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自己紹介
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名前など：小越博昭、46歳、既婚、子供3人
仕事場 ：富士エレクトロニクス(東京都文京区)
仕事内容：ublox の製品のサポート
経 過 ：マイコン設計から転職して現在4年目
住 居 ：神奈川県鶴見区
ｍbed歴：４ヶ月(9月から今の仕事)
休日仕事：子供とマインクラフトで家を作る
平日趣味：秋月などで、面白い部品はないか物色する。

最近ポリウレタン線を久しぶりに購入した。
： 今では、もう秋葉原でもワイヤリングペン

はなかなか売っていなかった。

ワイヤリングペン 実装のsample (0.7mmピッチ)

okoshi@fujiele.co.jp



UBLOXと富士エレクトロニクスの紹介
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業 種：モジュールメーカー
創 立：１９９７年（スイス）
従業員数：約７００名
所 在 地 ：スイス・タルヴィル Thalwil, Switzerland
売 上 高 ：４００億円＠２０１５年
日本法人：赤坂見附 約２０名
主な製品：GNSSモジュール/デバイス ≒GPS

： セルラーモジュール ≒携帯
： 近距離無線モジュール ≒Wifi.Bluetooth

業 種：半導体商社
創 立：１９９０年（東京都文京区）
従業員数：約４５０名
所 在 地 ：東京都文京区
売 上 高 ：5００億円＠２０１５年
主な商品：半導体

http://www.macfehd.co.jp

)(

https://www.u-blox.com/ja



UBLOX社製品の守備範囲
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NB-IoT

www.ublox.com



ODIN-W2の紹介【1】

6

ODIN-W2 アンテナタイプ

ODIN-W262 内部アンテナタイプ[XUBLOXODINW2262]

発売日 2015年2月19日

メーカーカテゴリ マルチ無線

ODIN-W2は、IoTゲートウェイ・アプリケーション向けに設計された、小型で

ありながらパワフルなスタンドアロン・マルチ無線モジュールです。

Bluetoothスタック、Wi-Fiドライバー、IPスタック、ワイヤレス・データ転送の

アプリケーションが組み込まれた完全なモジュールで、それらすべてをATコ

マンドで設定可能です。ARM mbedによる組み込みカスタム・アプリケーショ

ンもサポートします。

 デュアルバンドWi-Fi 2.4GHzおよび5GHz (a/b/n 2x2MIMO)

 Bluetooth Low EnergyおよびクラシックBluetooth対応デュアル・モード

Bluetooth v4.0、イーサネット用RMII対応

 Wi-Fiドライバー、Bluetoothスタック、およびアプリケーション内蔵可能 ⇛ 

mbed対応

14.8 x 22.3 x 3.2 mm

https://www.u-blox.com/ja/press-release/dual-band-wi-fi-and-dual-mode-bluetooth-offered-small-powerful-stand-alone-module-u


ODIN-W2の紹介【2】
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ODIN-W2の機能・内部構造

 デュアルバンドWi-Fi 2.4GHzおよび5GHz (a/b/n 2x2MIMO)
 Bluetooth Low EnergyおよびクラシックBluetooth対応デュアル・モード

Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart Ready)
 マルチ無線同時接続
 Wi-Fiドライバー、Bluetoothスタック、およびアプリケーション内蔵
 IPv4および制限付きIPv6
 イーサネット用RMII

[STM32F439]

ARM Cortex-M4 core with DSP 
and FPU, 2 MB Flash,256KB 
RAM 180 MHz CPU

ADC

SPI

I2C



ODIN-W2の紹介【3】
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UBLOX での mbed
の位置づけ

mbedでの開発を前提
としている。

↓UBLOX の パンフレットより

ODIN-W2以外でも
mbed対応を進めてい
る。

BLE(NINA-B1)

NB-IoT(SARA-N1)

確認コマンド
>mbed target -S



EVK-ODIN-W2の紹介【1】
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mbed Board内での
ODIN-W2の位置づけ
 mbed OS 5*wifi では唯一

のオンラインコンパイラ・サ
ポートモジュール→

http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

 もちろん技適も通ってます↓

http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01


EVK-ODIN-W2の紹介【2】
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Micro SD-card slot 
Ethernet connector

USB or external power supply & UART & ST-Link V21
(Micro B)

32.768 KHz 
LPO oscillator 

Arduino sockets in 
3.3 V I/O domain 

Pin headers in 
1.8 V I/O domain 

EVK-ODIN-W2
の端子

WiFi 2.4G/5G
BT(LE/Cllasic)



ThingSpeakの紹介
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https://thingspeak.com/

ThingSpeak のサービスとは？

センサデータをクラウドに集める
家庭、スマートフォン、自動車、都市インフラ、

産業機器にはセンサー の温度、湿度、圧力などの
あらゆる種類の情報を検出して測定しま、その
データを集める。

MATLABを使用してデータを解析し視覚化する
クラウドにデータを格納すると、データに簡単

にアクセスできます。 オンラインの分析ツールを
使用すると、データを探索し視覚化することがで
きまる。 データの関係、パターン、傾向を発見す
ることが可能。 データを計算し新しくプロット、
グラフ、ゲージで視覚化することが可能。

データに反応し、リモートデバイスを操作する
例えば測定している温度が35℃を超えるとツ

イートを受信するだけの簡単なことから、水タン
ク内の水位が指定された値を下回ったときにモー
ターを始動するなど、 デバイスをリモートで制御
することが可能。

料金は1年間に保存される
メッセージの数に基づいて
います。 ThingSpeakは、
非営利の小規模プロジェク
ト（300万メッセージ/年ま
たは8200メッセージ/日）
の無料サービスとして利用
できます。

料金

https://thingspeak.com/


実際の実装【１】
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用意するもの
mbedオンラインコンパイラ環境
 EVK-ODIN-W2
mbed Application Shield →
 ThingSpeak アカウント
WiFiでインターネット接続できる環境

インターネットiphone

3G/LTE

WiFi



実際の実装【２】
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行う作業
1. mbed環境でのbin作成(オンラインコンパイラ)
2. Thikgspeak側の設定
3. 実際にデーターをアップロード

PCログ(9600bps) 実際のモニター結果

https://thingspeak.com/channels/204564#



実際の実装【３】: mbed環境でのbin作成【１】
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行う作業(オンラインコンパイラ)
1. ボードはEVK-ODIN-W2 を選択
2. ↓から mbed-os-example-wifi-ThingSpeak のimport

https://developer.mbed.org/users/Okoshi/code/mbed-os-example-wifi-ThingSpeak

3. mbed_app.json の修正 ↓
4. Compile → ボードへの書き込み

{
"config": {

"wifi-ssid": {
"help": "WiFi SSID",

“value”: “¥”SSID¥“” ← SSID 入力
},
"wifi-password": {

"help": "WiFi Password",

“value”: “¥”Password¥“” ← パスワード入力
},
"thingspeak_key": {

"help": "Thing Speak Key",

“value”: “¥”XXXXXXXXXXXXXXX¥“” ← ThingSpeak の Key 入力
}  

},
"target_overrides": {

"UBLOX_EVK_ODIN_W2": {
"target.device_has": ["EMAC"]

}}}

mbed_app.json

後で出てきます。

https://developer.mbed.org/users/Okoshi/code/mbed-os-example-wifi-ThingSpeak


実際の実装【４】: mbed環境でのbin作成【2】
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実際のオンラインコンパイラの画面



実際の実装【５】: Thikgspeak側の設定【１】
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行う作業
1. アカウント作成

Thingspeak.com 右上の“SignUp”よりアカウント作成を完了させる。

2. チャンネルの作成・設定



公開にする場
合 ”Make Public” 
をチェックする。

実際の実装【６】: Thikgspeak側の設定【2】
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チャンネルの設定
Cahnnels → New Channels 
→ New Channel → 設定の入力
→ “Save Channel”を忘れずに。

グラフ名

[↓設定入力]

説明

センサー対象



実際の実装【7】: Thikgspeak側の設定【３】
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API Key の入手～mbedソースコード修正

menu の API Keys を選択し、API Key を入手。
下記の場合“CM5F5982N18UW3FW”となる。これをmbed の
ソースコードに転記する。具体的には、P14 “mbed_app.json”
の該当箇所に記入。



実際の実装【７】: データのアップロード
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ｍbedコードを最終的にcompileし実行

動作は、Wifi接続の後、接続パラメーターを確認の為に出力した後、
１分に１回、ThingSpeakにデータをアップロード。ThingSpeak側では、
その値をグラフにプロット。

値プロット



情報リソース
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・mbedページでの紹介
https://developer.mbed.org/platforms/ublox-EVK-ODIN-W2/

・ODIN-W2 を Windows10で使ってみる（ubuntu環境でWiFiテストまで)
https://developer.mbed.org/users/H_Okoshi/notebook/odin-w2-wifi-test-ja/

・EVK-ODIN-W2 ユーザーズガイド
https://www.u-blox.com/sites/default/files/EVK-ODIN-W2_UserGuide_%28UBX-16007132%29.pdf

・EVK-ODIN-W2 回路図
https://developer.mbed.org/media/uploads/ECarlberg/evb-odin-w2_schematic.pdf

・ublox ODIN-W2 紹介ページ
https://www.u-blox.com/ja/product/odin-w2-series

・富士エレクトロニクス ublox社製品 紹介ページ
http://www.fujiele.co.jp/semiconductor/ublox/

https://developer.mbed.org/platforms/ublox-EVK-ODIN-W2/
https://developer.mbed.org/users/H_Okoshi/notebook/odin-w2-wifi-test-ja/
https://www.u-blox.com/sites/default/files/EVK-ODIN-W2_UserGuide_(UBX-16007132).pdf
https://developer.mbed.org/media/uploads/ECarlberg/evb-odin-w2_schematic.pdf
https://www.u-blox.com/ja/product/odin-w2-series
http://www.fujiele.co.jp/semiconductor/ublox/


まとめ・今後の可能性
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まとめ

 mbed-osにEVK-ODIN-W2が登録されたタイミングでmbed-os-5用のサンプル
コードがリリースされた。

 ここでは、mbed-os-example-wifi のサンプルコードを修正し、ThikgSpeak に
データをアップロードしてみた。

ODIN-W2の今後の可能性

 NINA-B1(BLE)を用いて、ODIN-W2をブリッジとしてのデータのアップロード。
(NINA-B1は、ODIN-W2に比べ価格が数分の１なので)

 ODIN-W2単体とセンサーと電池でのIoTデバイスの試作。(単体でmbed対応な
ので、別途のMCUは不要)

 ODIN-W2とセルラーデバイスを用いて単体クラウドブリッジの試作。(wifiも
BLEも単体でOK、セルラーデバイスのコントロールも ODIN-W2 で可能)



confidential
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mbed os5.2 のリリースに合わせて、ODIN-W2 に対応
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2016年10月24日
の話題


