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自己紹介・弊社事例紹介

テレメトリー向けのシステム要素

MQTT と AMQP

組み込みエンジニアと IoT

IoT におけるWECの位置づけ





自己紹介

エンジニアとしての立ち位置

WEC との関わり

弊社事例紹介

Device2Cloud コンテスト

M-TEC 社様のカーレース用システム



Cloud

Device

Sensors

Services



D2C コンテスト

学生向けのコンテスト

センサーボードと組み込み CPU ボード

クラウドサービスとの連携

これまでの優勝チーム



※at ET 2012



http://www.microsoft.com/japan/showcase/m-tec.mspx





テレメトリーとは

単純なシステム構成例

センサーノード（末端デバイス）

通信路のゲートウェイ（中継局）

データ収集ノード（サーバ上の Broker）

データのストレージ（サーバ上の RDB, KVS）

データ消費・加工ノード（データの配送先）



システムの特性要因

ノード個数の規模

転送データ量

転送頻度

セキュリティ要求

リアルタイム応答性

開放／相互接続性



デバイスの視点から

データ転送先との間の通信帯域

通信路の信頼性（接続性）

非同期転送

通信手順の再利用可能性

利用可能な API／ミドルウェア



ネットワークプロトコルの要件

低オーバーヘッド

集積効果, 転送データ量

低遅延

リアルタイム伝送

適したプロトコルは何か？



適したプロトコルは何か

HTTP（？）

末端ノードが少数な場合や、転送データ量が小さい
場合はOK

利点：既存のWeb フロントエンドの利用が簡単



適したプロトコルは何か

WebSocket（？）

Microsoft SignalR で利用

ファイアウォール対応が容易

ハンドシェイク後の通信は、HTTP よりは軽量だが、
データ転送レイヤとしては低レベル（追加のオー
バーヘッドが必要）

TCP のみ



適したプロトコルは何か

映像・音声ストリーミングの場合

RTSP (with RTP & RTCP)

TCP と UDP の使い分け

RTSP 本体：TCP

ストリーミングのデータ転送と制御：UDP

経路制御、フロー制御





システム事例
http://en.wikipedia.org/wiki/MQTT#cite_note-3

Facebook の Messanger（XMPP の競合／代替）

列車運行制御の次世代システム（IECC 

Scalable; UK）

スマートグリッド（東芝）

http://mqtt.org/wiki/doku.php/things



MQTT の特徴

Publish/Subscribe 型のプロトコル

Broker and Publisher/Subscriber client

軽量のバイナリプロトコル

TCP ベース（※MQTT-SN は UDP を導入）

メッセージ（not キュー）の永続化にも対応



MQTT の仕様入手先

1999年～

最新仕様： v3.1.x
http://mqtt.org/documentation

http://www.ibm.com/developerworks/jp/websphere/library/wmq/

mqtt31_spec/

派生仕様

MQTT-SN (Sensor Networks)

http://mqtt.org/new/wp-content/uploads/2009/06/MQTT-

SN_spec_v1.2.pdf



.NET [Micro/Compact] Framework 用の
オープンソース実装

M2Mqtt & GnatMQ（MQTT Client & Broker)

M2Mqtt (Client)

https://m2mqtt.codeplex.com/

GnatMQ (Broker)

https://mqttbroker.codeplex.com/

GnatMQ on Azure（※解説記事）
http://www.embedded101.com/Blogs/PaoloPatierno/tabid/106/entryid/455/Gnat

MQ-in-the-Cloud-an-MQTT-broker-on-Microsoft-Azure



オープンソース実装（C/C++ のクライア
ントライブラリ有り）

Mosquitto（BSD）
http://mosquitto.org/

Eclipse Paho (EPL-v10/EDL-v10)
http://eclipse.org/paho/

Apache ActiveMQ Appollo（Apache 2.0）
http://activemq.apache.org/apollo/



システム事例
http://www.amqp.org/product/realworld

JPMorgan の金融システム
https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/japan/jp/home

海洋観測データシステム
http://ci.oceanobservatories.org/about

VMware の仮想データセンターサービス
（vCloud Director）

http://www.vmware.com/products/vcloud-director



AMQP の特徴

peer-to-peer & Publish/Subscribe 型のどちら
も可能

比較的軽量なバイナリプロトコル

暗黙裡に TCP を前提

認証と暗号化（SASL/TLS）

メッセージ配送のリンク制御とフロー制御

メッセージキューの永続化にも対応
（RabbitMQ）



AMQP の仕様入手先

2003年～

最新仕様： v1.0
http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-core-

overview-v1.0-os.html

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detai

l.htm?csnumber=64955

派生仕様（実装）

ΦMQ (ZeroMQ, ZMQ)（LGPL）（2010～）
http://zeromq.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98MQ



Microsoft Azure によるサポート

Azure Service Bus AMQP
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj841071.aspx

.NET [Micro/Compact] Framework 用の
オープンソース実装

Amqp.Net Lite
https://amqpnetlite.codeplex.com/



オープンソース実装

RabbitMQ（MPL）
https://www.rabbitmq.com/

MQTT Broker への接続にも対応

Erlangで実装されている

Apache ActiveMQ Appollo（Apache 2.0 ）
http://activemq.apache.org/apollo/





デバイス開発とクラウドサービス開発

開発領域のクロスオーバー

「IT エンジニア」によるデバイス開発

組み込みエンジニアによるクラウドサービス開発



「IT エンジニア」によるデバイス開発

プラットフォーム込みの完成品／キット

ハードウェアの低廉化

ボード用のビルド済み Linux (, etc.)

Arduino (, Netduino)

Rasberry Pi

Galileo, etc.

Windows on Devices (win8 mini on Galileo)



組み込みエンジニアによるクラウドサービス開発

サーバ設置コストの低廉化

クラウド OS／仮想化基盤

Microsoft Azure

Amazon EC2, AWS, etc.



デバイス開発とクラウドサービス開発

開発領域のクロスオーバー

「IT エンジニア」によるデバイス開発

組み込みエンジニアによるクラウドサービス開発

そこそこのものなら、互いに作れる環境



デバイス開発者から見た IoT

付加価値を与えるものとしてのサービス

デバイスを繋ぐ先のサービス構築が容易に

「IT エンジニア」との協業機会の増加

「試作の先」で必要となるスキル

互いに補い合う関係を作れるか





WEC の使い処は？
・・・Windows Embedded Compact lover として。



WEC の特性

必要とするハードウェアリソース
対応可能な CPU アーキテクチャ

フットプリント

利用可能なデバイスドライバとミドルウェア
（今や）多くはない

リアルタイム性能

Linux, WES, Windows on Devices, .NET MF <

カスタマイズ可能性
様々なボードへの移植性



WEC に適した用途

センサーノードとクラウド間のゲートウェイ（？）

比較的簡易な GUI を持つ設置端末

標準的な I/O の周辺機器

カスタマイズ可能な CPU ボード

起動の高速性

Flash メモリーからの起動



苦手な領域

多種多様なハードウェア

カスタマイズ不要のハードウェア

高度な GUI

・・・Arduinoやタブレットで済むところ



テレメトリー向けのシステム要素技術

MQTT と AMQP

組み込みエンジニアと IoT

IoT におけるWECの位置づけ


