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リモッテの仕組みと特徴

Remotte（リモッテ）が目指していること

○　IoT をもっと手軽に簡単に

　　インターネットで買い物ができる人であれば自力で IoT ができるように

　　考慮に入れなければならない要素が少なくて済むこと

　　学習コストが小さいこと

○　ちょっとしたことが直ぐできる

　　今日の午前だけ、今回のイベントで、仕事中だけ、季節の変わり目だけ。。。

　　有無を知りたい、数を数えたい、時間を知りたい、どれくらいか。。。

　　測定・通知



All-In-One プラットフォーム

リモッテの仕組みと特徴



何ができる？

オフィス 各種通知、入退出記録、RPA、マーケティング分析、プリンタ機器等の管理

データ収集、各種通知、顧客分析、セキュリティー、デジタル・サイネージショップ

監視、防犯、リモコン・遠隔操作、ガーデニング、家族のケアホーム

IoT、計測・ロガー、自動化、品質検査、故障予測、異常検出、人工知能、PoC工場

環境測定、生育調査、自動化、病害虫対策、野生動物被害対策農業・畜産

ドローン、BOT、インターバル撮影、SDR（ソフトウェア・ラジオ）その他

リモッテの仕組みと特徴



リモッテの仕組みと特徴

Remotte ステーション

インストール

Windows 10



リモッテの仕組みと特徴

（大きい画面を推奨）

インターネット

ステーションと同一の
LANでのみアクセス可能

Windows / MacOS
Android / iOS
Linux

Windows / MacOS
Android / iOS
Linux

利用者 管理者 /開発者

ステーションへはブラウザからアクセス



リモッテの仕組みと特徴

WebRTC ピア・ツー・ピア接続による直接通信

Windows  :  Chrome（推奨）、Firefox
MacOS      :  Safari
Linux         :  Chrome（推奨）、Firefox

Android  :  Chrome（推奨）、Firefox
iOS           :  Safari 

サーバーを介した
通信

ピア・ツー・ピア

端末

サーバー

利用可能なブラウザ



リモッテの仕組みと特徴

アプリのストア 構成要素のストア



リモッテの仕組みと特徴

ユーザーインタフェースの部品画面作成と編集



リモッテの仕組みと特徴

コミュニティー・質問

Facebook (Remotte User Group)

Twitter (Remotte Technologies, Inc.)

Qiita (Remotte JP)

teratail (remotte.jp)



とにかく動かしてみよう！

１）リモッテ・ステーションのインストール
          https://qiita.com/remotte_jp/items/39278287097a7a25432d

２）ステーションの登録
          https://qiita.com/remotte_jp/items/94fb73db9fb98e9e10a2

３）簡単なアプリを動かしてみる
          https://qiita.com/remotte_jp/items/324f99727c68392b80e5

４）「利用者」として使ってみる
          https://qiita.com/remotte_jp/items/7ec79a400429738843d0

５）詳細画面を見てみる
          https://qiita.com/remotte_jp/items/a7b5475176eb133af957



Windows 常駐プログラム（サービス）

リモッテ・ステーション（画面が無いアプリ）

サービスマネージャ コントロールパネル

開
始
・
停
止

開
く

ブラウザ

とにかく動かしてみよう！

サービスの起動と停止

Remotte Station



リモッテ・ステーション（画面が無いアプリ）

インター
  ネット

P2P サーバー

認証サーバー
コントロールパネル

１: 開く

接続

接続

３: 開く

２
:起
動

Ｐ
２
Ｐ
通
信

ブラウザ

とにかく動かしてみよう！



管理者の機能をもう少し詳しく

１）ユーザーガイドの見方
          https://www.remotte.jp/ja/user_guide

２）コントロールパネルのオプション設定

３）Android や iOS など他のデバイスを使って管理

４）管理ツールの各種機能



・ ステーションの管理     （ センサーのサンプル )

・ ユーザーインタフェース系のアプリ  （ 制御のサンプル ）

　　オンオフ情報のユーザーインタフェース

　　１つの数値のユーザーインタフェース

・ バーコード・QA コードの読取り  （ 画像解析のサンプル ）

・ 音声のレベルメーター     （ 音声解析のサンプル ）

・ ビデオと音声の配信     （ メディア系の詳細画面の説明 ）

・ Azure Cognitive Service を利用した顔認識、物体認識（ AI のサンプル ）
   https://azure.microsoft.com/ja-jp/try/cognitive-services/

他のアプリを動かしてみる



開発者になろう！

１）開発者になると何が出来る？
          https://www.remotte.jp/ja/user_guide/devel/register

２）開発者登録しよう！

          クーポン適用で特別なライセンスを提供します

３）これまで動かしたアプリのコードを見てみる

４）構成要素・インタフェースの説明



アプリを自作してみよう！

１）MQTT で ESP32 DevKitC を制御
　　・  Publish
　　　 LED、サーボモーター、スピーカー
　　・  Subscribe
　　　 押しボタンスイッチ、明るさ
２）環境センサーの値（温度、湿度、照度、騒音）を取得
３）扇風機、照明、パトライト、電源コンセントをオン・オフ制御
４）Slack や LINE に通知を出す
などなど、時間の許す限り。。。



アプリを自作してみよう！

メッセージを識別するための ID
temperature
living_room / humidity
home / floor_1 / light

Publish

Pub
lish

Sub
scri
be

Subscribe

Pub / Sub 方式

Publisher

送信側

Publisher

送信側

Subscriber

受信側

Subscriber

受信側

Broker

仲介サーバー

トピック



学内のＭＱＴＴブローカー

ＩＰアドレス：mqtt.isc.ac.jp
ポート：1883
ＩＤとパスワードは無し

ESP32 DevKitCRemotte ステーション

トピック room807 / gw01 / 
SubscribeledPublishLED 制御

0 : 消灯　1 : 点灯

servoサーボモーターの角度
- 90 から + 90 まで

toneスピーカー出力の周波数 ( 0.5 秒）
0 から 4,000 Hz まで

illuminance明るさ ADCの出力 ( 5 秒毎 )
0 から 4095 まで

switch押しボタンスイッチ
0 : オフ　1 : オン

PublishSubscribe



アプリを自作してみよう！

こんな感じの画面で作ってみよう！



１）アプリの「新規作成」 ４）構成要素のストアからダウンロード ６）構成要素の設定

５）構成要素をファイルから読み込み

２）アプリ名とカテゴリの入力

３）構成要素の追加メニュー

７）利用ページのレイアウト

８）「保存」してから「開始」ボタン



１３）構成要素の編集

１４）名前を変更

１５）同様にしてサーボモーター、
　　　スピーカー、ついて構成要素を
　　　追加する。

９）テキストやイラストを配置 １１）２つ目のHMI を選択

１２）LEDの画像を設定１０）最新値のHMI を「２つ」に設定



１６）押しボタンスイッチの場合 １８）明るさセンサーの場合

１９）表示項目「履歴」１７）設定で「オン・オフ」タイプ

２０）１つの数値の履歴の折れ線グラフ



Tips & まとめ


