
かつてないクラウドを体験しよう。



クラウド コンピューティング
アプリ用プラットフォームからコンテナ、そして仮想マシンまで、
お客様 1 人ひとりのニーズに合わせたクラウド コンピューティング

お客様のワークロードに合わせた完璧なエンジン
世界規模に展開する、復元性の高い負荷分散型サービスから、柔軟な単一
インスタンスの仮想マシンまで、お客様 1 人ひとりのニーズに合わせてカ
スタマイズできる、拡張可能な幅広いコンピューティング オプションを提
供しています。

Compute Engine

Google のデータセンターで運用される仮想マシンを提供します。
高速で起動し、安定したパフォーマンスを実現。秒単位の課金で
利用でき、継続利用割引により自動的に割引料金が適用されます。
ワークロードに合わせてカスタム マシンタイプ（任意の CPU および
メモリ）を作成することもできます。

App Engine

ウェブアプリケーションおよび、モバイルや IoT のバックエンドと
して最適なプラットフォームを提供します。受信したトラフィック
量に応じて自動的にスケーリングするので、未使用のリソースに
対して費用が発生することはありません。コードをデプロイする
だけで利用でき、Google がアプリの可用性を管理し、サーバーの
プロビジョニングやメンテナンスを行う必要はありません。

Google Kubernetes Engine

オープンソースである Kubernetes のマネージド サービスです。
コンテナをクラスタにスケジュールし、ユーザーが定義した要件
（CPU やメモリ、実行数など）に基づいて自動的に管理します。
Kubernetes で構築されたアプリケーションは、オンプレミス、
ハイブリッド、パブリッククラウドのいずれのモデルでも使用できる
柔軟性を備えています。

Cloud Functions

アプリケーション / コンテナ / VM 単位ではなく、個別の機能を
単位としてサービスをビルドおよびデプロイできます。あらゆる
種類のイベントを契機にコードが実行され、コードが実行される
時間に対してのみ 100 ミリ秒単位で課金されます。インフラを
一切管理することなく、ゼロから地球規模に至るまでユーザーに
サービスを提供できます。
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「アプリの将来に備え、バックエンドは Google に任せようと決めました」
まさに “お祭り騒ぎ” の大フィーバーを記録した、スマートフォン

向け本格ゲームアプリ『スーパーマリオ ラン』。その配信に先立ち、

任天堂と、そのスマートフォン進出で協業する DeNA は、より

堅牢なバックエンドの必要性から Google App Engine（GAE）を

採用。秒単位のオートスケールなど GAE の優れた機能により

投資対効果の高いインフラを実現した。

「マネージド サービスの導入は、安定性向上だけでなく、インフラ

周辺業務を Google にシフトすることで、任天堂・DeNA  の

エンジニアが開発に専念するためです。今後のタイトル増にも

備える必要がありました」（菅原氏）。バックエンドの GAE 移行

には、Google も全面協力。完成したシステムは、世界 150 か国・

地域からの集中アクセスにも見事に耐えた。

「世界同時配信など、極めて難しい挑戦でしたが、Google さんは、

どうすればそれを実現できるかを一緒に模索してくれました。

この 3 社チームなら、今後立ちふさがるどんな壁も乗り越えて

いけると信じています」（府川氏）

任天堂株式会社
ビジネス開発本部 スマートデバイス事業部
事業システム開発グループ

グループマネージャー　府川 幸太郎氏

グループチーフ　竹本 賢一氏

株式会社ディー・エヌ・エー
オープンプラットフォーム事業本部 システム
開発部 アライアンスシステムグループ
グループマネージャー　菅原 賢太氏

「GCP をフル活用し短期間でサービスのマイクロサービス化に成功」
日本最大級の実績を誇るフリマアプリ『メルカリ』。そのプラット

フォームはリージョン（日・米・英）ごとに異なるマルチクラ

ウド体制となっている。しかし、そのうえで動くシステムに関し

ては、原則として日本で開発したものを共用。さらなる事業の

拡大という観点ではこれが足かせになりつつあったと、米国

メルカリチームを率いる同社 CTO 名村氏はふり返る。

「そこで、2016 年末に米国版アプリの独自化に合わせて、モノ

リシックだったサーバーサイド（メルカリAPI）をマイクロサー

ビス化。拡張性の担保、生産性向上、先進性確保を狙いました。

もちろん、今あるすべての機能をいきなりマイクロサービス化

することはできませんから、従来システム（他社クラウド上の

メルカリAPI）を GCP 上の Gateway API で包み込むやりかたを

採用。急激なアクセス増があっても自動で対応してくれる優秀な 

Google Cloud Load Balancing や、コンテナを効率的に管理で

きる Kubernetes との好相性などにより、通常なら 2 か月かかる

ところを 1 か月足らずで開発することができました」（名村氏）

株式会社メルカリ
写真左から）

執行役員 CTO 名村 卓氏

SRE 中島 大一氏

※上記の導入事例は、2019 年 8 月以前の取材当時の情報です。
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クラウド ビッグデータ サービス
データ駆動型アプリケーション向け、
サーバー不要の統合型ビッグデータ プラットフォーム

データを価値あるものへ
データから価値を導き出すために、Google Cloud Platform を使って、
インフラ管理に時間を割く代わりに、情報分析に力を注ぐことができます。
データの取得、処理、保存、解析といったライフサイクル全体をサポート
できる No-Ops 統合型ビッグデータ ソリューションを提供しています。

BigQuery

ML が組み込まれたフルマネージドのデータウェアハウスです。ペタ
バイト規模のデータを低料金で保存して処理することができます。
BigQuery はサーバーレスなので インフラストラクチャの管理がいらず、
データベース管理者も必要ありません。使い慣れた SQL を操作して
データの分析に集中し、有用な情報を見つけることができます。

Dataflow

Cloud Dataflow は ETL、バッチ処理、継続的な計算処理などの
幅広いデータ処理方法を開発、実行するための統合型プログラミング 
モデルのマネージド サービスです。バッチおよびストリーミング
の処理を単一のプログラミングモデルで記述でき、リソース管理や
パフォーマンス最適化などの作業をデベロッパーが行う必要が
なくなります。

Cloud Datalab

データの探索、分析、可視化と機械学習のための使いやすいインタラク
ティブなツールです。このツールは Jupyter（旧 IPython) 上に構築
されており、Compute Engine 上で実行します。複数のクラウド  サービス
に簡単に接続できるので、ユーザーはデータ分析に集中できます。

Dataproc

Spark、Hadoop をクラウドで利用するためのマネージド サービス
です。あらゆる規模のクラスタをすばやく作成でき、作業が終了
したらクラスタをオフにできるので、余分な費用がかかりません。
課金は秒単位の従量制で、実際に使った分しか料金はかかりません。
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JapanTaxi株式会社
データエンジニア
饗庭 秀一郎氏

BigQuery を活用し、国内最大級のタクシー配車アプリを支えるデータ分析基盤を構築
スマートフォン向けタクシー配車アプリ『JapanTaxi』が好調

な JapanTaxi が、データ分析基盤に BigQuery を採用したのは

ほぼ 2 年前。サービスを通じて得られたビッグデータを集約し

て意志決定支援のためのデータ分析を行い、さらなるユーザビ

リティ向上や、業務効率の改善を目指している。

「BigQuery では、数十秒おきに送られてくるタクシーの位置情

報や、アプリからの注文情報など、サービスにまつわるさまざ

まなデータを取り扱っています。BigQuery を選んだのは、こ

うしたデータを高速に、効率的に運用できるから。フルマネー

ジドな BigQuery ではメンテナンスなどの手間を考える必要が

なく、少人数で運用していくことが可能です。また、これを機

にデータ分析基盤の利用者層を拡大。BI ツール経由で 

BigQuery に “自分で” アクセスできるようにしたことで、経営

層やセールス部隊などの非エンジニア層が独自にデータ収集を

行えるようになり、ビジネスのスピード感がアップしました。」

（饗庭氏）

「GCP の利用で速度もコストも劇的に改善しました」
株式会社リクルートライフスタイルは、『じゃらんnet』や『ホット

ペッパーグルメ』など、各ジャンルの人気サービスを開発・

運営している企業。同社は、そこから生まれる膨大なデータを

より効率的に活用するため、次の一手を模索していた。その際

求められたのは何よりもスピード。まずは BigQuery の活用で

手応えを感じ、プロジェクトで利用するサービスの一部を GCP 

に移行。この規模のサービスのログをリアルタイムに解析した

いと考えると、BigQuery しか考えられなかったと語る。

「これまでおよそ 5 分かかっていたことが 1 分程度で返ってくる

というのは、なかなかに衝撃的な体験でした。ジョブを投げると

すぐに結果が返ってくるので、トライ＆エラーがしやすい。開発・

検証の無駄が大幅に削減できたことで、はっきりと生産性が上

がった実感があります。コスト面も 5～10 分の 1 程度になったん

ですよ」

株式会社リクルートライフスタイル
写真左から）

エンジニア 

平塚 迪久氏
川崎 孝平氏
堀澤 健太氏
田村 真一氏

※上記の導入事例は、2019 年 8 月以前の取材当時の情報です。
5



クラウド AI
AI システムを簡単、迅速、便利に構築できる

Google Cloud の AI 関連サービス
Google Cloud AI を使えば、高品質な機械学習モデルやインフラを活
用でき、ビジネスの実現に近づくための AI システムを簡単、迅速、便
利に構築できます

Video Intelligence API

動画を検索可能なコンテンツ、情報を発見できるコンテンツに変換
できる API です。メタデータを抽出し、動画にアノテーションを付
けることで、動画ファイルのあらゆる瞬間を検索可能にし、重要な
名詞がどこに出現するかを調べることが可能です。

Translation API

任意のテキストを、100 を超える言語に瞬時に翻訳できる API です。 
レスポンスが非常に速いため、これを組み込んだウェブサイトやアプ
リケーションでは、原文をソース言語からターゲット言語に高速かつ
動的に翻訳できます。

Vision API

画像の内容から意味ある情報を抽出できる API です。各画像をすば
やく分類したり、画像内の個々の物体や人の顔を検出する機能、画
像内に含まれているテキストを読み取る機能を備えています。

Natural Language API

非構造テキストから、テキストの構造や意味を明らかにする API で
す。ドキュメントやニュース記事、ブログ投稿に含まれる人や場所、
イベントなどに関する情報を抽出することができ、ソーシャル メ
ディアの感情や顧客との会話について理解を深めることも可能です。

Text-to-Speech

20 以上の言語と 100 の異なる自然な音声を生成できる API です。高
度なディープ ラーニングのニューラル ネットワーク アルゴリズムを
利用して、多様な声と言語で極めて人間に近い音声の合成を実現しま
した。 本当に会話をしているかのような体験を、多くのアプリケーショ
ンやデバイスを介してユーザーに届けることができます。

Speech-to-Text

高度なニューラル ネットワーク モデルを適用し、音声をテキストに
変換できる API です。120 の言語と方言を認識し、グローバルなユー
ザーベースをサポートしています。音声でコマンドを出して制御で
きたり、コールセンター音声の文字変換などが実現可能です。

AI Platform

機械学習モデルの開発者向けのサービス群です。AI Platform を使
えば、カスタムの機械学習モデルを構築する作業を単純かつ効率化
できます。

Cloud TPU

Google の設計したハードウェア アクセラレータ ファミリーです。
機械学習ワークロードの高速化とスケールアップに対応できるよう
最適化されており、翻訳、フォト、検索、アシスタント、Gmail など
の Google サービスを強化するカスタム設計の機械学習 ASIC です。
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GCP 上に構築した AI 基盤を駆使して一歩先行く手篤い初心者サポートを実現
誰もが知っているオセロをベースにすることで「初期ルールの

理解が難しい」というハードルを下げることに成功した DeNA 

の戦略対戦ゲームアプリ『逆転オセロニア』だが、ゲーム要素

が充実していくにつれゲーム内容が複雑化。同社ではこれを解

決するため、GCP プロダクトをオールスター活用した AI 基盤を

構築し、手篤い初心者サポートを充実させている。

「まずは、デッキ構築を AI でサポートする『オススメ編成』を 

2018 年 11 月に実装しました。これは、AI が上位プレイヤーの

デッキを参考にしながら、手持ちキャラクターからおすすめの

デッキを自動的に作ってくれるというもの。初心者が苦労する

デッキ編成でつまずかなくなったことで、初期のゲーム体験が

大きく変わったのは間違いないでしょう。」（奥村氏）

2019 年 3 月には、『逆転オセロニア』の AI 活用第 2 弾として、

AI が良き練習相手、師匠となり、対戦ゲームの次なる一歩をサ

ポートする『オセロニア道場』を実装。今後も、さらにゲーム

体験を向上させる AI 活用を加速させていくとのことだ。

株式会社ディー・エヌ・エー
写真左から）

ゲーム・エンターテインメント事業本
部　ゲームサービス事業部 第一ゲーム
サービス 第二グループ プロデューサー 
香城 卓氏

システム本部　AI システム部 AI 研究開
発第三グループ　AI 研究開発エンジニア
ゲーム AI チームリーダー（理学博士）　
奥村 エルネスト 純氏

Google Cloud Platform サービスの詳細は Google Cloud Platform 公式サイトをご覧ください。
▶ 詳細はこちら： cloud.google.com/gcp

Cloud AutoML

機械学習プロダクトのスイートです。これを利用すると、機械学習
の専門知識があまりない開発者でも Google の最先端の転送学習と
ニューラル アーキテクチャ検索技術を利用してビジネスニーズに
合った高品質のモデルをトレーニングできます。

Dialogflow

会話インターフェースを構築するためのエンドツーエンドの開発ス
イートです。ウェブサイト、モバイルアプリ、メッセージング プラッ
トフォーム、IoT 機器などが対象となります。これを利用して構築し
たインターフェース（チャットボットなど）では、自然で豊かな対話
をユーザーとビジネスの間で行うことができます。

※上記の導入事例は、2019 年 8 月以前の取材当時の情報です。
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Google Cloud リージョン
高可用性、低レイテンシの Google Cloud Platform 拠点

高可用性対応の設計
複数のゾーンにアプリケーションやデータを分散することで、サービスの中断を回避できます。異なるリー
ジョンの複数のゾーンを活用すれば、冗長性をさらに確保できます。

フランクフルト
ベルギー
ロンドン

オランダ

サンパウロ

台湾

シンガポール
ムンバイ

シドニー

東京

香港

ジャカルタ

サウスカロライナラスベガス
北バージニア

オレゴン モントリオール

ロサンゼルス

アイオワ*

大阪

ソウル

フィンランド

ソルト
レイク
シティ

スイス

日本の Google Cloud リージョン
2019 年 5 月、東京に次いで国内 2 か所目の拠点が大阪に誕生しました。Google Cloud リージョン
として東京や大阪を選択することで、日本に拠点を置く企業も Google の処理能力とストレージ
容量を国内のネットワークでご利用いただけます。また Google のグローバルなネットワークは、
高い可用性を短いレスポンス時間で提供します。日本国内でのレイテンシは平均で 50 ～ 85% も
向上することが見込まれています。

クラウドのロケーション
Google Cloud Platform は、24 のリージョン、73 のゾーン、200 か所以上の拠点でサービスを提供しており、数十万キロメートルにもおよぶ
光ファイバー ケーブルで構築されたグローバル ネットワークを配備しています。

多種多様なサービスを提供

日本国内の Google Cloud リージョンをご利用いただく場合は、コンソールで、クラウド リージョン
として東京（asia-northeast1）または大阪（asia-northeast2）をお選びください。国内 2 か所のリー
ジョンには、それぞれ 3 つのゾーンを用意しており、コンピューティング、ストレージ、セキュリティ、
ネットワーキングなどのビジネスをデジタル変革するのに必要なサービスをすべてお使いいただけます。

　　3 つのゾーンをもつ現在のリージョン　　　  3 つのゾーンを持つ追加予定のリージョン

*例外：このリージョンには 4 つのゾーンがあります。

（2020 年 10 月時点）

メルボルン

ドーハ
デリー

ワルシャワ

トロント
マドリード

パリ
ミラノ

サンティアゴ
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Google Cloudラーニング プログラム
Google Cloud の技術を最大限に活用するためのトレーニングの提供と認定資格

Google Cloud Platform トレーニング　▶ 詳細はこちら： cloud.google.com/training
Google Cloud  認定資格　▶ 詳細はこちら： cloud.google.com/certification

提供トレーニング

必要な技術力とベスト プラクティスを習得し、継続的に学習できます。基礎レベルから上級レベルまでのトレーニングを、
オンデマンド、クラスルーム、セルフペース型ハンズオンラボで提供しています。認定資格を取得することで、Google 
Cloud 技術のスキルと知識を証明できます。

Google Cloud 認定資格

Google Cloud テクノロジーによるアプリケーション、インフラストラクチャとデータ ソリューションの設計、開発、管理、
運用を手掛けるスキルがあることを証明します。Google Cloud 認定資格は、Google Cloud テクノロジーを活用してビ
ジネスを変革し、お客様やユーザーに喜ばれるサービスを提供できるスキルがあることの証明となります。

用意された GCP アカウントを利用
して、GCP サービスを使いながら
クラウドについて学習します。 か
かる時間は 20 分から 90 分程度。
入門から専門家レベルまで、幅広
いラボを用意しています。トピッ
クも機械学習、セキュリティ、イ
ンフラストラクチャ、アプリケー
ション開発等多岐にわたります。

GCP Console 

 20  90  / 

実習演習

セルフペース型 ハンズオンラボ

自分のペースで学習したいという
方の為の、最適なトレーニング方
法になります。クラスルーム ト
レーニングと同じ内容を自分の
ペースで学習します。月額購読モ
デルまたは年間契約で、お好きな
タイミングで開始終了できます。

月額購読モデル / 年間購読モデル
自分のペースで学習

GCP を活用する上で必要な知識を
効率よく学習します。経験豊富な 
GCP 認定トレーナーが講義を提供
し、気軽に質問できます。

1 1   

GCP 認定トレーナー
提供

4 
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Google Cloud Platform のサポート
Google Cloud Platform を活用して
お客様のビジネス、製品、サービスを拡大できるツールや専門知識を提供

サポートが一段と拡充

Google Cloud Platform のサポート ミッションは、 Google Cloud Platform を
ご利用いただくことで発生し得る不安を最大限取り除くことです。サポートは
お客様のビジネスニーズに合わせて 4 種類のパッケージから選択することが
可能です。

例えば最上位のサービスレベルをご購入いただいている場合、Google Cloud 
Platform のインフラを熟知した専門性の高いエンジニアが最短 15 分以内で
問題に対する初期応答をいたします。

幅広いサポート リソースを提供

無料トライアルの
技術サポート

ヘルプセンター 電話もしくは
Google Meet

ドキュメントと
ガイド

コミュニティ 課金サポート

エンタープライズ環境でのクラウドの利用をサポートする 最上位のサービスです。サポートは企業単位で適用され、企業のク
ラウド化が加速する中、直面する最重要課題の解決に対して 24 時間 365 日、日本語での迅速な対応が受けられます。加えて、
サポート担当者とやりとりできるユーザーの数は無制限、担当テクニカル アカウント マネージャーへもアクセスできるよう
になり、深刻な問題が発生している場合に、電話や Google Meet でサポート担当者と直接会話し、共同で問題解決を進める
ことも可能です。

エンタープライズ サポート

新しいモデルでは最低価格の引き下げも実現しています。例えば 24 時間対応可能な「ゴールド」パッケージの最低価格は
月額 400 ドルでしたが、これに相当するロールベース サポートの「本番環境」をご選択の場合は 1 ユーザーであれば月額 
250 ドルとなり、Google Cloud Platform をこれから使い始めようという方でも気軽にサポートを受けることができます。

適正価格でのご提供

さまざまなサポートの形 

Google Cloud Platform が提供する新しい形のサポート モデルです。従来の従量課金モデルには、必要としているサポートの
量にかかわらず、製品の利用料金が増えるとサポート料金も増加するという課題がありました。新しいロールベース サポートの
基本的な考え方は、サポート担当者とのやりとりを必要とするユーザーの数に応じて課金を行うというものです。また
ユーザーごとに異なるサポートレベルを割り当てることも可能です。例えば 24 時間対応を行う SRE にのみ「本番環境」の
ロールを、平日の日中帯を中心に活動する開発担当者に「開発」ロールを与えることで、必要なレベルのサポートを必要なユー
ザーに割り当てながら、サポート費用の調整や予測を行うことができます。

ロールベース サポート

お客様のビジネスニーズにぴったり合った
独自のサポート条件を設定できます。

ユーザーあたりの月額固定料金制。「プ
ラットフォームの使用量」による変動課金
はありません。

ビジネスニーズの拡大に合わせて月ごとに
サポート条件を変更できます。

予測可能性 カスタマイズ可能 柔軟性

Google Cloud Platform サポート
▶ 詳細はこちら： cloud.google.com/support
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Google Cloud のセキュリティ
常に高度化する脅威に対抗するべく、
企業や組織の機密データ保護や管理および可視化の機能を提供

最新鋭のクラウド セキュリティ

セキュリティは今の時代における最大の課題の 1 つ。Google Cloud のセキュ
リティの強みは、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、アプリケーション、
運用プロセスなど、あらゆる階層を考慮しているところです。Google では
独自のチップ Titan を開発し、システムの信頼性を担保しています。

Titan は、Google のセキュリティ要件とシナリオを念頭に置いて設計されたセキュアで消費電力が少ないマイクロ コント
ローラです。さらに、Google のサーバーは Google が独自に設計および製造しており、オペレーティング システム（OS）は
無駄をなくして強化された Linux のバージョンに基づくカスタム設計のものを使用しています。このように、お客様が 
Google を信頼し、安心して Google Cloud を利用していただけるよう、世界最高水準のセキュリティを実装しています。

セキュリティ専任のエンジニアによる研究開発

セキュリティ専任のエンジニアが、セキュリティに関する研究開発を行っています。Google にとっては、インターネッ
トの安全そのものが大事で、自社サービスだけでなく、外部の製品に対しても働きかけています。たとえば、オープンソー
ス暗号ライブラリ OpenSSL のバグ （Heartbleed）を最初に報告したり、多くのマイクロ プロセッサに存在するハードウェア 
レベルの脆弱性（Spectre や Meltdown）を最初に発見するなど、その活動は広範囲にわたっています。

独立した第三者による認定

Google のセキュリティに関する活動は、第三者機関から監査認証を受けています。ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、 
SOC 1、SOC 2、SOC 3、PCI DSS など著名な国際スタンダードをはじめ、日本市場特有のレギュレーションについても
対応しています。2017 年には、金融業界向けガイドラインである、FISC 安全対策基準への適合を発表。Google にとって、
日本市場は非常に重要であり、日本のお客様のセキュリティ要求に応えられるよう積極的に活動しています。また、EU データ
保護指令の適用対象となるお客様のために、Google Cloud サービス全体で 2018 年 5 月 25 日に施行された EU 一般データ
保護規則（GDPR）に準拠します。

Google インフラ ストラクチャのセキュリティ設計の概要　▶ 詳細はこちら： cloud.google.com/security/security-design
証明書、監査、コンプライアンス　▶ 詳細はこちら： cloud.google.com/security

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

HIPAA

SSAE 16 Type II

ISAE 3402 Type II

AICPA SOC 1

AICPA SOC 2

AICPA SOC 3

PCI DSS

FedRAMP

Privacy Shield

MTCS Level 3

CSA STAR

FISC (Japan)

Google のクラウド専用サーバーに
搭載されている Titan
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お問い合わせ

ウェブからのお問い合わせ お電話でのお問い合わせ

0120-682-072cloud.google.com/contact
受付時間：9:00～18:00 
月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始除く）

https://cloud.google.com/contact

