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弊社の紹介

会社概要

会社名 株式会社ストラテジット

事業内容 SaaS導入コンサル、SaaS連携開発

設立 2019年7月

役員 代表取締役　立原　圭

資本金 300万円

所在地 〒101-0032 東京都千代田区岩本町３－５－２　合人社東京秋
葉原ビル102号室

電話番号 03-6811-1431

メンバー 13名（内定者、業務委託含む）



今日のアジェンダー

● freee-firebase-sdkとは

● Firebaseプロジェクトの作成

● freee側の環境調整

● 連携アプリの登録

● テンプレートアプリの環境調整

● テンプレートアプリのビルド

● デプロイの準備

● Firebaseへのデプロイ

● 動作確認



freee-firebase-sdkとは

Firebase環境で使用できるfreee APIのClientライブラリー

● OAuth2.0認証処理の簡易化

● OAuthトークンの管理

● freee APIのClientを提供する

● freee連携アプリの開発を総合的に円滑化
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  a. Firebase プロジェクトの作成



プロジェクトの作成

Firebaseコンソールで新規プロジェクトを作成する



プロジェクトの作成

プロジェクトの基本情報を入力する



プロジェクトの作成

アナリティクスを設定する



プロジェクトの作成

Googleアナリティクス用のアカウントを選択する



プロジェクトの作成

プロジェクト用のService Accountを取得する



プロジェクトの作成

Service Accountの認証キーをダウンロードする



プロジェクトの作成

Storage機能を有効化する



プロジェクトの作成

Storageのリージョンを設定する



プロジェクトの作成

Firestoreを初期化する



プロジェクトの作成

Firestoreのリージョンを設定する
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  b. freee 環境調整



i.テスト事業所の作成

アプリストアの開発者ポータルで作成
https://app.secure.freee.co.jp/developers

https://app.secure.freee.co.jp/developers


i.テスト事業所の作成

テスト事業所のプランを選択する

会計freee
● 事業形態：法人
● プラン：プロフェッショナル

人事労務freee(今回は使用しない)
● プロフェッショナル



ii.連携アプリの登録

アプリ管理画面を開き、新規連携アプリを登録する



ii.連携アプリの登録

新規アプリを登録する

アプリ名と概要を入力する



ii.連携アプリの登録

Client IDとClient Secretを保存し、コールバックURLを設定する

コールバックURLを下記の形式で設定する

https://asia-northeast1-project
-id.cloudfunctions.net/api/auth
/callback

Project IDのplaceholderには先ほ
ど作成したFirebaseプロジェクトの
IDを入れる

＊ダッシュボードから「設定」→「全般」→「プロジェクトID」を参照



　StrategIT

  c. テンプレートアプリ 環境調整



i.テンプレートアプリをクローンする

テンプレートアプリの環境設定
Githubリポジトリ: https://github.com/freee/freee-app-template-firebase

① git clone
$ git clone https://github.com/freee/freee-app-template-firebase.git
$ cd freee-app-template-firebase

② firebase-tools をインストール
npm install -g firebase-tools@7.12.1

③ firebase にログイン
firebase login
認証画面に遷移するので承認してください。

④ firebase プロジェクトを紐付け
firebase projects:listを実行し、 [Project ID]を確認する

firebase use [firebase-project-id]

https://github.com/freee/freee-app-template-firebase


ii.環境変数の設定

アプリのコンフィグの設定
functions/src/config/config.test.json  を準備する
{
  "freee": {
    "authHost": "https://{{region}}-{{project-id}}.cloudfunctions.net/api/auth",
    "appHost": "https:// {{project-id}} .firebaseapp.com",
    "homePath": "/select_company",
    "tokenHost": "https://accounts.secure.freee.co.jp",
    "apiHost": "https://api.freee.co.jp"
  },
  "firebase": {
    "apiKey": "{{project-api-key}}",
    "cryptoKeyBucket": "{{project-id}}.appspot.com"
  }
}

apiKeyはFirebaseの設定 > 全般画面から取得する



ii.環境変数の設定

サービスアカウントの準備

サービスアカウント認証用ファイルを準備する

functions/src/config/service-account.json  というファイルで保存してください。

service-account.json  の中身の例

{
  "type": "service_account",
  "project_id": "sample-pjt-xxx",
  "private_key_id": "xxx",
  "private_key": "xxx",
  "client_email": "xxx",
  "client_id": "xxx",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
  "client_x509_cert_url": "xxx"
}



iii.Cloud Functionsの環境変数について

Cloud Functions用の環境変数を設定する

❖ シェルで下記のコマンドを発行する

$ firebase functions:config:set env.mode=test env.region="asia-northeast1"  
freee.client_id=xxx freee.client_secret=xxx  
env.serviceaccountpath="config/service-account.json"

❖ 設定されていることを確認する

$ firebase functions:config:get
● 出力例

{
  "env": {
    "serviceaccountpath": "config/service-account.json",
    "mode": "test"
  },
  "freee": {
    "client_id": "登録したfreeeアプリのclient_id",
    "client_secret": "登録したfreeeアプリのclient_secret"
  }
}



iv. Hostingの環境変数について

hosting/.envファイルを用意する

# functions の URL
CLOUD_FUNCTION_HOST=https://{{region}}-{{project-id}}.cloudfunctions.net

# fucntionsのonCall呼び出しをローカルで動かす時に必要設定(CORSエラー対策)
CLOUD_FUNCTION_LOCAL_HOST=http://localhost:5001

# src/firebase/firebase_app で利用する設定ファイルを分岐させるため
REACT_APP_APP_ENV=dev

# hosting が接続する functions のリージョンを指定する
HOSTING_REQUEST_FUNCTIONS_REGION=asia-northeast1

# 会計 freee のドメイン
CFO_DOMAIN=https://secure.freee.co.jp



v. firebase.json, firestore.jsonなどのセットアップファイルについて

firebase.jsonの解説
● firebase.json

○ Firebaseの基本的な設定を記載する
■ Functionsのソースの場所、Hostingのrewriteの設定、Firestoreのindexファイルの場所、

等々
{
  "functions": {
  ...
    "source": "functions"
  },
  "hosting": {
  ...
    "rewrites": [
  ...
      {
        "source": "**",
        "destination": "/index.html"
      }
    ]
  },
  ...
}



vi. firebase.json, firestore.rulesなどのセットアップファイルについて

firestore.rulesの解説

● firestore.rules
○ Firestoreの書き込み・読み込みに関するルールを記載する

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{allPaths=**} {
      allow read, write: if request.auth!=null;
    }
  }
}
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  d. freee-firebase-sdkについて



i.環境変数がどう使われているかについて

SDK内で使われている環境変数

● "serviceaccountpath": "config/service-account.json"

○ SDKにサービスアカウントの場所を指定する

● "mode": "XXX"

○ コンフィグファイルを使い分けできるように、環境のモードを指定する

○ config/config.[設定したmode].json

● "client_id": "登録したfreeeアプリのclient_id"

○ freeeのOAuth2.0認証を利用できるために設定する

● "client_secret": "登録したfreeアプリのclient_secret"

○ freeeのOAuth2.0認証を利用できるために設定する



ii.API鍵の暗号化について

freee-firebase-sdk独自の暗号化

● FirebaseのStorage領域に暗号化用の鍵を定期的に自動で生成する

● 安全性を担保するために、暗号キーが定期的に回転される

● Firestoreの標準機能として、すでに暗号化処理があるため、必要性はないと

感じられるかもしれないが、実際にはFirebase Console上では平文として表示

されるため、安全を期してSDK内でも暗号化を行っている

● freee APIに使われるアクセストークン の管理を一任してくれるため、煩雑な

トークン管理を行わずに済む



iii.留意点について

freee-firebase-sdkの仕様に関する注意事項

● freee APIとやりとりをするためのクライエントとアクセストークン の管理機能を提供して

いるが、各エンドポイントの呼び出しは開発者が書く必要がある

● freee側でOAuthの認証・認可を済ませた後に、バックグラウンドでFirebase用のアカウ

ントが発行される

○ 普通はFirebase Authenticationを利用し、開発者自身で実装する必要がある

● Firebaseのセッションとfreee本体のセッションは別々で管理される

○ Firebaseでログオフする際にfreee本体のセッションデータは消えない

● freee本体で連携解除が行われても、アクセストークン が無効になるだけでアプリデータ

は削除されない
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  e. Firebaseの説明



i.Cloud Functionsとは何か

自作APIを作るためのフレームワーク

❖ “Cloud Functions for Firebase はサーバーレス フレームワークで、Firebase の機能と 
HTTPS リクエストによってトリガーされたイベントに応じて、バックエンド コードを自動的に実
行できます。”

● HTTPSリクエスト、定期、プッシュメッセージによってBackgroundのコードを実行することが
できる

● フロントエンドと完全に独立しているため、フロントとバックを別々に開発できて、好きなフロン
トエンドで利用することができる

● HTTPSリクエストであるため、タイムアウト時間が存在し、非常に重い処理には向かない

参考リンク：https://firebase.google.com/docs/functions?hl=ja

https://firebase.google.com/docs/functions?hl=ja


ii.Hostingとは何か

フロントエンドアプリケーションをホスティングする

❖ “Firebase Hosting はデベロッパー向けの、本番環境レベルのウェブ コンテンツ ホスティン
グです。1 つのコマンドですばやくウェブアプリをデプロイすることができ、静的コンテンツと動
的コンテンツの両方をグローバル CDN（コンテンツ配信ネットワーク）に配信できます。”

● 手軽にフロントエンドアプリケーションを構築できる

● 重い処理を行わないHTTPSつきウェブページを単独でホストできる

● DBを使用する必要がない時に役に立つ

参考リンク：https://firebase.google.com/docs/hosting?hl=ja

https://firebase.google.com/docs/hosting?hl=ja


iii.Firestoreとは何か

Firebaseアプリで使用できるNoSQLデーターベース

❖ “Google の柔軟でスケーラブルな NoSQL クラウド データベースを使用して、

クライアント側開発とサーバー側開発のデータを保存、同期します。”
● NoSQLであるため、好きな形でデータを格納できる

○ カラム型が存在しない

● JSON形式でデータを格納する

● クエリの仕方に柔軟性がない

○ テーブル結合、複雑なグルーピング、複雑な並び替えができない

● 書き込みが早い

参考リンク：https://firebase.google.com/docs/firestore?hl=ja

https://firebase.google.com/docs/firestore?hl=ja


iv.長所・短所について

良い点も悪い点も

● 長所

○ 標準でユーザー認証機能がついている

○ 素早くフロントエンドもバックエンドも開発できる

○ 冗長化が自動的に行われる

○ コンソールがあるため、管理者画面を作成する必要がない

● 短所

○ 大規模なアプリには向かない

○ バッチ処理を実装する時に工夫が必要

○ 柔軟性が低い
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  f. ビルドとデプロイ



i.ビルドとデプロイ

ライブラリーをインストールする

❖ npm run setup を実行する

- HostingとCloud Functionsのpackage.jsonに記載されている依存ライブラリーが HostingとCloud Functionsが
全部インストールされる

・記載例
…
  "engines": {
    "node": "10"
  },
  "main": "dist/index.js",
  "dependencies": {
..
    "firebase-admin": "^8.0.0",
    "firebase-functions": "^3.1.0",
    "freee-firebase-sdk": "^1.0.0"
  },
…



i.ビルドとデプロイ(Windows)

ライブラリーをインストールする

❖ rootディレクトリーでnpm installを実行する

❖ functions/配下でnpm installを実行する

❖ hosting/配下でnpm installを実行する



i.ビルドとデプロイ

テンプレートアプリをビルドし、デプロイする

❖ npm run deploy を実行する

- package.jsonに記載されているdeployスクリプトが実行される
- HostingとCloud Functionsがビルドされ、Firebase環境にプッシュされる

  "scripts": {
    "start": "concurrently -kill-others-on-fail \"cd hosting; npm run watch\" \"cd functions; npm run  
watch\" \"cd hosting; npm run start\" ",
    "deploy": "cd hosting; npm run build; cd ../functions; npm run build; firebase deploy",
…

● 出力例

✔  functions: Finished running predeploy script.
i  database: checking rules syntax...
✔  database: rules syntax for database fchatwork-stg is valid
i  firebase.storage: checking storage.rules for compilation errors...
✔  firebase.storage: rules file storage.rules compiled successfully
i  firestore: reading indexes from firestore.indexes.json...



i.ビルドとデプロイ(Windows)

テンプレートアプリをビルドし、デプロイする

❖ hosting/配下でnpm run buildを実行する

❖ functions/配下でnpm run buildを実行する

❖ rootディレクトリーでfirebase deployを実行する



ii.package.jsonについて

依存ライブラリーの置き場所

❖ アプリ内で使用されるライブラリーの置き場所
{
  "name": "functions",
  "scripts": {
    "lint": "tslint --project tsconfig.json",
    "build": "webpack --mode production",
  },
  "engines": {
    "node": "10"  <- 今年の7月からNode 8以下が非推奨となった
  },
  "main": "dist/index.js",
  "dependencies": {
...
    "firebase-admin": "^8.0.0",
    "firebase-functions": "^3.1.0",
    "freee-firebase-sdk": "̂ 2.0.1"
  },
  "private": true
}



iii. アプリの実行環境について

実行環境の解説

● ローカルでビルドしたものがFirebase上で動作する

● そのため、アプリ内で使われる環境変数をCloud Functionsの環境で設定

する必要がある

● 気軽にデプロイできるため、一つのチームで同一の環境で開発することが

でき、環境間の差異による不具合を最低限に抑えることができる
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  g. 動作確認



i.OAuth2で認証・認可

連携アプリへアクセス権限を渡す

❖ freeeの認証情報で連携アプリに
アカウント情報へのアクセス権限
を付与する

❖ ここで付与する権限はアプリが使
うアクセストークン に付随する



ii.事業所・勘定科目選択

連携対象・勘定科目を選択する

❖ 自分が所属している事業所一覧から連携アプリの対象とする事業所を選択する
❖ 選択した事業所に紐づいている勘定科目を選択する



iii.取引を登録

取引登録をテストする

❖ テスト用のDealをfreeeに登録する
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  h. レビュー・質問・雑談



SaaSのチカラをすべての企業に。

株式会社ストラテジット
〒101-0032

東京都千代田区岩本町三丁目 5番2号
合人社東京秋葉原ビル 102号室

企画部　Account Executive
池谷 麻里

m.ikeya@strategit.jp 51


