
サービスとネットワーキング

この章は、次の内容で構成されています。

• NGINXを使用した Kubernetesサービスのロードバランシング（1ページ）
• L7入力（1ページ）
• L4入力（4ページ）
•入力 CA （5ページ）
•ネットワークポリシー（7ページ）
•ロードバランササービス（7ページ）

NGINXを使用したKubernetesサービスのロードバランシ
ング

Cisco Container Platformは NGINXを使用して、高度なレイヤ 7ロードバランシングソリュー
ションを提供します。NGINXは多数の要求を処理すると同時に Kubernetesコンテナ上で実行
することができます。

NGINXロードバランサは、Kubernetesクラスタ作成の一貫として自動的にプロビジョニング
されます。各Kubernetesクラスタは、1つの L7 NGINXロードバランサによりプロビジョニン
グされます。仮想 IPアドレスを使用してロードバランサにアクセスできます。ロードバラン
サを検出するには、kubectl get svc -n ccpコマンドを実行します。

NGINXロードバランサを使用するには、入力リソースを作成する必要があります。入力は、
HTTPロードバランシングルールを定義して着信接続を許可し、クラスタサービスに到達で
きるようにするKubernetesオブジェクトです。入力を設定し、サービスに外部URLを作成し、
トラフィックロードのバランスを取り、SSLを終了し、名前ベースの仮想ホスティングを提供
するなどを行うことができます。

L7入力
Cisco Container Platformは次のタイプの L7入力をサポートしています。
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•シンプルなファンアウト

HTTPを使用してWebサイトにアクセスできるようにします。

例

cafe.test.com -> 10.1.1.1 -> /tea tea-svc:80
/coffee coffee-svc:80

このタイプの入力の場合は、入力ルールを定義する yamlファイルを作成する必要があり
ます。

yamlのサンプルファイル
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
name: cafe-ingress
spec:
rules:
-host: cafe.test.com
http:

paths:
-path:/
backend:
serviceName: tea-svc
servicePort: 80
-path:/
backend:
serviceName: tea-svc
servicePort: 80

• SSL終了によるシンプルなファンアウト

HTTPSを使用してWebサイトにアクセスできるようにします。

例

https://cafe.test.com -> 10.1.1.1 -> /tea tea-svc:80
/coffee coffee-svc:80

このタイプの入力の場合は、次の yamlファイルを作成する必要があります。

•秘密を定義する yamlファイル

yamlのサンプルファイル
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: cafe-secret

type: Opaque
data:
tls.crt: base64 encoded cert
tls.key: base64 encoded key

•入力ルールを定義する yamlファイル

yamlのサンプルファイル
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
name: cafe-ingress

spec:
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tls:
-hosts:
-cafe.test.com
secretName: cafe-secret
rules:
-host: cafe.example.com
http:
paths:
-path:/
backend:
serviceName: tea-svc
sevicePort: 80

-path:/
backend:
serviceName: coffee-svc
servicePort: 80

•名前ベースの仮想ホスト

複数のホスト名を使用してWebサイトにアクセスできるようにします。

例

tea.test.com --| |-> tea.test.com s1:80
|10.1.1.1 |

coffee.test.com --| |-> coffee.test.com s2:80

このタイプの入力の場合は、入力ルールを定義する yamlファイルを作成する必要があり
ます。

yamlのサンプルファイル
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata
name: cafe-ingress
spec:
rules:
-host: tea.test.com
http:

paths:
-path:/
backend:
serviceName: tea-svc
servicePort: 80

-host: coffee.test.com
http:
paths:
-path:/
backend:
serviceName: coffee-svc
servicePort: 80

このトピックに示されている yamlファイルは次のリンクからダウンロードできます。

https://github.com/nginxinc/kubernetes-ingress/tree/master/examples/complete-example

（注）

入力を実装するサンプルシナリオについては、入力を使用したカフェアプリケーションの導

入を参照してください。
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L4入力
NGINXは L4 TCPと UDPの入力ロードバランシングをサポートしています。L7サポートの
場合のように入力リソースではなく、TCPまたはUDPサービスマッピングを含むNGINXHelm
チャートを使用します。

L4のロードバランシングの設定

NGINXは TCPまたは UDP L4のロードバランシングのいずれかをサポートします。両方を同
時にサポートすることはできません。

（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）

ステップ 2 現在の Helm設定値を取得します。
helm get values --all nginx-ingress > l4.yaml

ステップ 3 l4.yamlファイルを編集します。

l4.yamlファイル内の tcpまたは udpを検索し、L4サービスを追加できます。

次に、ポート 3333を使用する tcp-test-svc TCPサービスを追加する例を示します。
tcp:

"9000": default/tcp-test-svc:3333

次に、ポート 5005を使用する udp-test-svc UDPサービスを追加する例を示します。
udp:

"9001": default/udp-test-svc:5005

ステップ 4 L4サービスマッピングを使用して NGINX Helmチャートを更新します。
helm upgrade --install nginx-ingress /opt/ccp/charts/nginx-ingress.tgz -f l4.yaml

新しい設定を有効にする NGINX入力コントローラポッドを再起動する必要があります。（注）

ステップ 5 入力がポートを正常にマッピングしたことを確認します。

kubectl get services -o wide -w nginx-ingress-controller
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入力 CA
Cisco Container Platformはデフォルトで L7入力サービスを作成し、クラスタ導入環境の健全性
のモニタリング、クラスタ導入環境からのログのモニタリング、および Kubernetesダッシュ
ボードのセットアップをサポートします。これらのすべてのサービスは TLSを有効にして公
開され、入力コントローラのサーバ証明書への署名に使用された認証局（CA）がクラスタベー
スで自己署名されます。

SSL警告をトリガーすることなくサービスに到達するには、Cisco Container Platform入力（優
先）の背後にあるサービスとやり取りするアプリケーションの一部としてCAを追加するか、
またはシステムの信頼できる CAリストに CAを追加するかのいずれかを実行できます。次の
項では、CA証明書を取得する方法について説明します。

ステップ 1 「Kubernetesダッシュボードのセットアップ」の項で説明したようにブラウザからKubernetesダッシュボー
ドにログインし、kubeconfigファイルをダウンロードした後、それを使用して Kubernetesダッシュボード
にログインします。

ステップ 2 右側のペインで、[Namespace]の下にあるドロップダウンボックスをクリックし、[ccp]名前空間をクリッ
クします。

図 1 : Kubernetesダッシュボード

ステップ 3 [Secrets]タブをクリックします。
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[Secrets]ペインが表示されます。

図 2 : [Secrets]ペイン

ステップ 4 ccp-ingress-tls-caの秘密を開き、 tls.crtのデータを見つけます。

ステップ 5 [Eye]アイコンをクリックして tls.crtの詳細を表示します。

図 3 : tls.crtの詳細が表示された [Secrets]ペイン

サービスとネットワーキング

6

サービスとネットワーキング

入力 CA



CAデータをファイルに保存して、入力サービスにクライアントが接続しようとしているときに使用できま
す。

次に、curlを使用し、保存された CA証明書を使用してダッシュボードを表示する例を示します。
curl --cacert ./ca.crt -I https://10.10.99.185/dashboard
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.13.12
Date: Mon, 30 Jul 2018 19:08:11 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: no-store
Strict-Transport-Security: max-age=15724800; includeSubDomains

ネットワークポリシー
Cisco Container Platformは Kubernetesのネットワークポリシーをサポートしています。ネット
ワークポリシーは、基盤となっているコンテナネットワークプラグインには依存しません。

ロードバランササービス
Cisco Container Platformはテナントクラスタ上のロードバランササービスをサポートしていま
す。

テナントクラスタの作成中に、使用する VIPプールからテナントクラスタに割り当てるロー
ドバランサの IPアドレスの数を選択する必要があります。

要求されたロードバランサの IPアドレスの数がプールで使用可能な IPアドレスを超えている
い場合は、クラスタの作成操作が失敗します。

（注）

詳細については、vSphereオンプレミスクラスタでの Kubernetesクラスタの作成を参照してく
ださい。

テナントクラスタのロードバランサ IPアドレスが割り当てられると、外部から到達可能な
ロードバランサ IPアドレスがロードバランササービスを提供するために自動的にプロビジョ
ニングされます。

次に、LoadBalancerタイプのサービスを作成するコードの例を示します。
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:

name: frontend
labels:

app: guestbook
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tier: frontend
type: LoadBalancer

[Edit Cluster]画面で、使用可能なロードバランサの IPアドレスの数を更新することができま
す。割り当てられたロードバランサの IPアドレスの数を更新するには、使用されるアドレス
の数を認識しておく必要があります。

次に例を示します。

現在のテナントに 5つのロードバランサの IPアドレスが割り当てられていると仮定します。
ロードバランスが取れた 3つのサービスが実行されている場合は、ロードバランサの IPアド
レスの数を 3つ以下に減らすことができません。これらの IPアドレスをすでに使用している
サービスがあるためです。

テナントクラスタを削除すると、割り当てられたロードバランサの IPアドレスはVIPプール
に戻されます。

（注）
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