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あらまし 複数の高速なデータ入力とインターネットへのデータ出力が必要となる組み込みシステムのプロト
タイピングのためのフレームワーク PyJer を提案した．PyJer を用いた開発では汎用の高位合成ツールとメモリ
アクセスチューニングのための高位合成ツールを組合せそれぞれの利点を活かすことが可能となる．これによっ
て SoC を用いた組み込みシステムの高速なプロトタイピングが実現できる．複数ツールの使用に起因する複雑
なビルド手順の自動化を行い，開発サイクルの短縮を可能とした．また PyJer によってセンサ入力の並列化を
行ったアプリケーションのプロトタイピングを行い，ハードウェア使用率の低いこと，CPU を用いた実装と比
較してパフォーマンスの向上が期待できることを確認した．
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一方，目的とする処理をハードウェア回路として並

1. ま え が き

列に実行する FPGA を用いたアクセラレータが，処理

IoT (Internet of Things) が注目を浴び，センサと

能力や電力効率の面で注目されている．しかしながら，

通信機能をもつ様々なデバイスが開発されている．こ

一般に FPGA によるアクセラレータの設計は Verilog

のようなデバイスでは，センサ入力やデータの出力の

HDL や VHDL といったハードウェア記述言語を用い

ための機能を備えた LSI チップも数多く製品化されて

てレジスタ転送レベルで行うため，ソフトウェアベー

おり，センサデータの種類や量の増加，分解能の向上

スのシステムと比べて開発のコストが大きくなり，ま

などに伴いより高度なアルゴリズムを用いたデータ加

た高級言語によって記述された既存のソフトウェアを

工によるアプリケーションの実現が期待される．しか

RTL 記述に変換する場合も多大なコストを要する．

しながら，データ入力やデータ加工の処理コストの問

近 年 で は ，C 言 語 を ベ ー ス と し た Vivado HLS
が無償で利用でき，更に JavaRock [1] や JavaRock-

題が生じて来る．

Thrash [2], [3], Synthesijer [4] といった Java 言語を
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提案する．複数の高位合成ツールと RTL 設計を組み

モデルベースの記述と FPGA によってプロトタイピ

合わせることでソフトウェアベースの開発に近いシス

ングとチューニングを行うことで短期間の開発と高い

テム開発の実現を目指した．また，提案する PyJer は

性能の実現が両立できたことを報告している．

Github にて公開されている [6]．
2. で関連研究に触れ，3. で PyJar の概要とその特

3. PyJer の概要

徴について説明する．4. から 6. では PyJer の設計方

PyJer は，センサ入力が必要となる組み込みシステ

針，使用方法，実現方法について述べる．7. 及び 8.

ムの高速なプロトタイピングを行うための開発フレー

では，SoC 搭載ボード上に構築したフレームワークを

ムワークである．この章ではその具体的特徴について

用いアプリケーションを開発し，その性能評価につい

説明する．

て述べ，9.，10. でまとめる．

2. 関 連 研 究

3. 1 目

的

センサ入力が必要となる組み込みシステムにおいて，
センサの出力が高速であったり入力するセンサが多い

2. 1 高位合成ツールにおける問題点

場合，一般的な汎用マイクロコントローラではセンサ

高位合成ツールを用い，FPGA によるアクセラレー

のハンドリングが困難になると考えられる．このため，

タを実装する研究が数多く存在する．その中で，Vi-

センサ入力はデータ処理とは並列に行えるシステムが

vado HLS を用いて開発した行列積アクセラレータと

構築できる必要がある．PyJer ではこれを FPGA に

PyCoRAM 及び HDL で開発した行列積アクセラレー

オフロードし，大量のデータの処理が必要なシステム

タの性能比較がある [8]．ここでは，行列積での計算

のプロトタイピングを効率良く行える環境を実現する．

よりも FPGA-CPU 間の I/O にかかる比重が大きく，

また，サーバなどの外部システムとの通信については，

Vivado HLS のみによるアクセラレータよりも NEON

TCP/IP などこれまでのソフトウェア資源を用いた開

命令を用いて CPU 上のみで行う処理の方が高速である

発が有効であると考えられる．

と報告している．PyCoRAM はメモリアクセスチュー

これらのことから，PyJer の基本的方針として，

ニングに特化したツールであるために，計算カーネル

FPGA ではセンサ入力やデータ処理の一部を，CPU

の設計は HDL で行う必要があった．PyCoRAM 及び

では通信や複雑な処理など既存のソフトウェア資源が

HDL を用いた開発では，PyCoRAM によってメモリ

活きる部分を受けもつものとした．

チューニングは達成できるが，PyCoRAM で用いる
計算カーネルの HDL による記述について，抽象度の
低さに起因する開発の敷居の高さが指摘されている．

3. 2 特

徴

インターネットアクセスと SoC の活用：

IoT を意識したデバイスを開発する場合，デバイス

2. 2 センサ入力を必要とするシステムの構築

のインターネットを通した通信が重要となる．FPGA

これまでに，マイコンとセンサを用いたシステムを

のみでシステムを構築する場合，インターネットへの

FPGA 上に移植する研究が行われている．[5] では，マ

接続の実現には大きなコストを要する．そこで PyJer

イクロコントローラ上に実装された倒立振子制御のシ

は SoC をターゲットとし，OS が動作する CPU と

ステムを Java 言語ベース高位合成ツール JavaRock

FPGA の連携を実現する．これによってインターネッ

を用いて FPGA 上に専用ハードウェアとして移植を

トを通した通信に関する多くのソフトウェア資源を用

行い，その性能評価を行った．ここでは，センサデー

いることが可能となり，効率のよいプロトタイピング

タの取得に多くの時間が必要であることが指摘され，

を行うことができる．

センサ値取得とセンサデータの処理が同時に実行でき

フレキシビリティの高いアーキテクチャ：

る FPGA によって高速化が可能であると報告してい

データ出力機構を CPU を通したものでなく別の機

る．本研究では IoT に向けたデバイスを意識し，シス

構に変更する場合，設計次第では変更の影響の範囲が

テム全体の FPGA 移植ではなく，容易なインターネッ

広くなりシステムの変更が複雑なものとなってしまう

トアクセスの実現のため CPU との連携も考慮する．

（図 1）．そこで PyJer では CoRAM アーキテクチャ

また，Electronic System Level (ESL) synthesis を

を導入し，ユーザはその実装を意識することなく高い

用いた高速で低消費なワイヤレスセンサシステムの実

フレキシビリティを得ることができる．これはロジッ

装を行っている研究もある [7]．ASIC での実装の前に

クの実装からデータフローの定義を分離して実装を行
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表 1 ソフトウェアによるマイク入力処理の開発環境
Table 1 Software development environment for microphone input.
CPU
ARM Cortex-A9 667MHz
DRAM
DDR3-1066, 533MHz, 32bit wide, 512MB
OS
Linux 4.0.0-gd94f3f3
実装に用いた言語
C (g++ 4.6.3)

Fig. 1

図 1 データフロー変更が困難な構成
Structure with complexity to change dataflow.

うことで実現される．
抽象度の高い記述による設計：
高速なプロトタイピングのために，開発全体を通し
て抽象度の高い設計を行うことができる．これまで
の Vivado HLS [9] のような汎用の高位合成ツールの
みではハードウェアの詳細なチューニングが行いにく
く，PyCoRAM [11] のような詳細なチューニングを支

図 2 PDM 信号の DA 変換のフローチャート
Fig. 2 Flowchart of DA conversion of PDM signal.

援するようなツールは HDL による設計のチューニン
グを支援することを想定したものであった．PyJer で

し並列化し，効率化を図る．ここでは，センサ入力を

は，設計の段階に応じて複数のツールを使い分けるこ

必要とする組み込みシステムにおける重要事項を考察

とで，ツールごとの導入して得られるメリットそれぞ

し，PyJer の設計方針について説明する．

れを活用することができる．またビルド全体の自動化
によって，複数のツールの使用によって発生する開発

4. 1 センサ入出力のハードウェアオフロード
予備実験として，センサ入力処理のソフトウェアの

の煩雑さを解消した．

みによる実装と評価を行った．この予備実験において

3. 3 開発の手順

はフレームワークのターゲットとしている Zynq-7000

PyJer では，FPGA チップベンダの提供する回路合

においてプログラマブルロジック (PL) 部を使用せず，

成・配置配線ツールを用いて行うべき作業も含めてビ

プロセッシングシステム (PS) 部のみで実装を行う形式

ルド作業の多くを自動化した．これによってプロトタ

とした．ソフトウェア開発環境を表 1 に示す．予備実

イピングがなるべく早い開発サイクルで行える開発環

験では，シリコンディジタルマイク SPM0405HD4H

境を目指す．具体的には，以下の手順で開発を行う．

を使用した．このマイクは PDM 波形を出力し，本研

（ 1 ） Verilog HDL を用いたセンサとのインタフ
ェースの記述

究ではその出力周波数を 2MHz に設定した．
本研究において，PDM 波形をアナログ値に変換す

（ 2 ） Java を用いデータの処理機構の記述

る手順は，信号を 512[bit] のリングバッファにバッファ

（ 3 ） Java を用いたサブモジュール間の接続の定義

リングし，信号 1[bit] の到達ごとにその総和を求める

（ 4 ） Python を用いたデータフローの定義

ものとした．より具体的な処理の手順を図 2 に示す．

（ 5 ） Vivado TCL を用いた外部との接続の定義

この処理を C 言語で実装し，処理に要する時間を OS

（ 6 ） make コマンドによるビルド

の提供する clock 関数を用いて計測した．ただし clock

4. PyJer の設計方針
PyJer ではセンサ入力処理を FPGA にオフロード

関数の計測精度は 10[ms] のため，処理を 109 回繰り
返しその平均値を処理に要する時間とした．また，セ
ンサ入力の代用として，変数の読出しを行っている．
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図 5 CoRAM アーキテクチャを導入した構成
Fig. 5 Logic structure with CoRAM.

図 3 マイク入力処理に要する時間を計測するプログラム
Fig. 3 Time measurement program of microphone input.

図 4 マイク入力処理に要する時間の計測結果
Fig. 4 Result of time measurement of microphone input.

図6
Fig. 6

データ配信を PL 内のモジュールで行う場合の構成
Logic structure for data distribution with a
module in PL.

計測に使用したプログラムを図 3 に示す．このプロ
グラムによって得られた結果は図 4 のとおりとなった．

成・配置配線の自動化を実現する．Vivado TCL は，

処理 1 回当りに要した時間は約 0.0511[μs]，すなわち

Xilinx 社が提供する統合開発環境 Vivado (Vivado

1 秒当りの処理レートは 19.6[MHz] であった．同じマ

IDE) をバッチ制御するために利用する言語である．

イクを複数接続することを考えた場合，九つまで接続

Vivado TCL を用いてあらかじめメタにプロジェクト

が可能である．

の設定を記述しておくことが可能である．これを用い

4. 2 CoRAM アーキテクチャの導入

て合成・配置配線の制御を行うのは煩雑なものである

フレキシビリティの高いアーキテクチャを実現する

ため，プロトタイピングのために自動化ツールを書

ため，PyJer の生成する IP コアは CoRAM アーキ

くのはコストが大きい．Vivado IDE の生成するプロ

テクチャ [10] の形式をとる．CoRAM アーキテクチャ

ジェクトフォルダを用いずに開発することで自動的に

の形式をとる場合，図 5 に示すように IP 内部の各モ

生成されるファイルの除外の手間が省け，Git などの

ジュールはそれぞれ CoRAM と呼ばれる RAM 及び

バージョン管理システムによるプロジェクトの管理を

Control Thread と接続する FIFO を両方向にもつ．

容易に行うことができるメリットも得られるため，構

Control Thread と呼ばれるデータフローを制御する

築したフレームワークにおいてこの機能を実現する．

モジュールによって CoRAM 間のデータ転送が行わ

5. PyJer が実現するシステムのアーキテ

れる．このアーキテクチャを用いることで，データフ
ローの変更にロバストなシステムが構築できる [10]．
図 6 のようにデータ配信機構を SoC の CPU 部から

FPGA 内のロジックに変更するような場合，Control
Thread によるデータの転送先を変更するのみでよい．

クチャとデータフロー
5. 1 アーキテクチャ
PyJer によって実現されるシステムのアーキテク
チャを図 7 に示す．従来の設計では複数のセンサが一

4. 3 Vivado による合成・配置配線の自動化

つの CPU に接続される形であった．対して PyJer を

開発サイクルを速めるため，Vivado TCL を用い合

用いたシステムのアーキテクチャでは，センサ入力に
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必要な処理はハードウェアにオフロードされ，並列化
される．また，データ処理機構の一部もハードウェア
にオフロードすることができる．この章では，PyJer

外部システムとの接続を想定している．

5. 2 データフロー
5. 1 にて説明したアーキテクチャ内でのデータの流

の生成するアーキテクチャに含まれる重要なコンポー

れについて説明する．

ネントについて説明する．

センサデータの取り込み

Sensor Interfaces

各 Senser Interface はそれぞれ独立してセンサとの

センサとの通信と，センサデータのデコード，セン

通信を行い，センサデータの取り込みを行う．例えば

サへの命令のエンコードなどを受けもつ．クロックレ

PDM 信号であれば，Sensor Interface はバッファリ

ベルのタイミング制御が必要なため，Verilog HDL で

ングやフィルタリングを行い，Computing Logic か

記述されることを想定している．

らの要求に応じて即座にデコード済みの最新のセンサ

Computing Logic
各 セ ン サ か ら 収 集 し た デ ー タ の 処 理 を 行 う．ま

データを出力することができる．

FPGA から CPU へのデータの受け渡し

た，Memory Access Controller に指示を送り，CPU-

Computing Logic は ，処 理 が 完 了 し た デ ー タ を

FPGA 間のデータ転送のタイミングの制御なども行

CoRAM へ蓄積する．Computing Logic は任意のタ

う．Java 言語によって記述され，Synthesijer を用い

イミングにて，Memory Access Controller に対して

て高位合成される．

CoRAM のデータを，CPU が自由にアクセスできる

Memory Access Controller

DRAM の領域へと転送させる命令を送る．

FPGA 内の CoRAM と DRAM の間のデータ転送

CPU-FPGA 間の同期

を行う，Control Thread のこと．Python 言語によっ

CPU-FPGA 間には，PyCoRAM による Memory

て転送タイミングの設定などを行い，PyCoRAM に

Access Controller を通した FIFO が用意されている．

よって生成される．

このため Computing Logic は CPU との簡単なデー

Computing Program
DRAM を通して PL 部からセンサデータを受け取
り，ソフトウェア的に行いたいデータ処理や，外部シス
テムに出力する前のデータ整形などを行う．C/C++
言語で記述されることを想定している．

Internet Access
外部システムとの通信を受けもつ．既存のソフト
ウェア資源を用いた Ethernet や Bluetooth 等による

タのやりとりや，同期的に CoRAM のデータの転送
を行うことができる．

6. PyJer の使用法とその実装
この章では，PyJer の使い方とその実装について述
べる．使用したツールの階層構造を示す図を図 8 に示
し，最下層から詳細を説明していく．

6. 1 PyJer を用いたシステム設計の手順
データ入力機構，データ処理機構の設計：
データ入力機構及びデータ処理機構について，それ
ぞれサブモジュール単位で設計を行う．また，サブモ
ジュールの接続の定義を行い，トップモジュールを作
成する．この段階でデータの入力・処理・CoRAM へ
の出力までの記述を行う．
設計には基本的に Java 言語を使用し（図 9），Java

図 7 PyJer の生成するシステムのアーキテクチャ
Fig. 7 The architecture of system which is generated
by PyJer.

Fig. 8

図 8 ツールの連携の階層
Hierarchical structure of tools.
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言語ベース高位合成ツールである Synthesijer によっ
て Verilog HDL へとコンパイルが行われる．センサと

の機能を用いて一つのモジュールとして結合される
（図 11）．

の通信などクロックサイクルレベルの設計が必要な部

Java コードからのセンサデータへのアクセスのサン

分に関しては Verilog HDL を直接用い設計を行う（図

プルコードを図 12 に示す．Sensor Interface と Com-

10）．実装・生成されたサブモジュール群は Synthesijer

puting Logic の接続の定義は，Synthesijer の利用方
法に従い Top モジュールと呼ばれるコード内で行う．
正しく接続の定義を行えば，Computing Logic 側では

図 9 Synthesijer によるデータ処理機構の定義の例
Fig. 9 Example of data processing mechanism described with Synthesijer.

図 10 Verilog HDL によるセンサ入力機構の定義の例
Fig. 10 Example of sensor input mechanism description with Verilog HDL.

図 11 Synthesijer による Top モジュールの定義例
Fig. 11 Example of Top module definition using Synthesijer.
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図 12 Synthesijer によるセンサデータ取得の例
Fig. 12 Example of getting data of sensors.
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図 14 Memory Access Controller の例
Fig. 14 Example of Memory Access Controller.

VivadoTCL による IP の接続 (Block Design) の
図 13 DRAM へのデータ転送の例
Fig. 13 Example of data sending to DRAM.

定義：
最後の段階として，Block Design を行うための Vi-

vado TCL の記述を行う．PyJer はこの TCL スクリ
プトのテンプレートを提供し，ユーザは外部ピンへの
クラス変数がクラス外部から書き換えられるような形

出力や PyCoRAM が生成した IP への入出力の変更

でセンサデータが入力される．すなわち，Top モジュー

などその一部の修正を行うのみでよい．

ルにて接続先に設定した変数にアクセスすることで

make コマンドによるビルドの実行：

センサデータを得ることができる．Top モジュール

ここまでの記述が完了したのち，make コマンドの

の Computing Logic の I/O の定義にて，<name>_in,

みで全てのツールを通した回路の合成・配置配線が行

<name>_we というポートを用意し we を常に HIGH に

うことができる．

することで，in に書き込んだ値を Computing Logic
の Java コード内のクラス変数<name>に反映させるこ
とができる．

6. 2 Vivado IDE における合成・配置配線の全
自動化

Vivado IDE の生成するプロジェクトフォルダを用

データ処理機構から DRAM へデータを転送する

いる場合，1）ソースコードやファイルの管理がしにく

ためのサンプルコードを図 13 及び図 14 に示す．メ

い，2）Vivado IDE でバッチ処理を行う場合に IP の

ソッド send_data_to_bram が呼び出されると，クラ

更新時に Block Design でエラーが起こりやすい，と

ス変数 result_data の内容を CoRAM に転送し，そ

いう問題があった．そこで PyJer では Block Design

の後トリガを受け取った Memory Access Controller

を生成するための TCL スクリプトを用意するという

が CoRAM メモリの内容を DRAM に転送する．

方法によって解決した．

データフローの定義：

なお，Vivado IDE の GUI によって構築した Block

この段階では，Python 言語によって，データフロー

Design は，Vivado IDE の File ⇒ Export ⇒ Export

の定義（Memory Access Controller の定義）を行う．

Block Design から TCL コードとしてエクスポートが

CoRAM アーキテクチャ実装のためのフレームワー

可能であるが，これを利用した合成は困難であった．

クとして，Python 言語ベースのツールである PyCo-

これを用いてバッチ処理によるビルドを行うとき，外

RAM を用いた．これによって Synthesijer によって生

部から IP が更新された際に図 15 の手順で IP の更

成されたトップモジュールを含めた IP が生成される．

新を行うとビルドが停止してしまう問題に直面した
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表 2 実験・評価に用いるプラットホーム
Table 2 Experiment and measurement platform.

図 15

既存の Block Design に対して IP の更新を行う
TCL スクリプト
Fig. 15 TCL script to upgrade an IP for an existing
Block Design.

図 16 ビルドの手順とその自動化に用いたツール
Fig. 16 Building method and tools for automated
building.

評価ボード
Digilent ZedBoard
SoC
Xilinx Zynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484-1
DRAM
DDR3-1066, 533MHz, 32bit wide, 1GB
OS
Linux 4.0.0-gd94f3f3
mic
SPM0405HD4H 2MHz PDM

Fig. 17

図 17 音源の位置と得られる信号
Sound source position and sound waves.

構築したフレームワークはマイクロコントローラの
ためである．図 15 のスクリプトは GUI で Upgrade

みではセンサ入力の処理が困難なシステムをターゲッ

Selected IP を行う際に実行されるものである．

トとしている．したがって量の多いデータ入力を行う

6. 3 Makefile 及び Vivado TCL によるビルド
全体の自動化

PyJer のユーザは，SD カードブートを行うための
BOOT.bin ファイルを make コマンドのみによって自
動的に生成することができる．

BOOT.bin を生成するために必要な手順を図 16 に

ために，7. 2 で述べる評価用アプリケーションで用い
るためのセンサとして 2MHz で PDM 出力を行うマ
イクを選択した．

7. 2 構築したフレームワークを用いて実装するア
プリケーション
評価のために，構築したフレームワークを用いて次

示す．複数のツールを取り入れたことによってビルド

のようなアプリケーションを実装するものとした．

の手順が複雑なものとなっている．このため，ビル

音源位置推定システム：

ド全体を自動的に実行するための Makefile を作成し，

このアプリケーションは，マイクを三つ用いたマイ

Vivado IDE による合成・配置配線・BOOT.bin の自

クロホンアレーによって音源の位置を推定し，可視化

動生成のための TCL スクリプトを記述した．ツール

した位置を HTTP を通して配信するシステムである．

のプログラムの改変を伴う複数ツールの統合は困難で

図 17 に示すように，ある音源からの音に対してそ

あり拡張性にも欠けることから，各ツールに Verilog

れぞれのマイクから得られる信号にはズレが発生する．

HDL ファイルを生成させ，最終的にそれらを一つの

この得られた複数の信号に対して図 18 に示すように

IP に組み立てるという方針でビルドツールを実装した．

遅延子を挿入し特定の方向からの波の位相を揃え和を

7. 評 価 方 法

取ることによって，その方向からの音を増幅すること

7. 1 実験・評価に用いるプラットホーム

び，これを空間的に走査することで音圧分布を推定す

フレームワークは Xilinx 社の SoC である Zynq-

る手法をビームフォーミング法と呼ぶ [12]．二つのマ

7000 を使用することを想定して構築した．このため，

イクを用いる場合，音源は一つの双曲線上に推定され

ができる．この疑似的な指向性をペンシルビームと呼

フレームワーク構築に必要な実験や評価を行う環境と

る．システム上では，マイクアレー前方を 0[rad]，右

して，Zynq-7000 を搭載した Digilent 社の評価ボー

向きを正の角として使い，式 (1) によって遅延子の大

ドである ZedBoard を使用した（表 2）．

きさを直線で近似している．
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Table 3

Fig. 18

lab (θ) =

表 3 Zynq-7000 使用率
Zynq-7000 hardware consumption.

LUT as Logic
LUTRAM
FF
BRAM
IO
BUFG

図 18 遅延子の挿入
Insertion of a time delay factor.

2Dab
tan θ
vs

Full
9.13%
1.06%
5.88%
15.0%
6%
6%

Empty
8.02%
1.05%
2.91%
8.93%
4.50%
6.25%

Base
4.00%
0.45%
1.50%
1.43%
4.50%
6.25%

(1)

ただし，θ は音源の方向，Dab はマイク間の距離，vs
は音速を示す．
本来三次元において音源定位を行う場合，複数のマ
イクの音波を周波数領域で処理する必要があるが，今
回は簡単のために二次元の方式の簡易的な拡張を行っ

図 19 動作速度計測を行う Java コード
Fig. 19 Java code to measure execution time.

た．正面を見て左右方向の角を θ，上下方向の角を ϕ
としてそれぞれ二つのマイクを用いて二次元的音場推

び Memory Access Controller も削除し，Zynq ベー

定を行い，2 本のベクトルを得る．θ 方向に関する横

スシステムのみを合成・配置配線した場合（Base と呼

ベクトルを縦に正方行列になるまで並べ，また ϕ に関

ぶ）のハードウェア使用量を測定した．その結果も表

する縦ベクトルを横に正方行列になるまで並べる．得

3 に示した．

られた二つの行列の和を簡易的な音場の推定とした．

⎛

θ1
⎜
⎜ θ1
⎜
R=⎜ .
⎜ ..
⎝
θ1

θ2 · · ·

⎛

ϕ1
⎟ ⎜
⎜ ϕ2
θn ⎟
⎟ ⎜
+⎜ .
.. ⎟
⎜ .
. ⎟
⎠ ⎝ .
θn
ϕn

θ2 · · · θn
θ2 · · ·
.. . .
.
.

⎞

ϕ1 · · · ϕ1
ϕ2 · · ·
.. . .
.
.

ϕ2
..
.

⎞

⎟
⎟
⎟
⎟(2)
⎟
⎠

ϕn · · · ϕn

8. 2 実 行 速 度
execute_beamforming() メ ソッド の 実 際 の 動 作
速 度 を ，図 19 に 示 す コ ー ド を 用 い て 計 測 し た ．

o_signal_2m_indctr は外部 I/O に接続された 1[bit]
信号線である．この Java コードは，ビームフォーミ
ング処理が 1 度完了するごとにその値が反転する記述

この手法では，正しく音源の位置が推定できるのは音

である．この出力をオシロスコープを用いて観測する

源が一つの場合のみである．

ことで動作周期を計測した．

ビームフォーミング処理の機構は Java 言語によっ

この結果を図 20 に示す．オシロスコープの出力は

て記述され，CPU 上で動作する Web サーバによって

約 87.2[Hz] となっているため，ビームフォーミング処

音源の位置が可視化された画像が配信される．

理の動作レートは約 174[Hz]，動作周期は約 5.7[ms]

8. アプリケーションとその評価
この章では，7. 評価方法の章で述べたアプリケー

となる．Zynq-7000 の PS 部でセンサ入力処理を除い
た同様のプログラムを動作させた場合，処理のレート
は約 691[Hz]，処理時間は約 1.45[ms] であった．すな

ションを実装の評価及びフレームワークに関する考察

わち PL 部におけるビームフォーミング法の動作速度

を行う．

は PS 部のみの場合と比べておよそ 1/4 となり，性能

8. 1 コードの記述量とハードウェア量
作成したシステムのコード量は，Java 言語が 398
行，Python 言語が 30 行，Verilog HDL が 118 行と

が低下していることが分かった．

8. 3 考

察

8. 3. 1 ハードウェアの消費量について

なった．これに対する Zynq-7000 の PL 部の使用率は

500 行程度のそれほど多くない記述によってセンサ

表 3 の Full の列のとおりとなった．また，比較のた

と SoC を活用したシステムのプロトタイピングを行

めに，FPGA に Memory Access Controller のみを

うことが可能であった．またハードウェア使用率が低

実装し合成・配置配線した場合（Empty と呼ぶ），及

く抑えられているという結果となった．この結果から，
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制約は外部入出力ピンの数によるものとなる．同様の
システムで商用のものには，36 個のマイクを用いた事
例が存在する [14] ため，9 個の入力ではパフォーマン
スの不足が考えられる．

8. 3. 3 ロジックの並列化について
Synthesijer は Java 言語の仕様である thread 構文
をサポートしているため，PyJer を用いた場合でもア
ルゴリズムの並列処理の記述は可能である．しかしな
がら，配列をメソッドの引数に指定することができな
図 20 ビームフォーミング処理の実行速度の測定結果
Fig. 20 Result of time measurement of beamforming.

い，int 配列のみのサポート，クラスの実行時インス
タンス化が不可など高位合成に伴う制約がある．単純
な処理であれば少々のコストで並列処理の記述が可能

より複雑なアルゴリズムの使用や，より規模が小さく

であるが，ソフトウェアとして Java 言語を記述する

省電力な SoC に変更することができることが分かる．

場合と比較して大きな計算コストや記述量を要する場

LUT に関して，Empty から Full への増加量は，
1.1%程度となっている．これは，センサ入力のための
処理やビームフォーミング処理が単純な処理の繰り返

合もあるということが予測される．

9. PyJer の有効性の検討

しであったために回路がそれほど複雑とならなかった

PyJer を用いた場合システム全体の性能は，PyCo-

ことが考えられる．BRAM に関しては，Empty から

RAM 単体若しくは HDL ベースの開発と比べて低下

Full への増分が他要素と比べて大きかった．これは，

すると予想される．高位合成ツールを用いる場合，ロ

センサからのデータを蓄積するためのデータバッファ

ジックの最適化を HDL ベースの開発と同程度に行う

を Java コード内で宣言したことが要因であると考え

ことは現状困難である．

られる．Memory Access Controller はデータ転送を

ところで，CoRAM から DRAM へのデータ転送部

行うものであるから，それほど Empty の内容が大き

分も，Synthesijer のみで記述可能である．しかしツー

く変化するとは考えにくい．

ルの特性から，Synthesijer と比較して PyCoRAM を

これらのことから，センサの接続数を増やした場合

用いたデータ転送の方が高速なものとなる．したがっ

BRAM がより消費され，処理の内容をより複雑なも

て，SoC をターゲットプラットホームとして CPU と

のとした場合には，処理の内容に応じて各リソースが

FPGA の連携を考える場合，Synthesijer 単体での開

消費されるものと予想できる．

8. 3. 2 分解能の向上について

発と比較して，PyJer を用いた開発が有効であるとい
える．8. の結果をふまえると，Computing Logic も

データ処理のレートが PS 部のみの処理と比較して

性能ボトルネックとなっていると考えられる．Com-

低速となってしまったが，今回の実装では FPGA ア

puting Logic の性能は高位合成に用いるツールに依存

クセラレータではビームフォーミング処理の並列処

するものとなるため，Synthesijer の記述能力や出力

理化は行っておらずソフトウェアベースでの実装と同

される論理回路の性能の向上に伴って PyJer によって

様の手続きで処理を行うため，単純な繰り返し処理

構築されるシステムの最大性能は向上し，より HDL

においては動作周波数の高い PS 側が有利だったので

ベースの開発で実現できる性能に近づくこととなる．

はないかと考えられる．これは Altera 社の提供する

OpenCL [13] のようなチューニングツールを用いるこ

10. む す び

とによって改善が可能である．また，今回の実装では

これまで FPGA を用いた開発において，単一の高

マイクの数が少なく多くのサイドローブによる偽信号

位合成ツールでは機能が不足する場合があった．しか

が出現した．解決策としてマイクの数を増やすことが

し複数のツールを利用して回路設計を行う場合には煩

挙げられるが，Zynq-7000 の PS 部のみによる実装で

雑な手順が伴った．PyJer を用いた場合，汎用の高位

は 9 個が限界であった．対して本フレームワークによ

合成ツールとチューニングのための高位合成ツールを

る実装の場合センサ入力は並列に行うため，入力数の

組み合わせそれぞれの利点を活かすことが可能となり，
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SoC を用いたシステムの高速なプロトタイピングが実

[13]

embedded-software-developers/opencl/overview.html,

ションは CPU のみによる実装と比較して処理レート
の低下が認められたが，プログラムを変更することな
くより多くのデータを入力できることが可能となる．
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