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本日の内容

- Google Cloud におけるサーバーレス

- 主なユースケース

- より快適なサーバーレス開発

- まとめ
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Google Cloud
における
サーバーレス



Google Cloud のサーバーレス

運用

プログラミング

インフラ管理不要 マネージド  セキュリティ 従量課金

サービスベース イベント  ドリブン オープン



サーバーレス コンピューティングの選択肢

● ソースコード ベース

● Web / API
● ユーザー数・ナレッジの

多さ

● ソースコード ベース

● イベント ドリブン

● 関数

● コンテナベース

● Web / API
● ランタイム制約、

ロックインなし

Cloud Functions Google App Engine Cloud Run



アプリの種類は？

クラウド駆動  or
Firebase イベント

Kubernetes or
特殊なハードウェア要件

自由な言語選択
システム  ライブラリが必要

デプロイ単位

関数アプリ

Stateless HTTP

サポートする言
語

利用サービスの判断

どのようなアプリを作るか



photo

Grow your app

Build better apps

Improve app quality

ビジネス クリティカルな
アプリケーションを妥協せず迅
速かつシンプルに構築すること
が可能
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主な
ユースケース

Applications

APIs Automation

Real-time Data 
Processing

Growth

Serverless



Application

- 使い慣れた テクノロジー を
活用してサーバーレスで構築



APIs

- RESTful バックエンド API を
迅速に立ち上げ

- Identity Platform により認証機能もシ
ンプルに組み込み可能



Real-time Data Processing

User

Identity Platform Cloud Storage ML KitCloud Functions 

Cloud 
Firestore 

）通知

）サインイン
）アップ
ロード

）確認

- イベント駆動処理でリアルタイムにデータを処理

Vision API



Automation

- Cloud Scheduler 定期的にジョブを実
行可能

- Cloud Run ならカスタム バイナリを含
むコンテナを実行可能



Firebase による Growth

Analytics

Cloud 
Messaging

Test Lab

In-App 
Messaging

アプリのパフォーマンスを
改善する

UI、デザイン、
コンバーション  フローを見直す

ディープリンクの

実装・計測設定を行う

継続的な改善を進める
A/B テスト

パーソナライゼーション

ディープリンクは
設定されているか？

アプリのパフォーマンス
（起動速度、クラッシュ率  etc.）

は最適化されているか？

シームレスなユーザー
インターフェースを提供しているか？
（基本的な  UI が適用されているか？）

全社的に体系化された
CRO（コンバージョン最適化）
のフレームワークはあるか？

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

Predictions
Remote 
Config

A/B Testing

Dynamic
Links

Crashlytics Performance 
Monitoring
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より快適な
サーバーレス開発



$ ls
index.js package.json

$ gcloud beta builds submit \
       --pack image=gcr.io/project/my-nodejs-app

$ gcloud run deploy --image  \
       gcr.io/project/my-nodejs-app

Google Cloud 
Buildpacks

- 直接コードからコンテナ

イメージを生成

- Google Cloud に最適化

- オープン スタンダード



Demo



YAML からデプロイ 
(Cloud Run)

GitOps

$ cat service.yaml
apiVersion: serving.knative.dev/v1
kind: Service
metadata:
  name: my-service
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - image: gcr.io/cloudrun/hello

$ gcloud beta run services replace service.yaml



Events for Cloud Run

- イベントドリブンな

アーキテクチャを構成可能

- 他の GCP リソースから  Cloud Run 
サービスをトリガー

- 多くのリソースタイプで起動

（Cloud Audit Logging を活用 ） Events 
for 

Cloud 
Run

Sources Targets

Trigger

60+ Cloud Sources 
(via Cloud

Audit Logs)

Cloud Storage
(via Cloud

Audit Logs)

Custom Applications
(publishing to

Cloud Pub/Sub)

Cloud Run



Serverless Workflows

サーバーレス  タスクをオーケストレート

ユースケース :
- イベントを処理

- API コールをチェーン

- インフラ管理を自動化

- 再試行ポリシーを実装

GCP Project

Sta

毎日 6pm に実行

開発環境の VM をすべて取得

終了

For each VM:

running?

"running" のステータスを抽出

 VM を停止

管理者に

メール



ビジネス オペレーションの自動化

For each customer:

      請求書の作成

     PDF の生成

     PDF のメール送付

      カスタマー リストを取得

      リマインダー送信

期限切れ？
Yes

請求書の自動送付 リマインダーの送付



- callMyFunction:
   call: http.get
   args:
       url: https://us-central1-prj123.cloudfunctions.net/...
       query:
           metric: NoOfTrs
   result: metricResult
- saveResult:
   switch:
     - condition: ${ metricResult.body.TrNo > 100 }
       call: http.post
       args:
           url: https://mydeployment....
           body:
               metric: ${ metricResult.body.TrNo }

コードサンプル

getMetric

TrNo>100

End

YesNo

{“metric”:”NoOfTrs”}

Notify
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まとめ

- スケール性が高く、インフラ管理が

不要なアプリを迅速に開発

- アプリケーションだけでなく

さまざまなシーンで活用可能

- デベロッパーが開発に集中できるよ

う便利ツールが充実

Applications

APIs Automation

Real-time Data 
Processing

Growth

Serverless



Thank you


