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[ Google Cloud Anthos Day ]
GKE On-Prem 改め、Anthos GKE deployed on 
on-prem(??) の Ingress の動作について
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はじめに. 自己紹介
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"名前":
"桑山 純弥"

"所属":
"NTT Ltd. Group"

"仕事":
"GCPの色々"

"好きな GCP プロダクト":
- "Anthos GKE deployed on-prem"
- "Cloud Run for Anthos deployed on VMware"
- "Anthos Service Mesh on premises"
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そもそも Ingress とは??
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　Ingress は L7 のロードバランサー機能 を提供する kubernetes リソースです.
kubernetes のデフォルトのコントローラ群には、Ingress を提供する Ingress 
Controller が存在しません。そのため、kubernetes を利用する前に何が利用さ
れるかを確認することが多いでしょう。

Ingress Controller

Istio
GKE On-Prem で使われる 

Ingress Controller

GLBC
通常の GKE で利用される

Ingress Controller

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers/
https://istio.io/docs/tasks/traffic-management/ingress/
https://github.com/kubernetes/ingress-gce
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Network の全体像.
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　オフィシャルドキュメント から. この図に記載はありませんが、Istio の 

Gateway (以下 Istio Gateway と記載) が動作します。※ ワークロードとして

は Deployment として存在

L4 のロードバランサー

L7 のロードバランサー

シングルIP で動作. 
クラスタ作成時に指定するIP
を利用する.

F5 にリーチャブルなIPで動作.
IP の Pool は ユーザで管理した
ものから使うようにする.

https://cloud.google.com/gke-on-prem/docs/concepts/networking
https://istio.io/docs/reference/config/networking/gateway/
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GKE On-Prem の L7 の全体像

5

　Istio のリソースとしては、Istio Gateway と Pilot が作成され、データプレー

ンとしては、Istio Gateway 経由でトラフィックルーティングが行われ、

コントロールプレーンとして、Pilot 経由で設定情報が流通されます。

L4 LB
(F5 BIG-IP)

k8s-bigip-
controler

Istio Gateway

Application
(Pod)

Pilot

Application
(Pod)

Application
(Pod)

VIP

Istio Gateway

virtual
host

virtual 
host

Cluster

Client

Client

Call xyz.com
To   1.1.1.1

Call abc.com
To   1.1.1.1

Cluster

Cluster
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ClusterIP

Apps
(Deploy)

GKE On-Prem の L7 の経路
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　Ingress 向けの通信は一度、Ingress Gateway でリバースプロキシされて、

Cluster IP 経由で対象の Application にアクセスする経路を取ります。

Load 
balancer

NodePort

ClusterIP

Istio 
Gateway
(Deploy)
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ClusterIP

Apps
(Deploy)

GKE On-Prem の L7 の経路
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　Istio Gateway までのアクセスは L4 のロードバランサ機能を使って構成され

ます。Service と Deployment などは、Gateway 作成時に作成されます。

$ k describe svc -n gke-system istio-ingress
Name:                     istio-ingress
Namespace:                gke-system
Labels:                   gke-on-prem=addon
                          istio=ingress-gke-system
                          release=istio
===========     snip     ===========

Selector:                istio=ingress-gke-system
Type:                     LoadBalancer
IP:                       172.16.56.150
IP:                       192.168.30.22
LoadBalancer Ingress:     192.168.30.22
Port:                     http  80/TCP
TargetPort:               80/TCP
NodePort:                 http  30054/TCP
Endpoints:                172.16.130.61:80
Port:                     https  443/TCP
TargetPort:               443/TCP
NodePort:                 https  31702/TCP
Endpoints:                172.16.130.61:443
===========     snip     ===========

クラスタ作
成時に指定

Cluster のインストール後 
Gateway リソースを作成

Load 
balancer

NodePort

ClusterIP

Istio 
Gateway
(Deploy)

通常のL4ロードバランサ
の機能を利用して提供
(Istio Gateway の
リソース作成時の作成 )
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GKE On-Prem の L7 の経路
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　Ingress Gateway から先の経路については、都度作成して Routing される

ように設定することが必要です。

Load 
balancer

NodePort

ClusterIP

Istio 
Gateway
(Deploy)

ClusterIP

Apps
(Deploy)

Ingress を設定することで、
設定が sync されます。

Service として明示的
に作成することが必要
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実際にデプロイしてみる.
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　Deployment / Service / Ingress リソースを作成します。

デモをご覧ください。

Deployment:
deploy-test-app

Service:
svc-test-app

Ingress:
ing-test-app

port 8080 で受け付けて、
環境変数の hostname を
返すアプリ.

port 80 で受けて、8080 に
fwd する Cluster IP.

www.anthosday.demo.com
を受けて、以下の service 
に fwd する Ingress

ClusterIP

Apps
(Deploy)

Load 
balancer

NodePort

ClusterIP

Istio
Gateway
(Deploy)
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Istio 側からの設定を見てみる.
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　istioctl コマンドを利用して、どういったリソースに設定が適用されたか

確認することができます。※ デモをご覧ください。

$ istioctl proxy-config routes -n gke-system istio-ingress-64dd767c7-g9hlz -o json | jq 
'.[].virtualHosts'
  {
    "name": "www.anthosday.demo.com:80",
    "domains": [
      "www.anthosday.demo.com",
      "www.anthosday.demo.com:80"
    ],
    "routes": [
      {
        "match": {
          "prefix": "/",
          "caseSensitive": true
        },
        "route": {
          "cluster": "outbound|80||svc-test-app.anthos-day.svc.cluster.local",
          "timeout": "0s",
          "retryPolicy": {
            "retryOn": 
"connect-failure,refused-stream,unavailable,cancelled,resource-exhausted,retriable-status-codes",
            "numRetries": 2,
            "retryHostPredicate": [
              {
                "name": "envoy.retry_host_predicates.previous_hosts"
              }
            ],
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まとめ
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　● GKE On-Prem でも Ingress は利用可能.

● Ingress は Istio Gateway を利用して提供されている.

● 経路は、Load Balancer(F5) -> kube-proxy(iptables) -> Istio 

Gateway -> kube-proxy(iptables) -> Application になる.

● GKE On-Prem は少しメカニズムのドキュメントが少ないですが、

動いているリソース経由である程度読み解くことが可能.
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さいごに
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ご清聴ありがとうございました！


