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コンテナについて

コンテナはアプリケーションコードとその依存ファイル群を、一

つのユニットとしてまとめる技術

これにより、アプリケーションとインフラを疎結合にすることがで

きる

● コンテナは、アプリケーションとその依存性が

まとまっているので、開発環境、テスト環境、

本番環境をまたいだデプロイなどが容易になる

● オンプレミス、プライベート クラウド、

パブリック クラウド等、異なる実行環境間の移動が容易

になる

App 1 App 2 App 3

Bins / Libs Bins / Libs Bins / Libs

Container Runtime

Host OS

Infrastructure

コンテナ



コンテナの優位点

軽量

仮想マシンに比べて
軽量でシンプル
数十ミリ秒で起動

ポータブル

様々な実行環境に対応し、
デプロイメントが容易

効率性

リソース使用量が少ない
コンピュートリソースを

細分化し、効率的に利用可能



コンテナを本番運用していく上での課題

● オペレーションの課題

○ アプリケーションの更新はどうするか

○ 複数のホストに、どうコンテナを分散配置するか

● ネットワークの課題

○ コンテナ間の通信をどうするか

● スケーリングの課題

○ コンテナ、またはホストがリソース不足の場合、どうスケーリングするか

● 可用性の課題

○ コンテナ、またはホストに障害が発生した場合、どうするか



2014 年に公開された、オープンソース  の

コンテナ オーケストレーション  システム

Google 内部で使われている  Borg を参考に開発された

Kubernetes とはギリシャ語の操舵手の意味

https://kubernetes.io/

Kubernetes とは？

https://kubernetes.io/


● コンテナをホストする（コンテナを動かす）

● コンテナのスケジューリング（どこに配置するか決める）

● （負荷が増えたら）オートスケーリング

● （壊れたら）オートヒーリング

● （新しいアプリに置き換えたい）ローリングアップデート

Kubernetes は拡張性が高いのも特徴の  1 つ。

Custom Resource Definition（CRD）を使うことで、比較的容易に独自機能を追加することが可能

Kubernetes が主に出来ること



Kubernetes の内部アーキテクチャ

kube-scheduler

kube-controller
-manager

kube-apiserver

etcd

kubelet コンテナ
ランタイム

コンテナ

 

kubectl / API
コントロール プレーン ノード

kube-proxy

kube-dns
Add-on

コンテナ
コンテナ

(Pod)



Kubernetes の主な API リソースの相関関係

Pod

Deployment

Pod
Container

ReplicaSet

Horizontal 
Pod 

Autoscaler

StatefulSet

IngressService

Persistent Volume Claim

ConfigMap Secret

Persistent 
Volume 

作成 / 更新 / 削除

Pod

更新

外部ストレージ

トラフィックを転送（L4 
LB）

トラフィックを転送（L7 
LB）

作成 / 更新 / 削除

Volume としてマウント

アサイン/ 動的作成

コンテナ

コンテナ
作成 / 更新 

/ 削除



● 2015 年にリリースされた、Google Cloud が提供するマネージド  Kubernetes

● コントロール  プレーンは  Google が管理し、ユーザーはノードのみを意識する

● 2021 年に、ノードもフルマネージドな  GKE Autopilot がリリースされたため、

ユーザーがノードも管理するモードは、 GKE Standard とも呼ばれるように

Google Cloud の各種サービスと、ネイティブにインテグレーションされていて便利

● Load Balancer

● Logging / Monitoring

● Network Security

Google Kubernetes Engine（GKE）とは

https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/autopilot-overview


GKE の基本的なアーキテクチャ

ノード

コントロール
プレーン

 

Kubernetes の利用
（kubectl / API）

GKE クラスタ
Google が管理する
プロジェクト

ユーザーのプロジェクト

ノード

ノード

クラスタ作成・更新・削除

（CLI / GUI）



GKE にアプリを継続的に
デプロイする
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まずはクラスタの作成から

ロケーション  タイプの選択

● シングルゾーン、マルチゾーン  クラスタ

○ コントロール  プレーンは  1 ゾーンに配置され、SLA は 99.5 %

○ マルチゾーンはノードが複数ゾーンに冗長化されるが、コントロール  プレーンは  1 ゾーン

○ クラスタのアップグレード時など、一時的にマニフェストの適用などが不可

● リージョン  クラスタ（Autopilot はこちらのみ選択可）

○ コントロール  プレーン、ノード共に、複数ゾーンに冗長化され、SLA は 99.95 %

○ クラスタのアップグレード時も、中断することなく 継続利用が可能



Kubernetes のバージョンにどれを選択するか

1. 静的にバージョンを指定する

● クラスタのバージョンを特定のパッチ

バージョンまで細かく指定したい場合

● デフォルト  バージョンは安定性と

パフォーマンスに基づいて定期的に

変更される

2. リリース チャンネルを利用する

● Google が推奨するバージョンで

クラスタが作成される

● コントロール  プレーン とノードの

アップグレードが  Google によって

自動的に行われる

1.21.6-gke.1500
Kubernetes

マイナー バージョン
Kubernetes
パッチリリース

GKE
パッチ リリース



リリース チャンネルとは

バージョニングとアップグレードを行う際のベスト  プラクティスを提供する仕組み。

リリース チャンネルを指定すると、コントロール  プレーンとノードのバージョンと

アップグレード  サイクルが自動的に  Google により管理されます。

利用できる機能と更新頻度の異なる、以下  3 つのチャンネルがあります。

Regular StableRapid

最新 バランス 安定

本番向き開発向き（SLA が除外）

2~3 ヶ月 2~3 ヶ月



どのようにコンテナをビルドし、継続的に展開していくべきか　 →　CI / CD

コンテナ アプリケーションの準備

開発
Cloud Code

CI
Cloud Build

CD
Cloud Deploy

実行環境



Cloud Code

サポート IDE:

● JetBrains 社製 IDE
● VS Code
● Cloud Shell Editor

コンテナの開発と、Google Cloud への

デプロイを支援する IDE プラグイン

OSS の Buildpacks や Skaffold などを活用

し、ローカル開発を簡素化、リアルタイムのデ

バッグを実現



Cloud Build

フルマネージド CI / CD プラットフォーム

　お客様が  VM を用意したりキャパシティの管理をする必要はない

　プライベート  プールで、マシンタイプや  VPC を指定できる柔軟さも

柔軟なビルドステップ

　あらゆる  CLI ツールをビルドステップとして

　組み込むことが可能 （https://cloud.google.com/build/docs/cloud-builders）

デベロッパーフレンドリー

　Cloud Source Repositories、GitHub または Bitbucket などの

　変更をトリガーに実行

https://cloud.google.com/build/docs/cloud-builders


Artifact Registry

細かい権限管理、セキュアなデプロイ連携

　特定のリポジトリに固有の権限を付与することが可能

　GKE や Cloud Run と Binary Authorization を連携し、ポリシーに

　合ったイメージだけをデプロイするといった制御が可能

脆弱性スキャン

　リポジトリにプッシュされた、コンテナ  イメージ内の脆弱性を

　検知し、最新の脅威にも素早く対応可能

Container Registry の後継

　Docker イメージだけでなく、Java、Node.js、Python で利用するパッ

ケージや、Debian、RPM などの OS パッケージも合わせて

プライベート管理が可能（リージョン、マルチ  リージョン）



Cloud Deploy

重要指標の可視化

　CI / CD プロセスそのものの改善を促す指標を可視化

　DORA 4 指標の “デプロイ頻度” と “デプロイ時失敗率 ” を組込み

成果物の厳密な管理

　リリース  コンテンツを事前にまとめ、

　環境依存のない一貫性ある成果物管理

継続的デリバリー（CD）に特化

　CD のための各種機能をフルマネージドでご提供します



Cloud Build と Cloud Deploy で作る CI / CD 環境例

開発チーム

運用チーム

管理者

ソースコード管理

承認

テスト・ビルド

環境設定管理

デプロイ

リリース準備

結合テスト

総合テスト

開発環境

評価環境

本番環境

どの環境に何をデプロイするか

本番環境へプロモーション



複数のアプリをデプロイして連携
する
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1 つの GKE クラスタにマイクロ サービスを展開

Node1

Node2

Namespace
Green

Node1

Pod

Pod

Pod

Node2

Node3

PodPod

Pod

クラスタに分散配置論理的な空間分離

Namespace
Blue

Namespace
Yellow



リソースの制御を考える

コンテナに必要な  CPU / Memory の要求と制限が指

定されていないため、適切な配置が出来て

いない可能性

namespace で分離された複数のサービスが複数

ノードで同居する可能性があるため、一部の

サービスがリソースを使いすぎると、他の

ワークロードに影響を与える可能性がある

Node1

Pod

Pod

Pod

Node2

Node3

PodPodPod Pod

OOM

Pod Pod Pod Pod

各マイクロサービスのリソースを制御
することで、クラスタ全体のリソースを最適
化できる



リソースの割り当て

何も指定しない場合、Pod はできる限りの

リソース（≒  ノードのリソース）を利用する

コンテナの、CPU とメモリに対して

要求（requests）と、上限（ limits）を指定し、最適化

するのが良い

要求リソースを正しく指定することで、 Pod が配置

可能な最適なノードを決定してくれる

LimitRange を適用すると、その  namespace 下で

は、各コンテナにリソース指定しなくても

デフォルトの値が設定される

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: foo-app
 namespace: foo
spec:
 containers:
   - name: foo-app
     image: 
asia-northeast1-docker.pkg.dev/[project_id]/foo:v1
     resources:
       limits:
         cpu: "1"
         memory: "200Mi"
       requests:
         cpu: "0.5"
         memory: "100Mi"
---
apiVersion: v1
kind: LimitRange
metadata:
 name: sample-limits
 namespace: foo
spec:
 limits:
   - max:
       cpu: "1"
       memory: "1Gi"
     defaultRequest:
       cpu: "200m"
       memory: "500Mi"
     type: Container



ResourceQuota によるリソース制限

namespace 単位で、リソースの上限を制御

開発環境などでノード数が固定、またはノードのス

ケール上限が少ない場合や、複数のアプリが

同居した場合に、特定のワークロードでリソースを使

い切ってしまわないように、リソースを制御する

apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
 name: compute-resources
spec:
 hard:
   requests.cpu: "4"
   requests.memory: 4Gi
   limits.cpu: "8"
   limits.memory: 8Gi
---
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
 name: object-counts
spec:
 hard:
   configmaps: "10"
   persistentvolumeclaims: "4"
   pods: "10"
   replicationcontrollers: "20"
   secrets: "10"
   services: "10"
   services.loadbalancers: "2"



マイクロ サービス毎の権限管理

Node1

Node2

Namespace
Green

Pod

Pod

Pod PodPod

Pod

Namespace
Blue

Namespace
Yellow

/products

/manage



Role-Based Access Control（RBAC）

の適用

ロールベースのアクセス制御

Kubernetes サービス アカウントに対して、特定の  namespace 
へのアクセス権限を制御する

foo

bar

Pod

Pod

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
 metadata:
   name: foo-sa
   …
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
 name: pod-reader
 namespace: bar
rules:
 - apiGroups: [""]
   resources: ["pods"]
   verbs: ["get", "watch", "list"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
 name: read-pods
 namespace: bar
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: Role
 name: pod-reader
subjects:
 - apiGroup: ""
   kind: ServiceAccount
   name: foo-sa
   namespace: foo

Pods への読み取り許可foo-sa



Google Cloud プロダクトへのアクセス権限を最小に

Workload Identity を有効化

Google Cloud サービス アカウント（GSA）と、

Kubernetes サービス アカウント（KSA）を

紐付ける機能

開発者は  KSA のみを意識するだけで、必要最小限

の Google Cloud プロダクトへのアクセスを

管理可能

foo

bar

Pod

Pod

KSA GSA
IAM Policy Binding

KSA



ネットワーク ポリシーの適用

選択した Pod に許可するトラフィック  ルールを定義

L3 / L4 レベルのネットワーク  ポリシー

foo

bar

Pod

Pod

apiVersion: networking.k8s.io/v1

kind: NetworkPolicy

metadata:

 name: allow-foo-app

 namespace: bar

spec:

 podSelector:

   matchLabels:

     app: bar-app

 ingress:

   - from:

       - podSelector:

           matchLabels:

             app: "foo-app"

接続を許可

bar-app

foo-app

allow-foo-app



Dataplane v2 の利用

eBPF（extended Berkeley 

Packet Filter）で実装

ネットワーク  ポリシーが

常に有効化

接続の許可、拒否などの情報を

ロギングすることも可能

https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/dataplane-v2

https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/dataplane-v2


サービス メッシュを適用して、
L7 traffic の認可（ASM については後述）

apiVersion: security.istio.io/v1beta1

kind: AuthorizationPolicy

metadata:

 name: httpbin

 namespace: bar

spec:

 action: ALLOW

 rules:

   - from:

       - source:

           principals: ["foo-sa"]

       - source:

           namespaces: ["foo"]

     to:

       - operation:

           methods: ["GET"]

           paths: ["/info/*"]

       - operation:

           methods: ["POST"]

           paths: ["*/data"]

     when:

       - key: request.auth.claims[iss]

         values: ["https://accounts.google.com"]

foo

bar

Pod

Pod

foo-sa
GET /info/*

POST */data

全ての条件にマッチしたリクエストのみ許可



Cloud Load Balancing 
との連携
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Kubernetes リソースと GCLB の連携

Pod

Deployment

Pod
Container

ReplicaSet

Horizontal 
Pod 

Autoscaler

StatefulSet

IngressService

Persistent Volume Claim

ConfigMap Secret

Persistent 
Volume 

作成 / 更新 / 削除

Pod

更新

外部ストレージ

トラフィックを転送（L4 
LB）

トラフィックを転送（L7 
LB）

作成 / 更新 / 削除

Volume としてマウント

アサイン/ 動的作成

コンテナ

コンテナ
作成 / 更新 

/ 削除



● Service

○ 複数の Pod に対して負荷分散する、 L4 ロードバランサーを提供

○ クラスタ内部、外部向けに  Pod へアクセスするためのエンドポイントを提供

○ TCP コネクションは終端せず、接続元クライアントと接続先バックエンドサーバ間で

一つのコネクションを利用。接続先バックエンドから見た送信元は接続元クライアント

● Ingress

○ L7 ロードバランサーを提供

○ ドメインや、パスベースで複数の  Service にロードバランシング

○ SSL 通信を終端する。接続先バックエンドから見た 送信元 IP はロードバランサーになる

Kubernetes Service と Ingress リソース



Ingress と Compute Engine リソースのマッピング



Multi-cluster Ingress

リージョンを跨いだクラスタ間での  HTTP/HTTPS ロー

ドバランシングが可能

バックエンドの状態をみつつ、最寄りのクラスタにトラ

フィックを転送

リージョンを跨いだ、クラスタ間の負荷分散



Ingress の次世代コントローラ → Gateway コントローラ

特徴

● クラスタ管理者、Namespace に

閉じたサービス管理者の

責任境界を分離

● GCLB の機能をフル活用

● Namespace をまたがる

ルーティング

Preview



Namespace をまたがるルーティング管理

プラットフォーム チー
ム

Store サービス
チーム

Site サービス
チーム



サービス メッシュによるトラ
フィック管理
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サービス メッシュとは

主にマイクロサービス環境において、

● サービスディスカバリー

● トラフィック制御

● 認証・認可、通信の暗号化

● 可観測性

などの機能を提供するソフトウェアを指す。

ネットワークプロキシ  をはじめとした

データプレーンとそれを制御する

コントロールプレーンにより構成される。

Service

Network 
Proxy

Control Plane

Kubernetes cluster

Service

Network 
Proxy

Pod PodData Plane

Config

Actual traffic

Config



サービス メッシュが無い場合

Network

container Bcontainer A



サービス メッシュが無い場合

Network

container Bcontainer A
A
P
I

A
P
I



サービス メッシュが無い場合

Network BNetwork A

container Bcontainer A
A
P
I

A
P
I

Zero trust network



サービス メッシュが無い場合

container Bcontainer A
A
P
I

A
P
I

ID ID



サービス メッシュが無い場合

container Bcontainer A
A
P
I

A
P
I

ID ID

Security Security
Authn
Authz



サービス メッシュが無い場合

container Bcontainer A
A
P
I

A
P
I

ID ID

Security Security
Authn
Authz

Network Resilience Network ResilienceLatency
Fault Tolerance
Circuit Breaking



サービス メッシュが無い場合

container Bcontainer A
A
P
I

A
P
I

ID ID

Security Security
Authn
Authz

Network Resilience Network ResilienceLatency
Fault Tolerance
Circuit BreakingPolicy Policy

Quota
Rate Limiting



サービス メッシュが無い場合

container Bcontainer A
A
P
I

A
P
I

ID ID

Security Security
Authn
Authz

Network Resilience Network ResilienceLatency
Fault Tolerance
Circuit BreakingPolicy Policy

Quota
Rate Limiting

Observability Observability

Logging
Metrics

Distributed Tracing
Topology



サービス メッシュが無い場合

Not business logic

Business logicBusiness logic
A
P
I

A
P
I

ID ID

Security Security
Authn
Authz

Network Resilience Network ResilienceLatency
Fault Tolerance
Circuit BreakingPolicy Policy

Quota
Rate Limiting

Observability Observability

Logging
Metrics

Distributed Tracing
Topology



サービス メッシュが無い場合

Network Functions

Business logicBusiness logic
A
P
I

A
P
I

ID ID

Security Security
Authn
Authz

Network Resilience Network ResilienceLatency
Fault Tolerance
Circuit BreakingPolicy Policy

Quota
Rate Limiting

Observability Observability

Logging
Metrics

Distributed Tracing
Topology



ビジネス ロジックと

ネットワーク機能を分離

Pod

container B (sidecar)

Business logic
A
P
I

ID

Security

Network Resilience

Policy

Observability

Business logic

A
P
I

ID

Security

Network Resilience

Policy

Observability

container A



Pod

container A

Envoy (sidecar)

app

A
P
I

ID

Security

Network Resilience

Policy

Observability

devops

dev

軽量

ポータブル

自動化

スケール性能

コントロール

一貫性

他



コントロール  プレーンは、データプレーンと

同じ Kubernetes のクラスタ上で動作する

主なコンポーネント

● Istiod
○ トラフィック  コントロール

○ mTLS 用の CA

● Envoy 
○ サイドカープロキシ

● （Prometheus / Grafana）
○ メトリクス監視

普及している OSS のサービスメッシュ Istio のアーキテクチャ

Istiod

Service A Service B

Envoy Envoy

Telemetry

Config to 
Envoys

Data Plane

mTLS

HTTP, gRPC, TCP

TLS certs to 
Envoys

Kubernetes Cluster

Control Plane

Loggingは自前



Istio ベースのフルマネージド サービス メッシュ

= Anthos Service Mesh

コントロール  プレーンがクラスタから分離

されて Google 管理となる、マネージド  
コントロール  プレーン（MCP）を選択可能

● Istiod がマネージドに

● CA機能は Mesh CA に

● メトリクス監視、ロギング監視は

Cloud Logging / Monitoring に

MCP の他に、istiod がクラスタに配置される従来

型の In-cluster Control Plane も選択可

Service A Service B

Envoy Envoy

HTTP, gRPC, TCP

mTLS

Data Plane

Managed 
istiod

Config to
Envoys

TLS certs 
to Envoys

Telemetry

Mesh CA

  Cloud 
Monitoring

Control Plane

  Cloud 
Logging

GKE Cluster



分散トレーシング

Envoy の分散トレーシング機能を使ってサービスメッ

シュ内のトレーシングを実現

Envoy により request ID や Trace Headers を生成

し、アプリケーション側でヘッダを伝搬させる

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1

kind: IstioOperator

spec:

 meshConfig:

   enableTracing: true

   defaultConfig:

     tracing:

       sampling: 100.0

       max_path_tag_length: 256Service A Service B

Envoy Envoy
Tracing

HTTP Request Headers

x-request-id

x-b3-traceid

x-b3-spanid

x-b3-parentspanid

x-b3-sampled

x-b3-flags

b3



Traffic Splitting による
Canary リリース

service_b v2

service_b v1

service_b v1

Canary

5%

service_a
95%

全体の 95% を service_b v1 へルーティングし、

残り 5% のトラフィックのみ  service_b v2 へ

ルーティングする

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3

kind: VirtualService

metadata:

 name: service_b

spec:

 hosts:

   - service_b

 http:

   - route:

       - destination:

           host: service_b

           subset: v1

         weight: 95

       - destination:

           host: service_b

           subset: v2

         weight: 5



ヘッダー情報に基づくルーティング

service_b v2

service_b v1

jason

end-user : jason というヘッダーがある場合のみ

service_b v2 へルーティングし、それ以外の

リクエストは  service_b v1 へルーティングする

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3

kind: VirtualService

metadata:

 name: service_b

spec:

 hosts:

   - service_b

 http:

   - match:

       - headers:

           end-user:

             exact: jason

     route:

       - destination:

           host: service_b

           subset: v2

   - route:

       - destination:

           host: service_b

           subset: v1



Circuit Breaker による
障害影響範囲の極小化

service_bservice_a

エラーを返す

サービス障害の連鎖的に波及を防ぎ、障害影響を

抑えるために有効な手法

● リクエスト数がしきい値を超えるとエラーを返却

する

● リクエスト先からエラーが返ってきた場合に一定

期間、負荷分散対象から除外する、等

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3

kind: DestinationRule

metadata:

 name: httpbin

spec:

 host: httpbin

 trafficPolicy:

   connectionPool:

     tcp:

       maxConnections: 1

     http:

       http1MaxPendingRequests: 1

       maxRequestsPerConnection: 1

   outlierDetection:

     consecutiveErrors: 1

     interval: 1s

     baseEjectionTime: 3m

     maxEjectionPercent: 100



SLO をモニタリングする運用
の必要性

06



Kubernetes の基本的なモニタリング

ノード ノード ノード

・・・

Podクラスタ全体の
CPU 使用率
メモリ 使用率

ノード数
など

Namespace

ノードや Pod 単位の 
CPU /メモリ
使用率など

Namespace 単位の 
CPU / メモリ
使用率など

コンテナアプリ
のエラーログや
再起動回数

サービス間の
エラー レスポンス
レイテンシなど

Pod リクエスト
の RPS など

ビジネス要件によってアラートも設定する
ただ、全てのアラート設定が必須なわけではない



メトリクスを一覧できるダッシュボード

Cloud Monitoring 上にデフォルトで用

意される GKE ダッシュボード

クラスタ、Namespace、ノード、ワーク

ロード（Deployment / Statefulset）、

K8s Service、Pod、コンテナ、それぞれ

の単位の利用率が一覧で確認可能



Prometheus メトリクスを収集する

Google Cloud Managed Service for 
Prometheus（GMP）

Kubernetes (GKE) アプリケーションを

監視する Google 推奨の方法

Cloud Monitoring &
GKE ワークロード指標

Prometheus をスケーラブルに

展開する Google 推奨の方法

双方ともアプリケーションが公開している Prometheus 形式の

メトリクスをモニタリングすることができる



システム メトリクスが正常であれば

サービスが正常に稼働していると言えますか？



SRE の 3 つの基本原則

1. いかなるシステムにおいて最も重要な機能は、信頼性

2. 監視が信頼性を決めるのではなく、ユーザーが決めるもの

3. 巧妙に設計されたソフトウェアは 99.9%
巧妙に設計された運用は 99.99%
巧妙に設計されたビジネスは 99.999%

ユーザーの信頼性を測ることができる、指標を探す必要がある

暗黙的、明示的な期待に応えているから、ユーザーは満足する



SRE で重要になる概念

SLI
サービスレベル指標。

サービスがどの程度十分に機

能しているかを示す。

• SLO / SLA の特定に利用

• func(metric) < しきい値

SLO
サービスレベル目標。

うまくいく割合は

どのくらいを目指すのか。

• SLI + 目標 + 測定期間

SLA
サービスレベル保証。

契約として対外的に効力を発

生するもの。結果。

• 通常、違反すると使用料の

割引や返金など金銭的なやり

とりに

エラー バジェット

許容できる不具合の割合。

= 1 - SLO

• リリース速度とサービス信頼

性のバランスをとるために利

用



信頼性を定量的に測るため、SLI を決める

SLI :
良いイベント

有効なイベント
× 100%

例えば、リクエストを受信し、

レスポンスを返す  Web システムの  SLI

● 可用性（正常レスポンスの割合）

● レイテンシ（レスポンス速度）

SLO は、決めた SLI に対して、目標と測定期間を定めた値

可用性の例：過去 30 日間の Service A のレスポンスのうち 99.9% が
良いレスポンスであること



SLO モニタリングとは

顧客の目に見える行動を
監視する

 ユーザーに対しての保証
の検証

エラー バジェットに
よる、速度と信頼性の
バランスをとった開発

ユーザーに対しての保証
が破られる方向にあると
きのみ、警告アラートを出
す

ASM を導入すると、Envoy 間でサービスの通信が
行われるため、レイテンシなど計測可能に



エラー バジェット

信頼性
レベル

許容可能な不具合の期間

年間 四半期間 30 日間

 90% 36.5 日 9 日 3 日

 95% 18.25 日 4.5 日 1.5 日

 99% 3.65 日 21.6 時間 7.2 時間

 99.5% 1.83 日 10.8 時間 3.6 時間

 99.9% 8.76 時間 2.16 時間 43.2 分

 99.95% 4.38 時間 1.08 時間 21.6 分

 99.99% 52.6 分 12.96 分 4.32 分

 99.999% 5.26 分 1.30 分 25.9 秒

エラー バジェット

  = 1 - SLO

ここで、信頼性を

許容できる不具合の量

と捉えると・・



Canary リリースを利用して、エラー バジェットを節約

信頼性
レベル

許容可能な不具合の期間

年間 四半期間 30 日間

 90% 36.5 日 9 日 3 日

 95% 18.25 日 4.5 日 1.5 日

 99% 3.65 日 21.6 時間 7.2 時間

 99.5% 1.83 日 10.8 時間 3.6 時間

 99.9% 8.76 時間 2.16 時間 43.2 分

 99.95% 4.38 時間 1.08 時間 21.6 分

 99.99% 52.6 分 12.96 分 4.32 分

 99.999% 5.26 分 1.30 分 25.9 秒

エラー率 許容可能期間

 100% 21.6 分

 10% 3.6 時間

 1% 36 時間

 0.1% 15 日

<0.05% ずっと

開発者と運用者で

同じ指標を目標にできる



なぜエラー バジェットは有意義な指標なのか

開発者
新機能？品質の安定？

運用者
インフラの安定？自動化？

開発と運用チーム間で共有のインセンティブとして、目標を合意できる

● 中立的な成果測定：残バジェット ＝ 目標 − 現実

● バジェットが残っている限り・・

○ 開発：デプロイ頻度を下げることなく、機能開発に集中

○ 運用：自動化など改善活動に取り組める



SRE ベスト プラクティスの実現



まとめ



まとめ

継続的なデプロイ 複数アプリのリソースや
権限などの制御

GCLB 連携について ASM トラフィック管理と  
SLO 監視

ロケーション タイプ、

リリース チャンネルを選択

プロダクトを活用して開発サ

イクルの速度アップ

- Cloud Code
- Cloud Build
- Artifact Registry
- Cloud Deploy

リソースの割り当て、制限

RBAC、Workload Identity を
適用した最小権限の適用

ネットワーク ポリシーや、

サービス メッシュの認可によ

るトラフィック制御

Service と Ingress を適用す

ることで GCLB と連携

MCI でリージョンを跨いだトラ

フィック分散

Ingress の次世代にあたる 
Gateway コントローラでチー

ムの責任境界を分離

アプリからネットワーク

機能をサイドカーに分離

Traffic Split の機能を利用し

て Canary リリース

メッシュ化によって得られる、

サービス間レイテンシなどか

ら SLO 監視

エラーバジェットを開発

プロセスに活用


