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はじめに



会社紹介
安川情報システム株式会社

• 本社：北九州

• 産業用ロボット世界トップシェアを誇る安川電機グループの

IT機能会社

• 通信機器からアプライアンスサーバ、 組込ソフトからクラウド
システムも取り組む社会インフラを提供するIT企業



クラウド連携に使えるWECの搭載機能



Windows Embedded Compactとは？
• 32Bit CPU用リアルタイムOS

• 数年前まで、Windows CEと呼ばれていた

• カーネルはデスクトップ向けWindowsとは別設計

• 約600個のコンポーネントが標準で付属

• OS、アプリともに同じ開発環境（Visual Studio）

※開発環境はVSのアドインとして提供

• OSシステムコールはWin32APIサブセット

• .NET Framework のサブセットも提供

• XAMLでGUIが開発できる。

⇒PCアプリ開発経験が組込開発でも生かせる！



WEC搭載製品
http://www57.atwiki.jp/winembdev/



WECのネットワーク機能（OSレベル）
• TCP/IP

• HTTP、HTTPS

• FTP

• ICMP



WECのネットワーク機能（アプリレベル）

• WCF ( .NET Compact Framework )

• IISとの通信が容易

• Winsock

• SOAP Toolkit



Bing Mapsを利用する
WECでクラウド連携①



Bing Mapsとは
• Microsoft社がWeb上で提供している地図サービス

http://www.bing.com/maps/

http://www.bing.com/maps/


Bing Mapsの利用方法
• 仕様

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd877180.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff701713.aspx

• アプリケーションキー
Mapsにアクセスするためのキー。

管理ポータル（https://www.bingmapsportal.com/）で取得

⇒要Microsoft アカウント

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd877180.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff701713.aspx
https://www.bingmapsportal.com/


Bing Mapsの利用方法

Client
Bing Maps

service

URL:dev.virtualearth.net/・・・
(GET / POST)

レスポンスデータ

プロトコル：http or https

JSON XML jpeg

etc...



Bing Mapsの利用方法
• REST API

• Locations API

住所や経緯度，クエリーから地理情報を取得できるAPI

• Imagery API

地図画像を取得，プッシュピン・ルート情報を表示した地図画像の

取得，タイル画像のメタデータを取得できるAPI

• Routes API

ルートの探索ができるAPI



Bing Mapsの利用方法
Locations APIの使い方

• ベースURL http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Locations/

• 住所指定
• スラッシュ区切り

Locations/US/…

• URLの通常のリクエスト形式
Locations?countryRegion=US&adminDistrict=adminDistrict…

• 出力形式指定
• XML形式 o=xml

• JSON形式 o=json

• キー指定
• key=(管理ポータルで取得したアプリキー)

http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Locations/


NativeアプリからBing Mapsへのアクセス

• Wininetライブラリを使用してHTTP通信を行う
• WinInet初期化 InternetOpen

• セッションを開く InternetConnect

• HTTP要求ハンドルの生成（GET要求） HttpOpenRequest

• HTTPリクエスト送信 HttpSendRequest

• ファイル受信処理 InternetReadFile

• 終了処理 InternetCloseHandle



デモ
WECでクラウド連携① Bing Mapsを利用する



デモシステムの構成

WEC2013デバイス
（今回は仮想環境上に構築）

HTTP

REST API
(Location by Point)

GPSデータ
（今回はダミーデータ）

XML

住所データ Bing Maps
Service

PC + FTPクライアント

FTP

XML



Microsoft Azureを利用する
WECでクラウド連携②



WCFでWebサービスとやり取りする
Windows Azure Cloud Sensor Sample for Windows 

Embedded Compact 2013
https://weccloudsensorsample.codeplex.com/

• CodePlexで提供されているサンプルコード（C#）

• WEC側コードだけでなく、Azure上で動作させるWebアプリ
ケーションもサンプルとして提供

• クラウド側などの環境構築用の

ドキュメント（英語）も付属
※VS2012 （Update2~）でビルド要

https://weccloudsensorsample.codeplex.com/


システム構成例

WEC2013デバイス
（仮想環境上に構築）

センサーデータ
（乱数で生成したダミーデータ）

蓄積データ

HTTP

WCFサーバ側アプリ
（Microsoft Azure – Webサイト）

Azure SQL 
WCFクライアントアプリ

http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download?ProjectName=weccloudsensorsample&DownloadId=692697
http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download?ProjectName=weccloudsensorsample&DownloadId=692697


特定業種向けクラウドを
利用する
WECでクラウド連携③



特定業種向けクラウド
• ストレージや地図といった一般的なサービスではなく、

産業／金融業／建築業など、それぞれの分野向けに

特化したサービス（主にSaaS）を提供している。



MMCloudのご紹介
• 安川情報システムが提供する、クラウド型IoT / M2Mソリュー
ション

• 弊社がこれまで培ってきたM2Mシステムに関するノウハウを
詰め込んだアプリケーション

• 弊社のエンジニアリング力を活かしたカスタマイズ機能の追加
が可能

• 契約更新なく、MMCloudの将来拡張機能を利用可能



MMCloudの特長

機器のライフサイクルマネジメントを支援

分散管理されているお客様の様々な機器情報を
一元管理し、 「企画、開発、販売、保守・点
検」などあらゆる工程でご活用頂けます。

世界中の機器監視に適したグローバル対応

インターネットを使った有線接続やMMLink※と組
み合わせて携帯電話網を使ったグローバルな機器
監視が可能です。

収集した情報をリアルタイムで可視化

お客様の機器から収集したデータや位置をグラフ
や地図に表示し、リアルタイムに機器の状況を確
認することができます。

スモールスタートが可能な料金体系

少ない初期投資でスタートできます。小規模から
ご利用が可能で、お客様の事業拡大に合わせて
監視規模を拡張できます。

※MMLink：安川情報システムが提供している、携帯通信網を使用した無線通信アダプタ



機器の稼働状態がアイコンで
確認できます

機器の稼働状況・アラームが一目瞭然

アラームはレベルごとに
色分けできます



機器の収集データを一覧・グラフで確認



位置情報とトレンドをシームレスに確認

地図上のアイコンをクリックして
機器の状態も確認できます。

設置場所のアイコンは
アラーム発生状況で色分けされます

©2014 ZENRIN CO., LTD. （Z14KF第213号）



設定した通知ルールに従い、アラームをメール通知

アラーム通知判定

通知ルール設定

●対象機器
●時間帯、曜日
●発生条件
●通知先メールアドレス など

・温度
・流量
・圧力
・油圧 など

・温度警告
・圧力警告
・エラー通知

稼働監視
異常監視計測データ

送信



海外展開に有効なグローバル機能

各国の時差が分かるように
最大３ヵ国まで現地時間を
表示できます。

アナログ
表示

デジタル
表示

ログインユーザ毎に画面の表示言語を
切替表示できます。
インターネットで繋がるため、海外からの
利用も可能です。

アラーム発生や通信の時刻の表示は
日本時間と現地時間を切替表示できます。
問合せや異常調査等の対応において、
時差を調べる必要がありません。



海外展開が容易なアダプタも提供

海外(50か国)でも
使用できる

グローバル通信アダプタ

グローバル機能を搭載
したクラウドサービス



Modbus対応の機器をカスタマイズ不要でクラウドに接続可能

携帯網（3G）

ＭＯＤＢＵＳ（RTUまたはTCP）を
搭載したＩ／Ｏ機器

MODBUS
I/F

【通知周期】
XX分

【ポーリングレジスタ】
アドレス０００１
アドレス０００２

・
アドレスｘｘｘｘ

０００４ ８０００

０００３ ７ＦＦＦ

０００２ ２０００

０００１ １２３４

アドレス 値

MMLink連携プロトコル

ポーリングデータ

【イベント条件１】
アドレス０００１の値が
XXXを超過したら
通知

【イベント条件２】
アドレス０００２のBIT
が
OFF⇒ONになったら
通知

イベント通知条件

◆定周期ポーリング機能
毎回問い合わせしなくても 指定データを一括通知

◆データ変化イベント通知機能
毎回問い合わせしなくても データの変化を漏れなく通知

MMLink-3GのModbus通信機能



MMCloudのM2M側インターフェース

機器側 プロトコル：TCP, FTP, MMLP（MMLink Protocol）

データフォーマット：固定長、CSV、XML

Ethernet or 携帯通信網



デモ
WECでクラウド連携③ 特定業種向けクラウドを利用する



デモシステムの構成

WEC2013デバイス
（今回は仮想環境上に構築）

TCPで位置、外気温情報を
XMLフォーマット送信

（デモではセンサーではなくダミーデータ）

監視用PC
（Windows 8 + IE11）

HTTP

警報メール

スマホ



機器側の処理の流れ
① TCP通信ソケット生成

② データ生成
• 固定長ヘッダ部作成（どの機器からのデータか等を指定）

• ファイルで保存しているデータをバイナリデータとしてそのまま追加

③ MMCloudに接続（connect）

④ データ送信（send）

⑤ 応答受信（recv）

⑥ MMCloudと切断（shutdown,closesock）



WECでクラウド接続する場合の課題



WECでクラウド接続する場合の課題
• たいていWEC向けにはライブラリは提供されない・・・が、

CodePlexなどのOSSが参考になる

• JSONパーサがない。

• WCFは役に立つが、Native Codeからは直接呼べない

⇒つまりXAML for WECから直接呼べない。



（余談）WECのセキュリティ機能



組込機器にもセキュリティ
• クラウドと接続する

⇒クローズドだったシステムが、オープンになる。

⇒やり取りするデータの保護が重要になる。



組込機器にもセキュリティ
• 証明書のサポート（SSL通信、HTTPS）
• WFP（Windows Filtering Platform）

• ファイアウォール

• 暗号化機能
• 証明書失効リスト (CRL) と証明書信頼リスト (CTL) を管理するツールはサ
ポートされていない

• 資格情報マネージャー
• ユーザー名、パスワードなどの資格情報を管理

• ローカル認証サブシステム (LASS) 
• バイオメトリクスなど認証メカニズムをサポート

• スマート カード



まとめ



まとめ
• Windows Embedded Compact 2013でも既存技術で様々な
クラウドと連携できる。
• Bing Maps

• Microsoft Azure

• 特定業種向けクラウド

⇒参考になるOSSもでてきた。

• 様々なクラウドを活用することで、組込機器だけではできない
ことを実現していきましょう！


