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なぜモダナイズす
るのか



 こんなことありませんか

- システムが複雑になり変更しづらい

- 新機能をタイムリーにリリースできない

- 時間がかかる、見積もりがずれる

- スケール出来ずボトルネックが発生



解決したいこと

Time to market
Idea
Feature
Bug fix
Enhancement

Customers
DeployFeedback

ソフトウェア開発サイクルを改善することによってこれらを実現する

● アイデアをマーケットに投入するまでの時間を短くする

● カスタマー フィードバックを早く得る / それに対してすぐにレスポンスする
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モダナイズに
必要な方法論



目的とする状態

サービス・新機能をタイムリーに市場投入

- 高速なリリース サイクル

- 追加・変更に強い

ビジネス規模の拡大に合わせて拡張

- 容易に拡張

- 高可用性の維持・向上

Agility

Flexibility

Scalability

1

2

3

Durability4

これらがサービスごとに影響なく
改善し続けられる状態



コンテナ化だけで達成できるか

- コンテナ化だけではアジリティ / フレキシビリティ は大きく

は変わらない
- アジリティやフレビリティに適した開発プロセス

- 高速なリリースサイクルのために全てを自動化

- システム間の依存をきるためシステムや組織のデカップリング

- システムの変更に合わせた継続した運用の改善



開発プロセスの改善

コンセプトから一般公開されるまでのスループットをいかにあげるか

開発だけでなく承認プロセスなど全てを計測し、ボトルネックから改善

コンセプト ビジネス 開発 運用 一般公開

承認承認 承認承認

開発プロセス



CI/CD 

ソースコード ビルド＆テスト ストレージ デプロイ

1 2 3 4 5

モニタリング

Container 
RegistryCloud BuildSource 

Repositories

Cloud 
Storage

Cloud Build Stackdriver

← フィードバック  ループ

自動化



自動化

- 手動から自動化へ
- オペレーション数削減

- 再現性の向上

- 暗黙知から形式知へ

- 自動化からライフサイクルの最適化へ
- 組織のソフトウェア ライフサイクルの最適化

（組織の承認フローに合わせる or 承認フローを変える）

自動化



組織とアーキテクチャのデカップリング

- 組織の分割

- 逆コンウェイ戦略

- アーキテクチャ分割

- Strangler Pattern

- Anti-Corruption Layer Pattern

デカップリング



逆コンウェイ戦略

- コンウェイの法則
- システムを設計する組織は、その構造をそっくりまねた構造の設計を

生み出してしまう

- 逆コンウェイ戦略
- 自分たちの望ましいアーキテクチャ設計を促進するように、チームと

組織側を機動的に進化させる

デカップリング



Strangler Pattern

レガシー レガシー

ファサード

マ
イク
ロ
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ー
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ファサード

マ
イク
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マ
イク
ロ

ファサードと呼ばれる機能の呼び出しを振り分けする機能をレガシー（モノリス）
の前に実装し、徐々にレガシーへのアクセスを減らす

デカップリング



Anti-corruption layers Pattern

レガシー マイクロ

新規アプリケーションの設計がレガシー システムへの依存によっての制限を回
避するため、新規アプリケーションとレガシー アプリケーションとの間にレイ
ヤーをはさむ

ACL

ACL マイクロ

デカップリング



可用性とビジネスのバランス

可用性 100% を目指すべきで

ない理由

- 莫大なコストが発生

- 線形ではなく指数関数的

- システムの硬直化

- 新機能や製品のリリースサイクルの長期化に

加えて、スケールできないシステム

100%Service Availability

Cost

運用の改善



エラー バジェット

100% - <可用性の目標> = エラーバジェット

 例えば、99.9% が目標の場合、100% - 99.9% = 0.1% が エラー バジェット

100%

99.9%
エラー バジェット

- 予算を超えない限りは自由に使える資産
- 新機能のリリース、機能改善などに活用
- ビジネスとエンジニアの共通の予算

エラー バジェットを使い継続した改善を続ける

運用の改善



Time to Market 改善のために

- コンテナ化だけではアジリティ / フレキシビリティ は大きく

は変わらない
- アジリティ や フレビリティ に適した開発プロセス

- 高速なリリースサイクルのために全てを自動化

- システム間の依存をきるためシステムや組織のデカップリング

- システムの変更に合わせた継続した運用の改善
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GCP を活用した
開発ライフサイクル



デカップリング後の開発

Monolithic app

Microservice app



開発ライフサイクル

1. 設計

2. 開発

3. ビルド、テスト

4. デプロイ

5. モニタリング

設計



GCP を活用し、
管理コストを削減



コンテナアプリを動かすプラットフォーム

- マネージド コンテナ基盤 (今日の内容)
- Google Kubernetes Engine (a.k.a. GKE)
- Cloud Run
- Cloud Run for Anthos

- 他の環境
- Kubernetes on GCE
- docker on GCE

設計



Google Kubernetes Engine (GKE)

- マネージド Kubernetes on GCP
- Kubernetes マスタ管理は Google が行う

- ノードの自動アップグレード、自動スケール、自動修復

- Cloud IAM と連携した権限管理

- ロードバランサ / 監視 / ログ管理 / ディスクの GCP 連携

- 何が実現できるか
- Kubernetes と GCP の機能を最大限に利用した構成

設計



Cloud Run の主な特徴

高速なデプロイ

ステートレスなコンテナ

高速に 0 to N スケール

数秒でデプロイし  URL を付与

サーバーレス・ネイティブ

管理するサーバーはなし

コードに集中  

言語やライブラリの制約なし

使った分だけお支払い

高いポータビリティ

どこでも同じ  Developer Experience
フルマネージ  or GKE クラスタ上

Knative API の一貫性

ロックインの排除

設計



各マネージド サービスの特徴

インフラ周りの自由度が高い

拡張性の高さ

多機能

Google Kubernetes Engine Cloud Run

サーバーレスなので簡単に利用可能

スケールアウトが高速

使った分だけお支払い

設計



開発ライフサイクル

1. 設計

2. 開発

3. ビルド、テスト

4. デプロイ

5. モニタリング

設計

開発



コンテナベースの開発で
環境差異をなくす



OS、ランタイム バージョンの差異の解決

- コンテナ化することで、Immutable な構成に
- OS、ランタイムをパッケージング

- 実行環境を選ばない

App DB

開発



エミュレータの利用で
マネージド サービス
の挙動を再現する



GCP マネージド サービスの再現

- gcloud beta emulators
gcloud beta emulators GROUP [GCLOUD_WIDE_FLAG ...]

- GROUP
- bigtable
- datastore
- firestore
- pubsub

https://cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/beta/emulators/

開発

https://cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/beta/emulators/


開発ライフサイクル

1. 設計

2. 開発

3. ビルド、テスト

4. デプロイ

5. モニタリング

設計

開発

ビルド、テスト

デプロイ



自動化による
開発品質の保証



トリガー GCR へ push

Cloud Build

- ビルド、テスト、デプロイをマネージド環境で実行

- GitHub の push や PR イベントをトリガー

Cloud Build Container RegistryCloud Source Repositories

ビルド、テスト



Cloud Build でテスト

steps:

- name: 
'gcr.io/cloud-builders/npm'

  args: ['install']

- name: 
'gcr.io/cloud-builders/npm'

  args: ['run', 'test:unit']

...

ステップ例:

1. npm install

2. npm run test:unit // 単体テスト

3. docker build -t gcr.io/$PROJECT_ID/xxx .

4. docker-compose up -d

5. npm run test:integration // 結合テスト

6. docker image の保存

ビルド、テスト

https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-builders
https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-builders-community

https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-builders
https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-builders-community


継続的デリバリー

- Cloud Build のトリガー特性から、GitOps を実現

デプロイ

https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/tutorials/gitops-cloud-build

https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/tutorials/gitops-cloud-build


開発ライフサイクル

1. 設計

2. 開発

3. ビルド、テスト

4. デプロイ

5. モニタリング

設計

開発

ビルド、テスト

デプロイ

モニタリング



マイクロサービス間の
重要な指標を可視化



Stackdriver Logging

- スケーラブルなフルマネージド ソリューション

- 有効化により、コンテナの標準出力 / 標準エラーを 
Stackdriver Logging へ送信

- Logging → BigQuery 連携で、ログの解析も可能

モニタリング



Stackdriver Kubernetes Engine Monitoring

- GKE クラスタ モニタリング
- CPU / Memory 使用率など、重要な指標を細かく表示

- Kubernetes の Namespace や Pod 単位で、指標が可視化

モニタリング



SLO 定義による
継続的な安定運用の実現



SLO を考慮した運用例

1. ユーザ影響が出る指標 (SLI) を定義
- e.g. レイテンシが 1000ms 以内

2. 目標の閾値 (SLO) を 90% として設定

3. SLO を満たせなくなる

- エラー バジェットの超過は避ける

4. 新機能の展開よりも、改善を優先

モニタリング



SLO モニタリング

モニタリング



SRE 実践による、運用改善

- Google で培われた、

サービス運用の方法論

- SLO 定義は様々
- モニタリングは重要

- チーム全体での取り組み

設計

開発

ビルド、テスト

デプロイ

モニタリング

モニタリング



04まとめ



開発ライフサイクル

1. GCP を活用し、管理コストを削減

2. 環境差異をなくした開発

3. 自動化による、開発品質の保証

4. マイクロサービス間の、重要な指標を可視化

5. SLO 定義による、継続的な安定運用の実現


