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● クラウド コンピューティングの特長

● クラウドに移行する理由

● クラウドに移行するための戦略

学習内容
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リソース プーリング幅広いネットワーク  アクセス

人手を介さずに
リソースを入手

クラウド コンピューティングとは何か

どこからでもアクセス プロバイダがお客様に
リソースを提供

オンデマンド  セルフサービス
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クラウド コンピューティングとは何か

従量制課金

必要に応じてすばやく
リソースを入手

リソースの使用量に応じて

課金

迅速な拡張性
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クラウドの総所有コスト

運用経費

総所有コスト

Google が管理お客様が管理

内容

アクセス  ポリシー

使用

デプロイ

ウェブ  アプリケーションのセキュリティ

ID

オペレーション

責任
オンプレミス

Infrastructure 
as a Service

 

 

 

 

 

 

Platform as 
a Service

マネージド  
サービス

資
本
経
費

=

監査ロギング

ネットワーク

ストレージと暗号化

ハードウェア

アクセスと認証

ネットワーク  セキュリティ

OS、データ、コンテンツ
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従来型のアプリと運用 クラウドネイティブなアプリと運用

パブリック

オンプレミス
オンプレミスに残す

リフト＆シフト 再構築

改良して移行

移行戦略の概要
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クラウドネイティブなアプリと運用

修正なしでクラウド上で実行
可能なアプリケーション

最小限のリスク

どんなときに使用するか

リフト＆シフトの概要

リフト＆シフト

従来型のアプリと運用

パブリック

オンプレミス

リフト＆シフト
スピードが必要

変化させる要望や必要性
がほとんどない
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改良して移行

従来型のアプリと運用

パブリック

オンプレミス
改良して移行

クラウドネイティブなアプリと運用
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再構築

従来型のアプリと運用

パブリック

オンプレミス

再構築

クラウドネイティブなアプリと運用
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オンプレミスに残す

従来型のアプリと運用

パブリック

オンプレミス
オンプレミスに残す

クラウドネイティブなアプリと運用
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クラウド  コンピューティング

移行の種類

移行プロセス
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準備

プラットフォームを

理解する

評価

環境を評価する

最適化

ガバナンス  / 
モニタリングと

ロギング

移行

Google Cloud への 
VM 移行 

VM 移行プロセス
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VM 移行プロセス

準備

プラットフォームを

理解する

評価

環境を評価する

最適化

ガバナンス  / 
モニタリングと

ロギング

移行

Google Cloud への 
VM 移行 
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VM 移行プロセス

準備

プラットフォームを

理解する

評価

環境を評価する

最適化

ガバナンス  / 
モニタリングと

ロギング

移行

Google Cloud への 
VM 移行 
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VM 移行プロセス

準備

プラットフォームを

理解する

評価

環境を評価する

最適化

ガバナンス  / 
モニタリングと

ロギング

移行

Google Cloud への 
VM 移行 
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まとめ

● クラウド コンピューティングの特長 
● クラウドに移行する理由
● クラウドに移行するための戦略
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モジュール 2 
Google Cloud の基礎
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● Google Cloud 用語を移行元環境と比較

● リソース階層を理解

● Cloud IAM で権限を管理

● 割り当てと予算によって消費を制限

● 費用を予測して一定期間の支出を可視化 

学習内容



アジェンダ

トピック

Google Cloud の用語

Google Cloud のリソース階層

Identity and Access Management（IAM）

Google Cloud とのやり取り

課金、ラベル、および割り当て  
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オンプレミスと Google Cloud の比較: コンピューティング - 
ストレージ - アイデンティティ

データセンター Google Cloud

Compute Engine

● Amazon Elastic 
Compute Cloud

● Amazon Elastic 
Block Store

● 物理または

仮想ハードウェ

ア

● VMWare ESXi
● Hyper-V
● KVM

AWS

Persistent Disk

IAMCloud 
Identity

● XEN
● SAN
● NAS
● DAS
● Active Directory
● LDAP
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トピック

Google Cloud の用語

Google Cloud のリソース階層

Identity and Access Management（IAM）

Google Cloud とのやり取り

課金、ラベル、および割り当て  
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リソース階層のレベルで定義される信頼境界

組織構造に基づいて

リソースを

グループ化します。

階層のレベルで信頼境界が定

義され、

リソースが分離されます。

       会社

       部門 Y       部門 X        
共有

インフラ

       チーム 
A

       チーム 
B

       プロダクト 1        プロダクト 2

       
テスト用

Google Cloud 
プロジェクト

       
本番環境用  

Google Cloud 
プロジェクト

       仮想
マシン

       ストレージ

組織ノード

フォルダ

プロジェクト

リソース
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使用するすべての
Google Cloud サービスが
プロジェクトに
関連付けられている

権限と認証情報の管理

サービスと API の有効化

管理コントロール 
プレーンの分離

リソースの追跡と使用量の

割り当て

課金の有効化
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プロジェクトを整理する組織ノード

alice@example.com
プロジェクト作成者

example.com

project_2project_1

作成

bob@example.com
組織管理者

組織の主なロール:

組織ポリシー管理者: 
すべてのクラウド 
リソースを幅広く

コントロールする

プロジェクト作成者: 
プロジェクト作成を

きめ細かく

コントロールする
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IAM リソース階層の例

● ポリシーはリソースに対して設定される。

○ 各ポリシーには、ロールのセットと

ロールのメンバーが含まれる。

● リソースは親リソースからポリシーを継承する。

○ リソース  ポリシーは、親リソースのポリシーとその

リソース自身のポリシーの和集合。  

● リソース  ポリシーの制限よりも親リソースの

ポリシーの制限が緩い場合は、親リソースの

ポリシーが優先される。

組
織

リ
ソ
ー
ス

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

example.com

bookshelf bookshelf bookshelf

App 
Engine

Cloud 
Storage

Compute 
Engine

Cloud 
Pub/Sub

Cloud 
Storage

BigQuery

instance_a queue_a bucket_a bucket_b topic_a dataset_a

ポ
リ
シ
ー
の
継
承



トピック

Google Cloud の用語

Google Cloud のリソース階層

Identity and Access Management（IAM）

Google Cloud とのやり取り

課金、ラベル、および割り当て  

アジェンダ
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誰が

何ができるか

どのリソースに対して

Identity and Access Management
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誰が:
サービス アカウント 
test@project_id.iam.gserviceaccount.com

Google グループ 
test@googlegroups.com

Google アカウント 
test@gmail.com

Cloud Identity
example.com



Cloud OnBoard

基本

事前定義

カスタム

何ができるか: 
ロールは互いに関連する

権限からなるコレクション
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組
織

リ
ソ
ー
ス

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

example.com

bookshelf bookshelf bookshelf

App 
Engine

Cloud
Storag

e

Compute
Engine

Cloud 
Pub/Sub

Cloud 
Storage

BigQuery

instance_a queue_a bucket_a bucket_b topic_a dataset_a

ポ
リ
シ
ー
の
継
承どのリソースに対して: 

ユーザーは階層内の
特定の項目に関するロー
ルを取得
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サーバー間のやり取りを実行するための
アイデンティティを提供するサービス アカウント

● Compute Engine インスタンス内で実行中のプログラムは、

認証情報付きのアクセス トークンを自動的に取得できる。

● トークンは、プロジェクト内のサービス API にアクセスするとき、

またそのサービス アカウントにアクセス権を与えた他のサービスに

アクセスするときに使用される。

● サービス アカウントは、ユーザーデータにアクセスしない場合に便利。
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注: Cloud IAM を使用してユーザーやグループを作

成したり管理したりすることはできません。

Gmail アカウント

Cloud Identity / 
Google Workspace 

サービス アカウント
グループに属するこ

とができる

User@gmail.com

プロジェクト A

オーナー

User@yourcompany.com

プロジェクト B

インスタンス管理者

Security@yourcompany.com

プロジェクト B

セキュリティ管理者

アイデンティティ（ID）
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すでに別の企業ディレクトリをお持ちの場合

Cloud Identity ドメインの

ユーザーとグループ

Google Cloud 
Directory Sync

既存のディレクトリ  サービス内のユー

ザーとグループ

スケジュールされた同期LDAP

Microsoft
Active Directory



トピック

Google Cloud の用語

Google Cloud のリソース階層

Identity and Access Management（IAM）

Google Cloud とのやり取り

課金、ラベル、および割り当て  

アジェンダ
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REST ベースの 
API

カスタム  
アプリケーション向け

Google Cloud とやり取りする 4 つの方法

ウェブ ユーザー  
インターフェース

Cloud Console Cloud SDK と 
Cloud Shell
コマンドライン  

インターフェース

Cloud Console 
モバイルアプリ

iOS と Android 向け
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Google Cloud の用語

Google Cloud のリソース階層

Identity and Access Management（IAM）

Google Cloud とのやり取り

課金、ラベル、および割り当て  

アジェンダ
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Resource Manager でリソースを階層的に管理

組織

プロジェクト

リソース

VM インスタンス

フォルダ

Google
Cloud

親レベルで付与された
アクセス権を子ポリシーで
制限することはできない

Identity and Access Management 課金とリソース モニタリング

組織にすべての
課金アカウントが含まれる

プロジェクトは 1 つの課金
アカウントに関連付けられる

各リソースは 1 つの
プロジェクトにのみ属する
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CPU ディスク VPN

● 割り当ては以下に対する保護を提供します

○ 費用超過

■ コード不良の指標になり得る

○ 操作ミスや不正アクセス等の被害による意図しない費用の発生

● 時間とともに  Google Cloud の使用量が増えると、デフォルトの割り当てが増える 可能性がある

● ほとんどの割り当ては、リソースのタイプとロケーション に基づいてプロジェクト単位で適用される

リソース割り当て
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予算とメールアラート
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ラベルは Google Cloud リソースを整理するための機能 

リソースに付加: 仮想マシン、ディスク、

スナップショット、イメージ

● コンソール画面、gcloud コマンド、

または APIの利用

ラベルの使用例:
● インベントリ

● リソースのフィルタリング

● スクリプト内

○ 費用分析の手段

○ 一括オペレーションの実行
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データポータルを使
用して
Google Cloud 
支出を可視化

課金ダッシュボード

データポータル

今日のサービス別支出 過去 1 か月間の
サービス別支出

過去 1 か月間の
プロジェクト別支出

Cloud 
Spanner

Cloud 
Bigtable

Stackdriver BigQuery Cloud SQL Compute 
Engine

Cloud 
Spanner

Cloud 
Bigtable

Cloud 
Dataflow

Cloud 
SQL

App 
Engine

Atlantia Yashuman Solaria Galactica Valkyrie
  0

300

600

900

1.2k8k

6k

4k

2k

  00

30

60

90

120

$84.63$173.10$225.24$0.04$0.20$1.32

$107.77

$117.87

$6,282.56

$2,882.22
$2,601.28

$1,034.59
$991.87 $983.83 $975.82 973.27

月次ビュー 全体日次ビュー
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まとめ

● Google Cloud 用語を移行元環境と比較

● リソース階層を理解

● Cloud IAM で権限を管理

● 割り当てと予算によって消費を制限

● 費用を予測して一定期間の支出を可視化 
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モジュール 3
Cloud における
仮想マシンとネットワーク
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● 仮想プライベート ネットワークを作成

● ファイアウォール ルールでアクセスを制御

● 仮想マシンを作成して管理

● 移行元環境を Virtual Private Cloud に接続

● マネージド インスタンス グループの利用

学習内容



トピック

リージョンとゾーン

Virtual Private Cloud（VPC）ネットワーク

Compute Engine 仮想マシン

永続ディスクと  NIC

ネットワークの相互接続

マネージド  インスタンス  グループと  LB

アジェンダ
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リージョンとゾーンに
分かれている Google Cloud

リージョン ゾーン

europe-west2

europe-west2-a

europe-west2-b

europe-west2-c

リージョン内の複数ゾーンにリソースを分散させる
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PLCN（HK、LA）
2019

Faster（US、JP、TW）2016

Unity（US、JP）2010

Dunant（US、FR）2020

Monet（US、BR）2017

Junior（Rio、Santos）2018
Tannat（BR、UY、AR）
2018

SJC（JP、HK、SG）
2013

Indigo（SG、ID、AU）2019

HK-G（HK、GU）
2019

JGA（AU、GU、JP）
2019

Curie（CL、US）
2019

Havfrue（US、IE、DK）2019

ネットワーク

エッジ接続拠点

Google Cloud 
グローバル ネットワーク
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リージョンとゾーン

Virtual Private Cloud（VPC）ネットワーク

Compute Engine 仮想マシン

永続ディスクと  NIC

ネットワークの相互接続

マネージド  インスタンス  グループと  LB

アジェンダ
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プロジェクトと Virtual Private Cloud（VPC）
ネットワーク

プロジェクト

テスト環境

Virtual Private Cloud 

開発環境

Virtual Private Cloud 

本番環境 VPC

本番環境

Virtual Private Cloud 

リージョン A - サブネット 
X.X.X.X/Y

リージョン B - サブネット 
X.X.X.X/Y

仮想
マシン

リージョン C - サブネット 
X.X.X.X/Y

仮想
マシン

リージョン D - サブネット 
X.X.X.X/Y
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3 つの VPC ネットワーク タイプ

デフォルト

● それぞれのプロジェクト

● リージョンあたり  
1 つのサブネット

● デフォルトのファイア

ウォール  ルール

自動モード

● デフォルトでサブネット

を作成

● リージョンあたり  
1 つのサブネット

● リージョン  IP 割り振り

● リージョンごとに固定の  /20 
サブネットワーク

● /16 まで拡張可能

カスタムモード

● デフォルト  サブネットは作成

されない

● IP 範囲の完全制御

● リージョン  IP 割り振り

● 任意の RFC 1918 サイズに

拡張可能
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データベースウェブ

ファイアウォール ルール

● VPC ネットワークは分散型ファイアウォールとして機能する。

● タグを使用してルールをグローバルに適用できる。

● ファイアウォール  ルールはステートフルである。

● 暗黙的にすべての上り（内向き）を拒否し、すべての下り（外向き）を許可する。

ロンドン シンガポール オレゴン

ウェブ ウェブ
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リージョンとゾーン

Virtual Private Cloud（VPC）ネットワーク

Compute Engine 仮想マシン

永続ディスクと  NIC

ネットワークの相互接続

マネージド  インスタンス  グループと  LB

アジェンダ
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Compute Engine の特長

Compute Engine
● Infrastructure as a Service（IaaS）
● 事前費用なし

● カスタマイズ可能で柔軟性がある

● スタートアップ時間が短い
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VM には内部 IP アドレスと外部 IP アドレスを設定可能

内部 IP アドレス

● DHCP によってサブネット範囲から  VM に割り振られる

● DHCP リースは  24 時間ごとに更新される

● ネットワーク  スコープの  DNS に VM 名と IP が登録される

外部 IP アドレス

● プールから割り当てられる（エフェメラル）

● 予約済み（静的）

● 実行中の  VM に接続されていない場合にも課金される

● VM は外部 IP を認識しない。内部  IP にマッピングされる
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ベース Compute Engine マシンタイプ
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カスタム マシンタイプを作成

次の場合はカスタムを選択:
● 要件が事前定義マシンタイプの狭間に

当てはまる場合

● より多くのメモリや  CPU が必要な場合

マシンのメモリと vCPU の数量をカスタマイズ:
● 1 個の vCPU または偶数個の  vCPU
● vCPU あたり 0.9 GB、最大で  vCPU あたり 6.5 GB（デ

フォルト）

● 合計メモリは  256 MB の倍数にする必要がある
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秒単位の課金

Compute Engine の料金計算機能

確約利用割引継続利用割引

コンピューティング、データ処理

などのサービスが対象

仮想マシンを  1 か月の 25% を
超えて使用した場合に自動的に適用

長期間のワークロードに

対する割引
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プリエンプティブル 仮想マシン

プリエンプティブル  仮想マシン

● 中断の多いワークロードを低料金で

● 最大 30 秒前のシャットダウン通知

● 最大 24 時間

● 最大 80 % の割引
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単一テナントノードは物理的にワークロードを分離

通常のホスト

VM1 VM2 VM4

VM3

ハイパーバイザ

ホスト ハードウェア

単一テナントノードのホスト

VM1 VM2 VM4

VM3

ハイパーバイザ

ホスト ハードウェア

顧客 1

顧客 2

顧客 3

BYOL（お客様所有ライセンスの使用）も可能



トピック

リージョンとゾーン

Virtual Private Cloud（VPC）ネットワーク

Compute Engine 仮想マシン

永続ディスクと  NIC

ネットワークの相互接続

マネージド  インスタンス  グループと  LB

アジェンダ



Cloud OnBoard

永続ディスク

ブロック デバイスとして表示される

ネットワーク ストレージ

●  ゾーン リソースまたはリージョン リソース

● 永続ストレージ: VM が終了しても存続

● 起動可能: VM に接続してそこから起動可能

● パフォーマンス: サイズに合わせてスケーリング

特長

● HDD（磁気で記録）と SSD（より高速、

ソリッドステート）から選択可能

● ディスクのリサイズ: 実行中、接続中も可能

● 複数の VM に読み取り専用モードで接続可能

● 暗号鍵の管理方法: 
○ Google が管理（デフォルト）

○ Cloud Key Management Service
○ お客様が指定

SSD

● 永続ディスクより高 IOPS、低レイテンシ、

高スループット

● 375 GB のディスク最大 24 基、合計 9 TB 
● リセット後にデータは存続するが、

VM の停止や終了の場合は存続不可

● VM 固有: 別の VM への再接続は不可

ローカル SSD ディスク



Cloud OnBoard

●  ネットワーク スループットのスケールは vCPU あたり 2 Gbps
○ 最大スループット 32 Gbps（16 基の vCPU）
○ 永続ディスク IOPS スループットを含む

● 最大 8 つの NIC（異なるネットワークに接続）

● 作成後には変更不可 

ネットワーキング



アジェンダ

トピック

リージョンとゾーン

Virtual Private Cloud（VPC）ネットワーク

Compute Engine 仮想マシン

永続ディスクと  NIC

ネットワークの相互接続

マネージド  インスタンス  グループと  LB
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Google Cloud による多数の
相互接続オプション

VPN

VPN トンネルを
経由する安全で
広帯域な接続

Dedicated 
Interconnect

プライベート  クラウド  
通信用として10 Gbps 単位の

回線を Google Cloud に
直接接続

Partner 
Interconnect

サポートされるサービス  
プロバイダを介して、

オンプレミス  ネットワークと  
VPC ネットワークを

接続



Cloud OnBoard

コロケーション施設の所在地
Dedicated 
Interconnect

シアトル

サンフランシスコ

ロサンゼルス

ダラス

デンバー

モントリオール

トロント

シカゴ

ニューヨーク

ワシントン DC

アトランタ

ロンドン

アムステルダム

パリ

マルセイユ

フランクフルト

ミュンヘン

ムンバイ

シンガポール

クアラルン

プール

シドニー

香港

大阪

東京

サンパウロ

リオデジャネイロ

ストックホルム

アジア太平洋 南北アメリカ ヨーロッパ、中東、アフリカ
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相互接続オプションの比較

接続 プロバイダ 容量 要件 アクセスの種類

IPsec VPN トンネル

公共のインターネットを
経由した VPN ネット
ワークへの暗号化
トンネル

トンネルあたり 1.5 Gbps オンプレミスの VPN ゲート
ウェイ

内部 IP アドレス
Dedicated 

Interconnect
VPC ネットワークへの
専用直接接続

リンクあたり 10 Gbps コロケーション施設での接
続

Partner 
Interconnect

専用帯域幅、サービス プ
ロバイダを介した 
VPC ネットワークへの
接続

接続あたり 50 Mbps ～
10 Gbps

サービス 
プロバイダ



アジェンダ

トピック

リージョンとゾーン

Virtual Private Cloud（VPC）ネットワーク

Compute Engine 仮想マシン

永続ディスクと  NIC

ネットワークの相互接続

マネージド  インスタンス  グループと  LB



Cloud OnBoard

マネージド インスタンス グループ

移行された 
VM インスタンス 

テンプレート

移行された VM インスタンス テンプレート



Cloud OnBoard

1 つのインスタンス テンプレートで

複数のインスタンスをデプロイ

移行された VM インスタンス テン
プレート

高可用性

マネージド インスタンス グループ

マネージド インスタンス グ
ループ

マネージド インスタンス グ
ループ

ウェブ サーバー 
プロジェクト

マネージド イ
ンスタンス グ

ループ

ウェブ サーバー 1 
Compute 
Engine

ウェブ サーバー 2 
Compute 
Engine

ウェブ サーバー 3 
Compute 
Engine

サーバー テンプレート 
インスタンス テン
プレート



Cloud OnBoard

マネージド インスタンス グループ

インスタンス グループは自動スケーリングが可能

マネージド インスタンス グループ

ローリング アップデートを使用してサービスの 中断

なしでインスタンスを更新する



Cloud OnBoard

グローバル Cloud Load Balancing 

● 単一のグローバル エニーキャスト

IP アドレスを使用する。

● トラフィックはできるだけユーザーに

近い Google のネットワークに送られる。

● 近接性と容量に基づいて仮想マシンが選択される。

● 正常な仮想マシンのみがトラフィックを受信できる。

● プレウォーミング不要。

注:

● すべてのユーザーは異なる IP アドレスを使用しています。
● Google Cloud は 1 つの統一 IP アドレスをすべてのユーザーに提供し、ユー

ザーは最も近い仮想マシンにリダイレクトされます。



Cloud OnBoard

まとめ

● 仮想プライベート ネットワークを作成

● ファイアウォール ルールでアクセスを制御

● 仮想マシンを作成して管理

● 移行元環境を Virtual Private Cloud に接続



Cloud OnBoard

デモ: 
VPC ネットワークの使用



● ネットワークを作成

● サブネットの操作

● ネットワークを変更

● ネットワークを削除

学習内容



https://cloud.google.com/vpc/docs/using-vpc

https://cloud.google.com/vpc/docs/using-vpc


Cloud OnBoard

● ネットワークを作成

● サブネットの操作

● ネットワークを変更

● ネットワークを削除

まとめ



Cloud OnBoard

パート 2 
デモ: VM インスタンス
の作成と起動



● イメージからの仮想マシン（VM）

インスタンスの作成

● スナップショットからの VM 
インスタンスの作成

● コンテナ イメージからの VM 
インスタンスの作成

学習内容



https://cloud.google.com/compute/docs/instances/create-start-instance

https://cloud.google.com/compute/docs/instances/create-start-instance


Cloud OnBoard

● イメージからの仮想マシン（VM）インスタンスの作成

● スナップショットからの VM インスタンスの作成

● コンテナ イメージからの VM インスタンスの作成

まとめ



Qwiklabs マニュアル

1. Qwiklabs とは
2. ユーザ作成
3. ラボの始め方
4. ラボの進め方
5. ラボの終了



Google Cloud Platform を実際に使って演習（ハンズオン）する環境を
提供するプラットフォームです。
ご自分のレベルに合わせた演習問題を選択し、 GCP をご自分のペースで
学習できます。

ハンズオンラボは一つ一つ独立した演習になりますが、
目的別にクエストをご用意しております。
クエストには学習目標に合わせて、いくつかのハンズオンラボがセットになってい
ます。
1 つのラボは、早いものだと  10 分程度から  30 分程度で完了できます。

ラボを楽しんでいただくためにユーザーを作成いただきますが、
Qwiklabs ユーザーは  GCP アカウントとは異なります。

演習で利用する  GCP アカウントは演習実行中、貸出しされます。
（演習終了後は利用不可となります。）

今回、無料でこちらのハンズオンラボを楽しんでいただけますので、
お楽しみください。

Qwiklabs とは



Qwiklabsページを Incognito / Private モードで開く



1. https://goo.gle/howtojoin にアクセスしてください。

2. 右上の「Qwiklabs」をクリックして、Qwiklabs のウェブサイトを開いてください。
3. 初めてご利用になられる方は、ページ右上の「参加」ボタンから、アカウントを作成します。
（既にアカウントをお持ちの方は「サインイン」してください）

https://goo.gle/howtojoin

＊ ユーザーの作成方法は 2種類あります。

1.  Google 認証を使用してユーザー作成する
場合は [Sign in with Google] を選択しま
す。

2. その他メールアドレスを使用する場合は必
要情報を入力し、作成します。

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin
https://goo.gle/howtojoin


4. (1)-1  Google 認証を使用する場合
              Gmailまたは Google アカウントが紐付けられたアカウントのメールアドレスを入力します。

https://goo.gle/howtojoin

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin


4. (1)-2 そのメールアドレスのパスワードを入力します。  

https://goo.gle/howtojoin

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin


4. (1)-3 ログイン完了です。

https://goo.gle/howtojoin

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin


4. (2)-1 その他メールアドレスを使用する場合
　必要情報を入力します。

https://goo.gle/howtojoin

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin


4. (2)-2 確認用リンクが登録メールアドレスに送信されます。

https://goo.gle/howtojoin

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin


4. (2)-3 メールに届いた確認用リンクをクリックして、アカウントの認証を行います。

メール内リンクをクリック

https://goo.gle/howtojoin

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin


4. (2)-4. 確認用リンクをクリックすると、認証が完了します。
　登録したメールアドレスとパスワードでサインインします。

https://goo.gle/howtojoin

Qwiklabs ユーザの作成方法

https://goo.gle/howtojoin


本日のクエスト：VM Migration
https://goo.gle/migration-q4

ラボの始め方

https://goo.gle/migration-q4


1. キャンペーンリンクにアクセスします。
    右側の「このクエストに登録する」をクリックします。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


2.ラボを選択すると下記のようなチュートリアル動画が表示されることがあります。
    こちらは [スキップ] してください。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


3. ラボの画面に切り替わったら、画面右上の人のマークをクリックしてください。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


4. 数クレジットが付与されているか確認してください。

付与されない場合

● シークレットウィンドウで Qwiklabs を開い

ていますか？

● クエストに登録はしていますか？

● 過去に登録したクエストを完了したことが

ありますか？

● サインインし直してみてもクレジット付与さ

れませんか？

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


5. ラボの内容を読み確認したら、左上の [ラボを開始 ]をクリックします。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


6. クレジットが必要なラボを実行する場合、「ラボを開始」をクリックすると、このような
     ポップアップが開きます。「一緒に開始：クレジット： 1」をクリックし、起動します。
7. ラボの手順に従って操作します。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


8. 「Google Console を開く」をクリックする。
9. サインインの画面では、ご自身のアカウントではなく
    「Google Console を開く」の下に表示されている
    ユーザ名、パスワードでサインインしてください。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


10.  [利用規約] に同意します。（Accept ボタンを押してください）

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


11. 復旧オプションは追加せずに、そのまま  [Done] をクリックします。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


12. Terms of Service /Email Updates にチェックをお入れください。（ Email Updatesは任意）
      [Accept] をクリックします。

ラボの始め方

goo.gle/migration-q4

https://goo.gle/migration-q4


ラボの進め方

Qwiklab のインストラクションとGCPコンソールを行き来しながら、ラボを先に進めてください

Qwiklabs GCP Console



1. Google Cloud Console で言語を変更したい場合、右上のドットをクリックします。

2. 一番上の[Preference]をクリックします。

ラボの進め方 (Console の言語変更)



3. 左のメニューから [Languages & Region] を選択し、プルダウンで言語を選択します。

ラボの進め方 (Console の言語変更)



操作など不明点がある場合は、 Qwiklabs のチャットを利用して質問することが可能です。

担当者がチャット対応致します。

ラボの進め方 (不明点がある際は)



全て終了したら、画面左上の [ラボを終了 ] をクリックします。

ラボが終了しました。お疲れ様でした。
（再度試したい際は、もう一度  [ラボを開始 ] ボタンをクリックしてください）

ラボの終了



クエスト
VM Migration

（キャンペーンリンク）

goo.gle/migration-q4

アカウント作成 goo.gle/howtojoin

1 か月間無料適用の流れ 
(PDF) goo.gle/free_guide

Qwiklabs

https://goo.gle/migration-q4
http://goo.gle/howtojoin
http://goo.gle/free_guide


モジュール 4 
Google Cloud における
ロギング、モニタリング



● クラウド環境のモニタリング

● ログの収集

● Cloud サポート

学習内容



トピック

Cloud Monitoring

Cloud Logging

Cloud サポート

OnBoard 
アジェンダ



Cloud OnBoard

モニタリングのピラミッド
● 注文

● ユーザーの
ログイン

● 資金移動

● SaaS

● マイクロサービス

● 単一ページのアプリ

● PaaS

● データベース

● リポジトリ

● ストレージ

● ネットワーク

● CPU

● メモリ

システムおよび
インフラストラクチャ

  アプリケーション

  ビジネス プロセス



Cloud OnBoard

Logging

Error Reporting

Monitoring

Trace

Debugger

Cloud Operations は監視ツールのスイート



Cloud OnBoard

Cloud Monitoring

● インターネットに面したサービスのエンドポイント  チェック

● URL、グループ、リソースの稼働時間チェック

● 多数のメジャーなスタック（ Apache、MySQL、CouchDB など）用のプラグ

イン

● モニタリングのニーズを事前に特定

● データと制御の分離のために別々のワークスペースの使用を検討

ワークスペースは一括インターフェース



Cloud OnBoard

ワークスペースはモニタリング情報と構成情報を
保持するルート エンティティ

ワーク

スペース Z

                

ホスト

ホスティング 
プロジェクト

● モニタリング

● ダッシュボード

● 稼働時間チェック

● 構成

                

モニター

AWS アカウント #1

Google Cloud
プロジェクト A

Google Cloud
プロジェクト A

Google Cloud
プロジェクト C

AWS コネクタ



Cloud OnBoard

EC2Compute 
Engine

Monitoring エージェント

Monitoring 
エージェント

仮想マシン

AWS
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client = monitoring.Client()
descriptor = client.metric_descriptor(
    'custom.googleapis.com/my_metric',
    metric_kind=monitoring.MetricKind.GAUGE,
    value_type=monitoring.ValueType.DOUBLE,
    description='This is a simple example of a custom metric.')
descriptor.create()

Python で記述されたカスタム指標の例  :

カスタム指標

指標タイプ名

指標記述子

指標 

事前定義されたカスタム  時系列 



Cloud OnBoard

稼働時間チェックの例



OnBoard 
アジェンダ

トピック

Cloud Monitoring

Cloud Logging

Cloud サポート



Cloud OnBoard

● フィルタリング、検索、表示

● 指標、ダッシュボード、アラートの定義

● BigQuery、Cloud Storage、Pub/Sub へのエクスポート

○ プラットフォーム、システム、アプリケーションのログ

Cloud Logging



Cloud OnBoard

● Google Cloud
● Amazon Web Services
● ハイブリッド構成

● 指標、ログ、メタデータの結

合

マルチクラウド

Cloud Operations とパートナーの統合

Blue Medora

BMC

Matters.Cloud

Sumo Logic

Tenable Network Security

Opsgenie

Splunk Enterprise

Netskope

InsightFinder

PagerDuty



OnBoard 
アジェンダ

トピック

Cloud Monitoring

Cloud Logging

Cloud サポート
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ロールベース サポート

ベーシック
（基本）

開発 本番環境

ケースへの読み取り専
用アクセス

4 時間未満 「P1」1 時間未満

サポートレベルの違う開発環境か本番環境のユーザーを使い分けいただくことで、

無駄な出費を抑えることができます。

● お客様の指名されたエンジニアごとに料金設定される

● 月単位の契約（長期契約の必要なし）

● 柔軟性、カスタマイズ性、予測性に優れる



Cloud OnBoard

プレミアム サポート

ビジネス クリティカル

「P1」15 分未満

テクニカル アカウント マネジメント（TAM）によるサポート、最短のレスポンス時間

● 1 週間に 1 日の TAM アクセスを含む。オプションで  TAM アクセスを追加

● 最小契約期間は  1 年



まとめ

● クラウド環境のモニタリング

● ログの収集

● Cloud サポート



Cloud OnBoard

モジュール 5 
移行元環境の評価



Cloud OnBoard

学習内容

● 移行元環境を探索して分析

● 移行する仮想マシンを特定

● クラウドのランニング コストを予測

● パフォーマンスに基づいて仮想マシンの

サイズを適正化



Cloud OnBoard

アジェンダ

トピック

評価フェーズ

CloudPhysics

移行する  VM の選択

デモ: 評価チュートリアル



Cloud OnBoard

評価フェーズでは、移行する必要のある既存のワークロードを特定し、移行可否、優先順位

移行のグルーピングなどの判断に必要な情報を見つけることができます。 

評価の概要

インプット

● ビジネス目標  
● ステークホルダー

● 技術的な前提

● ツール使用のための

セキュリティ承認

● 自動の情報収集  

アウトプットアクティビティ

● ワークロードの

グループ分け  
● 最初に移行する

ワークロードの特定

● 精緻な TCO / ROI 分析

● おおまかな工数の

見積もり



Cloud OnBoard

アセスメントツールのオプション 

1 アプリケーション環境を探索する

2 費用を見積もる

3 ワークロード ポートフォリオを評価する



Cloud OnBoard

アジェンダ

トピック

評価フェーズ

CloudPhysics

移行する  VM の選択

デモ: 評価チュートリアル
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CloudPhysics
オンプレミス  TCO モデル

オンプレミスのインフラストラクチャ費用を理解する。

自動 Google Cloud インスタンス照合

Google Cloud が適切かどうかの判断

実際の使用データに基づき、移行を確定することなく、

あらゆる場所のあらゆるインスタンスについて

Google Cloud に移行した場合の費用を見積もる。

Google Cloud とオンプレミスの間で費用と互換性を比較する。



Cloud OnBoard

CloudPhysics

ワークロードに

負担をかけない

エージェントレス設

計 

高速インストール AWS と vSphere 
のサポート

環境の自動探索 
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要件 

アプライアンスの

要件

● 8 GB vRAM
● 4 vCPU
● 1 NIC
● 12 GB ディスク

● インターネット アクセス

● VMware vCenter への

アクセス

AWS の要件

● AWS IAM ポリシー

● AWS IAM ロール

● AWS S3 バケット

● AWS 費用および使用状況

レポートまたは詳細課金

レポート（DBR）

Observer が以下の 
VMware リソースの

パフォーマンスと

構成を収集

● 8 GB vRAM
● vCenter
● データセンター

● クラスタ

● リソース

プール

● ホスト

● 仮想マシン

● ネットワーク

● ストレージ

● イベント



Cloud OnBoard

アジェンダ

トピック

評価フェーズ

CloudPhysics

移行する  VM の選択

デモ: 評価チュートリアル
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移行する VM の選択

移行が容易 移行が困難 移行しない

1 2 3
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CloudPhysics 評価 

ハードウェア  インベントリ移行指標 :
● ESXi のサポート終了

● VMWare ハードウェア互換性リスト（ HCL） 
● ハイパーバイザ  バージョン互換性  

ホスト
分析
カード

レポート

センター
概要
カード

ゲスト
OS カード

プレミアム

ホスト分析
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ゲスト OS 分析カード

ゲスト OS 移行指標: 
● サポート終了の  OS を確認

● OS バージョンに基づく  VM の分類に役立つ  
● 電源オン  / オフ / サスペンド中

ゲスト 
OS カード

レポート
プレミアム

ゲスト OS 分析
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オンプレミス IT クラウド シミュレータ カード

プレミアム

オンプレミス IT クラウド 
シミュレータ
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クラウド シミュレータ カード

ユーザーが選択または調整できる項目
● Google Cloud のデータセンターの場所

● ストレージのタイプとパフォーマンス

● サイズ適正化

● 追加の容量オプション

● インスタンス タイプ

プレミアム

Google Cloud
クラウド   シミュレータ
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サイズ適正化

VM 名 vCPU vCPU ピーク使用率 vCPU 99 パーセンタイル vCPU 95 パーセンタイル

vm-10110101 8 100% 42% 37%

vm-10110102 2 94% 32% 27%

グラフと99、95、および最大値を表す棒を示す CPU グラフ。X 軸は時間、Y 軸は 
CPU% です。

Observer がデータを収集する時間が長いほど、サイズ適正化が正確になります。 

99 パーセンタイル

95 パーセンタイル

日付

CP
U%
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VM インスタンスの推奨サイズ提案を適用

● Compute Engine は、仮想マシン（VM）インスタンスのリソース
使用を最適化するためのマシンタイプ推奨事項を提示します。  

● この推奨事項は、Cloud Monitoring サービスが過去  8 日間に収集したシ
ステム指標に基づいて自動的に生成されます。  

● この推奨事項を使用することで、インスタンスのリソースがより
効率的に使用されるように、インスタンスのマシンタイプのサイズを変更で
きます。この機能は、サイズ適正化推奨とも呼ばれます。

推奨事項タイプ 使用中

毎月 $17 を節約

毎月 $17 を節約3.75 GB

3.75 GB

3.75 GB

1.7 GB

$33 を節約できます。詳細
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まとめ

● 移行元環境を探索して分析

● 移行する仮想マシンを特定

● クラウドのランニング コストを予測

● パフォーマンスに基づいて仮想マシンのサイズを適正化



デモ:
CloudPhysics 評価



CloudPhysics 評価を分析して、
どの仮想マシンが移行に適しているかを特定します。

学習内容



https://console.cloud.google.com/marketplace/details/cloud
physics-saas/Google Cloud-assessment

https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/quickstart


Cloud OnBoard

まとめ

このデモでは、CloudPhysics 評価を分析して、
移行に適した仮想マシンを特定する方法を学習しました。



デモ:
VM サイズ変更提案



Compute Engine を使用して、
コンソール画面で推奨事項を利用できるようにします。

学習内容



https://cloud.google.com/compute/docs/instances/apply-sizing-re
commendations-for-instances#viewing_sizing_recommendations

https://cloud.google.com/compute/docs/instances/apply-sizing-recommendations-for-instances#viewing_sizing_recommendations
https://cloud.google.com/compute/docs/instances/apply-sizing-recommendations-for-instances#viewing_sizing_recommendations
https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/quickstart


Cloud OnBoard

まとめ
Compute Engine を使用して、
コンソール画面で推奨事項を利用する方法を学習しました。



Cloud OnBoard

モジュール 6 
Migrate for Compute Engine による
Google Cloud への移行
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● Migrate for Compute Engine の
アーキテクチャを理解

● Migrate for Compute Engine を
移行元環境にインストール

● 移行プロセスを理解

● 移行ウェーブを使用して大量移行を実行

学習内容



アジェンダ

トピック

Migrate for Compute Engine

移行の技術的なアーキテクチャ

インストール  プロセス

移行プロセス

移行ウェーブ
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Google への VM 移行のプロセス

r

準備

プラットフォームを

理解する

最適化

オペレーションを調

整し費用節約を図

る

移行

仮想マシンを

移行する

評価

環境を評価する
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Migrate for Compute Engine

最小限のダウンタイム

VM VM

Google 
Cloud

オンプレミス

ストリー
ミング

リスクの軽減 サイズ適正化の
推奨事項



アジェンダ

トピック

Migrate for Compute Engine

移行の技術的なアーキテクチャ

インストール  プロセス

移行プロセス

移行ウェーブ
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Migrate for Compute Engine Manager 

                

        

オンプレミス

z ゾーン ゾーン

ローカル コンピュー
ティング 

Migrate for Compute 
Engine Backend 

Cloud VPN

Migrate for Compute 
Engine Manager

エッジノード A エッジノード B

Migrate for Compute 
Engine vCenter プラグイ
ン

                

vSphere

オンプレミス  VM vCenter Server

ローカル 
コンピューティング 

Migrate for Compute 
Engine Backend 

Cloud VPN

Migrate for Compute Engine 
vCenter プラグイン

        
z

VPC

Migrate for Compute Engine Cloud Extension

ゾーン: us east1-a ゾーン: us east1-a

Migrate for Compute 
Engine Manager

エッジノード A エッジノード B
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z

VPC

Migrate for Compute Engine Cloud Extension

ゾーン: us east1-a ゾーン: us east1-a

Migrate for Compute 
Engine Manager

移行された VM

                

        

オンプレミス

z ゾーン ゾーン

ローカル コンピュー
ティング 

Migrate for Compute 
Engine Backend 

Cloud VPN

Migrate for Compute 
Engine Manager

エッジノード A エッジノード B

Migrate for Compute 
Engine vCenter プラグイ
ン

移行された VM

                

vSphere

オンプレミス VM vCenter Server
ローカル 
コンピューティング 

Migrate for Compute 
Engine Backend 

Cloud VPN

Migrate for Compute Engine 
vCenter プラグイン

Cloud Extension

エッジノード A エッジノード B



アジェンダ

トピック

Migrate for Compute Engine

移行の技術的なアーキテクチャ

インストール  プロセス

移行プロセス

移行ウェーブ
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VPN + ネットワーク  タグを設定する

Google Cloud のロールとサービス  アカウントを作成する

Migrate for Compute Engine Manager のデプロイ

移行元環境を構成

Cloud Extension をデプロイ

Migrate for Compute 
Engine インフラを
デプロイ



アジェンダ

トピック

Migrate for Compute Engine

移行の技術的なアーキテクチャ

インストール  プロセス

移行プロセス

移行ウェーブ
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クラウド内実行 切断の準備ストレージの移行

コンピューティングをクラウドに

移行する。オンプレミスから

ストレージをストリーミングする。

ストレージをクラウドに

移行する（バックグラウンド）。

オンプレミス  VM からの

切断に向けて準備する。

移行フェーズ

完全移行
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移行フェーズ

クリーンアップ切断

ネイティブ  ディスクを

クラウド  インスタンスに接続する。

VM を Migrate for Compute Engine による

管理対象外としてマークし、

クラウド  ストレージ  オブジェクトを削除する。
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オンプレミス

ローカル コンピュー
ティング 

Migrate for Compute 
Engine Backend 

z

ゾーン ゾーン

エッジノード A エッジノード B

移行された VM

Cloud VPN

iS
C

S
I

ソース VM の
シャット
ダウン

スナップショット
が

作成される

WAN 経由で
 VM が起動する

データがオンデマンドでク
ラウドに

ストリーミングされる

完全移行 : 「クラウド内実行」サブステップの解説

z

VPC

Migrate for Compute Engine Cloud Extension

ゾーン: us east1-a ゾーン: us east1-a

移行された VM

エッジノード A エッジノード B

                

vSphere

オンプレミス VM
ローカル 
コンピューティング 

Migrate for Compute 
Engine Backend Cloud VPN

iSCSI
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AWS の移行

z

ゾーン ゾーン

エッジノード A エッジノード B

移行された VM

Cloud VPN

iS
C

S
I

              

EC2 仮想マシン

Migrate for Compute 
Engine Importer

VPC

Migrate for Compute Engine Cloud Extension

ゾーン: us east1-a ゾーン: us east1-a

移行された VM

                

AWS EC2 VM

EC2 仮想マシン

Migrate for Compute 
Engine Importer Cloud VPN

iSCSI

エッジノード A エッジノード B
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● 現在 Migrate for Compute Engine で
サポートされていない（一般に）レガシーな

オペレーティング  システムの

ワークロードを移行可能。

● 「ストレージのみの移行」にも使用可能。

オフライン移行

 
移行された  VM が Google Cloud で

開始する

 
ストレージが  Cloud Extension から

切断され永続ディスクに接続される

 
ストレージが  Cloud Extension に

完全に移行される

 移行元 VM がシャットダウンされる
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レガシーなディスク  イメージサポートされている  VM

オフライン移行



アジェンダ

トピック

Migrate for Compute Engine

移行の技術的なアーキテクチャ

インストール  プロセス

移行プロセス

移行ウェーブ
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移行ウェーブについて: 最初のウェーブの選択

ビジネスにおける重要性

ライフサイクル環境  

稼働時間による影響度

依存関係

ライセンスとコンプライアンス  
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移行ウェーブの構成要素

ウェーブジョブ ランブック ウェーブ

ウェーブごとに移行ジョブ（完全移行、切断、ク

リーンナップ）を開始する。

これらの移行ジョブは、ウェーブに割り当てら

れたランブックで指定されているすべての 
VMS で実行される。

ウェーブのソース VM と、

各 VM のターゲット仕様を記述する

仕様ファイル。

ウェーブの作成時に仕様ファイル

（ランブック）を提供する。

ウェーブに割り当てられているランブックは

いつでも置き換えられる。

VM のバッチ移行の 
コンストラクト。
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まとめ

● Migrate for Compute Engine のアーキテクチャを理解

● Migrate for Compute Engine を移行元環境にインストール 
● 移行プロセスを理解

● 特殊な機能を使用

● 移行ウェーブを使用して大量移行を実行
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モジュール 6 A 
デモ: 仮想マシンの 
Google Cloud への
移行



デモ:
仮想マシンの Google Cloud への移行



Migrate for Compute Engine vCenter プラグインを
使用して、個々の VM の実行や Google Cloud への
移行を開始します。

学習内容



https://cloud.google.com/migrate/compute-engine/docs/4.11
/how-to/migrate-on-premises-to-gcp/overview

https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/quickstart


Cloud OnBoard

まとめ
Migrate for Compute Engine vCenter プラグインを使用して、個々

の VM の実行や Google Cloud への移行を開始しました。
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リソース階層の定義

Google Cloud のリソースは
階層の形で編成されています。
この階層により、企業の運用構造を 
Google Cloud にマッピングし、関連リ
ソースからなるグループのアクセス制御
と権限を管理できます。 

継
承

組織

開発チームの
フォルダ

チーム 1 チーム 2

ストレージ 仮想マシン

Google 
Cloud プロ
ジェクト

Google 
Cloud プロ
ジェクト

Google 
Cloud プロ
ジェクト

Google 
Cloud プロ
ジェクト

Google 
Cloud プロ
ジェクト

ポリシーロールの
割り当て
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組織のポリシー

一元管理

コンプライアンス
境界

組織のポリシー  

制約

リソース階層
ノード

子孫リソース階層
ノード

Google Cloud サー
ビス

組織のポリシーの
管理者

定義

構成のブループリントと
して使用

設定の対象

デフォルトでの
継承先

制約を適用

ポリシー構成の評価に
使われる制約を定義
および参照



What’s next?



Journey to certification 
Whether you’re new to the cloud or building on an existing skill set, find curriculum tailored 
to your role or interest. See more training at cloud.google.com/training

Engineer Data 
with Google Cloud 

Setup and Con gure 
Cloud Environments 

Deploy to Kubernetes 
quest 

Build and Secure 
Networks quest

Deploy and Manage 
Cloud Environments 
quest 

Setup and Con gure 
Cloud Environments 
quest

Getting Started: 
Create and Manage 
Cloud Resources 
quest 

Google Cloud 
Fundamentals: Core 
Infrastructure

Architecting with 
Google Compute 
Engine

Architecting with 
Google Compute 
Engine

Networking in 
Google Cloud

Networking in 
Google Cloud

Site Reliability 
Engineering

Design and
Process

Security in Google
Cloud Platform

Getting started with 
Google Kubernetes 
Engine

DevOps EssentialsBuild and Secure 
Networks quest

Preparing for the 
Cloud Engineer Exam

Preparing for the 
Cloud Architect Exam

Network 
Performance and 
Optimization quest

Security and identity 
Fundamentals quest

Associate Cloud 
Engineer Study Guide

Professional Cloud 
Architect Study Guide

Associate Cloud 
Engineer Practice 
Exam

Professional Cloud
Architect Practice 
Exam

Professional Cloud 
Network Engineer 
Practice Exam

Professional Cloud 
Security Engineer 
Practice Exam

Professional DevOps 
Engineer Practice 
Exam

Google Cloud 
Fundamentals: Core 
Infrastructure

Developing 
Applications with 
Google Cloud

Cloud Development
quest

Professional Cloud 
Developer Practice 
Exam

Google Cloud Big Data 
& ML Fundamentals

Data Engineering on 
Google Cloud

Scientific Data 
Processing

Data Science on 
Google Cloud quest

Professional Cloud 
Data Engineer 
Practice Exam

Foundational Data, 
ML, AI

Preparing for the 
Professional Data 
Engineer Examination

G Suite Administrator 
Fundamentals

G Suite 
Administration

G Suite Integrations 
quest

Professional 
Collaboration Engineer 
Practice Exam

Professional Cloud 
Data Engineer Study 
Guide

Operation’s Suiter 
Quest

Serverless 
Workshop quest

Architecting with 
Google Kubernetes 
EngineGetting Started with 

Google Kubernetes 
Engine 

Getting Started with 
Google Kubernetes 
Engine 

Google Cloud 
Fundamentals: Core 
Infrastructure

Google Cloud 
Fundamentals: Core 
Infrastructure

Google Cloud 
Fundamentals: Core 
Infrastructure

Google Cloud 
Fundamentals: Core 
Infrastructure



Earn Google Cloud skill badges: free on Qwiklabs

What is a skill badge? 
An exclusive digital Google Cloud skill badge 
demonstrates your growing Google Cloud 
recognized skillset. 

How do I earn a skill badge?
Show your cloud skills by completing a series 
of hands on labs, including a final assessment 
challenge lab, to test your skills and earn a Google 
Cloud skill badge to share with your network. Get started

cloud.google.com/training/badges 



Skill badges for each learning path

Data, Machine Learning 
& AI

Multi & Hybrid-Cloud 
Infrastructure

Infrastructure

Network & Security

Application Development



Register for Google Cloud 

training offers available on 

Qwiklabs, Pluralsight, and a 

selected set of training on 

Coursera.

Go to: g.co/cloud/trainingoffer

Google Cloud Training promotions

https://inthecloud.withgoogle.com/training-discount/register.html


Please take 5 minutes
to give us feedback

[INSERT YOUR SURVEY LINK HERE FROM go/cob-wishlist]

Replace QR code 
with your own



Visit g.co/userresearch/Google CloudOnboardUX 
to sign up.

Help shape the future of Google Cloud,
join upcoming user studies.

http://g.co/userresearch/GCPOnboardUX


Cloud OnBoard

cloud.google.com


