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1 ETロボットコンテスト

1.1 概要

ETロボコンは「タイムトライアル」と
「モデリング」の二部門から成る。

• タイムトライアル部門
タイムトライアルとは 364cm×546cm
の白い発砲スチロールに 1周約 20m
の黒テープの INコースとOUTコー
スがあり、このコースに沿って走行
体を走らせて 2周のタイムを競う。

• モデリング部門
モデリングとはモデルを作成するこ
とであり、モデルとはあるシステムな
どを図や文字を用いて表現したもの
である。本コンテストではUML(統一
モデリング言語)を使用する。モデル
の見やすさやアルゴリズムのユニー
クさなど、モデルの外観と中身の両
方を審査の対象としている。

また、コースは毎年変化があたえられ、そ
れに対してタイムボーナスがあたえられる。
そのため要求分析などは毎年変化する。

1.2 開発環境

LEGO MindstormsはC、C＋＋、JAVA
の 3種類の言語で制御ができる。さらに開
発環境は GNUのコンパイラを利用しオペ
レーティングシステムもオープンソースと
して公開されている。コンテストの実行委
員会から CD-ROMが配布されこの中に基
本的な環境に必要なパッケージが用意され
ている。実行環境が言語によって一部異な
るため表 1.2に示す。

表 1: 実行環境
実行環境

C C＋＋ brickOS
Java leJOS

表 2: RCXの仕様表

項目 仕様
マイクロプロセッサ 8ビットマイコン H8/3292

動作周波数 16MHz
10bitA/Dコンバータ× 8

メモリ プロセッサ内蔵ROM 16Kb
RAM 32Kb

インタフェース Input Port× 3
Output Port× 3
IR Transmitter Receiver× 1
LCD Display× 1

電源 単 3乾電池 6本 もしくは
10V・2.5φACアダプタ

1.3 LEGO Mindstormsのアーキ
テクチャ

LEGO MindstormsはRTXと呼ばれる
制御ユニットとモータ、センサ等の周辺機
器からなる。brickOSはプロセスの管理と
周辺機器からのデータ処理を行なう。

• RCX筐体
マイコンや各種デバイスドライバを
搭載した制御ユニットである. RCX
の仕様を表 2に示す. また、標準以
外の OS,ユーザプログラムを載せる
ことが可能である.

• モータ
ステアリング及び前後駆動を行うた
めに利用される DCモータ. 速度調
整は PWM制御で行う.

• センサ
赤外線センサ,タッチセンサの 2種類



のセンサが利用できる. 赤外線セン
サは、ラインの明度の判別に利用す
る. タッチセンサは、ステアの角度情
報の取得に利用することができる.

周辺機器を表 2に示す。
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2.1 要求分析
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図 2: 走行システム
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図 3: コースポジションシステム

(図 1,2,3)は要求分析に用いたユースケー
ス図である。
次に二つのアルゴリズムを考え、長所と
短所を比較検討した。

• 長所 (アルゴリズムα)

– 黒線上はステアリングモーター
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に対する動作がすくないためモー
タパワーのロスが少ない。

– 新規性が高く他のチームとの差
別化を図ることができる。

• 短所 (アルゴリズムα)

– コードの複雑化によるオーバー
ヘッドの増加。

– アルゴリズムからコードへ実装
する際の難易度。

• 長所 (アルゴリズムβ)

– コード量ががすくなく処理が軽
いために軽快に動作する。

• 短所 (アルゴリズムβ)

– 常に蛇行するためモータパワー
のロスが多い。

– 蛇行するためトータルの移動距
離が伸びる。

上記の内容からアルゴリズムαを選択した。
次に走行システムのみのユースケースを

作り大きく方向のアクターと値のアクター
を定義した。
また、コース上を想定し、(図C)のよう

にパーツ毎に分割し、それに最適な走行用
のパラメーターを考えるための分割を考え、
そのパラメーターを利用するためのトリガー
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となるアクターを考え、タイムのアクター
を定義した。
以上のアクターを定義した後に、リアル

タイム性を重視する必要のあるパラメーター
の取得とその処理をサブシステムとして分
離した。
実際にサブマシン化を行なった部分は、
光センサー、タッチセンサこれらは、でき
るだけ早いタイミングで値を取得する為に
おこなう。
モーターの駆動も同様の理由でサブマシ

ン化をおこなった。
これらの要素からユースケース図を作製

した。

2.2 ステートマシン

2.2.1 ライントレースステート

(図 2.2.1)の概要を説明する。
走行準備では On-Offボタンを押すこと

で「走行準備」に遷移する。
Runボタンを押されることでコンポジッ

ト状態「ライントレース」に遷移する。
「ライントレース」の状態内では「前輪
の向き」「走行」「コースポジション」が存
在する。
各コンポジット状態は同時に起動し始め

るつまりこの３つの状態は並列で動いてい
る。

「ライントレース」は Runボタンが Off
になると同時にオブジェクトは破棄される。
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図 4: ライントレースステートマシン図

2.2.2 コースポジションステート
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図 5: コースポジションステートマシン図
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図 6: コースポジション別パラメータ

各コースポジションについて１つの状態



として状態の遷移を考える。
ステートの遷移をすることによって、処

理を状態別に記述することができ、コード
の可読性と判別条件をへらすことができる。
コースポジションの遷移は主としてタイ
ムによって遷移し、それぞれについて独自
の補助的な遷移条件をもって遷移する。
コースポジションのスーパー状態に遷移
すると内部で駆動モータースピードとステ
アリングモータースピード両方ないし、い
ずれかを設定する。
その後、センサの判断アルゴリズムを変
更して、センサの値から色の判別を行なう。
そして、その結果を走行ステートマシン

に対して送信する。

2.2.3 走行ステート
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図 7: 走行ステートマシン図

コースボジションからの色判別の結果を
受けてステアリングのステートを起動する。
そして、方向ステートマシンの状態によっ

て、ステアリングの方向を決定しその状態
へ遷移する。
ステアリングの駆動方向を固定したまま

一定時間動かす。

黒線を検知した場合ステアリングの駆動
を止める。
一定時間駆動させても検知できない場合、

駆動方向を逆転させエラーがおこったこと
を送信する。

2.2.4 方向ステート
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図 8: 方向ステートマシン図

方向ステートマシンは常時タッチセンサ
を監視する。
そして、タッチセンサがオンからオフに

なった際に、
そのときのステアリングの回転方向を元

に方向に状態を遷移させる。

2.3 タイミング図
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図 9: ステアリングのタイミング

ステアリング制御についてどのようなタ
イミングで制御するか、タイミング図を使
用し例外処理に強いアルゴリズムを考える
ことにした。
アルゴリズムの実装は討論しても不明な



点が多々あるため、実験を繰り返し、デー
タを収集することで実装コードにフィード
バックしていった。
エッジ走行をせずに黒線上を走っている

ときはステアリングを固定するというのが
チームの戦略である。
言い替えれば黒線の外に出てからでない

とステアリングが働かない。
そのため、コースに復帰するのが走行し

ながらであるため、早く黒線を見付けない
とコースアウト状態になる。
考えたアルゴリズムは実際うまく白を検
知したあと黒線を検知することが出来ない。
さらにしっかりとしたステアリング制御を
考える。

(図 2.4)の説明

1. ステアリングモータを前転 (forward)
する。

2. タッチセンサから前輪が離れる。(中
心ー＞右)

3. msleep()を入れてある角度まで黒線
を探す。

4. 黒線が見つからない。

5. ステアリングモータを後転 (reverse)
する。(左へ)

6. タッチセンサに前輪が乗る。(右ー＞
左)

7. さらに後転する。

8. タッチセンサから前輪が離れる。(右ー
＞左)

9. msleep()を入れてある角度まで黒線
を探す。

10. 黒線が見つからない。

11. ステアリングモータを前転 (forward)
する。

12. タッチセンサに前輪が乗る。(左ー＞
右)

13. ２～12までループする。

ループの回数が増えるたびにmsleep()の時
間を徐々に増やす。

2.4 設計クラス

図 10: 設計クラス

ステートマシン図を用い設計クラス図を
作製した。

2.5 考察

この年のロボットコンテストはステート
マシンを中心にユースケース、タイミング
図を用いて設計を行なった。

コース上の各ポイントに対して状態を定
義し、それらを組み合わせてコース全体の
戦略を実装可能なクラスを設計した。
しかし、ステートマシン図の状態遷移をき
ちんと切り分け、クラス自体も細分化しな
かったために状態遷移の条件が複雑過ぎコー
ドに全く反映することは出来なかった。

本来であればもう１段階クラスを細分化
し処理フローを共通化を行なう事によって



ステートの複雑性を排除すべきだったと考
える。

タイミング図についてもこれ一枚でクラ
スとして反映する前段階として、シーケン
ス図などを記述し処理フローを明確にして
からクラス図に反映すべきであった。

クラス設計においてもデザインパターン
についての知識が無かったそのまま実装し
た場合、オブジェクト指向的な実装が出来
ない部分がある。結果として、設計時点での
クラス図とは著しく解離した実装になった。
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3.1 要求分析

図 11: コース図

今回のコースを攻略するにあたり必要だ
と考えられる要素を分析した結果、以下の
９つの機能が必要であると判断した。
・ライントレース
・センサキャリブレーション
・灰色検知
・点線走行
・Zクランク走行
・坂道走行
・ライン復帰

・走行の安定化
・ゴールストップ
それぞれの機能の必要性について、簡単な
説明を以下に述べる。
・ライントレース
コースに沿ってマシンを走らせるために必
要である。

・センサキャリブレーション
会場やコースの場所により、センサ値が変
化すると考えられるため。

・灰色検知
コース中に避けることができない灰色の箇
所があり、検知できないと走行することが
できない可能性があるため。加えて、Zク
ランクや点線コースなどのショートカット
コースを通過する時に必要になると考える。

・点線走行
コースを速く攻略するためには、点線コー
スを通過する必要があるため。

・Zクランク走行
Zクランクコースを攻略することによりボー
ナスタイムが得られるため。

・坂道走行
一定のスピード以下では、坂道を登りきれ
ない可能性があるため。

・ライン復帰
マシンがコースアウトしてしまった時に復
帰させる必要があるため。

・走行の安定化
マシンが不安定な動きになったときに、速
度が一定であるとコースアウトしてしまう
可能性があるため、マシンを安定させる必
要がある。



・ゴールストップ
マシンがゴールラインを通過し、自動的に
停止するとボーナスタイムが得られるため。

以上の機能の中から、今回は安定した走
行の中で上位入賞を狙って行くために以下
の 6つの機能を使用することにした。
・ライントレース
・センサキャリブレーション
・灰色検知
・点線走行
・坂道走行
・走行の安定化
他の４つの機能を利用しないという判断を
下した理由としては以下のような点が挙げ
られる。

・Zクランク
Zクランクはコースアウトする可能性が高
く、リスクが大きいため。

・ライン復帰
マシンがコースに復帰する場合は、復帰ま
でのタイムラグが生じるため、今回は、コー
スアウトさせない走行に重点を置くことに
し、利用しないことにした。

・ゴールストップ
今回のコースでは、スタート地点に灰色ラ
インがあるが、ゴールをする時にそれを認
識するのが難しく、マシンがゴール前で停
止する危険性があるため使用しないことに
した。

3.1.1 センサキャリブレーション

メンバーそれぞれが案を持ちより、基礎
実験の結果を踏まえた上で、実装を行うセ
ンサキャリブレーション方法を決定した。
静的キャリブレーション

初期値をある一定の数に指定してしまうと
センサ値は同色でも場所によって異なる値
を示す。このため、色判断ができずに走行
が困難になる可能性がある。よって始めに
データをいくつか読み取り計算して初期値
を決定する必要がある。
・A案
まずセンサでデータを 32個取得しその中
で最大値、最小値を決定し、(最大値+最小
値)／ 2を計算することにより中間値を求
める。
その中間値より大きいものは黒、小さいも
のは白に入れる。
白、黒それぞれ 32個溜まったら白の平均、
黒の平均を求める。
その後平均値を求める。平均値の算出方法
は以下の通りとなる。
平均値＝ (白平均＋黒平均)／ 2
　短所:灰色が検知できない。走り出すまで
に時間がかかる。

・B案
操作をする人間がそれぞれ白、黒、灰色の
上でボタンを押すことでそれぞれの値を取
得する。
　短所:人間が手動で行うため値の取得に時
間がかかってしまう。ヒューマンエラーが
起こる可能性がある。
・C案
steering motorを動かし、黒から白へセン
サーが移動している間に取得したセンサ値
を黒値と白値に振り分けながら合計 32個
保存する。
その後、黒、白それぞれの平均値を計算し、
中間値を求める。
　短所:センサー位置によっては黒値か白値
の取得総数が極端に少なくなり、不確実な
平均値が取れてしまう。
表 1に簡単に比較した表を示す。

以上を考慮して、利用アルゴリズムを検



表 3: 静的キャリブレーション図

A案 B案 C案
キャリブ
レーション方法 自動 手動 自動
データの正確さ △ ○ △
測定時間 △ △ ○

討した結果、多少時間がかかってしまって
も、より正確にデータの得ることが可能な
B案を採用した。
走行キャリブレーション
初期値だけだと走行中に変化値を読み取っ
た時に対応できず走行ができない。常に新
しいデータを読み込み平均値を計算するこ
とによってセンサ値の変化のも対応でき、
安定した走行ができる。
・A案
8個のデータを取り、黒、白それぞれ平均
値を基準として初期キャリブレーションの
A案と同じように白、黒に振り分ける。
このとき、白、黒それぞれ新しいデータが
入るごとに古いデータを捨てていく。
そして初期キャリブレーションのA案の初
期値と同じように平均値を求める。
　短所:灰色の検知が難しい。境界値が不鮮
明になり、異常値への対応ができなくなる。
・B案
白値と判断される値が 10回くる毎に 1個
センサ値を保存する。
それが 64個保存されたら、その平均値を
求める。
（現平均値＋保存値平均値）／ 2＝新平均
値
黒も同様とする。
　短所:更新間隔がプログラムループ速度に
依存するため不確定となる。
・C案
白灰黒色の測定値から範囲の比を考え、白
灰間：灰色範囲：灰黒間＝ 2：1：1として

黒平均、白平均から白灰黒色の範囲を判断
する。
白値と判断される値を 32個保存し、そこ
から白平均を求める。
（旧平均＋新平均）／ 2＝平均値
黒も同様とする。
　短所:灰色の値が割合では計算しにくいの
で、灰色判断が不確実になってしまう。
表 2に簡単に比較した表を示す。

表 4: 走行キャリブレーション図

A案 B案 C案
更新間隔 ○ ○ △
灰色検知 × ○ △
異常値への対応 △ ○ △

大会の本会場では、様々な要因により、
センサ値が異常値を返す恐れがある。この
ため、異常値に対応できることが必須であ
る。以上を検討し比較した結果、異常値の
対応ができ、灰色も検知可能なできるB案
を採用した。

3.1.2 ライントレース

図 12: ライントレース (左:両エッジ走行、
右:片エッジ走行)図

片エッジ走行長所:首振りの大きさが小さ
いため走行が安定する。



短所:トータルの移動距離が両エッジ走行よ
り長くなる。常に蛇行するためにスピード
が遅い (ステアリングモーターを最高速度
の 255にすると回さないときよりモーター
のスピードが 30％ロスすることが基礎実
験により判明した。)
両エッジ走行
長所:ステアリングモーターに対する動作が
少ないためにスピードが速い。
短所:エッジ走行より首振りの大きさが大き
くなるために走行が不安定になりやすい。
今回は走行の安定を重視して、片エッジ走
行を採用した。

3.2 アクティビティとステートマシン

[Push Button]

[Not Push Button]

Driving Control

First Calibration

Sensor get

Calibration

図 13: アクティビティ図

図 13にアクティビティ図を示す。
まず、First Calibrationにて白線、黒線、灰
色線の値を取得しそれぞれの平均値を求め
スタート時の色判別値とする。
その後、sensor getで現在のセンサー値を
取得し、その値をCalibrationにて記録、色
判別値の更新を行う。
記録したセンサー値と色判別値を元にDriv-
ing Controlで判断し、走行することで一連
の動作とする。
その後 Sensor getに戻り、動作を繰り返し
マシンは走行する。
最後にボタンを押すことでマシンは停止す
る。

On White
entry/ Get White Value

do/ Calculate White Average

On Black
ently/ Get Black Value

do/ Calculate Black Average

On Gray
entry/ Get Gray Value

do/ Calculate Gray Average

[First Calibration]
Push Button

Push Button

Push Button Push Button

図 14: 状態図-First Calibration

図 14に初期キャリブレーション状態図を
示す。
白線上にてボタンを押し、白色の値をセン
サーから取得し、記録する。(Get White
Value)
一定数値を取得した後、その平均値を求め
スタート時の色判別値とする。(Calculate
White Value)
この際、画面上に数値を表示することでユー
ザーが実際に数値を知ることができる。
同様に黒色、灰色上で順次数値を取得し判
別値を求め、走行準備が完了する。
その後ボタンを押す事で走行を開始する。

図 15に走行状態を示す。基本走行 (Nor-
mal Run)状態
走行開始時は Normal Runからスタートす



Normal Run
entry/ Line trace

Dotted Line
entry/ Driving straight

Start Dotted Sign

Stabilization
entry/ Speed Change

Stability

Instability

[Driving Control]

End Dotted Sign

No Change

No Change No Change

図 15: 状態図-Driving Control

る。
安定 (Stability)状態で、点線と判断 (Start
Dotted Sign)されなければ基本走行状態か
ら遷移する事はない。
不安定 (Instability)状態、もしくは点線と
判断 (Start Dotted Sign)した場合、それぞ
れ安定化、点線走行状態へ遷移する。
安定化 (Stabilization)状態
この状態に遷移する時は不安定状態なので、
ぶれが収束するまで走行速度を下げ、この
状態のまま基本走行時と同じ動作をする。
ぶれが収束し安定状態と判断された場合は
走行速度を上げて、基本走行状態へ推移す
る。
点線走行 (Dutted Line)状態
点線走行用のアルゴリズムに切替え、点線
ではないと判断 (End Dotted Sign)するま
でこの状態を維持する。
点線ではないと判断 (End Dotted Sign)し
た場合は通常走行状態へと遷移する。

[Calibration]

Wait State
entry/ CounterNumber

Write
entry/ Record Sensor Value

Calculation
entry/ average calculation

End calculation

not limit

Limit collect

Fixed time

図 16: 状態図-Calibration

図 16に動的キャリブレーションを示す。
待機状態 (Wait state)
センサー値を取得した回数を記録し、一定
回数を越えた場合書き込み状態へ推移する。
書込 (Write)状態
取得したセンサー値を記録する。一定回数
データが記録された場合計算状態へ推移し、
そうでない場合は待機状態へ推移する。
計算 (Calculation)状態
記録されたデータを元に平均値を算出する。
計算が終了したら待機状態へ推移する。

3.3 設計クラス

Stabilization
+ speedchange() : int

Moter
+ forward() : int
+ reverse() : int
+ speed() : int

main
+ line_trace() : int
+ start()

Calibration
+ start_sensor() : int
+ write() : int
+ ave() : int
+ start() : int2

Light_Sensor
+ get() : char

dotted line
+ dotted line run() : int
+ dotted() : int

1

1

1

図 17: クラス図

図 17にクラス図を示す。
これまでの概要より、今回は図 17のように
した。
mainクラスでは、Motorクラスを呼び出し
て drivingmotorと steeringmotorをそれぞ
れ動かしライントレースを行い走行する。
dotted line クラス
点線ラインをするための機能が、mainク
ラス内で実装されている。
Stabilizationクラス
マシンの走行が不安定になった時に走行速
度を落とし安定化させる機能が、mainク
ラス内で実装されている。
Calibrationクラス
main クラスに関連しており、このクラス



から Light-sensorのクラスを呼び出しセン
サーの値を読み取る。
上記のようにプログラムを設計した。

3.4 考察

この年のロボットコンテストは前年度の
失敗を踏まえ、実装可能なレベルの UML
記述、エラーの出にくいアルゴリズムを重
視して作成を行なった。そのため、最終的な
クラス図は前年度よりシンプルな物となっ
た。それ以外にも OSによるデバイスの制
御、センサの更新サイクルといった基礎技
術をきちんと押えていった。
また、動作ログ取得用の環境開発など実装
後のバグフィックスに有用なシステムを作
成した結果、大会日に当日のコース環境に
対してチューニングができたため完走が可
能なレベルに達した。
基礎技術に感する情報は組込みシステムシ
ンポジウムに体験論文として提出した。

4 UMLを用いたDLX互換プ

ロセッサーの実装

4.1 DLXアーキテクチャの概要

DLX命令セットアーキテクチャーは John
Hennessyと Dave Pattersonによって作成
された 32bitRISC(Reduced Instruction Set
Computer)である。

4.1.1 レジスタ

DLXには大きくわけて 3種類のレジスタ
が用意されている。レジスタのビットの並
びはビッグエンディアンでMSB(Most Sig-
nificant Bit)が bit0,LSB(Last Significant
Bit)が bit31となっている。レジスタの種
類とビットを図 18に示す。

• ジェネラルレジスタ
DLXは内部に 32本のジェネラルレ
ジスタを持っており R0-R31の名前
が付けられている。

ジェネラルレジスタのなかで R0と
R31は命令によって特殊な動作をす
る。特殊な動作条件を表 5に示す。

表 5: レジスタの特殊動作

レジスタ名 命令 動作
R0 即値命令 即値を R0に

ロードする
R0 Lode命令 オフセット値を R0に

ロードする
R0 Store命令 オフセット値を R0に

ロードする
R31 JAL プログラムカウンタ＋ 8を

JALR R31にストアする

表 6: 有効な bit

Lode Store Size 有効 bit
fullword 0bit-31bit
harfword 16bit-31bit

byte 24bit-31bit

またこれらのジェネラルレジスタには
fullword(32bit),harfword(16bit),byte(8bit)
ごとに load命令と Store命令がある。
Lode Store時に有効な bitを表 6に
示す。

• フローティングポイントレジスタ
単精度浮動小数点用にも 32本のレジ
スタが用意されており f0-f31の名前
が付けられている。
倍精度浮動小数点の演算を行なう場
合、単精度浮動小数点を二つ利用す



る。この場合利用できるレジスタ名
は添字が偶数の物のみである。
例)
addd f4 f8 f8
このようなアセンブラの場合 f4は f4
と f5、f8は f8と f9を利用する。

• 特殊レジスタ
特殊レジスタとして以下のようなレ
ジスタが存在する。

– PC(Program Counter)
命令のロードに利用するアドレ
スが入っている。

– IRA(Interrupt Address Regis-
ter)
割り込み時のジャンプアドレス
が入っているレジスタ。

– FPSR(Froting Point Status Reg-
ister)
浮動小数点比較の結果が出力さ
れるレジスタ。

0

  byte 0   byte 1   byte 2   byte 3R0-R31

 7 8 15 16 23 24 31

0

  byte 0   byte 1   byte 2   byte 3

 7 8 15 16 23 24 31

F0-F31

0 31

   PC

0 31

  IAR

 0

 FPST

図 18: レジスタの種類とビット数

4.1.2 命令セットの種類とフォーマット

DLXの命令の種類は 3種類である。

• I-Type命令
即値を用いた ALUオペレーション。
Lode Store命令一部のジャンプ命令
もこれに当たる。命令のフォーマット
を図 19に示す。

• R-Type命令
即値を用いない ALU オペレーショ
ン。FPUオペレーションもこれに当
たる。命令のフォーマットを図 20に
示す。

• J-Type命令
レジスタを用いないオペレーション。
特殊なレジスタと命令コード上の即
値のみで行なわれる。命令のフォー
マットを図 21に示す。

4.2 アクティビティとステートマシン

アーキテクチャマニュアルをシステムの
要求と見なしてアクティビティ図とステー
トマシン図を作成した。
CPUの状態遷移をステートマシンとして
記述した。
(図 4.2)
また、アクティビティ図をステートごとに
考えステートの境界部分をフォークとして
記述した。
(図 4.2,4.2,4.2) これらのアクティビティ図
から処理フローの類似するモジュールをそ
れぞれ抜き出しクラス図のプロトタイプと
して記述を行なった。
(図 4.2)
処理フローの標準化の例として加算命令を
あげる。



0

  Opcode Rs1   Rd immediate

  5 6 10 11 15 16 31

図 19: I-type命令フォーマット

0

  R-R ALU Rs1  Rs2 unused

  5 6 10 11 15 16 31

   func

   25 26

0

  R-R FPU Rs1  Rs2 unused

  5 6 10 11 15 16 31

   func

   26 27

図 20: R-type命令フォーマット

0

  Opcode name

  5 6 31

図 21: J-type命令フォーマット

DLXの命令にはADD,ADDU,ADDI,ADDUI
がある。これらの違いは処理に用いられる
データ元とエラー条件が違うのみであり、
ALUの処理は加算である。これによって 4
つのフローを１つにまとめる事が出来る。
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図 22: CPUステートマシン図

4.3 UML記述と SFL言語の対応関
係

UML記述によって記述したモデルから
オブジェクト指向言語での実装を考える際
には、デザインパターンと言う一種のテン
プレートを用いる。
これを SFLに置いても考えUML記述と実
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図 23: デコードアクティビティ図
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図 24: 演算アクティビティ図

装の対応を考えた。また、非オブジェクト
指向言語、オブジェクト指向言語、HDL言
語、実装と比較するために C,C++言語で
の実装を併記する。
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図 25: ライトバックアクティビティ図

図 26: プロトタイプクラス図

4.3.1 コンストラクタに関するデザイン
パターン

ハードウェアにはコンストラクタによっ
て動的にオブジェクト (モジュール)を生成
することは出来ないので、コンストラクタ
(初期化)に関するデザインパターンは適用
しない。

4.3.2 構造に関するデザインパターン

構造に関するデザインパターンにはproxy
パターンを用いた。proxyパターンは複数
のオブジェクトに対して類似性の高い処理

を行なう際、これらを上位の関数からブラッ
クボックス化するのに用いる。これは SFL
の言語にポインタの概念が無く、また、オ
ブジェクトを渡すことも出来ないことから
このデザインパターンを適用することが適
当であると考えたためである。
加算、減算命令の例としてC++のコード

を Listing1,2,3,4,5,6,7、Cのコードを List-
ing8に示す。

4.3.3 振舞に関するデザインパターン

振舞に感するデザインパターンは stateパ
ターンを用いた。stateパターンは同一のオ
ブジェクトが状態によって処理を変化させ
る際に使うモデルで C＋＋での実装の際に
は状態毎に状態変化を行なうオブジェクト
を継承したサブクラスを作成し、それらを
切り替えて使う。しかし、SFLは状態遷移
を標準でサポートしているため、クラスや
オブジェクトを変化させる必要は無い。そ
のため、このデザインパターンを選択した。

4.4 考察

UML図を用いてハードウェアの設計を行
なう事によってモジュール毎の処理フロー
が共通化され、実装自体もより小さくする
ことが出来たと考える。

また、UMLで記述されたグラフィカル
なドキュメントは後になってから保守や見
直しをする際により一層威力を発揮するも
のだとこれらのドキュメントを書いている
ときに感じた。

ソフトウェアとハードウェアを協調して
開発するために UMLという統一的な記述
言語を用いることが出来ればよりいっそう、
UMLは普及するものだと考える。
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図 1: 全体のシステムユースケース



Listing 1: dlx mpu Cppcode.h
1 #ifndef __MPU_H__
2 #define __MPU_H__
3 #include <stdio.h>
4 union data_u{
5 float f_data;
6 int i_data;
7 unsigned int u_data;
8 };
9

10 enum add_sub_func {
11 ADD ,
12 SUB ,
13 ADD_UNSIGNED ,
14 SUB_UNSIGNED
15 };
16

17

18 class mpu
19 {
20 public:
21 virtual void add() = 0;
22 virtual void sub() = 0;
23 virtual void addi() = 0;
24 virtual void subi() = 0;
25 mpu();
26 };
27

28 extern mpu *mode;
29 extern union data_u src1 ,src2 ,dst;
30 #endif /* __MPU_H__ */

Listing 2: dlx mpu Cppcode.cpp
1 #include "dlx_mpu_Cppcode.h"
2 mpu::mpu()
3 {
4 }

Listing 3: dlx alu Cppcode.h
1 #include "dlx_mpu_Cppcode.h"
2 #ifndef __ALU_H__
3 #define __ALU_H__
4 class alu: public mpu
5 {
6 public:
7 void add();
8 void sub();
9 void addi();

10 void subi();
11 alu();
12 ~alu();



13 };
14

15 #endif /* __ALU_H__ */

Listing 4: dlx alu Cppcode.cpp
1 #include "dlx_mpu_Cppcode.h"
2 #include "dlx_alu_Cppcode.h"
3

4 void alu::add()
5 {
6 dst.i_data = src1.i_data + src2.i_data;
7 }
8

9 void alu::sub()
10 {
11 dst.i_data = src1.i_data - src2.i_data;
12 }
13

14 void alu::addi()
15 {
16 dst.u_data = src1.u_data + src2.u_data;
17 }
18

19 void alu::subi()
20 {
21 dst.u_data = src1.u_data - src2.u_data;
22 }
23

24 alu::alu(){
25 }
26 alu::~alu(){
27 }

Listing 5: dlx fpu Cppcode.h
1

2 #include "dlx_mpu_Cppcode.h"
3 #ifndef __FPU_H__
4 #define __FPU_H__
5 class fpu: public mpu
6 {
7 public:
8 void add();
9 void sub();

10 void addi();
11 void subi();
12 fpu();
13 ~fpu();
14 };
15 #endif /* __FPU_H__ */

Listing 6: dlx fpu Cppcode.cpp



1 #include "dlx_mpu_Cppcode.h"
2 #include "dlx_fpu_Cppcode.h"
3

4

5 void fpu::add()
6 {
7 dst.f_data = src2.f_data + src1.f_data;
8 }
9

10 void fpu::sub()
11 {
12 dst.f_data = src1.f_data - src2.f_data;
13 }
14

15 void fpu::addi()
16 {
17 printf("fpuÃerror\n");
18 }
19

20 void fpu::subi()
21 {
22 printf("fpuÃerror\n");
23 }
24

25 fpu::fpu(){
26 }
27 fpu::~fpu(){
28 }

Listing 7: dlx mpu main.cpp
1 #include "dlx_mpu_Cppcode.h"
2 #include "dlx_alu_Cppcode.h"
3 #include "dlx_fpu_Cppcode.h"
4 mpu *mode;
5 union data_u src1 ,src2 ,dst;
6

7 void add_sub_comparison_instruction(enum add_sub_func mpu_func)
8 {
9 switch(mpu_func){

10 case ADD:
11 mode ->add();
12 break;
13 case SUB:
14 mode ->sub();
15 break;
16 case ADD_UNSIGNED:
17 mode ->addi();
18 break;
19 case SUB_UNSIGNED:
20 mode ->subi();
21 break;
22 default:



23 printf("aluÃerror\n");
24 break;
25 }
26 }
27

28 int main()
29 {
30 fpu *FPU =new fpu();
31 alu *ALU =new alu();
32 mode = ALU ;
33 src1.i_data = 10;
34 src2.i_data = 20;
35

36 add_sub_comparison_instruction(ADD);
37 printf("ADDÃsrc1=%dÃsrc2=%dÃdst=%dÃ\n",src1.i_data ,src2

.i_data ,dst.i_data);
38

39 mode = ALU ;
40 src1.u_data = 10;
41 src2.u_data = 20;
42

43 add_sub_comparison_instruction(SUB_UNSIGNED);
44 printf("SUBÃsrc1=%dÃsrc2=%dÃdst=%dÃ\n",src1.i_data ,src2

.i_data ,dst.i_data);
45

46 mode = FPU ;
47 src1.f_data = 0.53;
48 src2.f_data = 2.11;
49

50 add_sub_comparison_instruction(ADD);
51 printf("ADDÃsrc1=%fÃsrc2=%fÃdst=%fÃ\n",src1.f_data ,src2

.f_data ,dst.f_data);
52

53

54 }

Listing 8: dlx mpu Ccode.c
1 #define alu_subu(DATA1 ,DATA2) DATA1 - DATA2
2 #define alu_addu(DATA1 ,DATA2) DATA1 + DATA2
3 #define alu_sub(DATA1 ,DATA2) DATA1 - DATA2
4 #define alu_add(DATA1 ,DATA2) DATA1 + DATA2
5 #define fpu_sub(DATA1 ,DATA2) DATA1 - DATA2
6 #define fpu_add(DATA1 ,DATA2) DATA1 + DATA2
7

8 union data_u{
9 float f_data;

10 int i_data;
11 unsigned int u_data;
12 };
13

14 enum cpu_mode {
15 ALU ,
16 FPU ,



17 ATHER
18 };
19

20 enum add_sub_func {
21 ADD ,
22 SUB ,
23 ADD_UNSIGNED ,
24 SUB_UNSIGNED
25 };
26

27 static union data_u src1 ,src2 ,dst;
28 static enum cpu_mode mode;
29 void add_sub_comparison_instruction(enum add_sub_func mpu_func)

;
30

31 void add_sub_comparison_instruction(enum add_sub_func mpu_func)
32 {
33 if(mode == ALU){
34 switch(mpu_func){
35 case ADD:
36 dst.i_data = alu_add(src1.

i_data ,src2.i_data);
37 break;
38 case SUB:
39 dst.i_data = alu_sub(src1.

i_data ,src2.i_data);
40 break;
41 case ADD_UNSIGNED:
42 dst.u_data = alu_addu(src1.

u_data ,src2.u_data);
43 break;
44 case SUB_UNSIGNED:
45 dst.u_data = alu_subu(src1.

u_data ,src2.u_data);
46 break;
47 default:
48 printf("aluÃerror\n");
49 break;
50 }
51 }else if( mode == FPU ){
52 switch(mpu_func){
53 case ADD:
54 dst.f_data = fpu_add(src1.

f_data ,src2.f_data);
55 break;
56 case SUB:
57 dst.f_data = fpu_sub(src1.

f_data ,src2.f_data);
58 break;
59 default:
60 printf("fpuÃerror\n");
61 break;
62 }



63 }else{
64 printf("modeÃerror\n");
65 }
66 return ;
67 }
68

69 int main()
70 {
71 mode = ALU ;
72 src1.i_data = 10;
73 src2.i_data = 20;
74

75 add_sub_comparison_instruction(ADD);
76 printf("ADDÃsrc1=%dÃsrc2=%dÃdst=%dÃ\n",src1.i_data ,src2

.i_data ,dst.i_data);
77

78 mode = ALU ;
79 src1.u_data = 10;
80 src2.u_data = 20;
81

82 add_sub_comparison_instruction(SUB_UNSIGNED);
83 printf("ADDÃsrc1=%dÃsrc2=%dÃdst=%dÃ\n",src1.i_data ,src2

.i_data ,dst.i_data);
84

85 mode = FPU ;
86 src1.f_data = 0.53;
87 src2.f_data = 2.11;
88

89 add_sub_comparison_instruction(ADD);
90 printf("ADDÃsrc1=%fÃsrc2=%fÃdst=%fÃ\n",src1.f_data ,src2

.f_data ,dst.f_data);
91

92

93 }


