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CI/CDが変革する開発現場・ビジネスと
CircleCIの未来

森本 健介

Japan Country Manager



Our mission is to make it as easy as 
possible to go from idea to delivery.



Introduction to CircleCI

● 世界最大規模のクラウド CI/CD サービス

● より良いコードをより速く、簡単にリリースすることを可能に

● 2011年設立、サンフランシスコ本社

● 220人以上の社員、5大陸に在籍（米国と東京にオフィス）

● 18年1月 3,100万ドルのシリーズCを実施、合計5,950万ドルを調達

Representative Customers
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コード変更からリリースまでのすべてを自動化

Continuous 
Delivery

コード変更
コラボレーション

ビルド
テスト
リリース

実行環境
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巨大なスケール

● ビルド数が1年で2.5倍に拡大

● 月2,500万ビルド

● 500,000 以上のユーザー

● 25,000 以上の組織 
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Source: 2018 State of DevOps Report

46 倍 
多い

2,555 倍 
速い

7 倍 
少ない

2,604 倍 
速い

コードをデプロイする

頻度

コードコミットから

デプロイまでのスピード

変更時の

トラブル

インシデントの

リカバリータイム

CI/CD と DevOps を使いこなすと

https://cloudplatformonline.com/rs/248-TPC-286/images/DORA-State%20of%20DevOps.pdf
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高コストな Developer の待ち時間を短縮しよう！

$1.42 

1分あたりの
Developer のコスト:

1分あたりの  　　　　CircleCI 
コンテナのコスト :

$0.006 

237分の1
のコスト
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High   

Low

Low High

コンプライアンス遵守したセキュリティ

De
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最高のチームはスピードとコントロールのト

レードオフはしない  ー 両方実現する

スピードとコント
ロールを両方実現
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CircleCIにとって
なぜ日本が重要なのか
Jim Rose, CEO



日本は世界で2番目に大きなマーケット

Japan YoY Growth Global YoY Growth
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今週、CircleCI 日本オフィスの1周年記念！
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CircleCIが日本に進出した理由

Support + Community

日本時間 + 日本語

日本現地での対応

ユーザーフィードバック

ユーザーエンゲージメントとコ

ミュニティミートアップ

Hiring

ワールドクラスのエンジニア

日本 + グローバルチーム

Localization

ドキュメント

テクニカル Q&A

製品情報
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日本のコミュニティとマーケットをサポート
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Japan to APAC! : 多数のポジションを日本で採用中！

circleci.com/careers

Senior Full Stack Software Engineer 

Senior Site Reliability Engineer 

Account Executive 

Customer Success Manager 

Japan Marketing Manager 

Solutions Engineer 

Sales Development Representative 

Tokyo, Japan
グローバルプラットフォームを作るディ
ベロッパーの採用

日本とAPACを担当するメンバーの採
用
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In summary: 

● CircleCIにとって、日本は米国に次ぐ、世界で 2番目に大きなマーケット

● 今週、CircleCI 日本オフィスの1周年記念！

● ユーザーのサポート、コミュニティ、ローカライゼーション、そして採用のために日本へ進出

● 日本オフィスは、APACへの拡大のハブへ

● 日本での採用：日本とAPACにおける顧客支援とグローバルプラットフォームを作るディベロッパー
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これからのソフトウェア開発に
不可欠なCDについて

Kim, Hirokuni (金 洋国)
Japan Tech Lead
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CI (継続的インテグレーション) について

開発者のコード変更に対して

                                    - 常に
                                    - 自動で

                                    テストしてくれる
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CI (継続的インテグレーション) について

開発者のコード変更に対して

                                    - 常に
                                    - 自動で

                                    テストしてくれる

ソフトウェア品質の向上
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CD (継続的デプロイメント) について

開発者のコード変更を

                                    - 常に
                                    - 自動で

本番環境 (その他の環境)にデプロイする

？？？？？
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開発でのよくある失敗事例 1

テスト環境の問題

● テスト環境で１週間テスト

● 本番と構成が違っていてバグを見逃す



22

開発でのよくある失敗事例 2

手戻りの問題

● 2ヶ月仕様定義

● 4ヶ月実装

● リリース後大きな仕様の間違いが発覚
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なぜこのような問題が起こるのか？

テスト可能領域はとても小さい

テスト可能部分

外部サービス

ビジネス要求

仕様

トラフィック・負荷
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ソフトウェア開発者の重大な気づき

結局リリースしてみないとわからない!!!
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本番環境でのテスト

本番環境でまとめてテスト

外部サービス

ビジネス要求

仕様

トラフィック・負荷

テスト可能領域
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本番環境でテストするために重要なこと

● 修正をすぐにリリースできる

● 切り戻しが容易にできる
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でも、本当に本番でテストして大丈夫なの？
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デプロイとリリースの違い

デプロイ

コードを本番環境に配置すること

リリース

配置したコードでトラフィックを処理すること
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リリースエンジニアリング

ブルー/グリーンデプロイメント

ELB ELBELB
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リリースエンジニアリング

カナリーデプロイメント

ELB ELB ELB



31

より安全な本番環境テスト

CD +リリースエンジニアリング

  = 安全な本番環境テスト
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CD (継続的デリバリー) について

開発者のコード変更を

                                    - 常に
                                    - 自動で

本番環境 (その他の環境)にデプロイする

？？？？？
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CD (継続的デリバリー) について

開発者のコード変更を

                                    - 常に
                                    - 自動で

本番環境 (その他の環境)にデプロイする

● 本番環境での効率的なテストが可能になる

● リリースエンジニアリングを活用できる

● フィードバックループが回るようになる
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これからの主戦場はCDに

CDを使いこなせないと生き残れない時代になる
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CI/CDをより簡単にするCircleCI Orbsの紹介

● 設定の再利用

● 誰でも公開可能

● CircleCI 公式 Orb

● パートナー Orb

● 3rd Party Orb

● CDの設定が容易に
https://circleci.com/orbs/registry/

https://circleci.com/orbs/registry/
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6つの公式 AWS Orbs

Amazon ECR AWS CLIAmazon S3Amazon ECSAWS 
CodeDeploy

Amazon EKS
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What’s new with CircleCI

Updated UI under development

Usage-based pricing is coming

Config re-use with orbs
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Go_SaaS 三種の神器 - SaaS支援プログラム
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CircleCIのブースでお待ちしています



Thank you.
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