をメモリー内に配置

できると、パフォーマンスが大幅に向上します。このパフォーマンスの向上は、Oracle Open World 2019

で実証されています。詳細については、次のURLを参照してください。  

• 「Database In-Memory on Intel Optane DC Persistent Memory」ビデオ 

• 「Delivering Enterprise Value Through Trailblazing Innovations with Oracle: Oracle 

OpenWorld 2019」ビデオ  

次の表に示す構成は、インテル Optane DCパーシステント メモリーを使用した推奨構成です。Optane 

DCパーシステント メモリーはメモリー モードとして構成されており、Oracleソフトウェアの変更は必要あり

ません。 

表12. 1 CPU構成のコンポーネントと詳細 

コンポーネント  詳細 

シャーシ  1 CPU構成 

メモリー  

 

6 x DDR4デュアル ランク16 GB（2666 MHz） 

4 x インテル Optane PMem 128 GB（2666 MHz） 

プロセッサー  1 x インテル Xeon Gold 6230 CPU（2.10 GHz、16C） 

 

表13. 2 CPU構成のコンポーネントと詳細 

コンポーネント  詳細 

シャーシ  2 CPU構成 

メモリー  

 

12 x DDR4デュアル ランク16 GB（2666 MHz） 

4 x インテル Optane PMem 128 GB（2666 MHz） 

プロセッサー  2 x インテル Xeon Platinum 8268 CPU（2.70 GHz、24C） 

 

 

 

file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/Database%20In-Memory%20on%20Intel%20Optane%20DC%20Persistent%20Memory
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/Delivering%20Enterprise%20Value%20Through%20Trailblazing%20Innovations%20with%20Oracle:%20Oracle%20OpenWorld%202019
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/Delivering%20Enterprise%20Value%20Through%20Trailblazing%20Innovations%20with%20Oracle:%20Oracle%20OpenWorld%202019

