
JenkinsからモバイルCIへ：
移⾏を成功させたエンジニアから学ぶ
6つの教訓

73.9% (JenkinsからクラウドCIに切り替えたことで、移⾏
後の作業をより楽しめるようになった、または
はるかに楽しめるようになったCI実践者の割合)

Jenkinsのメンテナンスを担当するエンジニアは、チームのパフォーマンスを
左右する重要な存在です。組織をサポートするために必要な知識の会得に何
年もかけて取り組むことがよくあります。しかし、世界中の多くのチーム
が、モバイル開発の課題に対応するために、セルフホスティングのJenkinsか
らクラウドCIへの切り替えを⾏っています。

本レポートでは、かつてJenkinsを担当していたエンジニアから、クラウドCI
に移⾏したことにより役割がどのように変化したのか、その体験談をまとめ
ました。仕事は楽しくなったのでしょうか？それとも、その逆なのでしょう
か？彼らは移⾏したことにより影響⼒が増したと感じているのでしょうか？
また、チームの他のメンバーはどう思っているのでしょうか？何百⼈もの元
Jenkinsユーザーへのアンケートと、EPAM社、Nextdoor社、Pulselive
社、Delivery Hero社、Signify社、はてな社といったアプリ開発チームのメン
バーとの談話から得た知⾒をご紹介します。

「難儀な部分は習慣です。同じことを何度も⼊⼒して
いると、やがて慣れてしまいます。そうなると、本当は
必要ないのにJenkinsを使ってしまうというような結果
になりかねません。物事を変えることを恐れてはいけま
せん。」

—Android開発者
/Artur Dymorov⽒

「多くの企業がそうであるように、私たちもいささか時
代遅れのJenkinsを使っていました。Jenkinsが過去の時
代のCIだと思う⼈は⼿を挙げてください。」

— Travelex社エンジニアリングリード（当時）
/Rémy Chantenay⽒

「CI/CDのトラブルシューティングに何時間も費やす代
わりに、当社のエンジニアはお客様のために製品をより
良くすることに集中できるようになりました。」

— Nextdoor社ソフトウェアエンジニア
/Su Khai Koh⽒

「Jenkinsを⼿放すことは、DevOpsエンジニアの仕事が
陳腐化するわけではなく、パフォーマンスの調整やメン
テナンスなどの⼿作業から解放されて、より意味のある
仕事に集中できるようになるだけです。」

— Delivery Hero社 SE
シニアソフトウェアエンジニア（当時）

/Moataz Nabil⽒
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「物理的なビルドハードウェア
に縛られなくなりました」
オンプレミス型のCIを導⼊するということは、物理的なマシンに責任を持たなけ
ればなりません。これはすべてのハードウェアを購⼊しなければならない企業に
とっても、それを維持するタスクを受け持つエンジニアにとっても、⼤きな負担
となります。Jenkinsの担当者へのインタビューでは、「オフィスの法定停
電」「チームが他の場所へ移転するときにはMacも⼀緒に移動させなければなら
ない」など、物理的なハードウェアにまつわる体験も語られました。

クラウドベースのソリューションで提供されるInfrastructure asCodeを利⽤する
ことで、これまでMacで埋め尽くされた環境の中で⼀⽇の⼤半を過ごしていたエ
ンジニアが、より有意義な仕事に集中できるようになります。オフィスのハード
ウェアに依存しないことは、チームの他のメンバーにとっても安⼼感につながり
ます。その上、特定の場所に縛られないので、柔軟性が増し、リモートワークが
容易になります。

「定期的にオフィスビルの法定停
電があり、その際毎回Macを再起
動させる必要があったので、開発
者の⼿が煩わされていました。」

―はてな社チーフエンジニア
/Kato Hiroki⽒

「ローカルでのJenkinsのセットア
ップが障害になっていました。�〜
�ヶ⽉は⽐較的順調に動いていたの
ですが、何かが変わると動かなくな
ってしまうのです。」

—Pulselive社プロダクトディレクター
／Rasmus Larsson⽒

「Macの台数が限られていたため、アプ
リの機能やチームのエンジニアの数が
増えるにつれて、キューの数がどんどん
増えていきました。新しいマシンを⽴
ち上げるのにも苦労しました。」

—Nextdoor社ソフトウェアエンジニア
／SuKhai Koh⽒

クラウドベースのCIに切り替えてか
ら、チームのパフォーマンスはどの
ように変化しましたか?

⼤幅に向上した49,2%

3,3%
6,8%

40,7%

低下した

ほぼ変わらない

やや向上した
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「問題の解消やエラー修正に何時
間も費やすことがなくなりました」
Jenkinsを使⽤するにあたっての最⼤の問題は、誰かがメンテナンスをしなけ
ればならないことでしょう。アプリ開発チームにとって時間は貴重なもので
す。接続が中断されたり、デバッグ、⼿作業によるメンテナンスは、⽣産性か
ら貴重な時間を奪うことになります。マイナーなバージョンの更新や新しいプ
ラグインでも、システムが壊れる可能性があります。いずれの場合も、すべて
を再び稼働させるためには、常に専任のエンジニアが関わる必要があります。

クラウドプロバイダーに切り替えた後は、これまでJenkinsのセットアップや
メンテナンスを主に担当していたエンジニアが、規模拡張のためのインフラを
構築し、アプリ開発の他の部分に集中できるようになります。また、Jenkinsを
使⽤していたときに⽇常的に⾏っていたコード署名などの煩雑な作業からも解
放されることになります。

2

「私たちは、品質低下の可能性に
ついて懸念を抱き始めました。ある
時、Jenkinsマシンが故障し始め、
それによる介⼊が必要となり、デバ
ッグに数時間を要することがあり
ました。これは、開発から貴重な
時間を奪うだけでなく、チームにと
って⼿動でのメンテナンスは⻑期的
に⾒て快適なものではありませんで
した。」

— Ibotta社Androidエンジニア∕
Vince Delricco⽒

「私たちが負っていた負担をチーム
からプラットフォームへと移⾏する
ことができました。今では、ビル
ド、テスト、コード署名、配信の全
プロセスをBitriseで⾃動化していま
す。その結果、重要なことに集中で
きるようになっています。」

— Compass社／
Russell Stephens⽒

「Jenkinsですべてを最新の状態に
保つことは、私たちにとって⼤きな
負担でした。エンジニアは、ネット
ワークやハードウェアの障害などの
問題解決に何時間も費やしていまし
た。ビルド間のアイソレーションの
⽋如により、古いビルドのキャッシ
ュが新しいビルドを失敗させること
が頻繁にありました。ネットワーク
障害のような⼩さくて予測できない
変化は、多くの不安定さを引き起こ
しました。」
—Nextdoor社ソフトウェアエンジ
ニア／SuKhai Koh⽒

アプリをJenkinsからクラウドベースの
ソリューションに移⾏した後、あなたの
チームが感じる最⼤のメリットは何です
か?

開発者が幸せに
なった

問題を解消する
回数が減った

15,2% 17,9%

4,9%
8,2%

13,6%

21,2%

19%

アプリのパフォー
マンスが向上したサードパーティのツ

ールが不要になった

リリースサイク
ルが速くなった

ハードウェアへの
依存がなくなった

時間の節約
になった
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「⼿動によるアップデートの
必要性がなくなりました」

Jenkinsの共有ライブラリシステムを使⽤することは、ユーザーが変更を⾏う場
合に管理者に依存することを意味します。もし開発者が、運⽤チームによる最新
のXcodeのダウンロードやプラグインのアップグレードを待たなければならない
ためにデプロイできないとすると、それは他の⼈たちのパイプラインを壊してし
まう可能性もあり、チーム全体の数⽇分の⽣産性が低下してしまいます。

ほとんどのクラウドベースのソリューションでは、Jenkinsと⽐較して、最新の
状態を維持することが迅速かつ容易です。最新の技術スタックは⾃動的に更新さ
れるので、⼿動でダウンロードする必要はありません。パフォーマンスに関して
⾔えば、チームは常に容量の⼤きいマシンにアップグレードする選択肢を持ちあ
わせているので、アプリの新機能や⾼品質なアプリを素早くリリースすることが
できます。
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「導⼊前に⼿間取っていた、⼿作業
による最新版のXcodeダウンロード
や年に⼀度実施されるオフィスの法
定停電から⽣じる問題にも⼼配する
必要がなくなりました。」

―はてな社チーフエンジニア
/Kato Hiroki⽒

「Jenkinsの主な⽋点として、プラグ
インが安定性のリスクを伴うアップ
デートを必要とすることが多いこ
と、Xcodeを⼿動でアップデートす
る必要があること、そしてJenkinsに
関する特別な知識がないとセットア
ップ⽅法が不明瞭なことがありまし
た。Bitriseにより、これらの問題を
すべて解決することができまし
た。」

—WeTransfer社 iOSエンジニア
/Antoine van der Lee⽒

「Bitriseの簡単なセットアッ
プ、CLI、オープンソースのサポー
ト、コードとして定義を構築できる
こと、そして専任のDevOpsエンジ
ニアがいなくても動作することにす
ぐに納得しました。」

—EpamSystems社
モバイルコンペテンシーセンター⻑

/Elvin Rakhmankulov⽒

クラウドベースのソリューションに切り
替える前にJenkinsのメンテナンスを担
当していた⽅にとって、切り替え後の仕
事内容はどのように変化したと感じてい
ますか?

より楽しめるようになった

36,95%

36,95% 13,03%

13,07%

今の仕事の⽅がずっと楽しい 楽しくなくなった

あまり変わっていない
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「⾨番役を担う必要が
なくなりました」

Jenkinsでは、アクセス管理が⼀般的に⼀⼈の管理者によって⾏われているため、
プッシュされたコードのトラッキングやアカウンタビリティの問題が⽣じます。こ
れにより、⼤規模なプロジェクトになればなるほど全体的なリリース進⾏がかなり
難しくなり、リリースマネージャーにも多くの困難が伴います。チーム内の障害を
取り除く事ができるJenkinsの救世主であることには魅⼒がある⼀⽅で、元Jenkins
実践者がセルフサービスのクラウドCIに移⾏する際にはより⼤きな役割を果たすこ
とになります。

このようなツールは、チームのすべての開発者の介⼊や貢献、新しいチームメンバ
ーを登⽤したりすることがはるかに容易になります。同時に、これまでJenkinsを
管理していたシニアエンジニアは、チームのパフォーマンスや最終製品、さらには
アプリの規模拡張に、より意味のある貢献ができるようになります。
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「今では、異なるビルドを⾃動的に
作成し、異なるバージョンの配布
や、これらのバージョンを更新する
ワークフローを設定することができ
ています。別々のビルドの完了に何
時間も待つ必要性がなくなった
上、Bitriseを使えば、基本的にボタ
ンを押すだけで、すべてのビルドが
⾏われ、すべての準備が整います。」

—Pulselive社プロダクトディレクター
／Rasmus Larsson⽒

「ワークフローを完全に制御できる
こと、⾃動更新されるスタックが組
み合わされたインターフェースのシ
ンプルさ、そしてビルド時間の短さ
が、このプラットフォームをより使
いやすいものにしてくれていま
す。」

— Fueled社モバイルエンジニアリ
ングディレクター
／Sage Young⽒

「ワークフローをチーム内で共有で
き、すべてのプロジェクトを簡単に
管理できるだけでなく、チームの誰
にとっても理解しやすいものになっ
ています。」

—WeTransfer社 iOSエンジニア
/Antoine van der Lee⽒

ワークフローの問題解消に費やす時
間が減ったことで、ほかのどのような
活動に時間を割り当てていますか?

新機能の開発

34,8%

8,7% 29,4%

27,1%

休息やリラックス
⾃動化の構築と改善

⾃動化の構築と改善
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「組織のセキュリティへの貢献度
が上がりました」

Jenkinsは「セキュリティ‧ファースト」の考え⽅で設計されたものではありません
が、Jenkinsの管理者の多くはセキュリティに気を配り、時間を費やしています。プ
ラグインのエコシステムでは、ほぼすべてのユースケースに対応したインテグレー
ションが⽤意されていますが、これらのプラグインのほとんどに正式な審査が⾏わ
れていないため、セキュリティチームは頭を悩まされています。また、デバイステ
スト、iOSやAndroidのシミュレータなど、モバイル開発に重要なインテグレーショ
ンもJenkinsには組み込まれておらず、攻撃を受ける可能性のあるサードパーティツ
ールのリストに追加されています。

DevOpsエンジニア、RTE、その他のCI管理者は、クラウドCIでチームのセキュリテ
ィに貢献する新たな⽅法を模索しています。ユーザーアクセスシステム、強制的な
�FA、SAMLSSO、ビルド後の仮想マシンの削除などの機能は、モバイル開発チーム
にとって⾮常に重要なDevSecOpsの実践を促進します。
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「このプラットフォームを使うこと
で、当社のDevOpsパイプラインの
セキュリティがさらに強化されまし
た。SAMLSSOに簡単に接続できる
ので、不正なアクセスを⼼配する必
要はありません。」

— Signify社リード開発エンジニア
／Alexei Sintotski⽒

「ビルドサーバーへのリモートアク
セスを設定することは、私たちにと
っての課題でした。リモートSSHを
可能にするために⾏った回避策は脆
弱で、セキュリティ上の問題になり
かねませんでした。」

—Nextdoor社ソフトウェアエンジニア
／SuKhai Koh⽒

「Jenkinsの管理には特別な注意が
必要です。セキュリティ、ロール、
ユーザー、パーミッションなど、す
べてのことに気を配る必要がありま
す。また、アクセス権を作成できる
管理者も必要になります。」

—Delivery Hero社SEシニアソ
フトウェアエンジニア (当時)

／Moataz Nabil⽒

Jenkinsでの経験から、クラウドのCIを
理解しやすくなったと感じましたか、
それとも難しくなったと感じましたか?

簡単になった

25,5%

34,1% 13,8%

26,6%

⼤幅に有利になった
難しくなった

違いはない
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「想定外のコストを⼼配する必要
がなくなりました」
ビジネスの現場ではJenkinsが無料だと思い評価していることが多い⼀
⽅、Jenkinsのセットアップに携わっている⼈たちや予算を担当している⼈たち
は、それについてもっとよく知っています。「下半期のサーバー費⽤はいくらに
なるのか」「メンテナンスにかかる⼯数は何⼈分と計算すべきか」といったよく
ある質問には、答えられないまでも、明確に答えるのは難しいです。

クラウドベースのCIでは、チームの成⻑やビルド活動の活発化を⾒越して、事前
にハードウェアを購⼊する必要はありません。数年前に購⼊したマシンの種類に
縛られることなく、簡単かつ定期的にスケールアップが実現できます。またクラ
ウドCIは、必要なリソースが⼤幅に少ないため、メンテナンスに必要な時間と費
⽤を容易に⾒積もることができます。結局のところ、Jenkinsを⼿放すことで、コ
ストの削減、リソース要件の予測可能性、そして有意義な仕事をするための能⼒
の解放につながります。
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「Jenkinsは無料ですが、Jenkins
を動作させるためのサーバーをホ
ストするコストは簡単に計算でき
ません。サーバーが処理しなけれ
ばならない負荷の種類を常に推定
できるわけではないので、総コス
トは予測できません。」

—Delivery Hero社SEシニアソ
フトウェアエンジニア (当時)

／Moataz Nabil⽒

「Jenkinsはどこかで実⾏する必要
があることを忘れてはいけませ
ん。AmazonAWSは今でも役に⽴っ
ていますが、それでも誰かがそれを
維持しなければなりません。ジョブ
間で何かをキャッシュする必要があ
りますか？グローバルにインストー
ルして、その結果に苦しむ
か、Docker駆動の⾞輪を何度も再発
明するか、どちらかです。」

―Android開発者
／ArturDryomov⽒

「Bitriseは、独⾃のインフラを持つ
ことによるメンテナンスの負担を取
り除くことで、新しいインスタンス
を作成するコストを削減してくれま
した。」

—Nextdoor社ソフトウェアエンジニア
／SuKhaiKoh⽒



「我々は今、インフラに悩まされることなく、またDevOpsエン
ジニアを必要とすることなく、より⾼品質なアプリをより速く
提供しています」

—Delivery Hero社 SEシニアソフトウェアエンジニア (当時)
／Moataz Nabil⽒

Jenkinsからの移⾏後の作業は、実はとても良いものだということが、今回の調査で明ら
かになりました。これまでJenkinsを担当していた⼈たちは、クラウドCIに移⾏した後、
⽣産性が向上し、より有意義な仕事に時間を費やすことができているということが数字
に表れています。オフィスのハードウェアの⼭は過去のものとなり、問題解消のための作
業は⼤幅に軽減され、代わりに新機能の開発、⾃動化の構築、プロセスとパフォーマン
スの改善に集中できるようになっています。

ほとんどの場合、⻑年にわたるJenkinsの知識も無駄にはならず、移⾏中も移⾏後
も、Jenkinsの専⾨知識から直接恩恵を受けているという報告もあります。チームの他の
メンバーにとっても、Jenkinsを使って有意義な貢献ができたことや、今回紹介した多く
のメリットが開発者を幸せにしていることが⽰唆されました。

まとめ



私たちができること

⽇本を含む世界中の最も洗練されたモバイルチームによって
Bitriseが導⼊されています

世界中で⼈気のあるアプリケーションを開発しているモバイルエンジニアは、ビルド、テ
スト、およびデプロイプロセスを合理化するためにBitriseを利⽤しています。メンテナン
ス、エラーの修正、パフォーマンスのアップグレードなどの⼿作業をなくすこと
で、Bitriseが⾃信を持ったリリースや、世界中の何百万⼈ものユーザーに利⽤され愛される
アプリを構築できるようお⼿伝いいたします。

⾃信を持ったリリースを開始す
る⽅法についてはこちらから
www.bitrise.io

https://www.bitrise.io
https://www.bitrise.io/

