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TOPPERSプロジェクトとは？
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• TOPPERSプロジェクトのご紹介
• 狙いと重点テーマ
• TOPPERS新世代カーネル仕様
• 主な利⽤事例



TOPPERS = Toyohashi OPen Platform for
Embedded and Real-time Systems

プロジェクトの活動内容
• ITRON仕様の技術開発成果を出発点としたプロジェクト
• 組込システム構築の基盤となる各種の⾼品質なオープンソース
ソフトウェアを開発するとともに，その利⽤技術を提供

組込システム分野において，Linuxのように広く使われる
オープンソースOSの構築を⽬指す!

プロジェクトの推進主体
• 産学官の団体と個⼈が参加する産学官⺠連携プロジェクト
• 2003年9⽉にNPO法⼈として組織化

• 以前は，名古屋⼤学（2002年度までは豊橋技術科学⼤学）⾼⽥研究室を
中⼼とする任意団体として活動
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TOPPERSプロジェクトとは？



決定版のITRON仕様OSの開発
• ITRON仕様が抱える過剰な重複投資と
過剰な多様性の問題を解決（または軽減）

次世代のリアルタイムOS技術の開発
• 組込みシステムの要求に合致し，ITRONの良さを
継承する次世代のリアルタイムOS技術を開発

Linuxと類似のOSをもう１つ作っても意味がない!
• オープンソースソフトウェア化により産学官の⼒を結集

組込みシステム開発技術と開発⽀援ツールの開発
• ⾼品質な組込みシステムの効率的な開発を⽀援

組込みシステム技術者の育成への貢献
• オープンソースソフトウェアを⽤いた教育コースや
教材を開発し，それを⽤いた教育の場を提供

ほぼ完了
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TOPPERSプロジェクトの狙い



次世代のリアルタイムカーネル技術
! ⾼信頼性・安全性・リアルタイム性を追求

• TOPPERS新世代カーネル（ITRON仕様からの発展）
• 次世代⾞載システム向けRTOS（AUTOSAR仕様をベース）
• 宇宙機向けソフトウェアプラットフォーム（SpaceWire OS）

ソフトウェア部品化技術，セキュリティ向上技術
• TECS（TOPPERS組込みコンポーネントシステム）
• SafeG（⾼信頼組込みシステム向けデュアルOSモニタ）

組込みシステム向けプラットフォームと開発⽀援ツール
• 開発⽀援ツール（シミュレータ，可視化ツール）

技術者育成のための教材開発
• プラットフォーム技術者育成のための教材
• ETロボコン向けプラットフォームと教材の提供
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重点的に取り組んでいるテーマと開発成果物
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TOPPERS新世代カーネル



PM-A970 (エプソン)

GT-541 (ブラザー⼯業)IPSiO GX e3300 (リコー) UA-101 (Roland)

945SH
（シャープ）

DO!KARAOKE
（松下電器産業）
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主な利⽤事例 (1/2)

コンシューマ機器等への事例



キザシ (スズキ)

ASTRO-H (JAXA)
＜開発中＞

マイクロプレート
分析装置 AP-X 

(協和メデックス)

アーク溶接機
DP-350

(ダイヘン)

NC装置 OSP-P200
(オークマ)H-IIB

（JAXA)

産業機器等への事例
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主な利⽤事例 (2/2)



成果物利⽤とプロジェクト参加のお誘い
• 開発成果物はウェブサイトから⾃由にダウンロード
できますので，ぜひご利⽤ください
• プロジェクトの活動に参加したい⽅/活動を⽀援して
頂ける⽅は，ぜひプロジェクトにご⼊会ください

TOPPERSプロジェクトは，組込みシステム開発に有⽤な
⾼品質なオープンソースソフトウェアと教材を開発し，
組込みシステム開発に新しい標準を提案しています

http://www.toppers.jp/

インダストリアルコントロールの新しいスタンダードへ
… High Quality Open Source
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Facebookページ
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TOPPERS最新情報・
関連⾏事内容の
お知らせ

Facebookページ
利⽤者からの
情報掲載

2011年5⽉運⽤開始 2016年6⽉現在「いいね！564件」

ぜひ「いいね！」を押してください！
http://facebook.com/toppersproject



TOPPERSコンテストのご紹介
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• TOPPERSコンテストの概要
• 開発環境の概要

• がじぇるねIoTクラス
• R2CAクラス

• 過去の受賞作品
• 募集要項



正式名称：第6回TOPPERS活⽤アイデア・
アプリケーション開発コンテスト 募集要項

•⽬的：TOPPERS開発成果物の普及と
新たな活⽤⽅法や利⽤事例の提案募集
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TOPPERSコンテストとは？

TOPPERS開発成果物を利⽤した
楽しい・独創的なアプリ
実⽤的なアプリケーション
わかりやすいサンプルアプリ

などを募集します

アプリケーション開発部⾨活⽤アイデア部⾨

TOPPERS開発成果物を
楽しく便利に活⽤するアイデア

やTOPPERSプロジェクトを
より良くする有益なアイデア

を募集します

3クラス制に
なっています

学⽣や組込み初⼼者から
ベテランエンジニアまで、

幅広い応募をお待ちしています！

アイデアのみで
応募できます



GR-PEACH+TOPPERS/ASPカーネル
+mbed/Arduinoライブラリを使って
アプリケーションを開発！

新設
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アプリケーション開発部⾨ クラス構成

がじぇるねIoTクラス

Arduino M0 Pro＋TOPPERS/R2CAを
使って、アプリケーションを開発！

ボード、 OSなどの選択は⾃由
上級者向け

R2CAクラス

フリークラス

新設

セミナー実施と開発キット提供で
初学者・未経験者を技術⽀援！！
ご⾃⾝の技術レベルに合わせて
お好きなクラスに応募可能！



•Cortex-A RZ/A1H搭載のGR-PEACH上でASPカーネルを実⾏
•mbedおよびArduinoライブラリをサポート
•がじぇるねWebコンパイラに対応

• https://github.com/ncesnagoya/asp-gr_peach_gcc-mbed
•希望者にはGR-PEACHボードを無償提供！！
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がじぇるねIoTクラスの開発環境



TOPPERS/R2CA (TOPPERS RTE/RTOS Compatible with Arduino)
•Arduinoハードウェア上でTOPPERS/ASPカーネルを実⾏
•組込みソフトウェア開発のエントリからのステップアップ⽤
•NCES IoT Base Shieldに対応（GR-PEACHにも使⽤可）
• https://dev.toppers.jp/trac_user/contrib/wiki/rtos_arduino

•希望者にはArduino M0 Proボード、Groveモジュール
（3種類程度）、NCES IoT Base Shiledを無償貸出！
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R2CAクラスの開発環境
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過去の受賞作品
第5回アプリケーション開発部⾨ ⾦賞
ATK2 RCカー（Nios2版）
本⽥ 晋也（名古屋⼤学）

TOPPERSカーネルで使⽤されているTOPPERS新世代カーネル⽤
コンフィギュレータは、新規マイコンへのポーティングの際、独
⾃仕様のマクロプロセッサ⽤⾔語(tf)を使⽤しなければならない

課題

・Ruby でコンフィギュレータを開発し、tfもRubyで実装可能と
することで、これらの問題を解決できないか？

アイデア

第5回活⽤アイデア部⾨ ⾦賞
Ruby版 TOPPERSコンフィギュレータ
富⼠ソフト株式会社（代表：鴫原 ⼀⼈）

第5回アプリケーション開発部⾨ 銀賞
ネットワークカメラサーバ＆クライアントシステム
松浦 光洋（個⼈）
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B
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E
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C

第3回アプリケーション開発部⾨ 銀賞
TOPPERS Realtime System Sample（RSS）-
LPCXpresso GPS Clock
中村 晋⼀郎（個⼈）



•応募資格：国内に在住している⽅なら誰でも
※TOPPERSプロジェクトの会員でない⽅もご応募頂けます

•応募期間：2016年6⽉3⽇(⾦) 〜 2016年8⽉31⽇(⽔)
•表彰・賞⾦・副賞：

• ＜活⽤アイデア部⾨＞ ：⾦賞・銀賞・銅賞 各1万円
• ＜アプリケーション部⾨＞

フリークラス ：⾦賞 5万円／銀賞 3万円／銅賞 １万円
がじぇるねIoTクラス：⾦賞・銀賞・銅賞 各1万円
R2CAクラス ：⾦賞・銀賞・銅賞 各1万円

• 副賞：TOPPERSプロジェクト関連イベントへの無料招待券（予定）
• CQ出版社賞（両部⾨合わせて最⼤5作品）：組込み関係の書籍（CQ出版）
• がじぇるね賞（がじぇるねIoTクラスに応募の作品のうち優秀なもの）：

GR-PEACH＋オーディオカメラシールド＋カメラモジュール
•応募規約・応募⽅法・FAQなどの詳細な案内はHPを
ご参照ください．過去のコンテスト受賞作品も公開しています．
http://www.toppers.jp/contest.html
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TOPPERSコンテスト 募集要項


