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今⽇話すこと�



•�今までのアーキテクチャ�
•�JAMstackとは？�
•�実際の事例�
•�まとめ



今までのアーキテクチャ



ブラウザー サーバー

⼿書きHTML



ブラウザー サーバー

⼿書きHTML

ページ量産がつらい�



ブラウザー サーバー DB

サーバー側プログラミング



ブラウザー サーバー DB

サーバー側プログラミング

アクセス増でサーバー遅い�



ブラウザー サーバー DB

サーバー側プログラミング
PixelGridでの問題�

フロントエンドだけ担当が難しい�
意図したHTMLにならない�



ブラウザー APIサーバー

シングルページアプリケーション



ブラウザー APIサーバー

シングルページアプリケーション
JavaScriptの肥⼤化�
クライアントの負荷増⼤�



ブラウザー APIサーバー

シングルページアプリケーション



ブラウザー APIサーバー

シングルページアプリケーション
PixelGridでの問題�

フロント速くてもAPIが遅い�
API開発が遅れてツライ�



JAMstackとは？





https://jamstack.org





jamstack.orgのメインコピー直訳

“モダンアーキテクチャ 
JavaScript、API、事前に⽣成された�

Markupを使⽤して、�
Webサーバーなしで提供される 

⾼速で安全なサイトと動的アプリを作る”

http://jamstack.org
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stack



ブラウザーのJavaScriptのみ

再利⽤可能なAPI

あらかじめ⽣成するMarkup



ブラウザーのJavaScriptのみ



ブラウザーのJavaScriptのみ
サーバー側�プログラム禁⽌



再利⽤可能なAPI

ブラウザ API



再利⽤可能なAPI

ブラウザ API
API経由は OK



あらかじめ⽣成するMarkup

Git APIビルドツール



あらかじめ⽣成するMarkup

Git APIビルドツール

��<body>�
����<noscript>You�need�to�enable� ��
����<div�id="root"></div>�
��</body>



あらかじめ⽣成するMarkup

Git APIビルドツール

��<body>�
����<noscript>You�need�to�enable� ��
����<div�id="root"></div>�
��</body>

全部Ja
vaScri

ptは�

ダメ



ブラウザーのJavaScriptのみ

再利⽤可能なAPI

あらかじめ⽣成するMarkup



データを埋め込んだHTMLを�
あらかじめ⽣成しておく�



静的HTMLを 
⽣成しておくメリット�



今までの�
アーキテクチャと⽐較�



サーバー側プログラム�
構成の場合�



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



ブラウザ サーバー プログラム DB



シングルページアプリケーション�
構成の場合�



ブラウザ

サーバー

API



ブラウザ

サーバー

API



ブラウザ

サーバー

API



ブラウザ

サーバー

API



ブラウザ

サーバー

API



ブラウザ

サーバー

API



ブラウザ

サーバー

API



ブラウザ

サーバー

API



静的ファイル⽣成済みの場合�



ブラウザ サーバー



ブラウザ サーバー



ブラウザ サーバー



シンプルで⾼速�





jamstack.orgのメインコピー直訳

“モダンアーキテクチャ 
JavaScript、API、事前に⽣成された�

Markupを使⽤して、�
Webサーバーなしで提供される 

⾼速で安全なサイトと動的アプリを作る”

http://jamstack.org


静的ファイルは�
CDNで配信できる�



CDN



サーバーで配信



CDNで配信



CDNで配信



https://www.cloudflare.com/ja-jp/

https://www.cloudflare.com/ja-jp/


急なアクセスにも強い



CDNは安い�



Amazon�CloudFront�
www.pxgrid.com�
www.codegrid.net�
cdn.codegrid.net��

・
・
・

http://www.pxgrid.com
http://www.codegrid.net
http://cdn.codegrid.net


2019年9⽉の料⾦�

$2.14�/�18.751GB転送��
$0.52�/�433,529リクエスト��



約284円�







無料〜�



JAMstack�
ここまでのまとめ�



ブラウザ CDN



Git

ブラウザ

API

CDN

ビルドツール



Git

ブラウザ
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CDN

ビルドツール



Git

ブラウザ

API

CDN

ビルドツール



ブラウザ

API

CDN



事前にビルドした静的HTMLを
CDNで配信する 

動的な機能はJSとAPIで⾜す�



ブラウザー APIサーバー

シングルページアプリケーション



ブラウザー APIサーバー

ビルド



Git

ブラウザー

API

CDN

ビルドツール



HTMLを⽣成する処理を�
サーバーでもブラウザーでもなく�

ビルドでおこなう�



実際の事例









•�7年運営する有料メディアサイト�
•�1088記事�283シリーズ�363号�
•�ログイン機能、検索機能、 
�お気に⼊り機能、購読課⾦機能



•�記事、シリーズ、号、トップページ 
�����������������������更新頻度：��週1回�

•�有料と無料、2パターン



事前に⽣成できる�



Git

ブラウザー

GraphCMS

netlify

ビルドツール





•�静的ホスティングサービス�
•�GitHubと連携でビルド、公開�
•ブランチごとにプレビュー





Matt�Biilmann 
CEO�and�Co-founder�of�Netlify�





•�静的サイトジェネレーター�
•�JavaScrptフレームワーク 
�強制しない�

•�複数のテンプレートサポート



他のツール



2018�/�2019��受賞



--- 
layout: layouts/free.njk 
cssPaths: 
  - /css/home.css 
--- 
{% include 'components/hero/free.njk' %} 
{% include 'components/codegrid-feature/index.njk' %} 
{% include 'components/codegrid-subscribed-link/index.njk' %} 

{% include 'components/home-article-nav/index.njk' %} 
{% include "components/home-articles/free.njk" %} 
{% include 'components/home-category/index.njk' %} 
{% include 'components/home-series-list/free.njk' %} 



  <div class="cg-SeriesItem_Categories"> 
    {% for category in series.categories %} 
      {% if category.parent %} 
      <a class="cg-SeriesItem_CategoriesLink" href="{{ category.parent.name | toSearchCategoryURL }}"> 
        {{ category.parent.name }} 
      </a> 
      {% endif %} 
      <a class="cg-SeriesItem_CategoriesLink" href="{{ category.name | toSearchCategoryURL}}"> 
        {{ category.name }} 
      </a> 
    {% endfor %} 
  </div> 
  <ul class="cg-SeriesItem_List"> 
    {% for article in series.articles %} 
      <li class="cg-SeriesItem_ListItem"> 
        <a class="cg-SeriesItem_ListItemTitle" href="{% toArticleUrl series.slug, article.slug %}"> 





•�headless�CMS�
•�GraphQLのAPI�
•�Markdown、JSONのフィールド







APIとして使っているサービス

認証・認可

記事検索



ブラウザ

ユーザーごとのお気に⼊りなど

Netlify��
functions

DB



ビルドは時間かかるの？



CodeGridビルドデモ動画



⽣成ファイル数：�3588�
45秒前後�



まとめ



JAMstackは事前にビルドした�
静的HTMLをCDNで配信することで�
⾼速なWebサイト・アプリを実現する



JAMstackに�
しないといけないの？



すべてをJAMstackにする必要はない�

SPAが最適、CMSが最適�
かもしれない



JAMstackで作るためには�
JavaScript、ビルドなど�

フロントエンドの知識が必要�



JAMstackは�
コーダー、フロントエンドの⼈に�

向いたアーキテクチャ�



JAMstackに�
チャレンジして選択肢の⼀つに



Thank�you

www.codegrid.net

JAMstackはCodeGridでも紹介しています


