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TOPPERSプロジェクト

開発者会議実行委員会



TOPPERS BASE PLATFORMとは

 TOPPERSのワーキンググループの一つ
教育WGで作成した教育コンテンツで使う
ソフトウェアプラットフォーム

 教育コンテンツは組込み技術者養成用

 基礎１、２、３のコースがありそれぞれ２日間

 基礎1：ハードウェア、開発環境、デバドラの開発実習

 基礎2：RTOSの導入、RTOS運用、TOPPERS BASE 
PLATFORM(ST)環境セットアップ

 基礎3：SPI,ADCデバイスドライバ、グラフィックLCDの表
示方法、SDカードを使ったFATファイルの理解と学習

 とっても詳しいコンテンツです！
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セミナー用基板
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去年までのセミナー用
フラットーク社製TEB001

今年のセミナー用
IWHI-LCDシールド



対応ハードウェア

 コンテンツではSTマイクロの「NUCLEO-F401RE」
または「NUCLEO-F446RE」を使用

 その他のSTM32やRISC-V、 Intel Cyclone V SoC向
けのソフトウェアが公開されている

 一部紹介
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CPU ボード

ARM Cortex-A9 Cyclone V SoC DE10-Nano

ARM Cortex-M7 STM32F7 Discovery

ARM Cortex-M4 STM32F401 Nucleo-64

ARM Cortex-M4/M0 STM32WB55 Nucleo

ARM Cortex-M0+ STM32G071 Nucleo-64

RISC-V K210 Maixシリーズ



セミナーの情報

去年の情報
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TOPPERS基礎実装セミナー募集要項
◆主 催
特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト
◆協 賛
STマイクロエレクトロニクス社
◆日 時
基礎1セミナー：2019年9月28日(土)、10月5日(土)
基礎2セミナー：2019年10月19日(土)、26日(土)
基礎3セミナー：2019年11月9日(土)、23日(土)
いずれも10:00〜17:00を予定
◆定 員
各セミナー 5名程度
◆場 所
東京都中央区日本橋大伝馬町6-7住長第2ビル3階会議室
◆参加費
各セミナー 会員は無料、非会員は6,000円

https://www.toppers.jp/edu-basebp.html

https://www.toppers.jp/edu-basebp.html


ネットワークに対応

 BASE PLATFORM ver 1.4.1からlwIPに対応

 NUCLEO-F746ZGやNUCLEO-F767ZIで
Ethernetが使える

 ESP32間でEthernetパケットをシリアルを通して
送受信する方法で、WiFiにも対応

 Azure IoTにも繋げることが出来る！

 WolfSSLを追加してSSL/TLS対応

 公式SDKのAzure IoT SDK for CでAzure IoT Hubや
Azure IoT Centralと接続できる

https://github.com/h7ga40/ToppersBasePlatform_AzureIoT
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https://github.com/h7ga40/ToppersBasePlatform_AzureIoT


Azure IoT Central

 IoT向けのアプリケーション・サービス
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 デバイスの機能を
WebUIで構築
 テレメトリー

 コマンド

 プロパティ

 システムを構成す
る多数デバイスの
管理

 デバイスの操作、
データ収集、
バージョン管理



IoT Centralの入り口
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https://apps.azureiotcentral.com/

始めに
アプリケーションを新
規に作成します

下の方に
スクロール
して

https://apps.azureiotcentral.com/


カスタムアプリの作成
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７日間お試し無料プラン！
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必要事項を入力
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ごにょ

ごにょ

gonyo@gonyo.jp

0525205252



作成完了
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デバイステンプレート作成
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IoT デバイスを選択
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デバイステンプレート名を入力
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入力内容を確認して作成
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今回は機器モデルをインポート
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jsonファイルを読み込み
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IoT Centralで作成した
デバイステンプレートは
エクスポートが可能です。
今回はあらかじめエクスポートした
JSONファイルを読み込みます。



テレメトリやコマンドが作成済み
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デバイステンプレートを公開
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デバイステンプレートを公開すると
それを元にデバイスの登録が可能と
なる
同じ機能を持つ製品を複数登録する
ことが出来る
公開後のデバイステンプレートを変
更するには、改版して機能を引き継
いだテンプレートを作成することに
なる



公開！
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テンプレートからデバイスを作成
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デバイスを作成
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デバイス作成完了
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デバイスの接続情報を確認
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デバイスの接続情報
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BASE PLATFORMを起動
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NTPで時刻が取得できるまで待ちま
す
SSL/TSL通信のための証明書の有効
期限の確認のため正確な時刻が必要



接続文字列の取得
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デバイスとクラウドが通信する
ためには、接続文字列が必要で、
それを取得するため、
「ID スコープ」
「デバイス ID」
「主 キー」
をコマンドで入力し、クラウド
に問い合わせる



取得完了！そして接続
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接続文字列が取得できると、ク
ラウトと通信する準備が整いま
した。
コマンドを入力して通信開始！
テレメトリを送信し始めます。



ダッシュボードを作成
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ダッシュボードに温度表示を追加

31



ダッシュボードの変更を保存
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テレメトリが表示されます
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デバイス・ツイン

 実態であるデバイスの機能を
クラウド上に機能や設定値の複製を以っておく

 テレメトリ

 デバイスからクラウドへのメッセージで、
センサーデータなどを扱う

 コマンド

 クラウドからデバイスへのメッセージで、
デバイスの操作を扱う

 プロパティ

 デバイスの設定値をクラウドの設定値とを同期させ、
デバイスが再接続しても運用上の設定時を保てる
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シリアライザ

 シリアライザでJSONの文字列と構造体の相互変換

 モデリング言語でJSONの構造を記述
 C言語のマクロで定義する

 「測定」と「コマンド」で使用するモデル定義
 「DECLARE_MODEL」マクロで構造体を定義

 「設定で使用するデバイスツイン定義
 「DECLARE_DEVICETWIN_MODEL」マクロで構造

体や関数を定義

 定義する場所はソースコード
 「BEGIN_NAMESPACE」「END_NAMESPACE」マ

クロで囲む
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モデル定義

 使用するマクロ

 「CREATE_MODEL_INSTANCE」関数で、インスタンス
を作成

 「DESTROY_MODEL_INSTANCE」関数で、インスタン
スを破棄

 「SERIALIZE」関数で、WITH_DATAで定義したメンバ変
数をJSON文字列に変換できる。測定にあるテレメトリや
状態などを送信するのに使用

 受信コールバックで「EXECUTE_METHOD」を呼ぶと、
WITH_METHODで定義した関数を呼び出せる。コマンド
の受信に使用
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DECLARE_MODEL(XXX, …) モデルの定義でXXXという構造体になる

WITH_DATA(type, name) メンバ変数の定義

WITH_METHOD(name) コマンドを受信したときに呼ばれる関数の定義

DECLARE_STRUCT(name, type1, 
member1)

モデルで使用するユーザー定義の構造体型を定
義



デバイスツイン定義

 使用するマクロ

 マクロで作られる「IoTHubDeviceTwin_LL_CreateXXX」関数
でインスタンスを作成

 マクロで作られる「IoTHubDeviceTwin_LL_DestroyXXX」関数
でインスタンスを破棄

 インスタンスがあると、WITH_DESIRED_PROPERTYで定義し
たメンバ変数が設定の受信で書き換わる。ただし、応答を自動で
返してくれない

 マクロで作られる
「IoTHubDeviceTwin_LL_SendReportedStateXXX」関数で、
WITH_REPORTED_PROPERTYで定義したメンバ変数の値を、
送信できる
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DECLARE_DEVICETWIN_MODEL(XXX, …) デバイスツインの定義でXXXという構造体にな
る

WITH_DESIRED_PROPERTY(type, name, 
cb)

設定を受け取るメンバ変数の定義

WITH_REPORTED_PROPERTY(type, name) 設定を報告するメンバ変数の定義



テレメトリの送信部の抜粋

BEGIN_NAMESPACE(WeatherStation);

DECLARE_MODEL(ContosoAnemometer,
WITH_DATA(double, windSpeed),
WITH_DATA(double, temperature),
WITH_DATA(double, humidity),
);

END_NAMESPACE(WeatherStation);

{
ContosoAnemometer* myWeather = CREATE_MODEL_INSTANCE(WeatherStation, ContosoAnemometer);
unsigned char *msgText;
size_t msgSize;
SERIALIZE(&msgText, &msgSize, myWeather->windSpeed, myWeather->temperature, myWeather-

>humidity);

messages[msgPos].messageHandle = IoTHubMessage_CreateFromByteArray((const unsigned
char*)msgText, msgSize);

messages[msgPos].messageTrackingId = msg_id;

IoTHubClient_LL_SendEventAsync(iotHubClientHandle, messages[msgPos].messageHandle, 
SendConfirmationCallback, &messages[msgPos]);

DESTROY_MODEL_INSTANCE(myWeather);
}
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モデル定義

モデルからJSON文字列へ

JSON文字列の送信



コマンド実行部の抜粋

BEGIN_NAMESPACE(WeatherStation);

DECLARE_MODEL(ContosoAnemometer,
WITH_METHOD(quit),
WITH_METHOD(turnLedOn),
WITH_METHOD(turnLedOff)
);

END_NAMESPACE(WeatherStation);

METHODRETURN_HANDLE quit(ContosoAnemometer* device)
{

// quitコマンドの処理
}
METHODRETURN_HANDLE turnLedOn(ContosoAnemometer* device)
{

// turnLedOnコマンドの処理
}
METHODRETURN_HANDLE turnLedOff(ContosoAnemometer* device)
{

// turnLedOffコマンドの処理
}
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モデル定義

関数名と同じコマンドを受信すると呼ばれる



設定の受信部の抜粋

BEGIN_NAMESPACE(WeatherStation);

DECLARE_STRUCT(ThresholdD,
int, value

);

DECLARE_DEVICETWIN_MODEL(AnemometerSettings,
WITH_DESIRED_PROPERTY(ThresholdD, threshold, onDesiredThreshold)

);

END_NAMESPACE(WeatherStation);

void onDesiredThreshold(void* argument)
{

// 設定を受け取った時の処理
}

{
AnemometerState *anemometerSetting = 

IoTHubDeviceTwin_LL_CreateAnemometerSetting(iotHubClientHandle);

IoTHubDeviceTwin_LL_DestroyAnemometerSetting(anemometerSetting);
}
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デバイスツイン定義

設定を受信すると呼ばれるコールバック関数

インスタンス作成するだけで
設定の受信が処理される



設定の応答送信部の抜粋

BEGIN_NAMESPACE(WeatherStation);

DECLARE_STRUCT(ThresholdR,
int, value,
ascii_char_ptr, status

);

DECLARE_DEVICETWIN_MODEL(AnemometerState,
WITH_REPORTED_PROPERTY(ThresholdR, threshold)

);

END_NAMESPACE(WeatherStation);

{
AnemometerState *anemometerState = 

IoTHubDeviceTwin_LL_CreateAnemometerState(iotHubClientHandle);

anemometerState->threshold.value = anemometerSettings->threshold.value;
anemometerState->threshold.status = "success";
IoTHubDeviceTwin_LL_SendReportedStateAnemometerState(anemometerState, 

anemometerReportedStateCallback, anemometerState);

IoTHubDeviceTwin_LL_DestroyAnemometerState(anemometerState);
}
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デバイスツイン定義

インスタンスに設定した値を送信



もう少し簡単に書けないか…

 組込み機器向けのスクリプト言語

 JavaScript

 TinyJS on mbed, moddable SDK

 Python

 microPython

 Ruby

 mruby

 mruby/c

 mrubyは触ったことあるので、
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Rubyで書くと

module WeatherStation

class ContosoAnemometer

attr_reader :windSpeed, :temperature, :humidity

def initialize

@threshold = 28

end

def quit(peyload)

puts "execute quit " + peyload

"{¥"Message¥":¥"quit with Method¥"}"

end

def turnLedOn(peyload)

puts "execute turnLedOn " + peyload

PinKit.led = true

"{¥"Message¥":¥"Turning LED on with Method¥"}"

end

def turnLedOff(peyload)

puts "execute turnLedOff " + peyload

PinKit.led = false

"{¥"Message¥":¥"Turning LED off with Method¥"}"

end

def set_threshold(threshold)

@threshold = threshold

puts "set fan speed " + threshold.to_s

end
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def recv_twin(peyload)

json = JSON.parse(peyload)

desired = json["desired"]

if desired == nil

desired = json

end

threshold = desired["threshold"]

if threshold == nil

puts peyload

else

value = threshold["value"]

if value == nil

puts peyload

else

set_threshold(value)

end

end

{threshold: {value: @threshold, status: "succes
s"}}.to_json

end

def measure

@windSpeed = PinKit.wind_speed

@temperature = PinKit.temperature

@humidity = PinKit.humidity

end

end

end

デバイスツイン定義



Rubyで書くと

connectionString = AzureIoT.get_connection_string
protocol = AzureIoT::MQTT

twin = WeatherStation::ContosoAnemometer.new

client = AzureIoT::DeviceClient.new(connectionString, protocol)
client.set_twin(twin)

while true do
twin.measure
data = {temperature: twin.temperature, humidity: twin.humidity}.to_json
message = AzureIoT::Message.new(data)

message.add_property('temperatureAlert', (twin.temperature > 30) ? 'true' : 'false')

done = false
client.send_event(message) do

puts "sent message"
done = true

end

count = 5000
while !done do

client.do_work
sleep(0.001)
if count > 0 then

count -= 1
end

end

if count > 0 then
sleep(0.001 * count)

end
end

44

メインループ

コードの
見通しがいい！

https://github.com/h7ga40/mruby-azure-iot

mrbgemを公開中

https://github.com/h7ga40/mruby-azure-iot


mruby版をGR-PEACHで実行
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mruby版でコマンドを実行！
「turnLedOn」
ボタンを押して表示が出たところ
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ありがとうございました


