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サンプルアプリケーションへの App Mesh の追加

AWS App Mesh とは?
AWS App Meshは、サービスのモニタリングとコントロールを容易にするサービスメッシュです。サービ
スメッシュは、通常、アプリケーションコードと一緒に展開された軽量のネットワークプロキシの配列を
介して、サービス間通信の処理専用のインフラストラクチャ層です。App Mesh は、サービスの通信方法
を標準化し、エンドツーエンドの可視性を提供して、アプリケーションの高可用性を確保するのに役立ち
ます。App Mesh を使用すると、アプリケーション内のすべてのサービスについて一貫した可視性とネッ
トワークトラフィックコントロールを実現できます。

サンプルアプリケーションへの App Mesh の追加
App Mesh を使用しない次の簡単なアプリケーション例を考えてみましょう。2 つのサービスは、で実行
できます。AWS Fargate、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS)、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)、Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) インスタンス、または Docker の Amazon EC2 インスタンスで、

この図では、両方ともserviceAそしてserviceBで発見できるのかapps.local名前空
間。たとえば、新しいバージョンをデプロイするとします。serviceb.apps.local名
前付きservicebv2.apps.local。次に、からのトラフィックの割合を指示しま
す。servicea.apps.localにserviceb.apps.localそして、パーセンテージ
をservicebv2.apps.local。それが確信しているときservicebv2はうまく動作しています。トラ
フィックの 100% をそれに送信します。
App Mesh は、アプリケーションコードや登録されたサービス名を変更することなく、これを行うのに役
立ちます。このサンプルアプリケーションで App Mesh を使用すると、メッシュが次の図のようになりま
す。
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この構成では、サービスは相互に直接通信しなくなります。代わりに、プロキシを介して相互に通信し
ます。でデプロイされたプロキシservicea.apps.localサービスが App Mesh 構成を読み取り、トラ
フィックをserviceb.apps.localまたはservicebv2.apps.local設定に基づきます。

App Mesh のコンポーネント
App Mesh は、前の例に示すように、次のコンポーネントで構成されています。
• サービスメッシュ— サービスメッシュは、サービス間のネットワークトラフィックの論理的な境界であ
り、サービスはその中に存在します。この例では、メッシュの名前が付けられています。apps、メッ
シュの他のすべてのリソースが含まれます。詳細については、「サービスメッシュ (p. 60)」を参照し
てください。
• 仮想サービス— 仮想サービスは、仮想ノードが仮想ルーターを使用して直接または間接的に提供する実
際のサービスを抽象化したものです。この図では、2 つの仮想サービスが 2 つの実際のサービスを表し
ています。仮想サービスの名前は、実際のサービスの検出可能な名前です。仮想サービスと実際のサー
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ビスの名前が同じ場合、App Mesh が実装される前と同じ名前を使用して、複数のサービスが相互に通
信できます。詳細については、「仮想サービス (p. 63)」を参照してください。
• 仮想ノード— 仮想ノードは、Amazon ECS や Kubernetes サービスなどの検出可能なサービスへの
論理ポインタとして機能します。仮想サービスごとに、少なくとも 1 つの仮想ノードがあります。
イラストでは、servicea.apps.local仮想サービスは、という名前の仮想ノードの設定情報を取
得します。serviceA。-serviceA仮想ノードはservicea.apps.localサービスの検出の名前で
す。-serviceb.apps.local仮想サービスは、トラフィックをにルーティングするように設定されて
います。serviceBそしてserviceBv2という名前の仮想ルーターを介した仮想ノードserviceB。詳細
については、「仮想ノード (p. 75)」を参照してください。
• 仮想ルーターとルート— 仮想ルーターは、メッシュ内の 1 つ以上の仮想サービスのトラフィックを
処理します。ルートは仮想ルータに関連付けられます。ルートは、仮想ルーターに対するリクエス
トを照合し、関連付けられた仮想ノードにトラフィックを分散させる目的で使用されます。前の図で
は、serviceB仮想ルータには、トラフィックの割合をserviceB仮想ノード、およびへのトラフィッ
クの割合serviceBv2仮想ノード。特定の仮想ノードにルーティングされるトラフィックの割合を設定
し、時間をかけて変更することができます。HTTP ヘッダー、URL パス、または gRPC サービスおよび
メソッド名などの基準に基づいてトラフィックをルーティングできます。応答にエラーがある場合に、
接続を再試行するように再試行ポリシーを設定できます。たとえば、この図では、ルートの再試行ポリ
シーでは、次の接続を指定することができます。serviceb.apps.localは 5 回再試行され、再試行間
隔は 10 秒になります。serviceb.apps.localは、特定のタイプのエラーを返します。詳細について
は、「仮想ルーター (p. 84)」および「ルート (p. 87)」を参照してください。
• プロキシ— メッシュとそのリソースを作成した後、プロキシを使用するようにサービスを設定します。
プロキシは App Mesh 構成を読み取り、トラフィックを適切に指示します。イラストでは、すべての
コミュニケーションからservicea.apps.localにserviceb.apps.localは、各サービスととも
にデプロイされたプロキシを経由します。サービスは、App Mesh を導入する前に使用したものと同じ
サービスディスカバリ名を使用して相互に通信します。プロキシは App Mesh 構成を読み取るため、2
つのサービスが相互に通信する方法を制御できます。App Mesh の設定を変更する場合は、サービス自
体またはプロキシを変更または再デプロイする必要はありません。詳細については、「Envoy イメー
ジ (p. 145)」を参照してください。

開始方法
App Mesh を使用するには、で既存のサービスが実行されている必要があります。AWS Fargate、Amazon
ECS、Amazon EKS、Kubernetes on Amazon EC2、またはAmazon EC2 with Docker。
App Mesh の使用を開始するには、以下のガイドの 1 つを参照してください。
• App Mesh と Amazon ECS の使用を開始する
• App Mesh と Kubernetes の開始方法
• App Mesh と Amazon EC2 の開始方法

App Mesh にアクセスする
App Mesh は、次の方法で利用できます。
AWS Management Console
コンソールは、App Mesh リソースを管理するために使用できるブラウザベースのインターフェイス
です。App Mesh コンソールは、https://console.aws.amazon.com/appmesh/。
AWS CLI
一連のさまざまな AWS 製品用のコマンドを提供し、Windows、Mac、および Linux でサポートさ
れています。開始するには、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」を参照してくださ
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い。App Mesh のコマンドの詳細については、「」を参照してください。appmeshのAWS CLIコマン
ドリファレンス。
AWS Tools for Windows PowerShell
PowerShell 環境でスクリプトを記述するユーザー向けに、さまざまな AWS 製品用のコマンドが
用意されています。開始するには、「AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイド」を参
照してください。App Mesh のコマンドレットの詳細については、「」を参照してください。App
MeshのAWSWindows PowerShell 用 Tools のコマンドレットリファレンス。
AWS CloudFormation
すべてのを記述するテンプレートを作成できます。AWS必要なリソース。テンプレートを使用し
て、AWS CloudFormationリソースをプロビジョニングして、設定します。開始するには、「AWS
CloudFormation ユーザーガイド」を参照してください。App Mesh リソースタイプの詳細について
は、「」を参照してください。App Mesh リソースタイプリファレンスのAWS CloudFormationテンプ
レートリファレンス。
AWS SDK
さまざまなプログラミング言語から App Mesh にアクセスできる SDK も用意されています。SDK
は、自動的に次のようなタスクを処理します。
• サービスリクエストの暗号化された署名
• リクエストの再試行
• エラーレスポンスの処理
使用できる SDK については、「Amazon Web Services のツール」を参照してください。
App Mesh API の詳細については、「」を参照してください。AWS App MeshAPI リファレンス。
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App Mesh と Amazon ECS

App Mesh の使用開始
App Mesh は、Amazon ECS、Kubernetes（独自の Amazon EC2 インスタンスにデプロイする、または
Amazon EKS で実行している）、および Amazon EC2 にデプロイするアプリケーションで使用できま
す。App Mesh の使用を開始するには、App Mesh で使用するアプリケーションをデプロイしているサー
ビスのいずれかを選択します。スタートガイドの 1 つを完了した後、他のサービスのアプリケーションも
App Mesh で動作するようにいつでも有効にできます。
トピック
• AWS App Mesh とAmazon ECS の開始方法 (p. 5)
• AWS App Mesh と Kubernetes の開始方法 (p. 25)
• AWS App Mesh と Amazon EC2 の開始方法 (p. 44)
• App Mesh RoadMap (p. 59)
• App Mesh の例 (p. 59)

AWS App Mesh とAmazon ECS の開始方法
このトピックは、Amazon ECS で実行されている実際のサービスで AWS App Mesh を使用するのに役立
ちます。このチュートリアルでは、複数の App Mesh リソースタイプのベーシックな機能について説明し
ます。

シナリオ
App Mesh の使用方法を説明するために、次の特性を持つアプリケーションがあると仮定します。
• serviceA および serviceB という名前の 2 つのサービスで構成されています。
• どちらのサービスも、apps.local という名前の名前空間にメンバー登録されます。
• ServiceA は、HTTP/2、ポート 80 を介して serviceB と通信します。
• すでに serviceB のバージョン 2 をデプロイし、serviceBv2 名前空間に apps.local という名前で
メンバー登録しました。
次の要件があります。
• serviceA から serviceB にトラフィックの 75% を送信し、serviceBv2 にトラフィックの 25% を
送信して、serviceA からトラフィックの100％を送信する前に、serviceBv2 にバグがないことを検
証します。
• トラフィックの重み付けを簡単に調整して、信頼性が証明されたら、トラフィックの 100% が
serviceBv2 へ転送されるようにします。すべてのトラフィックが serviceBv2 に送信された
ら、serviceB を切断します。
• 上記の要件を満たすために、実際のサービスの既存のアプリケーションコードまたはサービスディスカ
バリ登録を変更する必要はありません。
要件を満たすために、仮想サービス、仮想ノード、仮想ルーター、およびルートで、App Mesh サービス
メッシュを作成する必要があります。メッシュを実装した後、サービスを更新して、Envoy プロキシを使
用します。更新されると、サービスは相互に直接ではなく、Envoy プロキシを介して相互に通信します。
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前提条件

前提条件
• App Mesh の概念を既に理解している。詳細については、「AWS App Mesh とは? (p. 1)」を参照してく
ださい。
• Amazon ECS の概念に関する既存の理解。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「Amazon ECS とは」を参照してください。
• App Mesh では、DNS、AWS Cloud Map、またはその両方にメンバー登録された Linux サービスがサ
ポートされています。この入門ガイドを使用するには、DNS に登録されている3つの既存のサービスを
お勧めします。このトピックの手順は、既存のサービスが、serviceA、serviceB、serviceBv2 と
いう名前で、すべてのサービスが apps.local という名前の名前空間を介して検出可能であることを前
提としています。
サービスが存在しない場合でもサービスメッシュとそのリソースを作成できますが、実際のサービスを
デプロイするまでメッシュを使用することはできません。Amazon ECS でのサービスディスカバリの
詳細については、「サービスディスカバリ」を参照してください。サービスディスカバリを使用して
Amazon ECS サービスを作成するには、「チュートリアル: サービスディスカバリを使用したサービス
の作成」を参照してください。サービスをまだ実行していない場合は、「サービスディスカバリを使用
した Amazon ECS サービスを作成する」を参照してください。

ステップ 1: メッシュと仮想サービスを作成する
サービスメッシュは、サービス間のネットワークトラフィックの論理的な境界であり、サービスはその中
に存在します。詳細については、「サービスメッシュ (p. 60)」を参照してください。仮想サービスは、
実際のサービスを抽象化したものです。詳細については、「仮想サービス (p. 63)」を参照してくださ
い。
次のリソースを作成します。
• シナリオ内のすべてのサービスが apps 名前空間にメンバー登録されているため、apps.local という
名前のメッシュ。
• serviceb.apps.local という名前の仮想サービス。仮想サービスは、その名前で検出可能な
サービスを表しているため、別の名前をリファレンスするようにコードを変更したくないためで
す。servicea.apps.local という名前の仮想サービスが、次のステップで追加されます。
AWS Management Console または AWS CLI のバージョン 1.18.116 以降または2.0.38 以降で、次のス
テップを実行します。AWS CLI を使用している場合は、aws --version コマンドを使用して、インス
トールされている AWS CLI のバージョンを確認します。バージョン 1.18.116 以降、または 2.0.38 以降を
インストールしていない場合は、AWS CLI をインストールまたは更新する必要があります。使用するツー
ルのタブを選択します。
AWS Management Console
1.

App Mesh コンソールの初回実行ウィザードを https://console.aws.amazon.com/appmesh/getstarted で開きます。

2.

[メッシュ名] に apps と入力します。

3.

[仮想サービス名] に serviceb.apps.local と入力します。

4.

続行するには、[次へ] を選択します。

AWS CLI
1.

create-mesh コマンドを使用してメッシュを作成します。
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ステップ 2: 仮想ノードを作成する

aws appmesh create-mesh --mesh-name apps

2.

create-virtual-service コマンドを使用して仮想サービスを作成します。
aws appmesh create-virtual-service --mesh-name apps --virtual-service-name
serviceb.apps.local --spec {}

ステップ 2: 仮想ノードを作成する
仮想ノードは、実際のサービスの論理ポインタとして機能します。詳細については、「仮想ノー
ド (p. 75)」を参照してください。
仮想ノードの 1 つが serviceB という名前の実際のサービスを表すため、serviceB という名前の仮想
ノードを作成します。仮想ノードが表す実際のサービスは、serviceb.apps.local というホスト名を
持つ DNS を介して検出可能です。または、AWS Cloud Map を使用して実際のサービスを検出することも
できます。仮想ノードは、ポート 80 で HTTP/2 プロトコルを使用してトラフィックをリッスンします。
ヘルスチェックと同様に、その他のプロトコルもサポートされています。次のステップで、serviceA お
よび serviceBv2 の仮想ノードを作成します。
AWS Management Console
1.

[仮想ノード名] に serviceB と入力します。

2.

[サービスディスカバリ] で、[DNS] を選択し、[DNS ホスト名] に serviceb.apps.local と入
力します。

3.

[リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択し、[ポート]に 80 と入力します。

4.

続行するには、[次へ] を選択します。

AWS CLI
1.

次の内容で、create-virtual-node-serviceb.json という名前のファイルを作成します。
{

}

2.

"meshName": "apps",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http2"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "serviceB.apps.local"
}
}
},
"virtualNodeName": "serviceB"

JSON ファイルを入力として使用して、create-virtual-nodeコマンドを使用して仮想ノードを作成
します。
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ステップ 3: 仮想ルーターとルートを作成する

aws appmesh create-virtual-node --cli-input-json file://create-virtual-nodeserviceb.json

ステップ 3: 仮想ルーターとルートを作成する
仮想ルーターは、メッシュ内の 1 つ以上の仮想サービスのトラフィックを送信します。詳細について
は、仮想ルーター (p. 84) および ルート (p. 87) を参照してください。
次のリソースを作成します。
• serviceB という名前の仮想ルーター。serviceB.apps.local 仮想サービスは、他のサー
ビスとのアウトバウンド通信を開始しないためです。前に作成した仮想サービスは、実際の
serviceb.apps.local サービスの抽象化であることに注意してください。仮想サービスは、仮想
ルーターにトラフィックを送信します。仮想ルーターは、ポート 80 で HTTP/2 プロトコルを使用して
トラフィックをリッスンします。その他のプロトコルもサポートされています。
• serviceB という名前のルート。トラフィックの 100%serviceB を仮想ノードにルーティングしま
す。重みは、serviceBv2仮想ノードを追加した後の手順で行います。このガイドでは説明しません
が、ルートにフィルタ条件を追加したり、通信の問題が発生したときに Envoy プロキシが仮想ノードへ
のトラフィックの送信を複数回試行する再試行ポリシーを追加したりできます。
AWS Management Console
1.

[仮想ルーター名] に serviceB と入力します。

2.

[リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択して、[ポート] に 80 を指定します。

3.

[ルート名] に serviceB と入力します。

4.

[ルートタイプ] で、[http2] を選択します。

5.

[ターゲット設定] の [仮想ノード名]で、[serviceB] を選択し、[重み]に 100 と入力します。

6.

[一致設定] で、[方法] を選択します。

7.

続行するには、[次へ] を選択します。

AWS CLI
1.

仮想ルーターを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-router.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName": "apps",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http2"
}
}
]
},
"virtualRouterName": "serviceB"

JSON ファイルを入力として使用して、create-virtual-routerコマンドを使用して仮想ルー
ターを作成します。
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ステップ 4: 確認して作成する

aws appmesh create-virtual-router --cli-input-json file://create-virtualrouter.json

2.

ルートを作成します。
a.

次の内容で、create-route.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName" : "apps",
"routeName" : "serviceB",
"spec" : {
"httpRoute" : {
"action" : {
"weightedTargets" : [
{
"virtualNode" : "serviceB",
"weight" : 100
}
]
},
"match" : {
"prefix" : "/"
}
}
},
"virtualRouterName" : "serviceB"

JSON ファイルを入力として使用し、create-route コマンドでルートを作成します。
aws appmesh create-route --cli-input-json file://create-route.json

ステップ 4: 確認して作成する
前のステップと照らし合わせて設定を確認します。
AWS Management Console
いずれかのセクションに変更を加える必要がある場合は、[編集] を選択します。設定が完了した
ら、[メッシュの作成] を選択します。
[ステータス] 画面には、作成されたすべてのメッシュリソースが表示されます。作成したリソースを
コンソールに表示するには、[メッシュの表示] を選択します。
AWS CLI
describe-mesh コマンドで作成したメッシュの設定を確認します。
aws appmesh describe-mesh --mesh-name apps

describe-virtual-serviceコマンドで作成した仮想サービスの設定を確認します。
aws appmesh describe-virtual-service --mesh-name apps --virtual-service-name
serviceb.apps.local

describe-virtual-nodeコマンドで作成した仮想ノードの設定を確認します。
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aws appmesh describe-virtual-node --mesh-name apps --virtual-node-name serviceB

describe-virtual-routerコマンドで作成した仮想ルーターの設定を確認します。
aws appmesh describe-virtual-router --mesh-name apps --virtual-router-name serviceB

describe-route コマンドで作成したルートの設定を確認します。
aws appmesh describe-route --mesh-name apps \
--virtual-router-name serviceB --route-name serviceB

ステップ 5: 追加のリソースを作成する
このシナリオを完了するには、次のことを行う必要があります。
• serviceBv2 という名前の仮想ノードと、serviceA という名前の別の仮想ノードを作成します。両方
の仮想ノードは、HTTP/2 ポート 80 経由でリクエストをリッスンします。serviceA仮想ノードには、
のバックエンドを設定しますserviceb.apps.local。serviceA仮想ノードからのすべてのアウトバ
ウンドトラフィックは、という名前の仮想サービスに送信されますserviceb.apps.local。このガ
イドでは説明しませんが、仮想ノードのアクセスログを書き込むファイルパスを指定することもできま
す。
• という名前の仮想サービスを 1 つ追加作成します。これによりservicea.apps.local、serviceAす
べてのトラフィックが仮想ノードに直接送信されます。
• 前のステップで作成した serviceB ルートを更新して、トラフィックの 75% を serviceB 仮想ノー
ドに送信し、25% を serviceBv2 仮想ノードに送信します。時間の経過とともに、serviceBv2 が
100% のトラフィックを受信するまで、継続して重みを変更することができます。すべてのトラフィッ
クが serviceBv2 に送信されたら、serviceB 仮想ノードと実際のサービスをシャットダウンして中
止することができます。重みを変更しても、serviceb.apps.local 仮想サービス名および実際の
サービス名は変更されないため、コードを変更する必要はありません。serviceb.apps.local 仮想
サービスは仮想ルーターにトラフィックを送信し、仮想ルーターはトラフィックを仮想ノードにルー
ティングすることに注意してください。仮想ノードのサービスディスカバリ名は、いつでも変更できま
す。
AWS Management Console
1.

左のナビゲーションペインで [メッシュ] を選択します。

2.

前のステップで作成した apps メッシュを選択します。

3.

左側のナビゲーションペインで、[仮想ノード] を選択します。

4.

[仮想ノードの作成] を選択します。

5.

[仮想ノード名] に serviceBv2 と入力し、[サービスディスカバリ] で [DNS] を選択して、[DNS
ホスト名] に servicebv2.apps.local と入力します。

6.

[リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択し、[ポート] に 80 を入力します。

7.

[仮想ノードの作成] を選択します。

8.

[仮想ノードの作成] をもう一度選択します。[仮想ノード名] に serviceA と入力してくださ
い。[サービスディスカバリ] で [DNS] を選択し、[DNS ホスト名] に servicea.apps.local と
入力します。

9.

[新しいバックエンド] の下の [仮想サービス名の入力] に serviceb.apps.local と入力しま
す。

10. [リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択し、[ポート] に 80 を入力して、[仮想ノード
の作成] を選択します。
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11. 左側のナビゲーションペインで [仮想ルーター] を選択し、リストから [serviceB] 仮想ルーター
を選択します。
12. [ルート] で、前のステップで作成した ServiceB という名前のルートを選択し、[編集] を選択し
ます。
13. [ターゲット] の仮想ノード名で、serviceB の [重み] の値を 75 に変更します。
14. [ターゲットの追加] を選択し、ドロップダウンリストから serviceBv2を選択して、[重み] の値
を 25 に設定します。
15. [保存] を選択します。
16. 左側のナビゲーションペインで、[仮想サービス] を選択し、[仮想サービスの作成] を選択しま
す。
17. [仮想サービス名] に servicea.apps.local と入力し、[プロバイダー] に [仮想ノード] を選択
し、[仮想ノード] に serviceA を選択し、[仮想サービスの作成]を選択します。
AWS CLI
1.

serviceBv2 仮想ノードを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-node-servicebv2.json という名前のファイルを作成し
ます。
{

}

b.

"meshName": "apps",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http2"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "serviceBv2.apps.local"
}
}
},
"virtualNodeName": "serviceBv2"

仮想ノードを作成します。
aws appmesh create-virtual-node --cli-input-json file://create-virtual-nodeservicebv2.json

2.

serviceA 仮想ノードを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-node-servicea.json という名前のファイルを作成しま
す。
{

"meshName" : "apps",
"spec" : {
"backends" : [
{
"virtualService" : {
"virtualServiceName" : "serviceb.apps.local"
}
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}
],
"listeners" : [
{
"portMapping" : {
"port" : 80,
"protocol" : "http2"
}
}
],
"serviceDiscovery" : {
"dns" : {
"hostname" : "servicea.apps.local"
}
}

}

b.

},
"virtualNodeName" : "serviceA"

仮想ノードを作成します。
aws appmesh create-virtual-node --cli-input-json file://create-virtual-nodeservicea.json

3.

前のステップで作成した serviceb.apps.local 仮想サービスを更新して、そのトラ
フィックを serviceB 仮想ルーターに送信します。仮想サービスが最初に作成された時点で
は、serviceB 仮想ルーターがまだ作成されていないため、トラフィックはどこにも送信されま
せんでした。
a.

次の内容で、update-virtual-service.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName" : "apps",
"spec" : {
"provider" : {
"virtualRouter" : {
"virtualRouterName" : "serviceB"
}
}
},
"virtualServiceName" : "serviceb.apps.local"

update-virtual-serviceコマンドを使用して仮想サービスを更新します。
aws appmesh update-virtual-service --cli-input-json file://update-virtualservice.json

4.

前のステップで作成した serviceB ルートを更新します。
a.

次の内容で、update-route.json という名前のファイルを作成します。
{

"meshName" : "apps",
"routeName" : "serviceB",
"spec" : {
"http2Route" : {
"action" : {
"weightedTargets" : [
{
"virtualNode" : "serviceB",
"weight" : 75
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},
{

]

}

"virtualNode" : "serviceBv2",
"weight" : 25

},
"match" : {
"prefix" : "/"
}

}

b.

}
},
"virtualRouterName" : "serviceB"

update-route コマンドを使用してルートを更新します。
aws appmesh update-route --cli-input-json file://update-route.json

5.

serviceA 仮想サービスを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-servicea.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName" : "apps",
"spec" : {
"provider" : {
"virtualNode" : {
"virtualNodeName" : "serviceA"
}
}
},
"virtualServiceName" : "servicea.apps.local"

仮想サービスを作成します。
aws appmesh create-virtual-service --cli-input-json file://create-virtualservicea.json

メッシュの概要
サービスメッシュを作成する前に、servicea.apps.local、serviceb.apps.local、および
servicebv2.apps.local という 3 つの実際のサービスがありました。実際のサービスに加えて、実際
のサービスを表す次のリソースを含むサービスメッシュが作成されました。
• 2 つの仮想サービス。プロキシは、仮想ルーターを経由して、servicea.apps.local 仮想サービスか
らのすべてのトラフィックを serviceb.apps.local 仮想サービスに送信します。
• serviceA、serviceB、および serviceBv2 という名前の 3 つの仮想ノード。Envoy プロキシは、仮
想ノードに対して設定されたサービスディスカバリ情報を使用して、実際のサービスの IP アドレスを検
索します。
• Envoy プロキシがインバウンドトラフィックの 75% を serviceB 仮想ノードに、25% を serviceBv2
仮想ノードにルーティングするように指定する 1 つのルートを持つ仮想ルーター。

ステップ 6: サービスを更新する
メッシュを作成したら、次のタスクを完了する必要があります。
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• 各 Amazon ECS タスクでデプロイする Envoy プロキシに、1 つ以上の仮想ノードの設定を読み取りす
ることを許可します。プロキシの認証方法の詳細については、「プロキシの認証」を参照してくださ
い。
• 既存の各 Amazon ECS タスク定義を更新して、Envoy プロキシを使用します。
認証情報
この Envoy コンテナでは、App Mesh サービスに送信されるリクエストへの署名に AWS Identity and
Access Management 認証情報が必要です。Amazon EC2 起動タイプでデプロイされた Amazon ECS タス
クの場合、認証情報はインスタンスのロールまたは、タスクの IAM ロールから取得できます。Fargate 起
動タイプを使用してデプロイされた Amazon ECS タスクは、インスタンス IAM プロファイル認証情報を
提供する Amazon EC2 メタデータサーバーにアクセスできません。認証情報を提供するには、Fargate 起
動タイプを使用してデプロイされたタスクに IAM タスクのロールを添付する必要があります。
タスクが Amazon EC2 起動タイプでデプロイされ、Amazon EC2 メタデータサーバーへのアクセスがブ
ロックされている場合、タスク用の IAM ロールの重要な注釈で説明されているように、タスク IAM ロー
ルもタスクに添付する必要があります。インスタンスまたはタスクに割り当てるロールには、プロキシ認
可で説明するように IAM ポリシーが添付されている必要があります。

AWS Management Console で使用するタスクの定義を更新するには
次の手順は、シナリオの taskB タスクの更新のみを示しています。また、値を適切に変更し
て、taskBv2 および taskA タスクを更新する必要があります。
1.

Amazon ECS コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションバーから、タスク定義を含むリージョンを選択します。
ナビゲーションペインで、[タスク定義] を選択します。
[タスク定義] ページで、変更するタスク定義の左側にあるボックスを選択します。前提条件と前の手
順から、taskA、taskB、および taskBv2 という名前のタスク定義がある場合があります。[taskB]
を選択し、[新しいリビジョンを作成] を選択します。
[タスク定義の新しいリビジョンの作成] ページで、次の変更を加えて、App Mesh 統合を有効にしま
す。

5.

a.

(オプション) [サービス統合] で、 App Mesh 統合のパラメータを設定するには、[App Mesh 統合
を有効にする] を選択し、次の手順を実行します。
i.

[アプリケーションコンテナ名] で、App Mesh アプリケーションに使用するコンテナ名を選択
します。このコンテナは、タスク定義内ですでに定義されている必要があります。

ii.

Envoy イメージで、次のタスクを完了し、返される値を入力します。
• me-south-1、、ap-east-1、ap-southeast-3および以外のすべてのサポート対象
リージョンaf-south-1。eu-south-1#########、、me-south-1、ap-east-1apsoutheast-3eu-south-1、以外の任意のリージョンに置き換えることができますafsouth-1。
840364872350.dkr.ecr.region-code.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0prod

• me-south-1 リージョン :
772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0prod

• ap-east-1 リージョン :
856666278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod
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• ap-southeast-3 リージョン :
909464085924.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.24.0.0-prod

• eu-south-1 リージョン :
422531588944.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0prod

• af-south-1 リージョン :
924023996002.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0prod

• Public repository
public.ecr.aws/appmesh/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

Important
App Mesh での使用は、バージョン v1.9.0.0-prod 以降でのみサポートされていま
す。
iii.

[メッシュ名] には、App Mesh Service メッシュを選択して使用します。このトピックでは、
作成されたメッシュの名前は、apps. です。

iv.

[仮想ノード名] では、App Mesh 仮想ノードの名前を選択して使用します。例えば、taskB
タスクの場合、前の手順で作成した serviceB 仮想ノードを選択します。

v.

[仮想ノードポート] の値は、仮想ノードの作成時に指定したリスナーポートで事前に入力さ
れています。

vi.

[適用]、[確認] の順に選択します。新しい Envoy プロキシコンテナが作成され、タスク定義
に追加されます。また、コンテナをサポートする設定も作成されます。次に、Envoy プロキ
シのコンテナに、次のステップの App Mesh の [プロキシ設定] が事前に入力されます。

b.

(オプション) [プロキシ設定] で、事前に入力されたすべての値を確認します。

c.

[ネットワークモード] で、awsvpc が選択されていることを確認します。awsvpc ネットワーク
モードの詳細については、「awsvpc ネットワークモードでのタスクのネットワーキング」を参
照してください。

6.

[作成] を選択します。

7.

更新されたタスク定義でサービスを更新します。詳細については、「サービスの更新」を参照してく
ださい。

コンソールは、タスク定義の json 仕様を作成します。一部の設定は変更できますが、他の設定は変更でき
ません。詳細については、次のセクションを展開してください。

タスク定義 json
プロキシ設定
App Mesh を使用するように Amazon ECS サービスを設定するには、サービスのタスク定義に次のプロ
キシ設定セクションがある必要があります。プロキシ設定 type を APPMESH に、containerName を
envoy に設定します。これに応じて、次のプロパティ値を設定します。
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IgnoredUID
Envoy プロキシは、このユーザー ID を使用するプロセスからのトラフィックをルーティングしませ
ん。このプロパティ値には任意のユーザー ID を選択できますが、この ID はタスク定義の Envoy コン
テナの user ID と同じである必要があります。この一致により、Envoy はプロキシを使用せずに、そ
れ自体のトラフィックを無視することができます。例では、履歴上の目的で 1337 を使用します。
ProxyIngressPort
これは、Envoy プロキシのコンテナのインバウンドポートです。この値は 15000 に設定します。
ProxyEgressPort
これは、Envoy プロキシのコンテナのアウトバウンドポートです。この値は 15001 に設定します。
AppPorts
アプリケーションコンテナがリッスンするインバウンドポートを指定します。この例では、アプリ
ケーションコンテナはポート 9080 でリッスンします。指定するポートは、仮想ノードリスナーで設
定されたポートと一致する必要があります。
EgressIgnoredIPs
Envoy は、これらの IP アドレスにトラフィックをプロキシしません。この値を
169.254.170.2,169.254.169.254 に設定することで、Amazon EC2 メタデータサーバーと
Amazon ECS タスクのメタデータエンドポイントを無視します。メタデータのエンドポイントは、タ
スクの認証情報用に IAM ロールを提供します。さらにアドレスを追加できます。
EgressIgnoredPorts
コンマで区切られたポートのリストを追加できます。Envoy は、これらのポートにトラフィックをプ
ロキシしません。ポートがない場合でも、ポート 22 は無視されます。

Note
無視できるアウトバウンドポートの最大数は 15 です。

"proxyConfiguration": {
"type": "APPMESH",
"containerName": "envoy",
"properties": [{
"name": "IgnoredUID",
"value": "1337"
},
{
"name": "ProxyIngressPort",
"value": "15000"
},
{
"name": "ProxyEgressPort",
"value": "15001"
},
{
"name": "AppPorts",
"value": "9080"
},
{
"name": "EgressIgnoredIPs",
"value": "169.254.170.2,169.254.169.254"
},
{
"name": "EgressIgnoredPorts",
"value": "22"
}
]
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}

アプリケーションコンテナ Envoy の依存関係
タスク定義のアプリケーションコンテナは開始する前に Envoy プロキシがブートストラップして起動する
のを待機する必要があります。これを確実に行うには、各アプリケーションコンテナの定義に、Envoy コ
ンテナがとしてレポートするのを待ちますHEALTHY。dependsOn次のコードは、この依存関係があるアプ
リケーションコンテナの定義の例を示しています。次の例のすべてのプロパティが必須です。一部のプロ
パティ値も必須ですが、######なものもあります。
{

"name": "appName",
"image": "appImage",
"portMappings": [{
"containerPort": 9080,
"hostPort": 9080,
"protocol": "tcp"
}],
"essential": true,
"dependsOn": [{
"containerName": "envoy",
"condition": "HEALTHY"
}]

}

Envoy コンテナの定義
Amazon ECS タスク定義には、App Mesh Envoy コンテナイメージを含める必要があります。
• me-south-1、、ap-east-1、ap-southeast-3および以外のすべてのサポート対象リージョンafsouth-1。eu-south-1#########、、me-south-1、ap-east-1ap-southeast-3eu-south-1、
以外の任意のリージョンに置き換えることができますaf-south-1。
840364872350.dkr.ecr.region-code.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• me-south-1 リージョン :
772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• ap-east-1 リージョン :
856666278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• ap-southeast-3 リージョン :
909464085924.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• eu-south-1 リージョン :
422531588944.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• af-south-1 リージョン :
924023996002.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• Public repository
public.ecr.aws/appmesh/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod
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Important
App Mesh での使用は、バージョン v1.9.0.0-prod 以降でのみサポートされています。
Envoy プロジェクトチームが App Mesh をサポートする変更をマージをするまでは、App Mesh Envoy コ
ンテナイメージを使用する必要があります。詳細については、GitHub ロードマップの問題。
次の例のすべてのプロパティが必須です。一部のプロパティ値も必須ですが、######なものもあります。

Note
• Envoy のコンテナの定義は essential とマークされる必要があります。
• Envoy コンテナに 512 CPU ユニットと少なくとも64 MiB のメモリを割り当てるようお勧めし
ます。Fargate では、設定できる最低メモリは 1024 MiB です。
• Amazon ECS サービスの仮想ノード名は、APPMESH_RESOURCE_ARN プロパティの値に設定す
る必要があります。このプロパティには、Envoy イメージのバージョン 1.15.0 以降が必要で
す。詳細については、「Envoy (p. 145)」を参照してください。
• user 設定の値は、タスク定義のプロキシ設定の IgnoredUID 値と一致する必要があります。
この例では、1337 を使用します。
• ここに示されているヘルスチェックは、Envoy コンテナが正常にブートストラップするのを待
機して、Envoy コンテナが正常な状態であり、アプリケーションコンテナが開始する準備がで
きていることを Amazon ECS に報告します。
• デフォルトでは、App Mesh は、Envoy によってメトリクスとトレースでそれ自体が
参照されるとき、APPMESH_RESOURCE_ARN で指定したリソースの名前を使用しま
す。APPMESH_RESOURCE_CLUSTER 環境変数に独自の名前を設定することで、この動作を上書
きできます。このプロパティには、Envoy イメージのバージョン 1.15.0 以降が必要です。詳
細については、「Envoy (p. 145)」を参照してください。
次のコードは Envoy コンテナの定義の例を示しています。
{

"name": "envoy",
"image": "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod",
"essential": true,
"environment": [{
"name": "APPMESH_RESOURCE_ARN",
"value": "arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/apps/virtualNode/serviceB"
}],
"healthCheck": {
"command": [
"CMD-SHELL",
"curl -s http://localhost:9901/server_info | grep state | grep -q LIVE"
],
"startPeriod": 10,
"interval": 5,
"timeout": 2,
"retries": 3
},
"user": "1337"

}

タスク定義の例
次の Amazon ECS タスク定義例は、上記の例を taskB のタスク定義にマージする方法を示し
ています。ここでは、AWS X-Ray の使用の有無にかかわらず、両方の Amazon ECS 起動タイ
プのタスクを作成するための例を示します。必要に応じて、####な値を変更し、シナリオから
taskBv2 および taskA という名前のタスクの定義を作成します。メッシュ名と仮想ノード名を
APPMESH_RESOURCE_ARN 値に置き換え、アプリケーションがリッスンするポートのリストをプロキシ
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設定の AppPorts 値に置き換えます。デフォルトでは、App Mesh は、Envoy によってメトリクスとト
レースでそれ自体が参照されるとき、APPMESH_RESOURCE_ARN で指定したリソースの名前を使用しま
す。APPMESH_RESOURCE_CLUSTER 環境変数に独自の名前を設定することで、この動作を上書きできま
す。次の例のすべてのプロパティは必須です。一部のプロパティ値も必須ですが、######なものもありま
す。
「認証情報」セクション タスクで説明されているように、Amazon ECS タスクを実行している場合は、既
存のタスク IAM ロールを例に追加する必要があります。

Important
Fargate は 1024 より大きいポート値を使用する必要があります。

Example Amazon ECS タスク定義の JSON - Fargate 起動タイプ
{
"family" : "taskB",
"memory" : "1024",
"cpu" : "0.5 vCPU",
"proxyConfiguration" : {
"containerName" : "envoy",
"properties" : [
{
"name" : "ProxyIngressPort",
"value" : "15000"
},
{
"name" : "AppPorts",
"value" : "9080"
},
{
"name" : "EgressIgnoredIPs",
"value" : "169.254.170.2,169.254.169.254"
},
{
"name": "EgressIgnoredPorts",
"value": "22"
},
{
"name" : "IgnoredUID",
"value" : "1337"
},
{
"name" : "ProxyEgressPort",
"value" : "15001"
}
],
"type" : "APPMESH"
},
"containerDefinitions" : [
{
"name" : "appName",
"image" : "appImage",
"portMappings" : [
{
"containerPort" : 9080,
"protocol" : "tcp"
}
],
"essential" : true,
"dependsOn" : [
{
"containerName" : "envoy",
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},
{

]

}

"condition" : "HEALTHY"

"name" : "envoy",
"image" : "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.24.0.0-prod",
"essential" : true,
"environment" : [
{
"name" : "APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME",
"value" : "mesh/apps/virtualNode/serviceB"
}
],
"healthCheck" : {
"command" : [
"CMD-SHELL",
"curl -s http://localhost:9901/server_info | grep state | grep -q LIVE"
],
"interval" : 5,
"retries" : 3,
"startPeriod" : 10,
"timeout" : 2
},
"memory" : "500",
"user" : "1337"
}
],
"requiresCompatibilities" : [ "FARGATE" ],
"taskRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskRole",
"executionRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
"networkMode" : "awsvpc"
}

Example AWS X-Ray を使用した Amazon ECS タスク定義の JSON - Fargate 起動タイプ
X-Ray を使用すると、アプリケーションが処理するリクエストに関するデータ収集が可能になります。ま
た、トラフィックフローを視覚化するために使用できるツールが提供されます。Envoy 用の X-Ray ドライ
バーを使用すると、Envoy はトレース情報を X-Ray に報告することができます。Envoy の設定で、X-Ray
トレースを有効にすることができます。設定に基づいて、Envoy は、サイドカーコンテナとして実行され
ている X-Ray デーモンにトレースデータを送信し、デーモンは、トレースを X-Ray サービスに転送しま
す。トレースが X-Ray に発行されたら、X-Ray コンソールを使用してサービス呼び出しグラフを視覚化
し、トレースの詳細をリクエストできます。次の JSON は、X-Ray の統合を有効にするためのタスク定義
を表しています。
{
"family" : "taskB",
"memory" : "1024",
"cpu" : "512",
"proxyConfiguration" : {
"containerName" : "envoy",
"properties" : [
{
"name" : "ProxyIngressPort",
"value" : "15000"
},
{
"name" : "AppPorts",
"value" : "9080"
},
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{
},
{
},
{
},
{

"name" : "EgressIgnoredIPs",
"value" : "169.254.170.2,169.254.169.254"
"name": "EgressIgnoredPorts",
"value": "22"
"name" : "IgnoredUID",
"value" : "1337"
"name" : "ProxyEgressPort",
"value" : "15001"

}
],
"type" : "APPMESH"

},
"containerDefinitions" : [
{
"name" : "appName",
"image" : "appImage",
"portMappings" : [
{
"containerPort" : 9080,
"protocol" : "tcp"
}
],
"essential" : true,
"dependsOn" : [
{
"containerName" : "envoy",
"condition" : "HEALTHY"
}
]
},
{
"name" : "envoy",
"image" : "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.24.0.0-prod",
"essential" : true,
"environment" : [
{
"name" : "APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME",
"value" : "mesh/apps/virtualNode/serviceB"
},
{
"name": "ENABLE_ENVOY_XRAY_TRACING",
"value": "1"
}
],
"healthCheck" : {
"command" : [
"CMD-SHELL",
"curl -s http://localhost:9901/server_info | grep state | grep -q LIVE"
],
"interval" : 5,
"retries" : 3,
"startPeriod" : 10,
"timeout" : 2
},
"memory" : "500",
"user" : "1337"
},
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{

}

"name" : "xray-daemon",
"image" : "amazon/aws-xray-daemon",
"user" : "1337",
"essential" : true,
"cpu" : "32",
"memoryReservation" : "256",
"portMappings" : [
{
"containerPort" : 2000,
"protocol" : "udp"
}
]

}
],
"requiresCompatibilities" : [ "FARGATE" ],
"taskRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskRole",
"executionRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
"networkMode" : "awsvpc"

Example Amazon ECS タスク定義の JSON - EC2 起動タイプ
{

"family": "taskB",
"memory": "256",
"proxyConfiguration": {
"type": "APPMESH",
"containerName": "envoy",
"properties": [
{
"name": "IgnoredUID",
"value": "1337"
},
{
"name": "ProxyIngressPort",
"value": "15000"
},
{
"name": "ProxyEgressPort",
"value": "15001"
},
{
"name": "AppPorts",
"value": "9080"
},
{
"name": "EgressIgnoredIPs",
"value": "169.254.170.2,169.254.169.254"
},
{
"name": "EgressIgnoredPorts",
"value": "22"
}
]
},
"containerDefinitions": [
{
"name": "appName",
"image": "appImage",
"portMappings": [
{
"containerPort": 9080,
"hostPort": 9080,
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}

"protocol": "tcp"

],
"essential": true,
"dependsOn": [
{
"containerName": "envoy",
"condition": "HEALTHY"
}
]
},
{
"name": "envoy",
"image": "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0prod",
"essential": true,
"environment": [
{
"name": "APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME",
"value": "mesh/apps/virtualNode/serviceB"
}
],
"healthCheck": {
"command": [
"CMD-SHELL",
"curl -s http://localhost:9901/server_info | grep state | grep -q LIVE"
],
"startPeriod": 10,
"interval": 5,
"timeout": 2,
"retries": 3
},
"user": "1337"
}
],
"requiresCompatibilities" : [ "EC2" ],
"taskRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskRole",
"executionRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
"networkMode": "awsvpc"
}

Example AWS X-Ray を使用した Amazon ECS タスク定義の JSON - EC2 起動タイプ
{

"family": "taskB",
"memory": "256",
"cpu" : "1024",
"proxyConfiguration": {
"type": "APPMESH",
"containerName": "envoy",
"properties": [
{
"name": "IgnoredUID",
"value": "1337"
},
{
"name": "ProxyIngressPort",
"value": "15000"
},
{
"name": "ProxyEgressPort",
"value": "15001"
},
{
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"name": "AppPorts",
"value": "9080"

},
{

"name": "EgressIgnoredIPs",
"value": "169.254.170.2,169.254.169.254"

},
{

]

}

"name": "EgressIgnoredPorts",
"value": "22"

},
"containerDefinitions": [
{
"name": "appName",
"image": "appImage",
"portMappings": [
{
"containerPort": 9080,
"hostPort": 9080,
"protocol": "tcp"
}
],
"essential": true,
"dependsOn": [
{
"containerName": "envoy",
"condition": "HEALTHY"
}
]
},
{
"name": "envoy",
"image": "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0prod",
"essential": true,
"environment": [
{
"name": "APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME",
"value": "mesh/apps/virtualNode/serviceB"
},
{
"name": "ENABLE_ENVOY_XRAY_TRACING",
"value": "1"
}
],
"healthCheck": {
"command": [
"CMD-SHELL",
"curl -s http://localhost:9901/server_info | grep state | grep -q LIVE"
],
"startPeriod": 10,
"interval": 5,
"timeout": 2,
"retries": 3
},
"user": "1337"
},
{
"name": "xray-daemon",
"image": "amazon/aws-xray-daemon",
"user": "1337",
"essential": true,
"cpu": 32,
"memoryReservation": 256,
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"portMappings": [
{
"containerPort": 2000,
"protocol": "udp"
}
]

}

}
],
"requiresCompatibilities" : [ "EC2" ],
"taskRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskRole",
"executionRoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
"networkMode": "awsvpc"

高度なトピック
App Mesh を使用した canary デプロイ
canary デプロイメントおよびリリースは、アプリケーションの古いバージョンと新しくデプロイされた
バージョンの間でトラフィックを切り替えるのに役立ちます。また、新しくデプロイされたバージョンの
ヘルスも監視します。新しいバージョンに問題がある場合、canary デプロイメントはトラフィックを古い
バージョンに自動的に切り替えることができます。canary デプロイでは、アプリケーションのバージョン
間でトラフィックを詳細に制御して切り替えることができます。
App Mesh を使用して Amazon ECS の canary デプロイを実装する方法の詳細については、「App Mesh
を使用して Amazon ECS の canary デプロイを使用したパイプラインを作成する」を参照してください。

Note
App Mesh のその他の例とチュートリアルについては、App Mesh サンプルリポジトリを参照して
ください。

AWS App Mesh と Kubernetes の開始方法
Kubernetes 用 App Mesh コントローラーを使用して Kubernetes と AWS App Mesh を統合すると、メッ
シュ、仮想サービス、仮想ノード、仮想ルーター、ルートなどのリソースを Kubernetes を介して管理で
きます。また、Kubernetes ポッド仕様に App Mesh サイドカーコンテナイメージを自動的に追加できま
す。このチュートリアルでは、Kubernetes 用 App Mesh コントローラーをインストールして、この統合を
有効にする方法について説明します。
コントローラーには、Kubernetes カスタムリソース定義 meshes、virtual services、virtual
nodes、virtual routers のデプロイが備わっています。コントローラーは、カスタムリソース
の作成、変更、削除を監視し、App Mesh API を通じて、対応する App Mesh の the section called
“メッシュ” (p. 60) the section called “仮想サービス” (p. 63)、the section called “仮想ノー
ド” (p. 75)、the section called “仮想ゲートウェイ” (p. 66)、the section called “ゲートウェイルー
ト” (p. 71)、the section called “仮想ルーター” (p. 84) (the section called “ルート” (p. 87) を含む)な
どのリソースを変更します。詳細を確認したり、コントローラーに貢献したりするには、「」GitHubを参
照してください。
コントローラーは、指定した名前でラベル付けされた Kubernetes ポッドに、次のコンテナを挿入する
Webhook もインストールします。
• App Mesh Envoy プロキシ — Envoy は、App Mesh コントロールプレーンで定義されている設定を使用
して、アプリケーショントラフィックの送信先を決定します。
• App Mesh プロキシルートマネージャー– Envoyを介してインバウンドトラフィックとアウトバウンドト
ラフィックをルーティングするポッドのネットワーク名前空間の iptables ルールを更新します。この
コンテナは、ポッド内の Kubernetes init コンテナとして実行されます。
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Note
App Mesh コントローラは Amazon EKS プライベートクラスターでは使用できません。

前提条件
• App Mesh の概念を既に理解している。詳細については、「AWS App Mesh とは? (p. 1)」を参照してく
ださい。
• Kubernetes の概念を既に理解している。詳細については、Kubernetes ドキュメントの「Kubernetes と
は」を参照してください。
• 既存の Kubernetes クラスター。既存のクラスターがない場合は、「Amazon EKS ユーザーガイド」の
「Amazon EKS の開始方法」を参照してください。Amazon EC2 で独自の Kubernetes クラスターを実
行している場合は、Envoy イメージがある Amazon ECR リポジトリに対して Docker が認証されている
ことを確認してください。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の
「Envoy イメージ」、「レジストリの認証」、および「Kubernetesドキュメント」の「プライベートレ
ジストリからイメージをプルする」を参照してください。
• App Mesh では、DNS、AWS Cloud Map、またはその両方に登録された Linux サービスがサポートさ
れています。この入門ガイドを使用するには、DNS に登録されている3つの既存のサービスをお勧めし
ます。このトピックの手順は、既存のサービスが、serviceA、serviceB、serviceBv2 という名前
で、すべてのサービスが apps.local という名前の名前空間を介して検出可能であることを前提として
います。
サービスが存在しない場合でもサービスメッシュとそのリソースを作成できますが、実際のサービスを
デプロイするまでメッシュを使用することはできません。
• AWS CLI バージョン1.18.116以降または2.0.38以降がインストールされています。AWS CLI をインス
トールまたはアップグレードするには、「AWS CLI のインストール」を参照してください。
• Kubernetes クラスターと通信するよう設定されている kubectl クライアント。Amazon Elastic
Kubernetes Service を使用している場合は、kubectl のインストール手順と kubeconfig ファイルの
設定手順を実行してください。
• Helm バージョン 3.0 以降がインストールされています。Helm がインストールされていない場合は、
「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS での Helm の使用」を参照してください。
• Amazon EKS は現在IPv4_ONLY、IPv6_ONLYIPv4トラフィックのみまたはトラフィックのみを処理で
きるポッドのみをサポートしているため、Amazon EKS は現在 IP プリファレンスのみをサポートして
おり、IPIPv6 プリファレンスのみをサポートしています。
残りのステップでは、実際のサービスが serviceA、serviceB、serviceBv2 という名前で、すべての
サービスが apps.local という名前の名前空間を介して検出可能であることを前提としています。

ステップ 1: 統合コンポーネントをインストールする
App Mesh で使用するポッドをホストする各クラスターに、統合コンポーネントを 1 回インストールしま
す。

統合コンポーネントをインストールするには
1.

この手順の残りのステップでは、プレリリースバージョンのコントローラーがインストールされてい
ないクラスターが必要です。プレリリースバージョンがインストールされているか、インストールさ
れているかどうかわからない場合は、プレリリースバージョンがクラスターにインストールされてい
るかどうかを確認するスクリプトをダウンロードして実行できます。
curl -o pre_upgrade_check.sh https://raw.githubusercontent.com/aws/eks-charts/master/
stable/appmesh-controller/upgrade/pre_upgrade_check.sh
sh ./pre_upgrade_check.sh

26

AWS App Mesh ユーザーガイド
ステップ 1: 統合コンポーネントをインストールする

スクリプトが Your cluster is ready for upgrade. Please proceed to the
installation instructions を返した場合は、次のステップに進むことができます。別のメッ
セージが返された場合は、続行する前にアップグレード手順を完了する必要があります。プレリリー
スバージョンのアップグレードの詳細については、「アップグレード」を参照してください GitHub。
2.

eks-charts リポジトリを Helm に追加します。
helm repo add eks https://aws.github.io/eks-charts

3.

App Mesh Kubernetes カスタムリソース定義 (CRD) をインストールします。
kubectl apply -k "https://github.com/aws/eks-charts/stable/appmesh-controller/crds?
ref=master"

4.

コントローラーの Kubernetes 名前空間を作成します。
kubectl create ns appmesh-system

5.

後の手順で使用するために、次の数を設定します。cluster-name と Region-code を既存のクラ
スターの値に置き換えます。
export CLUSTER_NAME=cluster-name
export AWS_REGION=Region-code

6.

(オプション) Fargate でコントローラーを実行する場合は、Fargate プロファイルを作成する必要があ
ります。eksctl をンストールしていない場合は、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「eksctl の
インストールまたはアップグレード」を参照してください。コンソールを使用してプロファイルを作
成する場合は、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Fargate プロファイルの作成」を参照してくだ
さい。
eksctl create fargateprofile --cluster $CLUSTER_NAME --name appmesh-system -namespace appmesh-system

7.

クラスターの OpenID 接続 (OIDC) ID プロバイダーを作成します。eksctl をインストールしていな
い場合、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「eksctl のインストールまたはアップグレード」の手
順に従ってインストールできます。コンソールを使用してプロバイダーを作成する場合、「Amazon
EKS ユーザーガイド」の「クラスターでのサービスアカウントの IAM ロールの有効化」を参照してく
ださい。
eksctl utils associate-iam-oidc-provider \
--region=$AWS_REGION \
--cluster $CLUSTER_NAME \
--approve

8.

IAM ロールを作成して、「AWSAppMeshFullAccess 」と 「AWSCloudMapFullAccess」 AWS マネー
ジドポリシーを添付し、それを appmesh-controller Kubernetes サービスアカウントにバインド
します。このロールにより、コントローラーは App Mesh リソースの追加、削除、変更を行うことが
できます。

Note
このコマンドは、自動生成された名前で AWS IAM ロールを作成します。作成された IAM
ロール名を指定することはできません。
eksctl create iamserviceaccount \
--cluster $CLUSTER_NAME \
--namespace appmesh-system \
--name appmesh-controller \
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--attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AWSCloudMapFullAccess,arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess \
--override-existing-serviceaccounts \
--approve

AWS Management Console または AWS CLI を使用してサービスアカウントを作成する場合、
「Amazon EKS ユーザーガイド」の「サービスアカウントの IAM ロールとポリシーの作成」を参
照してください。AWS Management Console または AWS CLI を使用してアカウントを作成する場
合、ロールを Kubernetes サービスアカウントにマッピングする必要もあります。詳細については、
「Amazon EKS ユーザーガイド」の「サービスアカウントの IAM ロールを指定する」を参照してくだ
さい。
9.

App Mesh コントローラーをデプロイします。すべての設定オプションの一覧については、「設定す
る」を参照してください GitHub。
helm upgrade -i appmesh-controller eks/appmesh-controller \
--namespace appmesh-system \
--set region=$AWS_REGION \
--set serviceAccount.create=false \
--set serviceAccount.name=appmesh-controller

Note
Amazon EKS クラスターファミリーがの場合はIPv6、前のコマンドに次のオプションを追
加して、App Mesh コントローラーのデプロイ時にクラスター名を設定してください--set
clusterName=$CLUSTER_NAME。

Important
クラスターがme-south-1、、、ap-east-1ap-southeast-3eu-south-1、afsouth-1またはリージョンにある場合は、前のコマンドに次のオプションを追加する必要が
あります。
account-idとRegion-codeを適切な値のセットの 1 つに置き換えます。
• サイドカー画像の場合:
•

--set image.repository=account-id.dkr.ecr.Region-code.amazonaws.com/amazon/
appmesh-controller

• 772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com: v1.24.0.0-prodaws-appmesh-envoy
• 856666278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com: v1.24.0.0-prodaws-appmesh-envoy
• 909464085924.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com: v1.24.0.0-prodaws-appmeshenvoy
• 422531588944.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com: v1.24.0.0-prodaws-appmesh-envoy
• 924023996002.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com: v1.24.0.0-prodaws-appmesh-envoy
• 古いイメージ URI は変更ログオンにあります GitHub。AWS画像が存在するアカウント
のバージョンが変更されましたv1.5.0。古いバージョンのイメージは、Amazon Elastic
Kubernetes サービスの AmazonAWS コンテナイメージレジストリにあるアカウントでホ
ストされています。
• コントローライメージの場合:
•

--set sidecar.image.repository=account-id.dkr.ecr.Region-code.amazonaws.com/
aws-appmesh-envoy

• 772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/amazon/appmesh-controller: v1.6.0
• 856666278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/amazon/appmesh-controller: v1.6.0
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• 909464085924.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/amazon/appmesh-controller:
v1.6.0
• 422531588944.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/amazon/appmesh-controller: v1.6.0
• 924023996002.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/amazon/appmesh-controller: v1.6.0
• サイドカーの init イメージの場合:
•

--set sidecar.image.repository=account-id.dkr.ecr.Region-code.amazonaws.com/
aws-appmesh-envoy

• 772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-proxy-route-manager:
v6-prod
• aws-appmesh-proxy-route8566278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/-manager: v6prod
• 909464085924.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/aws-appmesh-proxy-routemanager: v6-prod
• 422531588944.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-proxy-route-manager:
v6-prod
• 924023996002.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-proxy-route-manager:
v6-prod

Important
App Mesh での使用は、バージョン v1.9.0.0-prod 以降のみサポートされています。
10. コントローラーのバージョンが v1.4.0 以降であることを確認します。変更ログを確認することがで
きます GitHub。
kubectl get deployment appmesh-controller \
-n appmesh-system \
-o json | jq -r ".spec.template.spec.containers[].image" | cut -f2 -d ':'

Note
実行中のコンテナのログを表示すると、次のテキストを含む行が表示されますが、無視して
も問題ありません。
Neither -kubeconfig nor -master was specified. Using the inClusterConfig. This
might not work.

ステップ2：App Mesh リソースをデプロイするには
Kubernetes でアプリケーションをデプロイするときは、Kubernetes カスタムリソースも作成し、コント
ローラーが対応する App Mesh リソースを作成できるようにします 次の手順は、App Mesh リソースの一
部の機能をデプロイするのに役立ちます。他の App Mesh リソース機能をデプロイするためのマニフェス
トの例は、App Mesh チュートリアルv1beta2一覧されている多くの機能フォルダーのサブフォルダにあ
ります GitHub。

Important
コントローラーによって App Mesh リソースが作成されたら、App Mesh リソースの変更また
は削除は、コントローラーのみを使用して行うようお勧めします。App Mesh を使用してリソー
スの変更または削除をする場合、デフォルトでは、コントローラーは、変更または削除された
AppMesh リソースを10時間の間、変更または再作成しません。この期間を短く設定できます。詳
細については、「オン設定」を参照してください GitHub。
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App Mesh リソースをデプロイするには
1.

App Mesh リソースをデプロイする Kubernetes 名前空間を作成します。
a.

次の内容をコンピュータ上の namespace.yaml という名前のファイルに保存します。
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: my-apps
labels:
mesh: my-mesh
appmesh.k8s.aws/sidecarInjectorWebhook: enabled

b.

名前空間を作成します。
kubectl apply -f namespace.yaml

2.

App Mesh サービスメッシュを作成します。
a.

次の内容をコンピュータ上の mesh.yaml という名前のファイルに保存します。このファイル
は、という名前のメッシュリソースを作成するために使用されますmy-mesh。サービスメッシュ
は、サービス間のネットワークトラフィックの論理的な境界であり、サービスはその中に存在し
ます。
apiVersion: appmesh.k8s.aws/v1beta2
kind: Mesh
metadata:
name: my-mesh
spec:
namespaceSelector:
matchLabels:
mesh: my-mesh

b.

メッシュを作成します。
kubectl apply -f mesh.yaml

c.

作成された Kubernetes メッシュリソースの詳細を表示します。
kubectl describe mesh my-mesh

出力
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

my-mesh

<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"appmesh.k8s.aws/v1beta2","kind":"Mesh","metadata":
{"annotations":{},"name":"my-mesh"},"spec":{"namespaceSelector":{"matchLa...
API Version: appmesh.k8s.aws/v1beta2
Kind:
Mesh
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-06-17T14:51:37Z
Finalizers:
finalizers.appmesh.k8s.aws/mesh-members
finalizers.appmesh.k8s.aws/aws-appmesh-resources
Generation:
1
Resource Version: 6295
Self Link:
/apis/appmesh.k8s.aws/v1beta2/meshes/my-mesh
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UID:
111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711
Spec:
Aws Name: my-mesh
Namespace Selector:
Match Labels:
Mesh: my-mesh
Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2020-06-17T14:51:37Z
Status:
True
Type:
MeshActive
Mesh ARN:
arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh
Observed Generation:
1
Events:
<none>

d.

コントローラーによって作成された App Mesh サービスメッシュの詳細を表示します。
aws appmesh describe-mesh --mesh-name my-mesh

出力
{

}

3.

"mesh": {
"meshName": "my-mesh",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh",
"createdAt": "2020-06-17T09:51:37.920000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2020-06-17T09:51:37.920000-05:00",
"meshOwner": "111122223333",
"resourceOwner": "111122223333",
"uid": "111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711",
"version": 1
},
"spec": {},
"status": {
"status": "ACTIVE"
}
}

App Mesh 仮想ノードを作成します。仮想ノードは、Kubernetes デプロイメントへの論理ポインタと
して機能します。
a.

次の内容をコンピュータ上の virtual-node.yaml という名前のファイルに保存します。
このファイルを使用して、my-service-amy-apps名前空間に名前を付けた App Mesh 仮想
ノードを作成します。仮想ノードは、後のステップで作成される Kubernetes サービスを表しま
す。hostname の値は、この仮想ノードが表す実際のサービスの完全修飾 DNS ホスト名です。
apiVersion: appmesh.k8s.aws/v1beta2
kind: VirtualNode
metadata:
name: my-service-a
namespace: my-apps
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: my-app-1
listeners:
- portMapping:
port: 80
protocol: http
serviceDiscovery:
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dns:
hostname: my-service-a.my-apps.svc.cluster.local

仮想ノードには、 end-to-end このチュートリアルでは説明されていない暗号化やヘルスチェック
などの機能があります。詳細については、「the section called “仮想ノード” (p. 75)」を参照し
てください。前述の仕様で設定できる仮想ノードで使用可能なすべての設定を表示するには、次
のコマンドを実行します。
aws appmesh create-virtual-node --generate-cli-skeleton yaml-input

b.

仮想ノードをデプロイします。
kubectl apply -f virtual-node.yaml

c.

作成された Kubernetes 仮想ノードリソースの詳細を表示します。
kubectl describe virtualnode my-service-a -n my-apps

出力
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

my-service-a
my-apps
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"appmesh.k8s.aws/
v1beta2","kind":"VirtualNode","metadata":{"annotations":{},"name":"my-servicea","namespace":"my-apps"},"s...
API Version: appmesh.k8s.aws/v1beta2
Kind:
VirtualNode
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-06-17T14:57:29Z
Finalizers:
finalizers.appmesh.k8s.aws/aws-appmesh-resources
Generation:
2
Resource Version: 22545
Self Link:
/apis/appmesh.k8s.aws/v1beta2/namespaces/my-apps/virtualnodes/
my-service-a
UID:
111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711
Spec:
Aws Name: my-service-a_my-apps
Listeners:
Port Mapping:
Port:
80
Protocol: http
Mesh Ref:
Name: my-mesh
UID:
111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711
Pod Selector:
Match Labels:
App: nginx
Service Discovery:
Dns:
Hostname: my-service-a.my-apps.svc.cluster.local
Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2020-06-17T14:57:29Z
Status:
True
Type:
VirtualNodeActive
Observed Generation:
2
Virtual Node ARN:
arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualNode/my-service-a_my-apps
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Events:

d.

<none>

App Mesh でコントローラーによって作成された仮想ノードの詳細を表示します。

Note
Kubernetes で作成される仮想ノードの名前は my-service-a ですが、App Mesh で作
成される仮想ノードの名前は my-service-a_my-apps です。コントローラーは、App
Mesh リソースの作成時に、Kubernetes 名前空間名を App Mesh 仮想ノード名に追加し
ます。Kubernetes では、異なる名前空間に同じ名前の仮想ノードを作成できるため、名
前空間名が追加されますがますが、App Mesh では仮想ノード名がメッシュ内で一意で
ある必要があります。
aws appmesh describe-virtual-node --mesh-name my-mesh --virtual-node-name myservice-a_my-apps

出力
{

"virtualNode": {
"meshName": "my-mesh",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualNode/my-service-a_my-apps",
"createdAt": "2020-06-17T09:57:29.840000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2020-06-17T09:57:29.840000-05:00",
"meshOwner": "111122223333",
"resourceOwner": "111122223333",
"uid": "111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711",
"version": 1
},
"spec": {
"backends": [],
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "my-service-a.my-apps.svc.cluster.local"
}
}
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualNodeName": "my-service-a_my-apps"
}
}

4.

App Mesh 仮想ルーターを作成します。仮想ルーターは、メッシュ内の 1 つ以上の仮想サービスのト
ラフィックを処理します。
a.

次の内容をコンピュータ上の virtual-router.yaml という名前のファイルに保存します。
このファイルを使用して、my-service-a前のステップで作成した名前の仮想ノードにトラ
フィックをルーティングする仮想ルーターを作成します。コントローラーは App Mesh 仮想ルー
ターを作成し、リソースをルーティングします。ルートにさらに多くの機能を指定し、http
以外のプロトコルを使用することができます。詳細については、the section called “仮想ルー
33

AWS App Mesh ユーザーガイド
ステップ2：App Mesh リソースをデプロイするには

ター” (p. 84) および the section called “ルート” (p. 87) を参照してください。参照される仮
想ノード名は、 Kubernetes 仮想ノード名であり、コントローラーによって App Mesh で作成さ
れた App Mesh 仮想ノード名ではないことに注意してください。
apiVersion: appmesh.k8s.aws/v1beta2
kind: VirtualRouter
metadata:
namespace: my-apps
name: my-service-a-virtual-router
spec:
listeners:
- portMapping:
port: 80
protocol: http
routes:
- name: my-service-a-route
httpRoute:
match:
prefix: /
action:
weightedTargets:
- virtualNodeRef:
name: my-service-a
weight: 1

(オプション) 前述の仕様で設定できる仮想ルーターに使用できるすべての設定を表示するには、
次のコマンドを実行します。
aws appmesh create-virtual-router --generate-cli-skeleton yaml-input

前述の仕様で設定できるルートに使用できるすべての設定を表示するには、次のコマンドを実行
します。
aws appmesh create-route --generate-cli-skeleton yaml-input

b.

仮想ルーターをデプロイします。
kubectl apply -f virtual-router.yaml

c.

作成された Kubernetes 仮想ルーターリソースを表示します。
kubectl describe virtualrouter my-service-a-virtual-router -n my-apps

省略された出力
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

my-service-a-virtual-router
my-apps
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"appmesh.k8s.aws/
v1beta2","kind":"VirtualRouter","metadata":{"annotations":{},"name":"my-service-avirtual-router","namespac...
API Version: appmesh.k8s.aws/v1beta2
Kind:
VirtualRouter
...
Spec:
Aws Name: my-service-a-virtual-router_my-apps
Listeners:
Port Mapping:
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Port:
80
Protocol: http
Mesh Ref:
Name: my-mesh
UID:
111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711
Routes:
Http Route:
Action:
Weighted Targets:
Virtual Node Ref:
Name: my-service-a
Weight: 1
Match:
Prefix: /
Name:
my-service-a-route
Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2020-06-17T15:14:01Z
Status:
True
Type:
VirtualRouterActive
Observed Generation:
1
Route AR Ns:
My - Service - A - Route: arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualRouter/my-service-a-virtual-router_my-apps/route/my-service-a-route
Virtual Router ARN:
arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualRouter/my-service-a-virtual-router_my-apps
Events:
<none>

d.

App Mesh でコントローラーによって作成された仮想ルーターリソースを表示します。コント
ローラーが App Mesh で仮想ルーターを作成したときに、仮想ルーターの名前に Kubernetes 名
前空間名が追加されたため、name の my-service-a-virtual-router_my-apps を指定しま
す。
aws appmesh describe-virtual-router --virtual-router-name my-service-a-virtualrouter_my-apps --mesh-name my-mesh

出力
{

"virtualRouter": {
"meshName": "my-mesh",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualRouter/my-service-a-virtual-router_my-apps",
"createdAt": "2020-06-17T10:14:01.547000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2020-06-17T10:14:01.547000-05:00",
"meshOwner": "111122223333",
"resourceOwner": "111122223333",
"uid": "111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711",
"version": 1
},
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
}
]
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
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}

e.

}

},
"virtualRouterName": "my-service-a-virtual-router_my-apps"

App Mesh でコントローラーによって作成されたルートリソースを表示します。その ルートは
Kubernetes の仮想ルーター設定の一部であるため、ルートリソースが Kubernetes で作成されま
せんでした。ルート情報は、サブステップ c の Kubernetes リソースの詳細に表示されました。
ルート名が仮想ルーターに固有であるため、コントローラーは、App Mesh でルートを作成し
たときに、AppMesh ルート名に Kubernetes 名前空間名を追加しませんでした。
aws appmesh describe-route \
--route-name my-service-a-route \
--virtual-router-name my-service-a-virtual-router_my-apps \
--mesh-name my-mesh

出力
{

"route": {
"meshName": "my-mesh",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualRouter/my-service-a-virtual-router_my-apps/route/my-service-a-route",
"createdAt": "2020-06-17T10:14:01.577000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2020-06-17T10:14:01.577000-05:00",
"meshOwner": "111122223333",
"resourceOwner": "111122223333",
"uid": "111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711",
"version": 1
},
"routeName": "my-service-a-route",
"spec": {
"httpRoute": {
"action": {
"weightedTargets": [
{
"virtualNode": "my-service-a_my-apps",
"weight": 1
}
]
},
"match": {
"prefix": "/"
}
}
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualRouterName": "my-service-a-virtual-router_my-apps"
}
}

5.

App Mesh 仮想サービスを作成します。仮想サービスは、仮想ノードが仮想ルーターを使用して直接
または間接的に提供する実際のサービスを抽象化したものです。依存サービスは、仮想サービスを名
前で呼び出します。名前は AppMesh にとって重要ではありませんが、仮想サービスに、仮想サービ
スが表す実際のサービスの完全修飾ドメイン名を付けるようお勧めします。このように仮想サービ
スに名前を付けることで、別の名前を参照するようにアプリケーションコードを変更する必要がなく
なります。リクエストは、仮想サービスのプロバイダーとして指定されている仮想ノードまたは仮想
ルーターにルーティングされます。
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a.

次の内容をコンピュータ上の virtual-service.yaml という名前のファイルに保存します。こ
のファイルは、仮想ルータープロバイダーを使用して、my-service-a前のステップで作成され
た名前の仮想ノードにトラフィックをルーティングする仮想サービスを作成するために使用され
ます。spec の awsName に対する値 は、この仮想サービスが抽象化する実際の Kubernetes サー
ビスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) です。Kubernetes サービスは「the section called “ステップ
3: サービスを作成または更新する” (p. 38)」で作成されます。詳細については、「the section
called “仮想サービス” (p. 63)」を参照してください。
apiVersion: appmesh.k8s.aws/v1beta2
kind: VirtualService
metadata:
name: my-service-a
namespace: my-apps
spec:
awsName: my-service-a.my-apps.svc.cluster.local
provider:
virtualRouter:
virtualRouterRef:
name: my-service-a-virtual-router

前述の仕様で設定できる仮想サービスに使用できるすべての設定を表示するには、次のコマンド
を実行します。
aws appmesh create-virtual-service --generate-cli-skeleton yaml-input

b.

仮想サービスを作成します。
kubectl apply -f virtual-service.yaml

c.

作成された Kubernetes 仮想サービスリソースの詳細を表示します。
kubectl describe virtualservice my-service-a -n my-apps

出力
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

my-service-a
my-apps
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"appmesh.k8s.aws/
v1beta2","kind":"VirtualService","metadata":{"annotations":{},"name":"my-servicea","namespace":"my-apps"}...
API Version: appmesh.k8s.aws/v1beta2
Kind:
VirtualService
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-06-17T15:48:40Z
Finalizers:
finalizers.appmesh.k8s.aws/aws-appmesh-resources
Generation:
1
Resource Version: 13598
Self Link:
/apis/appmesh.k8s.aws/v1beta2/namespaces/my-apps/
virtualservices/my-service-a
UID:
111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711
Spec:
Aws Name: my-service-a.my-apps.svc.cluster.local
Mesh Ref:
Name: my-mesh
UID:
111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711
Provider:
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Virtual Router:
Virtual Router Ref:
Name: my-service-a-virtual-router
Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2020-06-17T15:48:40Z
Status:
True
Type:
VirtualServiceActive
Observed Generation:
1
Virtual Service ARN:
arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualService/my-service-a.my-apps.svc.cluster.local
Events:
<none>

d.

App Mesh でコントローラーによって作成された仮想サービスリソースの詳細を表示します。仮
想サービスの名前が一意の FQDN であるため、Kubernetes コントローラーは、App Mesh で仮想
サービスを作成したときに、App Mesh 仮想サービス名に Kubernetes 名前空間名を追加しません
でした。
aws appmesh describe-virtual-service --virtual-service-name my-service-a.myapps.svc.cluster.local --mesh-name my-mesh

出力
{

"virtualService": {
"meshName": "my-mesh",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/my-mesh/
virtualService/my-service-a.my-apps.svc.cluster.local",
"createdAt": "2020-06-17T10:48:40.182000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2020-06-17T10:48:40.182000-05:00",
"meshOwner": "111122223333",
"resourceOwner": "111122223333",
"uid": "111a11b1-c11d-1e1f-gh1i-j11k1l111m711",
"version": 1
},
"spec": {
"provider": {
"virtualRouter": {
"virtualRouterName": "my-service-a-virtual-router_my-apps"
}
}
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualServiceName": "my-service-a.my-apps.svc.cluster.local"
}
}

このチュートリアルでは説明していませんが、コントローラーは App Mesh the section called “仮想ゲー
トウェイ” (p. 66) と the section called “ゲートウェイルート” (p. 71)をデプロイすることもできま
す。コントローラを使用してこれらのリソースをデプロイする手順については、「インバウンドゲート
ウェイの設定」、または上のリソースを含むサンプルマニフェストを参照してください GitHub。

ステップ 3: サービスを作成または更新する
App Mesh で使用するポッドには、App Mesh サイドカーコンテナを追加する必要があります。インジェク
ターは、指定したラベルでデプロイされたポッドに、自動的にサイドカーコンテナを追加します。
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1.

プロキシ認証を有効にします。各 Kubernetes デプロイメントを有効にして、独自の App Mesh 仮想
ノードの設定のみをストリーミングするようお勧めします。
a.

次の内容をコンピュータ上の proxy-auth.json という名前のファイルに保存しま
す。alternate-colored values は、独自の値に置き換えてください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appmesh:StreamAggregatedResources",
"Resource": [
"arn:aws:appmesh:Region-code:111122223333:mesh/my-mesh/virtualNode/
my-service-a_my-apps"
]
}
]
}

b.

ポリシーを作成します。
aws iam create-policy --policy-name my-policy --policy-document file://proxyauth.json

c.

IAM ロールを作成して、前のステップで作成したポリシーをそれに添付し、Kubernetes サービ
スアカウントを作成して、ポリシーを Kubernetes サービスアカウントにバインドします。この
ロールにより、コントローラーは App Mesh リソースの追加、削除、変更を行うことができま
す。
eksctl create iamserviceaccount \
--cluster $CLUSTER_NAME \
--namespace my-apps \
--name my-service-a \
--attach-policy-arn arn:aws:iam::111122223333:policy/my-policy \
--override-existing-serviceaccounts \
--approve

AWS Management Console または AWS CLI を使用してサービスアカウントを作成する場合、
「Amazon EKS ユーザーガイド」の「サービスアカウントの IAM ロールとポリシーの作成」を参
照してください。AWS Management Console または AWS CLI を使用してアカウントを作成する
場合、ロールを Kubernetes サービスアカウントにマッピングする必要もあります。詳細につい
ては、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「サービスアカウントの IAM ロールを指定する」を参
照してください。
2.

(オプション) デプロイを Fargate ポッドにデプロイする場合は、Fargate プロファイルを作成する
必要があります。eksctl をインストールしていない場合、「Amazon EKS ユーザーガイド」の
「eksctl のインストールまたはアップグレード」の手順に従ってインストールできます。コンソー
ルを使用してプロファイルを作成する場合は、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Fargate プロ
ファイルの作成」を参照してください。
eksctl create fargateprofile --cluster my-cluster --region Region-code --name myservice-a --namespace my-apps

3.

Kubernetes サービスとデプロイメントを作成します。App Mesh で使用する既存のデプロイメント
がある場合は、のサブステップで行ったように、仮想ノードをデプロイする必要があります。これ
は、3のサブステップで行ったように、仮想ノードをデプロイする必要がありますthe section called
“ステップ2：App Mesh リソースをデプロイするには” (p. 29)。デプロイを更新して、そのラベルが
仮想ノードに設定したラベルに一致しているか確認する必要があります。これにより、サイドカーコ
ンテナは、自動的にプールに追加され、ポッドが再デプロイされます。
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a.

次の内容をコンピュータ上の example-service.yaml という名前のファイルに保存します。名
前空間名を変更して Fargate ポッドを使用している場合は、名前空間名が Fargate プロファイル
で定義した名前空間名と一致していることを確認してください。
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: my-service-a
namespace: my-apps
labels:
app: my-app-1
spec:
selector:
app: my-app-1
ports:
- protocol: TCP
port: 80
targetPort: 80
--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: my-service-a
namespace: my-apps
labels:
app: my-app-1
spec:
replicas: 3
selector:
matchLabels:
app: my-app-1
template:
metadata:
labels:
app: my-app-1
spec:
serviceAccountName: my-service-a
containers:
- name: nginx
image: nginx:1.19.0
ports:
- containerPort: 80

Important
仕様の app、matchLabels、selector の値は、3 のサブステップ the section called
“ステップ2：App Mesh リソースをデプロイするには” (p. 29) で仮想ノードを作成
したときに指定した値と一致する必要があります。一致しないと、サイドカーコンテ
ナがポッドに挿入されません。前の例では、ラベルの値は my-app-1 です。仮想ノー
ドではなく仮想ゲートウェイをデプロイする場合は、Deployment マニフェストに
は、Envoy コンテナのみを含める必要があります。使用する画像の詳細については、
「Envoy (p. 145)」を参照してください。マニフェストの例については、「」を参照し
てください GitHub。
b.

サービスをデプロイします。
kubectl apply -f example-service.yaml

c.

サービスとデプロイメントを表示します。
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kubectl -n my-apps get pods

出力
NAME
my-service-a-54776556f6-2cxd9
my-service-a-54776556f6-w26kf
my-service-a-54776556f6-zw5kt

d.

READY
2/2
2/2
2/2

STATUS
Running
Running
Running

RESTARTS
0
0
0

AGE
10s
18s
26s

デプロイ済みポッドの 1 つの詳細を表示します。
kubectl -n my-apps describe pod my-service-a-54776556f6-2cxd9

省略された出力
Name:
Namespace:
Priority:
Node:
Start Time:
Labels:

my-service-a-54776556f6-2cxd9
my-app-1
0
ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal/192.168.44.157
Wed, 17 Jun 2020 11:08:59 -0500
app=nginx
pod-template-hash=54776556f6
kubernetes.io/psp: eks.privileged
Running
192.168.57.134

Annotations:
Status:
IP:
IPs:
IP:
192.168.57.134
Controlled By: ReplicaSet/my-service-a-54776556f6
Init Containers:
proxyinit:
Container ID:
docker://
e0c4810d584c21ae0cb6e40f6119d2508f029094d0e01c9411c6cf2a32d77a59
Image:
111345817488.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-proxyroute-manager:v2
Image ID:
docker-pullable://111345817488.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
aws-appmesh-proxy-route-manager
Port:
<none>
Host Port:
<none>
State:
Terminated
Reason:
Completed
Exit Code:
0
Started:
Fri, 26 Jun 2020 08:36:22 -0500
Finished:
Fri, 26 Jun 2020 08:36:22 -0500
Ready:
True
Restart Count: 0
Requests:
cpu:
10m
memory: 32Mi
Environment:
APPMESH_START_ENABLED:
1
APPMESH_IGNORE_UID:
1337
APPMESH_ENVOY_INGRESS_PORT:
15000
APPMESH_ENVOY_EGRESS_PORT:
15001
APPMESH_APP_PORTS:
80
APPMESH_EGRESS_IGNORED_IP:
169.254.169.254
APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS: 22
AWS_ROLE_ARN:
arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-appmesh-addon-iamserviceaccount-my-a-Role1-NMNCVWB6PL0N
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE:
/var/run/secrets/eks.amazonaws.com/
serviceaccount/token
...
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Containers:
nginx:
Container ID:
docker://
be6359dc6ecd3f18a1c87df7b57c2093e1f9db17d5b3a77f22585ce3bcab137a
Image:
nginx:1.19.0
Image ID:
docker-pullable://nginx
Port:
80/TCP
Host Port:
0/TCP
State:
Running
Started:
Fri, 26 Jun 2020 08:36:28 -0500
Ready:
True
Restart Count: 0
Environment:
AWS_ROLE_ARN:
arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-app-meshaddon-iamserviceaccount-my-a-Role1-NMNCVWB6PL0N
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/
serviceaccount/token
...
envoy:
Container ID:
docker://905b55cbf33ef3b3debc51cb448401d24e2e7c2dbfc6a9754a2c49dd55a216b6
Image:
840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.12.4.0-prod
Image ID:
docker-pullable://840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
aws-appmesh-envoy
Port:
9901/TCP
Host Port:
0/TCP
State:
Running
Started:
Fri, 26 Jun 2020 08:36:36 -0500
Ready:
True
Restart Count: 0
Requests:
cpu:
10m
memory: 32Mi
Environment:
APPMESH_RESOURCE_ARN:
arn:aws:iam::111122223333:mesh/my-mesh/
virtualNode/my-service-a_my-apps
APPMESH_PREVIEW:
0
ENVOY_LOG_LEVEL:
info
AWS_REGION:
us-west-2
AWS_ROLE_ARN:
arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-app-meshaddon-iamserviceaccount-my-a-Role1-NMNCVWB6PL0N
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/
serviceaccount/token
...
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
------------ ---------Normal Pulling
30s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Pulling image "111345817488.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-proxyroute-manager:v2"
Normal Pulled
23s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Successfully pulled image "111345817488.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/awsappmesh-proxy-route-manager:v2"
Normal Created
21s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Created container proxyinit
Normal Started
21s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Started container proxyinit
Normal Pulling
20s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Pulling image "nginx:1.19.0"
Normal Pulled
16s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Successfully pulled image "nginx:1.19.0"
Normal Created
15s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Created container nginx
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Normal Started
15s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Started container nginx
Normal Pulling
15s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Pulling image "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.12.4.0-prod"
Normal Pulled
8s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Successfully pulled image "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/awsappmesh-envoy:v1.12.4.0-prod"
Normal Created
7s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Created container envoy
Normal Started
7s
kubelet, ip-192-168-44-157.us-west-2.compute.internal
Started container envoy

上記の出力では、コントローラーによって envoy および proxyinit コンテナがポッドに追加さ
れたことがわかります。サンプルサービスを Fargate にデプロイした場合は、envoy コンテナは
コントローラーによってポッドに追加されましたが、proxyinit コンテナはそうではありませ
んでした。
4.

(オプション) Prometheus、Grafana、AWS X-Ray、Jaeger、Datadog などのアドオンをインストール
します。詳細については、App Mesh GitHub アドオンと App Mesh ユーザーガイドの「オブザーバビ
リティ」セクションを参照してください。

Note
App Mesh のその他の例とチュートリアルについては、App Mesh サンプルリポジトリを参照して
ください。

ステップ 4: クリーンアップする
このチュートリアルで作成したサンプルリソースをすべて削除します。コントローラーは、my-mesh App
Mesh サービスメッシュで作成されたリソースも削除します。
kubectl delete namespace my-apps

サンプルサービスの Fargate プロファイルを作成した場合は、それを削除します。
eksctl delete fargateprofile --name my-service-a --cluster my-cluster --region Region-code

メッシュを削除します。
kubectl delete mesh my-mesh

(オプション) Kubernetes 統合コンポーネントを削除できます。
helm delete appmesh-controller -n appmesh-system

(オプション) Kubernetes 統合コンポーネントを Fargate にデプロイした場合は、Fargate プロファイルを
削除します。
eksctl delete fargateprofile --name appmesh-system --cluster my-cluster --region Regioncode
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AWS App Mesh と Amazon EC2 の開始方法
このトピックは、Amazon EC2 で実行されている実際のサービスで AWS App Mesh を使用するときに役
立ちます。このチュートリアルでは、複数の App Mesh リソースタイプのベーシックな機能について説明
します。

シナリオ
App Mesh の使用方法を説明するために、次の特性を持つアプリケーションがあると仮定します。
• serviceA および serviceB という名前の 2 つのサービスで構成されています。
• どちらのサービスも、apps.local という名前の名前空間にメンバー登録されます。
• ServiceA は、HTTP/2、ポート 80 を介して serviceB と通信します。
• すでに serviceB のバージョン 2 をデプロイし、serviceBv2 名前空間に apps.local という名前で
メンバー登録しました。
次の要件があります。
• serviceA から serviceB にトラフィックの 75% を送信し、serviceBv2 にトラフィックの 25% を
送信して、serviceA からトラフィックの100％を送信する前に、serviceBv2 にバグがないことを検
証します。
• トラフィックの重み付けを簡単に調整して、信頼性が証明されたら、トラフィックの 100% が
serviceBv2 へ転送されるようにします。すべてのトラフィックが serviceBv2 に送信された
ら、serviceB を切断します。
• 上記の要件を満たすために、実際のサービスの既存のアプリケーションコードまたはサービスディスカ
バリ登録を変更する必要はありません。
要件を満たすために、仮想サービス、仮想ノード、仮想ルーター、およびルートで、App Mesh サービス
メッシュを作成する必要があります。メッシュを実装した後、サービスを更新して、Envoy プロキシを使
用します。更新されると、サービスは相互に直接ではなく、Envoy プロキシを介して相互に通信します。

前提条件
App Mesh では、DNS、AWS Cloud Map、またはその両方に登録された Linux サービスがサポートされて
います。この「開始方法」を使用するには、DNS に既存のサービスを 3 つメンバー登録しておくようお
勧めします。サービスが存在しない場合でもサービスメッシュとそのリソースを作成できますが、実際の
サービスをデプロイするまでメッシュを使用することはできません。
サービスをまだ実行していない場合は、Amazon EC2 インスタンスの起動をして、それらにアプリケー
ションをデプロイできます。詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」
の「チュートリアル: Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法」を参照してください。残りのステッ
プでは、実際のサービスが serviceA、serviceB、serviceBv2 という名前で、すべてのサービスが
apps.local という名前の名前空間を介して検出可能であることを前提としています。

ステップ 1: メッシュと仮想サービスを作成する
サービスメッシュは、サービス間のネットワークトラフィックの論理的な境界であり、サービスはその中
に存在します。詳細については、「サービスメッシュ (p. 60)」を参照してください。仮想サービスは、
実際のサービスを抽象化したものです。詳細については、「仮想サービス (p. 63)」を参照してくださ
い。
次のリソースを作成します。
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• シナリオ内のすべてのサービスが apps 名前空間にメンバー登録されているため、apps.local という
名前のメッシュ。
• serviceb.apps.local という名前の仮想サービス。仮想サービスは、その名前で検出可能な
サービスを表しているため、別の名前をリファレンスするようにコードを変更したくないためで
す。servicea.apps.local という名前の仮想サービスが、次のステップで追加されます。
AWS Management Console または AWS CLI のバージョン 1.18.116 以降または2.0.38 以降で、次のス
テップを実行します。AWS CLI を使用している場合は、aws --version コマンドを使用して、インス
トールされている AWS CLI のバージョンを確認します。バージョン 1.18.116 以降、または 2.0.38 以降を
インストールしていない場合は、AWS CLI をインストールまたは更新する必要があります。使用するツー
ルのタブを選択します。
AWS Management Console
1.

App Mesh コンソールの初回実行ウィザードを https://console.aws.amazon.com/appmesh/getstarted で開きます。

2.

[メッシュ名] に apps と入力します。

3.

[仮想サービス名] に serviceb.apps.local と入力します。

4.

続行するには、[次へ] を選択します。

AWS CLI
1.

create-mesh コマンドを使用してメッシュを作成します。
aws appmesh create-mesh --mesh-name apps

2.

create-virtual-service コマンドを使用して仮想サービスを作成します。
aws appmesh create-virtual-service --mesh-name apps --virtual-service-name
serviceb.apps.local --spec {}

ステップ 2: 仮想ノードを作成する
仮想ノードは、実際のサービスの論理ポインタとして機能します。詳細については、「仮想ノー
ド (p. 75)」を参照してください。
仮想ノードの 1 つが serviceB という名前の実際のサービスを表すため、serviceB という名前の仮想
ノードを作成します。仮想ノードが表す実際のサービスは、serviceb.apps.local というホスト名
を持つ DNS を介して検出可能です。または、AWS Cloud Map を使用して実際のサービスを検出するこ
ともできます。仮想ノードは、ポート 80 で HTTP/2 プロトコルを使用してトラフィックをリッスンしま
す。ヘルスチェックと同様に、その他のプロトコルもサポートされています。serviceBv2次のステップ
でserviceA、および、の仮想ノードを作成します。
AWS Management Console
1.

[仮想ノード名] に serviceB と入力します。

2.

[サービスディスカバリ] で、[DNS] を選択し、[DNS ホスト名] に serviceb.apps.local と入
力します。

3.

[リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択し、[ポート]に 80 と入力します。

4.

続行するには、[次へ] を選択します。
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AWS CLI
1.

次の内容で、create-virtual-node-serviceb.json という名前のファイルを作成します。
{

}

2.

"meshName": "apps",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http2"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "serviceB.apps.local"
}
}
},
"virtualNodeName": "serviceB"

JSON ファイルを入力として使用して、create-virtual-nodeコマンドを使用して仮想ノードを作成
します。
aws appmesh create-virtual-node --cli-input-json file://create-virtual-nodeserviceb.json

ステップ 3: 仮想ルーターとルートを作成する
仮想ルーターは、メッシュ内の 1 つ以上の仮想サービスのトラフィックを送信します。詳細について
は、仮想ルーター (p. 84) および ルート (p. 87) を参照してください。
次のリソースを作成します。
• serviceB という名前の仮想ルーター。serviceB.apps.local 仮想サービスは、他のサー
ビスとのアウトバウンド通信を開始しないためです。前に作成した仮想サービスは、実際の
serviceb.apps.local サービスの抽象化であることに注意してください。仮想サービスは、仮想
ルーターにトラフィックを送信します。仮想ルーターは、ポート 80 で HTTP/2 プロトコルを使用して
トラフィックをリッスンします。その他のプロトコルもサポートされています。
• serviceB という名前のルート。トラフィックの 100%serviceB を仮想ノードにルーティングしま
す。重みは、serviceBv2仮想ノードを追加した後の手順で行います。このガイドでは説明しません
が、ルートにフィルタ条件を追加したり、通信の問題が発生したときに Envoy プロキシが仮想ノードへ
のトラフィックの送信を複数回試行する再試行ポリシーを追加したりできます。
AWS Management Console
1.

[仮想ルーター名] に serviceB と入力します。

2.

[リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択して、[ポート] に 80 を指定します。

3.

[ルート名] に serviceB と入力します。
[ルートタイプ] で、[http2] を選択します。

4.
5.
6.

[ターゲット設定] の [仮想ノード名]で、[serviceB] を選択し、[重み]に 100 と入力します。
[一致設定] で、[方法] を選択します。

7.

続行するには、[次へ] を選択します。
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AWS CLI
1.

仮想ルーターを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-router.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName": "apps",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http2"
}
}
]
},
"virtualRouterName": "serviceB"

JSON ファイルを入力として使用して、create-virtual-routerコマンドを使用して仮想ルー
ターを作成します。
aws appmesh create-virtual-router --cli-input-json file://create-virtualrouter.json

2.

ルートを作成します。
a.

次の内容で、create-route.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName" : "apps",
"routeName" : "serviceB",
"spec" : {
"httpRoute" : {
"action" : {
"weightedTargets" : [
{
"virtualNode" : "serviceB",
"weight" : 100
}
]
},
"match" : {
"prefix" : "/"
}
}
},
"virtualRouterName" : "serviceB"

JSON ファイルを入力として使用し、create-route コマンドでルートを作成します。
aws appmesh create-route --cli-input-json file://create-route.json

ステップ 4: 確認して作成する
前のステップと照らし合わせて設定を確認します。
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AWS Management Console
いずれかのセクションに変更を加える必要がある場合は、[編集] を選択します。設定が完了した
ら、[メッシュの作成] を選択します。
[ステータス] 画面には、作成されたすべてのメッシュリソースが表示されます。作成したリソースを
コンソールに表示するには、[メッシュの表示] を選択します。
AWS CLI
describe-mesh コマンドで作成したメッシュの設定を確認します。
aws appmesh describe-mesh --mesh-name apps

describe-virtual-serviceコマンドで作成した仮想サービスの設定を確認します。
aws appmesh describe-virtual-service --mesh-name apps --virtual-service-name
serviceb.apps.local

describe-virtual-nodeコマンドで作成した仮想ノードの設定を確認します。
aws appmesh describe-virtual-node --mesh-name apps --virtual-node-name serviceB

describe-virtual-routerコマンドで作成した仮想ルーターの設定を確認します。
aws appmesh describe-virtual-router --mesh-name apps --virtual-router-name serviceB

describe-route コマンドで作成したルートの設定を確認します。
aws appmesh describe-route --mesh-name apps \
--virtual-router-name serviceB --route-name serviceB

ステップ 5: 追加のリソースを作成する
このシナリオを完了するには、次のことを行う必要があります。
• serviceBv2 という名前の仮想ノードと、serviceA という名前の別の仮想ノードを作成します。両方
の仮想ノードは、HTTP/2 ポート 80 経由でリクエストをリッスンします。serviceA仮想ノードには、
のバックエンドを設定しますserviceb.apps.local。serviceA仮想ノードからのすべてのアウトバ
ウンドトラフィックは、という名前の仮想サービスに送信されますserviceb.apps.local。このガ
イドでは説明しませんが、仮想ノードのアクセスログを書き込むファイルパスを指定することもできま
す。
• という名前の仮想サービスを 1 つ追加作成します。これによりservicea.apps.local、serviceAす
べてのトラフィックが仮想ノードに直接送信されます。
• 前のステップで作成した serviceB ルートを更新して、トラフィックの 75% を serviceB 仮想ノー
ドに送信し、25% を serviceBv2 仮想ノードに送信します。時間の経過とともに、serviceBv2 が
100% のトラフィックを受信するまで、継続して重みを変更することができます。すべてのトラフィッ
クが serviceBv2 に送信されたら、serviceB 仮想ノードと実際のサービスをシャットダウンして中
止することができます。重みを変更しても、serviceb.apps.local 仮想サービス名および実際の
サービス名は変更されないため、コードを変更する必要はありません。serviceb.apps.local 仮想
サービスは仮想ルーターにトラフィックを送信し、仮想ルーターはトラフィックを仮想ノードにルー
ティングすることに注意してください。仮想ノードのサービスディスカバリ名は、いつでも変更できま
す。

48

AWS App Mesh ユーザーガイド
ステップ 5: 追加のリソースを作成する

AWS Management Console
1.

左のナビゲーションペインで [メッシュ] を選択します。

2.

前のステップで作成した apps メッシュを選択します。

3.

左側のナビゲーションペインで、[仮想ノード] を選択します。

4.

[仮想ノードの作成] を選択します。

5.

[仮想ノード名] に serviceBv2 と入力し、[サービスディスカバリ] で [DNS] を選択して、[DNS
ホスト名] に servicebv2.apps.local と入力します。

6.

[リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択し、[ポート] に 80 を入力します。

7.

[仮想ノードの作成] を選択します。

8.

[仮想ノードの作成] をもう一度選択します。[仮想ノード名] に serviceA と入力してくださ
い。[サービスディスカバリ] で [DNS] を選択し、[DNS ホスト名] に servicea.apps.local と
入力します。

9.

[新しいバックエンド] の下の [仮想サービス名の入力] に serviceb.apps.local と入力しま
す。

10. [リスナーの設定] で、[プロトコル] に [http2] を選択し、[ポート] に 80 を入力して、[仮想ノード
の作成] を選択します。
11. 左側のナビゲーションペインで [仮想ルーター] を選択し、リストから [serviceB] 仮想ルーター
を選択します。
12. [ルート] で、前のステップで作成した ServiceB という名前のルートを選択し、[編集] を選択し
ます。
13. [ターゲット] の仮想ノード名で、serviceB の [重み] の値を 75 に変更します。
14. [ターゲットの追加] を選択し、ドロップダウンリストから serviceBv2を選択して、[重み] の値
を 25 に設定します。
15. [保存] を選択します。
16. 左側のナビゲーションペインで、[仮想サービス] を選択し、[仮想サービスの作成] を選択しま
す。
17. [仮想サービス名] に servicea.apps.local と入力し、[プロバイダー] に [仮想ノード] を選択
し、[仮想ノード] に serviceA を選択し、[仮想サービスの作成]を選択します。
AWS CLI
1.

serviceBv2 仮想ノードを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-node-servicebv2.json という名前のファイルを作成し
ます。
{

"meshName": "apps",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http2"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "serviceBv2.apps.local"
}
}
},
"virtualNodeName": "serviceBv2"
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}

b.

仮想ノードを作成します。
aws appmesh create-virtual-node --cli-input-json file://create-virtual-nodeservicebv2.json

2.

serviceA 仮想ノードを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-node-servicea.json という名前のファイルを作成しま
す。
{

}

b.

"meshName" : "apps",
"spec" : {
"backends" : [
{
"virtualService" : {
"virtualServiceName" : "serviceb.apps.local"
}
}
],
"listeners" : [
{
"portMapping" : {
"port" : 80,
"protocol" : "http2"
}
}
],
"serviceDiscovery" : {
"dns" : {
"hostname" : "servicea.apps.local"
}
}
},
"virtualNodeName" : "serviceA"

仮想ノードを作成します。
aws appmesh create-virtual-node --cli-input-json file://create-virtual-nodeservicea.json

3.

前のステップで作成した serviceb.apps.local 仮想サービスを更新して、そのトラ
フィックを serviceB 仮想ルーターに送信します。仮想サービスが最初に作成された時点で
は、serviceB 仮想ルーターがまだ作成されていないため、トラフィックはどこにも送信されま
せんでした。
a.

次の内容で、update-virtual-service.json という名前のファイルを作成します。
{

"meshName" : "apps",
"spec" : {
"provider" : {
"virtualRouter" : {
"virtualRouterName" : "serviceB"
}
}
},
"virtualServiceName" : "serviceb.apps.local"
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}

b.

update-virtual-serviceコマンドを使用して仮想サービスを更新します。
aws appmesh update-virtual-service --cli-input-json file://update-virtualservice.json

4.

前のステップで作成した serviceB ルートを更新します。
a.

次の内容で、update-route.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName" : "apps",
"routeName" : "serviceB",
"spec" : {
"http2Route" : {
"action" : {
"weightedTargets" : [
{
"virtualNode" : "serviceB",
"weight" : 75
},
{
"virtualNode" : "serviceBv2",
"weight" : 25
}
]
},
"match" : {
"prefix" : "/"
}
}
},
"virtualRouterName" : "serviceB"

update-route コマンドを使用してルートを更新します。
aws appmesh update-route --cli-input-json file://update-route.json

5.

serviceA 仮想サービスを作成します。
a.

次の内容で、create-virtual-servicea.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"meshName" : "apps",
"spec" : {
"provider" : {
"virtualNode" : {
"virtualNodeName" : "serviceA"
}
}
},
"virtualServiceName" : "servicea.apps.local"

仮想サービスを作成します。
aws appmesh create-virtual-service --cli-input-json file://create-virtualservicea.json

51

AWS App Mesh ユーザーガイド
ステップ 6: サービスを更新する

メッシュの概要
サービスメッシュを作成する前に、servicea.apps.local、serviceb.apps.local、および
servicebv2.apps.local という 3 つの実際のサービスがありました。実際のサービスに加えて、実際
のサービスを表す次のリソースを含むサービスメッシュが作成されました。
• 2 つの仮想サービス。プロキシは、仮想ルーターを経由して、servicea.apps.local 仮想サービスか
らのすべてのトラフィックを serviceb.apps.local 仮想サービスに送信します。
• serviceA、serviceB、および serviceBv2 という名前の 3 つの仮想ノード。Envoy プロキシは、仮
想ノードに対して設定されたサービスディスカバリ情報を使用して、実際のサービスの IP アドレスを検
索します。
• Envoy プロキシがインバウンドトラフィックの 75% を serviceB 仮想ノードに、25% を serviceBv2
仮想ノードにルーティングするように指定する 1 つのルートを持つ仮想ルーター。

ステップ 6: サービスを更新する
メッシュを作成したら、次のタスクを完了する必要があります。
• 各サービスでデプロイする Envoy プロキシに、1つ以上の仮想ノードの設定を読み取りすることを許可
します。プロキシを承認する方法の詳細については、Envoy プロキシ (p. 117) を参照してください。
• 既存のサービスを更新するには、次のステップを実行します。

Amazon EC2 インスタンスを仮想ノードメンバーとして設定するには
1.

IAM ロールを作成します。
a.

次の内容で、ec2-trust-relationship.json という名前のファイルを作成します。
{

}

b.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

次のコマンドを使用して IAM ロールを作成します。
aws iam create-role --role-name mesh-virtual-node-service-b --assume-role-policydocument file://ec2-trust-relationship.json

2.

IAM ポリシーを、Amazon ECR からの読み取りと特定のApp Mesh 仮想ノードの設定のみを許可する
ロールに添付します。
a.

次の内容の virtual-node-policy.json という名前のファイルを作成します。apps は the
section called “ステップ 1: メッシュと仮想サービスを作成する” (p. 44) で作成したメッシュの
名前で、serviceB は the section called “ステップ 2: 仮想ノードを作成する” (p. 45) で作成
した仮想ノードの名前です。111122223333 をアカウント ID に置き換え、us-west-2 をメッ
シュを作成したリージョンに置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appmesh:StreamAggregatedResources",
"Resource": [
"arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/apps/
virtualNode/serviceB"
]
}
]
}

b.

次のコマンドを使用してポリシーを作成します。
aws iam create-policy --policy-name virtual-node-policy --policy-document file://
virtual-node-policy.json

c.

前のステップで作成したポリシーをロールに添付して、ロールが AppMesh からの serviceB 仮
想ノードの設定のみを読み取れるようにします。
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::111122223333:policy/virtualnode-policy --role-name mesh-virtual-node-service-b

d.

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly マネージドポリシーをロールに添付して、Amazon
ECR から Envoy コンテナイメージをプルできるようにします。
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly --role-name mesh-virtual-node-service-b

3.

作成した IAM ロールを使用して Amazon EC2 インスタンスの起動を行います。

4.

SSH 経由でインスタンスに接続します。

5.

オペレーティングシステムのドキュメントに従って、Docker と AWS CLI をインスタンスにインス
トールします。

6.

Docker クライアントがイメージをプルするリージョンの Envoy Amazon ECR リポジトリを認証しま
す。
• me-south-1、、ap-east-1ap-southeast-3、eu-south-1およびを除くすべてのリージョ
ンaf-south-1。us-west-2 は、、me-south-1、ap-east-1およびを除くサポートされている
任意のリージョンに置き換えることができますaf-south-1。ap-southeast-3eu-south-1
$aws ecr get-login-password \
--region us-west-2 \
| docker login \
--username AWS \
--password-stdin 840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

• me-south-1 リージョン
$aws ecr get-login-password \
--region me-south-1 \
| docker login \
--username AWS \
--password-stdin 772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com

• ap-east-1 リージョン
$aws ecr get-login-password \
--region ap-east-1 \
| docker login \
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--username AWS \
--password-stdin 856666278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com

7.

次のいずれかのコマンドを実行して、イメージをプルするリージョンに応じて、インスタンスで App
Mesh Envoy コンテナを起動します。apps と serviceB の値は、シナリオで定義されたメッシュ名
と仮想ノード名です。この情報は、App Mesh から読み取りする仮想ノード設定をプロキシに指示し
ます。このシナリオを完了する際には、serviceBv2 および serviceA 仮想ノードで表されるサー
ビスをホストする Amazon EC2 インスタンスについても、これらのステップを完了する必要がありま
す。独自のアプリケーションでは、これらの値を独自の値に置き換えます。
• me-south-1、、ap-east-1ap-southeast-3、eu-south-1およびを除くすべてのリージョ
ンaf-south-1。#########、、、、af-south-1およびリージョンを除くサポートされているす
べてのリージョンに置き換えることができます。me-south-1ap-east-1ap-southeast-3eusouth-11337 は、0 と 2147483647 の間の任意の値に置き換えることができます。
sudo docker run --detach --env APPMESH_RESOURCE_ARN=mesh/apps/virtualNode/serviceB
-u 1337 --network host 840364872350.dkr.ecr.region-code.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.24.0.0-prod

\

• me-south-1 リージョン 1337 は、0 と 2147483647 の間の任意の値に置き換えることができま
す。
sudo docker run --detach --env APPMESH_RESOURCE_ARN=mesh/apps/virtualNode/serviceB
-u 1337 --network host 772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.24.0.0-prod

\

• ap-east-1 リージョン 1337 は、0 と 2147483647 の間の任意の値に置き換えることができま
す。
sudo docker run --detach --env APPMESH_RESOURCE_ARN=mesh/apps/virtualNode/serviceB
-u 1337 --network host 856666278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/aws-appmeshenvoy:v1.24.0.0-prod

\

Note
APPMESH_RESOURCE_ARN プロパティは、バージョン 1.15.0 またはそれ以降のEnvoy イ
メージを必要とします 詳細については、「Envoy (p. 145)」を参照してください。

Important
App Mesh での使用は、バージョン v1.9.0.0-prod 以降のみでサポートされています。
8.

次の Show more を選択します。インスタンスで、次の内容の envoy-networking.sh という名前
のファイルを作成します。8000 を、アプリケーションコードが着信トラフィックに使用するポート
に置き換えます。APPMESH_IGNORE_UID の値は変更できますが、値は前のステップで指定した値と
同じである必要があります (例: 1337)。必要に応じて、アドレスを APPMESH_EGRESS_IGNORED_IP
に追加できます。他の行は変更しないでください。
#!/bin/bash -e
#
# Start of configurable options
#
#APPMESH_START_ENABLED="0"
APPMESH_IGNORE_UID="1337"
APPMESH_APP_PORTS="8000"
APPMESH_ENVOY_EGRESS_PORT="15001"
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APPMESH_ENVOY_INGRESS_PORT="15000"
APPMESH_EGRESS_IGNORED_IP="169.254.169.254,169.254.170.2"
# Enable routing on the application start.
[ -z "$APPMESH_START_ENABLED" ] && APPMESH_START_ENABLED="0"
# Enable IPv6.
[ -z "$APPMESH_ENABLE_IPV6" ] && APPMESH_ENABLE_IPV6="0"
# Egress traffic from the processess owned by the following UID/GID will be ignored.
if [ -z "$APPMESH_IGNORE_UID" ] && [ -z "$APPMESH_IGNORE_GID" ]; then
echo "Variables APPMESH_IGNORE_UID and/or APPMESH_IGNORE_GID must be set."
echo "Envoy must run under those IDs to be able to properly route it's egress
traffic."
exit 1
fi
# Port numbers Application and Envoy are listening on.
if [ -z "$APPMESH_ENVOY_EGRESS_PORT" ]; then
echo "APPMESH_ENVOY_EGRESS_PORT must be defined to forward traffic from the
application to the proxy."
exit 1
fi
# If an app port was specified, then we also need to enforce the proxies ingress port
so we know where to forward traffic.
if [ ! -z "$APPMESH_APP_PORTS" ] && [ -z "$APPMESH_ENVOY_INGRESS_PORT" ]; then
echo "APPMESH_ENVOY_INGRESS_PORT must be defined to forward traffic from the
APPMESH_APP_PORTS to the proxy."
exit 1
fi
# Comma separated list of ports for which egress traffic will be ignored, we always
refuse to route SSH traffic.
if [ -z "$APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS" ]; then
APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS="22"
else
APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS="$APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS,22"
fi
#
# End of configurable options
#
function initialize() {
echo "=== Initializing ==="
if [ ! -z "$APPMESH_APP_PORTS" ]; then
iptables -t nat -N APPMESH_INGRESS
if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
ip6tables -t nat -N APPMESH_INGRESS
fi
fi
iptables -t nat -N APPMESH_EGRESS
if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
ip6tables -t nat -N APPMESH_EGRESS
fi
}
function enable_egress_routing() {
# Stuff to ignore
[ ! -z "$APPMESH_IGNORE_UID" ] && \
iptables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-m owner --uid-owner $APPMESH_IGNORE_UID \
-j RETURN
[ ! -z "$APPMESH_IGNORE_GID" ] && \
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iptables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-m owner --gid-owner $APPMESH_IGNORE_GID \
-j RETURN
[ ! -z "$APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS" ] && \
for IGNORED_PORT in $(echo "$APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS" | tr "," "\n"); do
iptables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-p tcp \
-m multiport --dports "$IGNORED_PORT" \
-j RETURN
done
if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
# Stuff to ignore ipv6
[ ! -z "$APPMESH_IGNORE_UID" ] && \
ip6tables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-m owner --uid-owner $APPMESH_IGNORE_UID \
-j RETURN
[ ! -z "$APPMESH_IGNORE_GID" ] && \
ip6tables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-m owner --gid-owner $APPMESH_IGNORE_GID \
-j RETURN
[ ! -z "$APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS" ] && \
for IGNORED_PORT in $(echo "$APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS" | tr "," "\n"); do
ip6tables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-p tcp \
-m multiport --dports "$IGNORED_PORT" \
-j RETURN
done
fi
# The list can contain both IPv4 and IPv6 addresses. We will loop over this list
# to add every IPv4 address into `iptables` and every IPv6 address into
`ip6tables`.
[ ! -z "$APPMESH_EGRESS_IGNORED_IP" ] && \
for IP_ADDR in $(echo "$APPMESH_EGRESS_IGNORED_IP" | tr "," "\n"); do
if [[ $IP_ADDR =~ .*:.* ]]
then
[ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ] && \
ip6tables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-p tcp \
-d "$IP_ADDR" \
-j RETURN
else
iptables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-p tcp \
-d "$IP_ADDR" \
-j RETURN
fi
done
# Redirect everything that is not ignored
iptables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-p tcp \
-j REDIRECT --to $APPMESH_ENVOY_EGRESS_PORT
# Apply APPMESH_EGRESS chain to non local traffic
iptables -t nat -A OUTPUT \
-p tcp \
-m addrtype ! --dst-type LOCAL \
-j APPMESH_EGRESS
if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
# Redirect everything that is not ignored ipv6
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fi

ip6tables -t nat -A APPMESH_EGRESS \
-p tcp \
-j REDIRECT --to $APPMESH_ENVOY_EGRESS_PORT
# Apply APPMESH_EGRESS chain to non local traffic ipv6
ip6tables -t nat -A OUTPUT \
-p tcp \
-m addrtype ! --dst-type LOCAL \
-j APPMESH_EGRESS

}
function enable_ingress_redirect_routing() {
# Route everything arriving at the application port to Envoy
iptables -t nat -A APPMESH_INGRESS \
-p tcp \
-m multiport --dports "$APPMESH_APP_PORTS" \
-j REDIRECT --to-port "$APPMESH_ENVOY_INGRESS_PORT"
# Apply AppMesh ingress chain to everything non-local
iptables -t nat -A PREROUTING \
-p tcp \
-m addrtype ! --src-type LOCAL \
-j APPMESH_INGRESS
if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
# Route everything arriving at the application port to Envoy ipv6
ip6tables -t nat -A APPMESH_INGRESS \
-p tcp \
-m multiport --dports "$APPMESH_APP_PORTS" \
-j REDIRECT --to-port "$APPMESH_ENVOY_INGRESS_PORT"

}

fi

# Apply AppMesh ingress chain to everything non-local ipv6
ip6tables -t nat -A PREROUTING \
-p tcp \
-m addrtype ! --src-type LOCAL \
-j APPMESH_INGRESS

function enable_routing() {
echo "=== Enabling routing ==="
enable_egress_routing
if [ ! -z "$APPMESH_APP_PORTS" ]; then
enable_ingress_redirect_routing
fi
}
function disable_routing() {
echo "=== Disabling routing ==="
iptables -t nat -F APPMESH_INGRESS
iptables -t nat -F APPMESH_EGRESS

}

if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
ip6tables -t nat -F APPMESH_INGRESS
ip6tables -t nat -F APPMESH_EGRESS
fi

function dump_status()
echo "=== iptables
iptables -L -v -n
echo "=== iptables
iptables -t nat -L

{
FORWARD table ==="
NAT table ==="
-v -n

if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
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fi

}

echo "===
ip6tables
echo "===
ip6tables

ip6tables FORWARD table ==="
-L -v -n
ip6tables NAT table ==="
-t nat -L -v -n

function clean_up() {
disable_routing
ruleNum=$(iptables -L PREROUTING -t nat --line-numbers | grep APPMESH_INGRESS | cut
-d " " -f 1)
iptables -t nat -D PREROUTING $ruleNum
ruleNum=$(iptables -L OUTPUT -t nat --line-numbers | grep APPMESH_EGRESS | cut -d "
" -f 1)
iptables -t nat -D OUTPUT $ruleNum
iptables -t nat -X APPMESH_INGRESS
iptables -t nat -X APPMESH_EGRESS
if [ "$APPMESH_ENABLE_IPV6" == "1" ]; then
ruleNum=$(ip6tables -L PREROUTING -t nat --line-numbers | grep APPMESH_INGRESS
| cut -d " " -f 1)
ip6tables -t nat -D PREROUTING $ruleNum
ruleNum=$(ip6tables -L OUTPUT -t nat --line-numbers | grep APPMESH_EGRESS | cut
-d " " -f 1)
ip6tables -t nat -D OUTPUT $ruleNum

}

fi

ip6tables -t nat -X APPMESH_INGRESS
ip6tables -t nat -X APPMESH_EGRESS

function main_loop() {
echo "=== Entering main loop ==="
while read -p '> ' cmd; do
case "$cmd" in
"quit")
clean_up
break
;;
"status")
dump_status
;;
"enable")
enable_routing
;;
"disable")
disable_routing
;;
*)
echo "Available commands: quit, status, enable, disable"
;;
esac
done
}
function print_config() {
echo "=== Input configuration ==="
env | grep APPMESH_ || true
}
print_config
initialize
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if [ "$APPMESH_START_ENABLED" == "1" ]; then
enable_routing
fi
main_loop

9.

アプリケーショントラフィックを Envoy プロキシにルーティングする iptables ルールを設定する
には、前のステップで作成したスクリプトを実行します。
sudo ./envoy-networking.sh

10. 仮想ノードのアプリケーションコードを開始します。

Note
App Mesh のその他の例とチュートリアルについては、App Mesh サンプルリポジトリを参照して
ください。

App Mesh RoadMap
これは、実験的な公開ロードマップですAWSApp Mesh。ロードマップにより、お客様は今後の製品と優
先事項について知ることができます。これにより、お客様は将来の App Mesh の使用方法を計画するのに
役立ちます。このリポジトリには、取り組んでいる内容に関する情報が含まれており、AWS顧客は直接
フィードバックを与える。
App Mesh RoadMap

App Mesh の例
エンドツーエンドのウォークスルーが表示されていますAWS App Meshさまざまなと統合するためのアク
ションとコード例AWS次のリポジトリのサービス。
App Mesh の例
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App Mesh の概念
App Mesh は、次の概念で構成されています。
• サービスメッシュ (p. 60)
• 仮想サービス (p. 63)
• 仮想ゲートウェイ (p. 66)
• 仮想ノード (p. 75)
• 仮想ルーター (p. 84)

サービスメッシュ
サービスメッシュは、サービス間のネットワークトラフィックの論理的な境界であり、サービスはその中
に存在します。サービスメッシュを作成したら、仮想サービス、仮想ノード、仮想ルーター、およびルー
トを作成して、メッシュ内のアプリケーション間でトラフィックを分散させることができます。

サービスメッシュの作成
Note
メッシュを作成するときは、ネームスペースセレクタを追加する必要があります。名前空間セレ
クタが空の場合、すべての名前空間が選択されます。名前空間を制限するには、ラベルを使用し
て App Mesh リソースを作成したメッシュに関連付けます。
AWS Management Console

AWS Management Console を使用してサービスメッシュを作成するには
1.

次の App Mesh コンソールを開きます：https://console.aws.amazon.com/appmesh/。

2.
3.
4.

[メッシュを作成] を選択します。
[メッシュ名] に、サービスメッシュの名前を指定します。
(オプション) [外部トラフィックを許可する] を選択します。デフォルトでは、メッシュ内のプロ
キシは相互間のトラフィックのみを転送します。外部トラフィックを許可する場合、メッシュ内
のプロキシは、メッシュで定義されているプロキシでデプロイされていないサービスに TCP トラ
フィックを直接転送します。

Note
ALLOW_ALL を使用する際、仮想化ノードでバックエンドを指定する場合は、その仮想化
ノードのすべてのエグレスをバックエンドとして指定する必要があります。それ以外の
場合は、その仮想化ノードでは ALLOW_ALL が機能しなくなります。
5.

IP バージョン設定
デフォルトの IP バージョン動作のオーバーライド（Override default IP version Behavier）をオ
ンに切り替えることで、メッシュ内のトラフィックにどの IP バージョンを使用するかを制御しま
す。デフォルトでは、App Mesh はさまざまな IP バージョンを使用します。

Note
メッシュは、メッシュ内のすべての仮想ノードと仮想ゲートウェイに IP プリファレン
スを適用します。この動作は、ノードを作成または編集するときに IP プリファレンス
を設定することで、個々の仮想ノードで無効にできます。IPv4トラフィックとIPv6トラ
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フィックの両方をリッスンできる仮想ゲートウェイの構成は、メッシュに設定されてい
るプリファレンスに関係なく同じであるため、IPプリファレンスを仮想ゲートウェイで
オーバーライドすることはできません。
• デフォルト
• Envoy の DNSIPv6IPv4 リゾルバーはを優先してフォールバックします。
• IPv4AWS Cloud Map返された住所がある場合は、その住所を使用し、IPv6代替でその住所
を使用します。
• IPv4ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv6 が推奨されます
• Envoy の DNSIPv6IPv4 リゾルバーはを優先してフォールバックします。
• IPv6AWS Cloud Mapによって返されたアドレスは、使用可能な場合に使用され、IPv4その
アドレスの使用にフォールバックします。
• IPv6ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv6 が推奨されます
• Envoy の DNSIPv4IPv6 リゾルバーはを優先してフォールバックします。
• IPv4AWS Cloud Map返された住所がある場合は、その住所を使用し、IPv6代替でその住所
を使用します。
• IPv4ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv6 のみ
• EnvoyのDNSリゾルバーは、のみを使用しますIPv6。
• IPv6AWS Cloud Mapによって返されたアドレスのみが使用されます。AWS Cloud
MapIPv4アドレスを返す場合、IPアドレスは使用されず、空の結果がEnvoyに返されます。
• IPv6ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv4 のみ
• EnvoyのDNSリゾルバーは、のみを使用しますIPv4。
• IPv4AWS Cloud Mapによって返されたアドレスのみが使用されます。AWS Cloud
MapIPv6アドレスを返す場合、IPアドレスは使用されず、空の結果がEnvoyに返されます。
• IPv4ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
6.

[メッシュを作成] を選択して終了します。

7.

(オプション) メッシュを他のアカウントと共有します。共有メッシュを使用すると、異なるアカ
ウントで作成されたリソースが同じメッシュ内で相互に通信できるようになります。詳細につい
ては、「共有メッシュの使用 (p. 158)」を参照してください。

AWS CLI
AWS CLIを使用してメッシュを作成するには
次のコマンドを使用してサービスメッシュを作成します (###############)。
1.
2.

aws appmesh create-mesh --mesh-name meshName

出力例:
{
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}

"mesh":{
"meshName":"meshName",
"metadata":{
"arn":"arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/meshName",
"createdAt":"2022-04-06T08:45:50.072000-05:00",
"lastUpdatedAt":"2022-04-06T08:45:50.072000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "123456789012",
"uid":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version":1
},
"spec":{},
"status":{
"status":"ACTIVE"
}
}

AWS CLIfor App Mesh を使用してメッシュを作成する方法の詳細については、AWS CLIリファレンス
の create-mesh コマンドを参照してください。

メッシュを削除する
AWS Management Console

AWS Management Console CLI を使用してト仮想ートウェイを削除するには
1.
2.

App Mesh コンソールを https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で開きます。
削除するメッシュを選択します。所有し、共有 (p. 158)されているすべてのメッシュが一覧表示
されます。

3.

delete確認ボックスに入力して [削除] をクリックします。

AWS CLI

を使用してメッシュを削除するにはAWS CLI
1.

次のコマンドを使用してメッシュを削除します (##################)。
aws appmesh delete-mesh \
--mesh-name meshName

2.

出力例:
{

"mesh": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn":"arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/meshName",
"createdAt": "2022-04-06T08:45:50.072000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-07T11:06:32.795000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "123456789012",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 1
},
"spec": {},
"status": {
"status": "DELETED"
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}

}

}

AWS CLIfor App Mesh を使用してメッシュを削除する方法の詳細については、AWS CLIリファレンス
の delete-mesh コマンドを参照してください。

仮想サービス
仮想サービスは、仮想ノードが仮想ルーターを使用して直接または間接的に提供する実際のサービスを抽
象化したものです。依存サービスが virtualServiceName を使用して仮想サービスを呼び出し、それら
のリクエストが仮想サービスのプロバイダーとして指定されている仮想ノードまたは仮想ルーターにルー
ティングされます。

仮想サービスを作成する
AWS Management Console

AWS Management Console を使用して仮想サービスを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で App Mesh コンソールを開きます。

2.

仮想サービスを作成するメッシュを選択します。所有し、共有 (p. 158)されているすべてのメッ
シュが一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想サービス] を選択します。

4.

[仮想サービスの作成] を選択します。

5.

[仮想サービス名] で仮想サービスの名前を選択します。任意の名前を選択でき
ますが、ターゲットとしている実際のサービスのサービス検出名 (以下など)myservice.default.svc.cluster.local仮想サービスと実際のサービスとの関連付けを容易
にするため、を推奨します。このようにすると、現在参照しているコードとは異なる名前を参
照するようにコードを変更する必要はありません。リクエストが Envoy プロキシに送信される
前に、アプリケーションコンテナが名前を正常に解決できる必要があるため、指定する名前は非
ループバックIPアドレスに解決される必要があります。アプリまたはプロキシコンテナは、この
IP アドレスと通信しないため、非ループバックの任意の IP アドレスを使用できます。プロキシ
は、App Mesh で設定した名前で他の仮想サービスと通信し、名前が解決する IP アドレスを介し
ては通信しません。

6.

[プロバイダー] で、仮想サービスのプロバイダータイプを選択します。
• 仮想サービスでトラフィックを複数の仮想ノードに分散させる場合は、[仮想ルーター] を選択
してから、使用する仮想ルーターをドロップダウンメニューから選択します。
• 仮想ルーターを使用せずに仮想サービスを仮想ノードに直接到達させる場合は、仮想ノード] を
クリックし、使用する仮想ノードをドロップダウンメニューから選択します。

Note
App Mesh API を介してそのようなポリシーを定義できない場合でも、App Mesh
は、2020 年 7 月 29 日以降に定義した仮想ノードプロバイダーごとにデフォルトの
Envoy ルート再試行ポリシーを自動的に作成する場合があります。詳細については、
「デフォルトのルート再試行ポリシー (p. 152)」を参照してください。
• この時点で仮想サービスにトラフィックをルーティングさせないようにする場合 (例えば、仮想
ノードまたは仮想ルーターがまだ存在していない場合) は、[なし] を選択します。この仮想サー
ビスのプロバイダーは後から更新できます。
7.

[仮想サービスの作成] を選択して終了します。
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AWS CLI
を使用して仮想サービスを作成するにはAWS CLI。
次のコマンドと入力 JSON ファイルを使用して、仮想ノードプロバイダーを使用して仮想サービスを
作成します (red独自の値を使用して):
1.

2.

aws appmesh create-virtual-service \
--cli-input-json file://create-virtual-service-virtual-node.json

の内容例仮想サービス仮想ノード.json を作成します。
{

}

3.

"meshName": "meshName",
"spec": {
"provider": {
"virtualNode": {
"virtualNodeName": "nodeName"
}
}
},
"virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"

出力例:
{

"virtualService": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualService/serviceA.svc.cluster.local",
"createdAt": "2022-04-06T09:45:35.890000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-06T09:45:35.890000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 1
},
"spec": {
"provider": {
"virtualNode": {
"virtualNodeName": "nodeName"
}
}
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
}

を使用して仮想サービスを作成する方法の詳細については、AWS CLIApp Mesh については、仮想
サービスの作成コマンドのAWS CLIリファレンス
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仮想サービスを削除する
Note
ゲートウェイルートによって参照されている仮想サービスは削除できません。最初にゲートウェ
イルートを削除する必要があります。
AWS Management Console

を使用して仮想サービスを削除するにはAWS Management Console
1.

https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で App Mesh コンソールを開きます。

2.

仮想サービスを削除するメッシュを選択します。所有し、共有 (p. 158)されているすべてのメッ
シュが一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想サービス] を選択します。

4.

削除する仮想サービスを選択し、[] をクリックします。削除右上隅にあります。アカウントがリ
ソース所有者として一覧されている仮想ゲートウェイのみを削除できます。

5.

確認ボックスで、次のように入力します。delete] をクリックして、[] をクリックします。削
除。

AWS CLI

を使用して仮想サービスを削除するにはAWS CLI
1.

次のコマンドを使用して、仮想サービスを削除します (red独自の値を使用して):
aws appmesh delete-virtual-service \
--mesh-name meshName \
--virtual-service-name serviceA.svc.cluster.local

2.

出力例:
{

"virtualService": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualService/serviceA.svc.cluster.local",
"createdAt": "2022-04-06T09:45:35.890000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-07T10:39:42.772000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 2
},
"spec": {
"provider": {
"virtualNode": {
"virtualNodeName": "nodeName"
}
}
},
"status": {
"status": "DELETED"
},
"virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
}
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を使用して仮想サービスを削除する方法の詳細については、AWS CLIApp Mesh については、仮想
サービスを削除するコマンドのAWS CLIリファレンス

仮想ゲートウェイ
仮想ゲートウェイを使用すると、メッシュ外のリソースは、メッシュ内のリソースと通信できます。仮想
ゲートウェイは、Amazon ECS サービス、Kubernetes サービス内で、または Amazon EC2 インスタンス
上で、実行されている Envoy プロキシを表します。仮想ゲートウェイは、アプリケーションで実行されて
いる Envoy を表す仮想ノードとは異なり、単独でデプロイされた Envoy を表します。
外部リソースは、Envoy を実行するサービスまたはインスタンスに割り当てられた IP アドレスに DNS 名
を解決できる必要があります。Envoy は、メッシュ内にある App Mesh リソースのすべてのアプリケー
ションメッシュ設定にアクセスできます。仮想ゲートウェイでの着信リクエストを処理するための設定
は、ゲートウェイルートを使用して指定します。

Important
HTTP または HTTP2 リスナーを持つ仮想ゲートウェイは、着信リクエストのホスト名をゲート
ウェイルートターゲット仮想サービスの名前に書き換えます。また、ゲートウェイルートからの
一致したプレフィックスは、デフォルトで / に書き換えられます。例えば、ゲートウェイルート
一致プレフィクスが /chapter 、そして、着信リクエストが /chapter/1 とすると、リクエス
トは /1 に書き換えられます 書き換えを設定するには、「ゲートウェイルート」の「ゲートウェ
イルートの作成」セクションを参照してください。
仮想ゲートウェイを作成するときは、proxyConfiguration と user は設定しないでくださ
い。
end-to-end チュートリアルを完了するには、「インバウンドゲートウェイの設定」を参照してください。

仮想ゲートウェイの作成
Note
仮想ゲートウェイを作成するときは、作成した仮想ゲートウェイにゲートウェイルートを関連付
ける名前空間のリストを識別するラベル付きの名前空間セレクターを追加する必要があります。
AWS Management Console

AWS Management Console を使用して仮想ゲートウェイを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で App Mesh コンソールを開きます。

2.

仮想ゲートウェイを作成するメッシュを選択します。自分が所有しているメッシュや、共
有 (p. 158)されているメッシュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

[仮想ゲートウェイを作成] を選択します。

5.

[仮想ゲートウェイ名] に、仮想ゲートウェイの名前を入力します。

6.

(オプションですが、推奨) クライアントポリシーのデフォルトを設定します。
a.

(オプション）Transport Layer Security (TLS)を使用してバーチャルサービスとのみ通信を行
う場合は、「TLSの適用」を選択します。

b.

(オプション) [ポート] で、仮想サービスとのTLS 通信を適用する 1 つ以上のポートを指定し
ます。

c.

検証方法を使用する場合、次のいずれかのオプションを選択します。指定する証明書は、す
でに存在し、特定の要件を満たしている必要があります。詳細については、「証明書の要
件 (p. 98)」を参照してください。
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• AWS Private Certificate Authority ホスティング — 既存の 1 つまたは複数のを選択しま
す。証明書。
• Envoy Secret Discovery Service (SDS) ホスティング-Envoyが Secret Discovery Service を
使用して取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング — Envoy がデプロイされているファイルシステム上の証明
書チェーンファイルへのパスを指定します。
d.

(オプション) サブジェクトの別名を入力します。SAN を追加するには、[Add SAN] (SAN を
追加) を選択します。SAN は FQDN または URI 形式である必要があります。

e.

(オプション) サーバーが要求したときにクライアント証明書を提供し、相互TLS認証を有効
にするには、[Provide client certificate] (クライアント証明書の提供) と、次のオプションのい
ずれかを選択します。相互 TLS の詳細については、App Mesh の「相互 TLS 認証」ドキュメ
ントを参照してください。
• Envoy Secret Discovery Service (SDS) ホスティング-Envoyが Secret Discovery Service を
使用して取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング - Envoy がデプロイされているファイルシステムで、証明
書チェーンファイルとプライベートキーへのパスを指定します。 end-to-end ローカルファ
イルでの暗号化を使用したサンプルアプリケーションでのメッシュデプロイの完全なエン
ドツーエンドのチュートリアルについては、「ファイル提供の TLS 証明書を使用しての
TLS 設定」を参照してください GitHub。

7.

(オプション) ログを設定するには、ログ記録を選択します。Envoy で使用する HTTP アクセ
スログパスを入力します。/dev/stdoutこのパスを使用するようお勧めします。これによ
り、Docker ログドライバーを使用して Envoy ログを Amazon CloudWatch Logs などのサービス
にエクスポートできます。

Note
ログは引き続き、アプリケーション内のエージェントによって取り込まれ、送信先に送
信される必要があります。このファイルパスは、Envoy にログを送信する場所を指示す
るだけです。
8.

リスナーを設定します。
a.

プロトコルを選択し、Envoyがトラフィックをリッスンするポートを指定します。http リス
ナーは、WebSocket への接続移行を許可します。[リスナーを追加] をクリックすると、複
数のリスナーを追加できます。[削除] ボタンをクリックすると、そのリスナーが削除されま
す。

b.

(オプション) 接続プールの有効化
接続プーリングにより、仮想ゲートウェイ Envoy が同時に確立できる接続の数が制限されま
す。これは、Envoyインスタンスを接続に圧倒されないように保護することを目的としてお
り、アプリケーションのニーズに合わせてトラフィックシェーピングを調整できます。
仮想ゲートウェイリスナーの宛先側の接続プール設定を行うことができます。App Mesh
は、クライアント側の接続プールの設定をデフォルトで無限に設定し、メッシュ設定を簡素
化します。

Note
connectionPoolとconnectionPool PortMapping プロトコルは同じである必要
があります。grpcリスナープロトコルがまたはの場合はhttp2、maxRequestsの
みを指定してください。リスナープロトコルがの場合http、maxConnectionsと
の両方を指定できますmaxPendingRequests。
• [最大接続数] に送信接続の最大数を指定します。
• [Maximum requests] (最大リクエスト数) に、仮想ゲートウェイ Envoy で確立できる並列リ
クエストの最大数を指定します。
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• (オプション) [Maximum pending requests] (保留中のリクエストの最大数) で、Envoy が [最
大接続数] をキューに入れた後のオーバーフローリクエストの数を指定します。デフォルト
値は 2147483647 です。
c.

(オプション) リスナーのヘルスチェックを設定する場合は、[ヘルスチェックの有効化] を選
択します。
ヘルスチェックポリシーはオプションですが、正常なポリシーに値を指定する場合は、正常
なしきい値、Health チェック間隔、ヘルスチェックプロトコル、タイムアウト期間、 およ
び非正常なしきい値の値を指定する必要があります。
• [ヘルスチェックプロトコル] で、プロトコルを選択します。grpc を選択した場合、サービ
スは GRPC Health CheckingProtocol に準拠している必要があります。
• [ヘルスチェックポート] に、ヘルスチェックを実行するポートを指定します。
• [正常なしきい値] に、リスナーが正常であると宣言するために必要となるヘルスチェック
成功の数を指定します。
• [ヘルスチェック間隔] に、各ヘルスチェックの実行間隔をミリ秒単位で指定します。
• [パス] に、ヘルスチェックリクエストの送信先パスを指定します。この値は、ヘルス
チェックプロトコルが http または http2 の場合のみ使用されます。この値は、他のプロ
トコルでは無視されます。
• [タイムアウト期間] に、ヘルスチェックからの応答を受け取るまで待つ時間をミリ秒単位
で指定します。
• [非正常なしきい値] に、リスナーが異常であると宣言するために必要となるヘルスチェッ
ク失敗の数を指定します。

d.

(オプション) クライアントが TLS を使用してこの仮想ゲートウェイと通信するかどうかを指
定する場合は、TLS ターミネーションの有効化を選択します。
• モードで、リスナー上で TLS を設定するモードを選択します。
• [証明書メソッド] で、次のいずれかのオプションを選択します。証明書は特定の要件を満
たしている必要があります。詳細については、「証明書の要件 (p. 98)」を参照してくだ
さい。
• [AWS Certificate Manager ホスティング] — 既存の証明書を選択します。
• Envoy Secret Discovery Service (SDS) ホスティング-Envoyが Secret Discovery Service
を使用して取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング - Envoy がデプロイされているファイルシステム上の証
明書チェーンとプライベートキーファイルへのパスを指定します。
• (オプション) クライアントが証明書を提供する場合、相互 TLS 認証を有効にするには、ク
ライアント証明書が必要と次のオプションのいずれかを選択します。相互 TLS の詳細につ
いては、App Mesh の「相互 TLS 認証」を参照してください。
• Envoy Secret Discovery Service (SDS) ホスティング-Envoyが Secret Discovery Service
を使用して取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング — Envoy がデプロイされているファイルシステム上の証
明書チェーンファイルへのパスを指定します。
• (オプション) サブジェクトの別名を入力します。SAN を追加するには、[Add SAN] (SAN
を追加) を選択します。SAN は FQDN または URI 形式である必要があります。

9.

[仮想ゲートウェイを作成] を選択して終了します。

AWS CLI
を使用して仮想ゲートウェイを作成するにはAWS CLI
以下のコマンドを使用して仮想ゲートウェイを作成し、JSON を入力します (#################
#)。
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1.

2.

aws appmesh create-virtual-gateway \
--mesh-name meshName \
--virtual-gateway-name virtualGatewayName \
--cli-input-json file://create-virtual-gateway.json

create-virtual-gateway.json の例の内容:
{

}

3.

"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 9080,
"protocol": "http"
}
}
]
}

出力例:
{

"virtualGateway": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/meshName/
virtualGateway/virtualGatewayName",
"createdAt": "2022-04-06T10:42:42.015000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-06T10:42:42.015000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "123456789012",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 1
},
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 9080,
"protocol": "http"
}
}
]
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualGatewayName": "virtualGatewayName"
}
}

AWS CLIfor App Mesh を使用して仮想ゲートウェイを作成する方法の詳細については、create-virtualgatewayAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。

仮想ゲートウェイのデプロイ
Envoy コンテナ (p. 145)のみを含む Amazon ECS または Kubernetes サービスをデプロイします。ま
た、Amazon EC2 インスタンスに Envoy コンテナをデプロイすることもできます。詳細については、
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「App Mesh と Amazon EC2 の開始方法」を参照してください。Amazon ECS にデプロイする方法の詳
細については、「App MeshとAmazon ECS の使用を開始する」または「AWS AppMesh と Kubernetes
を使用してKubernetesにデプロイする方法」を参照してください。APPMESH_RESOURCE_ARN 環境
変数を mesh/mesh-name/virtualGateway/virtual-gateway-name に設定する必要がありま
す。また、プロキシ設定を指定しないでください。そうすると、プロキシのトラフィックがそれ自体
にリダイレクトされないようになります。デフォルトでは、App Mesh は、Envoy がメトリックとト
レースで自身を参照しているときに APPMESH_RESOURCE_ARN 指定したリソースの名前を使用しま
す。APPMESH_RESOURCE_CLUSTER 環境変数に独自の名前を設定することで、この動作を上書きできま
す。
コンテナの複数のインスタンスをデプロイし、Network Load Balancer を設定して、インスタンスへのト
ラフィックの負荷分散を行うようお勧めします。ロードバランサーのサービスディスカバリ名は、外部
サービスが、myapp.example.com のような、メッシュ内のリソースにアクセスするために使用する名前
です。詳細については、「Network Load Balancer の作成」(Amazon ECS)、「外部ロードバランサーの作
成」(Kubernetes)、または「チュートリアル: Amazon EC2 でのアプリケーションの可用性を高める」を参
照してください。また、さらに多くの例やチュートリアルについては、App Mesh の例を参照してくださ
い。
プロキシ認証を有効にします。詳細については、「Envoy プロキシ (p. 117)」を参照してください。

仮想ゲートウェイの削除
AWS Management Console

AWS Management Console CLI を使用してト仮想ートウェイを削除するには
1.

App Mesh コンソールを https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で開きます。

2.

仮想ゲートウェイを削除するメッシュを選択します。自分が所有しているメッシュや、共
有 (p. 158)されているメッシュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

削除する仮想ゲートウェイを選択したら、[削除] を選択します。仮想ゲートウェイが関連付けら
れている場合は、仮想ゲートウェイを削除できません。まず、関連するゲートウェイルートを削
除する必要があります。アカウントがリソース所有者として一覧されている仮想ゲートウェイの
みを削除できます。

5.

確認ボックスに delete と入力し、次に、[削除] を選択します。

AWS CLI

AWS CLI CLI を使用してト仮想ートウェイを削除するには
1.

次のコマンドを使用して仮想ゲートウェイを削除します (################)。
aws appmesh delete-virtual-gateway \
--mesh-name meshName \
--virtual-gateway-name virtualGatewayName

2.

出力例:
{

"virtualGateway": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/meshName/
virtualGateway/virtualGatewayName",
"createdAt": "2022-04-06T10:42:42.015000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-07T10:57:22.638000-05:00",
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"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "123456789012",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 2

}

}

},
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 9080,
"protocol": "http"
}
}
]
},
"status": {
"status": "DELETED"
},
"virtualGatewayName": "virtualGatewayName"

AWS CLIfor App Mesh を使用して仮想ゲートウェイを削除する方法の詳細については、delete-virtualgatewayAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。

ゲートウェイルート
ゲートウェイルートは、仮想ゲートウェイにアタッチされ、トラフィックを既存の仮想サービスにルー
ティングします。ルートは、リクエストと一致すると、トラフィックをターゲットの仮想サービスに分散
できます。このトピックは、サービスメッシュ内のゲートウェイルートの操作に役立ちます。

ゲートウェイルートの作成
AWS Management Console

AWS Management Console を使用して ゲートウェイルートを作成するには
1.

App Mesh コンソールを https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で開きます。

2.

ゲートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイ
ルートウェイルートウェイル 自分が所有しているメッシュや、共有 (p. 158)されているメッ
シュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

新しいゲートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルート
ウェイルートウェイルートウェイルートイルート 何も表示されていない場合は、最初に仮想ゲー
トウェイを作成する (p. 66)必要があります。アカウントがリソース所有者として一覧されて
いる仮想ゲートウェイウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイ
ルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイル

5.

[ゲートウェイルート] テーブルで、[ゲートウェイルートを作成] を選択します。

6.

[ゲートウェイルート名] に、ゲートウェイルートに使用する名前を指定します。

7.

[ゲートウェイルートタイプ] で、http、http2 または grcp のいずれかを選択します。

8.

既存の仮想サービス名を選択します。何も表示されない場合は、最初に仮想サービス (p. 63)を
作成する必要があります。

9.

仮想サービスプロバイダーポートのターゲットに対応するポートを選択します。選択した仮想
サービスのプロバイダー (ルーターまたはノード) に複数のリスナーがある場合は、仮想サービス
プロバイダーポートが必要です。
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10. (オプション) [優先度] で、このゲートウェイルートの優先度を指定します。
11. [一致] で、次を指定します。
• http/http2 を選択したタイプは、次のとおりです。
• (オプション) メソッド‐受信する http/http2 リクエストで照合するメソッドヘッダーを指定し
ます。
• （オプション）ポートマッチ‐受信トラフィックのポートを照合します。この仮想ゲートウェ
イに複数のリスナーがある場合は、ポートの一致が必要です。
• (オプション) 完全一致/サフィックスのホスト名‐ターゲット仮想サービスにルーティングする
ために、着信リクエストで一致するホスト名を指定します。
• (オプション) プレフィックス/完全一致/正規表現パス‐URL のパスを照合する方法です。
• プレフィックスの一致‐デフォルトでは、ゲートウェイルートウェイルートウェイルート
ウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイ
ルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルート
ウェイルートウェイルートウェイルートウェイルート/ 仮想サービスの設定方法によって
は、仮想ルーターを使用して、特定のプレフィクスまたはヘッダーに基づいて、異なる仮
想ノードにリクエストをルーティングできます。

Important
• /aws-appmesh* または /aws-app-mesh* のどちらも、プレフィックスの一
致に対して指定できません これらのプレフィックスは、将来の App Mesh 内部
で使用するために予約されています。
• 複数のゲートウェイルートが定義されている場合、リクエストは最長のプレ
フィックスを持つルートと一致されます。例えば、2 つのゲートウェイルー
トが存在し、一方が /chapter のプレフィックスを持ち、一方が / のプレ
フィックスを持つ場合、www.example.com/chapter/ へのリクエストは /
chapter のプレフィックスを持つゲートウェイルートに一致されることになり
ます。

Note
有効にするとパス/プレフィックスベースの一致を有効化すると、App Mesh は、
パスの正規化 (normalize、merge_slashes) を有効化して、パス混乱の脆弱性を最
小限に抑えることができます。
パス混乱の脆弱性は、リクエストに参加している当事者が異なるパス表現を使用
する場合に発生します。
• 完全一致‐exact パラメータは、ルートの部分一致を無効にし、パスが現在の URL と完全一
致である場合にのみルートを返すようにします。
• 正規表現一致‐複数の URL が Web サイト上の 1 つのページを実際に識別する可能性のある
パターンを記述するために使用します。
• (オプション) クエリパラメータ-このフィールドでは、クエリパラメータで一致を行うことが
できます。
• (オプション) ヘッダー‐http と http2 のヘッダーを指定します。受信したリクエストに一致さ
せて、対象の仮想サービスにルーティングする必要があります。
• grpc が選択されたタイプの場合：
• ホスト名一致タイプと (オプション) 完全一致/サフィックス一致‐ターゲット仮想サービスに
ルーティングするために、着信リクエストで一致するホスト名を指定します。
• gRPC サービス名 ‐gRPC サービスはアプリケーションの API として機能し、で定義されま
す ProtoBuf。

Important
サービス名に対して /aws.app-mesh* または aws.appmesh は指定できません こ
れらのサービス名は、将来の72
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• (オプション) メタデータ‐grpc のメタデータを指定します。ターゲット仮想サービスにルー
ティングする着信リクエストと一致する必要があります。
12. (オプション) 書き換えに対して、次を設定します。
• http/http2 が選択されたタイプの場合：
• プレフィックス が選択された一致タイプの場合：
• ホスト名の自動書き換えを上書きする‐デフォルトでは、ホスト名はターゲット仮想サービ
スの名前に書き換えられます。
• プレフィックスの自動書き換えを上書きする ‐ オンにすると、プレフィックス書き換
えは、書き換えられたプレフィクスの値を指定します。
• 完全一致タイプの場合:
• ホスト名の自動書き換えを上書きする‐デフォルトでは、ホスト名はターゲット仮想サービ
スの名前に書き換えられます。
• パスの書き換え‐書き換えられたパスの値を指定します。デフォルトパスはありません。
• 正規表現パスが選択された一致タイプの場合:
• ホスト名の自動書き換えを上書きする‐デフォルトでは、ホスト名はターゲット仮想サービ
スの名前に書き換えられます。
• パスの書き換え‐書き換えられたパスの値を指定します。デフォルトパスはありません。
• gRPC が選択されたタイプの場合:
• ホスト名の自動書き換えを上書きする‐デフォルトでは、ホスト名はターゲット仮想サービス
の名前に書き換えられます。
13. [ゲートウェイルートを作成] を選択して終了します。
AWS CLI
を使用してゲートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートAWS CLI
以下のコマンドを使用してゲートウェイルートを作成し、JSON を入力します (################
##)。
1.

2.

aws appmesh create-virtual-gateway \
--mesh-name meshName \
--virtual-gateway-name virtualGatewayName \
--gateway-route-name gatewayRouteName \
--cli-input-json file://create-gateway-route.json

create-gateway-route.json の例の内容:
{

}

3.

"spec": {
"httpRoute" : {
"match" : {
"prefix" : "/"
},
"action" : {
"target" : {
"virtualService": {
"virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
}
}
}
}

出力例:
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{

"gatewayRoute": {
"gatewayRouteName": "gatewayRouteName",
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualGateway/virtualGatewayName/gatewayRoute/gatewayRouteName",
"createdAt": "2022-04-06T11:05:32.100000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-06T11:05:32.100000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 1
},
"spec": {
"httpRoute": {
"action": {
"target": {
"virtualService": {
"virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
}
},
"match": {
"prefix": "/"
}
}
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualGatewayName": "gatewayName"
}
}

AWS CLIfor App Mesh を使用してゲートウェイルートを作成する方法の詳細については、creategateway-routeAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。

ゲートウェイルートの削除
AWS Management Console

AWS Management Console 使用してゲートウェイルートを削除するには
1.

App Mesh コンソールを https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で開きます。

2.

ゲートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイ
ルートウェイルートウェイル 自分が所有しているメッシュや、共有 (p. 158)されているメッ
シュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

仮想ゲートウェイウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルー
トウェイルートウェイルートウェイルート

5.

[ゲートウェイルート] テーブルで、削除するゲートウェイルートを選択し、[削除]を選択します。
アカウントがリソース所有者として一覧されている場合にのみ、ゲートウェイルートウェイルー
トウェイルートウェイルートウェイルートウェイルートウェイルート

6.

delete確認ボックスに入力して [削除] をクリックします。
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AWS CLI

AWS CLI 使用してゲートウェイルートを削除するには
1.

次のコマンドを使用してゲートウェイルートを削除します (##################)。
aws appmesh delete-gateway-route \
--mesh-name meshName \
--virtual-gateway-name virtualGatewayName \
--gateway-route-name gatewayRouteName

2.

出力例:
{

"gatewayRoute": {
"gatewayRouteName": "gatewayRouteName",
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualGateway/virtualGatewayName/gatewayRoute/gatewayRouteName",
"createdAt": "2022-04-06T11:05:32.100000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-07T10:36:33.191000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 2
},
"spec": {
"httpRoute": {
"action": {
"target": {
"virtualService": {
"virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
}
},
"match": {
"prefix": "/"
}
}
},
"status": {
"status": "DELETED"
},
"virtualGatewayName": "virtualGatewayName"
}
}

AWS CLIfor App Mesh を使用してゲートウェイルートを削除する方法の詳細については、deletegateway-routeAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。

仮想ノード
仮想ノードは、Amazon ECS サービスや Kubernetes デプロイメントなどの特定のタスクグループへの論
理ポインタとして機能します。仮想ノードを作成するときには、タスクグループのサービス検出メソッド
を指定する必要があります。仮想ノードが期待するインバウンドトラフィックはすべて、リスナーとして
指定されます。仮想ノードがアウトバウンドトラフィックを送信する仮想サービスは、バックエンドとし
て指定されます。
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新しい仮想ノードのレスポンスメタデータには、仮想ノードに関連付けられている Amazon リソー
スネーム (ARN) が含まれています。この値を、Amazon ECS タスク定義または Kubernetes ポッ
ド仕様のタスクグループの Envoy プロキシコンテナの APPMESH_RESOURCE_ARN 環境変数とし
て設定します。例えば、値は arn:aws:appmesh:us-west-2:111122223333:mesh/myMesh/
virtualNode/myVirtualNode になる可能性があります。これは、node.id および node.cluster
Envoy パラメータにマッピングされます。これらの変数を設定するときは、Envoy イメージの 1.15.0 以
降を使用する必要があります。App Mesh Envoy 変数の詳細については、「Envoy (p. 145)」を参照して
ください。

Note
デフォルトでは、App Mesh は、Envoy によってメトリクスとトレースでそれ自体が
参照されるとき、APPMESH_RESOURCE_ARN で指定したリソースの名前を使用しま
す。APPMESH_RESOURCE_CLUSTER 環境変数に独自の名前を設定することで、この動作を上書き
できます。

仮想ノードの作成
AWS Management Console

AWS Management Console で仮想ノードを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で AppMesh コンソールを開きます。

2.

仮想ノードを作成するメッシュを選択します。自分が所有し、これまでに共有された (p. 158)、
すべてのメッシュが一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ノード] を選択します。

4.

[仮想ノードの作成] を選択し、仮想ノードの設定を指定します。

5.

[仮想ノード名] で、仮想ノードの名前を入力します。

6.

[サービスの検出方法] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• DNS — 仮想ノードが表す実際のサービスの [DNS ホスト名] を指定します。Envoy プロキシ
は、Amazon VPC にデプロイされます。プロキシは、VPC 用に設定された DNS サーバーに、
名前解決リクエストを送信します。ホスト名が解決されると、DNS サーバーは 1 つ以上の IP
アドレスを返します。VPC の DNS 設定の詳細については、「VPC での DNS の使用」を参照
してください。[DNS response type] (DNS レスポンスのタイプ) (オプション) に、DNS リゾル
バによって返されるエンドポイントのタイプを指定します。「ロードバランサー」とは、DNS
リゾルバがロードバランシングされたエンドポイントのセットを返すことを意味します。「エ
ンドポイント」とは、DNS リゾルバがすべてのエンドポイントを返すことを意味します。デ
フォルトでは、レスポンスタイプはロードバランサーであると想定されています。

Note
Route53 を使用する場合、ロードバランサーを使用する必要があります。
• AWS Cloud Map — 既存のサービス名と名前空間を指定します。オプションで、[行の追加] を
選択し、キーと値を指定することで、App Mesh が AWS Cloud Map をクエリできる属性を指
定することもできます。指定されたすべてのキーと値のペアに一致するインスタンスのみが返
されます。AWS Cloud Map を使用するには、アカウントには AWSServiceRoleForAppMesh
サービスにリンクされたロール (p. 115)がなくてはなりません。AWS Cloud Map の詳細につ
いては、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」を参照してください。
• なし – 仮想ノードがインバウンドトラフィックを予期しない場合に選択します。
7.

IP バージョンプリファレンス
デフォルトの IP バージョン動作のオーバーライド（Override default IP version Behavier）をオ
ンに切り替えることで、メッシュ内のトラフィックにどの IP バージョンを使用するかを制御しま
す。デフォルトでは、App Mesh はさまざまな IP バージョンを使用します。
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Note
仮想ノードで IP 優先設定を設定すると、そのノード上のメッシュに設定された IP優先設
定のみが上書きされます。
• デフォルト
• Envoy の DNS リゾルバーは、IPv6IPv4を優先してフォールバックします。
• IPv4AWS Cloud Map返された住所がある場合は、その住所を使用し、IPv6その住所に
フォールバックします。
• IPv4ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv6
• Envoy の DNS リゾルバーは、IPv6IPv4を優先してフォールバックします。
• IPv6AWS Cloud Mapによって返されたアドレスは、使用可能な場合に使用され、IPv4その
アドレスの使用にフォールバックします。
• IPv6ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv4 が優先されます
• Envoy の DNS リゾルバーは、IPv4IPv6を優先してフォールバックします。
• IPv4AWS Cloud Map返された住所がある場合は、その住所を使用し、IPv6その住所に
フォールバックします。
• IPv4ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv6
• EnvoyのDNSリゾルバーは、のみを使用しますIPv6。
• IPv6AWS Cloud Mapによって返されたアドレスのみが使用されます。AWS Cloud
MapIPv4アドレスを返す場合、IPアドレスは使用されず、空の結果がEnvoyに返されます。
• IPv6ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
• IPv4 のみ
• EnvoyのDNSリゾルバーは、のみを使用しますIPv4。
• IPv4AWS Cloud Mapによって返されたアドレスのみが使用されます。AWS Cloud
MapIPv6アドレスを返す場合、IPアドレスは使用されず、空の結果がEnvoyに返されます。
• IPv4ローカルアプリ用に作成されたエンドポイントはアドレスを使用します。
• EnvoyIPv4IPv6 リスナーはすべてのアドレスにバインドされます。
8.

(オプション) クライアントポリシーのデフォルト – バックエンド仮想サービスと通信する
ときのデフォルトの要件を設定します。
Note
• 既存の仮想ノードに対して Transport Layer Security (TLS) を有効にする場合は、TLS
を有効にする既存の仮想ノードと同じサービスを表す新しい仮想ノードを作成するこ
とをお勧めします。次に、仮想ルータとルートを使用して、トラフィックを新しい仮
想ノードに徐々にシフトします。ルートの作成およびトランジションの重みの調整に
関する詳細については、「ルート (p. 87)」を参照してください。既存のトラフィッ
ク処理仮想ノードを TLS で更新する場合、更新した仮想ノードの Envoy プロキシが証
明書を受信する前に、ダウンストリームクライアントの Envoy プロキシが TLS 検証コ
ンテキストを受信する可能性があります。これにより、ダウンストリームの Envoy プ
ロキシで TLS ネゴシエーションエラーが発生する可能性があります。
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• プロキシ認証 (p. 117)は、バックエンドサービスの仮想ノードによって表されるアプ
リケーションでデプロイされた Envoy プロキシで有効にする必要があります。プロキ
シ認証を有効にする場合は、この仮想ノードが通信している仮想ノードのみへのアク
セスを制限するようお勧めします。
• (オプション) 仮想ノードが Transport Layer Security (TLS) を使用してすべてのバックエンドと
通信するようにリクエストする場合には、[TLS の適用] を選択します。
• (オプション) 1 つ以上の特定のポートに対して TLS の使用のみが必要な場合は、[ポート] に数
値を入力します。ポートを追加するには、[ポートの追加] を選択します。ポートを指定しない
場合、すべてのポートに TLS が適用されます。
• 検証方法を使用する場合、次のいずれかのオプションを選択します。指定する証明書は、
すでに存在し、特定の要件を満たしている必要があります。詳細については、「証明書の要
件 (p. 98)」を参照してください。
• AWS Private Certificate Authority ホスティング — 既存の 1 つまたは複数のを選択します。証
明書。ACM end-to-end 証明書で暗号化を使用したサンプルアプリケーションでのメッシュデ
プロイの完全なチュートリアルについては、「Certificate ManagerAWS での TLS 設定」を
参照してください GitHub。
• [Envoy Secret Discovery Service (SDS)] ホスティング — Envoy が Secret Discovery Service
を使って取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング — Envoy がデプロイされているファイルシステム上の証明書
チェーンファイルへのパスを指定します。 end-to-end ローカルファイルで暗号化を使用した
サンプルアプリケーションでのメッシュデプロイの完全なチュートリアルについては、ファ
イル提供の TLS 証明書を使用した「ファイル提供の TLS 証明書を使用した TLS の設定」を
参照してください GitHub。
• (オプション) サブジェクトの別名を入力します。SAN を追加するには、[Add SAN] (SAN を追
加) を選択します。SAN は FQDN または URI 形式である必要があります。
• (オプション) サーバーが要求したときにクライアント証明書を提供し、相互TLS認証を有効に
するには、[Provide client certificate] (クライアント証明書の提供) と、次のオプションのいずれ
かを選択します。相互 TLS の詳細については、App Mesh の「相互 TLS 認証」ドキュメントを
参照してください。
• [Envoy Secret Discovery Service (SDS)] ホスティング — Envoy が Secret Discovery Service
を使って取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング - Envoy がデプロイされているファイルシステムで、証明書
チェーンファイルとプライベートキーへのパスを指定します。
9.

(オプション) サービスバックエンド — 仮想ノードが通信する App Mesh 仮想サービスを
指定します。
• 仮想ノードが通信する仮想サービスの AppMesh 仮想サービス名または完全な Amazonリソー
ス名 (ARN) を入力します。
• (オプション) バックエンドに一意の TLS 設定を設定する場合は、[TLS 設定]、次に、[デフォル
トのオーバーライド] を選択します。
• (オプション) 仮想ノードが TLS を使用してすべてのバックエンドと通信する必要がある場
合、[TLS の適用] を選択します。
• (オプション) 1 つ以上の特定のポートに対して TLS の使用のみが必要な場合は、[ポート] に
数値を入力します。ポートを追加するには、[ポートの追加] を選択します。ポートを指定し
ない場合、すべてのポートに TLS が適用されます。
• 検証方法を使用する場合、次のいずれかのオプションを選択します。指定する証明書は、す
でに存在し、特定の要件を満たしている必要があります。詳細については、「証明書の要
件 (p. 98)」を参照してください。
• AWS Private Certificate Authority ホスティング — 既存の証明書の 1 つまたは複数を選択し
ます。
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• [Envoy Secret Discovery Service (SDS)] ホスティング — Envoy が Secret Discovery
Service を使って取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング — Envoy がデプロイされているファイルシステム上の証明
書チェーンファイルへのパスを指定します。
• (オプション) サブジェクトの別名を入力します。SAN を追加するには、[Add SAN] (SAN を
追加) を選択します。SAN は FQDN または URI 形式である必要があります。
• (オプション) サーバーが要求したときにクライアント証明書を提供し、相互TLS認証を有効
にするには、[Provide client certificate] (クライアント証明書の提供) と、次のオプションのい
ずれかを選択します。相互 TLS の詳細については、App Mesh の「相互 TLS 認証」ドキュメ
ントを参照してください。
• [Envoy Secret Discovery Service (SDS)] ホスティング — Envoy が Secret Discovery
Service を使って取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング - Envoy がデプロイされているファイルシステムで、証明
書チェーンファイルとシークレットキーへのパスを指定します。
• バックエンドを追加するには、[バックエンドの追加] を選択します。
10. (オプション) ログ記録
ログ記録を設定するには、Envoy が使用する HTTP アクセスログのパスを入力します。/dev/
stdoutこのパスを使用するようお勧めします。これにより、Docker ログドライバーを使用して
Envoy ログを Amazon CloudWatch Logs などのサービスにエクスポートできます。

Note
ログは引き続き、アプリケーション内のエージェントによって取り込まれ、送信先に送
信される必要があります。このファイルパスは、ログの送信先を Envoy に指示するだけ
です。
11. リスナー設定
a.

仮想ノードがインバウンドトラフィックをリクエストする場合は、リスナー用のポートとプ
ロトコルを指定します。http リスナーは、WebSocket への接続移行を許可します。[リスナー
を追加] をクリックすると、複数のリスナーを追加できます。[削除] ボタンをクリックする
と、そのリスナーが削除されます。

b.

(オプション) 接続プールの有効化
接続プーリングにより、Envoy がローカルアプリケーションクラスターと同時に確立でき
る接続の数が制限されます。これは、ローカルアプリケーションが接続に圧倒されるのを防
ぎ、アプリケーションのニーズに合わせてトラフィックシェーピングを調整できるようにす
ることを目的としています。
仮想ノードリスナーの宛先側の接続プール設定を行うことができます。App Mesh は、クラ
イアント側の接続プールの設定をデフォルトで無限に設定し、メッシュの設定を簡素化しま
す。

Note
connectionPool と portMapping プロトコルは同じである必要があります。リス
ナープロトコルが tcp の場合は、maxConnections のみを指定します。リスナー
プロトコルが grpc または http2 の場合は、maxRequests のみを指定します。
リスナープロトコルが http の場合、maxConnections との両方を指定できます
maxPendingRequests。
• [最大接続数] に、アウトバウンド接続の最大数を指定します。
• (オプション) [Maximum pending requests] (最大保留リクエスト数) に、Envoy が [最大接続
数] をキューに入れた後、オーバーフローしているリクエストの数を指定します。デフォル
ト値は、「2147483647」です。
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c.

(オプション) 外れ値の検出の有効化
クライアント Envoy で適用された外れ値の検出により、クライアントは、既知の既知の障
害がある接続に対して、ほぼ即時のアクションを実行できます。これは、アップストリーム
サービス内の個々のホストのヘルスステータスを追跡する回路ブレーカ実装の一形態です。
外れ値の検出は、アップストリームクラスタ内のエンドポイントが他のクラスターとは異な
るパフォーマンスを示しているかどうかを動的に判断し、正常な負荷分散セットからそれら
を削除します。

Note
サーバー仮想ノードの外れ値の検出を効果的に設定するには、その仮想ノードの
サービス検出方法で AWS Cloud Map を使用する必要があります。それ以外の場
合、DNS を使用する場合、Envoy プロキシは、アップストリームサービスへのルー
ティングに 1 つの IP アドレスのみを選択し、一連のホストから異常なホストを排
出する外れ値の検出動作を無効にします。サービスディスカバリタイプに関する
Envoy プロキシの動作の詳細については、「サービス検出方法」セクションを参照
してください。
• [サーバーエラー] に、排出に必要な連続した 5xx エラーの数を指定します。
• [Outlier detection interval] (外れ値の検出間隔) に、排出のスイープ解析の時間間隔と単位を
指定します。
• [Base ejection duration] (ベース突出時間) に、ホストが排出される基本時間と単位を指定
します。
• [Ejection percentage] (突出パーセンテージ) に、負荷分散プール内の排出可能なホストの最
大パーセンテージを指定します。
d.

(オプション) [ヘルスチェックを有効化] — ヘルスチェックポリシーに関する設定を行
います。
ヘルスチェックポリシーはオプションですが、ヘルスポリシーに値を指定する場合は、正常
なしきい値、ヘルスチェック間隔、ヘルスチェックプロトコル、タイムアウト期間、非正常
なしきい値の値を指定する必要があります。
• [ヘルスチェックプロトコル] で、プロトコルを選択します。grpc を選択した場合、サービ
スは GRPC Health CheckingProtocol に準拠している必要があります。
• [ヘルスチェックポート] に、ヘルスチェックを実行するポートを指定します。
• [正常なしきい値] に、リスナーが正常であると宣言するために必要となるヘルスチェック
成功の数を指定します。
• [ヘルスチェック間隔] に、各ヘルスチェックの実行間隔をミリ秒単位で指定します。
• [パス] に、ヘルスチェックリクエストの送信先パスを指定します。この値は、ヘルス
チェックプロトコルが http または http2 の場合のみ使用されます。この値は、他のプロ
トコルでは無視されます。
• [タイムアウト期間] に、ヘルスチェックからの応答を受け取るまで待機する時間をミリ秒
単位で指定します。
• [非正常なしきい値] に、リスナーが異常であると宣言するために必要となるヘルスチェッ
ク失敗の数を指定します。

e.

(オプション) [TLS ターミネーションの有効化] – TLS を使用して他の仮想ノードがこ
の仮想ノードと通信する方法を設定します。
• [モード]で、リスナーで TLS を設定するモードを選択します。
• [証明書メソッド] で、次のいずれかのオプションを選択します。証明書は特定の要件を満
たしている必要があります。詳細については、「証明書の要件 (p. 98)」を参照してくだ
さい。
• [AWS Certificate Manager ホスティング]
— 既存の証明書を選択します。
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• [Envoy Secret Discovery Service (SDS)] ホスティング — Envoy が Secret Discovery
Service を使って取得するシークレットの名前を入力します。
• [ローカルファイルホスティング] — Envoy プロキシがデプロイされているファイルシス
テムで、証明書チェーンファイルとシークレットキーへのパスを指定します。
• (オプション) [Require client certificates] (クライアント証明書を要求する) とクライアント
が証明書を提供するときに相互 TLS 認証を有効にする次のオプションの 1 つを選択しま
す。相互 TLS の詳細については、App Mesh の「相互 TLS 認証」ドキュメントを参照して
ください。
• [Envoy Secret Discovery Service (SDS)] ホスティング — Envoy が Secret Discovery
Service を使って取得するシークレットの名前を入力します。
• ローカルファイルホスティング — Envoy がデプロイされているファイルシステム上の証
明書チェーンファイルへのパスを指定します。
• (オプション) サブジェクトの別名を入力します。SAN を追加するには、[Add SAN] (SAN
を追加) を選択します。SAN は FQDN または URI 形式である必要があります。
f.

(オプション) タイムアウト
Note
デフォルトより大きいタイムアウトを指定する場合は、必ず、デフォルトより大き
いタイムアウト値を持つ仮想ルータとルートを設定してください。ただし、タイム
アウトをデフォルトより低い値に減らす場合には、ルートでのタイムアウトを更新
はオプションとなります。詳細については、「ルート」を参照してください。

• [リクエストのタイムアウト] — リスナーのプロトコルに grpc、http、または http2 を選択
した場合には、リクエストのタイムアウトを指定できます。デフォルト値は 15 秒です。
値が 0 の場合、タイムアウトが無効になります。
• [アイドル期間] — 任意のリスナープロトコルのアイドル期間を指定できます。デフォルト
は 300 秒です。
12. [仮想ルーターの作成] を選択して終了します。
AWS CLI
を使用して仮想ノードを作成するにはAWS CLI
次のコマンドと入力 JSON ファイルを使用して、サービス検出に DNS を使用する仮想ノードを作成
します (##################)。
1.
2.

aws appmesh create-virtual-node \
--cli-input-json file://create-virtual-node-dns.json

create-virtual-node-dns.json の例の内容:
{

"meshName": "meshName",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
}
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}

3.

}
},
"virtualNodeName": "nodeName"

出力例:
{

"virtualNode": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualNode/nodeName",
"createdAt": "2022-04-06T09:12:24.348000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-06T09:12:24.348000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 1
},
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
}
}
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualNodeName": "nodeName"
}
}

AWS CLIfor App Mesh を使用して仮想ノードを作成する方法の詳細については、create-virtualnodeAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。

仮想ノードの削除
Note
仮想ノードが任意のルート (p. 87)のターゲットまたは任意の仮想サービス (p. 63)のプロバ
イダーとして指定されている場合、仮想ノードを削除することはできません。
AWS Management Console

AWS Management Console を使用して仮想ノードを削除するには
1.

App Mesh コンソールを https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で開きます。

2.

仮想ノードから削除するメッシュを選択します。自分が所有し、これまでに共有され
た (p. 158)、すべてのメッシュが一覧表示されます。
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3.

左側のナビゲーションで [仮想ノード] を選択します。

4.

[仮想ノード] テーブルで、削除する仮想ノードを選択し、[削除] を選択します。仮想ノードを削
除するには、アカウントIDが仮想ノードのメッシュ所有者またはリソース所有者の列にリストさ
れている必要があります。

5.

確認ボックスで、delete と入力し、次に、[削除] を選択します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して仮想ノードを削除するには
1.

以下のコマンドを使用して仮想ノードを削除します (##################)。
aws appmesh delete-virtual-node \
--mesh-name meshName \
--virtual-node-name nodeName

2.

出力例:
{

"virtualNode": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualNode/nodeName",
"createdAt": "2022-04-06T09:12:24.348000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-07T11:03:48.120000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 2
},
"spec": {
"backends": [],
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
}
],
"serviceDiscovery": {
"dns": {
"hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
}
}
},
"status": {
"status": "DELETED"
},
"virtualNodeName": "nodeName"
}
}

AWS CLIfor App Mesh を使用して仮想ノードを削除する方法の詳細については、delete-virtualnodeAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。
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仮想ルーター
仮想ルーターは、メッシュ内の 1 つ以上の仮想サービスのトラフィックを処理します。仮想ルーターを作
成したら、受信リクエストを別の仮想ノードに送る仮想ルーターのルートを作成して関連付けることがで
きます。

仮想ルーターが期待するすべてのインバウンドトラフィックは、リスナーとして指定する必要がありま
す。

仮想ルーターの作成
AWS Management Console

AWS Management Console を使用して仮想ルータを作成するには
Note
仮想ルーターを作成するときは、作成した仮想ルーターにルートを関連付ける名前空間のリ
ストを識別するラベル付きの名前空間セレクターを追加する必要があります。
1.

App Mesh コンソールを https://console.aws.amazon.com/appmesh/ で開きます。

2.

仮想ルーターを作成するメッシュを選択します。所有しているメッシュや、共有されてい
る (p. 158)メッシュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

[仮想ルーターの作成] を選択します。

5.

[仮想ルーター名] に仮想ルーターの名前を指定します。最大 255 文字の英字、数字、ハイフン、
アンダースコアを使用できます。
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6.

(オプション) [リスナー] 設定には、仮想ルーターの [ポート] および [プロトコル] を指定しま
す。http リスナーは、ウェブソケットへの接続移行を許可します。[リスナーを追加] をクリック
すると、複数のリスナーを追加できます。[削除] ボタンをクリックすると、そのリスナーが削除
されます。

7.

[仮想ルーターの作成] を選択して終了します。

AWS CLI
を使用して仮想ルータを作成するにはAWS CLI
以下のコマンドを使用して仮想ルーターを作成し、JSON を入力します (##################)。
1.
2.
3.

aws appmesh create-virtual-router \
--cli-input-json file://create-virtual-router.json

create-virtual-routerサンプル.json の内容
{

}

4.

"meshName": "meshName",
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
}
]
},
"virtualRouterName": "routerName"

出力例:
{

"virtualRouter": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualRouter/routerName",
"createdAt": "2022-04-06T11:49:47.216000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-06T11:49:47.216000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 1
},
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
}
]
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualRouterName": "routerName"
}
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}

AWS CLIfor App Mesh を使用して仮想ルーターを作成する方法の詳細については、create-virtualrouterAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。

仮想ルーターを削除する
Note
ルート (p. 87)がある場合、または、それが仮想サービス (p. 63)のプロバイダーとして指定
されている場合は、仮想ルーターを削除できません。
AWS Management Console

AWS Management Console を使用して仮想ルータを削除するには
1.

App Mesh コンソールをhttps://console.aws.amazon.com/appmesh/で開きます。

2.

仮想ルーターを削除するメッシュを選択します。所有しているメッシュや、共有されてい
る (p. 158)メッシュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

仮想ルーターテーブルで、削除する仮想ルーターを選択し、右上隅の [削除] を選択します。仮想
ルーターを削除するには、仮想ルーターのメッシュ所有者またはリソース所有者のいずれかの列
にアカウント ID が一覧表示されている必要があります。

5.

delete確認ボックスに入力して [削除] をクリックします。

AWS CLI

AWS CLI を使用して仮想ルータを削除するには
1.

次のコマンドを使用して仮想ルーターを削除します（################）。
aws appmesh delete-virtual-router \
--mesh-name meshName \
--virtual-router-name routerName

2.

出力例:
{

"virtualRouter": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualRouter/routerName",
"createdAt": "2022-04-06T11:49:47.216000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-07T10:49:53.402000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 2
},
"spec": {
"listeners": [
{
"portMapping": {
"port": 80,
"protocol": "http"
}
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]

}

}

}

},
"status": {
"status": "DELETED"
},
"virtualRouterName": "routerName"

AWS CLIfor App Mesh を使用して仮想ルーターを削除する方法の詳細については、delete-virtualrouterAWS CLIリファレンスのコマンドを参照してください。

ルート
ルートは、仮想ルーターに関連付けられます。ルートは、仮想ルーターに対するリクエストを一致させ、
関連する仮想ノードにトラフィックを分散させるために使用されます。ルートは、リクエストと一致する
と、1つ以上のターゲット仮想ノードにトラフィックを分散することができます。各仮想ノードに対して相
対的な重み付けを指定することができます。このトピックは、サービスメッシュ内のルートの操作に役立
ちます。

ルートを作成する
AWS Management Console

AWS Management Console を使用したルートの作成
1.

App Mesh コンソールをhttps://console.aws.amazon.com/appmesh/で開きます。

2.

ルートを作成するメッシュを選択します。所有しているメッシュや、共有されてい
る (p. 158)メッシュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

新しいルートを関連付ける仮想ルーターを選択します。一覧に表示されていない場合は、最初
に仮想ルーターを作成する (p. 84)必要があります。

5.

[ルート] テーブルで [ルートを作成] を選択します。ルートを作成するには、アカウント ID は、
ルートのリソース所有者として一覧表示されている必要があります。

6.

[ルート名] に、ルートに使用する名前を指定します。

7.

ルートタイプで、ルーティングするプロトコルを選択します。選択したプロトコルは、仮想ルー
ターとトラフィックをルーティングする仮想ノードで選択したリスナープロトコルと一致する必
要があります。

8.

(オプション)ルート優先度で、ルートに使用する優先度を0～1000の範囲で指定します。ルート
は、指定された値に基づいて一致させます。ここで、0 は最も高い優先順位になります。

9.

(オプション) [追加設定] を選択します。下のプロトコルの中から、ルートタイプ で選択したプロ
トコルを選択し、コンソールで必要な設定を行います。

10. ターゲットの設定で、トラフィックをルーティングする既存の App Mesh 仮想ノードを選択
し、重みを指定します。ターゲットの追加を選択して、ターゲットを追加します。すべてのター
ゲットのパーセンテージは 100 まで加算する必要があります。仮想ノードが一覧表示されていな
い場合は、最初に作成 (p. 76)する必要があります。選択した仮想ノードに複数のリスナーがあ
る場合は、ターゲットポートが必要です。
11. 一致の設定では、次を指定します。
一致の設定では、tcp の利用はできない
• http/http2が、選択されたタイプの場合：
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• (オプション)メソッド‐着信したhttp/http2リクエストに一致させるメソッドヘッダーを指定し
ます。
• （オプション）ポートマッチ‐受信トラフィックのポートを照合します。この仮想ルーターに
複数のリスナーがある場合は、ポートの一致が必要です。
• (オプション)プレフィックス/完全一致/正規表現パス‐URL のパスを照合する方法です。
• プレフィックスの一致‐デフォルトでは、ゲートウェイルートによって一致したリクエスト
がターゲット仮想サービスの名前に書き換えられ、一致したプレフィックスが書き換えら
れます/ 仮想サービスの設定によっては、仮想ルーターを使用して、特定のプレフィック
スやヘッダーに基づき、異なる仮想ノードにリクエストをルーティングすることができま
す。

Note
パス/プレフィックスに基づいた一致を有効にすると、App Mesh はパスの正規化
(normalize_path と merge_slashes) を有効にし、パス混同の脆弱性が発生する確
率を最小化します。
パス混乱の脆弱性は、リクエストに参加している当事者が異なるパス表現を使用
する場合に発生します。
• 完全一致‐exact パラメータは、ルートの部分一致を無効にし、パスが現在の URL と完全一
致である場合にのみルートを返すようにします。
• 正規表現一致‐複数の URL が Web サイト上の 1 つのページを実際に識別する可能性のある
パターンを記述するために使用します。
• (オプション) クエリパラメータ - このフィールドでは、クエリパラメータで一致を行うこと
ができます。
• (オプション)ヘッダー‐httpとhttp2のヘッダを指定します。受信したリクエストに一致させ
て、対象の仮想サービスにルーティングする必要があります。
• gRPCが選択されている場合：
• サービス名‐リクエストを一致させる宛先サービス。
• メソッド名‐リクエストを一致させるデスティネーションメソッド。
• (オプション) メタデータ ‐ メタデータの存在に基づいた Match を指定します。リクエストを
処理するには、すべてが一致する必要があります。
12. [ルートを作成] を選択します。
AWS CLI
を使用してルートを作成するにはAWS CLI.
次のコマンドを使用して gRPC ルートを作成し、JSON を入力します (##################)。
1.

2.

aws appmesh create-route \
--cli-input-json file://create-route-grpc.json

create-route-grpcサンプル.json の内容
{

"meshName" : "meshName",
"routeName" : "routeName",
"spec" : {
"grpcRoute" : {
"action" : {
"weightedTargets" : [
{
"virtualNode" : "nodeName",
"weight" : 100
}
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},
"match" : {
"metadata" : [
{
"invert" : false,
"match" : {
"prefix" : "123"
},
"name" : "myMetadata"
}
],
"methodName" : "nameOfmethod",
"serviceName" : "serviceA.svc.cluster.local"
},
"retryPolicy" : {
"grpcRetryEvents" : [ "deadline-exceeded" ],
"httpRetryEvents" : [ "server-error", "gateway-error" ],
"maxRetries" : 3,
"perRetryTimeout" : {
"unit" : "s",
"value" : 15
},
"tcpRetryEvents" : [ "connection-error" ]
}

},
"priority" : 100

}

3.

},
"virtualRouterName" : "routerName"

出力例:
{

"route": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualRouter/routerName/route/routeName",
"createdAt": "2022-04-06T13:48:20.749000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-06T13:48:20.749000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 1
},
"routeName": "routeName",
"spec": {
"grpcRoute": {
"action": {
"weightedTargets": [
{
"virtualNode": "nodeName",
"weight": 100
}
]
},
"match": {
"metadata": [
{
"invert": false,
"match": {
"prefix": "123"
},
"name": "myMetadata"
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],
"methodName": "nameOfMehod",
"serviceName": "serviceA.svc.cluster.local"

},
"retryPolicy": {
"grpcRetryEvents": [
"deadline-exceeded"
],
"httpRetryEvents": [
"server-error",
"gateway-error"
],
"maxRetries": 3,
"perRetryTimeout": {
"unit": "s",
"value": 15
},
"tcpRetryEvents": [
"connection-error"
]
}
},
"priority": 100
},
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"virtualRouterName": "routerName"
}
}

AWS CLIfor App Mesh を使用してルートを作成する方法の詳細については、AWS CLIリファレンスの
create-route コマンドを参照してください。

gRPC
(オプション) マッチ
• (オプション) リクエストに一致する宛先サービスの [サービス名] を入力します。名前を指定しない場合
は、任意のサービスに対するリクエストを一致させます。
• (オプション) リクエストに一致する宛先メソッドのメソッド名を入力します。名前を指定しない場合
は、任意のメソッドに対するリクエストを一致させます。メソッド名を指定する場合は、サービス名を
指定する必要があります。

(オプション) メタデータ
[メタデータの追加] を選択します。
• (オプション) ルーティングする [メタデータ名] を入力し、[照合タイプ] を選択し、[照合値] を入力しま
す。[反転] を選択すると、その逆が照合されます。例えば、[メタデータ名] を myMetadata 、[照合タイ
プ] を [完全一致]、[照合値] を123、そして [反転] を選択している場合、ルートは、123 以外の何かで始
まるメタデータ名を持つすべてのリクエストに一致します。
• (オプション) [メタデータの追加] を選択して、メタデータアイテムを 10 個まで追加します。
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(オプション)ポリシーを再試行する
再試行ポリシーは、断続的なネットワーク障害や断続的なサーバー側の障害からクライアントを保護する
ことができます。再試行ポリシーはオプションですが、推奨されています。再試行のタイムアウト値は、
再試行ごとのタイムアウトを定義します (最初の試行を含む)。再試行ポリシーを定義しない場合、App
Mesh は各ルートのデフォルトポリシーを自動的に作成することがあります。詳細については、「デフォ
ルトのルート再試行ポリシー (p. 152)」を参照してください。
• 再試行タイムアウトに、タイムアウト時間の単位数を入力します。プロトコル再試行イベントを選択す
る場合は、値が必要です。
• 任意の[再試行タイムアウト単位]で、単位を選択します。プロトコル再試行イベントを選択する場合は、
値が必要です。
• 最大再試行回数に、リクエストが失敗した場合の再試行の最大回数を入力します。プロトコル再試行イ
ベントを選択する場合は、値が必要です。少なくとも 2 つの値を推奨します。
• 1 つまたは複数の [HTTP リトライイベント] を選択します。少なくともストリームエラー と ゲートウェ
イエラー選択するようお勧めします。
• [TCP 再試行イベント]を選択してください。。
• 1 つまたは複数の[gRPC 再試行イベント]を選択します。少なくとも[キャンセルされました] と [利用で
きません] を選択するようお勧めします。

(オプション) タイムアウト
• デフォルト値は 15 秒です。[ポリシーを再試行する] を指定した場合、ここで指定する期間は、再試行ポ
リシーで定義した最大再試行回数を乗じた再試行期間以上でなければならず、再試行ポリシーを完了さ
せることができないため、常に長くする必要があります。15 秒を超える期間を指定する場合は、任意の
仮想ノードTargetのリスナーに指定されたタイムアウトも15秒以上であることを確認します。詳細につ
いては、「仮想ノード」をご覧ください。
• 0 の値は、タイムアウトを無効にします。
• ルートをアイドル状態にすることができる最大時間。

HTTP と HTTPS
(オプション) 一致
• ルートが必ず一致する [プレフィックス] を指定します。例えば、仮想サービス名が service-b.local
である場合、ルートと service-b.local/metrics へのリクエストを一致させるには、プレフィック
スを /metrics にする必要があります。指定する/すべてのトラフィックをルーティングします。
• (オプション) [メソッド] を選択します。
• (オプション) [スキーム] を選択します。HTTP2 ルートにのみ適用されます。

(オプション) ヘッダー
• (オプション) [ヘッダーを追加] を選択します。ルーティングするヘッダー名を入力し、[照合
タイプ] を選択し、[照合値] を入力します。[反転] を選択すると、その逆に一致します。例え
ば、clientRequestId というヘッダーと 123 という[プレフィックス] を指定し、[Invert] を選択する
と、123 以外で始まるヘッダーを持つすべてのリクエストに対してルートが一致されます。。
• (オプション) [ヘッダーを追加] を選択します。最大 10 個のヘッダーを追加できます。

(オプション) 再試行ポリシー
再試行ポリシーは、断続的なネットワーク障害や断続的なサーバー側の障害からクライアントを保護する
ことができます。再試行ポリシーはオプションですが、推奨されています。再試行のタイムアウト値は、
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再試行ごとのタイムアウトを定義します (最初の試行を含む)。再試行ポリシーを定義しない場合、App
Mesh は各ルートのデフォルトポリシーを自動的に作成することがあります。詳細については、「デフォ
ルトのルート再試行ポリシー (p. 152)」を参照してください。
• 再試行タイムアウトに、タイムアウト時間の単位数を入力します。プロトコル再試行イベントを選択す
る場合は、値が必要です。
• 任意の[再試行タイムアウト単位]で、単位を選択します。プロトコル再試行イベントを選択する場合は、
値が必要です。
• 最大再試行回数に、リクエストが失敗した場合の再試行の最大回数を入力します。プロトコル再試行イ
ベントを選択する場合は、値が必要です。少なくとも 2 つの値を推奨します。
• 1 つまたは複数の [HTTP リトライイベント] を選択します。少なくともストリームエラー と ゲートウェ
イエラー選択するようお勧めします。
• [TCP 再試行イベント] を選択してください。

(オプション) タイムアウト
• リクエストのタイムアウト – デフォルト値は 15 秒です。再試行ポリシーを指定した場合、ここで指定
する期間は、再試行ポリシーが完了することができるように、再試行期間に再試行ポリシー で定義し
た最大再試行回数を掛けた値以上である必要があります。
• アイドル期間 — デフォルト値は 300 秒です。
• 0 の値は、タイムアウトを無効にします。

Note
デフォルトより大きいタイムアウトを指定する場合は、すべての仮想ノード参加者のリスナーに
指定されたタイムアウトがデフォルトよりも大きくなるようにしてください。ただし、タイムア
ウトをデフォルトよりも低い値に減らす場合は、仮想ノードでタイムアウトを更新することはオ
プションとなります。詳細については、「仮想ノード」を参照してください。

TCP
(オプション) タイムアウト
• アイドル期間 — デフォルト値は 300 秒です。
• 0 の値は、タイムアウトを無効にします。

ルートの削除
AWS Management Console

AWS Management Console を使用して、ルートを削除するには
1.

App Mesh コンソールをhttps://console.aws.amazon.com/appmesh/で開きます。

2.

ルートを削除するメッシュを選択します。所有しているメッシュや、共有されてい
る (p. 158)メッシュがすべて一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションで [仮想ルーター] を選択します。

4.

ルートを削除するルーターを選択します。

5.

[ルート] テーブルで、削除するルートを選択し、右上隅の [削除] を選択します。

6.

delete確認ボックスに入力して [削除] をクリックします。
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AWS CLI

AWS CLI を使用して、ルートを削除するには
1.

次のコマンドを使用してルートを削除します (##################)。
aws appmesh delete-route \
--mesh-name meshName \
--virtual-router-name routerName \
--route-name routeName

2.

出力例:
{

"route": {
"meshName": "meshName",
"metadata": {
"arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:210987654321:mesh/meshName/
virtualRouter/routerName/route/routeName",
"createdAt": "2022-04-06T13:46:54.750000-05:00",
"lastUpdatedAt": "2022-04-07T10:43:57.152000-05:00",
"meshOwner": "123456789012",
"resourceOwner": "210987654321",
"uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"version": 2
},
"routeName": "routeName",
"spec": {
"grpcRoute": {
"action": {
"weightedTargets": [
{
"virtualNode": "nodeName",
"weight": 100
}
]
},
"match": {
"metadata": [
{
"invert": false,
"match": {
"prefix": "123"
},
"name": "myMetadata"
}
],
"methodName": "methodName",
"serviceName": "serviceA.svc.cluster.local"
},
"retryPolicy": {
"grpcRetryEvents": [
"deadline-exceeded"
],
"httpRetryEvents": [
"server-error",
"gateway-error"
],
"maxRetries": 3,
"perRetryTimeout": {
"unit": "s",
"value": 15
},
"tcpRetryEvents": [
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]

"connection-error"

}
},
"priority": 100

}

}

},
"status": {
"status": "DELETED"
},
"virtualRouterName": "routerName"

AWS CLIfor App Mesh を使用してルートを削除する方法の詳細については、AWS CLIリファレンスの
delete-route コマンドを参照してください。
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App Mesh のベストプラクティス
計画展開中および一部のホストが計画外の損失中に失敗したリクエストをゼロにするという目標を達成す
るために、このトピックのベストプラクティスでは、次の戦略を実装します。
• 安全なデフォルト再試行戦略を使用して、アプリケーションの観点からリクエストが成功する可能性を
高めます。詳細については、「リトライですべてのルートを計測する (p. 95)」を参照してください。
• 再試行されたリクエストが実際の送信先に送信される可能性を最大化することで、再試行されたリクエ
ストが成功する可能性を高めます。詳細については、「デプロイ速度の調整 (p. 95)」、「スケールイ
ンする前にスケールアウト (p. 96)」、および「コンテナヘルスチェックの実装 (p. 96)」を参照し
てください。
障害を大幅に削減または排除するには、次のすべてのプラクティスで推奨事項を実装することをお勧めし
ます。

リトライですべてのルートを計測する
仮想ルータを使用するようにすべての仮想サービスを設定し、すべてのルートに対してデフォルト
の再試行ポリシーを設定します。これにより、ホストを再選択して新しいリクエストを送信すること
で、失敗したリクエストが軽減されます。再試行ポリシーの場合は、次の値を 2 つ以上お勧めしま
す。maxRetriesをクリックし、再試行イベントタイプをサポートする各ルートタイプで、リトライイベ
ントタイプごとに次のオプションを指定します。
• TCP–connection-error
• HTTPとHTTP/2–stream-errorそしてgateway-error
• gRPC–cancelledそしてunavailable
他の再試行イベントは、リクエストが冪等でない場合など、安全ではない可能性があるため、ケースバイ
ケースで考慮する必要があります。次の値について検討し、テストする必要があります。maxRetriesそ
してperRetryTimeoutリクエストの最大レイテンシーの間の適切なトレードオフを行います
(maxRetries*perRetryTimeout) と、再試行回数の増加の成功率を上げた。さらに、Envoy が存在しな
くなったエンドポイントに接続しようとすると、そのリクエストがフルを消費することを期待する必要が
あります。perRetryTimeout。再試行ポリシーを設定するには、を参照してください。ルートを作成す
る (p. 87)次に、ルーティングするプロトコルを選択します。

Note
2020 年 7 月 29 日以降にルートを実装し、再試行ポリシーを指定しなかった場合、App Mesh は
2020 年 7 月 29 日以降に作成した各ルートについて、以前のポリシーと同様のデフォルトの再試
行ポリシーを自動的に作成している可能性があります。詳細については、「デフォルトのルート
再試行ポリシー (p. 152)」を参照してください。

デプロイ速度の調整
ローリングデプロイを使用する場合は、全体的なデプロイ速度を下げます。デフォルトでは、Amazon
ECS は最低 100% の正常なタスク、合計タスク 200 パーセントのデプロイ戦略を設定します。デプロイ
メントでは、2 つのポイントで高ドリフトが発生します。
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• リクエストを完了する準備が整う前に、新しいタスクのフリートサイズの 100% が使者に表示されるこ
とがあります（コンテナヘルスチェックの実装 (p. 96)緩和のため)。
• タスクが終了している間、古いタスクのフリートサイズの 100% が使いに見える場合があります。
これらの展開制約を設定すると、コンテナオーケストレータは、古い宛先をすべて非表示にし、新しい宛
先をすべて表示できる状態になることがあります。Envoyデータプレーンは最終的に一貫しているため、
データプレーンに表示される一連のデスティネーションがオーケストレータの視点から異なる期間になる
ことがあります。これを軽減するには、最低 100% の正常なタスクを維持しながら、合計タスクを 125%
に減らすことをお勧めします。これにより、ダイバージェンスが減少し、再試行の信頼性が向上します。
異なるコンテナランタイムには、次の設定をお勧めします。
Amazon ECS
サービスの希望数が 2 つまたは 3 の場合は、maximumPercent150パーセントまでだ それ以外の場合は、
に設定しますmaximumPercent125パーセントまでだ
Kubernetes
デプロイメントを構成する更新戦略、設定設定maxUnavailable0パーセントにmaxSurge25パーセント
までだ

スケールインする前にスケールアウト
スケールアウトとスケールインの両方で、再試行でリクエストが失敗する可能性があります。スケールア
ウトを軽減するタスクの推奨事項がありますが、スケールインに関する唯一の推奨事項は、一度にスケー
ルインするタスクの割合を最小化することです。古いタスクまたはデプロイをスケールインする前に、新
しい Amazon ECS タスクまたは Kubernetes デプロイをスケールアウトするデプロイ戦略を使用すること
をお勧めします。このスケーリング戦略では、同じベロシティを維持しながら、タスクまたはデプロイで
のスケーリング率を低く抑えます。このプラクティスは、Amazon ECS タスクと Kubernetes デプロイの
両方に適用されます。

コンテナヘルスチェックの実装
スケールアップシナリオでは、Amazon ECS タスク内のコンテナが故障し、最初に応答しないことがあり
ます。異なるコンテナランタイムには、次の提案をお勧めします。
Amazon ECS
これを軽減するには、コンテナのヘルスチェックとコンテナ依存関係の順序付けを使用して、送信ネット
ワーク接続を必要とするコンテナの開始前に Envoy が実行され、正常であることを確認することをお勧め
します。タスク定義でアプリケーションコンテナと Envoy コンテナを正しく設定するには、を参照してく
ださい。コンテナの依存関係。
Kubernetes
なし、Kubernetesだから活力と準備プローブは、の登録および登録解除で考慮されていませんAWS Cloud
Map内のインスタンスKubernetes 用 App Mesh コントローラー。詳細については、GitHub の問題を参照
してください#132。
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AWS App Mesh でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS App Mesh に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細について
は、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。App
Mesh は、TLS 証明書のシークレットキーなどの機密情報を含むローカルプロキシに設定を安全に配信
する責任があります。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、次のようなその他の要因についても責任を負います。
• データの機密性、企業の要件、および適用される法律と規制。
• トラフィックが VPC 内のサービス間を通過できるようにするセキュリティグループの設定など、App
Mesh データプレーンのセキュリティ設定。
• App Mesh に関連付けられているコンピューティングリソースの設定。
• コンピューティングリソースに関連付けられた IAM ポリシーと、それらが App Mesh コントロールプ
レーンから取得できる設定。
このドキュメントは、App Mesh を使用するときに責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ち
ます。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目標を達成するために App Mesh を設
定する方法を説明します。また、AppMesh リソースのモニタリングと保護に役立つ他の AWS サービスの
使用方法についても学びます。
App Mesh セキュリティ理念
お客様は、必要な範囲でセキュリティを調整できるようにする必要があります。プラットフォームが
安全性の向上を妨げるものであってはなりません。プラットフォームの機能の安全性はデフォルトで
設定されています。
トピック
• Transport Layer Security (TLS) (p. 98)
• 相互 TLS 認証 (p. 103)
• AWS App Mesh と IAM の連携について (p. 105)
• AWS CloudTrail でのログ記録 (p. 122)
• AWS App Mesh でのデータ保護 (p. 125)
• AWS App Mesh のコンプライアンス検証 (p. 126)
• App Mesh でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 127)
• AWS App Mesh での耐障害性 (p. 128)
• AWS App Mesh での構成と脆弱性の分析 (p. 129)
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Transport Layer Security (TLS)
App Mesh では、Transport Layer Security (TLS) は、仮想ノード (p. 75) や 仮想ゲートウェイ (p. 66) など
のメッシュエンドポイントによって App Mesh で表される、コンピューティングリソースにデプロイされ
た Envoy プロキシ間の通信を暗号化します。プロキシは TLS をネゴシエートして終了します。プロキシ
がアプリケーションと一緒にデプロイされる場合、アプリケーションコードには TLS セッションをネゴシ
エートする役割はありません。プロキシが、アプリケーションに代わって TLS をネゴシエートします。
App Mesh では、次の方法で TLS 証明書をプロキシに提供できます。
• () により発行される、AWS Certificate Manager (ACM) からのプライベート証明書。AWS Private
Certificate AuthorityAWS Private CA
• 独自の認証局 (CA) によって発行された仮想ノードのローカルファイルシステムに保存されている証明書
• ローカルの Unix ドメインソケットを介して Secrets Discovery Service (SDS) エンドポイントによって
提供される証明書。
Envoy プロキシ (p. 117) は、メッシュエンドポイントで表されるデプロイ済みの Envoy プロキシで有効
にする必要があります。プロキシ認証を有効にする場合は、暗号化を有効にするメッシュエンドポイント
のみへのアクセスに制限するようお勧めします。

証明書の要件
証明書のサブジェクト代替名 (SAN) の 1 つが、メッシュエンドポイントによって表される実際のサービス
の検出方法に応じて、特定の基準に一致する必要があります。
• DNS — 証明書 SAN の 1 つが、DNS サービスディスカバリ設定で指定された値と一致する必要があ
ります。mesh-endpoint.apps.local というサービスディスカバリ名を持つアプリケーションの場
合、その名前と一致する証明書を作成するか、ワイルドカード *.apps.local を使用して証明書を作
成することができます。
• AWS Cloud Map — 証明書 SAN の 1 つが、service-name.namespace-name の形式を使用して
AWS Cloud Map サービスディスカバリ設定で提供された値と一致する必要があります。serviceName
mesh-endpoint および namespaceName apps.local の AWS Cloud Map サービスディスカバリ設
定を持つアプリケーションの場合、名前 mesh-endpoint.apps.local に一致する証明書、またはワ
イルドカード *.apps.local. を持つ証明書を作成できます。
どちらの検出メカニズムでも、DNS サービスディスカバリ設定に一致する証明書 SAN がない場合、クラ
イアントの Envoy から見て、Envoys 間の接続は、次のエラーメッセージで失敗します。
TLS error: 268435581:SSL routines:OPENSSL_internal:CERTIFICATE_VERIFY_FAILED

TLS 認証証明書
App Mesh では、TLS 認証を使用する場合、証明書の複数のソースがサポートされます。
AWS Private CA
証明書は、証明書を使用するメッシュエンドポイントと同じリージョンおよび AWS アカウントの
ACM に保存する必要があります。CA の証明書は同じ AWS アカウントにある必要はありませんが、
メッシュエンドポイントと同じリージョンにある必要があります。がない場合は、証明書を要求する
前にAWS Private CA、証明書を要求する前に、証明書を要求する前に、証明書を要求する前に 1 つ作
成する必要があります。ACMAWS Private CA を使用して既存の証明書をリクエストする方法の詳細
については、「プライベート証明書のリクエスト」を参照してください。証明書をパブリック証明書
にすることはできません。
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TLS クライアントポリシーに使用するプライベート CA は、ルート CA である必要があります。
からの証明書と CA を使用して仮想ノードを設定するにはAWS Private CA、App Mesh の呼び出しに
使用するプリンシパル (ユーザーまたはロールなど) に次の IAM アクセス許可が必要です。
• リスナーの TLS 設定に追加する証明書では、プリンシパルに acm:DescribeCertificate のア
クセス許可が必要です。
• TLS クライアントポリシーで設定された CA の場合は、プリンシパルに acmpca:DescribeCertificateAuthority のアクセス許可が必要です。

Important
CA を他のアカウントと共有すると、それらのアカウントに意図しない CA への特権が与えら
れる可能性があります。リソースベースのポリシーを使用して、CA から証明書を発行する
必要のないアカウントに対しては acm-pca:DescribeCertificateAuthority と acmpca:GetCertificateAuthorityCertificate のみへのアクセスに制限するようお勧め
します。
これらのアクセス許可は、プリンシパルに添付されている既存の IAM ポリシーに追加するか、新し
いプリンシパルとポリシーを作成してポリシーをプリンシパルに添付できます。詳細については、
「IAM ポリシーの編集」、「IAM ポリシーの作成」、「IAM ID アクセス許可の追加」を参照してくだ
さい。

Note
AWS Private CAそれを削除しない限り、それぞれの操作に対して月額料金が発生します。ま
た、毎月発行するプライベート証明書とエクスポートするプライベート証明書についても料
金が発生します。詳細については、「AWS Certificate Manager 料金」を参照してください。
メッシュエンドポイントが表す Envoy プロキシのプロキシ認証 (p. 117)を有効にする場合、使用す
る IAM ロールに、次の IAM アクセス許可を割り当てる必要があります。
• 仮想ノードのリスナーに設定された証明書の場合、ロールには acm:ExportCertificate のアク
セス許可が必要です。
• TLS クライアントポリシーで設定されている CA の場合、ロールにはacmpca:GetCertificateAuthorityCertificate のアクセス許可が必要です。
ファイルシステム
ファイルシステムを使用して Envoy に証明書を配信できます。これを行うには、証明書チェーンとこ
れに対応するシークレットキーをファイルパスで使用できるようにします。そうすれば、これらのリ
ソースは Envoy サイドカープロキシから利用可能です。
Envoy Secret Discovery Service (SDS)
Envoy は、Secrets Discovery プロトコルを使用して、特定のエンドポイントから TLS 証明書などの
機密情報を取得します。このプロトコルの詳細については、Envoy の SDS ドキュメントを参照して
ください。
App Mesh は、SDS (Secret Discovery Service) が証明書および証明書チェーンのソースとして機能す
る場合、プロキシに対してローカルな Unix ドメインソケットを使用して SDS エンドポイントとして
機能するように Envoy プロキシを設定します。APPMESH_SDS_SOCKET_PATH 環境変数を使用して、
このエンドポイントへのパスを設定できます。

Important
Unix ドメインソケットを使用した Local Secrets Discovery Service は、App Mesh Envoy プ
ロキシのバージョン 1.15.1.0 以降でサポートされています。
App Mesh では、gRPC を使用して V2 SDS プロトコルがサポートされています。
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SPIFFE ランタイム環境 (SPIRE) との統合
SPIFFE ランタイム環境 (SPIRE) などの既存のツールチェーンを含む、SDS API の任意のサイド
カー実装を使用できます。SPIRE は、分散システムの複数のワークロード間で相互 TLS 認証をデプ
ロイできるように設計されています。実行時にワークロードのアイデンティティを証明します。ま
た、SPIRE は、ワークロード固有で一時的に使えて自動的にローテーションするキーと証明書をワー
クロードに直接送信します。
SPIRE エージェントを Envoy の SDS プロバイダーとして設定する必要があります。相互 TLS 認証を
提供するために必要なキーマテリアルを Envoy に直接提供できるようにします。Envoy プロキシの横
にあるサイドカーで SPIRE エージェントを実行します。エージェントは、必要に応じて一時的に使え
るキーおよび証明書を再生成します。エージェントは、Envoy を証明し、Envoy が SPIRE エージェ
ントによって公開される SDS サーバーに接続するときに、Envoy がどのサービスアイデンティティ
と CA 証明書を使用できるようにするかを決定します。
このプロセス中に、サービスアイデンティティ と CA 証明書がローテーションされ、更新情報が
Envoy にストリーミングされます。Envoy は、その情報を中断やダウンタイムもなく、プライベート
キーがファイルシステムに触れることなく、新しい接続にすぐに適用します。

TLS をネゴシエートするための App Mesh による
Envoys の設定方法
App Mesh は、メッシュ内にある Envoys 間の通信の設定方法を決定する際に、クライアントとサーバーの
両方のメッシュエンドポイント設定を使用します。
クライアントポリシーを使用する場合
クライアントポリシーで TLS の使用が適用され、クライアントポリシー内のポートの 1 つがサーバー
のポリシーのポートと一致する場合、クライアントポリシーを使用してクライアントの TLS 検証コ
ンテキストを設定します。例えば、仮想ゲートウェイのクライアントポリシーが仮想ノードのサー
バーポリシーと一致する場合、TLS ネゴシエーションは、仮想ゲートウェイのクライアントポリシー
で定義された設定を使用して、プロキシ間で試行されます。クライアントポリシーがサーバーのポリ
シーのポートと一致しない場合、サーバーポリシーの TLS 設定に応じて、プロキシ間の TLS がネゴ
シエートされる場合とそうでない場合があります。
クライアントポリシーを使用しない場合
クライアントがクライアントポリシーを設定していない場合、またはクライアントポリシーがサー
バーのポートと一致しない場合、App Mesh はサーバーを使用して、クライアントから TLS をネゴシ
エートするかどうか、また、その方法を判断します。例えば、仮想ゲートウェイでクライアントポリ
シーが指定されておらず、仮想ノードが TLS 終了を設定していない場合、TLS はプロキシ間でネゴ
シエートされません。クライアントが一致するクライアントポリシーを指定しておらず、サーバーが
TLS モード STRICT または PERMISSIVE で設定されている場合、プロキシは TLS をネゴシエートす
るように設定されます。TLS 終了時の証明書の提供方法に応じて、次の追加の動作が適用されます。
• ACM 管理の TLS 証明書 — サーバーが ACM 管理された証明書を使用して TLS 終了を設定した場
合、App Mesh は、TLS をネゴシエートし、証明書がチェーンアップするルート CA に対して証明
書を検証するようにクライアントを自動的に設定します。
• ファイルベースの TLS 証明書 — サーバーがプロキシのローカルファイルシステムからの証明書を
使用して TLS 終了を設定すると、App Mesh は TLS をネゴシエートするようにクライアントを自動
的に設定しますが、サーバーの証明書は検証されません。
サブジェクトの別名
オプションで、信頼するサブジェクトの別名 (SAN) のリストを指定することもできます。SAN は
FQDN または URI 形式である必要があります。SAN が提供されている場合、Envoy は、提示された
証明書のサブジェクトの別名がこのリストのいずれかの名前と一致することを確認します。
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終端側のメッシュエンドポイントで SAN を指定しない場合、そのノードの Envoy プロキシはピアク
ライアント証明書の SAN を検証しません。発信元のメッシュエンドポイントで SAN を指定しない場
合、終端側のエンドポイントによって提供される証明書の SAN は、メッシュエンドポイントのサービ
スディスカバリ設定と一致する必要があります。
詳細については、App Mesh の「TLS: 証明書の要件」を参照してください。

Important
ワイルドカード SAN は、TLS のクライアントポリシーがに設定されている場合にのみ使用で
きますnot enforced。クライアント仮想ノードまたは仮想ゲートウェイのクライアントポ
リシーが TLS を適用するように構成されている場合、ワイルドカード SAN を受け入れるこ
とはできません。

暗号化の検証
TLS を有効にしたら、Envoy プロキシにクエリを送信して、通信が暗号化されていることを確認できま
す。Envoy プロキシは、TLS 通信が正常に機能しているかどうかを理解するのに役立つリソースの統計
情報を出力します。例えば、Envoy プロキシは、指定されたメッシュエンドポイントに対して正常にネゴ
シエートした TLS ハンドシェイクの数に関する統計情報を記録します。次のコマンドを実行して、mymesh-endpoint という名前のメッシュエンドポイントで成功した TLS ハンドシェイクの数を特定しま
す。
curl -s 'http://my-mesh-endpoint.apps.local:9901/stats' | grep ssl.handshake

次の返された出力例では、メッシュエンドポイントに対して 3 つのハンドシェイクがあったため、通信は
暗号化されています。
listener.0.0.0.0_15000.ssl.handshake: 3

Envoy プロキシは、TLS ネゴシエーションが失敗したときにも統計情報を送信します。メッシュエンドポ
イントに TLS エラーがあったかどうかを確認します。
curl -s 'http://my-mesh-endpoint.apps.local:9901/stats' | grep -e "ssl.*\(fail\|error\)"

返された出力例では、複数の統計情報でエラーがゼロだったため、TLS ネゴシエーションは成功していま
す。
listener.0.0.0.0_15000.ssl.connection_error: 0
listener.0.0.0.0_15000.ssl.fail_verify_cert_hash: 0
listener.0.0.0.0_15000.ssl.fail_verify_error: 0
listener.0.0.0.0_15000.ssl.fail_verify_no_cert: 0
listener.0.0.0.0_15000.ssl.ssl.fail_verify_san: 0

Envoy TLS 統計の詳細については、「Envoy リスナー統計情報」を参照してください。

証明書の更新
AWS Private CA
ACM を使用して証明書を更新すると、更新が完了してから35分以内に接続されているプロキシに更新さ
れた証明書が自動的に配信されます。マネージド型更新を使用して、有効期間の期限に近づいた証明書を
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自動的に更新するようお勧めします。詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の
「ACM の Amazon 発行の証明書のマネージド型更新」を参照してください。
独自の証明書を使用する
ローカルファイルシステムからの証明書を使用する場合、Envoy は、証明書が変更されても自動的に再
ロードしません。Envoy プロセスを再起動するか、再デプロイして、新しい証明書をロードできます。新
しい証明書を別のファイルパスに配置し、そのファイルパスで仮想ノードまたはゲートウェイ設定を更新
することもできます。

AWS App Mesh で TLS 認証を使用するため Amazon
ECS ワークロードを設定する
メッシュを設定すると、TLS 認証を使用できます。ワークロードに追加する Envoy プロキシサイドカーで
証明書が使用可能であることを確認します。EBS ボリュームまたは EFS ボリュームを Envoy サイドカー
に添付することも、証明書を保存したり、AWS Secrets Manager から取得することもできます。
• ファイルベースの証明書のディストリビューションを使用する場合は、EBS ボリュームまたは EFS ボ
リュームを Envoy サイドカーに添付します。証明書とシークレットキーへのパスが、AWS App Mesh
で設定されているパスと一致していることを確認します。
• SDS ベースのディストリビューションを使用している場合は、証明書へのアクセス権を持つ Envoy の
SDS API を実装するサイドカーを追加します。

Note
SPIRE は Amazon ECS ではサポートされません。

AWS App Mesh で TLS 認証を使用するため
Kubernetes ワークロードを設定する
AWS App Mesh コントローラーを Kubernetes 用に設定して、仮想ノードと仮想ゲートウェイサービスの
バックエンドとリスナーの TLS 認証を有効にすることができます。ワークロードに追加する Envoy プロ
キシサイドカーで証明書が使用可能であることを確認します。相互 TLS 認証のチュートリアルセクション
で、各ディストリビューションタイプの例を確認できます。
• ファイルベースの証明書のディストリビューションを使用する場合は、EBS ボリュームまたは EFS ボ
リュームを Envoy サイドカーに添付します。証明書とシークレットキーへパスが、コントローラーで設
定されているパスと一致していることを確認します。または、ファイルシステム上にマウントされてい
る Kubernetes Secret を使用することもできます。
• SDS ベースのディストリビューションを使用する場合は、Envoy の SDS API を実装するノードローカ
ル SDS プロバイダーを設定する必要があります。Envoy は UDS を介して到達します。EKS コントロー
ラーで SDS ベースの mTLS サポートを有効にするには、 AppMesh enable-sdstrueフラグを介して
コントローラーへのローカル SDS プロバイダーの UDS パスを、コントローラーに提供します。sdsuds-pathHelm を使用する場合は、コントローラーインストールの一部としてこれらを設定します。
--set sds.enabled=true

Note
Fargate モードで Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用している場合
は、SPIRE を使用して証明書を配信することはできません。
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相互 TLS 認証
相互 TLS（トランスポート層セキュリティ）認証は、双方向ピア認証を提供する TLS のオプションコン
ポーネントです。相互 TLS 認証では、TLS 上のセキュリティレイヤーが追加され、接続を確立しているク
ライアントをサービスが検証できるようになります。
クライアントとサーバーの関係にあるクライアントは、セッションネゴシエーションプロセス中に X.509
証明書も提供します。サーバーはこの証明書を使用してクライアントを識別し、認証します。このプロセ
スは、証明書が信頼できる認証局 (CA) によって発行されたかどうか、および証明書が有効な証明書である
かどうかを確認するのに役立ちます。また、証明書のサブジェクト別名 (SAN) を使用してクライアントを
識別します。
でサポートされるすべてのプロトコルに対して、相互 TLS 認証を有効にできます。AWS App
Mesh。TCP、HTTP/1.1、HTTP/2、gRPC です。

Note
App Mesh を使用して、サービスからの Envoy プロキシ間の通信に対して相互 TLS 認証を構成で
きます。ただし、アプリケーションとEnvoyプロキシ間の通信は暗号化されません。

相互 TLS 認証証明書
AWS App Meshでは、相互 TLS 認証用の 2 つの証明書ソースがサポートされています。TLS クライアン
トポリシーのクライアント証明書およびリスナー TLS 構成でのサーバー検証は、次のものからソースでき
ます。
• ファイルシステム—実行中の Envoy プロキシのローカルファイルシステムからの証明書。Envoy に証明
書を配布するには、App Mesh API に証明書チェーンと秘密キーのファイルパスを指定する必要があり
ます。
• 特使の秘密発見サービス (SDS) —SDSを実装し、証明書をEnvoyに送信できるようにする独自のサイド
カーを持参してください。SPIFFE ランタイム環境 (SPIRE) が含まれます。

Important
App Mesh は、相互 TLS 認証に使用される証明書または秘密鍵を格納しません。代わり
に、Envoyはそれらをメモリに保存します。

メッシュエンドポイントの設定
仮想ノードやゲートウェイなど、メッシュエンドポイントの相互 TLS 認証を設定します。これらのエンド
ポイントは証明書を提供し、信頼できる機関を指定します。
これを行うには、クライアントとサーバーの両方に X.509 証明書をプロビジョニングし、TLS 終了と TLS
送信元の両方の検証コンテキストで信頼できる機関証明書を明示的に定義する必要があります。
メッシュの内部を信頼する
サーバー側の証明書は仮想ノードリスナー（TLS 終了）で構成され、クライアント側の証明書は仮想
ノードサービスバックエンド（TLS オリジネーション）で構成されます。この構成の代わりに、仮想
ノードのすべてのサービスバックエンドに対してデフォルトのクライアントポリシーを定義し、必要
に応じて特定のバックエンドに対してこのポリシーを上書きできます。Virtual Gateways は、そのす
べてのバックエンドに適用されるデフォルトのクライアントポリシーでのみ設定できます。
両方のメッシュの仮想ゲートウェイでインバウンドトラフィックに対して相互 TLS 認証を有効にする
ことで、異なるメッシュ間で信頼を設定できます。
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メッシュの外側を信頼する
TLS 終了の仮想ゲートウェイリスナーでサーバー側の証明書を指定します。仮想ゲートウェイと通信
する外部サービスを構成して、クライアント側の証明書を提示します。証明書は、サーバー側の証明
書が TLS 送信の仮想ゲートウェイリスナーで使用するのと同じ証明機関 (CA) のいずれかから派生す
る必要があります。

相互 TLS 認証へのサービスの移行
App Mesh 内の既存のサービスを相互 TLS 認証に移行するときの接続性を維持するには、次のガイドライ
ンに従ってください。

平文で通信するサービスを移行する
1.

の有効化PERMISSIVEサーバエンドポイントの TLS 設定のモード。このモードでは、プレーンテキス
トトラフィックがエンドポイントに接続できるようになります。

2.

サーバー証明書、信頼チェーン、およびオプションで信頼された SAN を指定して、サーバーで相互
TLS 認証を構成します。

3.

TLS 接続を介して通信が行われていることを確認します。

4.

クライアント証明書、信頼チェーン、およびオプションで信頼された SAN を指定して、クライアント
で相互 TLS 認証を構成します。

5.

の有効化STRICTサーバ上の TLS 設定のモード。

TLS 経由で通信するサービスの移行
1.

クライアントで相互 TLS 設定を構成し、クライアント証明書とオプションで信頼された SAN を指定
します。クライアント証明書は、バックエンドサーバーが要求するまでバックエンドに送信されませ
ん。

2.

サーバーで相互 TLS 設定を構成し、トラストチェーンとオプションで信頼された SAN を指定しま
す。このため、サーバーはクライアント証明書を要求します。

相互 TLS 認証の確認
以下を参照できます。トランスポート層セキュリティ: 暗号化を確認するEnvoy がTLS関連の統計をどの程
度正確に発行しているかを確認するためのドキュメント。相互 TLS 認証の場合は、次の統計情報を調べる
必要があります。
• ssl.handshake
• ssl.no_certificate
• ssl.fail_verify_no_cert
• ssl.fail_verify_san
次の 2 つの統計例は、仮想ノードに正常に終了する TLS 接続がすべて証明書を提供したクライアントから
発生していることを示しています。
listener.0.0.0.0_15000.ssl.handshake: 3

listener.0.0.0.0_15000.ssl.no_certificate: 0
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統計の次の例は、仮想クライアントノード（またはゲートウェイ）からバックエンド仮想ノードへの接続
が失敗したことを示しています。サーバー証明書に示されているサブジェクト別名 (SAN) が、クライアン
トによって信頼されるどの SAN とも一致しません。
cluster.cds_egress_my-mesh_my-backend-node_http_9080.ssl.fail_verify_san: 5

App Mesh 相互 TLS 認証のウォークスルー
• 相互 TLS 認証のウォークスルー: このチュートリアルでは、App Mesh CLI を使用して相互 TLS 認証を
使用してカラーアプリケーションを構築する方法について説明します。
• Amazon EKS 相互 TLS SDS ベースのウォークスルー: このチュートリアルでは、Amazon EKS および
SPIFFE ランタイム環境 (SPIRE) で相互 TLS SDS ベースの認証を使用する方法について説明します。
• Amazon EKS 相互 TLS ファイルベースのウォークスルー: このチュートリアルでは、Amazon EKS およ
び SPIFFE ランタイム環境 (SPIRE) で相互 TLS ファイルベース認証を使用する方法について説明しま
す。

AWS App Mesh と IAM の連携について
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、App Mesh リソースを使用するための認証 (サインイ
ン)、認可 (アクセス許可を持つ) できるユーザーを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS
のサービス です。
トピック
• 対象者 (p. 105)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 106)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 108)
• AWS App Mesh と IAM の連携について (p. 109)
• AWS App Mesh アイデンティティベースポリシーの例 (p. 112)
• App Mesh のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 115)
• Envoy プロキシ (p. 117)
• AWS App Mesh Identity and Access のトラブルシューティング (p. 121)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、App Mesh で行う作業によって異なります。
サービスユーザー - App Mesh サービスを使用してジョブを実行する場合は、管理者が必要な認証情報と
アクセス許可を用意します。より多くの App Mesh 機能を使用して作業を行うと、追加のアクセス許可
が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者に適切なアクセス許可をリクエ
ストするのに役立ちます。App Mesh の機能にアクセスできない場合は、「AWS App Mesh Identity and
Access のトラブルシューティング (p. 121)」を参照してください。
サービス管理者 - 社内の App Mesh リソースを担当している場合は、App Mesh へのフルアクセス権を保
有しているはずです。サービスのユーザーがどの App Mesh 機能やリソースにアクセスするかを決めるの
は管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する
必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。App Mesh による
IAM の活用方法について詳しくは、「AWS App Mesh と IAM の連携について (p. 109)」を参照してくだ
さい。
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IAM 管理者 - IAM 管理者は、App Mesh へのアクセスを管理するポリシーを作成する方法の詳細を知りた
い場合があります。IAM で使用できる App Mesh アイデンティティベースのポリシーの例を表示するに
は、「AWS App Mesh アイデンティティベースポリシーの例 (p. 112)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS
アカウント のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることによっ
て、認証を受ける (AWS にサインインする) 必要があります。
ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーテッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーテッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google ま
たは Facebook の認証情報などがあります。フェデレーテッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。
ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。
プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS はsoftware development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めし
ます。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」
の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証
(MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、AWS
Account Managementリファレンスガイドの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してくだ
さい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
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ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS App Mesh のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。
• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
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できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
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リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS App Mesh と IAM の連携について
App Mesh へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、App Mesh でどの IAM 機能が使用でき
るかを理解しておく必要があります。App Mesh およびその他の AWS サービスが IAM と連携する方法の
概要を把握するには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してくださ
い。
トピック
• App Mesh アイデンティティベースのポリシー (p. 110)
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• App Mesh でのリソースベースのポリシー (p. 112)
• App Mesh タグに基づく認可 (p. 112)
• App Mesh IAM ロール (p. 112)

App Mesh アイデンティティベースのポリシー
IAM のアイデンティティベースポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。App Mesh では、特定のアクション、リソース、および条
件キーがサポートされています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM ユーザーガ
イド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。
JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。
このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
App Mesh のポリシーアクションには、アクションの前にプレフィックス appmesh: を使用します。例え
ば、appmesh:ListMeshes API 操作を使用してアカウント内のメッシュを一覧表示する許可を誰かに付
与するには、その appmesh:ListMeshes アクションをポリシーに含めます。ポリシーステートメントに
は、Action または NotAction の要素を含める必要があります。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。
"Action": [
"appmesh:ListMeshes",
"appmesh:ListVirtualNodes"
]

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Describe という
単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。
"Action": "appmesh:Describe*"

App Mesh アクションのリストを表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS App Mesh によって定
義されたアクション」を参照してください。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
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操作のリスト化など、リソースレベルの許可がサポートされていないアクションの場合は、ワイルドカー
ド (*) を使用して、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示します。
"Resource": "*"

App Mesh mesh リソースは、次の ARN を持ちます。
arn:${Partition}:appmesh:${Region}:${Account}:mesh/${MeshName}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) 」と 「AWS サービスの名前空間」を参
照してください。
例えば、ステートメントの Region-code リージョンに apps という名前のメッシュを指定するには、次
の ARN を使用します。
arn:aws:appmesh:Region-code:111122223333:mesh/apps

特定のアカウントに属するすべてのインスタンスを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:appmesh:Region-code:111122223333:mesh/*"

リソースの作成など、一部の App Mesh アクションは、特定のリソースで実行できません。このような場
合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

App Mesh の API アクションの多くが複数のリソースと関連します。例えば、CreateRoute は、仮想
ノードターゲットを使用してルートを作成します。この場合、IAM ユーザーはルートと仮想ノードを使
用するアクセス許可を持っている必要があります。複数のリソースを単一のステートメントで指定するに
は、ARN をカンマで区切ります。
"Resource": [
"arn:aws:appmesh:Region-code:111122223333:mesh/apps/virtualRouter/serviceB/route/*",
"arn:aws:appmesh:Region-code:111122223333:mesh/apps/virtualNode/serviceB"
]

App Mesh リソースタイプとその ARN のリストを表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS App
Mesh で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるか
については、AWS App Mesh で定義されるアクションを参照してください。

条件キー
App Mesh では、いくつかのグローバル条件キーの使用がサポートされています。すべての AWS グロー
バル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参
照してください。App Mesh でサポートされるグローバル条件キーのリストを確認するには、「IAM ユー
ザーガイド」の 「AWS App Mesh の条件キー」を参照してください。条件キーで使用できるアクションと
リソースについては、「AWS App Mesh で定義されるアクション」を参照してください。

例
App Mesh アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS App Mesh アイデンティティ
ベースポリシーの例 (p. 112)」を参照してください。

111

AWS App Mesh ユーザーガイド
アイデンティティベースのポリシーの例

App Mesh でのリソースベースのポリシー
App Mesh では、 リソースベースのポリシーはサポートされていません。

App Mesh タグに基づく認可
タグをApp Mesh リソースに添付することも、App Mesh へのリクエストでタグを渡すこともできます。タ
グに基づいてアクセスを制御するには、appmesh:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/keyname、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの条件の要素でタグ情報を提供しま
す。App Mesh リソースのタグ付けの詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照してくださ
い。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「制限付きタグを使用した App Mesh メッシュの作成 (p. 115)」を参照してくださ
い。

App Mesh IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

App Mesh での一時的な認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS
STSAssumeRoleやなどの API GetFederationToken操作を呼び出すことで取得します。
App Mesh では、一時認証情報の使用はサポートされています。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者はサービスリンクロールのアクセス許可を表示できますが、
編集することはできません。
App Mesh ではサービスリンクロールはサポートされていません。App Mesh サービスリンクロールの作成
または管理の詳細については、「App Mesh のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 115)」を参照し
てください。

サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。
App Mesh ではサービスロールはサポートされていません。

AWS App Mesh アイデンティティベースポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、App Mesh リソースを作成または変更するアクセス許
可はありません。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行する
こともできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペ
レーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続い
て、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。
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JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 113)
• App Mesh コンソールの使用 (p. 113)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 114)
• メッシュの作成 (p. 114)
• すべてのメッシュを一覧表示して説明する (p. 115)
• 制限付きタグを使用した App Mesh メッシュの作成 (p. 115)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内の App Mesh リソースを誰かが作成、アクセス、または
削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生
する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガ
イドラインと推奨事項に従ってください。
• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

App Mesh コンソールの使用
AWS App Mesh コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらのアクセス許可によ
り、AWS アカウントの App Mesh リソースの詳細をリストおよび表示できます。最小限必要な許可よりも
厳しく制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポリシーを添付したエンティティ
(IAM ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。ユーザーに対する
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AWSAppMeshReadOnly マネージドポリシーを添付できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」
の「ユーザーへのアクセス許可の追加」を参照してください。
AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必
要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのア
クセスが許可されます。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

メッシュの作成
この例は、リージョンを問わず、アカウントのメッシュをユーザーが作成できるようにするポリシーを作
成する方法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appmesh:CreateMesh",
"Resource": "arn:aws:appmesh:*:123456789012:CreateMesh"
}
]
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すべてのメッシュを一覧表示して説明する
この例は、すべてのクラスターの一覧表示または記述するための読み取り専用アクセス許可をユーザーに
許可するポリシーを作成する方法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appmesh:DescribeMesh",
"appmesh:ListMeshes"
],
"Resource": "*"
}
]

制限付きタグを使用した App Mesh メッシュの作成
IAM ポリシーでタグを使用して、IAM リクエストで渡すことができるタグを制御できます。IAM ユー
ザーまたはロールで追加、変更、または削除できるタグのキー値のペアを指定できます。この例で
は、teamName というタグと booksTeam という値でメッシュを作成する場合のみ、メッシュの作成を許
可するポリシーを作成する方法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appmesh:CreateMesh",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:RequestTag/teamName": "booksTeam"
}
}
}
]

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。ユーザーがメッシュを作成しようとする場
合、メッシュには teamName という名前のタグと booksTeam という値が含まれている必要があります。
メッシュにこのタグと値が含まれていない場合、メッシュの作成は失敗します。詳細については、「IAM
ユーザーガイド」の 「IAM JSON ポリシーの要素: 条件」を参照してください。

App Mesh のサービスにリンクされたロールの使用
AWS App MeshはAWS Identity and Access Management(IAM) サービスリンクロールを使用します。サー
ビスにリンクされたロールは、App Mesh に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービス
にリンクされたロールは、App Mesh によって事前定義されており、サービスから other を呼び出すために
必要なすべてのアクセス許可を備えています。AWSお客様に代わってのサービス。
必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないため、サービスリンクロールは App Mesh のセットアッ
プを容易にします。サービスリンクロールの許可は App Mesh が定義し、別段の定義がない限り、App
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Mesh のみがそのロールを引き受けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリ
シーが含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースへの不注意によるアクセス許可の削除が防止され、App Mesh リソースは保護されます。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスを確認するには、「IAM と連携する AWS の
サービス」を開き、サービスにリンクされたロール列で「はい」が表示されているサービスを探します。
サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リンク付きの [Yes] (は
い) を選択します。

App Mesh のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
App Mesh は、という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。AppMesh の AWS サービス
ロール— ロールによって App Mesh の呼び出しが許可されます。AWSお客様に代わってのサービス。
[AWSServiceRoleForAppMesh] サービスにリンクされたロールは、appmesh.amazonaws.comサービス
でロールを引き受けることができます。
ロールアクセス権限ポリシーは、App Mesh で ServiceDiscovery: DiscoverInstances アクションをすべて
完了することをに許可します。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。
サービスリンクロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンク
ロールの許可」を参照してください。

App Mesh のサービスにリンクされたロールの作成
2019年6月5日以降にメッシュを作成した場合は、AWS Management Consoleとすると、AWS CLI、
またはAWSAPI では、サービスにリンクされたロールとして App Mesh が独自に作成しました。
サービスにリンクされたロールを作成するためには、メッシュの作成に使用した IAM アカウント
にAWSAppMeshFullAccessそれにアタッチされた IAM ポリシー、またはそれにアタッチされたポリ
シーiam:CreateServiceLinkedRoleアクセス許可。このサービスリンクロールを削除した後で再度作
成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウントにロールを再作成できます。サービスにリンクされた
ロールは、メッシュの作成時に App Mesh で自動的に再作成されます。2019 年 6 月 5 日より前に作成さ
れたメッシュのみがアカウントに含まれており、それらのメッシュでサービスにリンクされたロールを使
用する場合は、IAM コンソールを使用してロールを作成できます。
IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを作成できます。App Meshユースケー
ス。AWS CLI または AWS API で、appmesh.amazonaws.com サービス名を使用してサービスリンク
ロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」
を参照してください。このサービスリンクロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一
度ロールを作成できます。

App Mesh のサービスにリンクされたロールの編集
[App Mesh] では、サービスにリンクされたロールである [AWSServiceRoleForAppMesh] を編集すること
はできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可
能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAMを使用したロールの説明の編集は
できます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照して
ください。

App Mesh のサービスにリンクされたロールの削除
サービスリンクロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除する
ことをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされた
り、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロー
ルのリソースをクリーンアップする必要があります。
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Note
リソースを削除する際に、App Mesh サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗する
ことがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleforAppMesh で使用されるアプリケーションApp Mesh リソースを削除するには
1.
2.

すべて削除ルート (p. 87)メッシュ内のすべてのルータに対して定義されます。
すべて削除仮想ルーター (p. 84)メッシュ内。

3.
4.

すべて削除仮想サービス (p. 63)メッシュ内。
すべて削除仮想ノード (p. 75)メッシュ内。

5.

デバイスに保存されているメッシュ (p. 60)。

アカウント内のすべてのメッシュについて、前の手順を完了します。
IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには
IAM コンソールを使用して、AWS CLI、またはAWSAWS ServiceRoleForAppMesh サービスにリンクされ
たロールを削除するには API。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロール
の削除」を参照してください。

App Mesh サービスにリンクされたロールをサポートするリー
ジョン
App Mesh は、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用
をサポートしています。詳細については、「」を参照してください。App Mesh エンドポイントとクォー
タ。

Envoy プロキシ
プロキシ認可は、使節 (p. 145)Amazon ECS タスク内、Amazon EKS で実行されている Kubernetes
ポッド内で実行されるプロキシ、または Amazon EC2 インスタンスで実行され、アプリケーションメッ
シュ Envoy 管理サービスから 1 つ以上のメッシュエンドポイントの設定を読み取るプロキシ。2021 年
04/26 より前にすでに Envoys を App Mesh エンドポイントに接続しているカスタマーアカウントの場
合、使用する仮想ノードにはプロキシ認証が必要です。Transport Layer Security (TLS)仮想ゲートウェイ
（TLS ありまたはなし）の場合。2021年4月26日以降にEnvoysをApp Meshエンドポイントに接続するカ
スタマーアカウントの場合、すべてのApp Mesh機能にプロキシ認証が必要です。すべての顧客アカウン
トが、TLS を使用していない場合でも、すべての仮想ノードのプロキシ認証を有効にして、特定のリソー
スへの認証に IAM を使用して安全で一貫性のあるエクスペリエンスを提供することをお勧めします。プ
ロキシ認証では、appmesh:StreamAggregatedResourcesアクセス権限は IAM ポリシーで指定されま
す。ポリシーは IAM ロールにアタッチする必要があり、その IAM ロールは、プロキシをホストするコン
ピューティングリソースにアタッチする必要があります。

IAM ポリシーを作成する
サービスメッシュ内のすべてのメッシュエンドポイントで、すべてのメッシュエンドポイントの設定
を読み取れるようにするには、に進みます。IAM ロールを作成する (p. 118)。個々のメッシュエンド
ポイントで設定を読み込めるメッシュエンドポイントを制限する場合は、1 つ以上の IAM ポリシーを
作成する必要があります。設定を読み込めるメッシュエンドポイントを、特定のコンピューティング
リソースで実行されている Envoy プロキシのみに制限することをお勧めします。IAM ポリシーを作成
し、appmesh:StreamAggregatedResourcesポリシーへのアクセス許可。次のポリシーの例では、と
いう名前の仮想ノードの設定を許可します。serviceBv1そしてserviceBv2サービスメッシュで読み込
まれます。サービスメッシュで定義されている他の仮想ノードの設定を読み取ることができません。IAM
ポリシーの作成または編集の詳細については、「」を参照してください。IAM ポリシーの作成そしてIAM
ポリシーの編集。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appmesh:StreamAggregatedResources",
"Resource": [
"arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/serviceBv1",
"arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/serviceBv2"
]
}
]

複数のポリシーを作成し、各ポリシーで異なるメッシュエンドポイントへのアクセスを制限できます。

IAM ロールを作成する
サービスメッシュ内のすべてのメッシュエンドポイントで、すべてのメッシュエンドポイントの設定を読
み取れるようにするには、1 つの IAM ロールを作成するだけで済みます。個々のメッシュエンドポイント
で設定を読み込めるメッシュエンドポイントを制限する場合は、前の手順で作成したポリシーごとにロー
ルを作成する必要があります。プロキシが実行されるコンピュートリソースの指示を完了します。
• Amazon EKS— 単一のロールを使用する場合は、クラスターの作成時に作成され、ワーカーノードに割
り当てられた既存のロールを使用できます。複数のロールを使用するには、クラスターがで定義した要
件を満たしている必要があります。クラスターでのサービスアカウント用の IAM ロールの有効化。IAM
ロールを作成し、ロールを Kubernetes サービスアカウントに関連付けます。詳細については、「」を
参照してください。サービスアカウント用の IAM ロールとポリシーを作成するそしてサービスアカウン
トの IAM ロールの指定。
• Amazon ECS— SelectAWSサービス、選択する弾性コンテナサービス[]、[] を選択します。Elastic
ContainerIAM ロールを作成するときのユースケース。
• Amazon EC2— SelectAWSサービス、選択するEC2[]、[] を選択します。EC2IAM ロールを作成するとき
のユースケース。これは、プロキシを Amazon EC2 インスタンスで直接ホストするか、インスタンスで
実行されている Kubernetes でホストするかに適用されます。
IAM ロールの作成方法の詳細については、「」を参照してください。向けのロールを作成するAWSサービ
ス。

IAM ポリシーのアタッチ
サービスメッシュ内のすべてのメッシュエンドポイントで、すべてのメッシュエンドポイントの設定を読
み取れるようにするには、AWSAppMeshEnvoyAccess管理された IAM ポリシーを、前のステップで作成
した IAM ロールに作成します。個々のメッシュエンドポイントで設定を読み込めるメッシュエンドポイン
トを制限する場合は、作成した各ポリシーを、作成した各ロールにアタッチします。IAM ロールにカスタ
ム IAM ポリシーまたは管理 IAM ポリシーをアタッチする方法の詳細については、「」を参照してくださ
い。IAM アイデンティティアクセス権限の追加。

IAM ロールのアタッチ
各 IAM ロールを適切なコンピューティングリソースにアタッチします。
• Amazon EKS— ワーカーノードにアタッチされたロールにポリシーをアタッチした場合は、この手順を
スキップできます。個別のロールを作成した場合は、各ロールを個別の Kubernetes サービスアカウン
トに割り当てて、各サービスアカウントを Envoy プロキシを含む個々の Kubernetes ポッドデプロイ仕
様に割り当てます。詳細については、「」を参照してください。サービスアカウントの IAM ロールの指
定のAmazon EKS ユーザーガイドそしてPod のサービスアカウントを構成するKubernetes ドキュメン
トを参照してください。
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• Amazon ECS— Envoy プロキシを含むタスク定義に Amazon ECS タスクロールをアタッチします。タ
スクは、EC2 または Fargate 起動タイプでデプロイできます。Amazon ECS タスクロールを作成してタ
スクにアタッチする方法の詳細については、「」を参照してください。タスク用の IAM ロールを指定す
る。
• Amazon EC2— IAM ロールは、Envoy プロキシをホストする Amazon EC2 インスタンスにアタッチす
る必要があります。Amazon EC2 インスタンスにロールをアタッチする方法の詳細については、「」を
参照してください。IAM ロールを作成しましたが、今度は EC2 インスタンスに割り当てたいと思いま
す。

アクセス許可の確認
[] を確認します。appmesh:StreamAggregatedResources権限は、コンピュートサービス名の 1 つを
選択して、プロキシをホストするコンピュートリソースに割り当てられます。
Amazon EKS
カスタムポリシーは、ワーカーノード、個々の Pod、またはその両方に割り当てられるロールに割り
当てることができます。ただし、個々の Pod のアクセスを個々のメッシュエンドポイントに制限で
きるように、ポリシーを個々の Pod にのみ割り当てることをお勧めします。ポリシーがワーカーノー
ドに割り当てられたロールにアタッチされている場合は、Amazon EC2タブをクリックし、ワーカー
ノードインスタンスの手順を完了します。Kubernetes ポッドに割り当てられている IAM ロールを特
定するには、以下の手順を実行します。
1.

Kubernetes サービスアカウントが割り当てられていることを確認するポッドを含む Kubernetes
デプロイの詳細を表示します。次のコマンドは、という名前のデプロイの詳細を表示しま
す。my-dev。
kubectl describe deployment my-deployment

返された出力では、の右側にある値をメモします。Service Account:。で始まる行の場
合Service Account:が存在しない場合、カスタム Kubernetes サービスアカウントは現在
デプロイメントに割り当てられていません。1 つを割り当てる必要があります。詳細について
は、Kubernetes ドキュメントの「Configure Service Accounts for Pods (ポッド用にサービスアカ
ウントを設定する)」を参照してください。
2.

前のステップで返されたサービスアカウントの詳細を表示します。次のコマンドは、という名前
のサービスアカウントの詳細を表示します。###########。
kubectl describe serviceaccount my-service-account

Kubernetes サービスアカウントがAWS Identity and Access Managementrole の場合、返される
行の 1 つは、次の例のようになります。
Annotations:
deployment

eks.amazonaws.com/role-arn=arn:aws:iam::123456789012:role/my-

前の例ではmy-deploymentは、サービスアカウントが関連付けられている IAM ロールの名前で
す。サービスアカウントの出力に上記の例のような行が含まれていない場合、Kubernetes サービ
スアカウントはAWS Identity and Access Managementアカウントを作成し、それを1つに関連付
ける必要があります。詳細については、「サービスアカウントの IAM ロールの指定」を参照して
ください。
3.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コ
ンソールを開きます。

4.

左側のナビゲーションで、ロール。前のステップで書き留めておいた IAM ロールの名前を選択し
ます。
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5.

以前に作成したカスタムポリシー、またはAWSAppMeshEnvoyAccess管理ポリシーが一覧
表示されます。どちらのポリシーもアタッチされていない場合は、IAM ポリシーのアタッ
チ (p. 118)IAM ロールに追加します。カスタム IAM ポリシーをアタッチしたいが持っていない
場合は、次の操作が必要です。カスタム IAM ポリシーを作成する (p. 117)必要なアクセス権限
を持つ。カスタム IAM ポリシーがアタッチされている場合は、ポリシーを選択し、ポリシーに
含まれていることを確認します。"Action": "appmesh:StreamAggregatedResources"。
そうでない場合は、そのアクセス権限をカスタム IAM ポリシーに追加する必要があります。ま
た、特定のメッシュエンドポイントに適切な Amazon リソースネーム (ARN) がリストされてい
ることも確認できます。ARN がリストされていない場合は、ポリシーを編集して、リストされた
ARN を追加、削除、または変更することができます。詳細については、「」を参照してくださ
い。IAM ポリシーの編集そしてIAM ポリシーを作成する (p. 117)。

6.

Envoy プロキシを含む各 Kubernetes ポッドについて、上記の手順を繰り返します。

Amazon ECS
1.

Amazon ECS コンソールで、[] を選択します。タスク定義。

2.

Amazon ECS タスクを選択します。

3.

リポジトリの []タスク定義名[] ページで、タスク定義を選択します。

4.

リポジトリの []タスク定義ページで、の右側にある IAM ロール名のリンクを選択します。タスク
ロール。IAM ロールがリストされていない場合は、次の操作を行う必要があります。IAM ロール
を作成する (p. 118)そして、それをタスクに添付してタスク定義を更新する。

5.

左概要[] ページの表示項目アクセス許可タブで、以前に作成したカスタムポリシー、また
はAWSAppMeshEnvoyAccess管理ポリシーが一覧表示されます。どちらのポリシーもア
タッチされていない場合は、IAM ポリシーのアタッチ (p. 118)IAM ロールに追加します。
カスタム IAM ポリシーをアタッチしたいが持っていない場合は、次の操作が必要です。カ
スタム IAM ポリシーを作成する (p. 117)。カスタム IAM ポリシーがアタッチされてい
る場合は、ポリシーを選択し、ポリシーに含まれていることを確認します。"Action":
"appmesh:StreamAggregatedResources"。そうでない場合は、そのアクセス権限をカス
タム IAM ポリシーに追加する必要があります。また、特定のメッシュエンドポイントに適切な
Amazon リソースネーム (ARN) がリストされていることも確認できます。ARN がリストされて
いない場合は、ポリシーを編集して、リストされた ARN を追加、削除、または変更することが
できます。詳細については、「」を参照してください。IAM ポリシーの編集そしてIAM ポリシー
を作成する (p. 117)。

6.

Envoy プロキシを含むタスク定義について、上記の手順を繰り返します。

Amazon EC2
1.

Amazon EC2 コンソールで、[] を選択します。インスタンス左側のナビゲーションで。

2.

Envoy プロキシをホストするインスタンスの 1 つを選択します。

3.

左説明タブで、の右側にある IAM ロール名のリンクを選択します。IAM ロール。IAM ロールがリ
ストされていない場合は、次の操作を行う必要があります。IAM ロールを作成する (p. 118)。

4.

左概要[] ページの表示項目アクセス許可タブで、以前に作成したカスタムポリシー、また
はAWSAppMeshEnvoyAccess管理ポリシーが一覧表示されます。どちらのポリシーもア
タッチされていない場合は、IAM ポリシーのアタッチ (p. 118)IAM ロールに追加します。
カスタム IAM ポリシーをアタッチしたいが持っていない場合は、次の操作が必要です。カ
スタム IAM ポリシーを作成する (p. 117)。カスタム IAM ポリシーがアタッチされてい
る場合は、ポリシーを選択し、ポリシーに含まれていることを確認します。"Action":
"appmesh:StreamAggregatedResources"。そうでない場合は、そのアクセス権限をカス
タム IAM ポリシーに追加する必要があります。また、特定のメッシュエンドポイントに適切な
Amazon リソースネーム (ARN) がリストされていることも確認できます。ARN がリストされて
いない場合は、ポリシーを編集して、リストされた ARN を追加、削除、または変更することが
できます。詳細については、「」を参照してください。IAM ポリシーの編集そしてIAM ポリシー
を作成する (p. 117)。
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5.

Envoy プロキシをホストするインスタンスごとに、上記の手順を繰り返します。

AWS App Mesh Identity and Access のトラブルシュー
ティング
次の情報は、App Mesh と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ち
ます。
トピック
• App Mesh でアクションを実行する認可がされていない (p. 121)
• アクセスキーを表示するには (p. 121)
• 管理者として App Mesh へのアクセスを他のユーザーに許可するには (p. 122)
• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに App Mesh リソースへのアクセスを許可するには (p. 122)

App Mesh でアクションを実行する認可がされていない
AWS Management Console から、アクションを実行する認可がされていないと通知された場合、管理者に
問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワードを発
行した人です。
次のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して my-mesh my-virtual-nodeとい
う名前の仮想ノードを作成しようとしたが、appmesh:CreateVirtualNodeアクセス許可がない場合に
発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to
perform: appmesh:CreateVirtualNode on resource: arn:aws:appmesh:useast-1:123456789012:mesh/my-mesh/virtualNode/my-virtual-node

この場合、マテオは、管理者にポリシーを更新して、appmesh:CreateVirtualNode アクションを使用
して仮想ノードを作成できるようにしてほしいと依頼します。

Note
仮想ノードはメッシュ内に作成されるため、マテオのアカウントめでも、コンソールで仮想ノー
ドを作成するための appmesh:DescribeMesh および appmesh:ListMeshes アクションが必
要です。

アクセスキーを表示するには
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
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アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として App Mesh へのアクセスを他のユーザーに許可する
には
App Mesh へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケーショ
ンの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたはアプリケー
ションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、App Mesh の適切なア
クセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティに添付する必要があります
すぐに開始するには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した最初の IAM ユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに App Mesh リソースへ
のアクセスを許可するには
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、次を参照してください。
• App Mesh でこれらの機能がサポートされているかどうかを確認するには、「AWS App Mesh と IAM の
連携について (p. 109)」を参照してください。
• 所有している AWS アカウント全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント へのアクセス権を IAM ユーザーに提供」を参照し
てください。
• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

AWS CloudTrail でのログ記録
AWS App Meshはと連携しAWS CloudTrail、App Meshのユーザー、ロール、またはAWSサービスによっ
て実行されたアクションのレコードを提供するサービスです。 CloudTrail は App Mesh に対するすべて
の APIコールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされたコールには、 App Mesh コンソー
ルからのコールと、App Mesh API オペレーションへのコードコールが含まれます。証跡を作成する場合
は、App Mesh CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信が有効にな
ります。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイ
ベントを表示できます。で収集された情報を使用して CloudTrail、App Mesh に対して行われたリクエス
ト、リクエスト元の IP アドレス、リクエストを行ったユーザーまたはアカウント、リクエスト日時などの
詳細を確認できます。
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詳細については CloudTrail、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。

の App Mesh 情報 CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。App Mesh でアクティビティが発
生すると、そのアクティビティは [Event history ( CloudTrail イベント履歴)]AWS 内のその他のサービスイ
ベントと共にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードで
きます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。
App Mesh のイベントを含む、 AWS アカウント内のイベントを継続的にレコードするには、追跡を作成し
ます。[Trail] (追跡) CloudTrail により、Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソー
ルで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファ
イルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行動の
ためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルを受け取るおよび CloudTrail 複数のアカウントからロ
グファイルを受け取る
App CloudTrail Meshのすべてのアクションはログに記録され、APIアクションで文書化されます。たとえ
ば、、DeleteMeshアクションを呼び出すとCreateMeshDescribeMesh、 CloudTrail ログファイルに
エントリが生成されます。メッシュの作成時にサービスにリンクされたロールの作成など、App Mesh が
ユーザーに代わって実行するアクションもログに記録されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報から以下を判断することができます。
• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどちらを使用
して送信されたか
• リクエストの送信に使用された一時的なセキュリティ認証情報に、ロールとフェデレーティッドユー
ザーのどちらが使用されたか
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

App Mesh のログ ファイルエントリーの理解
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。
次の例は、 CloudTrail CreateMeshアクションのログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
"accountId": "123456789012",
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"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "Mary_Major",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-10-18T14:56:49Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"

}

},
"eventTime": "2019-10-18T15:00:49Z",
"eventSource": "appmesh.amazonaws.com",
"eventName": "CreateMesh",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "205.251.233.178",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"meshName": "my-mesh",
"clientToken": "00000000-0000-0000-0000-0000000000",
"spec": {
"egressFilter": {
"type": "DROP_ALL"
}
}
},
"responseElements": {
"mesh": {
"meshName": "my-mesh",
"status": {
"status": "ACTIVE"
},
"metadata": {
"version": 1,
"lastUpdatedAt": "Oct 18, 2019 3:00:49 PM",
"uid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"createdAt": "Oct 18, 2019 3:00:49 PM",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012::mesh/my-mesh"
},
"spec": {
"egressFilter": {
"type": "DROP_ALL"
}
}
}
},
"requestID": "cb8c167e-EXAMPLE",
"eventID": "e3c6f4ce-EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-01-25",
"recipientAccountId": 123456789012"

App Mesh は、App Mesh CloudTrail StreamAggregatedResources エンボイ管理サービスAPIのイベン
トを生成することもできます。お客様はEnvoyの接続方法を確認でき、EnvoyがApp Meshコントロールプ
レーンに接続する際に発生する可能性のある問題を簡単にデバッグできます。
次の例は、 CloudTrail StreamAggregatedResourcesアクションのログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
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"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:d060be4ac3244e05aca4e067bfe241f8",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Application-TaskIamRoleC20GBLBRLBXE/d060be4ac3244e05aca4e067bfe241f8",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"invokedBy": "appmesh.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2021-06-09T23:09:46Z",
"eventSource": "appmesh.amazonaws.com",
"eventName": "StreamAggregatedResources",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "appmesh.amazonaws.com",
"userAgent": "appmesh.amazonaws.com",
"eventID": "e3c6f4ce-EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails": {
"connectionId": "e3c6f4ce-EXAMPLE",
"nodeArn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/CloudTrail-Test/
virtualNode/cloudtrail-test-vn",
"eventStatus": "ConnectionEstablished",
"failureReason": ""
},
"eventCategory": "Management"
}

eventStatusこのフィールドには、EnvoyがApp Mesh Envoy管理サービスに接続する方法に応じて、次
の3つの値のいずれかが表示されます。
• ConnectionEstablished— EnvoyはApp Meshコントロールプレーンに正常に接続されました。
• ConnectionGracefullyTerminated— EnvoyはApp Meshコントロールプレーンから切断されていま
す。Envoy 接続は約 30 分ごとに終了するため、これは想定される動作です。
• ConnectionTerminated— EnvoyをApp Meshコントロールプレーンに接続する際に問題が発生しまし
た。failureReason失敗の理由はフィールドに入力されます。

AWS App Mesh でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS App Mesh でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているよ
うに、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負
います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任
があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含ま
れます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくだ
さい。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モ
デルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
•
•
•
•

各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
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• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これによ
り、Amazon S3 に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
お客様のメールアドレスなどの機密または機密情報は、タグや[名前] フィールドなど自由形式のフィール
ドに配置しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK を
使用する App Mesh またはその他の AWS サービスを使用する場合が含まれます。タグまたは名前に使用
する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの
URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないよう
に強くお勧めします。q

データ暗号化
データは、App Mesh を使用すると暗号化されます。

保管時の暗号化
作成したすべてのデータと設定は、保存時に暗号化されます。

送信時の暗号化
App Mesh エンドポイントは HTTPS プロトコルを使用します。Envoy プロキシと App Mesh Envoy 管理
サービス間のすべての通信は暗号化されます。仮想ノード内のコンテナ間の通信は暗号化されませんが、
このトラフィックはネットワーク名前空間を離れることはありません。

AWS App Mesh のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンス プロ
グラムのパートとして、AWS のサービス のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、「AWS コンプライアンスプロ
グラム」「」「」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。
AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note
すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。
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• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。
• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
ます。
• AWS Security Hub — この AWS のサービス では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。
• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

App Mesh でのインフラストラクチャセキュリティ
マネージドサービスとして、App Mesh はAWSで説明しているグローバルネットワークセキュリティ手
順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要参照します。
あなたは使うAWSが公開している API 呼び出しで、ネットワーク経由でApp Mesh にアクセスします。
クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2
以降を推奨します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE)などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
テンポラリセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
Envoy プロキシは、で実行されているマイクロサービスアプリケーションとともにデプロイされま
す。AWSコンピューティングサービス。各コンピューティングサービスは Amazon VPC 内にデプロイさ
れます。
セキュリティグループを活用して、Envoy 管理ポートを不正アクセスから保護することをお勧めします。
管理ポートは Envoy コンテナの正常性を確立するために必要であり、デフォルトでは、同じ VPC 内のホ
ストで使用できます。タスクがパブリックにアクセス可能な場合、このポートもアクセス可能になりま
す。トラブルシューティングに明示的に必要な場合を除き、このポートはすべてのアクセスで閉じる必要
があります。
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように App Mesh を設定することで、VPC のセ
キュリティ体制を強化できます。詳細については、App Mesh インターフェイス VPC エンドポイント
(AWSPrivateLink) (p. 127)を参照してください。

App Mesh インターフェイス VPC エンドポイント
(AWSPrivateLink)
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するようにApp Mesh を設定することで、Amazon VPC の
セキュリティ体制を強化できます。インターフェイスエンドポイントはAWSPrivateLink は、プライベー
ト IP アドレスを使用して App Mesh API にプライベートにアクセスできるテクノロジーです。PrivateLink
は、Amazon VPC とApp Mesh 間のすべてのネットワークトラフィックを Amazon ネットワークに限定し
ます。
PrivateLink の設定は要件ではありませんが、推奨されます。PrivateLink およびインターフェイス
VPC エンドポイントの詳細については、「」を参照してください。経由のサービスへのアクセス
AWSPrivateLink。
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App Mesh インターフェイス VPC エンドポイントに関する考慮
事項
App Mesh 用のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、以下の考慮事項に注意してくださ
い。
• Amazon VPC にインターネットゲートウェイがなく、タスクでawslogsログドライバー CloudWatch
Logs にログ情報を送信するには、CloudWatch Logs 用のインターフェイス VPC エンドポイントを作成
する必要があります。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「インターフェイ
ス VPC エンドポイントでの CloudWatch Logs の使用」を参照してください。
• VPC エンドポイントはサポートされていませんAWSクロスリージョンリクエスト。App Mesh に対して
API コールを発行するリージョンと同じリージョンにエンドポイントを作成してください。
• VPCエンドポイントは、Amazon Route 53を介したAmazon提供のDNSのみをサポートします。独自の
DNSを使用する場合には、条件付きDNS転送を使用できます。詳細については、Amazon VPC ユーザー
ガイドの 「DHCP Options Sets」を参照してください。
• VPC エンドポイントにアタッチされたセキュリティグループでは、Amazon VPC のプライベートサブ
ネットから、ポート 443 で着信接続を許可する必要があります。
• エンドポイントポリシーを VPC エンドポイントにアタッチすることによる App Mesh へのアクセスの
コントロールはサポートされていません。デフォルトでは、サービスへのフルアクセスはエンドポイン
トを介して許可されます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントによ
るサービスのアクセスコントロール」を参照してください。
その他の考慮事項と制限事項については、「」を参照してください。インターフェイスエンドポイントの
アベイラビリティーゾーンに関する考慮事項そしてインターフェイスエンドポイントのプロパティと制
限。

App Mesh インターフェイス VPC エンドポイントの作成
App Mesh サービスのインターフェイス VPC エンドポイントを作成するには、インター
フェイスエンドポイントの作成の手順については、Amazon VPC User Guide。を指定す
るcom.amazonaws.Region.appmesh-envoy-managementサービスの名前の場合、。

Note
#####のリージョン識別子を表します。AWSApp Mesh でサポートされているリージョン。useast-2米国東部 (オハイオ) リージョンの場合、。
App Mesh がサポートされているリージョンでは、App Mesh のインターフェイス VPC エンドポイントを
定義できますが、各リージョンのすべてのアベイラビリティーゾーンのエンドポイントを定義できない場
合があります。リージョン内のインターフェイス VPC エンドポイントでサポートされているアベイラビリ
ティーゾーンを確認するには、describe-vpc-endpoint-servicesコマンドを使用するか、AWS Management
Console。たとえば、次のコマンドは、米国東部（オハイオ）リージョン内に App Mesh インターフェイ
ス VPC エンドポイントをデプロイできるアベイラビリティーゾーンを返します。
aws --region us-east-2 ec2 describe-vpc-endpoint-services --query 'ServiceDetails[?
ServiceName==`com.amazonaws.us-east-2.appmesh-envoy-management`].AvailabilityZones[]'

AWS App Mesh での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
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リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または 複数のデータセンターインフラストラクチャ よりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。
は、高可用性を確保するために、複数のアベイラビリティーゾーンで App Mesh コントロールプレーンイ
ンスタンスを実行します。App Mesh は、異常なコントロールプレーンインスタンスを自動的に検出して
置換するために、コントロールプレーンインスタンスのバージョンのアップグレードやパッチ適用を自動
的に行います。

での災害対策AWS App Mesh
App Mesh サービスは、顧客データのバックアップを管理します。バックアップを管理するために、何も
行う必要はありません。バックアップされたデータは暗号化されます。

AWS App Mesh での構成と脆弱性の分析
App Mesh は、マイクロサービスと共にデプロイするマネージド Envoy プロキシ Docker コンテナイメー
ジ (p. 145)を発行します。App Mesh は、コンテナイメージに最新の脆弱性およびパフォーマンスパッチ
が確実に適用されるようにします。App Mesh は、イメージを利用できるようにする前に、App Mesh 機能
セットに対して新しい Envoy プロキシリリースをテストします。
更新されたコンテナイメージのバージョンを使用するには、マイクロサービスを更新する必要がありま
す。次は、イメージの最新バージョンです。
840364872350.dkr.ecr.region-code.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod
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App Mesh 可観測性
App Meshと連携することで得られるメリットの1つは、マイクロサービスアプリケーションの可視性を高
めることができることです。App Mesh は、さまざまなログ記録、メトリクス、トレースソリューション
と連携できます。
Envoy プロキシと App Mesh には、アプリケーションとプロキシをより明確に表示するのに役立つ次のタ
イプのツールが用意されています。
• ログ記録
• メトリクス
• トレーシング

ログ記録
仮想ノードと仮想ゲートウェイを作成する場合、Envoy アクセスログを設定するオプションを使用できま
す。コンソールでは、これは、仮想ノードと仮想ゲートウェイの作成または編集ワークフローの Logging
セクションに表示されます。

前の図は、Envoy アクセスログの /dev/stdout のログ記録パスを示しています。
にはformat、2 つの形式のうちの 1 つtext、jsonまたはとパターンを指定します。 jsonキーペアを受
け取り、Envoy に渡す前に JSON 構造体に変換します。
次のコードブロックは、AWS CLIで使用できる JSON 表現を示しています。
"logging": {
"accessLog": {
"file": {
"path": "/dev/stdout",
"format" : {
// Exactly one of json or text should be specified
"json": [ // json will be implemented with key pairs
{
"key": "string",
"value": "string"
}
]
"text": "string" //e.g. "%LOCAL_REPLY_BODY%:%RESPONSE_CODE%:path=
%REQ(:path)%\n"
}
}
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}

}

Important
入力パターンが Envoy に有効であることを確認してください。有効でない場合、Envoy は更新を
拒否し、最新の変更をに保存しますerror state。
Envoy アクセスログを /dev/stdout に送信すると、それらは Envoy コンテナログと混合されます。な
どの標準の Docker ログドライバーを使用して、 CloudWatch Logsなどのログストレージや処理サービス
にそれらをエクスポートできますawslogs。詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の
「awslogs ログドライバーを使用する」を参照してください。Envoy アクセスログのみをエクスポート (他
の Envoy コンテナログを無視する) するには、ENVOY_LOG_LEVEL に off を設定します。詳細について
は、Envoy ドキュメントの「アクセスのログ記録」を参照してください。
Kubernetes でのアクセスログの有効化
Kubernetes の App Mesh コントローラーを使用している場合、次の例に示すように、仮想ノードの仕様に
ログ記録の設定を追加することで、アクセスログを使用して仮想ノードを設定できます。
--apiVersion: appmesh.k8s.aws/v1beta2
kind: VirtualNode
metadata:
name: virtual-node-name
namespace: namespace
spec:
listeners:
- portMapping:
port: 9080
protocol: http
serviceDiscovery:
dns:
hostName: hostname
logging:
accessLog:
file:
path: "/dev/stdout"

クラスターには、Fluentd などのログを収集するためのログフォワーダが必要です。詳細については、「
DaemonSet CloudWatch Logsへログを送信するように Fluentd を設定する」を参照してください。
Envoy は、そのフィルターから stdout へのさまざまなデバッグログの書き込みもします。これらのログ
は、App Mesh service-to-service との通信とトラフィックの両方に関するインサイトを得るために役立ち
ます。特定のログ記録レベルは、ENVOY_LOG_LEVEL 環境変数を使用して設定できます。例えば、次のテ
キストは、Envoy が特定の HTTP リクエストで一致したクラスターを示すデバッグログの例からのもので
す。
[debug][router] [source/common/router/router.cc:434] [C4][S17419808847192030829] cluster
'cds_ingress_howto-http2-mesh_color_client_http_8080' match for URL '/ping'

FireLens と Cloudwatch
FireLensは、Amazon ECS と AWS Fargate のログを収集するために使用できるコンテナログルーターで
す。Firelens の使用例は、AWSサンプルリポジトリにあります。
CloudWatch を使用して、ログ情報とメトリクスを収集できます。詳細については、App Mesh ドキュメン
トの「メトリクスのエクスポート」セクションを参照してください。 CloudWatch
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Envoy メトリクスを使用したアプリケーションの監
視
Envoy は、メトリクスを次の主要なカテゴリに分類します。
• ダウンストリーム — プロキシに入ってくる接続とリクエストに関連するメトリクスです。
• アップストリーム — プロキシによって行われた送信接続とリクエストに関連するメトリクスです。
• サーバー — Envoy の内部状態を説明するメトリクスです。これには、稼働時間や割り当てられたメモ
リなどのメトリクスが含まれます。
App Mesh では、プロキシがアップストリームとダウンストリームトラフィックをインターセプトしま
す。例えば、クライアントから受信したリクエストと、サービスコンテナによって行われたリクエスト
は、Envoy によってダウンストリームトラフィックとして分類されます。これらの異なるタイプのアップ
ストリームトラフィックとダウンストリームトラフィックを区別するために、App Mesh は、サービスに
関連するトラフィックの方向に応じて、Envoy メトリクスをさらに分類します。
• Ingress — サービスコンテナにフローする接続とリクエストに関連するメトリクスとリソースです。
• Egress — サービスコンテナから、最終的に Amazon ECS タスクまたは Kubernetes ポッドからフロー
する接続とリクエストに関するメトリクスとリソースです。
次の図は、プロキシコンテナとサービスコンテナ間の通信を示しています。

リソース命名規則
Envoy がメッシュをどのように表示し、そのリソースが App Mesh で定義したリソースにどのようにマッ
プされるかを理解しておくと便利です。App Mesh が設定する主要な Envoy リソースは次のとおりです。
• リスナー - プロキシがダウンストリーム接続をリッスンするアドレスとポートです。前の図では、App
Mesh は Amazon ECS タスクまたは Kubernetes ポッドに入るトラフィックの入力リスナーと、サービ
スコンテナから出るトラフィックの出力リスナーを作成します。
• クラスター - プロキシが接続してトラフィックをルーティングするアップストリームエンドポイントの
名前付きグループです。App Mesh では、サービスコンテナは、サービスが接続できる他のすべての仮
想ノードと同様に、クラスターとして表されます。
• ルート - これらは、メッシュで定義するルートに対応します。これには、プロキシがリクエストと一致
する条件と、リクエストが送信されるターゲットクラスターが含まれます。
• エンドポイントとクラスターの負荷割り当て - アップストリームクラスタの IP アドレスです。仮想ノー
ドのサービス検出メカニズムとして AWS Cloud Map を使用する場合、App Mesh は、検出されたサー
ビスインスタンスをエンドポイントリソースとしてプロキシに送信します。
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• シークレット - これらには、暗号化キーと TLS 証明書が含まれますが、これらに限定されません。クラ
イアント証明書とサーバー証明書のソースとして AWS Certificate Manager を使用する場合、App Mesh
はパブリック証明書とプライベート証明書をシークレットリソースとしてプロキシに送信します。
App Mesh は Envoy リソースの名前に一貫したスキームを使用し、メッシュとの関連付けに使用できま
す。
リスナーとクラスターの命名スキームを理解することは、App Mesh で Envoy のメトリクスを理解する上
で重要です。
リスナー名
リスナーは次の形式を使用して命名されます。
lds_<traffic direction>_<listener IP address>_<listening port>

通常、Envoy で設定されている次のリスナーが表示されます。
• lds_ingress_0.0.0.0_15000
• lds_egress_0.0.0.0_15001
Kubernetes CNI プラグインまたは IP テーブルルールのいずれかを使用して、Amazon ECS タスクまたは
Kubernetes ポッドのトラフィックがポート 15000 と 15001 に送信されます。App Mesh は、入力 (着信)
および出力 (発信) トラフィックを受け入れるように、これらの 2 つのリスナーで Envoy を設定します。
仮想ノードでリスナーが設定されていない場合、入力リスナーは表示されません。
クラスター名
ほとんどのクラスターは、次の形式を使用します。
cds_<traffic direction>_<mesh name>_<virtual node name>_<protocol>_<port>

サービスがそれぞれと通信する仮想ノードには、独自のクラスタがあります。前述のように、App Mesh
は Envoy の隣で実行されているサービスのクラスターを作成し、プロキシが入力トラフィックを送信でき
るようにします。
例えば、ポート 8080 で http トラフィックをリッスンする my-virtual-node という名前の仮
想ノードがあり、その仮想ノードが my-mesh という名前のメッシュ内にある場合、App Mesh は
cds_ingress_my-mesh_my-virtual-node_http_8080 という名前のクラスターを作成します。この
クラスタは、my-virtual-node のサービスコンテナへのトラフィックの宛先として機能します。
App Mesh は、次のタイプの追加の特別なクラスターを作成することもできます。これらの他のクラスタ
は、メッシュで明示的に定義したリソースに必ずしも対応しているとは限りません。
• 他の AWS サービスに到達するために使用されるクラスター。このタイプでは、メッシュは、デフォル
トでほとんどの AWS サービスに到達できます: cds_egress_<mesh name>_amazonaws
• 仮想ゲートウェイのルーティングを実行するために使用されるクラスタ。これは一般的に無視しても問
題ありません:
• シングルリスナーの場合:cds_ingress_<mesh name>_<virtual gateway
name>_self_redirect_<protocol>_<port>
• 複数のリスナーの場合:cds_ingress_<mesh name>_<virtual gateway
name>_self_redirect_<ingress_listener_port>_<protocol>_<port>
• Envoy の Secret Discovery Service を使用してシークレットを取得するときに、TLS など、定義できる
エンドポイントのクラスタ: static_cluster_sds_unix_socket です。
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アプリケーションメトリクスの例
Envoy で使用可能なメトリクスを説明するために、次のサンプルアプリケーションには 3 つの仮想ノー
ドがあります。メッシュ内の仮想サービス、仮想ルータ、ルートは Envoy のメトリクスに反映されない
ため、無視できます。この例では、すべてのサービスがポート 8080 で http トラフィックをリッスンしま
す。
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環境変数 ENABLE_ENVOY_STATS_TAGS=1 をメッシュで実行されている Envoy プロキシコンテナに追加
するようお勧めします。これにより、プロキシによって発行されたメトリクスに、次のメトリクスディメ
ンションが追加されます。
• appmesh.mesh
• appmesh.virtual_node
• appmesh.virtual_gateway
これらのタグは、メッシュ、仮想ノード、または仮想ゲートウェイの名前に設定され、メッシュ内のリ
ソース名を使用してメトリクスをフィルタリングできます。
リソース名
website 仮想ノードのプロキシには、次のリソースがあります。
• 入力トラフィックと出力トラフィック用の 2 つのリスナーには、次があります。
• lds_ingress_0.0.0.0_15000
• lds_egress_0.0.0.0_15001
• 2 つの仮想ノードのバックエンドを表す 2 つの出力クラスター。
• cds_egress_online-store_product-details_http_8080
• cds_egress_online-store_cart_http_8080
• website サービスコンテナの入力クラスター。
• cds_ingress_online-store_website_http_8080
リスナーメトリクスの例
• listener.0.0.0.0_15000.downstream_cx_active — Envoy へのアクティブな入力ネットワーク
接続の数。
• listener.0.0.0.0_15001.downstream_cx_active — Envoy へのアクティブな出力ネットワーク
接続の数。アプリケーションが外部サービスに対して行った接続は、この数に含まれます。
• listener.0.0.0.0_15000.downstream_cx_total — Envoy への入力ネットワーク接続の総数。
• listener.0.0.0.0_15001.downstream_cx_total — Envoy への出力ネットワーク接続の総数。
リスナーメトリクスの完全なセットについては、Envoy のドキュメントの「統計」を参照してください。
クラスターメトリクスの例
• cluster_manager.active_clusters — Envoy が少なくとも 1 つの接続を確立したクラスターの総
数。
• cluster_manager.warming_clusters — Envoy がまだ接続していないクラスターの総数。
次のクラスターメトリクスは、cluster.<cluster name>.<metric name> の形式を使用します。こ
れらのメトリクス名はアプリケーションの例に固有で、website の Envoy コンテナによって発行されま
す。
• cluster.cds_egress_online-store_product-details_http_8080.upstream_cx_total —
website と product-details 間での接続の総数。
• cluster.cds_egress_online-store_productdetails_http_8080.upstream_cx_connect_fail — website と product-details 間での失敗した接
続の合計数。
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• cluster.cds_egress_online-store_productdetails_http_8080.health_check.failure — website と product-details 間での失敗したヘルス
チェックの総数。
• cluster.cds_egress_online-store_product-details_http_8080.upstream_rq_total —
website と product-details 間で行われたリクエストの総数。
• cluster.cds_egress_online-store_product-details_http_8080.upstream_rq_time —
website と product-details 間で行われたリクエストにかかる時間。
• cluster.cds_egress_online-store_product-details_http_8080.upstream_rq_2xx —
roduct-details から website が受信した HTTP 2xx レスポンスの数。
HTTP メトリクスの完全なセットについては、Envoy のドキュメントの「統計」を参照してください。
管理サーバーのメトリクス
Envoy は、Envoy の管理サーバーとして機能する App Mesh コントロールプレーンへの接続に関連する
メトリクスも出力します。プロキシがコントロールプレーンから長時間同期解除された場合に通知する手
段として、これらのメトリクスのいくつかを監視することをお勧めします。コントロールプレーンへの接
続が失われるか、更新に失敗すると、プロキシが App Mesh API を介して行われたメッシュの変更を含め
て、App Mesh からの新しい設定を受信できなくなります。
• control_plane.connected_state — プロキシが App Mesh に接続されている場合、このメトリク
スは 1 に設定され、それ以外の場合は 0 に設定されます。
• *.update_rejected — Envoy によって拒否された設定更新の総数。これらは通常、ユーザーの設定
ミスによるものです。例えば、Envoy が読み取れないファイルから TLS 証明書を読み取るように App
Mesh を設定すると、その証明書のへパスを含む更新は拒否されます。
• リスナーの更新が拒否された場合、統計は次のようになりま
すlistener_manager.lds.update_rejected。
• クラスターの更新が拒否された場合、統計は次のようになりま
すcluster_manager.cds.update_rejected。
• *.update_success — App Mesh がプロキシに対して正常に行った設定更新の数。これには、新しい
Envoy コンテナの起動時に送信される初期設定ペイロードが含まれます。
• リスナーの更新が成功すると、統計は次のようになりま
すlistener_manager.lds.update_success。
• クラスターの更新が成功すると、統計は次のようになりま
すcluster_manager.cds.update_success。
管理サーバーのメトリクスのセットについては、Envoy のドキュメントの「管理サーバー」を参照してく
ださい。

エクスポートされるメトリクス
Envoyは、独自の操作と、インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックに関するさまざまなディメン
ションの両方に関する多くの統計を発行します。Envoy の統計の詳細については、Envoy のドキュメント
の「統計」を参照してください。これらのメトリクスは、プロキシの管理ポート 上の /stats エンドポイ
ントを介して利用可能になります (通常は 9901)。
statプレフィックスは、リスナーを 1 つ使用するか、複数のリスナーを使用するかによって異なります。
以下に一部の例を示します。

Warning
単一リスナーをマルチリスナー機能に更新すると、次の表に示すように stat プレフィックスが更
新されるため、重大な変更が発生する可能性があります。
Envoy1.22.2.1-prod イメージ以降を使用することをお勧めします。これにより、Prometheus
エンドポイントで類似のメトリック名を確認できます。
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シングル・リスナー (SL) /リ
スナー・プレフィックスが
「ingress」の付いた既存の統計
情報

マルチリスナー (ML)/「ingress」
を含む新しい統計情報
<protocol>。 <port>「リスナープ
レフィックス

http.*ingress*.rds.rds_ingress_http_5555.version_text
http.*ingress.http.5555*.rds.rds_ingress_http_5555.version_tex

http.*ingress.http.6666*.rds.rds_ingress_http_6666.version_tex

listener.0.0.0.0_15000.http.*ingress*.downstream_rq_2xx
listener.0.0.0.0_15000.http.*ingress.http.5555*.downstream_rq_

listener.0.0.0.0_15000.http.*ingress.http.6666*.downstream_rq_
http.*ingress*.downstream_cx_length_ms
http.*ingress.http.5555*.downstream_cx_length_ms
http.*ingress.http.6666*.downstream_cx_length_ms
統計エンドポイントの詳細については、Envoy のドキュメントの「統計エンドポイント」を参照してくだ
さい。管理者インターフェイスの詳細については、「Envoy プロキシ管理インターフェイスを有効にす
る (p. 164)」を参照してください。

Amazon EKS での App Mesh の Prometheus
Prometheus はオープンソースのシステムモニタリングおよびアラートツールキットです。その機能の 1
つは、他のシステムが使用できるメトリクスを出力するための形式を指定することです。Prometheus の
詳細については、Prometheus のドキュメントの「概要」を参照してください。Envoy は、パラメーター /
stats?format=prometheus を渡すことで、統計エンドポイントを介してメトリクスを発行できます。
Envoy イメージビルド v1.22.2.1-prod を使用しているお客様には、入力リスナー固有の統計情報を示す
ディメンションが 2 つ追加されています。
• appmesh.listener_protocol
• appmesh.listener_port
以下は、Prometheus 既存の統計と新しい統計の比較です。
• リスナープレフィックスが「ingress」の付いた既存の統計情報
envoy_http_downstream_rq_xx{appmesh_mesh="multiplelisteners-mesh",appmesh_virtual_node="foodtellervn",envoy_response_code_class="2",envoy_http_conn_manager_prefix="ingress"} 931433

• 「進入」を含む新しいステータス. <protocol>。 <port>「+ Appmesh エンボイイメージ v1.22.2.1-prod
以降

envoy_http_downstream_rq_xx{appmesh_mesh="multiplelisteners-mesh",appmesh_virtual_node="foodtellervn",envoy_response_code_class="2",appmesh_listener_protocol="http",appmesh_listener_port="5555",envoy
20

• 「進入」を含む新しいステータス. <protocol>。 <port>「+ カスタム Envoy イメージビルド
envoy_http_http_5555_downstream_rq_xx{appmesh_mesh="multiplelisteners-mesh",appmesh_virtual_node="foodtellervn",envoy_response_code_class="2",envoy_http_conn_manager_prefix="ingress"} 15983
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複数のリスナーの場合、cds_ingress_<mesh name>_<virtual gateway
name>_self_redirect_<ingress_listener_port>_<protocol>_<port>特別なクラスターはリス
ナー固有になります。
• リスナープレフィックスが「ingress」の付いた既存の統計情報
envoy_cluster_assignment_stale{appmesh_mesh="multiple-listenersmesh",appmesh_virtual_gateway="tellergateway-vg",Mesh="multiple-listenersmesh",VirtualGateway="tellergateway-vg",envoy_cluster_name="cds_ingress_multiplelisteners-mesh_tellergateway-vg_self_redirect_http_15001"} 0

• 「進入」を含む新しいステータス. <protocol>。 <port>」
envoy_cluster_assignment_stale{appmesh_mesh="multiplelisteners-mesh",appmesh_virtual_gateway="tellergatewayvg",envoy_cluster_name="cds_ingress_multiple-listeners-mesh_tellergatewayvg_self_redirect_1111_http_15001"} 0
envoy_cluster_assignment_stale{appmesh_mesh="multiplelisteners-mesh",appmesh_virtual_gateway="tellergatewayvg",envoy_cluster_name="cds_ingress_multiple-listeners-mesh_tellergatewayvg_self_redirect_2222_http_15001"} 0

Prometheus のインストール
1.

EKS リポジトリを Helm に追加します。
helm repo add eks https://aws.github.io/eks-charts

2.

App Mesh Prometheus のインストール

helm upgrade -i appmesh-prometheus eks/appmesh-prometheus \
--namespace appmesh-system

Prometheus の例
次は、Prometheus 永続的ストレージ用に PersistentVolumeClaim を作成する例です。

helm upgrade -i appmesh-prometheus eks/appmesh-prometheus \
--namespace appmesh-system \
--set retention=12h \
--set persistentVolumeClaim.claimName=prometheus

Prometheus を使用のチュートリアル
• EKS を使用した App Mesh — 可観測性：Prometheus

Amazon EKS を使用した Prometheus と Prometheus について詳しく知るには
• Prometheus のドキュメント
• EKS - Prometheus を使用したプレーンメトリクスのコントロール
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CloudWatch App Mesh
Amazon EKS CloudWatch から Envoy 統計を出力します。
CloudWatch エージェントをクラスターにインストールし、プロキシからメトリクスのサブセットを収集
するように設定できます。Amazon EKS クラスターをまだ作成していない場合は、「チュートリアル：
Amazon EKS を使用した App Mesh」の手順を使用して作成できます GitHub。同じチュートリアルに従っ
て、サンプルアプリケーションをクラスターにインストールできます。
クラスターに適切な IAM アクセス許可を設定し、エージェントをインストールするには、「Prometheus
メトリクスコレクションを持つ CloudWatch Agent をインストールする」の手順に従います。デフォルト
のインストールには、Envoy 統計の有用なサブセットを取得する Prometheus スクレイプ設定が含まれて
います。詳細については、「App Mesh の Prometheus メトリクス」を参照してください。。
エージェントが収集するメトリクスを表示するように設定された App Mesh CloudWatch カスタムダッ
シュボードを作成するには、「Prometheus メトリクスの表示」チュートリアルの手順に従います。トラ
フィックが App Mesh アプリケーションに入ると、グラフに対応するメトリクスが入力され始めます。

のメトリックのフィルタリング CloudWatch
App Mesh メトリクス拡張機能には、メッシュで定義したリソースの動作に関するインサイトを提供する
便利なメトリクスのサブセットが用意されています。 CloudWatchエージェントでは Prometheus メトリ
クスのスクレイピングがサポートされているため、Envoy からプルして送信するメトリクスを選択するた
めのスクレープ設定を提供できます CloudWatch。
Prometheus を使用してメトリクスをスクレイピングする例については、「メトリクス拡張機能」チュー
トリアルを参照してください。

CloudWatch [例]
の設定例は、AWSサンプルリポジトリ CloudWatch にあります。

使用方法のチュートリアル CloudWatch
• App Mesh チュートリアルのモニタリングおよびログ記録機能の追加。
• EKS を使用した App Mesh — 可観測性： CloudWatch
• ECS での App Mesh のメトリクス拡張の使用

App Mesh のメトリクス拡張機能
Envoy は、数百のメトリクスをいくつかの異なる次元に分けて生成します。メトリクスは、App Mesh と
の関連付け方法においては簡単ではありません。仮想サービスの場合、特定の仮想ノードまたは仮想ゲー
トウェイと通信している仮想サービスを確実に知るメカニズムはありません。
App Mesh メトリクス拡張により、メッシュで実行される Envoy プロキシが強化されます。この機能拡
張により、プロキシは、定義したリソースを認識した追加のメトリクスを出力できます。追加のメトリク
スのこの小さなサブセットは、App Mesh で定義したリソースの動作をより詳細に把握するのに役立ちま
す。
App Mesh メトリクス拡張機能を有効にするには、環境変数 APPMESH_METRIC_EXTENSION_VERSION を
1 に設定します。
APPMESH_METRIC_EXTENSION_VERSION=1
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Envoy 設定変数の詳細については、Envoy 設定変数 (p. 147) を参照してください。

インバウンドトラフィックに関連するメトリクス
• ActiveConnectionCount
• envoy.appmesh.ActiveConnectionCount — アクティブな TCP 接続の数。
• 寸法 — メッシュ VirtualNode、 VirtualGateway
• NewConnectionCount
• envoy.appmesh.NewConnectionCount — TCP 接続の合計数。
• 寸法 — メッシュ VirtualNode、 VirtualGateway
• ProcessedBytes
• envoy.appmesh.ProcessedBytes — ダウンストリームクライアントとの間で送受信された TCP
バイトの合計。
• 寸法 — メッシュ VirtualNode、 VirtualGateway
• RequestCount
• envoy.appmesh.RequestCount – 処理された HTTP リクエストの数。
• 寸法 — メッシュ VirtualNode、 VirtualGateway
• GrpcRequestCount
• envoy.appmesh.GrpcRequestCount – 処理された gPRC リクエストの数。
• 寸法 — メッシュ VirtualNode、 VirtualGateway

アウトバウンドトラフィックに関連するメトリクス
アウトバウンドメトリクスは、仮想ノードからのものか仮想ゲートウェイからのものかに基づいて、さま
ざまなディメンションが表示されます。
• TargetProcessedBytes
• envoy.appmesh.TargetProcessedBytes— Envoy アップストリームターゲットとの間で送受信
された TCP バイトの合計。
• ディメンション：
• 仮想ノードの寸法 — メッシュ VirtualNode、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• 仮想ゲートウェイの寸法 — メッシュ VirtualGateway、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• HTTPCode_Target_2XX_Count
• envoy.appmesh.HTTPCode_Target_2XX_Count— 2xx HTTP レスポンスを発生させた、Envoy
アップストリームへの HTTP リクエストの数。
• ディメンション：
• 仮想ノードの寸法 — メッシュ VirtualNode、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• 仮想ゲートウェイの寸法 — メッシュ VirtualGateway、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• HTTPCode_Target_3XX_Count
• envoy.appmesh.HTTPCode_Target_3XX_Count— 3xx HTTP レスポンスを発生させた、Envoy
アップストリームへの HTTP リクエストの数。
• ディメンション：
• 仮想ノードの寸法 — メッシュ VirtualNode、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• 仮想ゲートウェイの寸法 — メッシュ VirtualGateway、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• HTTPCode_Target_4XX_Count
• envoy.appmesh.HTTPCode_Target_4XX_Count— 4xx HTTP レスポンスを発生させた、Envoy
アップストリームへの HTTP リクエストの数。
• ディメンション：
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• 仮想ノードの寸法 — メッシュ VirtualNode、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• 仮想ゲートウェイの寸法 — メッシュ VirtualGateway、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• HTTPCode_Target_5XX_Count
• envoy.appmesh.HTTPCode_Target_5XX_Count— 5xx HTTP レスポンスを発生させた、Envoy
アップストリームへの HTTP リクエストの数。
• ディメンション：
• 仮想ノードの寸法 — メッシュ VirtualNode、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• 仮想ゲートウェイの寸法 — メッシュ VirtualGateway、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• RequestCountPerTarget
• envoy.appmesh.RequestCountPerTarget— Envoy の上流のターゲットに送信されたリクエスト
の数。
• ディメンション：
• 仮想ノードの寸法 — メッシュ VirtualNode、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• 仮想ゲートウェイの寸法 — メッシュ VirtualGateway、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• TargetResponseTime
• envoy.appmesh.TargetResponseTime— Envoy の上流にあるターゲットに対してリクエストが行
われた時点から完全なレスポンスが受信されるまでの経過時間。
• ディメンション：
• 仮想ノードの寸法 — メッシュ VirtualNode、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode
• 仮想ゲートウェイの寸法 — メッシュ VirtualGateway、 TargetVirtualService、 TargetVirtualNode

App Mesh の Datadog
Datadog は、クラウドアプリケーションのエンドツーエンドの監視、メトリクス、およびログ記録のため
の監視およびセキュリティアプリケーションです。Datadog は、インフラストラクチャ、アプリケーショ
ン、およびサードパーティアプリケーションを完全に監視できるようにします。

Datadog のインストール
• EKS - EKS で Datadog をセットアップするには、Datadog のドキュメントの手順に従ってください。
• ECS EC2 - ECS EC2 で Datadog をセットアップするには、Datadog のドキュメントの手順に従ってく
ださい。

Datadog の詳細について
• Datadog のドキュメント

トレース
Important
トレースを完全に実装するには、アプリケーションを更新する必要があります。
選択したサービスから利用可能なデータをすべて表示させるには、該当するライブラリを使用し
てアプリケーションを計測する必要があります。

AWS X-Ray で App Mesh を監視する
AWSX-Ray は、アプリケーションが処理するリクエストから収集されたデータの表示、フィルタリング、
インサイトを取得するためのツールを提供するサービスです。これらのインサイトは、問題と機会を特定
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して、アプリを最適化するのに役立ちます。リクエストとレスポンス、およびアプリケーションが他の
AWS サービスに対して行うダウンストリームコールに関する詳細情報を表示できます。
X-Ray は App Mesh と統合して、Envoy マイクロサービスを管理します。Envoy からのトレースデータ
は、コンテナで実行されている X-Ray デーモンに送信されます。
言語に固有のSDKガイドを使用して、アプリケーションコードにX-Ray を実装します。

App Mesh 使用して X-Ray トレースを有効にする
• サービスのタイプに応じて、次のようになります。
• ECS - Envoy プロキシコンテナ定義で、ENABLE_ENVOY_XRAY_TRACING 環境変数に 1
とXRAY_DAEMON_PORT環境変数に 2000 を設定します。
• EKS - App Mesh コントローラーの設定で、--set tracing.enabled=true と --set
tracing.provider=x-ray を含めます。
• X-Ray コンテナで、ポート 2000 を公開し、ユーザー 1337 として実行します。

X-Ray 例
Amazon ECS の Envoy コンテナの定義

{
prod",

}

"name": "envoy",
"image": "840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.15.1.0"essential": true,
"environment": [
{
"name": "APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME",
"value": "mesh/myMesh/virtualNode/myNode"
},
{
"name": "ENABLE_ENVOY_XRAY_TRACING",
"value": "1"
}
],
"healthCheck": {
"command": [
"CMD-SHELL",
"curl -s http://localhost:9901/server_info | cut -d' ' -f3 | grep -q live"
],
"startPeriod": 10,
"interval": 5,
"timeout": 2,
"retries": 3

Amazon EKS 用の App Mesh コントローラーの更新

helm upgrade -i appmesh-controller eks/appmesh-controller \
--namespace appmesh-system \
--set region=${AWS_REGION} \
--set serviceAccount.create=false \
--set serviceAccount.name=appmesh-controller \
--set tracing.enabled=true \
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--set tracing.provider=x-ray

X-Ray を使用するチュートリアル
• AWSX-Ray によるモニタリング
• Amazon EKS を使用した App Mesh — 可観測性：X-Ray
• AWS App Mesh チュートリアルのX-Ray による分散トレース

AWS X-Ray についての詳細を確認する
• AWSX-Ray ドキュメント

App Mesh を使用した AWS X-Ray のトラブルシューティング
• アプリケーションの AWS X-Rayトレースを表示できません。

Amazon EKS を使用した AppMesh の Jaeger
Jaeger はオープンソースで、エンドツーエンドの分散トレースシステムです。ネットワークのプロファイ
リングやモニタリングに使用できます。Jaeger は、複雑なクラウドネイティブアプリケーションのトラブ
ルシューティングにも役立ちます。
Jaeger をアプリケーションコードに実装するには、Jaeger のドキュメントで言語固有のガイド「トレー
スライブラリ」を参照してください。

Helm を使用した Jaeger のインストール
1.

EKS リポジトリを Helm に追加します。
helm repo add eks https://aws.github.io/eks-charts

2.

App Mesh Jaeger のインストール

helm upgrade -i appmesh-jaeger eks/appmesh-jaeger \
--namespace appmesh-system

Jaeger の例
次は、PersistentVolumeClaim Jaeger 永続的ストレージ作成の例です。

helm upgrade -i appmesh-controller eks/appmesh-controller \
--namespace appmesh-system \
--set tracing.enabled=true \
--set tracing.provider=jaeger \
--set tracing.address=appmesh-jaeger.appmesh-system \
--set tracing.port=9411
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Jaeger を使用するためのチュートリアル
• EKS を使用したApp Mesh — 可観測性：Jaeger

Jaeger の詳細を確認する
• Jaeger のドキュメント

トレースの Datadog
Datadog は、メトリクスだけでなくトレースにも使用できます。詳細とインストール手順について
は、Datadog のドキュメントのアプリケーション言語に固有のガイドを参照してください。
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Envoy イメージ
AWS App Mesh は、Envoyプロキシに基づいたサービスメッシュです。

仮想ノードや仮想ゲートウェイなど、App Mesh エンドポイントで表される Amazon ECS タス
ク、Kubernetes ポッド、または Amazon EC2 インスタンスに Envoy プロキシを追加する必要がありま
す。App Mesh は、Envoy プロキシ Docker コンテナイメージを提供し、このコンテナイメージに最新の脆
弱性パッチとパフォーマンスパッチが適用されていることを検証します。App Mesh は、新しいコンテナ
イメージを利用可能にする前に、App Mesh 機能セットと照らし合わせて新しい Envoy プロキシリリース
をテストします。
次のリストから地域別の画像を選択するか、aws-appmesh-envoyという名前の公開リポジトリから画像
を選択できます。

Important
• Version 1.17 では、Envoy が大幅に更新されています。詳細については、「Envoy 1.17 への
アップデート/移行」を参照してください。
• 1.20.0.1ARM64バージョン以降は互換性があります。
• IPv6サポートには、Envoy1.13 バージョン以降が必要です。
• me-south-1、、ap-east-1、ap-southeast-3および以外のすべてのサポート対象リージョンafsouth-1。eu-south-1#########、、me-south-1、ap-east-1ap-southeast-3eu-south-1、
以外の任意のリージョンに置き換えることができますaf-south-1。
840364872350.dkr.ecr.region-code.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• me-south-1 リージョン :
772975370895.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• ap-east-1 リージョン :
856666278305.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• ap-southeast-3 リージョン :
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909464085924.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• eu-south-1 リージョン :
422531588944.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• af-south-1 リージョン :
924023996002.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

• Public repository
public.ecr.aws/appmesh/aws-appmesh-envoy:v1.24.0.0-prod

Important
バージョン v1.9.0.0-prod 以降のみで、App Mesh での使用がサポートされています。

Note
512 CPU ユニットと少なくとも 64 MiB のメモリを Envoy コンテナに割り当てるようお勧めしま
す。Fargate では、メモリの最低設定要件は 1024 MiB となります。

Note
aws-appmesh-envoyv1.22.0.0以降のすべてのイメージリリースバージョンは、ディスト
ラルレスな Docker イメージとしてビルドされます。この変更は、画像サイズを小さくし、画
像に含まれる未使用のパッケージにおける脆弱性のリスクを減らすために行われました。 awsappmesh-envoy イメージをベースにビルドしていて、AL2 ベースパッケージ (yum など) と機
能の一部に依存している場合は、aws-appmesh-envoyイメージ内からバイナリをコピーし
て、AL2 ベースで新しい Docker イメージを構築することをお勧めします。
このスクリプトを実行して、タグ付きのカスタム Docker イメージを生成します。awsappmesh-envoy:v1.22.0.0-prod-al2:
cat << EOF > Dockerfile
FROM public.ecr.aws/appmesh/aws-appmesh-envoy:v1.22.0.0-prod as envoy
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2
RUN yum -y update && \
yum clean all && \
rm -rf /var/cache/yum
COPY --from=envoy /usr/bin/envoy /usr/bin/envoy
COPY --from=envoy /usr/bin/agent /usr/bin/agent
COPY --from=envoy /aws_appmesh_aggregate_stats.wasm /
aws_appmesh_aggregate_stats.wasm
CMD [ "/usr/bin/agent" ]
EOF
docker build -f Dockerfile -t aws-appmesh-envoy:v1.22.0.0-prod-al2 .

Amazon ECR 内のコンテナイメージへのアクセスは、AWS Identity and Access Management (IAM) に
よって制御されます。そのため、IAM を使用して Amazon ECR への読み取りアクセス権があることを確
認する必要があります。例えば、Amazon ECS を使用する場合、適切なタスク実行ロールを Amazon ECS
タスクに割り当てることができます。特定の Amazon ECR リソースへのアクセスを制限する IAM ポリ
シーを使用する場合は、aws-appmesh-envoyリポジトリを識別するリージョン固有のAmazonリソー
スネーム (ARN) へのアクセスを許可することを確認してください。たとえば、us-west-2リージョンで
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は、arn:aws:ecr:us-west-2:840364872350:repository/aws-appmesh-envoy次のリソース
へのアクセスを許可します。詳細については、「Amazon ECR マネージドポリシー」を参照してくださ
い。Amazon EC2 インスタンスで Docker を使用している場合は、リポジトリに対して Docker を認証して
ください。詳細については、「レジストリの認証」を参照してください。
上流の Envoy イメージにまだマージされていない Envoy の変更に依存する新しい App Mesh 機能をリ
リースすることがあります。これらの新しい App Mesh 機能を、Envoy の変更を上流にマージする前に使
用するには、App Mesh で提供されている Envoy コンテナイメージを使用する必要があります。変更のリ
ストについては、Envoy Upstreamラベルの付いた「App Mesh GitHub ロードマップの問題」を参照して
ください。最適なサポートオプションとして、App Mesh Envoy コンテナイメージを使用することをお勧
めします。

Envoy 設定変数
次の環境変数を使用して、App Mesh 仮想ノードタスクグループの Envoy コンテナを設定します。

Note
App Mesh エンボイ 1.17 は Envoy の v2 xDS API をサポートしていません。Envoy 設定ファイル
を受け入れる Envoy 設定変数を使用している場合は、最新の v3 xDS API に更新する必要があり
ます。

必須の変数
次の環境変数は、すべての App Mesh Envoy コンテナで必要です。この変数は、Envoy イメージのバー
ジョン 1.15.0 以降でのみ使用可能です。以前のバージョンのイメージを使用している場合は、代わりに
APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME 変数を設定する必要があります。
APPMESH_RESOURCE_ARN
Envoy コンテナをタスクグループに追加する場合は、この環境変数を、タスクグループが表す仮想
ノードまたは仮想ゲートウェイの ARN に設定します。例えば、ARN には、次のリストがあります。
• 仮想ノード — arn: aws: appmesh: ########:111122223333: mesh/ meshName /
virtualNode/ virtualNodeName
• 仮想ゲートウェイ — arn: aws: appmesh: ########:111122223333: mesh/ meshName /
VirtualGateway/ virtualGatewayName
App Mesh プレビューチャンネル (p. 188)を使用する場合、ARN は、us-west-2リージョン
を使用し、appmesh の代わりに appmesh-previewを使用する必要があります。例えば、App
Mesh プレビューチャネル内の仮想ノードの ARN は、次のようになります。arn:aws:appmeshpreview:us-west-2:111122223333:mesh/meshName/virtualNode/virtualNodeName。

オプションの変数
App Mesh Envoyコンテナでは、次の環境変数がオプションとして用意されています。
ENVOY_LOG_LEVEL
Envoy コンテナのログレベルを指定します。
有効な値: trace, debug, info, warning, error, critical, off
デフォルト: info
ENVOY_INITIAL_FETCH_TIMEOUT
Envoyが初期化処理中に管理サーバーからの最初の構成応答を待つ時間を指定します。
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詳細については、Envoy ドキュメントの「設定ソース」を参照してください。に設定すると0、タイ
ムアウトは発生しません。
デフォルト: 0
ENVOY_CONCURRENCY
Envoy--concurrency の起動時にコマンドラインオプションを設定します。これはデフォルトで
は設定されていません。このオプションは Envoyv1.24.0.0-prod バージョン以上から利用できま
す。
詳細については、Envoy ドキュメントの「コマンドラインオプション」を参照してください。

管理者変数
これらの環境変数を使用して、Envoy の管理インターフェイスを設定します。
ENVOY_ADMIN_ACCESS_PORT
Envoy がリッスンするカスタム管理ポートを指定します。デフォルト: 9901。

Note
Envoy管理ポートは、仮想ゲートウェイまたは仮想ノード上のリスナーポートとは異なる必
要があります。
ENVOY_ADMIN_ACCESS_LOG_FILE
Envoy アクセスログを書き込む先のカスタムパスを指定します。デフォルト: /tmp/
envoy_admin_access.log。
ENVOY_ADMIN_ACCESS_ENABLE_IPV6
IPv6Envoyの管理インターフェースをトラフィックを受け入れるように切り替えます。これによ
り、IPv4IPv6このインターフェースはとトラフィックの両方を受け入れることができます。デフォ
ルトではこのフラグは false に設定されており、EnvoyIPv4 はトラフィックのみをリッスンします。
この変数は、Envoy イメージバージョン 1.22.0 以降でのみ使用可能です。

エージェント変数
これらの環境変数を使用して、Envoy のAWS App Mesh Agent を設定します。詳細については、Envoy の
「App Mesh エージェント」を参照してください。
APPNET_ENVOY_RESTART_COUNT
実行中のタスクまたはポッド内のEnvoyプロキシプロセスが終了した場合に、エージェントがEnvoy
プロキシプロセスを再起動する回数を指定します。また、エージェントはトラブルシューティングを
容易にするために、Envoyが終了するたびに終了ステータスを記録します。この変数のデフォルト値
は、この変数のデフォルト値はです0。デフォルト値が設定されている場合、エージェントはプロセス
の再起動を試みません。
デフォルト: 0
最大: 10
PID_POLL_INTERVAL_MS
Envoy プロキシのプロセス状態をエージェントがチェックする間隔をミリ秒単位で指定します。デ
フォルト値は 100 です。
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デフォルト: 100
最小: 100
最大: 1000
LISTENER_DRAIN_WAIT_TIME_S
Envoy プロキシがアクティブな接続が終了するまでプロセスが終了するのを待機する時間を秒単位で
指定します。
デフォルト: 20
最小: 5
最大: 110

トレースの変数
次のトレースドライバは、設定なし、またはいずれかを設定できます。

AWS X-Ray 変数
次の環境変数を使用して、を使用して App Mesh を設定しますAWS X-Ray。詳細については、「AWS XRay デベロッパーガイド」を参照してください。
ENABLE_ENVOY_XRAY_TRACING
デフォルトのデーモンエンドポイントとして 127.0.0.1:2000 を使用し、X-Ray トレースを有効に
します。有効にするには、値を 1 に設定します。デフォルト値は 0 です。
XRAY_DAEMON_PORT
ポート値を指定して、デフォルトの X-Ray デーモンポート2000 を上書きします。
XRAY_SAMPLING_RATE
サンプリングレートを指定して、X-Ray トレーサのデフォルトのサンプリングレート
0.05 (5%)を上書きします。値は、と1.00 (100%)0 の間の小数点で指定します。この値
は、XRAY_SAMPLING_RULE_MANIFEST指定するとオーバーライドされます。この変数
は、v1.19.1.1-prodバージョン以降のEnvoyイメージでサポートされています。
XRAY_SAMPLING_RULE_MANIFEST
Envoy コンテナファイルシステム内のファイルパスを指定して、X-Ray トレーサのローカライズされ
たカスタムサンプリングルールを設定します。詳しくは、『AWS X-Ray デベロッパーガイド』の「サ
ンプリングルール」をご覧ください。この変数は、v1.19.1.0-prodバージョン以降のEnvoyイメー
ジでサポートされています。
XRAY_SEGMENT_NAME
トレースのセグメント名を指定すると、デフォルトの X-Ray セグメント名よりも優先されます。デ
フォルトでは、この値は次のように設定されますmesh/resourceName。この変数は、Envoy イメー
ジバージョン v1.23.1.0-prod 以降でサポートされています。

Datadog のトレース変数
次の環境変数は、Datadog エージェントトレーサーを使用して App Mesh を設定するのに役立ちます。詳
細については、Datadog ドキュメントの「Agent Configuration」を参照してください。
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ENABLE_ENVOY_DATADOG_TRACING
127.0.0.1:8126 をデフォルトの Datadog エージェントエンドポイントとして使用し、Datadog ト
レース収集を有効にします。有効にするには、値を 1 (デフォルト値は 0 )に設定します。
DATADOG_TRACER_PORT
ポート値を指定して、デフォルトの Datadog エージェントポート 8126 を上書きします。
DATADOG_TRACER_ADDRESS
IP アドレスを指定して、デフォルトの Datadog エージェントアドレス： 127.0.0.1 を上書きしま
す。
DD_SERVICE
トレースのサービス名を指定して、デフォルトの Datadog サービス名: envoymeshName/virtualNodeName を上書きします。この変数は、v1.18.3.0-prodバージョン以降の
Envoyイメージでサポートされています。

Jaeger のトレース変数
次の環境変数を使用して、Jaeger トレースを使用した App Mesh を設定します。詳細については、Jaeger
ドキュメントの「開始方法」を参照してください。これらの変数は、1.16.1.0-prodバージョン以降の
Envoyイメージでサポートされています。
ENABLE_ENVOY_JAEGER_TRACING
127.0.0.1:9411 をデフォルトの Jaeger エンドポイントとして使用して、 Jaeger トレース収集を
有効にします。有効にするには、値を 1 (デフォルト値は 0 )に設定します。
JAEGER_TRACER_PORT
ポート値を指定して、デフォルトの Jaeger ポート 9411.を上書きします。
JAEGER_TRACER_ADDRESS
IP アドレスを指定して、デフォルトの Jaeger アドレス： 127.0.0.1 を上書きします。
JAEGER_TRACER_VERSION
JSONコレクターにトレースが必要か、PROTOエンコード形式が必要かを指定します。デフォルトで
は、この値はに設定されますPROTO。この変数は、Envoy イメージバージョン v1.23.1.0-prod 以
降でサポートされています。

Envoy トレース変数
独自のトレース設定を使用するには、次の環境変数を設定します。
ENVOY_TRACING_CFG_FILE
Envoy コンテナファイルシステム内のファイルパスを指定します。ポリシーの詳細について
は、Envoy ドキュメントの「 config.trace.v3.Tracing 」を参照してください。

Note
トレース設定でトレースクラスタを指定する必要がある場合は、static_resources同じト
レース設定ファイル内で、関連するクラスター設定を設定してください。たとえば、Zipkin
には、collector_clusterトレースコレクタをホストするクラスタ名のフィールドがある
ので、そのクラスタを静的に定義する必要があります。
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DogStatsD 変数
次の環境変数を使用して、 DogStats D でApp Mesh Mesh を設定します。詳細については、DogStatsD ド
キュメントを参照してください。
ENABLE_ENVOY_DOG_STATSD
127.0.0.1:8125デフォルトのデーモンエンドポイントとして使用する DogStats D 統計を有効にし
ます。有効にするには、値を 1 に設定します。
STATSD_PORT
ポート値を指定して、デフォルトの DogStats D デーモンポートを上書きします。
STATSD_ADDRESS
IP アドレス値を指定して、デフォルトの DogStats D デーモン IP アドレスを上書きします。デフォル
ト: 127.0.0.1。この変数は、Envoy イメージのバージョン 1.15.0 以降でのみ使用可能です。
STATSD_SOCKET_PATH
DogStatsD デーモンの UNIX ドメインソケットを指定します。この変数を指定せず、 DogStats
D が有効な場合、この値はデフォルトで DogStats D デーモンの IP アドレスポートになりま
す127.0.0.1:8125。ENVOY_STATS_SINKS_CFG_FILE統計シンク設定を含む変数を指定すると、
すべての DogStats D 変数を上書きします。この変数は、Envoy イメージバージョン v1.19.1.0prod 以降でサポートされています。

App Mesh 変数
次の変数は、App Mesh の設定に役立ちます。
APPMESH_PREVIEW
値を 1 に設定して、App Mesh プレビューチャネルエンドポイントに接続します。App Mesh プレ
ビューチャネルの使用の詳細については、「 App Mesh プレビューチャンネル (p. 188) 」を参照し
てください。
APPMESH_RESOURCE_CLUSTER
デフォルトでは、Envoy App Mesh は、EnvoyAPPMESH_RESOURCE_ARN によってメト
リクスとトレースでそれ自体が参照されるとき、で指定したリソースの名前を使用しま
す。APPMESH_RESOURCE_CLUSTER 環境変数に独自の名前を設定することで、この動作を上書きで
きます。この変数は、Envoy イメージのバージョン 1.15.0 以降でのみ使用可能です。
APPMESH_METRIC_EXTENSION_VERSION
値を 1 に設定して、AppMeshメトリック拡張機能を有効にします。App Mesh メトリクス拡張機能の
使用方法の詳細については、「 App Mesh のメトリクス拡張機能 (p. 136) 」を参照してください。
APPMESH_DUALSTACK_ENDPOINT
App Mesh1 デュアルスタックエンドポイントに接続する値をに設定します。このフラグを設定する
と、Envoyはデュアルスタック対応ドメインを使用します。デフォルトでは、このフラグは false に設
定されており、IPv4ドメインにのみ接続します。この変数は、Envoy イメージバージョン 1.22.0 以
降でのみ使用可能です。

Envoy 統計変数
次の環境変数を使用して、Envoy Stats を使用して、App Mesh を設定してください。詳細について
は、Envoy 統計 のドキュメントを参照してください。
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ENABLE_ENVOY_STATS_TAGS
App Mesh 定義タグ appmesh.mesh と appmesh.virtual_node の使用を有効にします。詳細につ
いては、「config.metricicicicicicicics.v3」を参照してください。 TagSpecifierEnvoyのドキュメントに
あります。有効にするには、値を 1 に設定します。
ENVOY_STATS_CONFIG_FILE
Envoy コンテナファイルシステム内のファイルパスを指定して、デフォルトの Stats タグ設定ファイ
ルを独自の設定ファイルで上書きします。詳細については、「config.metricicicicicicicics.v3」を参照し
てください。 StatsConfig。

Note
統計フィルターを含むカスタマイズされた統計設定で設定すると、Envoy がワールドの App
Mesh 状態と適切に同期しなくなる状態になる可能性があります。これは、Envoy のバグで
す。Envoy で統計のフィルターを実行しないようお勧めします。フィルターが絶対に必要な
場合のために、この問題のいくつかの回避策をロードマップにリストしました。
ENVOY_STATS_SINKS_CFG_FILE
Envoy コンテナファイルシステム内のファイルパスを指定して、デフォルト設定を独自の設定で上書
きします。詳細については、「config.metricicicicicicicics.v3」を参照してください。 StatsSinkEnvoy
のドキュメントにあります。

廃止された変数
APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAMEAPPMESH_RESOURCE_NAME環境変数とは、1.15.0 Envoyバージョ
ン以降ではサポートされなくなりました。ただし、既存のメッシュでは引き続きサポートされていま
す。Envoy バージョン 1.15.0 以降でこれらの変数を使用する代わりに、すべての App Mesh エンドポイ
ントに対して APPMESH_RESOURCE_ARN を使用してください。

App Mesh で設定される Envoy のデフォルト値
次のセクションでは、App Mesh によって設定されたルート再試行ポリシーとサーキットブレーカーの
Envoy デフォルト値について説明します。

デフォルトのルート再試行ポリシー
2020 年 7 月以前その日現在または以降にアカウント内の任意のApp Mesh 内のすべての
HTTP、HTTP/2、および gRPC リクエストに対して、デフォルトの Envoy ルート再試行ポリシーを自動
的に作成します。2020 年 7 月以前その日現在または以降に存在した Envoy ルートのデフォルトポリシー
は作成されていません。これは、AWSサポート付きのチケットを開かない場合を除きます。サポートがチ
ケットを処理すると、App Mesh がチケットが処理された日付以降に作成される Envoy ルートに対してデ
フォルトポリシーが作成されます。Envoy ルート再試行ポリシーの詳細については、config.route.v3 を参
照してください。 RetryPolicyEnvoyのドキュメントにあります。
AppMesh は、App Mesh ルート (p. 87)を作成する、あるいはAppMesh 仮想サービス (p. 63)の仮想ノー
ドプロバイダーを定義する、いずれかの場合、Envoy ルートを作成します。App Mesh ルート再試行ポリ
シーを作成することはできますが、仮想ノードプロバイダーの App Mesh 再試行ポリシーを作成すること
はできません。
デフォルトのポリシーは App Mesh API を介して表示されません。デフォルトのポリシーは Envoy を介
してのみ表示されます。設定を表示するには、次の手順に従います。管理インターフェイスを有効にす
る (p. 164)そして、config_dump のリクエストを Envoy に送ります。このデフォルトのポリシーに
は、次の設定が含まれます。
• 最大再試行回数 – 2
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• gRPC の再試行イベント – UNAVAILABLE
• HTTP リトライイベント – 503

Note
特定の HTTP エラーコードを検索する App Mesh ルート再試行ポリシーを作成することはで
きません。ただし、App Meshserver-error ルート再試行ポリシーはまたはを検索できま
すgateway-error。503これらには両方ともエラーが含まれます。詳細については、「ルー
ト (p. 87)」を参照してください。
• TCP 再試行イベント – connect-failure と refused-stream

Note
これらのイベントのいずれかを検索する App Mesh ルート再試行ポリシーを作成すること
はできません。ただし、App Mesh ルート再試行ポリシーは検索できます。これはと同等で
すconnect-failure。connection-error詳細については、「ルート (p. 87)」を参照して
ください。
• リセット — 上流サーバーがまったく応答しない場合 (切断/リセット/読み取りタイムアウト)、Envoy は
再試行を試みます。

デフォルトの回路ブレーカ
App Mesh で Envoy をデプロイすると、一部のサーキットブレーカー設定に Envoy のデフォルト値が設
定されます。詳細については、「クラスタを参照してください。 CircuitBreakers.Envoy ドキュメンテー
ションのしきい値。これらの設定は App Mesh API を介して表示されません。設定は Envoy を介して
してのみ表示されます。設定を表示するには、次の手順に従います。管理インターフェイスを有効にす
る (p. 164)そして、config_dump のリクエストを Envoy に送ります。
2020 年 7 月 29 日より前にアカウントにメッシュがない場合、2020 年 7 月 29 日以降に作成されたメッ
シュにデプロイする各 Envoy について、App Mesh は、次の設定の Envoy のデフォルト値を変更して、回
路ブレーカーを効果的に無効にします。2020 年 7 月以前その日現在または以降にApp AWSMeshでデプロ
イするEnvoyのデフォルト値が設定されます。サポートがチケットを処理すると、次の Envoy 設定の App
Mesh のデフォルト値は、チケットが処理された日付以降にデプロイするすべての Envoy で App Mesh に
よって設定されます。
• max_requests – 2147483647
• max_pending_requests – 2147483647
• max_connections – 2147483647
• max_retries – 2147483647

Note
Envoy に Envoy または App Mesh のデフォルトの回路ブレーカの値があるかどうかにかかわら
ず、値を変更することはできません。

Envoy 1.17 へのアップデート/移行
SPIRE でのSecret Discovery Service (SDS)
App Mesh で SPIRE (SPIFFE ランタイム環境) を使用して信頼証明書をサービスに配布する場合は、
少なくともバージョン0.12.0 (2020 年 12 月リリース) を使用していることを確認してください。これ
は、Envoy バージョン 1.16 以降をサポートできる最初のバージョンです。
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正規表現の変更
App Mesh はEnvoyから開始して1.17、デフォルトでRE2正規表現エンジンを使用するようEnvoyを構成
します。この変更は、ほとんどのユーザにとって明らかですが、ルートまたはゲートウェイルートでの一
致では、正規表現での先読みまたは後方参照は許可されなくなります。

正と負の先読み取り
正 - 正の先読みは、?= で始まる括弧で囲まれた式です。
(?=example)

これらは、文字列置換を行うときに最も有用です。なぜなら、文字を一致の一部として消費することな
く、文字列を一致させることができるからです。App Mesh では、正規表現による文字列置換がサポート
されていないため、これらを通常一致に置き換えるようお勧めします。
(example)

負- 負の先読みは、?!で始まる括弧で囲まれた式です。
ex(?!amp)le

括弧で囲まれた式は、式の一部が特定の入力と一致しないことを表明するために使用されます。ほとんど
の場合、これらには、ゼロクォンティファイアーに置き換えることができます。
ex(amp){0}le

式自体が文字クラスである場合は、を使用して、クラス全体を否定し、オプションとしてマークを付ける
ことができます?。
prefix(?![0-9])suffix => prefix[^0-9]?suffix

ユースケースによっては、これを処理するためにルートを変更することもできます。
{

}
{

"routeSpec": {
"priority": 0,
"httpRoute": {
"match": {
"headers": [
{
"name": "x-my-example-header",
"match": {
"regex": "^prefix(?!suffix)"
}
}
]
}
}
}

"routeSpec": {
"priority": 1,
"httpRoute": {

154

AWS App Mesh ユーザーガイド
後方参照

}

}

}

"match": {
"headers": [
{
"name": "x-my-example-header",
"match": {
"regex": "^prefix"
}
}
]
}

最初のルート一致は、「プレフィックス」で始まり、その後に「サフィックス」が続かないヘッダーを探
します。2番目のルートは、「サフィックス」で終わるヘッダーを含め、「プレフィックス」で始まる他の
すべてのヘッダーと一致するように機能します。代わりに、負の先読みを削除する方法として、これらを
逆にすることができます。
{

}
{

}

"routeSpec": {
"priority": 0,
"httpRoute": {
"match": {
"headers": [
{
"name": "x-my-example-header",
"match": {
"regex": "^prefix.*?suffix"
}
}
]
}
}
}

"routeSpec": {
"priority": 1,
"httpRoute": {
"match": {
"headers": [
{
"name": "x-my-example-header",
"match": {
"regex": "^prefix"
}
}
]
}
}
}

この例では、ルートを逆にして、「サフィックス」で終わるヘッダーに高い優先順位を与え、「プレ
フィックス」で始まる他のすべてのヘッダーは、優先順位の低いルートで一致します。

後方参照
後方参照は、前のカッコで囲まれたグループを繰り返すことで、短い式を記述する方法です。これらに
は、次の形式があります。
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(group1)(group2)\1

後方参照 \ に続く数値は、式内の n 番目の括弧で囲まれたグループのプレースホルダとして機能します。
この例では、\1は 2(group1) 度目の書き込みの代替方法として使用されています。
(group1)(group2)(group1)

これらは、例のように、後方参照を参照するグループに置き換えるだけで、これらを削除することができ
ます。

Envoy のエージェント
エージェントは、App Mesh 用に販売されている Envoy イメージ内のプロセスマネージャです。エー
ジェントは、Envoyが稼働状態を維持し、正常な状態を維持し、ダウンタイムを削減することを保証しま
す。Envoy 統計と補助データをフィルタリングして、App Mesh での Envoy プロキシの操作の蒸留ビュー
を提供します。これにより、関連するエラーを迅速にトラブルシューティングできます。
エージェントを使用して、プロキシが異常になった場合に Envoy プロキシを再起動する回数を設定できま
す。障害が発生した場合、エージェントは Envoy が終了したときに最終的な終了ステータスを記録しま
す。これは、障害のトラブルシューティング時に使用できます。エージェントは、Envoy 接続のドレイン
を容易にします。これにより、アプリケーションの障害に対する回復力を高めることができます。
次の 3 つの新しい変数を使用して Envoy のエージェントを設定します。
• APPNET_ENVOY_RESTART_COUNT— この変数をゼロ以外の値に設定すると、エージェントは、ポーリ
ング時にプロキシプロセスのステータスが異常であると判断したときに、設定した数まで Envoy プロキ
シプロセスを再起動しようとします。これにより、プロキシのヘルスチェックに失敗した場合に、コン
テナオーケストレータによるタスクまたはポッドの交換と比較して、より高速な再起動が可能になり、
ダウンタイムが短縮されます。
• PID_POLL_INTERVAL_MS— この変数を設定する場合、デフォルトは100。この値に設定すると、コン
テナオーケストレータのヘルスチェックによるタスクまたはポッドの置換と比較して、Envoy プロセス
の終了時の高速検出と再起動が可能になります。
• LISTENER_DRAIN_WAIT_TIME_S— この変数を設定するときは、タスクまたは Pod を停止するために
設定されたコンテナオーケストレータのタイムアウトを考慮してください。たとえば、この値がオーケ
ストレータのタイムアウトより大きい場合、Envoy プロキシは、オーケストレータがタスクまたはポッ
ドを強制的に停止するまで、その期間だけドレインできます。
エージェント設定変数の詳細については、「」を参照してください。Envoy 設定変数。
新しいAWS App Meshエージェントは、バージョンからアプリメッシュに最適化された Envoy イメージに
含まれます1.21.0.0また、カスタマータスクまたは Pod に追加のリソース割り当ては必要ありません。
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App Mesh Tooling
App Mesh は、次のようなツールを使用して API を間接的に操作できるようにします。
• AWS CloudFormation
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
• Kubernetes 用 App Mesh Controller
• Terraform

App MeshAWS CloudFormation
AWS CloudFormationは、アプリケーションに必要なすべてのリソースを含むテンプレートを作成できる
サービスです。AWS CloudFormationは、リソースを設定してプロビジョニングします。また、すべての
依存関係を構成するので、アプリケーションにもっと集中でき、リソースの管理にもっと集中できます。
使用方法の詳細と例についてはAWS CloudFormationApp Mesh の場合は、を参照してください。AWS
CloudFormationドキュメンテーション。

App MeshAWS CDK
AWS CDKは、コードを使用してクラウドインフラストラクチャを定義し、AWS CloudFormationそれをプ
ロビジョニングする。AWS CDKTypeScript、JavaScript、Python、Java、C#/.Netを含む複数のプログラ
ミング言語をサポートしている。
使用方法の詳細についてはAWS CDKApp Mesh の場合は、を参照してください。AWS CDKドキュメン
テーション。

Kubernetes 用 App Mesh Controller
Kubernetes 用の App Mesh コントローラーは、Kubernetes クラスターのApp Mesh リソースを管理し、サ
イドカーをポッドに挿入するのに役立ちます。このコントローラーは特に Amazon EKS で使用するための
もので、Kubernetes にネイティブな方法でリソースを管理できます。
App Mesh コントローラーの詳細については、を参照してください。App Mesh Controller。
Kubernetes 向けApp Mesh コントローラーを使用して Amazon EKS でApp Mesh を実装するためのガイド
を確認するには、Amazon EKS ワークショップ。

App Mesh and Terraform
Terraformは、コードソフトウェアツールとしてのオープンソースのインフラストラクチャで
す。Terraform は CLI を使用してクラウドサービスを管理し、宣言的な設定ファイルを使用して API と対
話します。
Terraform でApp Mesh を使用する方法の詳細については、Terraform ドキュメント。
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共有メッシュの使用
共有メッシュは、異なるアカウントで作成されたリソースが同じメッシュの中で互いに通信できるように
するものです。
AWS Identity and Access Management アカウントは、メッシュリソースオーナー、メッシュコンシュー
マー、またはその両方にすることができます。コンシューマーは、アカウントと共有されるメッシュにリ
ソースを作成できます。オーナーは、アカウントが所有する任意のメッシュにリソースを作成できます。
メッシュ所有者は、次のタイプのメッシュコンシューマとメッシュを共有できます。
• AWS Organizations の組織内または組織外の特定の AWS アカウント
• AWS Organizations の組織内の組織単位
• AWS Organizations の組織全体
メッシュの共有の手順については、「クロスアカウントメッシュの手順」を参照してください GitHub。
end-to-end

共有メッシュのアクセス許可
共有メッシュには、次のアクセス許可があります。
• コンシューマーは、アカウントと共有されているメッシュ内のすべてのリソースを一覧表示して記述で
きます。
• オーナーは、アカウントが所有するメッシュ内のすべてのリソースを一覧表示して説明できます。
• 所有者とコンシューマーは、アカウントが作成したメッシュのリソースを変更できますが、他のアカウ
ントが作成したリソースを変更することはできません。
• コンシューマーは、アカウントが作成したメッシュ内の任意のリソースを削除できます。
• 所有者は、任意のアカウントが作成したメッシュ内の任意のリソースを削除できます。
• 所有者のリソースは、同じアカウント内の他のリソースのみをリファレンスできます。例えば、仮
想ノードは、仮想ノードの所有者と同じアカウントにある AWS Cloud Map または AWS Certificate
Manager 証明書のみをリファレンスできます。
• 所有者とコンシューマーは、アカウントが所有する仮想ノードとして Envoy プロキシを App Mesh に接
続できます。
• 所有者は、仮想ゲートウェイと仮想ゲートウェイルートを作成できます。

メッシュを共有するための前提条件
メッシュを共有するには、以下のものが必要です。
• AWS アカウントでメッシュを所有している必要があります。すでに共有されているメッシュを共有する
ことはできません。
• 組織または AWS Organizations の組織単位とメッシュを共有するには、AWS Organizations との共有を
有効にする必要があります。詳細については、「AWS RAM ユーザーガイド」の「AWS Organizations
で共有を有効化する」を参照してください。
• サービスは、相互に通信するメッシュリソースを含むアカウント間で接続を共有しているAmazon VPC
にデプロイする必要があります。ネットワーク接続を共有する 1 つの方法は、メッシュで使用するすべ
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てのサービスを共有サブネットにデプロイすることです。詳細および制限事項については、「サブネッ
トの共有」を参照してください。
• サービスは DNS または AWS Cloud Map を介して検出可能である必要があります。サービスディスカバ
リの詳細については、「仮想ノード (p. 75)」を参照してください。

関連サービス
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)と統合するメッシュ共有。AWS RAM は、AWS リソースを
任意の AWS アカウントまたはを AWS Organizations 通じて共有できるようにするサービスです。AWS
RAM を使用したリソース共有。これにより、自身が所有するリソースを共有できます。リソース共有は、
共有するリソースと、それらを共有するコンシューマーを指定します。コンシューマーには、個々の AWS
アカウントとする、あるいは AWS Organizations 内の組織単位または組織全体を指定できます。
AWS RAM の詳細については、AWS RAM ユーザーガイドを参照してください。

メッシュを共有する
メッシュを共有すると、異なるアカウントで作成されたメッシュリソースが同じメッシュ内で相互に通信
できるようになります。所有するメッシュのみを共有できます。メッシュを共有するには、メッシュをリ
ソース共有に追加する必要があります。リソース共有とは、AWS RAM アカウント間で自身のリソース
を共有するための AWS リソースです。リソース共有では、共有対象のリソースと、共有先のコンシュー
マーを指定します。Amazon Linux コンソールを使用してメッシュを共有する場合は、既存のリソース共
有にそれを追加します。メッシュを新しいリソース共有に追加するには、AWS RAMコンソールを使用し
てリソース共有を作成します。
の組織に属していて、AWS Organizations組織内での共有が有効になっている場合、組織内のコンシュー
マーには共有メッシュへのアクセス許可を自動的に付与できます。それ以外の場合、コンシューマーはリ
ソース共有に参加するための招待を受け取り、招待を受け入れた後に共有メッシュへのアクセスを許可さ
れます。
AWS RAM コンソールまたは AWS CLI を使用して、所有しているメッシュを共有できます。
AWS RAM コンソールを使用して、自身が所有するメッシュを共有するには
手順については、『AWS RAMユーザーガイド』の「リソース共有の作成」を参照してください。リソー
スタイプを選択するときは、[メッシュ] を選択してから、共有するメッシュを選択します。メッシュがリ
ストされていない場合は、最初にメッシュを作成してください。詳細については、「サービスメッシュの
作成 (p. 60)」を参照してください。
AWS CLI を使用して、自身が所有するメッシュを共有するには
create-resource-share コマンドを実行します。--resource-arns オプションで、共有するメッシュの
ARN を指定します。

メッシュの共有解除
メッシュの共有を解除すると、App Mesh はメッシュの以前のコンシューマーによるメッシュへのそれ
以上のアクセスを無効にします。ただし、App Mesh はコンシューマーが作成したリソースを削除しま
せん。メッシュの共有が解除されると、メッシュの所有者のみがリソースにアクセスして削除できま
す。App Mesh は、メッシュ内のリソースを所有しているアカウントが、メッシュの共有解除後に設定情
報を受信しないようにします。また、App Mesh は、メッシュにリソースを持つ他のアカウントが、非共
有メッシュから構成情報を受け取ることを防ぎます。メッシュの所有者のみが共有を解除できます。
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所有している共有メッシュの共有を解除するには、リソース共有からメッシュを削除する必要がありま
す。これを行うには、AWS RAM コンソールまたは AWS CLI を使用できます。
AWS RAM を使用して所有している共有メッシュの共有を解除するには
手順については、『AWS RAMユーザーガイド』の「リソース共有の更新」を参照してください。
AWS CLI を使用して所有している共有メッシュの共有を解除するには
disassociate-resource-share コマンドを実行します。

共有メッシュの特定
所有者とコンシューマは、Amazon Linux コンソールとを使用して共有メッシュとメッシュリソースを識
別できますAWS CLI

Amazon Linux コンソールを使用して共有メッシュを識別するには
1.

App Mesh コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/appmesh/。

2.

左のナビゲーションペインで [メッシュ] を選択します。各メッシュのメッシュ所有者のアカウント ID
は、[メッシュ所有者]列に一覧表示されます。

3.

左側のナビゲーションから、[仮想サービス]、[仮想ルーター]、または[仮想ノード]を選択します。各
リソースのメッシュ所有者とリソース所有者のアカウント ID が表示されます。

AWS CLI を使用して共有メッシュを識別するには
aws appmesh list-meshes などの aws appmesh list resource コマンドを使用します。この
コマンドは、所有しているメッシュと共有されているメッシュを返します。meshOwner プロパティ
は、meshOwner の AWS アカウント ID を示し、resourceOwner プロパティは、リソース所有者の
AWS アカウント ID を示します。メッシュリソースに対してコマンドを実行すると、これらのプロパティ
が返されます。
共有メッシュにアタッチしたユーザー定義のタグは、のものが必要ですAWS アカウント。メッシュを共有
している他のアカウントでは使用できません。aws appmesh list-tags-for-resource別のアカウン
トにあるメッシュのコマンドはアクセスが拒否されます。

請求と使用量測定
メッシュの共有は無料です。

インスタンスクォータ
メッシュにリソースを作成したユーザーに関係なく、メッシュのすべてのクォータは共有メッシュにも
適用されます。メッシュの所有者のみがクォータの増加を要求できます。詳細については、「App Mesh
Service Quotas (p. 192)」を参照してください。AWS Resource Access Manager サービスにもクォータ
があります。詳細については、「Service Quotas」を参照してください。

160

AWS App Mesh ユーザーガイド
でのApp Mesh リソースの作成AWS CloudFormation

AWSApp Mesh と統合されたサービ
ス
App Mesh は他のユーザーと連携するAWSサービスは、ビジネスの課題に対する解決策を追加します。
このトピックで説明するサービスは、App Mesh を使用して機能を追加するか、タスクを実行するために
App Mesh に使用されるかのいずれかです。
目次
• でのApp Mesh リソースの作成AWS CloudFormation (p. 161)
• App MeshAWSOutposts (p. 162)

でのApp Mesh リソースの作成AWS
CloudFormation
App Mesh はAWS CloudFormation、のモデル化およびセットアップに役立つサービスAWSリソースとイ
ンフラストラクチャの作成と管理に費やす時間を短縮できるようにリソース。すべての内容を説明するテ
ンプレートを作成します。AWS必要なリソース (たとえば、App Mesh メッシュ)、AWS CloudFormation
は、はプロビジョニングとそのためのリソースの設定を行います。
あなたが使うときAWS CloudFormationでは、テンプレートを再利用して App Mesh リソースを同じよう
に繰り返してセットアップできます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを複数の AWS アカ
ウントやリージョンで何度でもプロビジョニングすることができます。

App MeshAWS CloudFormationテンプレート
App Mesh および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS CloudFormation
テンプレート。テンプレートは、JSON または YAML 形式のテキストファイルです。これらのテンプレー
トは、AWS CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースについて記述します。JSON ま
たは YAML に詳しくない場合は、AWS CloudFormation Designer を使用して AWS CloudFormation テ
ンプレートの使用を開始できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS
CloudFormationDesigner とは」を参照してください。
App Mesh では、メッシュ、ルート、仮想ノード、仮想ルータ、および仮想サービスの作成がサポートさ
れています。AWS CloudFormation。App Mesh リソースの JSON テンプレートと YAML テンプレートの
例を含む詳細情報については、「App Mesh resource type referenceのAWS CloudFormationユーザーガイ
ド。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormationの詳細については、以下のリソースを参照してください。
• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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App MeshAWSOutposts
AWSOutposts はネイティブを有効にしますAWSは、オンプレミス施設におけるサービス、インフラス
トラクチャ、運用モデル。EclipseAWSOutposts 環境、同じを使用できますAWSで使用する API、ツー
ル、インフラストラクチャAWSクラウドの。App MeshAWSOutposts は、オンプレミスのデータやアプ
リケーションの近くで実行が必要な、低レイテンシーのワークロードに最適です。の詳細AWSOutposts
は、AWSOutposts ユーザーガイド。

前提条件
App Mesh をで使用するための前提条件を次に示します。AWSOutposts:
• オンプレミスのデータセンターに Outpost をインストールして設定しておく必要があります。
• Outpost と AWS リージョンの間に信頼できるネットワーク接続が必要です。
• -AWSOutpost のリージョンはをサポートする必要がありますAWS App Mesh。サポートされている
リージョンのリストについては、「」を参照してください。AWS App Meshエンドポイントとクォー
タのAWS全般のリファレンス。

制約事項
以下に App Mesh を使用する場合の制限事項を示します。AWSOutposts:
• AWS Identity and Access Management、Application Load Balancer、Network Load Balancer、Classic
Load Balancer、および Amazon Route 53 はAWS地域。Outposts にはない。これにより、これらのサー
ビスとコンテナ間のレイテンシーが増加します。

ネットワーク接続に関する考慮事項
Amazon EKS のネットワーク接続に関する考慮事項を次に示します。AWSOutposts:
• アウトポストとアウトポスト間のネットワーク接続の場合AWSリージョンが失われ、App Mesh Envoy
プロキシは引き続き実行されます。ただし、接続が復元されるまで、サービスメッシュは変更できませ
ん。
• Outpost と Outpost 間で、信頼性が高く、可用性が高い、低レイテンシーの接続を提供することをお勧
めします。AWSリージョン。

Outpost でのApp Mesh Envoy プロキシの作成
前哨基地は、AWSリージョンを使用して、アカウント内の Amazon VPC を拡張して、複数のアベイラビ
リティーゾーンおよび関連する Outpost ロケーションにまたがることができます。Outpost を設定すると
き、サブネットをそれに関連付けて、リージョン VPC 環境をオンプレミス施設に拡張します。Outpost の
インスタンスは、サブネットが関連付けられたアベイラビリティーゾーンと同様に、リージョン VPC の一
部として表示されます。
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Outpost でApp Mesh Envoy プロキシを作成するには、App Mesh Envoy コンテナイメージを Amazon
ECS タスクまたは Outpost で実行されている Amazon EKS ポッドに追加します。詳細については、「」
を参照してください。の Amazon Elastic ContainerAWSOutpostsのの Amazon Elastic Container Serviceそ
しての Amazon Elastic Kubernetes ServiceAWSOutpostsのAmazon EKS ユーザーガイド。
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App Mesh のトラブルシューティング
この章では、トラブルシューティングのベストプラクティスと App Mesh の使用時に発生する可能性のあ
る一般的な問題について説明します。次の領域のいずれかを選択して、その領域のベストプラクティスと
一般的な問題を確認します。
トピック
• App Mesh のトラブルシューティングのベストプラクティス (p. 164)
• App Mesh 設定のトラブルシューティング (p. 165)
• App Mesh 接続のトラブルシューティング (p. 170)
• App Mesh スケーリング (p. 176)
• App Mesh の可観測性 (p. 178)
• App Mesh セキュリティのトラブルシューティング (p. 181)
• App Mesh Kubernetes のトラブルシューティング (p. 184)

App Mesh のトラブルシューティングのベストプラ
クティス
このトピックのベストプラクティスに従って、App Mesh を使用する際の問題をトラブルシューティング
するようお勧めします。

Envoy プロキシ管理インターフェイスを有効にする
Envoy プロキシには、設定と統計の検出、および Connection Draining などのその他の管理機能を実行す
るために使用できる管理インターフェイスが付属しています。詳細については、Envoy ドキュメント「管
理インターフェイス」を参照してください。
マネージド Envoy イメージ (p. 145) を使用する場合、管理エンドポイントは、デフォルトでポート 9901
が有効化されています。App Mesh 設定のトラブルシューティング (p. 165) の例では、管理エンドポイン
ト URL は、http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/ のように表示されます。

Note
管理エンドポイントは、パブリックインターネットに公開されることはありません。
さらに、ENVOY_ADMIN_ACCESS_LOG_FILE 環境変数によって、デフォルトで /tmp/
envoy_admin_access.log に設定されている管理エンドポイントログをモニタリングするよう
お勧めします

メトリクスオフロードの Envoy DogStats D 統合を有
効にする
Envoy プロキシは、OSI レイヤー 4 およびレイヤー 7 のトラフィックおよび内部プロセスのヘルスの統計
情報をオフロードするように設定できます。このトピックでは、メトリクスや Prometheus CloudWatch
などのシンクにメトリクスをオフロードせずにこれらの統計を使用する方法を説明します。これらの統計
をすべてのアプリケーションの一元管理された場所に配置すると、問題の診断と動作の迅速な確認に役立
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ちます。詳細については、「Amazon CloudWatch メトリックスの使用」と「Prometheus ドキュメント」
を参照してください。
DogStatsD メトリックは、で定義されているパラメータを設定することで設定できますDogStatsD 変
数 (p. 151)。 DogStatsD の詳細については、DogStatsD のマニュアルを参照してください。Amazon ECS
の基本チュートリアルを使用した「App Mesh」に、AWS CloudWatch GitHubメトリクスへのメトリクス
オフロードのデモがあります。

アクセスログの有効化
仮想ノード (p. 75) と 仮想ゲートウェイ (p. 66) でアクセスログを有効にして、アプリケーション間のト
ラフィックの推移の詳細を確認するようお勧めします。詳細については、Envoy ドキュメントに記載の
「アクセスログ」を参照してください。ログには、OSI レイヤー 4 およびレイヤー 7 のトラフィック動作
に関する詳細情報が表示されます。Envoy のデフォルトのフォーマットを使用すると、Logs Insights で
CloudWatch 、アクセスログを分析できます。次の構文解析ステートメントを使用します。
parse @message "[*] \"* * *\" * * * * * * * * * * *" as StartTime, Method, Path,
Protocol, ResponseCode, ResponseFlags, BytesReceived, BytesSent, DurationMillis,
UpstreamServiceTimeMillis, ForwardedFor, UserAgent, RequestId, Authority, UpstreamHost

本番稼働前の環境で、Envoy デバッグログを有効にす
る
本番稼働前の環境では、Envoy プロキシのログレベルを debug に設定するようお勧めします。デバッグ
ログは、関連する App Mesh 設定を本番稼働環境に移行する前に、問題を特定する役に立ちます。
Envoy イメージ (p. 145)使用している場合、ログレベルを ENVOY_LOG_LEVEL 環境変数で debug に設定
できます。

Note
本番稼働環境での debug レベルの使用はお勧めしていません。レベルをdebugに設定すると、ロ
グのパフォーマンスと全体的なコストに影響を与える可能性があります。CloudWatch ログのパ
フォーマンスと全体的なコストに影響を与える可能性があります。
Envoy のデフォルトのフォーマットを使用すると、Logs Insights でCloudWatch 、プロセスログを分析で
きます。次の構文解析ステートメントを使用します。
parse @message "[*][*][*][*] [*] *" as Time, Thread, Level, Name, Source, Message

App MeshコントロールプレーンによるEnvoyプロキシ
接続の監視
control_plane.connected_stateEnvoyメトリクスを監視して、EnvoyプロキシがApp Meshコント
ロールプレーンと通信して動的構成リソースを取得していることを確認することをお勧めします。詳細に
ついては、「管理サーバー」を参照してください。

App Mesh 設定のトラブルシューティング
このトピックでは、App Mesh 設定で発生する可能性のある一般的な問題の詳細を説明します。
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Envoy コンテナイメージをプルできない
症状
Amazon ECS タスクで、次のエラーメッセージが表示されます。次のメッセージの Amazon ECR #####
ID と#####は、コンテナイメージを取得した Amazon ECR リポジトリによって異なる場合があります。
CannotPullContainerError: Error response from daemon: pull access denied
for 840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy, repository does not
exist or may require 'docker login'

解像度
このエラーは、使用されているタスク実行ロールに Amazon ECR と通信するアクセス許可がなく、リポジ
トリから Envoy コンテナイメージをプルできないことを示しています。Amazon ECS タスクに割り当てら
れたタスク実行ロールには、次のステートメントを含む IAM ポリシーが必要です。
{

"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:us-west-2:111122223333:repository/aws-appmesh-envoy",
"Effect": "Allow"

},
{

}

"Action": "ecr:GetAuthorizationToken",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

App Mesh Envoy 管理サービスに接続できない
症状
Envoy プロキシが App Mesh Envoy 管理サービスに接続できません。次が表示されます：
• 接続がエラーを拒否しました
• 接続タイムアウトしました
• App Mesh Envoy 管理サービスエンドポイントの解決中にエラーが発生しました
• gRPC エラー
解像度
Envoy プロキシがインターネットまたはプライベートVPC エンドポイント (p. 127)にアクセスできるこ
と、およびセキュリティグループがポート 443 でのアウトバウンドトラフィックを許可していること
を確認してください。App Mesh の公開 Envoy 管理サービスのエンドポイントは、完全修飾ドメイン名
(FQDN、Fully Qualified Domain Name) フォーマットに従います。
# App Mesh Production Endpoint
appmesh-envoy-management.Region-code.amazonaws.com
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# App Mesh Preview Endpoint
appmesh-preview-envoy-management.Region-code.amazonaws.com

次のコマンドを使用して、EMS への接続をデバッグできます。これにより、有効だが空の gRPC 要求が
Envoy 管理サービスに送信されます。
curl -v -k -H 'Content-Type: application/grpc' -X POST https://
appmesh-envoy-management.Region-code.amazonaws.com:443/
envoy.service.discovery.v3.AggregatedDiscoveryService/StreamAggregatedResources

これらのメッセージを受け取った場合、Envoy Management Service への接続は機能しています。gRPC
関連のエラーのデバッグについては、「Envoy が エラーテキストで App Mesh Envoy 管理サービスから切
断されました」を参照してください。
grpc-status: 16
grpc-message: Missing Authentication Token

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

Envoy がエラーテキストで App Mesh Envoy 管理サー
ビスから切断されました
症状
Envoy プロキシは、App Mesh Envoy 管理サービスへの接続して設定を受信することができませ
ん。Envoy プロキシログには、次のようなログエントリが含まれています。
gRPC config stream closed: gRPC status code, message

解像度
ほとんどの場合、ログのメッセージ部分は問題を示しているはずです。次の表に、表示される可能性のあ
る最も一般的な gRPC ステータスコード、その原因、および解決策を示します。
gRPC ステータスコード

原因

解像度

0

Envoy 管理サービスから正常に
切断します。

問題はありません。App Mesh
は、このステータスコードで
Envoy プロキシを切断するこ
とがあります。Envoy は再接続
し、更新を受信し続けます。

3

メッシュエンドポイント (仮想
ノードまたは仮想ゲートウェ
イ) 、または関連するリソースの
1 つが見つかりませんでした。

Envoy 設定を再チェックして、
それが表す App Mesh リソー
スの適切な名前があることを
チェックします。App Mesh リ
ソースが、AWS Cloud Map 名
前空間やACM証明書などの他の
AWS リソースと統合されている
場合、それらのリソースが存在
することを確認します。
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gRPC ステータスコード

原因

解像度

7

Envoy プロキシは、Envoy 管理
サービスへの接続や関連リソー
スの取得などのアクションの実
行を許可されていません。

App Mesh やその他のサービ
スに適切なポリシーステート
メントを持つIAMポリシーを作
成 (p. 117)し、Envoy プロキシ
が Envoy 管理サービスに接続す
るために使用している IAM ユー
ザーまたはロールに、そのポリ
シーを添付していることを確認
してください。

8

特定の App Mesh リソースの
Envoy プロキシの数がアカウン
トレベルのサービスクォータを
超えています。

デフォルトのアカウントクォー
タの詳細および引き上げを
リクエストする方法につい
ては、「App Mesh Service
Quotas (p. 192)」を参照してく
ださい。

16

Envoy プロキシには、AWS の
有効な認証資格情報がありませ
ん。

Envoy に接続する適切な資格
情報があることを確認します
AWSIAM ユーザーまたはロール
を介したサービス。

Envoy プロキシからのステータスコードやメッセージは、次のクエリを使用して、Amazon CloudWatch
Insights で監視できます。
filter @message like /gRPC config stream closed/
| parse @message "gRPC config stream closed: *, *" as StatusCode, Message

表示されたエラーメッセージが役に立たなかったり、問題が解決しない場合は、issueGitHub のオープン
を検討してください。

Envoy コンテナのヘルスチェック、準備状態プロー
ブ、またはライブネスプローブの失敗
症状
Envoy プロキシが Amazon ECS タスク、Amazon EC2 インスタンス、Kubernetes ポッドでヘルスチェッ
クに失敗しています。例えば、次のコマンドを使用して Envoy 管理インターフェースをクエリし、LIVE
以外のステータスを受け取ります。
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/server_info | jq '.state'

解像度
Envoy プロキシによって返されるステータスに応じた修復手順の一覧を次に示します。
• PRE_INITIALIZING または INITIALIZING — Envoy プロキシがまだ設定を受信していないか、まだ
接続できないため App Mesh Envoy 管理サービスから設定を取得できない。Envoy 管理サービスから接
続しようとしたときに、 Envoy がエラーを受信している可能性があります。詳細については、「Envoy
がエラーテキストで App Mesh Envoy 管理サービスから切断されました (p. 167)」を参照してくださ
い。
• DRAINING — Envoy プロキシは、Envoy 管理インターフェースの /healthcheck/fail または
/drain_listeners リクエストに応答して接続のドレインを開始しました。Amazon ECS タス
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ク、Amazon EC2 インスタンス、または Kubernetes ポッドを終了する場合を除き、管理インターフェ
イスでこれらのパスを呼び出すことはお勧めしません。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

ロードバランサーからメッシュエンドポイントへのヘ
ルスチェックが失敗している
症状
メッシュエンドポイントは、コンテナヘルスチェックまたは準備プローブによって正常と見なされます
が、ロードバランサーからメッシュエンドポイントへのヘルスチェックが失敗しています。
解像度
この問題を解決するには、次のタスクを完了します。
• メッシュエンドポイントに関連するセキュリティグループが、ヘルスチェック用に設定したポートのイ
ンバウンドトラフィックを受け入れていることを確認してください。
• 手動で要求された場合、ヘルスチェックが一貫して成功していることを確認します。例えば、VPC 内の
踏み台ホストです。
• 仮想ノードのヘルスチェックを設定する場合は、アプリケーションにヘルスチェックエンドポイントを
実装することをお勧めします。例えば、HTTP の場合は /ping などです。これにより、Envoy プロキシ
とアプリケーションの両方がロードバランサーからルーティング可能になります。
• 必要な機能に応じて、仮想ノードには任意の Elastic Load Balancer タイプを使用できます。詳細につい
ては、「Elastic Load Balancing の機能」を参照してください。
• 仮想ゲートウェイ (p. 66)のヘルスチェックを設定する場合は、仮想ゲートウェイのリスナーポートに
TCP または TLS ヘルスチェックを備えたネットワークロードバランサーを使用することをお勧めしま
す。これにより、仮想ゲートウェイリスナーがブートストラップされ、接続を受け入れる準備ができて
いることが保証されます。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

仮想ゲートウェイがポート 1024 以下のトラフィック
を受け入れない
症状
仮想ゲートウェイは、ポート 1024 以下のトラフィックを受け入れませんが、1024 より大きいポート番号
のトラフィックを受け入れます。例えば、次のコマンドを使用して Envoy 統計をクエリし、ゼロ以外の値
を受け取ります。
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep "update_rejected"

特権ポートへのバインド障害を示す、次のテキストのようなテキストがログに、表示される場合がありま
す。
gRPC config for type.googleapis.com/envoy.api.v2.Listener rejected: Error adding/updating
listener(s) lds_ingress_0.0.0.0_port_<port num>: cannot bind '0.0.0.0:<port num>':
Permission denied
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解像度
この問題を解決するには、ゲートウェイに指定したユーザーに linux 機能 CAP_NET_BIND_SERVICE が必
要です。詳細については、「Linux プログラマーズマニュアル」の「機能」、「ECS タスク定義パラメー
タ」の「Linux パラメータ」、および Kubernetes ドキュメントの「コンテナの機能の設定」を参照してく
ださい。

Important
Fargate は 1024 より大きいポート値を使用する必要があります。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

App Mesh 接続のトラブルシューティング
このトピックでは、App Mesh 接続で発生する可能性のある一般的な問題の詳細を説明します。

仮想サービスの DNS 名を解決できません
症状
アプリケーションは、接続しようとしている仮想サービスの DNS 名を解決できません。
解像度
これは既知の問題です。詳細については、「 VirtualServices 任意のホスト名または FQDN GitHub の問
題」を参照してください。App Mesh の仮想サービスには任意の名前を付けることができます。仮想サー
ビス名のDNS A レコードがあり、アプリケーションが仮想サービス名を解決できる限り、リクエストは
Envoy によってプロキシされ、適切な宛先にルーティングされます。この問題を解決するには、仮想サー
ビス名の 10.10.10.10 などの非ループバック IP アドレスにDNS A レコードを追加します。DNS A レ
コードは、次の条件で使用できます。
• プライベートホストゾーン名の末尾に名前が付いている場合には、Amazon Route 53 内
• アプリケーションコンテナの /etc/hosts ファイル内
• 管理するサードパーティー DNS サーバー内
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

仮想サービスのバックエンドに接続できない
症状
アプリケーションは、仮想ノードのバックエンドとして定義された仮想サービスへの接続を確立できませ
ん。接続を確立しようとすると、接続が完全に失敗したり、アプリケーションの観点から見たリクエスト
が HTTP 503 レスポンスコードで失敗する可能性があります。
解像度
アプリケーションがまったく接続に失敗した場合 (HTTP 503 レスポンスコードが返されない場合) は、次
の手順を実行します。
• コンピューティング環境が App Mesh で動作するように設定されていることを確認してください。
• Amazon ECS の場合は、適切なプロキシ設定 (p. 117)が有効になっていることを確認してください。
end-to-end チュートリアルについては、「App Mesh と Amazon ECS の使用を開始する」を参照して
ください。
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• Amazon EKS を含む Kubernetes については、Helm を介して最新のApp Mesh コントローラーがイン
ストールされていることを確認してください。詳細については、Helm Hub の「App Mesh コントロー
ラー」または「チュートリアル: Kubernetes とのApp Mesh 統合を設定する」を参照してください。
• Amazon EC2 の場合は、App Mesh トラフィックをプロキシするための Amazon EC2 インスタンスを
設定していることを確認してください。詳細については、「サービスの更新」を参照してください。
• コンピューティングサービスで実行されている Envoy コンテナが App Mesh Envoy 管理
サービスに正常に接続されていることを確認してください。これを確認するには、その
フィールドの使節データを確認しますcontrol_plane.connected_state。詳細について
はcontrol_plane.connected_state、トラブルシューティングのベストプラクティスの「Envoy
Proxy接続の監視」を参照してください。
Envoyが最初に接続を確立できたが、その後接続が切断され、再接続されなかった場合は、EnvoyがApp
Mesh Envoy管理サービスから切断され、エラーテキストが表示されるので、接続が切断された理由をト
ラブルシューティングしてください。
アプリケーションが接続してもリクエストが HTTP 503 レスポンスコードで失敗する場合は、次のこと
を試してください。
• 接続する仮想サービスがメッシュに存在することを確認してください。
• 仮想サービスにプロバイダー (仮想ルーターまたは仮想ノード) があることを確認してください。
• Envoy プロキシログで、次のエラーメッセージがないか調べます。
• No healthy upstream — Envoy プロキシがルートしようとしている仮想ノードに、解決済み
のエンドポイントがないか、正常なエンドポイントがありません。ターゲット仮想ノードに正しい
サービスディスカバリとヘルスチェック設定があることを確認してください。
バックエンド仮想サービスのデプロイまたはスケーリング中にサービスへのリクエストが失敗し
た場合は、仮想サービスに仮想ノードプロバイダーがある場合、一部のリクエストが失敗して、
HTTP ステータスコード 503 を表示する (p. 173) のガイダンスに従ってください。
• No cluster match for URL — これは、リクエストが、仮想ルーター)プロバイダで定義された
どのルートで定義されている基準にも一致しない、仮想サービスに送信された場合に発生する可能
性が多々あります。パスと HTTP リクエストヘッダーが正しいことを確認して、アプリケーション
からのリクエストがサポートされているルートに送信されていることを確認してください。
• No matching filter chain found — これは、リクエストが無効なポート上の仮想サービスに
送信された場合に発生する可能性が多々あります。アプリケーションからの要求が、仮想ルーター
で指定された同じポートを使用していることを確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

外部サービスに接続できない
症状
アプリケーションがメッシュ外のサービスに接続できません。例えば、amazon.com。
解像度
デフォルトでは、App Mesh は、メッシュ内のアプリケーションからメッシュ外の宛先へのアウトバウン
ドトラフィックを許可しません。外部サービスとの通信を有効にするには、次の 2 つのオプションがあり
ます。
• メッシュリソースのアウトバウンドフィルターをALLOW_ALL に設定します。この設定により、メッ
シュ内のすべてのアプリケーションは、メッシュの内外にあるすべての宛先 IP アドレスと通信を許可さ
れます。
• 仮想サービス、仮想ルーター、ルート、および仮想ノードを使用して、メッシュ内の外部サービスをモ
デル化します。例えば、外部サービス example.com をモデル化するには、仮想ルーターとルートを
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使用して example.com という名前の仮想サービスを作成し、DNS サービスディスカバリホスト名が
example.com の仮想ノードに、すべてのトラフィックを送信します。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

MySQL または SMTP サーバーに接続できない
症状
SMTP サーバーや仮想ノード定義を使用する MySQL データベースなど、すべての宛先 (メッシュ
EgressFilter type=ALLOW_ALL) へのアウトバウンドトラフィックを許可すると、アプリケーション
からの接続が失敗します。例として、MySQL サーバーへの接続を試みたときのエラーメッセージを次に
示します。
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication
packet', system error: 0

解像度
この問題は既知の問題であり、App Meshのイメージバージョン1.15.0以降を使用することで解決します。
詳細については、「App Mesh で MySQL に接続できない」 GitHub を参照してください。このエラー
は、App Mesh で設定したEnvoy の送信リスナーが Envoy TLS Inspector のリスナーフィルターを追加す
るため発生します。詳細については、Envoy ドキュメントの「TLS Inspector」を参照してください。を参
照してください。このフィルターは、クライアントから送信された最初のパケットを調べて、接続が TLS
を使用しているかどうかを評価します。ただし、MySQL と SMTP では、サーバーは接続後に最初のパ
ケットを送信します。MySQL の詳細については、MySQL ドキュメントの「初期ハンドシェイク」を参照
してください。サーバーが最初のパケットを送信するため、フィルターでの検査は失敗します。

Envoy のバージョンに応じて、この問題を回避するには:
• App Mesh イメージ Envoy のバージョンが 1.15.0 以降の場合は、MySQL、SMTP、MSSQLなどの外部
サービスをアプリケーションの仮想ノードのバックエンドとしてモデル化しないでください。
• App Mesh イメージの Envoy のバージョンが 1.15.0 以前の場合は、MySQL のサービスの
APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS の値リストに、STMP に使用しているポートとして、ポート
3306 を追加します。

Important
デフォルトの SMTP ポートは 25、587、465 ですが、使用しているポートのみを
APPMESH_EGRESS_IGNORED_PORTS にに追加する必要があり、3つすべてを追加する必要はあり
ません。
詳細については、Kubernetes の「更新サービス」、Amazon ECS の「更新サービス」、または Amazon
EC2 の「更新サービス」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、GitHub 既存の問題の詳細をお知らせいただくか、AWSSupport にお問
い合わせください。

App Mesh で TCP 仮想ノードまたは仮想ルーターとし
てモデル化されたサービスに接続できない
症状
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アプリケーションは、App Mesh PortMapping定義の TCP プロトコル設定を使用するバックエンドに接続
できません。
解像度
これは既知の問題です。詳細については、「の同じポート上の複数の TCP 宛先へのルーティング」を参照
してください GitHub。現在、App Mesh では、OSI レイヤー 4 で Envoy プロキシに提供される情報の制限
により、TCP としてモデル化された複数のバックエンド宛先を同じポートを共有することは許可されてい
ません。TCP トラフィックがすべてのバックエンド送信先で適切にルーティングされるようにするには、
次の手順を実行します。
• すべての宛先が一意のポートを使用していることを確認してください。バックエンド仮想サービスに仮
想ルータープロバイダーを使用している場合は、ルーティング先の仮想ノードのポートを変更せずに、
仮想ルーターポートを変更できます。これにより、Envoy プロキシが仮想ノードで定義されたポートを
引き続き使用する間、アプリケーションは仮想ルーターのポートで接続を開くことができます。
• TCP としてモデル化された送信先が MySQL サーバー、または接続後にサーバが最初のパケットを送信
するその他の TCP ベースのプロトコルである場合は、「MySQL または SMTP サーバーに接続できな
い (p. 172)」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、GitHub既存の問題の詳細をお知らせいただくか、AWSSupport にお問
い合わせください。

仮想ノードの仮想サービスバックエンドとしてリスト
されていないサービスへの接続に成功する
症状
アプリケーションは、仮想ノードの仮想サービスバックエンドとして指定されていない送信先に接続して
トラフィックを送信できます。
解像度
App Mesh API でモデル化されていない送信先へのリクエストが成功した場合、メッシュのアウトバウン
ドフィルタータイプが ALLOW_ALL に設定されていることが最も可能性の高い原因となります。アウトバ
ウンドフィルターが ALLOW_ALL に設定されている場合、アプリケーションからのアウトバウンドリクエ
ストのうち、モデル化された送信先 (バックエンド) に一致しないものは、アプリケーションが設定した送
信先 IP アドレスに送信されることになります。
メッシュでモデル化されていない宛先へのトラフィックを許可しない場合は、アウトバウンドフィルター
の値をDROP_ALL に設定することを検討してください。。

Note
メッシュアウトバウンドフィルター値を設定すると、メッシュ内のすべての仮想ノードに影響し
ます。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

仮想サービスに仮想ノードプロバイダーがある場合、
一部のリクエストが失敗して、 HTTP ステータスコー
ド 503 を表示する
症状
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アプリケーションのリクエストの一部は、仮想ルータープロバイダーではなく仮想ノードプロバイダーを
使用している仮想サービスバックエンドで失敗します。仮想サービスに仮想ルータープロバイダーを使用
する場合、リクエストは失敗しません。
解像度
これは既知の問題です。詳細については、の「仮想ノードプロバイダーのポリシーを再試行」を参照して
ください GitHub。仮想ノードを仮想サービスのプロバイダーとして使用する場合、仮想サービスのクライ
アントが使用するデフォルトの再試行ポリシーを指定することはできません。これに対し、仮想ルーター
のプロバイダーでは、リトライポリシーは子ルートリソースのプロパティであるため、指定することが可
能です。
仮想ノードプロバイダーへのリクエストの失敗を減らすには、代わりに仮想ルーターのプロバイダーを使
用し、そのルートで再試行ポリシーを指定します。アプリケーションへのリクエストの失敗を減らすその
他の方法については、「App Mesh のベストプラクティス (p. 95)」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

Amazon EFS ファイルシステムに接続できない
症状
Amazon EFS ファイルシステムをボリュームとして Amazon ECS タスクを設定すると、次のエラーでタ
スクは失敗し始めます。
ResourceInitializationError: failed to invoke EFS utils commands to set up EFS volumes:
stderr: mount.nfs4: Connection refused : unsuccessful EFS utils command execution; code:
32

解像度
これは既知の問題です。このエラーは、タスク内のコンテナが開始される前に Amazon EFS への NFS
接続が発生するために発生します。このトラフィックは、プロキシ設定によって Envoy にルーティン
グされますが、この時点では実行されません。スタートアップの順序が原因で、NFS クライアントは
Amazon EFS ファイルシステムへの接続に失敗し、タスクの起動に失敗します。この問題を解決するに
は、Amazon ECS タスク定義のプロキシ設定の EgressIgnoredPorts 設定値リストにポート 2049 を追
加します。詳細については、「プロキシ設定ファイル」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

接続は正常にサービスされるが、受信リクエストが
Envoy のアクセスログ、トレース、またはメトリクス
に表示されない
症状
アプリケーションが別のアプリケーションに接続してリクエストを送信できる場合でも、アクセスログま
たは Envoy プロキシのトレース情報で受信リクエストを表示できません。
解像度
これは既知の問題です。詳細については、GitHub issue の「iptables ルールのセットアップ」を参照し
てください。Envoy プロキシは、対応する仮想ノードがリッスンしているポートへのインバウンドトラ
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フィックのみをインターセプトします。他のポートへのリクエストは、Envoy プロキシをバイパスし、そ
の背後にあるサービスに直接到達します。Envoy プロキシがサービスのインバウンドトラフィックをイン
ターセプトできるようにするには、仮想ノードとサービスを同じポートでリッスンするように設定する必
要があります。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

コンテナレベルで 設定方法 HTTP_PROXY /
HTTPS_PROXY 環境変数を設定すると、期待どおりに
動作しません。
症状
HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY が次の環境変数として設定されている場合：
• App Mesh が有効になっているタスク定義のアプリケーションのコンテナでは、App Mesh サービスの
名前空間に送信されるリクエストは、Envoy サイドカーから HTTP 500 エラーレスポンスを受け取りま
す。
• App Mesh が有効になっているタスク定義の Envoy コンテナでは、Envoy サイドカーから出るリクエス
トが HTTP / HTTPS プロキシサーバーを通らず、環境変数が動作しなくなります。
解像度
アプリケーションコンテナの場合:
App Mesh は、タスク内のトラフィックが Envoy プロキシを通過することによって機能しま
す。HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY設定は、コンテナのトラフィックが別の外部プロキシを通過するように
設定することで、この動作を上書きします。トラフィックは、引き続き Envoy によってインターセプトさ
れますが、外部プロキシを使用したメッシュトラフィックのプロキシはサポートされません。
メッシュ以外のすべてのトラフィックをプロキシする場合は、次の例のように、メッシュの CIDR /名前空
間、ローカルホスト、および認証情報のエンドポイントを含めるように NO_PROXY を設定してください。
NO_PROXY=localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,169.254.170.2,10.0.0.0/16

Envoy コンテナの場合:
Envoy では汎用プロキシはサポートされていません。これらの変数を設定することはお勧めしません。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

ルートのタイムアウトを設定した後でも、アップスト
リームのリクエストがタイムアウトします。
症状
次のタイムアウトを定義しました。
• ルートですが、アップストリームリクエストのタイムアウトエラーがまだ発生しています。
• 仮想ノードリスナーとタイムアウト、およびルートの再試行タイムアウトですが、アップストリームリ
クエストのタイムアウトエラーが発生しています。
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解像度
15 秒を超える高レイテンシーのリクエストが正常に完了するには、ルートと仮想ノードのリスナーレベル
の両方でタイムアウトを指定する必要があります。
デフォルトの 15 秒より大きいルートのタイムアウトを指定する場合は、すべての参加仮想ノードのリス
ナーにもタイムアウトが指定されていることを確認してください。ただし、タイムアウトをデフォルト
より低い値に減らすと、仮想ノードのタイムアウトを更新することはオプションとなります。仮想ノード
とルートを設定するときのオプションの詳細については、「仮想ノード」と「ルート」を参照してくださ
い。
再試行ポリシーを指定した場合、リクエストタイムアウトに指定する時間は、常に再試行タイムアウ
トに再試行ポリシーで定義した最大再試行回数を掛けた値以上である必要があります。これにより、すべ
ての再試行でのリクエストが正常に完了します。詳細については、「ルート」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

使節は HTTP 不正リクエストで応答します。
症状
Envoyは、Network Load Balancer (NLB) を介して送信されたすべてのリクエストに対して HTTP 400 Bad
リクエストで応答します。Envoyのログを確認すると、次のことがわかります。
• デバッグログの生成:
dispatch error: http/1.1 protocol error: HPE_INVALID_METHOD

• アクセスログ:
"- - HTTP/1.1" 400 DPE 0 11 0 - "-" "-" "-" "-" "-"

解像度
解決策は、NLB のターゲットグループ属性でプロキシプロトコルバージョン 2 (PPv2) を無効にすること
です。
現在のところ、PPv2は、App Meshコントロールプレーンを使用して実行される仮想ゲートウェイと仮想
ノードEnvoyではサポートされていません。KubernetesAWS でロードバランサーコントローラーを使用し
て NLB をデプロイする場合は、次の属性をに設定して PPv2 を無効にしますfalse。
service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-target-group-attributes:
proxy_protocol_v2.enabled

NLB リソース属性の詳細については、「AWSLoad Balancer コントローラーの注釈」を参照してくださ
い。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

App Mesh スケーリング
このトピックでは、App Mesh のスケーリングで発生する可能性のある一般的な問題を詳細に説明しま
す。
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仮想ノード/仮想ゲートウェイの 50 レプリ
カを超えてスケーリングすると、接続が失
敗し、コンテナのヘルスチェックが失敗する

仮想ノード/仮想ゲートウェイの 50 レプリカを超えて
スケーリングすると、接続が失敗し、コンテナのヘル
スチェックが失敗する
症状
仮想ノード/仮想ゲートウェイのレプリカ数（Amazon ECS タスク、Kubernetes ポッド、Amazon EC2
インスタンスなど）を 50 個以上に増やしていると、新規および現在実行中の Envoy コンテナのヘルス
チェックが失敗し始めます。仮想ノード/仮想ゲートウェイにトラフィックを送信するダウンストリームア
プリケーションは、HTTP ステータスコード 503 でリクエストの失敗を確認し始めます。
解像度
仮想ノード/仮想ゲートウェイあたりのエンボイ数に対する App Mesh のデフォルトのクォータは 50 で
す。実行中の Envoys の数がこのクォータを超えると、新規で現在実行中の Envoy は、gRPC ステータス
コード 8 (RESOURCE_EXHAUSTED)を使用して App Mesh の Envoy 管理サービスに接続できません。この
クォータは、引き上げることができます。詳細については、「App Mesh Service Quotas (p. 192)」を参
照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

仮想サービスバックエンドが水平方向にスケールアウ
トまたはスケールインする場合、リクエストが 503
で失敗する
症状
バックエンド仮想サービスが水平方向にスケールアウトまたはスケールインされると、ダウンストリーム
アプリケーションからのリクエストは失敗し、HTTP 503 ステータスコードを表示します。
解像度
App Mesh では、アプリケーションを水平方向にスケーリングしながら、障害発生を緩和するためのいく
つかのアプローチを推奨しています。これらの障害を防ぐ方法の詳細については、「App Mesh のベスト
プラクティス (p. 95)」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

ロードが増加すると、Envoy コンテナがセグメンテー
ション違反でクラッシュする
症状
トラフィックのロードが高い場合、セグメンテーション違反 (Linux 終了コード 139) により Envoy プロキ
シがクラッシュします。Envoy プロセスログには、次のようなステートメントが含まれています。
Caught Segmentation fault, suspect faulting address 0x0"
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解像度
Envoy プロキシは、オペレーティングシステムのデフォルトの nofile ulimit に違反している可能性がありま
す。これは、プロセスが一度に開くことができるファイル数の制限です。この違反は、トラフィックがよ
り多くの接続を引き起こし、追加のオペレーティングシステムソケットを消費することが原因です。この
問題を解決するには、ホストオペレーティングシステムで ulimit nofile 値を増やします。Amazon ECS を
使用している場合は、この制限は、タスク定義のリソース制限設定のUlimit設定を介して変更できます。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

デフォルトリソースの増加がサービスの制限に反映さ
れない
症状
App Mesh リソースのデフォルト制限を増やした後、サービスの制限を確認しても新しい値は反映されま
せん。
解像度
新しい制限は、現在表示されていませんが、お客様は引き続きそれらを行使できます。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

大量のヘルスチェックコールが原因でアプリケーショ
ンがクラッシュする
症状
仮想ノードのアクティブなヘルスチェックを有効にすると、ヘルスチェックのコール数が増加します。ア
プリケーションに対して行われるヘルスチェックコールのボリュームが大幅に増加したため、アプリケー
ションがクラッシュします。
解像度
アクティブなヘルスチェックが有効な場合、ダウンストリーム (クライアント) の各 Envoy エンドポイント
は、ルーティングを決定するために、アップストリームのクラスター (サーバー) の各エンドポイントにヘ
ルスリクエストを送信します。その結果、ヘルスチェックのリクエストの総数は、number of client
Envoys * number of server Envoys * active health check frequency になります。
この問題を解決するには、ヘルスチェックのプローブの頻度を変更します。これにより、ヘルスチェック
プローブの総ボリュームが減少します。App Mesh では、アクティブなヘルスチェックに加えて、パッシ
ブヘルスチェックの手段として外れ値の検出を設定できます。外れ値検出を使用して、連続した 5xx レス
ポンスに基づいて特定のホストを削除するタイミングを設定します。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

App Mesh の可観測性
このトピックでは、App Mesh の観測性で発生する可能性のある一般的な問題を詳細に説明します。
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アプリケーションのト AWS X-Ray トレースを表示で
きない
症状
App Mesh のアプリケーションが X-Ray コンソールまたは API に X-Ray トレース情報を表示していませ
ん。
解像度
App Mesh で X-Ray を使用するには、アプリケーション、サイドカーコンテナ、および X-Ray サービス
間の通信を有効にするようにコンポーネントを正しく設定する必要があります。次の手順を実行して、XRay が正しく設定されていることを確認します。
• App Mesh 仮想ノードリスナープロトコルがとして設定されていないことを確認してくださいTCP。
• アプリケーションとともにデプロイされた X-Ray コンテナが UDP ポート 2000 を公開し、ユーザー
1337 として実行されることを確認します。詳細については、の「Amazon ECS X-Ray の例」を参照し
てください GitHub。
• Envoy コンテナでトレースが有効になっていることを確認します。App Mesh Envoy イメー
ジ (p. 145)を使用している場合、ENABLE_ENVOY_XRAY_TRACING 環境変数を 1 の値に設定
し、XRAY_DAEMON_PORT 環境変数を 2000 に設定することで、X-Ray を有効にできます。
• 言語固有の SDK の1つを使用してアプリケーションコードに X-Ray を実装した場合は、言語のガイドに
従って、正しく設定されていることを確認してください。
• 前の項目がすべて正しく設定されている場合は、X-Ray コンテナのログでエラーがないか確認し、AWS
X-Ray のトラブルシューティングのガイダンスに従ってください。App Mesh での X-Ray 統合に関する
より詳細な説明は、「X-Ray と App Mesh 統合」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

Amazon メトリクスでは、自分のアプリケーションの
Envoy CloudWatch メトリクスを表示できません
症状
App Mesh 内のアプリケーションは、Envoy プロキシによって生成されたメトリクスを App Mesh
CloudWatch 内のメトリクスに送信していません。
解像度
App Mesh CloudWatch でメトリクスを使用する場合は、Envoy プロキシ、 CloudWatch エージェントサイ
ドカー、 CloudWatch メトリクスサービス間の通信を有効にするために、いくつかのコンポーネントを正
しく設定する必要があります。次の手順を実行して、Envoy CloudWatch プロキシのメトリクスが正しく
設定されていることを確認してください。
• App Mesh CloudWatch のエージェントイメージを使用していることを確認てください。詳細について
は、App Mesh CloudWatch エージェントのオンを参照してください GitHub。
• プラットフォーム固有の使用手順に従って、App Mesh CloudWatch 用のエージェントが適切に設定され
ていることを確認してください。詳細については、App Mesh CloudWatch エージェントのオンを参照し
てください GitHub。
• 前の項目がすべて正しく設定されている場合は、 CloudWatch エージェントのコンテナログでエラーが
ないか確認し、「エージェントのトラブルシューティング」に記載されているガイダンスに従ってくだ
さい。 CloudWatch
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ンプリングルールを設定できない

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

AWS X-Ray トレースのカスタムサンプリングルール
を設定できない
症状
アプリケーションで X-Ray トレースを使用していますが、トレースのサンプリングルールを設定できませ
ん。
解像度
App Mesh Envoy では、現在、X-Ray の動的サンプリングの設定がサポートされていないため、次の回避
策を利用できます。
おれのEnvoy のバージョンが 1.19.1 以降の場合、次のオプションがあります。
• サンプリングレートのみを設定するには、Envoy コンテナで XRAY_SAMPLING_RATE 環境変数を使用し
ます。値は、 0 と 1.00 (100％) の間の10進数で指定する必要があります。詳細については、「AWS XRay 変数 (p. 149)」を参照してください。
• X-Ray トレーサのローカライズされたカスタムサンプリングルールを設定するに
は、XRAY_SAMPLING_RULE_MANIFEST 環境変数を使用して、Envoy コンテナファイルシステムのファ
イルパスを指定します。詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「サンプリングルー
ル」を参照してください。
Envoyのバージョンが 1.19.1 以前の場合は、次を実行します。
• ENVOY_TRACING_CFG_FILE 環境変数を使用して、サンプリングレートを変更します。詳細について
は、「Envoy 設定変数 (p. 147)」を参照してください。カスタムトレース設定を指定し、ローカルサン
プリングルールを定義します。詳細については、「Envoy X-Ray Config」を参照してください。
• ENVOY_TRACING_CFG_FILE 環境変数のカスタムトレース設定の例：
tracing:
http:
name: envoy.tracers.xray
typedConfig:
"@type": type.googleapis.com/envoy.config.trace.v3.XRayConfig
segmentName: foo/bar
segmentFields:
origin: AWS::AppMesh::Proxy
aws:
app_mesh:
mesh_name: foo
virtual_node_name: bar
daemonEndpoint:
protocol: UDP
address: 127.0.0.1
portValue: 2000
samplingRuleManifest:
filename: /tmp/sampling-rules.json

• samplingRuleManifestプロパティのサンプリングルールのマニフェスト設定の詳細については、
「X-Ray SDK for Go の設定」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub
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セキュリティ

App Mesh セキュリティのトラブルシューティング
このトピックでは、App Mesh セキュリティで発生する可能性のある一般的な問題を詳細に説明します。

TLS クライアントのポリシーを使用してバックエンド
仮想サービスに接続できない
症状
TLS クライアントのポリシーを仮想ノードの仮想サービスバックエンドに追加すると、そのバックエ
ンドへの接続が失敗します。バックエンドサービスにトラフィックを送信しようとすると、リクエスト
はHTTP 503 レスポンスコードとエラーメッセージ:upstream connect error or disconnect/
reset before headers. reset reason: connection failure で失敗します。
解像度
問題の根本原因を特定するには、問題の診断に役立つ Envoy プロキシプロセスログを使用することをお勧
めします。詳細については、「本番稼働前の環境で、Envoy デバッグログを有効にする (p. 165)」を参照
してください。次のリストを使用して、接続障害の原因を特定します。
• 仮想サービスのバックエンドに接続できない (p. 170) で説明されているエラーを除外して、バックエ
ンドへの接続が成功していることを確認します。
• Envoy プロセスログで、次のエラー (デバッグレベルで記録される) を探します。
TLS error: 268435581:SSL routines:OPENSSL_internal:CERTIFICATE_VERIFY_FAILED

次の問題のいずれかが原因で、このエラーが発生します。
• 証明書は、TLS クライアントのポリシーの信頼バンドルで定義されている認証局の 1 つによって署名
されていませんでした。
• 証明書は無効です(期限切れ)。
• サブジェクト別名 (SAN) がリクエストされた DNS ホスト名と一致しません。
• バックエンドサービスによって提供される証明書が有効であること、TLS クライアントポリシーの
信頼バンドル内のいずれかの認証局によって署名されていること、および Transport Layer Security
(TLS) (p. 98) で定義されている基準を満たしていることを確認します。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub セキュリティの脆弱性が見つかったと思われる場合、または App Mesh のセキュリティについ
て質問がある場合は、「AWS 脆弱性レポートガイドライン」を参照してください。

アプリケーションが TLS を発信しているときにバッ
クエンド仮想サービスに接続できない
症状
Envoy プロキシからではなく、アプリケーションから TLS セッションを開始すると、バックエンド仮想
サービスへの接続が失敗します。
解像度
これは既知の問題です。詳細については、機能リクエスト：ダウンストリームアプリケーションとアップ
ストリームプロキシ間の「TLS ネゴシエーション」 GitHub を参照してください。App Mesh では、TLS
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用していることをアサートできません

発信は、現在 Envoy プロキシからサポートされていますが、アプリケーションからはサポートされていま
せん。Envoy で TLS 発信 Support を使用するには、アプリケーションでの TLS 発信を無効にします。こ
れにより、Envoy はアウトバウンドリクエストヘッダーを読み取り、TLS のセッションを介してリクエス
トを適切な宛先に転送できます。詳細については、「Transport Layer Security (TLS) (p. 98)」を参照して
ください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub セキュリティの脆弱性が見つかったと思われる場合、または App Mesh のセキュリティについ
て質問がある場合は、「AWS 脆弱性レポートガイドライン」を参照してください。

Envoy プロキシ間の接続が TLS を使用していること
をアサートできません
症状
アプリケーションが仮想ノードまたは仮想ゲートウェイのリスナーで TLS 終了、またはバックエンド TLS
クライアントのポリシーで TLS 発信を有効にしていますが、TLS ネゴシエートされたセッションで Envoy
プロキシ間の接続が発生していることをアサートできません。
解像度
この解決法で定義されているステップは、Envoy 管理インターフェイスと Envoy 統計を使用します。これ
らの設定については、「Envoy プロキシ管理インターフェイスを有効にする (p. 164)」と「メトリクスオ
フロードの Envoy DogStats D 統合を有効にする (p. 164)」を参照してください。次の統計例では、簡単
にするために管理インターフェイスを使用しています。
• TLS 終了を実行する Envoy プロキシの場合:
• 次のコマンドを使用して、TLS 証明書が Envoy 設定でブートストラップされていることを確認してく
ださい。
curl http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/certs

返される出力には、TLSターミネーションで使用される証明書の certificates[].cert_chain の
下に少なくとも1つのエントリが表示されます。
• 次のコマンドと出力の例に示すように、プロキシのリスナーへの正常なインバウンド接続の数
が、SSL ハンドシェイクの数に再利用された SSL セッションの数を加えたものと正確に同じであるこ
とを確認してください。
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep
"listener.0.0.0.0_15000" | grep downstream_cx_total
listener.0.0.0.0_15000.downstream_cx_total: 11
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep
"listener.0.0.0.0_15000" | grep ssl.connection_error
listener.0.0.0.0_15000.ssl.connection_error: 1
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep
"listener.0.0.0.0_15000" | grep ssl.handshake
listener.0.0.0.0_15000.ssl.handshake: 9
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep
"listener.0.0.0.0_15000" | grep ssl.session_reused
listener.0.0.0.0_15000.ssl.session_reused: 1
# Total CX (11) - SSL Connection Errors (1) == SSL Handshakes (9) + SSL Sessions Reused (1)

• TLS 発信を実行する Envoy プロキシの場合:
• 次のコマンドを使用して、TLS 信頼ストアが Envoy 設定でブートストラップされていることを確認し
てください。
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curl http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/certs

TLS の発信中にバックエンドの証明書を検証する際に使用される証明書につい
て、certificates[].ca_certs の下に少なくとも1つのエントリが表示されます。
• 次のコマンドと出力の例に示すように、バックエンドのクラスターへの正常なアウトバウンド接続の
数が、SSL ハンドシェイクの数に再利用された SSL セッションの数を加えたものと正確に同じである
ことを確認してください。
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep "virtual-node-name"
grep upstream_cx_total
cluster.cds_egress_mesh-name_virtual-node-name_protocol_port.upstream_cx_total: 11
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep "virtual-node-name"
grep ssl.connection_error
cluster.cds_egress_mesh-name_virtual-node-name_protocol_port.ssl.connection_error: 1
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep "virtual-node-name"
grep ssl.handshake
cluster.cds_egress_mesh-name_virtual-node-name_protocol_port.ssl.handshake: 9
curl -s http://my-app.default.svc.cluster.local:9901/stats | grep "virtual-node-name"
grep ssl.session_reused
cluster.cds_egress_mesh-name_virtual-node-name_protocol_port.ssl.session_reused: 1
# Total CX (11) - SSL Connection Errors (1) == SSL Handshakes (9) + SSL Sessions Reused (1)

|
|
|
|

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub セキュリティの脆弱性が見つかったと思われる場合、または App Mesh のセキュリティについ
て質問がある場合は、「AWS 脆弱性レポートガイドライン」を参照してください。

Elastic Load Balancing を使用した TLS のトラブル
シューティング
症状
仮想ノードへのトラフィックを暗号化するように Application Load Balancer または Network Load
Balancer を設定しようとすると、接続とロードバランサーのヘルスチェックが失敗することがあります。
解像度
問題の根本原因を特定するには、次の点をチェックする必要があります。
• TLS 終了を実行する Envoy プロキシでは、設定ミスを除外する必要があります。上記の「TLS クライア
ントのポリシーを使用してバックエンド仮想サービスに接続できない (p. 181)」の手順に従います。
• ロードバランサーの場合は、TargetGroup: 設定を確認する必要がある
• TargetGroup ポートが仮想ノードの定義済みリスナーポートと一致していることを確認してくださ
い。
• HTTP を介してサービスへの TLS 接続を発信しているアプリケーションロードバランサーの場
合、TargetGroup プロトコルが HTTPS に設定されていることを確認してください。ヘルスチェック
を利用している場合は、HealthCheckProtocol が HTTPS に設定されていることを確認してくださ
い。
• TCP を介してサービスへの TLS 接続を発信しているネットワークロードバランサーの場
合、TargetGroup プロトコルが TLS に設定されていることを確認してください。ヘルスチェックを
利用している場合は、HealthCheckProtocol が TCP に設定されていることを確認してください。

Note
TargetGroup へのすべての更新では、TargetGroup 名を変更する必要があります。
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これが適切に設定されている場合、ロードバランサーは、Envoy プロキシに提供された証明書を使用し
て、サービスへの安全な接続を提供する必要があります。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub セキュリティの脆弱性が見つかったと思われる場合、または App Mesh のセキュリティについ
て質問がある場合は、「AWS 脆弱性レポートガイドライン」を参照してください。

App Mesh Kubernetes のトラブルシューティング
このトピックでは、Kubernetes で App Mesh を使用するときに発生する可能性のある一般的な問題を詳細
に説明します。

Kubernetes で作成されたアプリケーションメッシュ
リソースが App Mesh 内で見つからない
症状
Kubernetes カスタムリソース定義 (CRD) を使用してApp Mesh リソースを作成しましたが、AWS
Management Console またはAPI を使用すると、作成したリソースは App Mesh に表示されません。
解像度
考えられる原因は、App Mesh の Kubernetes コントローラーのエラーです。詳細については、「のトラブ
ルシューティング」を参照してください GitHub。コントローラーのログで、コントローラーがリソースを
作成できなかったことを示すエラーまたは警告がないかどうかをチェックしてください。
kubectl logs -n appmesh-system -f \
$(kubectl get pods -n appmesh-system -o name | grep controller)

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

Envoy サイドカーが挿入された後、準備状態とライブ
ネスのチェックに失敗する
症状
アプリケーションのポッドは、以前正常に実行されていましたが、Envoy サイドカーがポッドに挿入され
た後、準備状態とライブネスのチェックに失敗し始めました。
解像度
ポッドにメッシュと仮想ノードが関連付けられていることを確認してください。メッシュと仮想ノードの
設定は、次の例のように、関連するデプロイ済みオブジェクトの注釈で設定されます。
--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: my-app
namespace: default
spec:
replicas: 3
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して登録されない、または登録解除される。
template:
metadata:
annotations:
appmesh.k8s.aws/mesh: my-mesh
appmesh.k8s.aws/virtualNode:my-virtual-node
...

ポッドに挿入された Envoy コンテナが App Mesh の Envoy 管理サービスでブートストラップされている
ことを確認します。エラーを確認するには、Envoy がエラーテキストで App Mesh Envoy 管理サービスか
ら切断されました (p. 167) でエラーコードを参照します。次のコマンドを使用して、関連するポッドの
Envoy ログを調べることができます。
kubectl logs -n appmesh-system -f \
$(kubectl get pods -n appmesh-system -o name | grep controller) \
| grep "gRPC config stream closed"

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

ポッドが AWS Cloud Map インスタンスとして登録さ
れない、または登録解除される。
症状
Kubernetes ポッドが、ライフサイクルの一部として AWS Cloud Map にメンバー登録されていない、また
はメンバー登録解除されています。ポッドが正常にスタートし、トラフィックを処理する準備ができてい
ても、受信できない場合があります。ポッドが終了しても、クライアントはその IP アドレスを保持し、ト
ラフィックを送信しようとする可能性があり、失敗します。
解像度
これは既知の問題です。詳細については、AWS Cloud Map GitHub 問題の「でポッドが Kubernetes にメ
ンバー登録/メンバー登録解除されない」を参照してください。ポッド、App Mesh 仮想ノード、および
AWS Cloud Map リソース間の関係により、Kubernetes の App Mesh コントローラーが非同期になり、リ
ソースが失われる可能性があります。例えば、これは、関連するポッドを終了する前に仮想ノードリソー
スが Kubernetes から削除された場合に発生する可能性があります。
この問題を軽減するには、次の手順を実行します。
• Kubernetes 用の App Mesh コントローラーの最新バージョンを実行していることを確認してください。
• 仮想ノード定義で AWS Cloud Map、namespaceName、serviceName が正しいか確認してください。
• 仮想ノード定義を削除する前に、関連するポッドをすべて削除してください。仮想ノードに関連付けら
れているポッドを特定するための助けが必要な場合は、「App Mesh リソースのポッドが実行されてい
る場所を特定できない (p. 186)」を参照してください。
• 問題が解決しない場合は、次のコマンドを実行して、根本的な問題を明らかにするのに役立つ可能性の
あるエラーがないかコントローラーログを調べます。
kubectl logs -n appmesh-system \
$(kubectl get pods -n appmesh-system -o name | grep appmesh-controller)

• 次のコマンドを使用してコントローラーのポッド を再起動することを検討してください。これにより、
同期の問題が修正される可能性があります。
kubectl delete -n appmesh-system \
$(kubectl get pods -n appmesh-system -o name | grep appmesh-controller)
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行されている場所を特定できない

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

App Mesh リソースのポッドが実行されている場所を
特定できない
症状
Kubernetes クラスターで App Mesh を実行すると、オペレータは、特定の App Mesh リソースに対して
ワークロードまたはポッドが実行されている場所を特定できません。
解像度
Kubernetes ポッドのリソースは、関連付けられているメッシュと仮想ノードで注釈が付けられます。次の
コマンドを使用して、特定の仮想ノード名に対して実行されているポッドをクエリできます。
kubectl get pods --all-namespaces -o json | \
jq '.items[] | { metadata } | select(.metadata.annotations."appmesh.k8s.aws/
virtualNode" == "virtual-node-name")'

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

ポッドが実行されている App Mesh リソースを特定で
きない
症状
Kubernetes クラスターで App Mesh を実行している場合、オペレータは、特定のポッドが実行されている
App Mesh リソースを特定できません。
解像度
Kubernetes ポッドのリソースには、関連付けられているメッシュと仮想ノードの注釈が付けられます。次
のコマンドを使用して、 ポッドに直接クエリを実行することで、メッシュおよび仮想ノード名を出力でき
ます。
kubectl get pod pod-name -n namespace -o json | \
jq '{ "mesh": .metadata.annotations."appmesh.k8s.aws/mesh",
"virtualNode": .metadata.annotations."appmesh.k8s.aws/virtualNode" }'

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

IMDSv1が無効になっていると、クライアントエンボ
イはApp Mesh Envoy管理サービスと通信できません
症状
を無効にすると、IMDSv1クライアントのEnvoyはApp Meshコントロールプレーン（Envoy Management
Service）と通信できなくなります。 IMDSv2以前のApp Mesh Envoyバージョンではサポートを利用でき
ませんでしたv1.24.0.0-prod。
解像度
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この問題を解決するには、次のいずれかを実行します。
• IMDSv2サポートされている App Mesh Envoyv1.24.0.0-prod バージョン以降にアップグレードして
ください。
• EnvoyIMDSv1 を実行しているインスタンスで再度有効にします。復元の手順についてはIMDSv1、「イ
ンスタンスメタデータオプションの設定」を参照してください。
• サービスが Amazon EKS で実行されている場合は、認証情報を取得するためにサービスアカウント
(IRSA) の IAM ロールを使用することをお勧めします。IRSA を有効にする手順については、「サービス
アカウントの IAM ロール」を参照してください。
それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub

App Mesh が有効で Envoy が注入されている場
合、IRSA はアプリケーションコンテナ上で動作しま
せん
症状
Amazon EKS のApp Mesh コントローラを使用して Amazon EKS クラスターでApp Mesh を有
効にすると、Envoyproxyinit とコンテナがアプリケーションポッドに注入されます。IRSAア
プリケーションは仮定できず、代わりに仮定しますnode role。ポッドの詳細を説明する
と、AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILEAWS_ROLE_ARNまたは環境変数のいずれかがアプリケーションコ
ンテナに含まれていないことがわかります。
解像度
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILEAWS_ROLE_ARNまたは環境変数が定義されている場合、Webhook は
ポッドをスキップします。これらの変数はいずれも指定しないでください。Webhookが代わりに変数を注
入します。
reservedKeys := map[string]string{
"AWS_ROLE_ARN":
"",
"AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE": "",
}
...
for _, env := range container.Env {
if _, ok := reservedKeys[env.Name]; ok {
reservedKeysDefined = true
}

それでも問題が解決しない場合は、問題を開くか、AWSSupport に連絡することを検討してくださ
い。GitHub
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App Mesh プレビューチャンネル
アプリケーションメッシュプレビューチャネルは、で提供される App Mesh サービスの明確なバリアント
です。us-west-2リージョン。プレビューチャンネルでは、開発時に試すための、今後の機能が公開され
ます。プレビューチャンネルで機能を使用すると、GitHub 経由でフィードバックを提供して、機能の動作
を形作ることができます。プレビューチャンネルで機能が完成し、必要な統合とチェックがすべて完了す
ると、本番環境の App Mesh サービスへと移行します。
-AWS App Meshプレビューチャンネルはベータサービスすべての機能はプレビューと定義される。これら
の用語はAWSサービス条件。プレビューチャンネルへの参加は、との契約によって管理されます。AWSと
AWSサービス規約、特にユニバーサルおよびベータ版サービス参加規約は、機密事項です。
プレビューチャンネルについてよく寄せられる質問は次のとおりです。

プレビューチャンネルとは何ですか
プレビューチャネルは、一般に利用可能になる前に、新しいサービス機能を試してフィードバックを提供
できるパブリックサービスエンドポイントです。プレビューチャンネルのサービスエンドポイントは、標
準のプロダクションエンドポイントとは別のものです。エンドポイントと対話するには、AWS CLI、プレ
ビューチャンネルのサービスモデルファイル、およびAWS CLI。プレビューチャネルを使用すると、現在
の本番インフラストラクチャに影響を与えることなく、新しい機能を試すことができます。奨励されてい
るフィードバックの提供 (p. 189)App Mesh チームに問い合わせて、App Mesh がお客様の最も重要な要
件を満たすように支援します。プレビューチャンネルでの機能に関するフィードバックは、App Mesh の
機能を形作るのに役立ち、可能な限り最高のサービスを提供できます。

プレビューチャンネルは実稼働App Mesh とどう違
うのですか
次の表に、プレビューチャンネルとは異なるApp Mesh サービスの側面を示します。
側面

App Mesh 本番サービス

App Mesh プレビューチャネル
サービス

Frontend endpoint

appmesh.uswest-2.amazonaws.com

appmesh-preview.uswest-2.amazonaws.com

Envoy management service
endpoint

appmesh-envoy-management.us- appmesh-previewwest-2.amazonaws.com
envoy-management.uswest-2.amazonaws.com

CLI

AWS App Mesh list-meshes

AWS App Mesh-preview listmeshes (only available after
adding the Preview Channel
service model)

Signing name

appmesh

appmesh-preview
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Service principal

appmesh.amazonaws.com

appmeshpreview.amazonaws.com

Note
App Mesh 本番サービスの表の例には、us-west-2リージョンの場合、プロダクションサービ
スはほとんどのリージョンで利用できます。App Mesh 本番サービスが使用可能なすべてのリー
ジョンのリストについては、「」を参照してください。AWS App Meshエンドポイントとクォー
タ。ただし、App Mesh プレビューチャネルサービスは、us-west-2リージョン。

プレビューチャンネルで機能を使用する方法を教え
てください。
1.

プレビューチャンネル機能を含むプレビューチャンネルサービスモデルをAWS CLI次のコマンドを使
用します。
aws configure add-model \
--service-name appmesh-preview \
--service-model https://raw.githubusercontent.com/aws/aws-app-mesh-roadmap/main/
appmesh-preview/service-model.json

2.

で提供されている JSON の例と手順に基づいて、機能を含む JSON ファイルを作成します。AWS
App Meshユーザーガイド機能のことです。

3.

適切な方法で機能を実装するAWS CLIコマンドおよびコマンド入力ファイル。たとえば、次のコマン
ドでは、Preview Channel フィーチャを使用して、ルートを作成します。route.jsonファイルを開
きます。
aws appmesh-preview create-route --cli-input-json file://route.json

4.

を追加します。APPMESH_PREVIEW = 1Amazon ECS タスク定義、Kubernetes ポッドの仕様、また
は Amazon EC2 インスタンスに追加するときに、Envoy コンテナの設定変数として使用します。この
変数を使用すると、Envoy コンテナがプレビューチャンネルのエンドポイントと通信できるようにな
ります。設定変数の追加方法の詳細については、「」を参照してください。Amazon ECS でのサービ
スの更新,Kubernetes でのサービスの更新, およびAmazon EC2 でのサービスの更新。

フィードバックを送信するにはどうすればよいか?
フィードバックは、App Mesh ロードマップ GitHub レポ機能に関するドキュメントからリンクされている
問題。

プレビューチャンネルの機能に関するフィードバッ
クはどれくらい長くなりますか？
フィードバック期間は、導入される機能のサイズと複雑さによって異なります。プレビューエンドポイ
ントへの機能のリリースから本番環境へのリリースまでの間に 14 日間のコメント期間を与える予定で
す。App Mesh チームは、特定の機能のフィードバック期間を延長することができます。
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プレビューチャンネルにはどのレベルのサポートが
提供されていますか。
App Mesh でフィードバックやバグレポートを直接提供することをお勧めしますがGitHub ロードマップ
問題では、お客様が共有する機密データを持っている可能性がある場合、または公に開示しても安全で
あると感じない問題が発見される可能性があることを理解しています。これらの問題については、AWS
Supportまたは、次の方法でフィードバックを与えるメール送信App Mesh チームが直接

プレビューチャンネルのエンドポイントでデータは
安全ですか
はい。プレビューチャンネルには、標準のプロダクションエンドポイントと同じレベルのセキュリティが
与えられます。

構成はどれくらいの期間利用可能になりますか。
プレビューチャンネルで 30 日間メッシュを操作できます。メッシュが作成されてから 30 日後に、メッ
シュを一覧表示、読み取り、または削除することしかできません。30 日後にリソースを作成または更新し
ようとすると、BadRequestメッシュがアーカイブされていることを説明する例外。

プレビューチャンネルでの作業にはどのようなツー
ルを使用できますか？
♪AWS CLIプレビューチャンネルサービスモデルファイルとコマンド入力ファイルを使用します。機能の
操作方法の詳細については、「」を参照してください。プレビューチャンネルで機能を使用する方法を教
えてください。 (p. 189)。使用することはできませんAWS CLIコマンドオプションAWS Management
Console、SDK、またはAWS CloudFormationをクリックして、チャンネルのプレビュー機能を使用しま
す。ただし、機能が本番サービスにリリースされると、すべてのツールを使用できます。

プレビューチャンネル API の前方互換性はありま
すか？
いいえ。 API はフィードバックに基づいて変更される場合があります。

プレビューチャンネルの機能は完成していますか？
いいえ。 新しい API オブジェクトは、AWS Management Console,AWS CloudFormation, またはAWS
CloudTrail。プレビューチャンネルでフィーチャが固まり、一般公開に近い状態になると、統合が最終的に
利用可能になります。
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プレビューチャンネルの機能に関す
るドキュメントは入手できますか？

プレビューチャンネルの機能に関するドキュメント
は入手できますか？
はい。プレビューチャンネル機能のドキュメントは、本番ドキュメントに含まれています。たとえば、
ルートリソースのフィーチャがプレビューチャンネルにリリースされた場合、フィーチャの使用方法に関
する情報は既存のものにあります。ルート (p. 87)リソースドキュメント プレビューチャンネルの機能は、
プレビューチャンネルでのみ使用可能とラベル付けされます。

プレビューチャンネルで新しい機能がいつ利用可能
になるかはどうすればわかりますか？
プレビューチャンネルに新しい機能が導入されると、エントリがApp Mesh ドキュメントの履歴。定期
的にページを確認したり、App Mesh ドキュメント履歴 RSS フィード。さらに、課題向けのAWS App
MeshGitHub リポジトリのロードマップ プレビューチャンネルサービスモデル JSON ファイルのダウン
ロードリンクがプレビューチャンネルにリリースされると、課題に追加されます。モデルと機能の使用方
法の詳細については、「」を参照してください。プレビューチャンネルで機能を使用する方法を教えてく
ださい。 (p. 189)。

フィーチャーがプロダクションサービスに卒業した
時期はどうすればわかりますか？
App Mesh ドキュメントで、この機能がプレビューチャンネルでのみ使用可能であることを示すテキスト
が削除され、エントリがApp Mesh ドキュメントの履歴。定期的にページを確認したり、App Mesh ドキュ
メント履歴 RSS フィード。
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App Mesh Service Quotas
AWS App Meshはサービスクォータと統合されており、AWSクォータを一元的な場所から表示および管
理できるのサービスです。サービスクォータは、制限とも呼ばれます。詳細については、Service Quotas
ユーザーガイドのWhat Is Service Quotas?を参照してください。
Service Quotas を使用すると、すべての App Mesh サービスクォータの値を簡単に検索できます。

を使用してApp Mesh サービスクォータを表示するにはAWS Management Console
1.

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/ で Service Quotasのコンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択します。

3.

[AWS サービス] リストから、[AWS App Mesh] を探して選択します。
Service quotas (サービスクォータ)の一覧には、サービスクォータ名、適用された値 (使用可能な場
合)、AWS デフォルトのクォータ、クォータ値が調整可能かどうかが表示されます。

4.

説明など、サービスクォータに関する追加情報を表示するには、クォータ名を選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas ユーザーガイド の「クォータ引き上げリクエ
スト」を参照してください。
を使用してApp Mesh サービスクォータを表示するにはAWS CLI
以下のコマンドを実行します。
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
--query 'Quotas[*].{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \
--service-code appmesh \
--output table

AWS CLIを使用して、さらにサービスクォータの操作を実行するには、Service QuotasAWS CLI
Command Referenceを参照してください。
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App Mesh のドキュメント履歴
次の表は、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の主な更新や新機能の一覧です。また、お客様からいただ
いたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁に更新しています。
変更

説明

日付

App Mesh の複数のリスナー

App Mesh は複数のリスナーをサ
ポートするようになりました。

2022 年 8 月 18 日

App Mesh の IPv6 (p. 193)

App Mesh は IPv6をサポートす
るようになりました。

2022 年 5 月 18 日

CloudTrail App Mesh Envoy
Management Service のロギング
サポート

App Mesh は、App Mesh Envoy
2022 年 3 月 18 日
CloudTrail 管理サービスのロギン
グサポートをサポートするように
なりました。

Envoy 用App Mesh エージェント

App Mesh は Envoy の App Mesh 2022 年 2 月 25 日
は Envoy のA

App Mesh の複数のリスナー

(App Mesh プレビューチャネ
ルのみ) App Mesh に複数のリス
ナーを実装できます。

2021 年 11 月 23 日

App Mesh の ARM64 サポート

App Mesh は ARM64 をサポート
するようになりました。

2021 年 11 月 19 日

App Mesh のメトリクス拡張

App Mesh のメトリクス拡張を実
装できます。

2021 年 10 月 29 日

着信トラフィックの機能強化の
実装

ホスト名とヘッダーの一致、ホス 2021 年 6 月 14 日
ト名とパスの書き換えを実装する
ことができます。

相互 TLS 認証の実装

相互 TLS 認証を実装できます。

2021 年 2 月 4 日

af-south-1 でのリージョン発売

App Mesh は af-south-1 リージョ
ンで利用可能になりました。

2021 年 1 月 22 日

相互 TLS 認証の実装

(App Mesh プレビューチャネ
2020 年 11 月 23 日
ルのみ) 相互 TLS 認証の実装を実
装できます。

仮想ゲートウェイリスナーへの
接続プールの実装

仮想ゲートウェイリスナーに接続 2020 年 11 月 5 日
プールを実装できます。

仮想ノードリスナーへの接続
プールと異常値検出の実装

仮想ノードリスナーに接続プール 2020 年 11 月 5 日
と異常値検出を実装できます。

eu-south-1 でのリージョン発売

App Mesh は eu-south-1 リー
2020 年 10 月 21 日
ジョンで利用可能になりました。

仮想ゲートウェイリスナーへの
接続プールの実装

(App Mesh プレビューチャネ
ルのみ) 仮想ゲートウェイリス
ナーに接続プールを実装できま
す。
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仮想ノードリスナーへの接続
プールと異常値検出の実装

(App Mesh プレビューチャネ
2020 年 9 月 28 日
ルのみ) 仮想ノードリスナーに接
続プールと異常値検出を実装でき
ます。

メッシュインバウンドの仮想
ゲートウェイとゲートウェイ
ルートの作成

メッシュの外側にあるリソース
2020 年 7 月 10 日
が、メッシュの内側にあるリソー
スと通信できるようにします。

Kubernetes 用 App Mesh
コントローラーを使用し
て、Kubernetes 内から App
Mesh リソースを作成し管理する

Kubernetes 内から App Mesh リ 2020 年 6 月 18 日
ソースを作成し管理できます。ま
た、コントローラーは Envoy プ
ロキシと init コンテナを、デプロ
イするポッドに自動的に挿入しま
す。

タイムアウト値を仮想ノードの
リスナーとルートに追加する

タイムアウト値を仮想ノードのリ 2020 年 6 月 18 日
スナーとルートに追加できます。

タイムアウト値を仮想ノードリ
スナーに追加する

(App Mesh プレビューチャネ
2020 年 5 月 29 日
ルのみ)タイムアウト値を仮想
ノードリスナーに追加できます。

メッシュインバウンドの仮想
ゲートウェイを作成する

(App Mesh プレビューチャネ
2020 年 4 月 8 日
ルのみ) メッシュ外のリソースを
有効にして、メッシュ内のリソー
スと通信します。

TLS 暗号化

(App Mesh プレビューチャネ
2020 年 1 月 17 日
ルのみ) AWS Private Certificate
Authority または独自の認定権限
からの証明書を使用して、TLSを
使用した仮想ノード間の通信を暗
号化します。

メッシュを別のアカウントと共
有する

(App Mesh プレビューチャネ
2020 年 1 月 17 日
ルのみ) メッシュを別のアカウン
トと共有できます。任意のアカ
ウントで作成されたリソースは、
メッシュ内の他のリソースと通信
できます。

タイムアウト値をルートに追加
する

(App Mesh プレビューチャネ
ルのみ) タイムアウト値をルート
に追加できます。

2020 年 1 月 17 日

AWSOutpost に App Mesh プロ
キシを作成する

AWS Outpost に App Mesh
Envoy プロキシを作成できま
す。

2019 年 12 月 3 日

ルート、仮想ルーター、仮想
ノードのHTTP / 2およびgRPCサ
ポート

HTTP/2 および gRPC プロトコル 2019 年 10 月 25 日
を使用するトラフィックをルー
ティングできます。また、これ
らのプロトコルのリスナーを仮想
ノードと仮想ルーターに追加する
こともできます。
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再試行ポリシー

再試行ポリシーにより、再試行
2019 年 9 月 10 日
ポリシーは、断続的なネットワー
ク障害や断続的なサーバー側の障
害からクライアントを保護するこ
とができます。再試行ロジックを
ルートに追加できます。

TLS 暗号化

(App Mesh プレビューチャネ
ルのみ) TLS を使用して仮想ノー
ド間の通信を暗号化します。

2019 年 9 月 6 日

HTTP ヘッダーベースのルーティ リクエスト内の HTTP ヘッダー
2019 年 8 月 15 日
ング
の存在と値に基づいてトラフィッ
クをルーティングします。
App Mesh プレビューチャネルの
可用性

App Mesh プレビューチャネル
2019 年 7 月 19 日
は、App Mesh サービスの異なる
バリアントです。プレビューチャ
ネルは、今後開発される機能を公
開し、お客様にお試しいただくも
のです。プレビューチャネルの機
能を使用すると、 GitHub を使用
してフィードバックを提供して、
機能の動作を形成することができ
ます。

App Mesh インターフェイス
VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink)

インターフェイス VPC エンド
2019 年 6 月 14 日
ポイントを使用するように App
Mesh を設定することで、VPC
のセキュリティポスチャーを
強化できます。インターフェー
スエンドポイントにはAWS
PrivateLink、プライベート IP ア
ドレスを用いて App Mesh API に
プライベートアクセスできる技
術である App Mesh API にプライ
ベートアクセスできる技術である
App Mesh API が採用されていま
す。 PrivateLink は、VPC と App
Mesh の間のすべてのネットワー
クトラフィックを Amazon ネッ
トワークに限定します。

仮想ノードサービスの検出方法
仮想ノードサービスの検出方法
2019 年 6 月 13 日
として AWS Cloud Map を追加す としてDNSを指定するか、AWS
る
Cloud Mapを指定することがで
きます。サービスディスカバリ
で AWS Cloud Map を使用するに
は、アカウントに App Mesh の
サービス連動ロール が含まれて
いる必要があります。
Kubernetes 内に App Mesh リ
ソースを自動的に作成する

Kubernetes 内にリソースを作
成する場合には、App Mesh リ
ソースを作成し、AppMesh サ
イドカーコンテナイメージを
Kubernetes デプロイに自動追加
します。
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App Mesh の一般的な可用
性 (p. 193)

App Meshは、本稼働環境用に一 2019 年 3 月 27 日
般公開されるようになりました。

App Mesh API の更新 (p. 193)

App Mesh API は、更新されて使 2019 年 3 月 7 日
いやすくなっています。詳細に
ついては、「【機能】リスナー
を仮想ルーターに追加する」、
「【BUG】一致していないポー
トブラックホールがある送信先の
仮想ノードへのルート」を参照し
てください。

App Mesh 初版リリー
ス (p. 193)

サービス公開プレビュー用の初版 2018 年 11 月 28 日
ドキュメント
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