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1 はじめに 

本書は CONNEXIVE Application Platform V2.0(以下、CAP V2.0)と ThingPark との連携手順を記載した

ガイドです。ThingPark は Actility 社が提供する省電力広域ネットワーク（LoRaWAN™）を利用したイン

フラ領域の IoT プラットフォームです。ThingPark との連携では送信されたデータのセキュリティトー

クンの検証を行い、対象サーバから以外のリクエストを拒否する必要があります。本手順ではこのトー

クンの検証を行うサンプル Web アプリケーションを配備し使用する手順を記載します。 

なお、CAP の概要および使い方を把握するために事前に「CONNEXIVE Application Platform 利用ガイ

ド (概要編)」および「CONNEXIVE Application Platform 利用ガイド (開発編)」を一読してください。 

 

図 1-1  機能連携イメージ図 
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2 連携手順 

本章では、ThingPark と連携するために、CAP V2.0 に対して実施する手順を記載します。 

 

2.1 LRC 認証を行う Web アプリケーションの配置 

以下の URL からサンプルを取得し LRC レポートの認証を行う Web アプリケーションを配置します。 

 https://docs.nec.co.jp/software/iot_platform/cap/v2_0 

 →「thingpark-token-verifier.zip」をダウンロード 

 

1. Web アプリケーションの展開【CAP AP サーバで実施】 

# unzip thingpark-token-verifier.zip 

# cd thingpark-token-verifier 

 

2. CAP V2.0 の Tomcat に作成した Web アプリケーションをデプロイ【CAP AP サーバで実施】 

# mv thingpark-token-verifier-1.0-SNAPSHOT.war /opt/tomcat/8410/webapps/thingpark.war 

 

3. Tunnel Interface Authentication Key を Web アプリケーションに設定 

 ThingPark の Web ポータルから認証キーを取得【ブラウザで実施】 

次の"Tunnel Interface Authentication Key"を確認し記録します 

 

 環境変数に認証キーを設定【CAP AP サーバで実施】 

/opt/tomcat/8410/conf/env に次の設定を追加します 

 

THINGPARK_LRC_AS_KEY=取得した認証キー 

 

4. Tomcat の再起動【CAP AP サーバで実施】 

デプロイした Web アプリケーションおよび認証キー設定の反映のため、Tomcat を再起動します 

 

# systemctl restart tomcat_8410 

 

 

https://docs.nec.co.jp/software/iot_platform/cap/v2_0
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5. デプロイした Web アプリケーションが動作していることを確認【CAP AP サーバで実施】 

次の curl を実行し 401 Unauthorized が返却されることを確認します。 

# curl -X GET "http://localhost:8410/thingpark/verifyToken" -H 'X-Original-QP:test' -H 'X-Original-

BODY:{}' 
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2.2 Nginx の設定変更 

以下の手順に従い CAP V2.0 の Nginx の設定を変更します。 

1. CAP V2.0 の HTTPS 通信有効化【CAP IF サーバで実施】 

/etc/nginx/conf.d/common-proxies.conf を以下の通り修正します。 

{}で囲まれた箇所は該当の環境に合わせて記載してください。また、/etc/nginx/*.pem は証明書発行機

関からの購入や、自己署名証明書の作成など、要件に応じて調達を行った証明書を指定してください。 

 

 

 

  

include /etc/nginx/conf.d/upstreams/*.conf; 

 

server { 

  listen 443 ssl; 

  server_name {この IF サーバのホスト名}; 

 

  include /etc/nginx/conf.d/locations/*.conf; 

 

  root html; 

  index index.html index.htm; 

 

  ssl on; 

  ssl_certificate /etc/nginx/svcert.pem; 

  ssl_certificate_key /etc/nginx/svkey.pem; 

 

  ssl_verify_client off; 

  ssl_client_certificate /etc/nginx/cacert.pem; 

 

  ssl_session_timeout 5m; 

 

  ssl_protocols SSLv3 TLSv1.2; 

  ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv3:+EXP; 

  ssl_prefer_server_ciphers on; 

 

  # リバースプロキシ用の HTTP ヘッダ設定 

  proxy_set_header Host $host; 

  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; 

  proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; 

  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

  proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; 

  proxy_set_header X-Forwarded-Server $host; 

} 
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2. auth_request の設定【CAP IF サーバで実施】 

/etc/nginx/conf.d/locations/apigw.conf を以下の通り修正します。 

なお、{アプリケーションID}・{マスターキー}はCAP V2.0インストール時に /opt/nec/pf/eep/application.json

に出力される情報を使用してください。 

 

 

 

/etc/nginx/conf.d/upstreams/apigw.conf を以下の通り修正します。 

location /thingpark/verifyToken { 

    proxy_pass_request_body off; 

    proxy_set_header        Content-Length ""; 

    proxy_pass    http://apservers; 

} 

 

location /_auth { 

    auth_request /thingpark/verifyToken; 

    proxy_set_header    X-Original-QP ''; 

    proxy_set_header    X-Original-BODY ''; 

    proxy_set_header    X-Application-Id     {アプリケーション ID}; 

    proxy_set_header    X-Application-Key    {マスターキー}; 

    proxy_set_header    Content-Type         application/json; 

    proxy_method PUT; 

    proxy_pass    http://apigw/api/1/{テナント名}/api/broker; 

} 

 

location /api/1/{テナント名}/api/thingpark/ { 

    proxy_set_header    X-Original-QP     $args; 

    proxy_set_header    X-Original-BODY     $request_body; 

    proxy_pass    http://localhost/_auth/; 

} 

 

location /api/1/{テナント名}/api { 

    proxy_request_buffering on; 

    proxy_pass http://apigw/api/1/{テナント名}/api; 

} 
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3. 設定変更の反映【CAP IF サーバで実施】 

以下のコマンドで nginx を再起動し、設定変更を反映させます。 

# systemctl restart nginx 

 

2.3 CAP の利用設定 

CAP の利用設定を行うコンソール画面にログインし以下の設定を実施してください。これらの設定項目の詳

細やその他の設定については CONNEXIVE Application Platform 利用ガイド (導入編)をご確認ください。 

2.1 デバイスタイプの登録 

次の設定でデバイスタイプを登録してください。 

  デバイスタイプ名: <任意のデバイスタイプ名> 

  イベントパススルー: チェックを入れる 

 

2.2 データ保存先の作成 

次の設定でデータ保存先を作成してください。 

  データ保存先名: <任意のデータ保存先名> 

  保存データの型: object 

 

2.3 外部転送の設定 

次の設定でサービス連携を登録してください。 

  連携先サービス: 内部 DB 

  全てのデバイスタイプを対象にする: チェックを外す 

  <1.で登録したデバイスタイプ名>: 選択する 

  クライアントレイヤフィルター: なし 

  データ保存先設定名: 2.で作成したデータ保存先名 

 

  

upstream apigw { 

    server mbs-api-1:8060; 

    {AP サーバを複数構成している場合は mbs-api-2, mbs-api-3 など台数分だけ存在} 

} 

 

upstream apservers { 

    server http-broker-1:8410; 

    {AP サーバを複数構成している場合は http-broker-2, http-broker-3 など台数分だけ追加} 

} 
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2.4 ThingPark からのリクエスト先設定 

ThingPark 側でリクエスト先を次の URL に設定します。 

  https://{CAP IF の IP・ホスト名}/api/1/{テナント名}/api/thingpark/devices/{デバイスタイプ名}/{任意

のデバイス ID}/reported 

※ {テナント名}は CAP インストール時に inventory ファイルで指定した名前を指定してください。規定値

は tenant1 です。 

 

2.5 ThingPark からのデータ送信 

ThingPark からのデータ送信を行い、HTTP レスポンスのステータスコードに 200/204 が返されることを確

認します。 

 

2.6 CAP でのデータ確認 

CONNEXIVE Application Platform 利用ガイド (開発編)をご確認いただき、本手順で設定したデータ保存先

に送信したデータが格納されていることを確認します。 
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