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@tektoncd01Why CI/CD ?



最新レポート from DORA
(DevOps Research and Assessment)

https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/the-2019-accelerate-state-of-
devops-elite-performance-productivity-and-scaling
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https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/the-2019-accelerate-state-of-devops-elite-performance-productivity-and-scaling
https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/the-2019-accelerate-state-of-devops-elite-performance-productivity-and-scaling


Elite group を Low performers と比
べると...

Elite teams 
outperform

コードのデプロイが
より頻繁

208x
コミットからデプロイまでの
リードタイムが
より高速

106x

変更失敗の比率が
より低い

7x
インシデントからの復旧が よ
り高速

2,604x

[出典] 2019 Accelerate State of DevOps Report
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https://cloud.google.com/devops/state-of-devops/


次世代の継続的デリバリーコラボレーションに

ベンダー中立的な拠点を提供

CDF



CI / CD に求められるもの

Kubernetes 連携
ハイブリッド  / マルチクラウド

連携

ポータビリティオープン



@tektoncd02
GCP における
CI/CD とは?



コミットからデプロイまでのパイプライン

Local 
Development



高速な
ローカル開発ループ

Cloud Code
Dev loop

Dev cluster

オープンソースの cloud-build-local バイナリで
ローカルでビルドを実行

Cloud Code を利用し、 linting、補完、
ローカルでのデプロイ（ Skaffold）を支援



CI

高速な
リモート開発ループ

Cloud Code
Dev loop

Dev cluster

Build

CD

Outer loop

Monitor

ローカルとクラウドで
同じパイプラインを実行



Cloud Build



Cloud Build

フルマネージドな CI/CD プラットフォーム

● コンテナイメージやアーティファクトのビルドから、 VM、サーバレ

ス、Kubernetes、Firebase などの複数環境への

デプロイまで、ビルドステップを定義して管理可能

● Dockerfile or cloudbuild.yaml に基づいてビルドを実行

● GCS, GSR, GitHub, BitBucket からソースを  import 可能

● リポジトリへの  push をトリガーに、ビルドを実行。

VM を意識することのないサーバレス。



Cloud Build

- name: 'gcr.io/cloud-builders/kubectl'
  id: Apply latest image
  args: ['apply', '-f', ‘k8s-manifest/’]

cloudbuild.yaml にビルドステップを定義可能

項目:

● Build steps

● Timeout

● Logs bucket

● etc.

Cloud Build で利用可能な、一般的な言語とツールが

用意された事前ビルド済みのイメージも提供中

（Cloud Builders）。

https://cloud.google.com/container-builder/docs/build-config

https://cloud.google.com/cloud-build/docs/cloud-builders?hl=ja

https://cloud.google.com/container-builder/docs/build-config
https://cloud.google.com/cloud-build/docs/cloud-builders?hl=ja


Cloud Build - サービスアカウントの権限設定

https://cloud.google.com/cloud-build/docs/securing-builds/set-service-account-permissions

Cloud Console から、Cloud Build の
サービスアカウントの権限設定が可能に
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https://cloud.google.com/cloud-build/docs/securing-builds/set-service-account-permissions


Spinnaker



Spinnaker

● Netflix が開発した  OSS のマルチクラウド  Continous Delivery プラットフォーム

● Google も 2014 年から開発に参加してる

● CD はパイプラインで管理する

● CI 連携は git イベント、Jenkins、他の Spinnaker パイプライン、などなど

● Immutable Infrastructure - デフォルトで  Blue/Green (R/B) をサポート



Spinnaker for GCP

GCP と統合された Spinnaker

● Secure installation

● Automatic backups

● Integrated audit and monitoring

● Simplified maintenance

Introducing Spinnaker for Google Cloud Platform—continuous delivery made easy

https://github.com/GoogleCloudPlatform/spinnaker-for-gcp
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https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/introducing-spinnaker-for-google-cloud-platform-continuous-delivery-made-easy
https://github.com/GoogleCloudPlatform/spinnaker-for-gcp


Container Registry
脆弱性スキャン



Container Registry 脆弱性スキャン
CI/CD パイプラインの早い段階でセキュリティ脆弱性の発見を支援

Ubuntu、Debian、Alpine、
Red Hat、CentOS パッケージ

の脆弱性を特定します。

頻繁に更新されるデータベース

が、最新の脆弱性スキャンを保

証します。

既存ツールを接続し、検出さ

れた脆弱性の解決策を展開

できます。



Cloud Build による脆弱性スキャン

Cloud Build は CSR、
GitHub、Bitbucket と連

携して、変更がコミットさ

れるたびに、ビルドを作

成します。

コード ビルド テスト
アーティファクト管

理
デプロイ

Cloud Build では、Maven 
や Gradle、Webpack、Go、
Bazel などのビルド ツール

を使って、コンテナまたはコ

ンテナ以外のアーティファク

ト（成果物）をビルドできま

す。

Cloud Build により、ビルド

の一環として単体テストと

結合テストを自動的に実行

できます。 

Cloud Build はイメージを

プライベート レジストリに

自動的にプッシュし、プッ

シュされたイメージにはセ

キュリティ脆弱性のスキャ

ンが実行されます。

Cloud Build では、ビルドを

複数の環境（VM、サーバー

レス、Kubernetes、Firebase 
など）にデプロイできます。



Cloud Build
Artifacts

Alpha
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パッケージリポジトリサービス on Google Cloud

Maven と npm をサポート

Cloud IAM との統合とリポジトリごとの権限管理

gcloud CLI との統合 

UI in the Cloud Console

Cloud Build Artifacts AlphaNE
W



Binary 
Authorization



Binary Authorization
適切に署名されたコンテナのみが本番環境にデプロイされることを保証

GKE API によるすべてのデ

プロイを検証します。

ほとんどの CI/CD ツールに対

応する標準的な署名検証を採

用しています。

リリース プロセスに合った構

成可能なデプロイ ポリシー

です。



デプロイ時に何を検
証するのか

信頼できる CI/CD パイプラインでイメー

ジがビルドされていること

イメージがセキュリティ/品質テスト（脆

弱性スキャン、QA など）に合格している

こと

明示的に許可されたサードパーティ イ
メージのみのデプロイであること



GA リリースで追加された新機能 :
ドライラン

ドライランにより、お客様はデプロイ ポリシーを非

適用モードに設定し、ブロックされそうなデプロイ

を Audit Log で記録、レビューできます。 

Binary 
Authorization

GKE

Deploy image foo 
to cluster ‘bar’ 

Pod Pod Pod

Foo is not 
allowed on bar

Audit Log

Deploy foo



GA リリースで追加された新機能 :
システム コンテナ ポリシー 

GKE チームによってビルドされ、承認された信頼

できるシステム コンテナのみが、デプロイを許可さ

れるようにすることを選択できます。クラスタにデプ

ロイされるものはすべて、デプロイ ポリシーで明示

的に許可されたものです。

In-house built app 
images

3rd party images

GKE system 
containers

What runs in 
a cluster

signed by CI/CD 
pipeline and QA 
team

What’s in the policy

explicitly 
whitelisted

allowed by default 
system container 
policy

Authorizes



GA リリースで追加された新機能 :
Cloud KMS のサポート

この機能により、お客様は Cloud KMS で生成さ

れる非対称鍵を使用して、コンテナ イメージに署

名し、検証できます。お客様が独自の PKI を使用

したい場合も、この機能で汎用の PKCS 署名鍵が

サポートされます。

Binary 
Authorization

Cloud KMS

Container Image

Sign Verify



ハイブリッドクラウド / マルチクラウド

の場合は？



@tektoncd



@tektoncd

組み立て可能

Tekton:ビジョン

宣言的

再現可能
クラウド

ネイティブ

仕様とクラウドネイティブなテ

クノロジーによって、すべての

ユーザーへのソフトウエア展

開で利便性とセキュリティを

向上



@tektoncd

Tekton のパイプライン:
パーツ

CRD

カスタムタイプによる  Kubernetes の拡張

リソースに作用するコントローラ

= Kubernetes の CI/CD プラットフォーム



@tektoncd

Tekton のパイプライン: アーキテクチャ



Medium blog(google-cloud-jp)  Tekton ~ Kubernetes native pipeline resource ~

Tekton のサンプル

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
  name: echo-hello-world # タスク名

spec:
  steps:
    - name: echo
      image: ubuntu # イメージを指定

      command: # コマンドを指定

        - echo
      args:
        - "hello world"

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: TaskRun
metadata:
  name: echo-hello-world-task-run
spec:
  taskRef:
    name: echo-hello-world # タスク名を指定

https://github.com/tektoncd/pipeline/blob/master/docs/tutorial.md

https://medium.com/google-cloud-jp/tekton-kubernetes-native-pipeline-resource-a635f13a89ab
https://github.com/tektoncd/pipeline/blob/master/docs/tutorial.md


03まとめ



まとめ

1 CI / CD は、Kubernetes を利用する開発において欠かすことのできない要素

ポータビリティなど、クラウド利用の要件に応じて、最適なプロダクトを選択する必要

が有る

3

2

Tekton をはじめ、今後のアップデートから目が離せません！



CI/CD developer hub

https://cloud.google.com/docs/ci-cd/?hl=ja

https://cloud.google.com/docs/ci-cd/?hl=ja


Thank you :)


