
ConanとArtifactoryで
産業用IoTのマルチプラットフォームリリースを高速化

航空宇宙
防衛
自動車
ヘルスケア
エネルギーシステム
石油・ガス
交通機関

ビルドのインフラをモダナイズする必要があった
マルチプラットフォームでのリリースの保守・拡張が困難
すべてのリリースで多くのビルドバリアントが存在
ビルドの再現性が困難
遅くて複雑なビルドプロセス

お客様事例

Real-Time Innovations（RTI）は自律システム用のソフトウェアフレームワークを

提供し、オブジェクト・マネジメント・グループ （OMG®）データ・ディストリビューション・

サービス™ （DDS）国際標準規格に準拠した製品の大手ベンダーです。RTI Connext®は

データの直接共有を可能にし、AIアルゴリズムをデバイスのリアルタイムネットワークに

接続して、インテリジェントな分散システムを構築します。

1,500以上の設計により、RTIソフトウェアは250を超える自動運転プログラムの

実行、北米最大の発電所の制御、米海軍船舶の戦闘管理の調整、新世代の医療用

ロボットの駆動、空飛ぶ車の実現、病院や救急医療機関へ24時間年中無休の

サービスを提供しています。

RTIはカリフォルニア州サニーベールに本社を置き、コロラド、スペイン、シンガポール

に支社があります。

企業情報

Javier Povedano Molina（ハビエル・ポヴェダーノ・モリーナ）が率いるRTIエンジニア

チームは、C/C++、C#、JavaやPythonを用いた30以上のさまざまな製品とライブラリで

構成されるRTI Connextフレームワークとツールを開発しています。

RTI Connextはさまざまなスマートマシンで活用され、70以上の異なるアーキテクチャと

組み込みシステムをサポートしています。そのためRTI開発チームはリリースごとに多数の

アーキテクチャ向けにそれぞれ別々のバイナリを作成する必要がありました。すべての

バイナリは同じベースラインのコードから生成されますが、各バイナリは個別にテストと

検証を行う必要があります。また、コードの依存関係が多岐にわたるためビルドプロセス

がさらに複雑化していました。

RTIエンジニアチームはビルドシステムをモダナイズして市場投入までの時間を短縮し、

リリースに含まれるすべてのバイナリの品質を確保することを目指しました。チームは

現行システムのみに特化したツールを活用するのではなく、将来的な選択肢を含めて

制約のないソリューションを探し求めていました。

課題

業界

課題

Conanプロファイルとパッケージレシピによるマルチ
プラットフォームでのビルドの容易なメンテナンスを実現
依存関係をキャッシュすることでビルドのスピードと
信頼性が向上
グラフの依存関係を変更する時間を最大50%短縮

グローバルチームをサポート

成果

Conan 
Artifactory

ソリューション

ConanとArtifactoryを使用した
産業用IoT向けのマルチプラットフォームでの
リリースの高速化

航空宇宙
防衛
自動車
ヘルスケア
エネルギーシス
テム
石油とガス
交通機関

ビルドインフラストラクチャ最適化の必要性
マルチプラットフォームの維持および拡張が困難
すべてのリリースで多くのビルドバリアントが存在する
ビルドの再現性が困難
遅くて面倒なビルドプロセス

顧客サクセスストーリー

Real-Time Innovations（RTI）は自律システム用のソフトウェアフレームワークを

提供し、オブジェクト・マネジメント・グループ®（OMG®）データ・ディストリビューション・

サービス™（DDS）標準に準拠した製品の大手ベンダーです。RTI Connext®はデータの

直接共有を可能にし、AIアルゴリズムをデバイスのリアルタイムネットワークに接続して

インテリジェントな分散システムを構築します。

1,500を超える設計により、RTIソフトウェアは250を超える自動運転車プログラムを

実行し、北米最大の発電所を制御し、米海軍の船舶の戦闘管理を調整し、新世代の

医療用ロボットを駆使し、飛行車を可能にし、病院や救急医療のために24時間年中

無休のインテリジェンスを提供しています。

RTIはカリフォルニア州サニーベールに本社を置く非公開企業であり、コロラド、

スペイン、シンガポールに支社があります。

企業

Javier Povedano MolinaはRTIエンジニアチームを率いて、30を超えるC/C++、C#、Java

やPythonでプログラムされたさまざまな製品とライブラリで構成されるRTI Connext

フレームワークとツールを開発しています。

RTI connextはさまざまな高性能な機械で使用され、70を超える異なるアーキテクチャと

組み込みシステムをサポートしています。そのためRTI開発チームはリリースごとに

無数の別々のアーキテクチャにそれぞれ別々のバイナリを作成する必要がありました。

すべてのバイナリは同じメインブランチのコードから生成されますが、各バイナリは

個別にテストおよび検証する必要があります。コード内にある多くの依存関係によって

ビルドプロセスがさらに複雑化していました。

RTI開発チームはビルドシステムを最新化し、市場への投入までのパフォーマンスを

改善し、リリース内のすべてのバイナリの品質を確保することを目指しました。チームは

現行システムのみに特化したツールを使用するのではなく、将来的な選択肢を含めて

制約のないソリューションを探し求めていました。

課題

業界

問題

Conanプロファイルとパッケージレシピによるマルチ
プラットフォームでのビルドの簡単なメンテナンス

依存関係をキャッシュすることでビルド速度と信頼性
が向上

グラフの依存関係を変更する時間を最大50%短縮

グローバルチームをサポート

結果

Conan 
Artifactory

ソリューション

産業用IoT：

産業用IoT：



RTI開発者はビルドの自動化にCMakeを、C/C++パッケージ管理にConanを選定しました。Javier Povedano（ハビエル・ポヴェダーノ）氏のチーム
はビルド要件ごとに独自のConan構成プロファイルをメンテナンスし、それらを活用して新規リリース用にビルドが必要な多くの製品を自動化
しました。最大30種類のさまざまなConanパッケージレシピはRTI開発者が多くの環境で依存関係の管理を整理・高速化し、再現可能なビルドを
作り続ける支援をしています。

ArtifactoryでサポートするConan、Python、Java、Docker対応のユニバーサルパッケージを利用することで、RTI開発者は共有されている
アーティファクトの単一ソースを活用できます。Povedano Molina（ポヴェダーノ・モリーナ）氏のチームはArtifactoryのリモートリポジトリを
経由してConanの標準ライブラリとセキュアなローカルリポジトリにあるカスタムでレガシーライブラリを共有しています。これらのセントラル
リポジトリで頻繁に参照される依存関係をキャッシュすることでビルドを高速に実行できます。

このモダナイゼーション前は、依存関係のバージョン不一致といった小さなものから典型的なフルリリースビルドとテストサイクルの実行までに
最大2日も要していました。Povedano Molina（ポヴェダーノ・モリーナ）氏によると同様の複雑な問題に対する対応は1日以内で完了できるように
なったそうです。

成果

www .jfr og.com

www .twitter.com/jfr og

www .facebook.com/artifr og/

www .link edin.com/company/jfr og-ltd

RTI de velopers chose CMak e for build automation and Conan for their C/C++ package management. Javier Po vedano and his team 
maintain unique Conan configur ation pr ofiles for each set of build r equir ements, and use those to automate pr oduction of the many 
products needed to be built for a ne w r elease. Up to 30 di�er ent Conan package r ecipes help RTI de velopers or ganize and speed up 
dependency management acr oss many tar get envir onments and sustain r epr oducible builds.

Artifactory ’s universal package support for Conan, Python, Java, and Dock er empo wers RTI de velopers with a single sour ce of shar ed 
artifacts. Thr ough Artifactory ’s r emote r epositories, Po vedano Molina ’s team shar es standar d libr aries in Conan, along with custom 
and legacy libr aries in secur e local r epositories. Caching fr equently r efer enced dependencies in these centr al r epositories helps their 
builds e xecute quickly . 

Prior to this modernization, a typical full r elease build and test cycle fr om something as small as a version bump for a dependency 
could tak e up to 2 days. Po vedano Molina r eports that no w the same comple x r esults can be gener ated in less than 1 day .

RESUL TS

“Conan and Artifactory ar e the k eystone of our build system. Our de vs wer e able to build fr om a pristine r epo 
follo wing the fe w steps on the first try . It ’s amazingly e�cient in onboar ding ne w de velopers - especially in a polyglot 
envir onment. Things just work on the first go.”

- Javier Po vedano Molina, RTI Principal Softwar e Engineer 

ラボサービス ビルト情報サービス

- マシン / アーキテクチャ
- マシンヘルスチェック
- 本マシン

- ビルド / テキスト
   結果 / ログにアクセス
   するためのREST API
- Webダッシュボード

- Connextソースコード
- Conanレシピ
- サードパーティソースコード - サードパーティの保存

- Jenkinsアーティファクトの保存

アーティファクトとバンドルの
エクスポート

サードパーティ依存関係の
ダウンロード

Real-Time Innovations （RTI）プリンシパル・ソフトウェアエンジニア
Javier Povedano Molina 氏（ハビエル・ポヴェダーノ・モリーナ）

「ConanとArtifactoryは私たちのビルドシステムの要です。当社の開発者はいくつかの手順に従うだけで元の
リポジトリから再構築をできるようになりました。特に多言語環境では新しい開発者のトレーニングに驚くほど

効果的です。最初からうまくいくのですから」
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