
Gen2でモバイルエンジニアリング 
の効率性を最大限に：
TeamsとVelocityのご紹介 

はじめに
当ベンチマークレポートでは、Bitriseの新しいGen2とVelocityならびにTeamsがモバイルエンジニアリングチームに与える
スピードや一貫性への影響についてまとめております。世界中の名だたるアプリ開発チームがこの最新版のBitriseプラットフ
ォームに移行し、従来のバージョンと比較して明らかとなったビルドスピードとパフォーマンスの変化について調査しました。
 
レポート後半では、プロジェクトのビルドパフォーマンスのベンチマークとエンジニアリング組織との対話を通じて、この新世
代のモバイルCIがモバイル製品エンジニアリングのバリューストリームに与える影響を数値化しています。Gen1からGen2に
アップグレードした際のビルドパフォーマンス（Eliteの設定に基づく）を分単位で示し、それぞれのビルド環境で要したビルド
時間の合計と、各アプリのワークフローにおける注目すべきステップを紹介します。

主な成果
調査にご協力いただいたBitriseユーザー計6社の平均では、従来のGen1からGen2プラット 
フォームに移行したことによりビルド時間が42%改善されました。アプリ種別による結果は以下の通りです: 

アプリの種類 ビルド時間の改善率 月間節約時間 (推定)

ビジネス 55% 112 時間

ファイナンス 35% 551 時間

ユーティリティ 30% 280 時間

SNS 40% 1808 時間

ニュース 40% 1079 時間

飲食 50% 2242 時間
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機能と特徴
 
Gen2 

新しいハードウェアとCPUを搭載しており、より高速
なコンピュートオプションを実現
分散型アーキテクチャにより、共有ストレージを排除
し、ビルド時におけるパフォーマンスのボトルネックを
解消 
将来性を持ち合わせており、GPUアクセラレーショ
ン、Metal、顧客のSOC機能などのサポートを予定
 

  

 

 
Teams 

ビルドのニーズや優先度に応じて、様々なコンピュー
トオプションの選択が可能に。それぞれのオプション
は1分間の使用ごとに異なる数のクレジットが消費さ
れます。
最大10並列のMacOSビルドまたは30並列のLinuxビ
ルドの同時実行
最大4時間ビルド実行が可能
 

    
Velocity
 
同時並行数の制限をオートスケーリングすることによ
り、「ワーカー待ち」による遅延を解消
ビルドタイムアウトのカスタム性により、より大規模で
複雑なビルドに対応
ワークフローごとのコンピュート設定により、すべての
ジョブに最適なコンピュートタイプ、CPU、メモリを確保
セールスおよびカスタマーサクセスエンジニアによる
ハンズオンサポートにより、モバイルエンジニアリング
の効率性を最大化 

「 Elite Machineで20分程度だったビルド時間
は、Gen2 EliteXL Machineになっておよそ半分になり
ました。 」

株式会社ディー・エヌ・エー  
ソーシャルライブ事業部 iOSリードエンジニア

平野 朋也 氏

「同時実行数の制限がなくなったことで、チームの大き
さに関わらず全ての開発者がCIの恩恵を受けられるよう
になりました。」

株式会社ディー・エヌ・エー  
ソーシャルライブ事業部 iOSリードエンジニア

平野 朋也 氏
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ビジネスにおける課題
 
イテレーションスピードの維持はアプリの成功に不可欠
アプリはジャンルを問わず常に競争が激しいため、モバイ
ル製品チームは急速かつ絶えず変化するエンドユーザー
の要求を満たさなければなりません。
その一方で、アプリストアのポリシーや申請までのプロセ
スなどプラットフォーム特有の課題や技術的な問題が原因
で、すぐにアンインストールや解約されてしまうようなリス
クの高いリリース環境によって、スピード (Velocity) が妨げ
られてしまいます

テストカバレッジとビルド時間のひっ迫
テストカバレッジの維持は、開始時点から適切なデプロイ
を行うために重要です。しかし自動化されたテストはCI/CD
ワークフローの肥大化を招き、開発者による変更のマージ
が可能かどうかを見極める時間を増幅させてしまいます。
その結果、ビルド時間が長くなったり、開発者が頻繁に変更
をコミットしなくなり、テストの数が制限されたりして、リリ
ースの信頼性が損なわれることに繋がります。

 

 
 
 
脆弱な自動化とツール
組織は、印象的なエンジニアリングプロセスに組み合わさ
れた、ポイントソリューションとインテグレーションを組み合
わせたレガシーテクノロジーのポートフォリオを構築してき
ました。これらのプロセスの多くは非常に複雑になっている
ため、システムの一部に変更を加えると、システムの他の部
分にも意図しない影響が及び、最も重要なアップデートや
変更の適用にも時間を要してしまいます。

限られた帯域幅におけるアプリ開発プロセスの有意義な
改善
モバイルアプリを開発する組織は、手作業によるプロセス
が多いため、低効率なことがよくあります。スピードが最重
要視されるプレッシャーの多い環境と相まって、チームがプ
ロセスやシステムの効率化に取り組む時間や能力が限ら
れてしまうこともよくあります。これは、アプリ開発における
パフォーマンス向上の停滞につながる上、組織が必要とす
る価値を提供する能力を阻害します。
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オファーの概要
Bitriseは、お客様がパフォーマンスの優れたモバイ
ルエンジニアリング組織を構築し、改善することを支
援いたします。
 
Bitriseは、継続的インテグレーションと継続的デリバ
リに特化したプラットフォームであり、モバイルエン
ジニアリングプロセスにおけるスピードと信頼性を
高めるために構築されています。高性能なハードウ
ェアによりフィードバックサイクルが短縮され、開発
者が必要とする情報を必要な場所、必要な時に提供
いたします。  
 
より広範なBitriseのモバイルDevOpsプラットフォー
ム、そしてワークフローとステップによる統合された
構造により、企業はこれまでばらばらで最適化が困
難であったモバイルプロセスの可視性と制御を得る
ことが可能になります。これにより、モバイルエンジ
ニアリングのパフォーマンスを継続的に改善するこ
とができます。     

 

ビルドやデプロイ、改善作業をこれまで以上に迅速
に実現するため、新しい Bitrise Gen2 ビルド環境は
潜在的なボトルネックを最小限に抑え、最高仕様の
ハードウェアで最大限のパフォーマンスを発揮できる
ようにゼロから設計されています。 招待制のクローズ
ドベータ期間中、Gen2はBitriseのEnterprise Build 
Platform（仮想プライベート環境）を利用されている
お客様に限定して提供されました。
 
Teamsプランは、Gen2ビルド環境の特性をご享受い
ただけるのはもちろん、ビルドのニーズや優先度に
応じたコンピュートオプションを選択していただけま
す。MacOSでは最大10ビルド、Linuxビルドにおいて
は最大40ビルドを同時に実行でき、タイムアウトも
最大40時間とより柔軟かつストレスフリーなアプリ
開発を可能にします。 

Velocity Tierプランは、Gen2が提供するスピード
と、モバイルエンジニアリングの複雑さを克服するた
めの機能性を両立させるため新たに導入されまし
た。Velocityでは、自動スケーリングによるコンカレ
ンシー (同時並行数) の制限やカスタマイズ性、継続
的な最適化へのサポートを受けることが可能です。

Bitriseモバイル 
DevOpsエコシステム

ユーザーコミュニティ パートナー

認証ステップ 
(Verified Steps)

CI/CDプラットフォーム
(Gen2)

Bitriseワークフローと 
ステップ

コミュニティに
よるステップ
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結果

調査方法 
CIビルドのスピードは、以下のような様々な要因によって影響を受けます。
 
•  ビルドで自動化される特定のステップとアクション 
•  使用されているプリインストール済みソフトウェアのスタック
•  ネットワークの速度
•  ビルド中にアクセスした外部サービス   
 
本レポートでご紹介する6種類それぞれのアプリでは、Gen1 EliteとGen2 EliteのiOSコンピュートオプションを
利用したパフォーマンスの比較を行っております (Gen1 Elite: 4vCPU @ 3.5 GHz, 8 GB RAM; Gen2 Elite(※): 
8vCPU @ 3.2 GHz, 35 GB RAM) 。
 
外部からの影響を考慮し、各ビルドを複数回実行しコンフィギュレーションにつき10数回以上ビルドを行い性能を
平均化しました。また、ビルド時間をプロセスの特定の部分で分け、パフォーマンスが向上した部分とそうでない部
分を一部示しています。 
 
その他、各アプリのビルド時間の合計と、XCode Archiveといったワークフローでよく使用されるステップの所要
時間を示しています。そして各アプリのリターンをより明確に示すために、Gen1からGen2へのアップグレードによ
って、30日間で何時間節約できたかについてもご覧になれます。
ニュースアプリの調査結果については、POC期間中のビルド数が限られていたため、30日間の一般的なGen1ビ
ルド時間の平均値を使用して、短縮可能な推定時間を算出しています。
 
ここで示したパフォーマンスベンチマークは、お客様自身のアプリやワークフローで同様の結果が得られることを
保証するものではありませんが、POC期間を経てVelocityおよびEnterprise Build Platform上でのパフォーマン
スは検証・数量化されます。
 
※変更される場合があります。
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Velocityプランでのビジネスアプリ
• インストールサイズ：81MB
• 言語数: 32 

Velocityプランでのファイナンスアプリ
• インストールサイズ: 97 MB
• 言語数: 14 

ビルドの速さ (Gen1とGen2を比較)
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ビルド時間の合計: 55%高速化 / XCode Archive: 65%の高速化 
月間111時間の実行時間短縮を実現

ビルド時間の合計: 35%高速化 / XCode Archive: 40%高速化 
月間636時間の実行時間短縮を実現

• Xcode 12.4で構築
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ビルドにかかった時間 (合計) 

ビルドの速さ (Gen1とGen2を比較)
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Velocityプランでのユーティリティアプリ
• インストールサイズ: 86 MB
• 言語数: 87

Enterprise Build PlatformでのSNSアプリ
• インストールサイズ: 135 MB 
• Xcode 12.0で構築

Gen1

Gen1

Gen2

Gen2

ビルド時間の合計: 30%高速化 / Xcode Archive: 25%高速化 
月間168時間のビルド実行時間短縮を実現

ビルド時間の合計: 40%高速化 / Xcode Archive: 45%高速化
月間1536時間のビルド実行時間短縮を実現

• Xcode 12.4で構築
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ビルドの速さ (Gen1とGen2を比較)
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Velocityプランでのニュースアプリ
• インストールサイズ: 50MB 
• 言語数: 3 

Velocityプランでの飲食アプリ
• インストールサイズ: 310 MB
• 言語数: 32

Gen1

Gen1

Gen2

Gen2

ビルド時間の合計: 40%高速化 / fastlane: 45%高速化
月間1079時間のビルド実行時間短縮を実現 (※)
※ POC期間中におけるビルドの数が制限されていたため、この値はGen1の月間ビルド実行時間の一般的な値である1799 (時間) に基づき推定されています。

合計ビルド時間: 50%高速化 / Xcode Archive: 55% 高速化
月間1184時間のビルド実行時間短縮を実現

• Xcode 12.5で構築

• Xcode 12.4で構築
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ビルドの速さ (Gen1とGen2を比較)
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最後に
モバイルアプリケーションは、私たちの生活の中で中心的な役割を果たしています。特にこの1年半の間に、私たち
の仕事や生活スタイルは一変し、より優れた性能を持ったアプリへの依存度がかつてないほどに高まっています。
モバイルチームにとってアプリが 1.高品質であること 2.コスト効率よく構築すること 3.イノベーションと競争に遅
れず迅速に提供すること を保証できるよう取り組む必要があります。 
 
Bitriseでは、開発者が素早く作業ができ、より高品質なアプリケーションを作成することを可能にします。特にチ
ームの規模が拡大し、アプリの機能が複雑になったりした場合、ボトルネックとなるのは、ビルドノードのパフォー
マンスとその結果としてのビルド時間であると考えました。これが、第2世代のBitrise Build Infrastructureである
Gen2に投資を行った理由です。 
 
今回紹介したベンチマークレポートでは、機能や利用者層が異なる幅広いジャンルのアプリケーションから情報を
得ることを心がけました。また、メソドロジーの箇所で説明したように、Gen1 から Gen2 への切り替えによる速度
の向上は、ビルドやアプリケーションの性質によって大きく異なることがわかりました。しかし、結論としては、モバ
イルチームがGen1からGen2にアップグレードすることで感じられる改善点は非常に大きいと言えるでしょう。

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

Gen2は現在、Teams, Velocity, ならびにEnterprise Build 
Platform の各プランでご利用いただけます。

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
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「 ユニットテストのパスをPRのマージ条件にしていますが、CIの実行完了を待つことが減りました。また、成果物
がすぐに手に入るようになったことでアプリのパフォーマンス検証のサイクルが多く回せるようになりました。 」

株式会社ディー・エヌ・エー  
ソーシャルライブ事業部 iOSリードエンジニア

平野 朋也 氏

https://www.bitrise.io/

