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研究背景・目的
自律移動するロボット開発における課題
様々な状況に対応する複雑な制御
AIを実現する処理性能
バッテリ駆動のための電力制約

⇓

ROSツールの活用
ROSのシミュレータやデバッグツールを活用して，
FPGA開発を促進
シミュレータで生成したデータをFPGAに送信
コスト・時間を削減

ロボット開発ミドルウェアである
ROSにおいて FPGAを活用し解決を目指す

準備
ROS(Robot Operating System)
出版購読型通信を採用し，分散システムを容易に構築可能
OSSであり，ROS対応したパッケージが多数公開
シミュレータ，デバッグツールなども充実

デバッグツールによる開発支援
FPGAモジュールのテストや比較を容易に実行

→

FPGA(Field Programmable Gate Array)
HDLや高位合成から書き換え可能な回路を生成
低消費電力, 高性能
CPUとFPGAを同一チップに集積したプログラマブ
ZytleBot: Design Platforms
for Embedded Robot Systems
ルSoCによって、CPUとFPGA間の高速通信が可能
Hideki Takase1,2

Yasuhiro Nitta1

1: Kyoto University, Japan

活用事例：自動運転システムの開発
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erating System) is an open-source and flexible framework for robot systems. ROS
your development experience because it provides almost all the functionality you
esearching design platforms for robot systems based on ROS. In our University
present the current status of two research activities.

weight runtime environment of ROS1 nodes. The main advantage of ROS is a large
n-source packages to realize the component-based development approach. HowROS1 nodes requires the desktop version of Linux. Therefore, we should select
ce and power-hunger devices when employing ROS1.
ROS1-compatible communication library to be operated on the embedded midr which cannot be operated with Linux. You can port and operate ROS1 packages
devices directly. This means that power saving and real-time performance can
the edge nodes of distributed robot systems. We will show the case study of
stributed ROS system for detecting the edge from the camera image.

)

(
)

提案したプラットフォームで自動運転システムを開発
路面認識, 障害物回避, 交通信号検知等の実装

FPGAによる赤信号の推論

ROS活用のためのFPGA開発フレームワーク
ソフトウェア（ROS）エンジニアがFPGAを容易に
導入できるプラットフォームの提案
既存のSW志向の設計開発支援ツールを活用
VivadoHLS（Xilinx）, SWORDS（京都大学）

autonomous driving robot as an FPGA-integrated development platform utilizing
ammable SoC. ZytleBot can run the course, turn right/left at the intersection,
, detect traffic signals and stop. All judgments and calculations necessary for
ormed on the embedded system mounted on the robot.
e main autonomous driving system using ROS is running on a CPU, and high-load
floaded to the FPGA to guarantee real-time property. FPGA preprocesses the road
acquired from the camera and calculates the HOG feature extraction for signal
achieved about 5 times faster performance by utilizing the FPGA. We will
e signal detection task on the ZytleBot that won FPT’18 FPGA design

FPGAの活用例

センサデータを直接処理し，CPU負荷を軽減
機械学習の演算等に利用

今後の展望
フレームワークによって自動化できる部分を拡大
機械学習等の高度な計算が要求されるロボット

メジャーなROSパッケージで活用できるFPGA活用
手法の提案

