
Kubernetesクラスタの管理

Cisco Container PlatformのWebインターフェイスでは Kubernetesダッシュボードを使用して
Kubernetesクラスタを管理することができます。Kubernetesダッシュボードを設定すると、認
可されたKubernetesクラスタにアプリケーションを展開し、アプリケーションとクラスタ自体
を管理できます。

この章は、次の内容で構成されています。

•クラスタにアクセスするための Kubernetesダッシュボードのセットアップ（1ページ）
•クラスタ導入環境の健全性のモニタリング（3ページ）
•クラスタ導入環境からのログのモニタリング（4ページ）

クラスタにアクセスするための Kubernetesダッシュボー
ドのセットアップ

Kubernetesダッシュボードをセットアップするステップは、クラスタの作成に使用した方法に
よって異なります。

ここでは、次の内容について説明します。

vSphereオンプレミスクラスタ用の Kubernetesダッシュボードのセッ
トアップ

vSphereオンプレミスクラスタの場合は、Kubeconfigファイルまたは Kubernetesデフォルト
トークンを使用して Kubernetesダッシュボードにアクセスできます。デフォルトトークンを
使用するステップは、「オンプレミスAWSIAMが有効になっている場合のクラスタのKubernetes
ダッシュボードのセットアップ」で説明したステップと同じです。

Kubeconfigファイルを使用して、Kubernetesダッシュボードを設定するには、次のステップを
実行します。
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ステップ 1 Kubernetesクラスタへのアクセスを提供するKubeconfigファイルをダウンロードするには、CiscoContainer
PlatformのWebインターフェイスで次のステップを実行します。

a) 左側のペインで、[Clusters]をクリックします。
b) [ACTIONS]列の下に表示されるドロップダウンリストで、[Download Token]を選択して vSphereクラ
スタの Kubeconfigファイルを取得します。

Kubeconfigファイルがローカルシステムにダウンロードされます。

ステップ 2 Kubernetesダッシュボードのアクセスを設定するには、Kubernetesダッシュボードで次の手順を実行しま
す。

a) [Kubeconfig]ラジオボタンをクリックします。
b) ステップ 1-bで取得した Kubeconfigファイルを選択します。

オンプレミスAWSIAMが有効になっている場合のKubernetesダッシュ
ボードのセットアップ

IAMを有効にしたオンプレミス AWSクラスタの場合は、Kubernetesのデフォルトのトークン
を使用してのみ、Kubernetesダッシュボードにアクセスできます。

ステップ 1 Kubernetesクラスタへのアクセスを提供するKubeconfigファイルをダウンロードするには、CiscoContainer
PlatformのWebインターフェイスで次のステップを実行します。

a) 左側のペインで、[Clusters]をクリックします。
b) [ACTIONS]列の下に表示されるドロップダウンリストで、[Download Token]を選択してオンプレミス

AWSクラスタの Kubeconfigファイルを取得します。

Kubeconfigファイルがローカルシステムにダウンロードされます。

ステップ 2 Kubernetesのデフォルトのトークンを取得するには、kubectlユーティリティで次の手順を実行します。

a) kube-system名前空間に Kubernetesの秘密をリストします。
kubectl get secrets -n kube-system

b) 次の形式を持つ秘密を検索します。
default-token-XXXXX

c) デフォルトのトークンを取得します。
kubectl describe secret default-token-XXXXX -n kube-system

ステップ 3 Kubernetesダッシュボードのアクセスを設定するには、Kubernetesダッシュボードで次の手順を実行しま
す。

a) [Token]オプションボタンをクリックします。
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b) [Enter token]フィールドに、ステップ 2-cで取得した Kubernetesのデフォルトのトークンを入力しま
す。

AWS EKSクラスタ用の Kubernetesダッシュボードのセットアップ

ステップ 1 AWS EKSクラスタへのアクセスを提供する Kubeconfigファイルをダウンロードするには、Cisco Container
PlatformのWebインターフェイスで次のステップを実行します。

a) 左側のペインで、[Clusters]をクリックします。
b) [ACTIONS]列の下に表示されるドロップダウンリストで、[Download Token]を選択して AWS EKSク
ラスタの Kubeconfigファイルを取得します。

Kubeconfigファイルがローカルシステムにダウンロードされます。

ステップ 2 Kubernetesダッシュボードのアクセスを設定するには、「Dashboard Tutorial」ページで説明されている手
順を実行します。

クラスタ導入環境の健全性のモニタリング
クラスタ導入環境の健全性を継続的に監視し、障害の早期検出の可能性を向上させ、クラスタ

障害によって多大な影響を受けないようにすることをお勧めします。

Cisco Container Platformは、Kubernetesが作成された時点でモニタリングサービスとロギング
サービスを自動的に開始するように設定された PrometheusとGrafanaとともに導入されます。

Prometheusはオープンソースシステムのモニタリング/アラーティングツールキットで、Grafana
はオープンソースメトリック分析/可視化スイートです。

Prometheusはクラスタの導入環境からデータを収集し、Grafanaは収集されたデータを表示す
るための汎用ダッシュボードを提供します。Grafanaは、カスタム化に優れ、ユーザフレンド
リな監視用のダッシュボードを提供します。

管理者ロールを持つユーザはすべてのクラスタの導入環境を表示できますが、ユーザロールを

持つユーザは、そのユーザが表示する権限を持っているクラスタのみを表示できます。

（注）

ステップ 1 sshを使用して Kubernetesクラスタのマスターノードにアクセスします。
ssh -l <username> <IP address of master node>

Kubernetesクラスタを作成した後、必要なサービスが開始されるまでに数分かかる場合がありま
す。sshクラスタが失敗した場合は、数分経ってからもう一度実行することをお勧めします。

（注）
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https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/dashboard-tutorial.html
https://github.com/prometheus
http://docs.grafana.org/features/datasources/prometheus/


ステップ 2 Grafanaにアクセスする次のステップ順を実行します。
export INGRESS_IP=$(kubectl get svc nginx-ingress-controller -o=jsonpath='{.spec.loadBalancerIP}')
export GRAFANA_USER=$(kubectl get secret ccp-monitor-grafana -o=jsonpath='{.data.admin-user}' |
base64 -d)
export GRAFANA_PASSWORD=$(kubectl get secret ccp-monitor-grafana -o=jsonpath='{.data.admin-password}'
| base64 -d)
echo "Login to Grafana at http://${INGRESS_IP}/grafana as user ${GRAFANA_USER} with password
${GRAFANA_PASSWORD}" && unset GRAFANA_PASSWORD GRAFANA_USER

元のログインクレデンシャルを変更するか、または保持することが重要です。これは、将来アッ

プグレードしたときに Grafanaログインの初期化に使用した秘密が損失したり、または変更され
る場合があるためです。

（注）

ステップ 3 Prometheusをデータソースとして追加し、クラスタ導入環境の健全性を監視するように Grafanaダッシュ
ボードを設定します。

複数の Prometheusインスタンスのモニタリングの例
複数のPrometheusインスタンスを監視するには、Prometheusを入力リソースとして公開し、別
のクラスタで実行している Grafanaインスタンスからアクセスできるようにします。

次に、ハーバーがインストールされていない場合にのみ有効な例を示します。（注）

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
annotations:

kubernetes.io/ingress.class: nginx
nginx.ingress.kubernetes.io/add-base-url: "true"
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /

name: ccp-monitor-prometheus-server
namespace: ccp
spec:
rules:
- http:

paths:
- backend:

serviceName: ccp-monitor-prometheus-server
servicePort: 9090
path: /

Promethusが外部のクラスタからアクセスできるようになると、そのクラスタをGrafanaの新し
いデータソースとして追加できます。

クラスタ導入環境からのログのモニタリング
Elasticsearch、Fluentd、および Kibana（EFK）のスタックを使用すると、トラブルシューティ
ングやコンプライアンスを目的として、一元管理されたアプリケーションからログを収集およ
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https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/#the-ingress-resource


び管理することができます。これらのコンポーネントは Cisco Container Platformをインストー
ルするときに自動的にインストールされます。

Fluentdはオープンソースのデータコレクタです。バックエンドとして機能し、ログデータを
収集して Elasticsearchに転送します。

KibanaはElasticsearchと連動するように設計されたオープンソースの分析および可視化を実行
するプラットフォームです。集約データを使用して、優れた可視化を実現し、ダッシュボード

を作成することができます。

管理者ロールを持つユーザはすべてのログを表示できますが、ユーザロールのユーザは、ユー

ザが表示権限を持つクラスタのログしか表示できません。

（注）

ここでは、次の内容について説明します。

Kibanaを使用した EFKログの表示（テナントクラスタ）

始める前に

Kubectlユーティリティがインストールされていることを確認します。

ステップ 1 表示するログのクラスタの Kubeconfigファイルをダウンロードするには、Kubeconfigファイルのダウン
ロードを参照してください。

ステップ 2 ダウンロードした Kubeconfigファイルの内容をコピーするには、次の手順を実行します。

•ローカルホスト ~/.kube/config

•ローカルファイルとエクスポート KUBECONFIG = <ダウンロードした Kubeconfigファイル>

ステップ 3 kubectlを使用してクラスタの外部から Kibanaにアクセスするためのポート転送を作成します。

a) ポッドを決定します。
kubectl -n ccp get pods

例

ccp-efk-kibana-6d7c97575c-9qxbf

b) ポート転送を開きます。

例

kubectl port-forward -n ccp ccp-efk-kibana-6d7c97575c-9qxbf 5601:5601

ステップ 4 Kibana UIにアクセスし、Webブラウザを使用して、ターゲットテナントクラスタからデータを表示しま
す。

http://localhost:5601/app/kibana
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CCP-User-Guide-3-0-0_chapter9.pdf#nameddest=unique_74
CCP-User-Guide-3-0-0_chapter9.pdf#nameddest=unique_74


Kibana UIのカスタマイズの詳細については、Kibanaの最新のドキュメントを参照してください。

Kibanaを使用したEFKログの表示（コントロールプレーンクラスタ）

始める前に

Kubectlユーティリティがインストールされていることを確認します。

ステップ 1 sshを使用して Kubernetesクラスタのマスターノードにアクセスします。
ssh ccpuser@control plane master node
sudo cat /etc/kubernetes/admin.conf

ステップ 2 ダウンロードした Kubeconfigファイルの内容をコピーするには、次の手順を実行します。

•ローカルホスト ~/.kube/config

•ローカルファイルとエクスポート KUBECONFIG = <Kubeconfigローカルファイルの完全パス>

Kubeconfigの設定の詳細については、「複数クラスタへのアクセスの設定」を参照してください。

ステップ 3 kubectlを使用してクラスタの外部から Kibanaにアクセスするためのポート転送を作成します。

a) ポッドを決定します。
kubectl get pods

例

ccp-efk-kibana-6d7c97575c-9qxbf

b) ポート転送を開きます。

例

kubectl port-forward ccp-efk-kibana-6d7c97575c-9qxbf 5601:5601

ステップ 4 Kibana UIにアクセスし、Webブラウザを使用して、ターゲットテナントクラスタからデータを表示しま
す。

http://localhost:5601/app/kibana

Kibana UIのカスタマイズの詳細については、Kibanaの最新のドキュメントを参照してください。

外部 Elasticsearchサーバへのログの転送
外部 Elasticsearchサーバへのログの転送を設定するには、次の Curlコマンドを使用します。

ステップ 1 Curlクライアントがインストールされている端末を開きます。

ステップ 2 Cisco Container Platformログインクレデンシャルを設定します。
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Kibanaを使用した EFKログの表示（コントロールプレーンクラスタ）

https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/introduction.html
https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/configure-access-multiple-clusters/
https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/introduction.html


export MGMT_HOST=https://<Cisco Container Platform IP address>:<Port>
export CCP_USER=<Username>
export CCP_PASSPHRASE=<Passphrase>

ステップ 3 Cisco Container Platformにログインし、cookies.txtローカルファイルに将来要求を実行するためにセッショ
ン Cookieを保存します。
curl -k -j -c cookies.txt -X POST -H "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded" -d
"username=$CCP_USER&password=$CCP_PASSWORD" $MGMT_HOST/2/system/login/

ステップ 4 クラスタ名のリストを取得します。

curl -s -k -b cookies.txt -H "Content-Type: application/json"
$MGMT_HOST/2/clusters/ | jq -r '.[].name'

ステップ 5 作業しているクラスタに CLUSTER_NAME環境変数を設定します。
export CLUSTER_NAME="<A cluster name from Step 2>"

ステップ 6 クラスタの UUIDを設定します。
export CLUSTER_UUID=$(curl -s -k -b cookies.txt -H "Content-Type: application/json"
$MGMT_HOST/2/clusters/$CLUSTER_NAME | jq -r '.uuid')

ステップ 7 Elasticsearchサーバの IPアドレスとポート番号を設定します。
export EFK_SERVER=<IP address of Elasticsearch server>
export EFK_PORT=<Port number of Elasticsearch server>

ステップ 8 Helmチャートをインストールし、カスタム Elasticsearchサーバを設定します。
curl -s -k -b cookies.txt -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept:
application/json' -d '{"chart_url": "/opt/ccp/charts/ccp-agent.tgz", "name": "ccpagent", "options":

"ccp-efk.localLogForwarding.enabled=False,ccp-efk.localLogForwarding.elasticsearchHost='$EFK_SERVER',ccp-efk.localLogForwarding.elasticsearchPort='EFK_PORT'"}'
$MGMT_HOST/2/clusters/$CLUSTER_UUID/helmcharts
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