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00Anthos とは



Hybrid / Multi-Cloud 環境に配置した  GKE をベースに、以下の機能を提供

Anthos とは？

マーケット プレイス

サービスメッシュ

ポリシー管理

Google Cloud 他社クラウドオンプレミス/エッジ

サーバーレス

セキュリティ管理

マルチクラスタ対応



Anthos サービス一覧（2020.05.07 時点）
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今回のテーマは
セキュリティ



セキュリティに関連性が強い範囲
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Kubernetes（k8s）で
考慮した方が良い
セキュリティ ポイント



複雑化する組織、システム
管理者が考えることは多い

namespace namespace

Pod

namespace namespace

Pod

Pod
Pod

最新のポリシーって、どのクラスタに適
用されてるんだっけ？

動いているコンテナって、全部  QA テ
スト通ってるんだっけ？

リリース当初は問題なかったけど、最
新のコンテナに脆弱性無いかな？



管理を容易にするための自動化

テスト OK？

脆弱性
スキャン OK？

ビルド デプロイ

レビューOK？

ステージング環境
での挙動 OK？

本番環境で
コード実行

ポリシー適用 OK？



考慮した方が良いポイント

● Workload security
○ 認可、脆弱性スキャン

○ ソフトウェア  サプライ チェーンで、セキュリティが考慮されているか

● Network security
○ 認証、認可、暗号化

○ 通信経路、相互通信に対してのセキュリティ考慮はされているか

● Configurations and Policies
○ 自動化、集中管理、継続的な検証

○ 適用するポリシーは、全サービスに対して行われているか

○ ポリシー適用が自動化され、継続的に検証される仕組みになっているか



Anthos が提供する主なセキュリティ機能

● Workload security
○ 信頼されたワークロードをデプロイ

○ Binary Authorization (BinAuthz)

● Network security
○ クリティカルなセキュリティ機能をオフロード

○ Anthos Service Mesh (ASM)

● Configurations and Policies
○ 一貫性のあるセキュリティ  ポリシーを適用

○ Anthos Config Management (ACM)



【利用技術】k8s manifest の変更と検証

Kubernetes の Control Plane には、API リクエストをオブジェクト永続化前に

インターセプトする、Admission Webhooks という機構がある

https://kubernetes.io/blog/2019/03/21/a-guide-to-kubernetes-admission-controllers/

kube-apiserver データストア

Kubernetes Control Plane

変更を加える 検証を行う

https://kubernetes.io/blog/2019/03/21/a-guide-to-kubernetes-admission-controllers/
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[Workload security]

Binary 
Authorization



目指すべきソフトウェア サプライ チェーン

1
マネージド

ベースイメージ
3

コンテナ
認可

2
イメージ
脆弱性
スキャン

Kubernetes 
Engine

Container
Registry

Base Images

Binary 
Authorization

CI / CD Pipeline

Bu
ild

Te
st

Sc
an

An
al

ys
is

Q
A

証明書の追加

deploy

ポリシーに適合した
イメージでないため、デ

プロイされない

Git
repository



マネージド ベースイメージ

● 最新のセキュリティ  パッチが自動的に適用

● OS ディストリビューション

https://github.com/GoogleContainerTools/base-images-docker
○ Debian 9 (Stretch)
○ Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)
○ Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver)
○ CentOS 7

● 上記以外にも、言語重視の必要最小限のイメージ  distroless で代替可

https://github.com/GoogleContainerTools/distroless

https://github.com/GoogleContainerTools/base-images-docker
https://github.com/GoogleContainerTools/distroless


イメージ脆弱性スキャン

● 以下の Common Vulnerabilities and Exposures（CVE）データを取得し、

コンテナ イメージの脆弱性の重大度（ 5 段階）を判定

○ Debian
○ Ubuntu
○ Alpine
○ Red Hat Enterprise Linux and CentOS
○ National Vulnerability Database

● ビルドで以下のツールを利用し、影響度の高い脆弱性がないイメージに

対し、署名を作成

○ https://github.com/GoogleCloudPlatform/gke-binary-auth-tools
○ CloudBuild と Cloud KMS を利用して実現

https://security-tracker.debian.org/tracker
https://launchpad.net/ubuntu-cve-tracker
http://git.alpinelinux.org/cgit/alpine-secdb/
https://www.redhat.com/security/data/metrics/
https://nvd.nist.gov/
https://github.com/GoogleCloudPlatform/gke-binary-auth-tools


Binary Authorization

● 信頼できるコンテナ  イメージのみが  GKE にデプ

ロイされることを保証する

● イメージへの署名を必須にして、デプロイ時に検

証する

● ポリシー違反の監査ロギング

● Grafeas オープンソース  プロジェクトの一部であ

る Kritis 仕様に基づいている

https://grafeas.io/
https://github.com/grafeas/kritis/blob/master/docs/binary-authorization.md


BinAuthz の設定方法

● GCP コンソール画面で、

セキュリティ  > Binary Authorization に遷移

● すべてのイメージを禁止、またはアテスターが

承認したイメージのみ利用可能にした上で、

ルールを除外するイメージのパスを追加

（ホワイトリスト形式）

● Binary Authorization を有効にし、GKE クラスタを作

成、または既存クラスタを更新



【デモ】成功パターンと、ポリシー違反

1
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Production

QA 確認、承認



BinAuthz を含めたフローにより

● 展開可能なパスを制限することで、外部レジストリから  pull され

たイメージによる脆弱性を事前に防ぐことが出来る

● 承認された署名を入れることで、未テストや、脆弱性のあるコン

テナ イメージの展開を禁止し、一定品質のクオリティを保証出

来る
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[Network security]

Anthos
Service Mesh



Anthos Service Mesh

● Google が提供するフルマネージドのサー

ビスメッシュ

● Istio 互換の API、コントロール  プレーンを  
Google が管理

● Operations suite とネイティブな連携

● Istio 1.4.7 に対応（2020/05 現在）

セキュリティ

可観測性

トラフィック コン

トロール



コントロールプレーンは  Google 管理

Istio の各コントローラは  
Google の Proprietary に置き換え

● Istio Pilot >> Traffic Director
● Istio Citadel >> Mesh CA
● Istio Mixer >> Managed backends

※ アーキテクチャの詳細については、次

回 ASM のセッションで解説

Anthos Service Mesh

Tra c Director

Config to
Envoys 
(xDSv2 APIs)

TLS certs to 
Envoys

Telemetry

Mesh CA

HTTP, gRPC, TCP

mTLS

   Managed
   backends

GA GAAlpha

Anthos GKE Single Cluster

Data Plane

Control Plane managed by Google

App A

Envoy

App B

Envoy



セキュリティ関連の設定

● 認証ポリシー

○ JWT
○ Mutual TLS

● 認可ポリシー

○ Source (from)
○ Operation (to)
○ Condition (when)



Mutual TLS（mTLS）とは

● サーバ ⇔ クライアント間の相互認証（ HTTPS + TLS クライアント認証）

● クライアント側が、サーバ側の実行を許可されていることを確認して接続

● 相互認証により、接続先だけでなく、接続元の信頼も保証できる

HTTP, gRPC, TCP

mTLS

Data Plane

App A

Envoy

App B

Envoy

ASM は、証明書と鍵の発行、ローテーションを管理



認証ポリシー例

apiVersion: "security.istio.io/v1beta1"

kind: "PeerAuthentication"

metadata:

  name: "example-peer-policy"

  namespace: "foo"

spec:

  selector:

    matchLabels:

      app: reviews

  mtls:

    mode: STRICT

app: reviews ラベルが付いたワークロードの、ト

ランスポート認証で  mTLS を使用する必要があ

ることを指定

サービス間通信を暗号化する必要のある場合

は、有効化する



認可ポリシー例
apiVersion: security.istio.io/v1beta1

kind: AuthorizationPolicy

metadata:

 name: httpbin

 namespace: foo

spec:

 action: ALLOW

 rules:

 - from:

   - source:

       principals: ["cluster.local/ns/default/sa/sleep"]

   - source:

       namespaces: ["test"]

   to:

   - operation:

       methods: ["GET"]

       paths: ["/info*"]

   - operation:

       methods: ["POST"]

       paths: ["/data"]

   when:

   - key: request.auth.claims[iss]

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

条件にマッチしない要求は拒否

From:（いずれかにマッチ）

- KSA が cluster.local/ns/default/sa/sleep
- Namespace が test 

To:（いずれかにマッチ）

- /info* に対する GET リクエスト

- /data に対する POST リクエスト

When:
- https://accounts.google.com によって

発行された有効な  JWT トークンがリクエス

トに含まれている場合



ASM を利用することで

● マイクロサービス化された、大規模なシステム間の通信で、 Service 
Mesh のルール適用を集中的に行い、 L7 プロトコルのネットワーク  セ
キュリティの向上

● L3-4 レベルのセキュリティ向上には、 VPC firewall や、Kubernetes 
が提供している  Network Policy を利用

● Istio が提供するセキュリティ機能を利用することができ、

コントロール  プレーンを  Google マネージドで利用することで、リソー

ス周りの考慮から開放される
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[Configurations and Policies]

Anthos Config 
Management



Anthos Config Management

Namespace や Quota、RoleBinding 等 の設定を

ハイブリッドな  Kubernetes 環境に自動的に展開

● 設定をオンプレやクラウドのクラスタ間で同期

● コンプライアンス  ポリシーを継続的に適用

● セキュリティ  / 監査を Policy as code で



Anthos Config Management

構成サービス

● Config Sync
○ 単一の Git リポジトリに対するコミットにより、

単一、または  マルチ クラスタに対して、クラスタの設定

変更を自動的に適用

● Policy Controller
○ セキュリティなどに関するポリシー遵守を定義すること

で、一貫したポリシーの適用、監査、テストなどが実施

される



Config Sync の仕組み

Git
repository

k8s クラスタ運用者
セキュリティ担当者

① 新しいポリシー（コード ）
をコミット

Anthos GKE on GCP
Anthos GKE 
on VMware

② 各クラスタは対象の Git リポジトリを定期
的に確認しており、
コードに変更があった場合は、
当該変更をクラスタに自動的に反映する

Anthos GKE 
on AWS

CRDs Security 
Policy CRDs Security 

Policy CRDs Security 
Policy



ACM のインストール、設定

● Cloud Storage から k8s CRDs manifest 
を取得し、クラスタに適用

（config-management-operator.yaml）

● git repo に接続するために、git-creds を 
k8s クラスタの  secret に登録

● sync する git の情報を定義（右例）

● nomos コマンドを活用
nomos init（initialize config structures）
nomos vet（validate config files）
nomos status（check sync status）

# config-management.yaml

apiVersion: configmanagement.gke.io/v1
kind: ConfigManagement
metadata:
  name: config-management
spec:
  clusterName: acm-demo
  git:
    syncRepo: 
git@github.com:xxx/cluster-acm.git
    syncBranch: master
    syncWait: 30
    secretType: ssh
    policyDir: policyRoot



Policy Controller について

● OSS の Gatekeeper から構築される、ポリシーライブラリ

● Gatekeeper は Open Policy Agent（OPA）のサブプロジェクト

● 制約テンプレートを作成して再利用可能

● ポリシーを監査、適用

https://kubernetes.io/blog/2019/08/06/opa-gatekeeper-policy-and-governance-for-kubernetes/

https://kubernetes.io/blog/2019/08/06/opa-gatekeeper-policy-and-governance-for-kubernetes/


Policy Controller - デプロイ時の検証

1. 各クラスタに constraint template library がインストールされる

2. constraint template library 
を利用したポリシーを適用

ポリシー決定ロジック

Admission Controller の機構でポリシーを検証する

kubectl apply



BinAuthz と似てる？

● BinAuthz
○ コンテナ イメージのポリシーを定義

○ 信頼されたイメージだけ展開するよう検証

● Policy Controller
○ Kubernetes リソースに適用したいルールを定義

○ 展開された  Kubernetes リソースに、一定のルー

ルが適用されることを保証
namespace

Pod

BinAuthz

Policy Controller

namespace

検証済みのコンテナ稼働

例）namespace に一定ルールのラ

ベルが付いていることを保証



Policy Controller の有効化

- Gatekeeper リポジトリの、constraint template library が利用可能

- https://github.com/open-policy-agent/gatekeeper

# config-management.yaml

apiVersion: configmanagement.gke.io/v1
kind: ConfigManagement
...
spec:
  clusterName: my-cluster
  policyController:
    enabled: true

policyController を適用

https://github.com/open-policy-agent/gatekeeper


ポリシー ルールを適用

# ns-must-have-geo.yaml

apiVersion: constraints.gatekeeper.sh/v1beta1
kind: K8sRequiredLabels
metadata:
  name: ns-must-have-geo
spec:
  match:
    kinds:
      - apiGroups: [""]
        kinds: ["Namespace"]
  parameters:
    labels:
      - key: "geo"

namespace リソースに、
"geo" ラベルを必須とする制約



【デモ】ポリシー適用の自動化

ACM

namespace

quota

rolebinding

deployment

service

k8s cluster 
manifest

k8s workload
manifest

App code

Infra Engineer

Sync

Developer Cloud Build Container Registry

Change

Change

Trigger build 
image

Anthos GKE

Sync

この部分



【前提】

- 既にアプリがデプロイ済

- ACM 設定インストール済

【作業】

- Quota の自動適用

- 同期したリソースに対しての、

手動オペレーション時の挙動

- Policy に沿ってない namespace を
作成しようとした際の挙動

【デモ】ポリシー適用の自動化

http://www.youtube.com/watch?v=e4jgZnuZp7U


ACM を利用することで

● ConfigSync で Kubernetes ポリシーを集約して管理でき、複

数環境の GKE に同期適用

● Policy Controller を有効化することで、Gatekeeper の機能を

利用した統合的なポリシー  ルールを適用

● ポリシー適用の自動化



今回のセッションの振り返り

● Workload security
○ Binary Authorization (BinAuthz)

● Network security
○ Anthos Service Mesh (ASM)

● Configurations and Policies
○ Anthos Config Management (ACM)

　　OSS、かつマネージドなセキュリティ機能を、 Anthos で容易に実現



Next steps

オンラインのハンズオンがあります。

Anthos をはじめとした  Google Cloud の製

品群を体験いただけます

● Architecting Hybrid Cloud Infrastructure 
with Anthos Specialization on Coursera

● Anthos: Service Mesh on Qwiklabs

● etc..

https://www.coursera.org/specializations/architecting-hybrid-cloud-infrastructure-anthos
https://www.coursera.org/specializations/architecting-hybrid-cloud-infrastructure-anthos
https://www.qwiklabs.com/quests/100


次回のセッションの紹介

● 次回のテーマは  Anthos Service Mesh

● 日程:2020/06/26 20:00〜

● 今回触れなかった、ASM が提供する

ネットワークの機能などを説明


