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ROS の Publish/Subscribe 通信のハードウェア実装による高速化の検討
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はじめに

近年，自律型ロボットの開発が盛んに行われ，災害
や日常生活の支援などでの活躍が期待されている．自
律型ロボットは，自律制御や画像認識といった多くの
処理をバッテリー駆動で行う必要がある．バッテリー
駆動という電力面での制約がある中で，高性能に処
理を行うには，マイクロプロセッサや GPU よりも電
力当たりの性能が高い FPGA が適している．しかし，
FPGA は開発コストが高いため，ロボット開発に導入
することは容易ではない．この課題に対して，我々は
ROS 準拠 FPGA コンポーネントを提案している [1]．
ROS(Robot Operating System) とは，コンポーネン
ト指向開発を支援している，ロボット開発のソフトウェ
アプラットフォームである．ROS に準拠して，FPGA
をコンポーネント化することで，FPGA を容易にロ
ボットシステムに導入することが可能となる．FPGA
を導入することによって，電力当たりの性能が高いロ
ボットシステムを実現できる．しかし現在のコンポー
ネントは，通信における遅延時間が大きいことが課題
となっている．
本 研 究 で は ，ROS の 通 信 の 高 速 化 を 目 的 と し
て，従来ソフトウェア上で行っていた ROS の Publish/Subscribe 通信のハードウェア化を提案する．本
稿では，ハードウェア化の検討及び実装方法について
述べる．

ROS 準拠 FPGA コンポーネント
ROS 準拠 FPGA コンポーネントとは ROS の Publish/Subscribe 通信に準拠し，FPGA をコンポーネン
ト化することである．コンポーネント化することによ
り，FPGA を ROS のシステムにおいてひとつのノー
ドとして扱うことができる．そのためロボットシステ
ムにおいて FPGA の回路の追加・変更が容易に行える．
ROS の Publish/Subscribe 通信とは ROS が提供す
るノード間の通信モデルの一つである．ROS におけ
るノードとは機能毎に実装されたプロセスのことであ
る．Publish/Subscribe 通信とは，Publisher(出版者)
と Subscriber(購読者) による非同期な通信方法である．
Publisher は Topic というメッセージの集合を配信 (送
信) し，Subscriber は必要な Topic のみ購読 (受信) す
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る．この通信方法は相手の情報を必要としないため，
動的なネットワーク構成が可能となる．そのため，複
数のノードで構成されるロボットシステムにおいて，
ノードの参入，変更，脱退を容易に行うことができる．
ROS 準拠 FPGA コンポーネントの概要図を図 1 に
示す．コンポーネントは，プログラマブル SoC(ARM
プロセッサ+FPGA) を用いて実装を行う．ARM プロ
セッサ上の ROS ノード (interface FPGA) が FPGA 及
び他の ROS ノードとの通信を行う．現在のコンポー
ネントでは，FPGA での処理時間に比べて，通信にお
ける遅延時間が大きいために，FPGA での処理能力を
活かしきれていないことが課題である [1]．
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図 1: ROS 準拠 FPGA コンポーネント

Publish/Subscribe 通信のハードウェア化の検討
上記の課題を解決するために，コンポーネントの通
信に使われている ROS の Publish/Subscribe 通信を
ハードウェア化することで通信の高速化を図る．
Publish/Subscribe 通 信 の 詳 細 に つ い て 述 べ る ．
Publisher，Subscriber，Master から成る，ROS の最
小構成の通信手順を図 2 を用いて述べる．Master と
は ROS のシステムを構築する際に必要不可欠なもの
であり，ノード情報の管理や，XMLRPC を元にした
API の提供を行う．XMLRPC とは XML を HTTP で
転送する，遠隔手続呼出のことである．
(1)Publisher ノードと Subscriber ノードは，起動
すると自身のノード名や (配信又は購読する) トピッ
クなどの自ノードの情報を Master に対して送信す
る．(2)Master は Subscriber が購読する Topic を配信
している Publisher の情報を Subscriber に送信する．
(3)Subscriber は Publisher に対して接続を要求する．
このときの接続要求には接続方式の指定が含まれる．
接続方式には TCP/IP ベースの TCPROS と UDP/IP
ベースの UDPROS がある．(4)Publisher は接続要求
に対して，自身のポート番号と URI アドレスを返す．
(5)Subscriber は，その URI アドレスに対して，TCP
3
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又は UDP 通信でコネクションを確立し，connection
header を送る．(6)connection header を基に，Publisher ノードは，Publish/Subscribe 通信かサービス通
信かを判断し，connection header を送り返す．(7) デー
タの送信 (配信) をする．以後，同じコネクションを使
用して (7) が繰り返される．

Master

す．TCP/IP 通信を行うための SiTCP は GMII を介
して PHY チップと接続する．SiTCP においては通信
データの入出力には FIFO を用いる．入力用 FIFO か
ら読み出すことでパケットを受信し，出力用 FIFO に書
き込むことでパケットを送信する．Publisher データ生
成ブロックでは図 2 で示した通信手順の (6)connection
header の書き込みと (7) 送信データの書き込みを行う．
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図 2: Publish/Subscribe 通信の手順

図 2 に示した ROS の最小構成における，TCPROS
接続の Publish/Subscribe 通信のパケット解析を行っ
た．解析にはパケット解析ソフトウェアである Wireshark を用いた．ROS の接続方式では，TCPROS を
使用するのが一般的である．以後，本稿では TCPROS
を対象に検討を行う．
(1)〜(4) の手順においては 229 個のパケットを送出
する．(5)，(6) の手順では 7 個のパケットを送出し，
(7) では 2 個のパケットが送出される．手順 (1)〜(6)
はコネクションが確立するまでの 1 回のみであるのに
対して，手順 (7) はノードがデータの配信又は購読を止
めるまで繰り返される．そのため，Publish/Subscribe
通信でボトルネックとなっているのは，手順 (7) であ
る．ゆえに，手順 (1)〜(4) で使われている XMLRPC
の通信をハードウェア化しても，通信の高速化は見込
めない．
以上のことから，TCP によるデータ通信を行ってい
る部分をハードウェア化することが通信の高速化に繋
がると考えられる．
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動作確認のため，図 3 の構成の Publisher ハードウ
ェア回路を Xilinx 社の FPGA チップ Spartan-6 搭載
の DIGILENT 社製の Atlys ボードに実装した．Subscriber と Master は PC 上で動作させた．PC 上の Subscriber ノードと FPGA 上に実装した Publisher ノー
ドが Publish/Subscribe 通信を行うことが確認できた．

5

本稿では ROS の Publish/Subscribe 通信のハード
ウェア化による通信の高速化の検討を行った．Publish/Subscribe 通信は，登録処理を行う XMLRPC 通信
部分と TCP/IP によるデータ通信部分からなる．Publish/Subscribe 通信を高速化するにはデータ通信部分
をハードウェア化する必要があることを述べた．また，
検討を基に Publisher ノードのハードウェア化を行い，
動作確認を行った．今後は Subscriber ノードをハー
ドウェア実装し，性能評価を行い，従来の ROS 準拠
FPGA コンポーネントと通信の遅延時間の比較を行う
予定である．
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実装方法

提案する，Publish/Subscribe 通信ハードウェアの
実装方法を検討した．データ通信部を実装するには，
TCP/IP 通信をハードウェアで行う必要がある．今回
は，SiTCP[2] を用いて TCP/IP をハードウェア実装
した．SiTCP とはハードウェア実装されたネットワー
クプロセッサであり, FPGA で TCP 通信を行うこと
が可能になる. アカデミック用途に限り無償公開され，
多くの FPGA に対応している．
実装した Publisher ノードのブロック図を図 3 に示
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