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NXPって？

ところでNXPって何でしょう？
 →mbed以前に「NXP」を知ってた方はどれぐらいいらっしゃるでしょう？
 →ではフィリップスを知ってる方は？
 →フィリップス製品で，国内で有名なもの
  ヒゲソリ，コーヒーメーカー，ヘッドホン，オーディオ機器，TV，ランプ，医療機器



2006年にフィリップスから半導体部門(フィリップス・セミコンダクターズ)が独立しました．
半導体業界で50年以上の実績
「founded by Philips」の記載があるのは古いロゴ
シグネティクスやVLSIなどもPhilips時代に統合されたブランドです



NXPはオランダの会社です．
2012年の売上，43.6億ドル
オーモーティブ分野．カーエンターテイメント，IVN，イモビで世界No.1
アイデンティフィケーションで世界No.1
ARMマイコン，照明用ICの市場リーダー
スタンダード製品 Di，Tr，MOS，トライアック等も扱っています



本社はアイントホーヘン．
アムステルダムから電車や車で1時間半ほど南下したところにあります．
かつてのPhilipsの本社があった場所(Philipsの現在のHQはアムステルダム)
マイコンの事業部の本拠地はアメリカ，カリフォルニアのサンノゼにあります．
「NXPのマイコンはARMコアだけに集中」



mbedとNXPの関係は？

ところで...
mbedはARM社のプロジェクトでNXPのものではありません

NXPはmbedのリードパートナーとして参加
日本ではNXPマイコンの評価基板の位置づけで販売．
NXPセミコンダクターズジャパンは日本でのmbed普及のお手伝いをしています



APIベース開発

オンライン
コンパイラ

ドラッグ&ドロップ
書き込み

mbedとは：mbedを支える要素

 オンラインコンパイラ：
 インストール・環境設定が不要．すぐに使える，どこからでも使える

ドラッグ&ドロップ書き込み：
 特別なハードウェア，ケーブル，ソフトウェア無しでマイコンのフラッシュ書き込みができる

APIベース開発：
 分厚いユーザマニュアルを見ながらのレジスタレベルの作業をする必要がありません



APIベース開発

オンライン
コンパイラ

ドラッグ&ドロップ
書き込み

組み込み開発を苦痛から開放 (ﾟ∀ﾟ)

mbedとは：「組込み開発」をその苦痛から開放

すぐにはじめられる
非常に敷居の低い開発環境



mbed

高速
プロトタイピング
ツール

mbedがサポートするマイコン...
写真は最初に市販されたmbedのハードウェア．mbed NXP LPC7168，通称「青いmbed」

「mbed 2.0 よりも前」は『高速プロトタイピング・ツール』のシステムとして．
コンパイルしたコードはmbedとLPC1768，LPC11U24上で動かすことができる



mbed 2.0　：『オープン化』

SDK
HDK
Webサービス強化・無料化

開発プラットフォーム
Development platform 
for devices

2013年2月に新しい方向へ
大きく「オープン化」に舵を切った．

mbed-SDK (旧mbedライブラリ)はオープンソースに．
 これにより多くのデバイスへの移植が進む．
 各種NXP-LPCマイコン，他社ARMマイコンにも
HDKも公開予定．サードパーティによるmbed基板供給が始まる
Webアカウント作成もフリーに．誰もが無料で使えるツールに



オンライン
コンパイラ

オンラインコンパイラ：



最高の開発環境が，すぐに，どこででも．簡単に．しかも無料で！
オフラインツールではデバッガもサポート

*** オンラインコンパイラ
インストール，設定不要のオンラインコンパイラ
動いているのはARM純正のRVDS4.1
「最高の開発ツール」を無料で使うことができます！

ネットワークが無い環境でも←オフラインツール
多様なツールをサポート
CMSIS-DAPサポートでデバッガにも対応←詳しくは雪だるまさんのプレゼンで！

このWindow内に示されているPWMの配列の宣言は，もう少しスマートに書ける (^^;



最高の開発環境が，すぐに，どこででも．簡単に．しかも無料で！
オフラインツールではデバッガもサポート

オンライン・コンパイラ

オンラインコンパイラなら，どのコンピュータからでもwebブラウザでアクセス．どこからでも自分のコードにアクセス
 昨夜自宅で書いていたコードの気になる所を，昼休みに会社で..

みんな同じ環境が使えるので，同じコードができる←同じ結果を得ることができる．問題があった時，それを再現する方法を
共有できている
 コードのインポートや公開機能を備える，コラボ機能なども

個別のアップデートは不要．常に最新の環境で
サーバ側でコンパイル(ビルド)されたコードがダウンロードされます



ドラッグ&ドロップ
書き込み

ドラッグ&ドロップ書き込み：



ストレージにコピーするだけ

書き込み

*** ドラッグ&ドロップ書き込み
コンパイルしたコードを実行するには(ターゲットの)マイコンに書き込まなくてはなりません．
mbedならUSBで接続，ストレージとして現れるターゲットにコピーするだけ．
リセットボタンを押すとコピーしたコードを実行します

特別なソフトもハードも追加の必要はありません



基板

• DIP40 ピン配列

• ブレッドボード・他の基板に簡
単に搭載

• 設定箇所がない

• 必要なコネクタを付けるだけで
Ethernet，USB(ホスト/デバイ
ス)に

http://mbed.org/platforms/mbed-LPC1768/

最初のmbed：青いmbedのピン配置図

40ピンDIPの配列になっている←ブレッドボードやソケットの付いた別基板に刺して使える
ジャンパピンやスイッチなどの設定箇所がない
必要な周辺チップは基板に搭載されている．たとえはEthernetのPhyチップ．コネクタを付けるだけでネットに繋がる



これは？

LPC1114

http://mbed.org/platforms/LPC1114FN28/
http://mbed.org/users/okano/notebook/pinout-picture/

LPC1114，DIP28のARMチップ
これもmbed環境で使うことができます．
詳しくはTsuboiさんのプレゼンで



ハードウェア mbedの構造

http://mbed.org/handbook/mbed-HDK

peripheral peripheral peripheral

peripheral

peripheral

peripheral

peripheral

peripheral

peripheralperipheral peripheral

Target

MCU

Onboard
InterfaceUSB

Target Power

Evaluation Board

Reset

SWD

UART

これはmbed基板(ハードウェア)全体を単純化したブロック図です．
赤の破線で示した部分がターゲットとなる部分で，mbedコンパイラはこの部分で動くコードを作ります．
mbedコンパイラが生成するコードは特定の基板/回路構成のハードではなく，ターゲットMCUのベアメタル(ターゲットMCU
単体)で動作するコードです．

図の左の部分に書かれている「Onboard Interface」(いわゆる「mbedチップ」)はドラッグ&ドロップ書き込み対応や
CMSIS-DAP機能を実行するインターフェースです．USB-UART変換もここで行います．



APIベース開発

 APIベース開発：



mbedのコード

• 1分で”HelloWorld”

• 高度に抽象化されたライ
ブラリを使う

• C++

• アプリケーションを書く
だけならCの知識があれ
ばOK

*** APIベース開発
ユーザ登録が済んでいればHelloWrldまで余裕で1分
高度に抽象化されたライブラリ→→ハードウェアアクセスはレジスタを意識しないで済む
C++で書かれたライブラリ
アプリケーションを書くだけならC言語の知識があればOK



ライブラリ

• mbed-SDK (mbedライブラリ) 
ハードウェアの高度な抽象化

• コミュニティでサポートされる
高機能ライブラリ群

• 必要があればレジスタにアクセ
ス．最下層レベルでの最適化

http://mbed.org/handbook/mbed-SDK

http://mbed.org/components/

CMSIS-CORE

MCU Vendor
Driver Libraries

mbed SDK
Runtime, Memory Model, Peripheral APIs, 

STDIO, RTOS, Platform features

mbed Components
Accelerometer, GPS, Wifi, Cellular, Compass, ...

Toolchain
C libraries

C/C++ Programs
Runtime Platforms

(Java ME Embedded, 
.NET MF, eLua, etc)

RTOS

mbedのソフトウェアの構造を示しています．
図の一番下はハードウェアを示しています．
下から2番めの部分，ARMのハードウェアのアクセスにはCMSISと呼ばれる抽象化層を介しています．

その上のmbed-SDK (旧称mbedライブラリ)はmbedが簡単に使えるキモの部分．この層がハードウェアを使いやすく抽象化
しています．
このmbed-SDKが，直感的で分かりやすいインターフェースを提供．
 GPIOポート
 PWM
 I2C
 SPI
 シリアル
 CAN
 USB
 Ethernet
 タイマ
 割り込み

さらにこのmbed-SDKでは標準ライブラリもサポート．
printfやファイルIOはもちろん，三角関数や対数などの数学関数(math.h)までサポートされているのでとても便利．

その上にはコミュニティによるライブラリ．ネットワークや周辺に取り付ける部品用のライブラリなどを，ユーザが共有して
います．
 様々な周辺デバイス用のライブラリ
  IOチップ，
  温度計
  液晶ディスプレイ
 ネットワーク
  http，mail，ツイッター
  USB
  BlueTooth

いくつかの層を介してた構造になっていますが，ユーザ(アプリケーション)が直接ハード(MCU内部のレジスタ)にアクセスす
ることも可能です．



コンポーネンツ

• 周辺デバイスのドライバ

• プロトコル・ライブラリ

• ユーザが作るページ

• 旧クックブックを使いやすく

クックブックでは収まりきれないほどの，ユーザが公開したライブラリが公開されている
そこでコンポーネンツ・データベースを立ちあげた
ライブラリを種類別に整理し，見つけやすく
ユーザに開放されたページなので，ライブラリを作ったらここに登録
多くの人に使ってもらえる機会が増えます



APIベース開発

オンライン
コンパイラ

ドラッグ&ドロップ
書き込み



mbed-SDK
オフラインツール・サポート

mbed-SDKオープン化

RTOS・サポート
USBホスト・サポート

オンラインコンパイラ・webサービス
プログラム/ライブラリ・共有/インポート

リビジョン管理機能
コラボレーション機能

日本語サポート
日本語フォーラム

webサイト機能強化

プラットフォーム・ページ
コンポーネント・データベース

オンラインツール無料化

wikiベース編集機能

CMSIS-DAP デバッガ・サポート

mbed-HDKサポート

mbed NXP LPC1768 (青mbed)
mbed NXP LPC11U24 (黄mbed)

Freescale KL25Z

更
に
今
後
も
！

LPC1114FN28
LPC800-MAX

LPC4088

mbedはこれまで多くの機能が追加され発展してきました．
今年からはオープン化，無料化戦略でますますその勢いを増していきます．
今後の展開にもご期待ください！



LPC800-MAX

新基板の紹介
mbedプラットフォームに『LPC800-MAX』も追加！
Cortex-M0+コアのソフトウェア開発もmbedで！



mbed，LPCマイコン，NXP関連の日本語最新情報はweb，ツイッタ
ー，facebookで！

@nxpfan nxp-lpc.com facebook.com/nxpfan

mbedをはじめ，NXPのARM：LPCマイコンの情報を日本語で発信しています．

nxp-lpc.com：日本語化された資料やNXPのマイコン情報を網羅的に提供
@nxpfan：NXPマイコンのツイッターアカウント．最新情報のチェックはここで！
facebook.com/nxpfan：最新情報，また使い方のコツなどをまとめたノートページなど



今後もよろしくお願いします m(_ _)m

これからもより使いやすいマイコンを提供していきます
今後もよろしくお願いします m(_ _)m



• 参考情報

• FAQ(日本語)：http://mbed.org/users/nxpfan/notebook/faq-japanese/

• mbed 2.0とは：http://mbed.org/users/nxpfan/notebook/mbed-20-
whatsnew/

• これからmbedをはじめる人向けリンク集：http://mbed.org/users/nxpfan/
notebook/links_4_mbed_primer/

• 使い方(マルツ・メイク館でのセミナー資料) ：http://
marutsumake.blog74.fc2.com/blog-entry-704.html

その他，公開されている参考になるかもしれない資料類です


