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［センサと無線］

ARM®マイコン・
ワークショッフ2016

6/17金2016

開催今年は，会場を秋葉原から東京（　　 ）に移し新たに開催!
IoT時代の
組み込み技術

八重洲
南　口

●会期● 2016年6月17日［金］
●会場● 東京コンベンションホール

 ［東京スクエアガーデン5F］
●主催● CQ出版社
●協力● アーム（株）

 トランジスタ技術，Interface
●協賛● IARシステムズ（株）
　 　　　イー・フォース（株）
　 　　　STマイクロエレクトロニクス（株）
　 　　　NXPセミコンダクターズ
　 　　　（株）東芝 ストレージ&デバイスソリューション社
　 　　　横河ディジタルコンピュータ（株）
　 　　　ルネサス エレクトロニクス（株）
●運営● CQ出版社 TSE事務局

ARMマイコンとセンサ，
無線でIoT時代の組み込み
技術開発を確認しよう!
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Workshop Outline >>>>>

　ARMマイコンを取り揃えた半導体企業や開発環境
メーカが一堂に会し，デモ展示でアプリケーションや
製品の特徴が確認できます．

▶ARMボード・セレクトショップ
　展示エリアでは，出展企業のARMボードが購入で
きます.
▶ARM関連製品&グッズ抽選会
　展示エリアでは，各出展企業から休憩時間にARM
関連の製品やグッズがあたる抽選会を行います．

展示エリア

ベンダ・セッション

テクニカル・セッション

　ベンダ・セッションでは，IoT時代の組み込み技術に
必要な，センサ開発，無線開発，プロトタイピング開発，
ソフトウェア開発などの製品 /技術解説が聴講でき
ます．

　テクニカル・セッションは，「ARMマイコン開発トラッ
ク」，「センサ開発トラック」，「無線開発トラック」の3ト
ラックで構成し，ARMマイコンを利用した，さまざまな
IoTアプリケーションの開発手法や設計事例について
の講演が聴講できます．

●出展社一覧●　社名五十音順

アーム（株）
IARシステムズ（株）
イー・フォース（株）
STマイクロエレクトロニクス（株）
NXPセミコンダクターズ
京都マイクロコンピュータ（株）
（株）コア
（株）Sohwa & Sophia Technologies
（株）東芝 ストレージ&デバイスソリューション社
日本ローターバッハ（株）
横河ディジタルコンピュータ（株）
ルネサス エレクトロニクス（株）

★入場無料★

★受講無料★

★受講無料★

基調パネル ▶9:20~10:20 ［60分］ ★聴講無料★

IoTが実現する2020年の技術革新

　2020年には，500億の多種多様なデバイスがインターネットに接続されると予測さ

れています．まさに，モノのインターネット，IoT時代の到来と言えます．利用分野も，自

動車，スマート・ホーム（スマート・メータ），ヘルス・ケア，産業などさまざま分野が予想さ

れます．また，日本では，東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されるため，イン

フラ整備や施設建設が行われ，そこを目標にIoT技術が進化・実現されると思われ

ます．しかし，2016年の現在，2020年のIoT利用の明確なビジョンを描ける人は少

ないのではないでしょうか．そこで，本基調パネルでは，近未来2020年のIoT利用

について，IoTを牽引する各企業の立場から考察・予想していただきます．

S1

　Wi-FiやBluetooth，3G/LTEなどの無線通信の普及で，スマート・メータ，家電，自動車など
の機器がネットワークに接続できるようになりました．さまざまな機器がインターネットに接続さ

れると，今までのクライアント・サーバ処理だけでは無くなりました．

  ユーザや機器は，端末のクライアントでデータを収集し，スマートフォンやゲートウェイからデータをサーバに送信し，
サーバではデータ処理を行い，処理したデータを別の端末で確認する，いわゆるクラウド・システム化が進んでいます．

　このように，PC以外の機器が，無線通信で接続されるようになると，高性能で低消費電力のARMマイコンや機器間
通信（Machine to Machine）のプロトコル，多様なデータ収集のためのセンサ技術が重要となります．昨今話題の，IoT
（Internet of Things）でも，ARMマイコンを活用したセンサ技術と無線技術が要素技術として注目されています．
　そこで，今回のARMマイコン・ワークショップは，センサと無線技術にフォーカスした，セミナと展示を企画しました．

▶ARMマイコン・ワークショップ2016__センサと無線は，以下の内容から構成されます．

▶交通のご案内

A R M  M C U  W o r k s h o p  2 0 1 6
- S e n s o r  &  W i r e l e s s -
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　ACCESS
　各改札口よりビル
　入口までの所要時間

●JR東京駅
　八重洲南口より
　徒歩約5分

●東京メトロ有楽町線
　銀座一丁目駅
　7番出口より
　徒歩約2分

●東京メトロ銀座線
　京橋駅
　3番出口より
　直結京橋駅

JR東京駅
八重洲南口

JR京葉線
東京駅出口

東京駅から
徒歩5分

銀座一丁目から徒歩2分
直結

銀座線有楽町線 至京橋JCT

中央通り 日本橋駅

外堀通り西銀座JCT

インフォス
有楽町ビル

八重洲ブックセンター

東京
交通会館

銀
座 

一 

丁
目
駅

鍛
冶
橋
通
り

東
京
高
速
道
路
K
K
線

東京コンベンション
ホール

［東京スクエアガーデン5F］
TCH

■■■■開 催 主 旨

東京コンベンションホール【TCH】 ・・・・・・・・ 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン5F

●パネリスト（企業名50音順）・・・

内海 　弦 氏　アーム（株） 代表取締役社長
齋藤 　透 氏　（株）インターネットイニシアティブ ネットワーク本部 IoT基盤開発部長
太田 　寛 氏　日本マイクロソフト（株） デベロッパーエバンジェリズム統括本部
　　　　　　　  テクニカルエバンジェリスト
葛西 信也 氏　ルネサス エレクトロニクス（株） グローバル･セールス･マーケティング本部
　　　　　　　  日系戦略･マーケティング部 プロダクト･マーケティング課 課長
●司会・コーディネータ・・・

古江 勝利 氏　IARシステムズ（株） マーケティング部 マネージャ
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Time Table

● 講演内容・講師などは，都合により変更になる場合がございます．
　 あらかじめご了承ください．

● 最新の情報は，
　 http://www.cqpub.co.jp/tse/でご確認ください．

Floor Guide >>>>>>>>>>>

9:20

10:30

11:05

11:40

12:15

12:50

13:25

14:00

14:35

15:10

16:55

15:45

16:15

17:30

18:00

休　憩　［　40分　］ 休　憩　［　40分　］ 休　憩　［　40分　］

休　憩　［　40分　］ 休　憩　［　40分　］ 休　憩　［　40分　］

休　憩　［　40分　］ 休　憩　［　40分　］ 休　憩　［　40分　］

休　憩　［　30分　］ 休　憩　［　30分　］ 休　憩　［　30分　］

　　　　10:30~11:00
GR-PEACHとオプションシールドで
安価に早く
●講演・・・ （株）コア

V01

　　　　11:05~11:35
TRACE32デバッガで行うWindows 10
IoT Coreのアプリデバッグ
●講演・・・ 日本ローターバッハ（株） 

V02

　　　　11:40~12:10
組み込みシステム開発に新たな解!
Renesas Synergy プラットフォーム
●講演・・・ ルネサス エレクトロニクス（株）

V03

　　　　12:15~12:45
PARTNER-Jet2とKMCが考える
組込向け次世代開発環境（新製品発表）
●講演・・・ 京都マイクロコンピュータ（株）

V04

　　　　12:50~13:20
超簡単!STM32 Open Development
Environment & mbed OSによる
センサ・ノードの構築
●講演・・・ STマイクロエレクトロニクス（株）

V05

　　　　13:25~13:55
ツールメーカーが教えるARMマイコンで
知っておきたいデバッグ手法
●講演・・・ IARシステムズ（株）

V06

　　　　14:00~14:30
センシング機器からモータ制御機器を
カバーするMCUの提案
●講演・・・ 東芝マイクロエレクトロニクス（株）

V07

　　　　14:35~15:05
Bluetooth搭載機器開発入門と
無線応用機器開発事例
●講演・・・（株）Sohwa & Sophia Technologies

V08

　　　　15:10~15:40
組み込みシステム開発環境の最新動向と
選択基準―― 何を選択するか
●講演・・・イー・フォース（株）

V09

　　　　15:45~16:15
繋がるARM組込み機器!
TTM短縮を可能にする開発環境選び
●講演・・・ 横河ディジタルコンピュータ（株）

V10

　　　　16:55~17:25
NXPマイコンで実現する
最新のIoTソリューション
●講演・・・ NXPセミコンダクターズジャパン（株）

V12

　　　  10:30~11:30
ARM mbedの最新情報
●講師・・・ 渡會 豊政 氏
　　　　アーム（株）

A 10

　　　  12:10~13:10
組み込みIoT機器開発における
ARMトレース技術を徹底活用!
●講師・・・ 太田 健一 氏
　　　　 横河ディジタルコンピュータ（株）

A 20

　　　  13:50~14:50
ARMが推進する
マイコン・セキュリティの全貌
●講師・・・ 大橋 　修 氏
　　　　アーム（株）

A 30

　　　  15:30~16:30
組み込みアプリケーションへの
要求変化に対応するARMの
新たなソリューションの紹介
●講師・・・ 水澤 　暢 氏　　
　　　　 アーム（株）

A 40

　　　  17:00~18:00
ARM Compiler 6が採用!
LLVM/Clangコンパイラの
真の価値
●講師・・・ 辻　 邦彦 氏
　　　　 京都マイクロコンピュータ（株）

A 50

　　　  10:30~11:30
センサを上手に使うための
回路指南
●講師・・・ 松井 邦彦 氏
　　　　 長崎サーキットデザイン

B 10

　　　  12:10~13:10
センサ付きボードとクラウドで
本格的なIoTをすぐ実践
●講師・・・ 太田 　寛 氏　
　　　　 日本マイクロソフト（株）

B 20

　　　  13:50~14:50
mbedで創る簡易脳波計
●講師・・・ 辰岡 鉄郎 氏
　　　　エムイーツール（株）

B 30

　　　  15:30~16:30
センサ・ハブMCUを使用した
ウェアラブル・デバイスの適用例
●講師・・・ 石川 弘樹 氏
　　　　（株）金沢村田製作所

B 40

　　　  17:00~18:00
ARMアプリケーション・
プロセッサを使用した
IoT機器開発のポイント
●講師・・・ 前納 秀樹 氏　 
　　　 　（株）東芝 ストレージ&デバイスソリューション社

B 50

　　　  10:30~11:30
Raspberry Pi3で学ぶ
IoT入門
●講師・・・ 山際 伸一 氏
　　　　 筑波大学 システム情報系 准教授

C 10

　　　  12:10~13:10
これから標準化される
無線LANの仕組みと
パフォーマンスの勘所
●講師・・・ 大和田 泰伯 氏　
　　　　国立研究開発法人 情報通信研究機構

C 20

　　　  13:50~14:50
ここが違う! 無線時代の
組み込みソフトウェア開発
●講師・・・ 與曽井 陽一 氏
　　　　 イー・フォース（株）

C 30

　　　  15:30~16:30
3G通信で
低消費電力を実現する
テレメータの開発
●講師・・・ 高村 直也 氏
　　　　（株）NTシステムデザイン

C 40

　　　  17:00~18:00
サブGHz無線と
Bluetooth SMARTの
実装手法
●講師・・・ 野田 光彦 氏
　　　　 ラピスセミコンダクタ（株）

C 50

– 小ホール –

– 大ホールA –　●基調パネル●

– 大ホールA – – 中会議室1 – – 中会議室2 –
●ベンダ・セッション● ●ARMマイコン開発トラック● ●センサ開発トラック● ●無線開発トラック●

　　  9:20~10:20 【基調パネル】
IoTが実現する
2020年の技術革新

S1

10:20

●パネリスト（企業名50音順）・・・

内海 　弦 氏　アーム（株） 代表取締役社長
齋藤 　透 氏　（株）インターネットイニシアティブ ネットワーク本部 IoT基盤開発部長
太田 　寛 氏　日本マイクロソフト（株） デベロッパーエバンジェリズム統括本部
　　　　　　　  テクニカルエバンジェリスト
葛西 信也 氏　ルネサス エレクトロニクス（株） グローバル･セールス･マーケティング本部
　　　　　　　  日系戦略･マーケティング部 プロダクト･マーケティング課 課長

●司会・コーディネータ・・・

古江 勝利 氏
IARシステムズ（株）
マーケティング部
マネージャ

　　　　17:30~18:00
より簡単に入手，安価になったARM
Cortex-M0がDesignStartから提供
●講演・・・ アーム（株）

V13

▶東京コンベンションホール　　〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン5F

セミナー会場
■■■■

展示エリア
■

●会場のご案内●

大ホールA

小ホール

展示エリア 中会議室1

WC
中会議室2

TCH 5F
Conference
Floor（5F）

EVホール

エントランス
ホール

◎東京スクエアガーデン◎



Seminer Program >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ARMマイコン開発トラック ・大ホールA・

センサ開発トラック ・中会議室1・

テクニカル・セッション ★受講無料★

講演内容・講師などは，都合により変更になる場合がございます．あらかじめご了承ください．
また，最新の情報は http://www.cqpub.co.jp/tse/ でご確認ください．
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　　　　10:30~11:30 ［60分］ 
ARM mbedの最新情報
｜｜ これからの組み込み機器プラットフォームとクラウド・サービス
◎講師・・・ 渡會 豊政 氏　アーム（株）
　　　　 IoTビジネスユニット スタッフアプリケーションエンジニア

　Cortex-Mなどの低消費電力のコアを使ったマイコンが使用される組み込み機器に
おいても無線・有線を含めたネットワーク接続や，セキュリティ機能が重要視され始めて
います．これらのソフトウェア・スタックを独自に構築したり検証するための開発コストは，
機器の複雑化が進んでいく中で無視できる物ではありません．
　本セッションでは，ARMが提供するIoTデバイス開発プラットフォームmbed OSやク
ラウド・サービスのmbed Device Connectorなどのツールを含めた最新情報を解説
します．

A01

　　　　13:50~14:50 ［60分］ 
ARMが推進するマイコン・セキュリティの全貌
｜｜ アーキテクチャの刷新による新次元のセキュリティ強化
◎講師・・・ 大橋　修 氏　アーム（株）　応用技術部 フィールドアプリケーションエンジニア

　IoTの名の下，数億台ベースのマイコンがネットに接続されるようになり，日々 増加して
います．PCと違い組み込みシステムはユーザの積極的な介在によるセキュリティの保
持が困難です．セキュリティを担保するためにアーキテクチャレベルでの対応が不可
欠であり喫緊の課題です．
　本セッションではARMが推進するセキュリティ・アーキテクチャの刷新とそれに対応
する（セキュリティ）IPにフォーカスして解説します．

A03

　　　　15:30~16:30 ［60分］ 
組み込みアプリケーションへの要求変化に対応する
ARMの新たなソリューションの紹介
｜｜ Addressing the changing requirements of 
      embedded applications
◎講師・・・ 水澤　暢 氏　アーム（株） 
　　　　 セグメント・マーケティング エンベデッド・ソリューションマネージャー

　組み込みシステムにおける技術向上への要求は年々増しています．消費電力の低
さやリアルタイムの反応はそのままで，より高度なセキュリティ，スケーラビリティと信頼性
を備えた組み込みアプリケーションが必要とされています．また，開発期間の短縮やコ
スト削減も今まで以上に重要視され，それゆえ生産過程における要求がソフトウェア開
発ツール市場を牽引しているといえるでしょう．
　本セッションでは，ARM Cortex-Mプロセッサに関する様々な活動や関連技術の
概要をはじめとし，CMSISやエコシステムの可能性を交え，多様な要求に対する課題
への対処法を説明します．

A04

　　　　17:00~18:00 ［60分］ 
ARM Compiler 6が採用! LLVM/Clangコンパイラの真の価値
｜｜ 仕組みや特長さらに，GCCとの比較を徹底解説
◎講師・・・ 辻 邦彦 氏　京都マイクロコンピュータ（株）　東京オフィス・ゼネラルマネージャ

　ARM社の純正コンパイラは，ARM Compiler 6からLLVM/Clang（クラン）コン
パイラが採用されました．このセッションでは，これからのARMマイコンをターゲットとし
た，組み込みソフトウェア開発の主流になり得るLLVM/Clangコンパイラの仕組みや
特長，開発者のメリット，GCCとの比較，さらに，GCCから移行する際のポイントなどを
解説します．

A05

　　　　10:30~11:30 ［60分］ 
センサを上手に使うための回路指南
｜｜ そんな回路を使っていたらセンサが泣くぞ!
　　 できれば人に教えたくないセンサ回路の極意をそっと披露
◎講師・・・ 松井 邦彦 氏　長崎サーキットデザイン　代表

　センサは，回路しだいで良くもなり，悪くもなるものです．せっかくセンサを使うのであ
れば，人から「すごいね」と言われる回路を作りたいものです．先輩とは一味違ったセ
ンサ回路の作り方を紹介します．本セッションは，センサに一番適した回路の作り方を
紹介します．
◎4端子型センサの回路設計法
　ホールセンサやMRセンサ，圧力センサなど多くのセンサがこのタイプです．
◎電圧出力型センサの回路設計法
　熱電対のような微小信号のセンサです．精度を上げるテクニックがあります．
◎電流出力型センサの回路設計法
　トランス・インピーダンス回路のノウハウがあります．
◎ADコンバータにつなぐインターフェース回路の設計方法
　最後はADとのインターフェース回路で締めます．

B01

　　　　12:10~13:10 ［60分］ 
センサ付きボードとクラウドで本格的なIoTをすぐ実践
｜｜ モノの接続からデータ蓄積・分析まで
◎講師・・・ 太田　寛 氏　日本マイクロソフト（株）
　　　　 デベロッパーエバンジェリズム統括本部 テクニカルエバンジェリスト

　IoTの開発に必要なスキルは，実際のハードウェアとクラウドを使い，測って，送って，
貯めて，分析して，活用することです．
　本セッションでは，センサ付GR PEACH（ARM Cortex-A9）とAzureを使い1日
で，IoTの基本が取得できるように，開発の流れとハードウェア/ソフトウェアの技術解説
を行います．対象は組み込み開発者とITエンジニアどちらでも直ぐに始められる基本
的な実装方法を解説します．

B02

　　　　13:50~14:50 ［60分］ 
mbedで創る簡易脳波計
｜｜ 知っておくべきマイコン基板とアナログ回路の基礎知識
◎講師・・・ 辰岡 鉄郎 氏　エムイーツール（株）　代表取締役

　mbedを利用した簡易脳波計の制作事例として，A/D変換，デジタルフィルタ，FFT
までをmbed上で行う1ch入力のタイプと，生体計測用アナログフロントエンドICをPC
から制御するインタフェースとしてmbedを用いた8chタイプの2種類を紹介し，具体的
な実装方法やUSBシリアルで8ch×1kSPSのデータ量を送信する際の構成等を解説
します．また，生体信号計測における安全性や考慮事項についても取り上げます．

B03

　　　　12:10~13:10 ［60分］ 
組み込みIoT機器開発におけるARMトレース技術を徹底活用!
｜｜ ソフトウェア動作検証は開発効率向上のカギ
◎講師・・・ 太田 健一 氏　横河ディジタルコンピュータ（株） 
　　　　 事業本部 第一事業部 開発センター 開発2部 シニアエンジニア

　さまざまな"モノ"にセンサを付け，多様なワイヤレス接続を介して状態を監視/制御
している現在の組み込み機器には，効率的な通信や低消費電力を実現するために
ARMマイコンが採用されるケースが増えています．省リソース環境下で，このような組
み込みIoT機器を開発する場合，開発効率向上のカギとなるのはソフトウェアの動作
検証です．
　本セッションでは，ITM（ Instrumentat ion Trace Macroce l l）やETB
（Embedded Trace Buffer）など，ARMコアの持つトレース技術や動的検証技術を活
用・比較しながらARMマイコンのソフトウェア開発に最適な検証技術を解説します．

A02
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　　　　15:30~16:30 ［60分］ 
センサ・ハブMCUを使用したウェアラブル・デバイスの適用例
｜｜ センサとMCUの接続について解説
◎講師・・・ 石川 弘樹 氏　（株）金沢村田製作所
　　　　 センサ事業部 開発2部 開発1課 マネージャー

　腕時計型のウェアラブル・デバイスが日本でも販売されるようになってきました．従来
から活動量計測としてリストバンドが存在していましたが，そこに脈拍のようなバイタ
ル・サインを組み込んだり，メールをチェックしたり高機能化が進んでいます．
　本セッションでは，当社で開発している脈拍を測定できる近接センサとセンサ・ハブ
MCUを組み合わせた腕時計型ウェアラブル・デバイス端末機のデモ機を例に，センサ
とMCUの接続事例について解説します．

B04

　　　　17:00~18:00 ［60分］ 
ARMアプリケーション・プロセッサを使用したIoT機器開発のポイント
｜｜ 外部センサから省電力通信まで応用事例で解説
◎講師・・・ 前納 秀樹 氏　（株）東芝 ストレージ&デバイスソリューション社　
　　　　 ロジックLSI統括部 ロジックLSI応用技術部

　現在，ウェアラブル機器やIoT端末などの組み込み機器開発には，生体センシングな
どの外部センサや高精度A-Dコンバータ，9軸センサ，省電力通信などさまざまな機能
が必要となります．
　本セッションでは，このような機能を内蔵したARM Cortex-M4F搭載アプリケー
ション・プロセッサ（TZ1000）の応用事例を解説します．組み込み機器にアプリケーショ
ン・プロセッサを使用する際のポイントやシステム開発上で考慮する点を具体的な事例
で解説します．また，東芝グループシナジーによるクラウドを含めたトータルなIoTシステ
ムについても解説します．

B05

　　　　10:30~11:30 ［60分］ 
Raspberry Pi3で学ぶIoT入門
｜｜ 無線で広がるネットワーク・アプリケーション
◎講師・・・ 山際 伸一 氏　筑波大学　システム情報系 准教授

　大人気の小型のボード・コンピュータRaspberry Piに無線機能が搭載されました．
本セッションでは，64ビットARMコアを搭載するRaspberry Pi3を使って，そのLinux
上でWiFiを使い，ボード外部のセンシング・デバイスからデータを取得するIoT機器の
実装手法を解説します．さらに，AndroidタブレットをRaspberry Pi3のBluetoothに
接続し，Private Area NetworkからInternetまでの応用手法をARMプロセッサを
使った無線通信技術を中心に解説します．

C01

　　　　12:10~13:10 ［60分］ 
これから標準化される無線LANの仕組みとパフォーマンスの勘所
｜｜ 最新規格からシミュレーションまで
◎講師・・・ 大和田 泰伯 氏　国立研究開発法人 情報通信研究機構 
　　　　 オープンイノベーション推進本部 
　　　　 ソーシャルイノベーションユニット 耐災害ICT研究センター
　　　　 応用領域研究室 主任研究員

　スマートフォンをはじめ腕時計型ウェアラブル・デバイスやセンサ・モジュールにまで，無
線LANは組み込まれるようになってきました．本セッションでは，これから標準化される
無線LANの最新規格から実際に使う際に性能を引き出すポイント，シミュレーションを
使用した性能推定，パフォーマンス・チューニングまでを解説します．

C02

　　　　13:50~14:50 ［60分］ 
ここが違う! 無線時代の組み込みソフトウェア開発
｜｜ Wi-Fiを使ったセンサ・ノードからクラウドまで
◎講師・・・ 與曽井 陽一 氏　イー・フォース（株）　代表取締役

　IoT（Internet of �ings）の台頭により，従来の組み込み機器で行っていた開発
方式とは，仕組みが大きく変化しています．IoT対応機器を開発する場合，端末側の
開発だけではなく，無線通信，セキュリティ，クラウドサービスとの接続など様々な技術
が必要になります．本セッションでは，Wi-Fiを使ってセンサ・ノードからクラウドまで一
連の流れを例に，「今までの開発と何が変わるのか？」を解説します．

C03

　　　　15:30~16:30 ［60分］ 
3G通信で低消費電力を実現するテレメータの開発
｜｜ mbedボードで，使える製品にするための勘所
◎講師・・・ 高村 直也 氏　（株）NTシステムデザイン　代表

　3G通信でクラウドにデータをアップロードする，フィールド観測向けテレメータ・システ
ムの開発を例に，低消費電力を実現し，使える製品にするためのハードウェアとソフト
ウェア開発の勘所を解説します．使用したモジュール基板（C027）は，ARM Cortex- 
M3マイコンと3G，GPSモジュールが搭載されています．mbed対応ボードなので，クラ
ウド開発環境やサンプル・プログラム，ライブラリを使った効率の良い開発手法も解説し
ます．

C04

　　　　17:00~18:00 ［60分］ 
サブGHz無線とBluetooth SMARTの実装手法
｜｜ RFデバイスとしてのARMマイコンのアドバンテージ
◎講師・・・ 野田 光彦 氏　ラピスセミコンダクタ（株）
　　　　 無線通信ソリューション開発ユニット シニアスペシャリスト

　本セッションでは，IoT/M2Mの核となる近距離無線通信としてサブGHz無線と
Bluetooth SMARTが最適であることを示し，それらの最新動向を解説します．さら
に，サブGHz無線とBluetooth SMARTについて，ARM Cortex-M0+を無線通
信プロトコル制御として使用した実例を，無線通信制御に特化した実装手法とRFデ
バイスとしてのアドバンテージについて解説します．

C05
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　　　　10:30~11:00 （株）コア 
GR-PEACHとオプションシールドで安価に早く
―― 組み込みIoTシステムの活用術紹介
◎講師・・・ 利根川 昌弘 氏　（株）コア　エンベデッドソリューションカンパニー
　　　　 営業統括部 担当課長

　GR-PEACHのオプションセンサシールドから無線モジュールを活用した，IoTプ
ロトタイピング開発の活用事例をご紹介します．

V01

　　　　11:05~11:35 日本ローターバッハ（株）
TRACE32デバッガで行う
Windows 10 IoT Coreのアプリデバッグ
◎講師・・・ 香川 貴人 氏　日本ローターバッハ（株）　技術部

　JTAGデバッガを使ったWindows 10 IoT Core環境でのカーネルおよびアプリ
ケーションデバッグの特長とそのメリットについて解説します．

V02

　　　　11:40~12:10 ルネサス エレクトロニクス（株） 
組み込みシステム開発に新たな解!
Renesas Synergy プラットフォーム
◎講師・・・ 植田 雅史 氏　ルネサス エレクトロニクス（株）
　　　　 グローバル･セールス･マーケティング本部　日系戦略･マーケティング部
　　　　 プロダクト･マーケティング課　主任

　Renesas Synergy プラットフォームは，IoT時代のシステム開発者にとっての強い
味方になります．動作保証されたソフトウェア，スケーラビリティとコンパチビリティが確
保されたマイクロコントローラ，使い易さを追求した統合開発環境，エンドセットにその
まま流用できるリファレンス･デザイン，クリックラップ形式でのライセンス取得や様 な々ソ
フトウェアダウンロードが可能な専用クラウドサイト，これらのすべてが悩めるシステム開
発者の有効なサプリメントとなり，革新的な技術開発へと導きます．

V03

　　　　12:15~12:45 京都マイクロコンピュータ（株） 
PARTNER-Jet2とKMCが考える組込向け次世代開発環境
◎講師・・・ 辻　 邦彦 氏　京都マイクロコンピュータ（株）
　　　　 東京オフィス ゼネラルマネージャ

　JTAGデバッガ"PARTNER-Jet2"について，64bit ARMv8対応など，最新の
ARM CPU対応状況などを説明します．また，30年以上組込市場に開発環境を
提供したKMCが考える，新しい組込開発環境について，新製品発表を行います．

V04

　　　　12:50~13:20 STマイクロエレクトロニクス（株） 
超簡単! STM32 Open Development Environment &
mbed OSによるセンサ・ノードの構築
◎講師・・・ 原　 文雄 氏　STマイクロエレクトロニクス（株）
　　　　 マイクロコントローラ・メモリ・セキュア　MCU製品グループ　部長

　Cortex-Mプロセッサ搭載のSTM32マイコンを中心とする開発エコシステム
「STM32 ODE」は，STM32開発ボード（Nucleo）やセンサ，通信用ICを搭載した
各種拡張ボード（X-Nucleo），ならびに無償サンプル・ソフトウェアで構成されており，試
作開発のコスト低減と期間短縮に大きく貢献します．また，ARM mbed classicや
mbed OSにも対応する他，mbedフォーラムで公開されているソフトウェアも使用可能
です．本講演では，STM32 ODEとmbed OSを使用したセンサ・ノードの構築方
法を実演を交えて紹介します．

V05

　　　　13:25~13:55 IARシステムズ（株） 
ツールメーカーが教えるARMマイコンで
知っておきたいデバッグ手法
◎講師・・・ 赤星 博輝 氏　IARシステムズ（株）  技術部　マネージャ

　IAR Embedded Workbench for ARMにはデバッグを支援する様々な機能
が実装してあり便利ですが，使いこなしのテクニックを学ぶと更に便利になります．
　本セッションでは，よくあるトラブルとそれをどのようにデバッグが出来るのか？とい
う実例をもとにデバッグ手法をご紹介します．また，効率よくデバッグするために守る
べきポイントやソフトウェアの挙動を観測するための手法についてもご紹介するので，
初めてARMマイコンを使う方には必見の内容です．

V06

　　　　14:35~15:05 （株）Sohwa&SophiaTechnologies
Bluetooth搭載機器開発入門と無線応用機器開発事例
◎講師・・・ 松本 正博 氏　（株）Sohwa & Sophia Technologies　開発営業課

　IoT時代において組み込み機器にBluetoothやWiFiなどの無線インターフェー
スを搭載することが当たり前になってきましまた．本セッションではこれから
Bluetooth搭載機器を開発される方を対象に，当社での受託開発事例を元に易し
く説明します．また，Wi-FiやGPS受信など他の無線応用機器についても受託開発
事例を元に開発時間短縮のノウハウ・取り組み例を解説します．

V08

　　　　15:10~15:40 イー・フォース（株）
組み込みシステム開発環境の最新動向と選択基準
―― 何を選択するか
◎講師・・・ 野田 周作 氏　イー・フォース（株）　セールスマネージャー

　組み込みシステム開発を行う際に，開発担当者はCPU，コンパイラ，デバッガ，OS，
ミドルウェアなど膨大な製品群から開発するシステムに最もベストなモノを選択するた
めに，多くの時間と労力を強いられています．OSSを使っていいのか？最適なCPU
は何か？など開発者がどのようなプロセスを経て導入決定をするのか？本セッショ
ンでは最適な製品を選択をするために何が必要か，最新動向とともに解説します．

V09

　　　　15:45~16:15 横河ディジタルコンピュータ（株）
繋がるARM組込み機器! TTM短縮を可能にする開発環境選び
◎講師・・・ 三好 忠海 氏　横河ディジタルコンピュータ（株）　事業本部
　　　　 第一事業部　営業戦略センター　ARMビジネス部　マネージャー

　開発の現場は常にデリバリータイムの短縮やコストの効率化を求められています．
一方，IoTでつながる"モノ"には以前よりも高い安全性が求められ，現場の努力だ
けでどうにかできる状態は超えつつあります．そこで大切なのが，開発を支える開発
ツールの選択です．「採用することで開発の効率が上がり，開発コストを抑えること
ができる」開発ツールを選定するポイントと採用事例をご紹介します．

V10

　　　　16:55~17:25 NXPセミコンダクターズ 
NXPマイコンで実現する最新のIoTソリューション
◎講師・・・ 喜須海 統雄 氏　NXPセミコンダクターズ
　　　　 マイクロコントローラ製品統括本部　ビジネス・デベロップメント
　　　　 MCU　担当マネージャー

　NXPとフリースケールの経営統合により，2015年12月に誕生した新生NXPセミコ
ンダクターズのARMマイコンは，KinetisシリーズとLPCシリーズを合わせ1,100品種
を越える業界最大級のラインナップを誇ります．本セッションでは，IoTに特化した無
線トランシーバやセキュリティ機能を搭載したマイコンの技術解説に加えて，センサや
NFCチップ，通信スタックとの組み合わせによって実現する最強の次世代 IoTソ
リューションをご紹介します．

V12

　　　　17:30~18:00 アーム（株） 
より簡単に入手，安価になったARM Cortex-M0が
DesignStartから提供
◎講師・・・ 佐藤 啓昭 氏　アーム（株）　応用技術部
　　　　 シニアフィールドアプリケーションエンジニア

　IoT関連を中心にマイコンの需要が急速に高まっている中で，ARMが提供する
Cortex-M0はIoTに適した小面積，低消費電力，安価で容易に入手が可能なIPと
してDesignStartから提供されることになりました．本セッションではCortex-M0を
利用したマイコン設計から製造までの流れをご紹介します．

V13

　　　　14:00~14:30 東芝マイクロエレクトロニクス（株）
センシング機器からモータ制御機器をカバーするMCUの提案
◎講師・・・ 徳山 　均 氏　東芝マイクロエレクトロニクス（株）
　　　　 ミックスシグナルコントローラ統括部  参事

　当社は長年培ってきましたMCUによるモータ制御技術をベースにさまざまなアプ
リケーション機器制御への応用技術を提案します．また，2016年5月にサンプル出荷
を開始しましたTXZファミリのモチーフ製品の解説から製品ロードマップ，そして，
TXZファミリの特長とユーザへの提供価値について詳しく紹介します．

V07

講演内容・講師などは，都合により変更になる場合がございます．あらかじめご了承ください．
また，最新の情報は http://www.cqpub.co.jp/tse/ でご確認ください．

《新製品発表》
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アーム（株）　URL： http://www.arm.com/

■ ARM DesignStart & ARM mbed
　商業化に先立って利用可能な無料のARM Cortex-M0プロセッサIPと，低コストのFPGAプロト
タイピングを提供することにより，システムオンチップSoCコンポーネントの設計，プロトタイピング，生産を
大幅に容易にすることが可能な「ARM DesignStart」と，ARM Cortex-Mプロセッサコアを使用
したデバイス開発プラットフォームである「ARM mbed」をデモを交えてご紹介します．

IARシステムズ（株）　URL： http://www.iar.com/jp/

■ IAR Embedded Workbench for ARM
全てのARMコアに対応する統合開発環境IAR Embedded Workbench for ARMは，半導体

メーカーやCPUコアの種類を限定せず使用できるライセンスを用意．高信頼性でコード効率の高い自
社製C/C++コンパイラをベースに静的および動的解析アドオンなど組み込みソフト開発者のための
機能を包括．購入後は，日本法人スタッフによるサポートを提供して不安を払拭．初めてARMコア製
品を採用するプロジェクトに最適な選択肢となります．無料体験版ダウンロードもウェブから可能．

イー・フォース（株）　URL： http://www.eforce.co.jp/

■ μC3（マイクロ・シー・キューブ）
　イー・フォースではIoT/M2M機器で要求される「省メモリ」「省電力」「軽量ネットワーク」に着目し
開発を行ってきました．半導体（CPU，メモリ）/センサー技術の進歩，近距離無線技術の進歩，インフ
ラの整備などの概況によってIoT/M2M機器の開発が益々盛んになります．イー・フォースでは「高効
率」と「最適化」をコンセプトにしたIoT/M2M機器に最適なソリューションをご提供いたします．

STマイクロエレクトロニクス（株）　URL： http://www.st.com/

■ 32bitマイコンSTM32，STM32 ODE（Nucleo + X-Nucleo），
MEMSマイク MP34DT01-M，BLEプロセッサ BlueNRG，
6軸モーションセンサLSM6DSL
　ARM Cortex-Mコアを搭載したSTM32マイコンを中心とし，マイコン及び各種センサ・無線製品
のHWからSWまで提供する開発環境STM32 ODE（mbed/mbed OSにも対応）のデモを展
示します．

NXPセミコンダクターズ　URL： http://www.nxp.com/ja/

■ Kinetis / LPC マイコン
　NXPとフリースケールの経営統合により，2015年12月に誕生した新生NXPセミコンダクターズの
ARMマイコンは，KinetisシリーズとLPCシリーズを合わせ1,100品種を越える業界最大級のライン
ナップを誇ります．これらのマイコンと，センサやNFCチップ，通信スタックとの組み合わせによって実現
する最強の次世代IoTソリューションをご紹介します．

京都マイクロコンピュータ（株）　URL： http://www.kmckk.co.jp/

■ PARTNER-Jet2 & exeGCC
KMCは1985年の創業以来，組込向け開発環境を提供し続けてきました．今回の展示は，64bit 

ARMv8に対応したJTAGデバッガ"PARTNER-Jet2"とexeGCCコンパイラの応用となります．そ
して，新しい開発環境の発表を行います．
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（株）コア　URL： http://www.core.co.jp/product/m2m/gr-peach/index.html

■ GR-PEACHとオプションシールド
　GR-PEACH及び各種オプションシールドや無線通信モジュール等のデモを行います．当日ボードの即
売イベントも対応予定．

（株）東芝 ストレージ&デバイスソリューション社　
URL： http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/microcomputer.html

■ TXファミリモータソリューション/センシングソリューション
TXZファミリ新製品TMPM3Hグループ
　2016年5月にサンプル出荷を開始しましたTXZファミリの新製品M3Hグループの展示と共にユーザ
へ提供するコンテンツ/サービスを紹介します．また，従来のTXファミリ製品で構築するモータ・ソリューショ
ンとして監視カメラ等の応用技術としてレンズのブレ補正リファレンス・モデルのデモとIoT機器のプラットフ
ォームとして幅広く活用出来る組み込みモジュールも併せて展示します．

日本ローターバッハ（株）  URL： http://www.jp.lauterbach.com/

■ TRACE32 JTAGデバッグ/ETMトレースツール
　Windows10 IoT Core，Linuxなど多くのRTOSに対応したJTAGデバッガを展示します．UEFIブー
トローダから組み込みOSのカーネルおよびユーザーアプリケーションまで一台のツールでサポートします．

横河ディジタルコンピュータ（株）  URL： http://www.yokogawa-digital.com/

■ ARM純正統合開発環境/JTAGデバッグツール/動的テスト・検証ツール
　弊社はARM正規代理店＆ARM認定トレーニングパートナーです．ARM純正統合開発環境で
ある，全ARMコア対応の「DS-5」とARMマイコン向け「MDK-ARM」を展示するとともに，ARM
エンジニア向けトレーニングプログラムもご紹介します．また，ソフトウェア開発の効率化を支援する，
JTAGデバッグツール「adviceLUNA II」や動的テスト・検証ツール「TRQerS/AM」も併せて展示
します．

（株）Sohwa & Sophia Technologies　URL： http://www.ss-technologies.co.jp/

■ Collage MX-6Q，EJSCATT，Multifunction Analyzer，Universal Probe
　Sohwa & Sophia Technologiesはマイコン開発エンジニア向けの開発支援ツール，評価ボード，簡易
計測器などを製造・販売しています．今回は，NXP社製Cotex-A9コア・マイコンのi.MX6評価ボード
「Collage-MX6Q」，およびJTAG-ICEの「EJ-SCATT」，簡易計測器の「Multifunction Analyzer」
そして一台でCMSIS-DAP ICE，ARM/SPIライタ，ロジアナ，プロトコルアナライザ，パターンジェネレータ，
バウンダリスキャンツールの6機能を搭載した「Universal Probe」などを展示いたします．

ルネサス エレクトロニクス（株）  URL： http://japan.renesas.com/

■ Renesas Synergy™プラットフォームの革新的なソフトウェア開発
  ハイエンドプロセッサRZ/A1で画像センシングネットワーク
　Renesas Synergy プラットフォームは，ルネサスが提供する新しいビジネスモデルです．動作保
証されたソフトウェア，スケーラビリティとコンパチビリティが確保されたマイクロコントローラによりユー
ザはいち早くアプリケーション開発に取りかかることができます．今回はセンサや無線機能を備えた
『ドアロックシステム』でストレスフリーなソフトウェア開発の一例をご覧いただけます．一方，ハイエン
ドプロセッサRZ /A1では，画像センサネットワークを構築する際の画像歪補正ソリューションを体験
いただけます．
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