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質問: 1
名前と名前空間を示すすべてのポッドをjsonパス式で一覧表示します
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

kubectl get pods -o = jsonpath = "{。items [*] ['metadata.name'、
'metadata.namespace']} "

質問: 2
「helloworld」をエコーして存在するポッドを作成します。完了時にポッドを自動的に削除します
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

kubectl runbusybox --image = busybox -it --rm --restart = Never-
/ bin / sh -c'echo hello world '
kubectl get po＃「busybox」という名前のポッドは表示されません。

質問: 3
デプロイメントのロールアウトを一時停止します

正解:
kubectl rollout pause deploy webapp

質問: 4
次のようにデプロイメントを作成します。

名前：nginx-app
バージョン1.11.10でコンテナnginxを使用-alpine
デプロイメントには次のものが含まれている必要があります

次に、ローリング更新を実行して、新しいバージョンでアプリケーションをデプロイします。

最後に、その更新を前のバージョンにロールバックします

正解:
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以下の解決策を参照してください。

説明

解決
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質問: 5



1つがenv = prodでラベル付けされ、もう1つがenv = devでラベル付けされた2つのnginxイメージ
ポッドを作成し、同じことを確認します。

A. kubectl run --generator = run-pod / v1 --image = nginx --labels = env = prod nginx-prod --dry-
run -o yaml> nginx-prodpod.yamlここで、nginx-prodを編集します-pod.yamlファイルを作成し、
「creationTimestamp：null」「dnsPolicy：ClusterFirst」vim nginx-prod-pod.yaml apiVersion：v1の
種類：ポッドメタデータなどのエントリを削除します。

ラベル：

env：prod
名前：nginx-prod
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx-prod
restartPolicy：常に
＃kubectl create -f nginx-prod-pod.yaml
kubectl run --generator = run-pod / v1 --image = nginx-
labels = env = dev nginx-dev --dry-run -o yaml> nginx-dev-pod.yaml
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

ラベル：

env：dev
名前：nginx-dev
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx-dev
restartPolicy：常に
＃kubectl create -f nginx-prod-dev.yaml
確認：

kubectl get po --show-labels
kubectl get po -l env = prod
kubectl get po -l env = dev
B. kubectl run --generator = run-pod / v1 --image = nginx --labels = env = prod nginx-prod --dry-
run -o yaml> nginx-prodpod.yamlここで、nginx-prodを編集します-pod.yamlファイルを作成し、
「creationTimestamp：null」「dnsPolicy：ClusterFirst」vim nginx-prod-pod.yaml apiVersion：v1の
種類：ポッドメタデータなどのエントリを削除します。

ラベル：

env：prod
名前：nginx-prod



仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx-prod
restartPolicy：常に
＃kubectl create -f nginx-prod-pod.yaml
kubectl run --generator = run-pod / v1 --image = nginx-
labels = env = dev nginx-dev --dry-run -o yaml> nginx-dev-pod.yaml
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

-画像：nginx
名前：nginx-dev
restartPolicy：常に
＃kubectl create -f nginx-prod-dev.yaml
確認：

kubectl get po --show-labels
kubectl get po -l env = dev
正解: (正解を表示します)

質問: 6
kubernetesクラスターメッセージから1分ごとに日付とhelloを出力するbusyboxイメージを使用
してCronjobを作成します
A. CronJob構文：
*->分
*->時間
*->月の日
*->月
*->曜日
* / 1 * * * *-> 1分ごとにコマンドを実行します。
vim date-job.yaml
apiVersion：batch / v1beta1
種類：CronJob
メタデータ：

名前：date-job
仕様：

スケジュール："* / 1 * * * *"
jobTemplate：
仕様：

レンプレート：
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仕様：

コンテナ：

-名前：こんにちは
画像：busybox
args：
-/ bin / sh
- -NS
-日にち; KubernetesクラスターからのechoHello
restartPolicy：OnFailure
kubectl apply -f date-job.yaml
//確認
kubectl get cj date-job -o yaml
B. CronJob構文：
*->分
*->時間
*->月の日
*->月
*->曜日
* / 1 * * * *-> 1分ごとにコマンドを実行します。
vim date-job.yaml
apiVersion：batch / v1beta1
種類：CronJob
メタデータ：

名前：date-job
仕様：

スケジュール："* / 1 * * * *"
jobTemplate：
仕様：

レンプレート：

-/ bin / sh
- -NS
-日にち; KubernetesクラスターからのechoHello
restartPolicy：OnFailure
kubectl apply -f date-job.yaml
//確認
kubectl get cj date-job -o yaml
正解: (正解を表示します)

質問: 7
作成されたタイムスタンプでソートされたすべてのポッドを一覧表示します
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正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

kubect1 get pods--sort-by = .metadata.creationTimestamp

質問: 8
次のようにポッドをスケジュールします。

*名前：nginx-kusc00101
*画像：nginx
*ノードセレクター：disk = ssd
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決



質問: 9
次のようにKubernetesシークレットを作成します。



名前：超秘密

パスワード：bob
redis Imageを使用して、pod-secrets-via-fileという名前のポッドを作成します。これによ
り、super-secretという名前のシークレットがマウントされます。
/ secrets。
パスワードをCONFIDENTIALとしてエクスポートするredisImageを使用して、pod-secrets-via-
envという名前の2番目のポッドを作成します
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決
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質問: 10



次のような展開仕様ファイルを作成します。

* labelapp_runtime_stage = devを使用してnginxイメージの7つのレプリカを起動します
*デプロイメント名：kual00201
このスペックファイルのコピーを/opt/KUAL00201/spec_deployment.yamlに保存します
（または/opt/KUAL00201/spec_deployment.json）。
完了したら、このタスクで作成した新しいKubernetes APIオブジェクトをクリーンアップ（削除）
します。

正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決



質問: 11
kubernetesクラスターのETCDバックアップを作成します
注：コマンドを覚える必要はありません。参照してください-

試験中のhttps://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/configureupgrade-etcd/
A. ETCDCTL_API = 3 etcdctl --endpoints = [ENDPOINT] --cacert = [CA CERT]
--cert = [ETCD SERVER CERT] --key = [ETCD SERVERKEY]スナップショット保存
[バックアップファイル名]
試験では、クラスターのセットアップはkubeadmを使用して行われます。これは、ETCDを意味し
ます。

kubernetesクラスターで使用されるのは静的ポッドからのものです。
kubectl get pod -n kube-system
kubectl describe pod etcd-master -n kube-system
あなたは上の情報を見つけることができます

エンドポイント：-advertise-client-urls = https：//172.17.0.15：2379
ca証明書：-trusted-cafile = / etc / kubernetes / pki / etcd / ca.crt
サーバー証明書：-certfile = / etc / kubernetes / pki / etcd / server.crt
キー：-key-file = / etc / kubernetes / pki / etcd / server.key
バックアップを作成するには

ETCDCTL_API = 3をエクスポートします
（また）

ETCDCTL_API = 3 etcdctl ETCDCTL_API = 3 etcdctl-



エンドポイント= https：//172.17.0.15：2379-
cacert = / etc / kubernetes / pki / etcd / ca.crt-
cert = / etc / kubernetes / pki / etcd / server.crt-
key = / etc / kubernetes / pki / etcd /server.keyスナップショット保存etcdsnapshot.db
//確認
ETCDCTL_API = 3 etcdctl --write-out = tableスナップショットステータス
snapshot.db
B. ETCDCTL_API = 3 etcdctl --endpoints = [ENDPOINT] --cacert = [CA CERT]
--cert = [ETCD SERVER CERT] --key = [ETCD SERVERKEY]スナップショット保存
[バックアップファイル名]
試験では、クラスターのセットアップはkubeadmを使用して行われます。これは、ETCDを意味し
ます。

kubernetesクラスターで使用されるのは静的ポッドからのものです。
kubectl get pod -n kube-system
kubectl describe pod etcd-master -n kube-system
あなたは上の情報を見つけることができます

エンドポイント：-advertise-client-urls = https：//172.16.0.18：2379
ca証明書：-trusted-cafile = / etc / kubernetes / pki / etcd / ca.crt
サーバー証明書：-certfile = / etc / kubernetes / pki / etcd / server.crt
キー：-key-file = / etc / kubernetes / pki / etcd / server.key
バックアップを作成するには

ETCDCTL_API = 3をエクスポートします
（また）

ETCDCTL_API = 3 etcdctl ETCDCTL_API = 3 etcdctl-
エンドポイント= https：//172.17.0.15：2379-
key = / etc / kubernetes / pki / etcd /server.keyスナップショット保存etcdsnapshot.db
//確認
ETCDCTL_API = 3 etcdctl --write-out = tableスナップショットステータス
snapshot.db
正解: (正解を表示します)

質問: 12
ラベル付きのすべてのノードのリストを取得します

正解:
kubectl getノード--show-labels

質問: 13
スケジュール可能なノードの数を取得し、ファイルに書き込みます

/opt/schedulable-nodes.txt
A. kubectl getノード-ojsonpath= "{range
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.items [*]} {。metadata.name}
{.spec.taints [？（@。effect == 'NoSchedule'）]。effect} {\ "\ n \"} {end} "
| awk'NF == 1 {print $ 0} '> /opt/schedulable-nodes.txt
//確認
cat /opt/schedulable-nodes.txt
B. kubectl getノード-ojsonpath= "{range
.items [*]} {。metadata.name}
{.spec.taints [？（@。effect == 'NoSchedule'）]。effect} {\ "\ n \"} {end} "
| awk'NF == 11 {print $ 0} '> /opt/schedulable-nodes.txt
//確認
cat /opt/schedulable-nodes.txt
正解: (正解を表示します)

質問: 14
wk8s-node-0という名前のKubernetesワーカーノードの状態はNotReadyです。これが当てはまる
理由を調査し、適切な手順を実行してノードを状態にし、変更が永続的に行われるようにします。

以下を使用して、障害が発生したノードにSSH接続できます。
[student @ node-1] $ | ssh Wk8s-node-0
次のコマンドを使用して、ノードで昇格された特権を引き受けることができます。

[student @ w8ks-node-0] $ | sudo -i
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決
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質問: 15
ポッドのIPアドレスを取得します-「nginx-dev」
A. Kubect1はpo-oワイドになります
JsonPathの使用
kubect1はポッドを取得します
.items [*]} {。metadata.name} {"\ t"} {。status.podIP} {"\ n"} {end} '
B. Kubect1はpo-oワイドになります
JsonPathの使用
kubect1 get pods -o = jsonpath = '{range
.items [*]} {。metadata.name} {"\ t"} {。status.podIP} {"\ n"} {end} '
正解: B (コメントを発表する)

質問: 16
コンテナポート80でnginxポッドを作成すると、トラフィックのみを受信する必要があります。
ポート80でエンドポイントをチェックし、ポッドを確認して削除します。
A. kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --port = 80-
ドライラン-oyaml>nginx-pod.yaml
// readinessProbeセクションを追加し、作成します
vim nginx-pod.yaml
実行：nginx
名前：nginx
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仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx
ポート：

--containerPort：60
readinessProbe：
httpGet：
道：/
ポート：60
restartPolicy：決して
kubectl apply -f nginx-pod.yaml
//確認
kubectl describe pod nginx | grep-iの準備
kubectl delete po nginx
B. kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --port = 80-
ドライラン-oyaml>nginx-pod.yaml
// readinessProbeセクションを追加し、作成します
vim nginx-pod.yaml
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

ラベル：

実行：nginx
名前：nginx
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx
ポート：

--containerPort：80
readinessProbe：
httpGet：
道：/
ポート：80
restartPolicy：決して
kubectl apply -f nginx-pod.yaml
//確認
kubectl describe pod nginx | grep-iの準備
kubectl delete po nginx



正解: B (コメントを発表する)

有効的なCKA問題集はJPNTest.com提供され、CKA試験に合格することに役に立ちます！
JPNTest.comは今最新CKA試験問題集を提供します。JPNTest.com CKA試験問題集はもう更
新されました。ここでCKA問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ
ス、https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu「63問、３０％ディスカウント、特別な割

引コード: JPNshiken」

質問: 17
最小10および最大20のレプリカと85％のターゲットCPUを使用してこのデプロイメントに自動
スケーリングを適用し、hpaが作成され、レプリカが1から10に増加することを確認します。
正解:
kubectl autoscale deploy webapp --min = 10 --max = 20--cpuパーセント= 85 kubectl get hpa
kubectl get pod -l app = webapp

質問: 18
5つのnginxポッドを作成します。そのうちの2つにはenv = prodとラベルが付けられています。
それらのうちの3つはenv = devとラベル付けされています
A. kubectl run nginx-dev1 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = dev
kubectl run nginx-dev2 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = dev
kubectl run nginx-dev3 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = dev
kubectl run nginx-prod1 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = prod
kubectl run nginx-prod2 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = prod
B. kubectl run nginx-dev1 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = dev
kubectl run nginx-dev2 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = dev
kubectl run nginx-prod1 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = prod
kubectl run nginx-prod2 --image = nginx --restart = Never-
labels = env = prod
正解: A (コメントを発表する)
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質問: 19
Pod nginxを作成し、CPU、メモリ要求、制限の両方を一緒に指定して検証します。
A. kubectl run nginx-request --image = nginx --restart = Always --dryrun -o yaml> nginx-
request.yml
//リソースセクションを追加して作成します
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

ラベル：

実行：nginx
名前：nginx
資力：

リクエスト：

メモリ：「100Mi」
CPU：「0.4」
制限：

メモリ：「200Mi」
CPU：「7」
restartPolicy：常に
k kubectl apply -f nginx-request.yaml
//確認
Kubectl top po
B. kubectl run nginx-request --image = nginx --restart = Always --dryrun -o yaml> nginx-
request.yml
//リソースセクションを追加して作成します
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

ラベル：

実行：nginx
名前：nginx-request
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx
資力：

リクエスト：

メモリ：「100Mi」
CPU：「0.5」
制限：



メモリ：「200Mi」
CPU："1"
restartPolicy：常に
k kubectl apply -f nginx-request.yaml
//確認
Kubectl top po
正解: (正解を表示します)

質問: 20
どちらが正しい構成ですか？

A.＃パノラマ
B. $ Panorama
C.＆Panorama
D.@ Panorama
正解: B (コメントを発表する)

質問: 21
展開の履歴を確認する

正解:
kubectlロールアウト履歴デプロイメントWebアプリ

質問: 22
ポッドのIPアドレスを取得します-「nginx-dev」
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

Kubect1はpo-oワイドになります
JsonPathの使用
kubect1 get pods -o = jsonpath = '{range
items [*]} {。metadata.name} {"\ t"} {。status.podIP} {"\ n"} {end} '

質問: 23
エンジニアリング名前空間にenv = testというラベルの付いたnginxポッドを作成します
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --labels = env = test --namespace =
Engineering --dry-run -o yaml> nginx-pod.yaml kubectl run nginx --image = nginx --restart =決し
て--labels= env = test --namespace = Engineering --dry-run -o yaml | kubectl create -
nengineering-f --YAMLファイル：
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apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

名前：nginx
名前空間：エンジニアリング

ラベル：

env：テスト
仕様：

コンテナ：

-名前：nginx
画像：nginx
imagePullPolicy：IfNotPresent
restartPolicy：決して
kubectl create -f nginx-pod.yaml

質問: 24
ラベルdisktype = ssdのノードにimage = redisのポッドをデプロイします
A. //ノードのリストを取得
kubectlgetノード
//ラベルdisktype = ssdのノードを取得します
kubectl get no -l disktype = ssd
//サンプルのyamlファイルを作成します
kubectl run node-redis --generator = run-pod / v1 --image = redis --dry
-o yaml> test-redis.yamlを実行します
// test-redis.yamlファイルを編集し、nodeSelectorを追加します
vim test-redis.yaml
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

名前：redis
仕様：

nodeSelector：
ディスクタイプ：ssd
コンテナ：

-名前：node-redis
画像：redis
imagePullPolicy：IfNotPresent
kubectl apply -f test-redis.yaml
/ //確認
K kubectl get po -o wide



B. //ノードのリストを取得
kubectlgetノード
//ラベルdisktype = ssdのノードを取得します
kubectl get no -l disktype = ssd
//サンプルのyamlファイルを作成します
kubectl run node-redis --generator = run-pod / v1 --image = redis --dry
-o yaml> test-redis.yamlを実行します
// test-redis.yamlファイルを編集し、nodeSelectorを追加します
vim test-redis.yaml
apiVersion：v1
-名前：node-redis
画像：redis
imagePullPolicy：IfNotPresent
kubectl apply -f test-redis.yaml
/ //確認
K kubectl get po -o wide
正解: (正解を表示します)

質問: 25
ロールアウト履歴をチェックし、更新後にすべてが正常であることを確認します

A. kubectlロールアウト履歴デプロイwebapp
kubectl get deploy webapp --show-labels
kubectl get rs -l app = webapp
kubectl get po -l app = webapp
B. kubectlロールアウト履歴デプロイwebapp
kubectl get deploy webapp --show-labels
kubectl get rs-
kubectl get po -l app = webapp
正解: (正解を表示します)

質問: 26
特定のリビジョン「1」への展開を元に戻す/ロールバックする
A. //展開履歴を確認する
kubectlロールアウト履歴デプロイメントWebアプリ
kubectl rollout undo deploymet webapp --to-revision = 1
B. //展開履歴を確認する
kubectlロールアウト履歴デプロイメントWebアプリ
//特定のリビジョンへのロールバック
kubectl rollout undo deploymet webapp --to-revision = 1
正解: (正解を表示します)
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質問: 27
上記のポッドを削除し、同じyamlファイルから再度作成します
パス/ data / redisに「test-file.txt」がないことを確認します
（非永続ストレージ「emptyDir」が使用されるため）。
正解:
kubectl delete pod test-redis kubectl create -f test-redis.yaml kubectl exec -it test-redis / bin / sh
cat /data/redis/file.txt//ファイルが存在しません

質問: 28
イメージバージョン1.16.1で展開を更新し、イメージを確認してロールアウト履歴を確認します
正解:
kubectl set image deploy / webapp nginx = nginx：1.16.1 kubectl describe deploy webapp | grepイ
メージkubectlロールアウト履歴デプロイwebapp

質問: 29
ファイアウォールとネットワークを、パケットバッファを圧倒し、正当なトラフィックをドロッ

プさせる可能性のある単一ソースのサービス拒否（DoS）攻撃から保護するために、次の設定を行
うことができます。

A. PGP（Packet Gateway Protocol）
B. PBP（パケットバッファ保護）
C. BGP（ボーダーゲートウェイプロトコル）
D. PBP（プロトコルベースの保護）
正解: (正解を表示します)
b

質問: 30
展開を5つのレプリカから20のレプリカにスケーリングし、検証します
正解:
kubectl scale deploy webapp --replicas = 20 kubectl get deploy webapp kubectl get po -l app =
webapp

質問: 31
このアイテムでは、nodesik8s-master-0およびik8s-node-0に切り替えて、これらのノードのすべ
てのタスクを完了する必要があります。この項目を完了したら、必ずベースノード（ホスト名：

ノード-1）に戻ってください。

環境

小規模な開発チームの管理者として、新しいアプリケーションの実行可能性をテストするために

Kubernetesクラスターをセットアップするように求められました。
タスク

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222403/


このタスクを実行するには、kubeadmを使用する必要があります。Anykubeadminvocationsは、
--ignore-preflight-errors = alloption。
* thenodeik8s-master-Oをマスターノードとして構成します。。
* nodeik8s-node-ototheクラスターに参加します。
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決

クラスタを初期化するときににあるkubeadmconfigurationファイルを使用する必要があります。
このタスクを完了するには、任意のCNIプラグインを使用できますが、favouriteCNIプラグインの
マニフェストURLが手元にない場合は、Calicoが人気のあるオプションの1つです：
https：//docs.projectcalico.org/v3.14/manifests/calico.yamlDockerはすでに存在します両方のノー
ドにインストールされ、必要なツールをインストールできるように構成されています。

有効的なCKA問題集はJPNTest.com提供され、CKA試験に合格することに役に立ちます！
JPNTest.comは今最新CKA試験問題集を提供します。JPNTest.com CKA試験問題集はもう更
新されました。ここでCKA問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ
ス、https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu「63問、３０％ディスカウント、特別な割

引コード: JPNshiken」

質問: 32
「frontend」という名前のポッドログを一覧表示し、「started」というパターンを検索して、「/
opt / error-logs」ファイルに書き込みます。
正解:
Kubectlログフロントエンド|grep -i "started"> / opt / error-logs

質問: 33
https://127.0.0.1:2379で実行されているetcdインスタンスのスナップショットを作成し、スナップ
ショットをファイルパスに保存します

/srv/data/etcd-snapshot.db。
etcdctlを使用してサーバーに接続するために、次のTLS証明書/キーが提供されています。
* CA証明書：/opt/KUCM00302/ca.crt
*クライアント証明書：/opt/KUCM00302/etcd-client.crt
*クライアントキー：Topt / KUCM00302 / etcd-client.key
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決

https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu


質問: 34
redisポッドを作成し、「redis-config」を「redis.conf」としてマウントします
redisコンテナー内で、構成ボリュームに「redis-volume」という名前を付けます
redis-configパス-/opt / redis-config
A.保留中
B. 1
C. 2
正解: A (コメントを発表する)

質問: 35
バージョン1.17.4でnginxポッドを作成し、ポート80で公開します
正解:
kubectl run nginx --image = nginx：1.17.4 --restart = Never --port = 80

質問: 36
名前でソートされたすべてのポッドを一覧表示します

正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

kubect1 get pods --sort-by = .metadata.name

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222408/


質問: 37
次のようにデプロイメントを作成します。

*名前：nginx-app
*バージョン1.11.10でコンテナnginxを使用-alpine
*デプロイメントには3つのレプリカが含まれている必要があります
次に、ローリング更新を実行して、新しいバージョン1.11.13-alpineでアプリケーションをデプロ
イします。

最後に、その更新を以前のバージョン1.11.10-alpineにロールバックします。
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決



質問: 38
ノードにapp = testのラベルを付け、確認します



正解:
kubectl label node node-name app = test // kubectl get no-show-labelsを確認しますkubectlget no
-l app = test

質問: 39
jsonpathを使用してnginx-devポッドのイメージバージョンを確認します
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

kubect1 get po nginx-dev -o
jsonpath = '{。spec.containers []。image} {"\ n"}'

質問: 40
nginxポッドを作成し、さまざまなレベルの冗長性でポッドを一覧表示します
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

//ポッドを作成します
kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --port = 80
//さまざまな詳細度でポッドを一覧表示します
kubectl get po nginx --v = 7
kubectl get po nginx --v = 8
kubectl get po nginx --v = 9

質問: 41
「test-redis」という名前のredisポッドを作成し、そのポッドに実行して、パス/ data / redisに「こ
れはテストファイルと呼ばれます」というテキストを含む「test-file.txt」という名前のファイル
を作成し、別のタブを開いて同じポッドで再度実行し、ファイルが同じパスに存在することを確

認します。

A. vim test-redis.yaml
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

名前：test-redis
仕様：

コンテナ：

-名前：redis
画像：redis
ポート：

--containerPort：6379



volumeMounts：
--mountPath：/ data / redis
名前：redis-storage
ボリューム：

-名前：redis-storage
emptyDir：{}
kubectl apply -f redis-pod-vol.yaml
//最初のターミナル
kubectl exec -it test-redis / bin / sh
cd / data / redis
echo 'これはテストファイルと呼ばれます'> file.txt
//別のタブを開きます
kubectl exec -it test-redis / bin / sh
cat /data/redis/file.txt
B. vim test-redis.yaml
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

名前：test-redis
仕様：

コンテナ：

-名前：redis
画像：redis
ポート：

--containerPort：6379
volumeMounts：
--mountPath：/ data / redis
名前：redis-storage
ボリューム：

kubectl exec -it test-redis / bin / sh
cd / data / redis
echo 'これはテストファイルと呼ばれます'> file.txt
//別のタブを開きます
kubectl exec -it test-redis / bin / sh
cat /data/redis/file.txt
正解: (正解を表示します)

質問: 42
スコア：7％

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222415/


環境

既存のポッドをKubernetesの組み込みログアーキテクチャ（kubectlログなど）に統合する必要が
あります。

ストリーミングサイドカーコンテナを追加することは、この要件を達成するための優れた一般的

な方法です。

タスク

busybox Imageを使用して、sidecarという名前のサイドカーコンテナを既存のポッドbig-corp-
appに追加します。新しいサイドカーコンテナは、次のコマンドを実行する必要があります。
/ bin / sh -c tail -n + 1 -f / va r / log / big-corp-app.log
/ var / logにマウントされているボリュームを使用して、ログファイルbig-corp-app.logをサイド
カーコンテナで使用できるようにします。

正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決：

＃

kubectl get pod big-corp-app -o yaml
＃

apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

名前：big-corp-app
仕様：

コンテナ：

-名前：big-corp-app
画像：busybox
args：



-/ bin / sh
- -NS
->
i = 0;
真実である間;
NS
echo "$（date）INFO $ i" >> /var/log/big-corp-app.log;
i = $（（i + 1））;
睡眠1;
終わり

volumeMounts：
-名前：ログ
mountPath：/ var / log
-名前：count-log-1
画像：busybox
引数：[/ bin / sh、-c、'tail -n + 1 -f /var/log/big-corp-app.log']
volumeMounts：
-名前：ログ
mountPath：/ var / log
ボリューム：

-名前：ログ
emptyDir：{
}
＃

kubectlログbig-corp-app-c count-log-1

質問: 43
次のようにポッドを作成します。

*名前：non-persistent-redis
*コンテナ画像：redis
*名前：cache-controlのボリューム
*マウントパス：/ data / redis
ポッドはステージングネームスペースで起動する必要があり、ボリュームは永続的であってはな

りません。

正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決





質問: 44
すべてのポッド名とすべての画像名を印刷してファイルに書き込みます

名前「/opt/pod-details.txt」
正解:
kubectl get pods -o = custom-columns = 'Pod Name：metadata.name'、'Image：spec.containers
[*]。image'> / opt / pod-details.txt

質問: 45
「HelloI'mrunningjob」をエコーする画像busyboxで「hello-job」という名前のジョブを作成しま
す

A. kubectl create job hello-job --image = busybox --dry-run -o yaml
--echo "こんにちは私はジョブを実行しています"> hello-job.yaml
kubectl create -f hello-job.yaml
//ジョブを確認します
kubectl get po
kubectlログhello-job- *
B. kubectl create job hello-job --image = busybox --dry-run -o yaml
--echo "こんにちは私はジョブを実行しています"> hello-job.yaml
kubectl create -f hello-job.yaml
//ジョブを確認します
kubectl get job



kubectl get po
kubectlログhello-job- *
正解: (正解を表示します)

質問: 46
name = webappでポッドに注釈を付けます
A. kubectl annotate pod nginx-dev-pod name = webapp
kubectl annotate pod nginx-prod-pod name = webapp
//確認
kubectl describe po nginx-dev-pod | grep-iアノテーション
kubectl describe po nginx-prod-pod | grep-iアノテーション
B. kubectl annotate pod nginx-dev-pod name = webapp
kubectl annotate pod nginx-prod-pod name = webapp
//確認
kubectl describe po nginx-dev-pod | grep-iアノテーション
正解: A (コメントを発表する)

有効的なCKA問題集はJPNTest.com提供され、CKA試験に合格することに役に立ちます！
JPNTest.comは今最新CKA試験問題集を提供します。JPNTest.com CKA試験問題集はもう更
新されました。ここでCKA問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ
ス、https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu「63問、３０％ディスカウント、特別な割

引コード: JPNshiken」

質問: 47
次のような展開仕様ファイルを作成します。

* labelapp_runtime_stage = devを使用してthenginxImageの7つのレプリカを起動します
*デプロイメント名：kual00201
このスペックファイルのコピーを/opt/KUAL00201/spec_deployment.yamlに保存します
（または/opt/KUAL00201/spec_deployment.json）。
完了したら、このタスクで作成した新しいKubernetes APIオブジェクトをクリーンアップ（削除）
します。

正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222419/
https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222420/
https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu


質問: 48
値user = myuserおよびpassword = mypasswordを使用してシークレットmysecretを作成します



A. kubectl create secret generic my-secret --fromliteral = username = user --from-literal =
password = mypassword
//確認
kubectl get secret generic my-secret -o yaml
B. kubectl create secret generic my-secret --fromliteral = username = user --from-literal =
password = mypassword
//確認
kubectl get secret --all-namespaces
kubectl get secret generic my-secret -o yaml
正解: B (コメントを発表する)

質問: 49
ノードバージョンとを出力するイメージノードでジョブを作成します

このジョブ用に作成されたポッドがあることを確認します

A. kubectl create job nodeversion --image = node --node -v
kubectl get job -w
kubectl get pod
YAMLファイル：
apiVersion：batch / v1
種類：仕事

メタデータ：

ラベル：

ジョブ名：nodeversion
名前：nodeversion
仕様：

完了：1
並列処理：1
ラベル：

ジョブ名：nodeversion
仕様：

コンテナ：

-指図：
-ノード
--- v
画像：ノード

imagePullPolicy：常に
名前：nodeversion
restartPolicy：決して
B. kubectl create job nodeversion --image = node --node -v
kubectl get job -w
kubectl get pod

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222422/


YAMLファイル：
apiVersion：batch / v1
種類：仕事

メタデータ：

ラベル：

ジョブ名：nodeversion
名前：nodeversion
仕様：

完了：1
並列処理：1
セレクタ：

matchLabels：
ジョブ名：nodeversion
レンプレート：

メタデータ：

ラベル：

ジョブ名：nodeversion
仕様：

コンテナ：

-指図：
-ノード
--- v
画像：ノード

imagePullPolicy：常に
名前：nodeversion
restartPolicy：決して
正解: (正解を表示します)

質問: 50
すべての入力トラフィックを拒否するNetworkPolicyを作成します
A. apiVersion：networking.k8s.io/v1
種類：NetworkPolicy
メタデータ：

名前：デフォルト-拒否

仕様：

podSelector：{}
policyTypes：
-イングレス
B. apiVersion：networking.k8s.io/v1
種類：NetworkPolicy
メタデータ：

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222423/


名前：デフォルト-拒否

仕様：

podSelector :(）
policyTypes：
-イングレス
正解: (正解を表示します)

質問: 51
ek8s-node-1asunavailableという名前のノードを設定し、そのノードで実行されているすべての
ポッドを再スケジュールします。

正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決

質問: 52
//構成マップを作成します
kubectl create configmap redis-config --from-file = / opt / redisconfig
//確認
kubectl get configmap redis-config -o yaml
//最初にこのコマンドを実行して、ポッドymlを保存します
kubectl run redis-pod --image = redis --restart = Always --dry-run

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222424/


-o yaml> redis-pod.yml
// ymlを以下のファイルに編集して、作成します
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

名前：redis
仕様：

コンテナ：

-名前：redis
画像：redis
env：
-名前：MASTER
値：「true」
ポート：

--containerPort：6379
volumeMounts：
--mountPath：/ redis-マスター-データ
名前：データ

--mountPath：/ redis-master
名前：config
ボリューム：

-名前：データ
emptyDir：{}
-名前：config
configMap：
名前：example-redis-config
A.アイテム：
-キー：redis-config
パス：redis.conf
cf
// //確認
K kubectl exec -it redis --cat /redis-master-data/redis.conf
B.アイテム：
-キー：redis-config
パス：redis.conf
cf
kk kubectl apply -f redis-pod.yml
// //確認
K kubectl exec -it redis --cat /redis-master-data/redis.conf
正解: (正解を表示します)

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222426/


質問: 53
ファイルを作成します。

/opt/KUCC00302/kucc00302.txtは、servicebazin名前空間開発を実装するすべてのポッドを一覧表
示します。

ファイルの形式は、1行に1つのポッド名である必要があります。
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決



質問: 54



var1 = value1として環境変数を使用してポッドを作成します。ポッド内の環境変数を確認しま
す。

A. kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --env = var1 = value1
＃それから

kubectl exec -it nginx --env
＃また

kubectl exec -it nginx --sh -c'echo $ var1 '
＃また

kubectl describe po nginx | grep value1
B. kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --env = var1 = value1
＃それから

kubectl exec -it nginx --env
＃また

kubectl describe po nginx | grep value1
正解: (正解を表示します)

質問: 55
部分的に機能しているKubernetesクラスターが与えられた場合、クラスターの障害の症状を特定
します。

ノードと障害のあるサービスを特定し、障害のあるサービスを起動してクラスターの正常性を回

復するためのアクションを実行します。変更が永続的に行われることを確認してください。

以下を使用して、関連するiノード（bk8s-master-0orbk8s-node-0）をカンシュトできます。
[student @ node-1] $ ssh <nodename>
次のコマンドを使用して、クラスター内の任意のノードで昇格された特権を想定できます。

[student @ nodename] $ | sudo -i
正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222428/


質問: 56
スコア：5％



タスク

ポッドラベルname = cpu-utilizerから、CPUワークロードが高いポッドを見つけ、CPUを最も消費
しているポッドの名前をファイル/opt/KUTR00401/KUTR00401.txt（既に存在します）に書き込み
ます。

正解:
以下の解決策を参照してください。

説明

解決：

kubectl top -l name = cpu-user -A
エコー 'ポッド名' >> /opt/KUT00401/KUT00401.txt

質問: 57
ラベルenv = devのポッドを取得し、ラベルを出力します
正解:
kubectl get pods -l env = dev --show-labels

質問: 58
クラスタ内の永続ボリュームと永続ボリュームクレームのリストを取得します

正解:
kubectl get pv kubectl get pvc

質問: 59
サービス「webservice」によってサービスされるすべてのポッドをリストし、出力を/opt/
$USER/webservice.targetsにコピーします。注：エンドポイントをリストする必要があります。
正解:
kubectl descrive svc webservice | grep -i "エンドポイント"> /opt/$USER/webservice.targets
kubectl get endpoints webservice> /opt/$USER/webservice.targets

質問: 60
シークレットを環境変数としてロードするnginxポッドを作成します
A. // ymlファイルを作成します
kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --dry-run -o
yaml> nginx.yml



//以下にenvセクションを追加し、作成します
vim nginx.yaml
apiVersion：v1
種類：ポッド

メタデータ：

ラベル：

実行：nginx
名前：nginx
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx
envFrom：
--secretRef：
名前：私の秘密

restartPolicy：決して
kubectl apply -f nginx.yaml
//確認
kubectl exec -it nginx --env
B. // ymlファイルを作成します
kubectl run nginx --image = nginx --restart = Never --dry-run -o
yaml> nginx.yml
//以下にenvセクションを追加し、作成します
vim nginx.yaml
実行：nginx
名前：nginx
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx
envFrom：
--secretRef：
名前：私の秘密

restartPolicy：決して
kubectl apply -f nginx.yaml
//確認
kubectl exec -it nginx --env
正解: (正解を表示します)

質問: 61

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222434/


ノード1から既存のポッドをすべて削除し、ノードを新しいポッドのスケジュール不能にします。
A. kubectlgetノード
kubectldrain node-1＃ノード1で実行されているポッドを削除します
クラスター内の他のノード

kubectl cordon node-1＃新しいポッドをスケジュールすることはできません
ノード

//確認
kubectl get no
ノードをコードオンすると、ステータスは「SchedulingDisabled」と表示されます
B. kubectlgetノード
kubectldrain node-1＃ノード1で実行されているポッドを削除します
クラスター内の他のノード

//確認
kubectl get no
ノードをコードオンすると、ステータスは「SchedulingDisabled」と表示されます
正解: (正解を表示します)

有効的なCKA問題集はJPNTest.com提供され、CKA試験に合格することに役に立ちます！
JPNTest.comは今最新CKA試験問題集を提供します。JPNTest.com CKA試験問題集はもう更
新されました。ここでCKA問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ
ス、https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu「63問、３０％ディスカウント、特別な割

引コード: JPNshiken」

質問: 62
2つのレプリカを持つ「myapp」という名前のデプロイメントを作成します。
nginxイメージを作成し、「myservice」という名前のサービスとしてデプロイを公開します
A. // YAMLテンプレートを作成する
kubectl create deploy myapp --image = nginx --dry-run -o yaml>
myapp.yaml
//myapp.yamlファイルのreplicas = 2を更新します
apiVersion：apps / v1
種類：展開

メタデータ：

ラベル：

アプリ：myapp
名前：myapp
仕様：

レプリカ：2

https://www.jpnshiken.com/q/13703-1222435/
https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu


セレクタ：

matchLabels：
アプリ：myapp
レンプレート：

メタデータ：

ラベル：

アプリ：myapp
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx
//配置を作成
kubectl create -f myapp.yaml
//サービス用のYAMLテンプレートを作成します
kubectl export deploy myapp --type = ClusterIP --port = 60-
target-port = 60 --name = myservice --dry-run -o yaml>
myservice.yaml
YAMLファイル：
apiVersion：v1
種類：サービス

メタデータ：

ラベル：

アプリ：myapp
名前：myservice
仕様：

ポート：

-ポート：60
プロトコル：TCP
targetPort：80
セレクタ：

アプリ：myapp
タイプ：ClusterIP
kubectl get svc
名前タイプクラスター-IP外部-IPポート

年

kubernetes ClusterIP 10.2.0.1 <なし> 443 / TCP
158d
myservice ClusterIP 10.2.96.175 <なし> 80 / TCP
40代
B. // YAMLテンプレートを作成する
kubectl create deploy myapp --image = nginx --dry-run -o yaml>



myapp.yaml
//myapp.yamlファイルのreplicas = 2を更新します
apiVersion：apps / v1
種類：展開

メタデータ：

ラベル：

アプリ：myapp
名前：myapp
仕様：

レプリカ：2
セレクタ：

matchLabels：
アプリ：myapp
レンプレート：

メタデータ：

ラベル：

アプリ：myapp
仕様：

コンテナ：

-画像：nginx
名前：nginx
//配置を作成
kubectl create -f myapp.yaml
//サービス用のYAMLテンプレートを作成します
kubectl export deploy myapp --type = ClusterIP --port = 80-
target-port = 80 --name = myservice --dry-run -o yaml>
myservice.yaml
YAMLファイル：
apiVersion：v1
種類：サービス

メタデータ：

ラベル：

アプリ：myapp
名前：myservice
仕様：

ポート：

-ポート：80
プロトコル：TCP
targetPort：80
セレクタ：

アプリ：myapp



タイプ：ClusterIP
kubectl get svc
名前タイプクラスター-IP外部-IPポート

年

kubernetes ClusterIP 10.2.0.1 <なし> 443 / TCP
158d
myservice ClusterIP 10.2.96.175 <なし> 80 / TCP
40代
正解: (正解を表示します)

有効的なCKA問題集はJPNTest.com提供され、CKA試験に合格することに役に立ちます！
JPNTest.comは今最新CKA試験問題集を提供します。JPNTest.com CKA試験問題集はもう更
新されました。ここでCKA問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ
ス、https://www.jpntest.com/shiken/CKA-mondaishu「63問、３０％ディスカウント、特別な割

引コード: JPNshiken」
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