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シンプルでわかりやすい計算機システムの開発に向けた挑戦
吉

瀬

謙

二†

プロセッサを含むハードウェア，オペレーティングシステム，アプリケーションといった多くの層
の横断的な教育を支援するプラットフォームの提供を目指して，MieruPC システムと呼ぶ「シンプ
ルでわかりやすい計算機システム」の開発に取り組んでいる．本システムでは，MieruPC の名前の
由来となる「見える」という言葉のとおり，ハードウェアとソフトウェアの記述がよく見えてかつ変
更できること，その開発プロジェクトでは，スタンドアローンで動作する魅力的な計算機とその開発
環境を提供することを目指している．本稿では，実践報告として，MieruPC システムを開発するプ
ロジェクトの詳細，工夫した点および得られた知見をまとめる．

A challenge to make a simple and intelligible computer system
Kenji Kise†
The education across layers such as hardware, operating system, and application is important. In order to support such education, we are developing “a simple and intelligible
computer system”, named MieruPC system. In this system, as the Japanese word “MIERU”
used as the part of MieruPC, the description of hardware and software can be clearly seen,
and can be modified easily. In this paper, as a practice report, we describe the concept, the
challenge, the implementation of MieruPC system, and the acquired knowledge through the
project.

1. は じ め に

供することがプロジェクトの狙いである．
開発するスタンドアローンで動作する計算機を

計算機のハードウェアとソフトウェアの両面で深い

MieruPC と呼ぶ．これに，OS，ソフトウェア開発環

知識を持つ技術者が求められている．そうした技術者

境 (SDK)，シミュレーション環境が加わり MieruPC

の育成には，プロセッサを含むハードウェア，オペレー

システムとなる．

ティングシステム (OS)，アプリケーションといった

MieruPC は，FPGA ボード，マザーボード，液晶

多くの層の横断的な教育が有効である．また，そのよ

ユニット，キーボードなどで構成される．このハード

うな教育を支援する魅力的なプラットフォームが必要

ウェアの上で，MieruOS と呼ばれる独自開発の OS

とされている．

が動作して，ファイルシステムやアプリケーションの

そのようなプラットフォームの提供を目指して，

実行を管理する．また，ソフトウェア開発環境である

MieruPC システムと呼ぶ「シンプルでわかりやすい

MieruSDK とハードウェアの動作を模倣するソフト

計算機システム」の開発に取り組んでいる．本システ

ウェアシミュレータを提供することでアプリケーショ

ムでは，MieruPC の名前の由来となる「見える」とい

ンおよびシステムソフトウェアの開発を支援する．

う言葉のとおり，ハードウェアとソフトウェアの記述

本稿では，実践報告として，MieruPC システムを

がよく見えてかつ変更できること，その開発プロジェ

開発するプロジェクトの詳細，工夫した点および得ら

クトでは，スタンドアローンで動作する魅力的な計算

れた知見をまとめる．2 章でプロジェクトの概要を説

機とその開発環境を提供することを目指している．

明する．3 章ではハードウェアに，4 章ではソフトウェ

魅力的な計算機システムを手軽に扱える複雑さと
コード量で実現し，
「計算機システムを理解できる，作
れる，拡張できる」を体験するプラットフォームを提
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アに焦点を当てる．5 章で議論し，6 章でまとめる．

2. MieruPC プロジェクト
2.1 プロジェクトのはじまり
「Computer Science を勉強しているのですが計算
機システムを製作することはできますか？」という素
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図 1 2008 年 4 月に描いた MieruPC のイメージ．
Fig. 1 The image of MieruPC drawn in April, 2008.

図 2 教育用の実験で用いられる FPGA 搭載ハードウェアの例．
Fig. 2 Sample hardware with FPGA used in an
experiment for education.

朴な疑問に答えることを目的の 1 つとして，2008 年

4 月より，
「MieruPC プロジェクト: 中身の見える計
算機システムを構築する教育・研究プロジェクト」を
立ち上げ，スタンドアローンで動作する計算機として
の MieruPC の開発を開始した☆ ．
図 1 に，2008 年 4 月に著者が描いた MieruPC の
イメージを示す．初期の某コンピュータの影響を受け
ていることは否定できないが，この図には，重要な技
術的な選択の結果が書き込まれている．モニタ一体型
の美しいデザイン．USB ではなくシンプルな PS/2 イ
ンタフェースのキーボード

☆☆

による操作．プロセッ

サなどの主要なハードウェアの FPGA ボードへの実

図3

段ボールで作ったデザインの模型 (左) とアクリル版で作った
試作機 (2008 年 7 月撮影)．
Fig. 3 The design made from corrugated paper(left) and
a prototype system(photography July, 2008).

装．3.5 インチ程度の小型カラーディスプレイの搭載．

SD カード (マルチメディアカード) によるプログラム

ラーディスプレイ (320 × 240 画素の液晶ユニット) を

やデータの読み書き．

用いることにした．

このように列挙すると，普通の構成に感じるかもし
れないが，これらの選択が一般的だった訳ではない．

計算機の内部や動作中の LED がよく見える様に，
ケースには透明のアクリル板を用いることにした．図 1

情報実験という名の実験にて，著者の所属する学科

のデザインに関しては，段ボールやアクリル板を加工

では，FPGA にマイクロプロセッサを実装する．そ

して試作機を作成 (図 3) して検討し，その後，モニタ

こで用いるハードウェアを図 2 に示す．7 セグメント

一体型ではなく残念ながらセパレート型のデザインに

LED などに情報を表示して，その動作を確認する．こ

落ち着くことになる．セパレート型としたことで，液

のようなハードウェアを用いた実験は有意義なもので

晶ディスプレイを含む液晶ユニットと FPGA カード

あるが，計算機として見たときには出力装置の魅力に

など格納する MieruPC 本体とが必要となった．教

乏しい．FPGA ボードの VGA 端子を用いて，汎用の

育の現場では机上のスペースが限られることから，手

ディスプレイに出力するという選択肢もあるが，ディ

のひらにのる程度の大きさの計算機とした．

スプレイのサイズが大きくなるため好ましくない．そ

アプリケーションの 1 つとして，テキストエディタ

こで，魅力的な出力装置として，3.5 インチ程度のカ

を用いる文章作成を想定し，キーボードが必要と考え
た．USB 接続のキーボードが一般的だが，シンプルで

☆

☆☆

プロジェクトのはじまりのはじまりは，2008 年 2 月末に開催
された電気・情報系教員の集まりである．
よく見ると，5 段であることや PS/2 接続であることなどから
HHK Professional を使いたい気持ちが伝わってくる．
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わかりやすい計算機を目指すという方向性から，シン
プルな PS/2 接続のキーボードを用いることにした．
図 1 の FPGA ボードには，左端に FPGA が，中
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央にメインメモリとして利用する SRAM が描かれて
いる．著者が計算機アーキテクチャを専門としてプ
ロセッサ構成などを講義で扱っていることもあり，プ
ロセッサの構成を変更できる計算機システムを作り
たいという思いがあった．そのため，電子工作など
で用いられる PIC(Peripheral Interface Controller)
や SH(SuperH) などの組み込みマイコンではなく，

FPGA を用いてハードウェアを実現することにした．
スタンドアローンで動作する計算機では，不揮発
性の記憶装置が必要となる．スマートメディア，メモ
リースティックなども候補となったが，コンパクトな
サイズとシリアル転送によるシンプルなデータ転送方
式 (Serial Peripheral Interface, SPI モード) を提供
していることから SD カードを用いることにした．そ

図 4 アプリケーション SL を実行中の MieruPC-2010．
Fig. 4 A snapshot of MieruPC-2010 running SL
application.

の他，秋葉原にて，プロジェクトに適した 8MB の SD
カードが安価に購入できたことも影響している．
このような選択により方向性を定めて，プロジェク
トを開始した．

2.2 プロジェクトのめざすところ
MieruPC プロジェクトでは，複数の大学の研究室の
教員および学生が自由な意志で参加する形で開発を進
めた．そのため，ゴールを見失わない様に，箇条書き

□ 貢献した人を讃える．論文をたくさん執筆する．
ハードウェアを販売する．あまり厚くない本を出
版する．
□ 日本の情報工学を活発化する．日本発の MieruPC
を世界に広める．
最後の 2 項目については達成していない．これらは
長期的な目的であり，今後の課題である．

の明確な目的を設定している．それらを示す（2012 年

ある程度は達成できた▲の項目については，不足し

6 月時点にて，達成したものに●，ある程度は達成し

ている部分を太字とした．3 番目の項目に関しては，

たものに▲，達成していないものに□を付けている）．

大学 2,3 年生が理解できるまでソースコードの記述が

● ハードとソフトのすべてが見えるスタンドアロー
ンで動作する計算機システムを作る！
● FPGA(あるいは VDEC のチップなど) を活用し
て CPU の内部も見える・修正できる計算機シス
テムを構築する．
▲ 大学 2,3 年生が理解できる洗練された計算機シス
テムの実現を目指す．
▲ 5 万行以内のテキスト形式で洗練された計算機シ
ステムを実装する．
▲ 必要最小限のシンプルなハードウェアで実現する．
低価格で購入できる計算機システムとする．
▲ シンプルで洗練されたソフトウェア群を提供する．
● テキスト版テトリスが動く計算機システムを実現
する．
● エディタでテキストファイルの編集ができる計算
機システムを実現する．
● 新規性がない方が好ましい．開発は基本的に既存
のものを参考にしながらゼロから構築する．
▲ 成果はフリーとしてどんどん公開する．参加した
い人は歓迎する．どんどん担当してもらう．

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

洗練されていない．同様に，4 番目，6 番目の項目に
関しては，十分に洗練されていない．5 番目は販売価
格が低価格とは言い難い．10 番目はプロジェクト管
理の難しさに起因する．その他，●とした 5 つの項目
は十分に達成できた項目である．

2.3 プロジェクトのいま
プロジェクトの成果として，2012 年 6 月時点の最新
版となる MieruPC-2010 システムを公開および販売
している．図 4 は，画像を表示し，その上を SL が走
るアプリケーションを動作させている MieruPC-2010
の写真である．MieruPC-2010 のサイズは 130mm ×

95mm × 135mm で，手のひらにのる計算機を実現し
ている．
プロジェクトにて構築したハードウェアを販売する
ために，2009 年 3 月に MieruPC 株式会社を設立した．
商業的な大成功とはいえないが，これまでに，100 台
を超える MieruPC を出荷しており，これらは，様々
な大学において活用されている．
開始時に掲げた挑戦的な目的の 40%以上を達成し
ていることもあり，ハードウェア開発を含むプロジェ
クトとしては成功例の 1 つである，と主張したい．
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図 5 MieruPC プロジェクトの主な開発の履歴．
Fig. 5 The main development history of MieruPC project.

2.4 プロジェクトのあしあと

という思いから，開始時点から多くの学生を巻き込ん

図 5 に，本プロジェクトの主な開発履歴を示す．横

で，様々な要素技術の開発を迅速におこなうように調

軸を時間として，縦軸にはシミュレータ，ハードウェ

整した．そして，何よりも，優秀な学生が実力を発揮

ア，HDL，ソフトウェアに分類して開発内容の概要を

したことが迅速な開発の鍵であった．

まとめている．開発は大きく 4 つのフェーズに分類で
きる．

2009 年 1 月までの 10ヶ月間が第 1 フェーズであり，
その成果は MieruPC-2008 として製品化されている．

3. MieruPC システムのハードウェア
3.1 既製品から独自仕様のハードウェアへ
第 1 フェーズにおける MieruPC-2008 の開発では，

第 1 フェーズでは，プロセッサシミュレータ SimMips1)

既製品のハードウェアを多用して，主要な要素を迅速

の実装，それをベースに開発した MIPS 命令セットに

に開発した．

準拠する独自アーキテクチャのプロセッサ MipsCore
そして I/O コントローラ

☆

というハードウェア開発

FPGA ボードとして，Spartan-3E XC3S1200E を
搭載する SUZAKU-S を採用した．これに搭載され

と，対応するソフトウェアの開発，FPGA ボードや

ている FPGA に独自仕様のプロセッサ MipsCore と

I/O コネクタを搭載するマザーボードの基板開発およ

I/O コントローラを実装し，また，FPGA 内部のブ

び試作機の開発などをおこなった．2008 年 7 月時点

ロック RAM をメインメモリとして利用した．

の試作機が図 3(右) である．

液晶ユニットとして，コマンドインタープリタ型の

2009 年 2 月から 7 月までが第 2 フェーズであり，そ

液晶モジュール ITC-2432-035H を採用した．これは

の成果は MieruPC-2008 Rev.2(Revision 2) として製

液晶の他に液晶コントローラやマイコンを搭載するモ

品化されている．ここには，独自仕様の FPGA ボー

ジュールで，シリアル通信によるコマンドを受信する

ドの開発，システム制御コプロセッサ (MIPS の CP0

と，文字の表示やカーソルの移動といった，コマンド

に対応) の検討，C ライブラリの構築などが含まれる．

に対応する処理を実行する．5V 電源，グランド，シ

2009 年 7 月から 2010 年 7 月までが第 3 フェーズ

リアル通信の信号線の合計 3 本のみで，液晶ユニット

であり，その成果は MieruPC-2010 として製品化され

と MieruPC 本体を接続した．

ている．ここでは，液晶ユニットの開発，簡略化され

コマンドインタープリタ型液晶ユニットの採用は重

たシステム制御コプロセッサの搭載，独自仕様の OS

要な選択の 1 つであった．その主な利点は，MieruPC

の開発，MieruSDK の構築などをおこなった．

本 体 と の 接 続 ケ ー ブ ル が シ ン プ ル に な る☆☆ こ と ，

2010 年 8 月以降が第 4 フェーズであるが，本稿で
はこれには言及しない．

MieruPC 本体にビデオメモリや液晶コントローラを
搭載する必要がないことである．主な欠点は，液晶

ここで示した各フェーズの進捗は予想を上回るもの

ユニットがプロセッサを持つ計算機システムとなりブ

であった．
「プロジェクトではスタートダッシュが大事」

ラックボックスになる恐れがあること，シリアル転送

☆

これら HDL による開発は，ハードウェアをソフトウェアとし
て記述するため，ハードウェアなのかソフトウェアなのか分類
が悩ましい．本稿では，ハードウェア開発の一部と捉えている．

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

☆☆

液晶との一般的な接続には 20 本程度のフラットケーブルが必要
になり，その取り扱いは簡単ではない．

113

ESS2012
2012/10/18

組込みシステムシンポジウム2012
Embedded Systems Symposium 2012

図 6 マザーボード MieruMB の幾つかの版．
Fig. 6 Some version of mother board MieruMB.

図 8 独自仕様の FPGA ボード (FPGACard)．
Fig. 8 The original designed FPGA borad (FPGACard).

して，これをビデオメモリとして利用する．文献 2)
として MieruLCD の詳細をまとめている．
これらの基板は設計，把握，変更の容易さから 2 層
のデザインとした．また，誰でも利用しやすいように，
回路図や設計データは無料の CAD を用いて作成した．

3.2 プロセッサ MipsCore と I/O コントローラ
FPGA に実装する MipsCore はキャッシュを持たな
図 7 マザーボード MieruMB の基板設計データ．
Fig. 7 The design layout of mother board MieruMB.

いマルチサイクルのプロセッサとした．fetch, decode,

regfetch, execute, memaccess, writeback の 6 ス
の速度によって描画性能が制限されることである．こ

テージにより命令を処理する．シンプルさを重視して，

れらの得失とプロジェクトの目的から，コマンドイン

パイプライン処理はおこなっていない．

タープリタ型液晶ユニットの採用を決めた．
マザーボードは，初期の段階では，ユニバーサル基

第 2 フェーズの FPGACard の開発で搭載するよ
うになった SRAM は 8 ビットアクセスであるため，

板を用いて製作 (図 6 の左) していたが，第 1 フェーズ

MipsCore も，それまでの 32 ビットから 8 ビット単

の後半にて，図 7 に示すプリント基板としての実装に

位のメモリアクセスに変更している．fetch および

挑戦した．図 7 の左下から，電源コネクタ，SD カード

memaccess ステージが 5 サイクルに増加し，乗除算

コネクタ，PS/2 コネクタ，リセットスイッチ，液晶ユ

の execute ステージは 32 サイクル，その他のステー

ニット用コネクタ，電源スイッチ，上側に FPGA ボー

ジは 1 サイクルを要する．このため，1 命令の実行は，

ドを搭載するピンが見える．このシンプルな基板の開

通常の命令で 9 サイクル，ロード/ストア命令で 14 サ

発には，後に実施する独自仕様の FPGA カード開発

イクル，乗除算では 40 サイクルとなる．標準で提供

への準備という意図も含まれている．

する MipsCore は，ある命令の処理が完全に終了して

第 2 フェーズにて，独自仕様の FPGA ボードとして

FPGACard(図 8) を開発した ．FPGA に Spartan☆

から次の命令の処理を開始する，とてもシンプルで低
速なプロセッサとしている．

3E XC3S250E(あるいは XC3S500E) を用い，メイン

第 3 フェーズの OS の開発にともない，簡略化され

メモリとして 512kB の非同期 SRAM を搭載する．こ

たシステム制御コプロセッサ (MIPS CP0) を実装し

れにより，メインメモリの容量が大幅に増えて，OS

た．実現すべき機能をタイマ割り込みとシステムコー

の搭載も現実的なものになる．

ルの二つに絞り込んだため，CP0 で定義されているレ

第 3 フェーズにて，独自仕様の液晶ユニットとし

ジスタのうち，COUNT，COMPARE(タイマ割り込

て MieruLCD を開発した．FPGA に Spartan-3E

みに使用)，EPC(例外発生アドレス) の 3 つのレジス

XC3S250E を用いる．512kB の非同期 SRAM を搭載

タと，SR(プロセッサ状態)，CAUSE(例外の発生理由)

☆

の 2 つのレジスタの一部ビットのみを実装している．
FPGACard の開発は困難だった．例えば，完成までに 5 回の
基板を製造している．製造は CADLUS X などを提供している
某会社である．

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

また提供する例外は INT(割り込み) と SYSCALL(シ
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表 1 MieruPC-2010 本体の Verilog 記述の構成．
Table 1 Verilog description of MieruPC-2010 main part.
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MieruPC.v
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合計

行数
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277
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527
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85
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197
2,626
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LCD コントローラ
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定数などの定義

DCACHE

ExRSLT

I_IN
rrs

ファイル名

ExA/ExWE

D_IN
ExA

RF

MaLDD

RF
rrt

pc
decode

CLK

ExRSLT

ExTPC

npc

posedge
CLK

pc

posedge
CLK90

negedge
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図 9 シングルサイクル版 MipsCore のデータパスとタイミング．
Fig. 9 Datapath and timing of single-cycle MipsCore.

サイクルに改良 (図 9 ☆☆ ) しキャッシュを搭載すること
で，13MIPS(18MHz 動作) を達成できることを確認し
ている．さらに，パイプライン処理で 19MIPS(36MHz
動作) まで性能が向上することも確認している．この
ように，プロセッサの動作周波数とマイクロアーキテ
クチャを変更できることは FPGA を用いたシステム

MieruPC でプロセッサからアクセス可能な I/O は，
すべてメモリマップド I/O として定義される．Mip-

sCore はハードウェア割り込みをもたないため，ポー
リングによりレジスタの変化を検出する．

の利点である．

4. MieruPC システムのソフトウェア
4.1 MieruOS

表 1 に，MieruPC-2010 本体における Verilog 記述

MieruPC-2010 で動作させる OS として，SD カー

のファイル構成をまとめる．MipsCore や簡略化され

ドのファイルシステム管理，ユーザーアプリケーショ

た CP0 の他に，I/O コントローラ，GPIO，プログラ

ンのロードと起動，システムコールの処理といった機

ムローダをもち，これらをトップモジュールが接続す

能を提供する MieruOS を開発した．

る．これら全てをまとめたコード量は 2,626 行と少な
い☆ ．

扱うプロセスは，カーネルプロセスとアプリケー
ションプロセスの 2 つのみである．カーネルのプログ

3.3 ハードウェア量と動作速度

ラムサイズは約 40kB，使用するメモリは約 67kB で

MieruPC-2010 の本体が搭載する FPGA では，ISE

ある．このため，カーネルプロセスが 512kB のメイ

11.5 を利用した場合，Xilinx 社の論理の大きさの尺度

ンメモリのうち 128kB の領域を利用し，アプリケー

であるスライスを 2,446 個使用する．これは FPGAC-

ションプロセスが残りの 384kB を利用する．

ard で主に利用する XC3S250E が持つスライスのほ

ハードウェアのプログラムローダが OS をロードし，

ぼ 100%である．規模の大きい XC3S500E が持つスラ

プロセッサが実行を開始すると，プロセス管理やメモ

イスの 53%に相当する．小容量で安価な XC3S250E

リ管理などの各種データ構造を初期化し，カーネルプ

でも MieruPC は実現できるが，拡張を考慮すると

ロセスを起動する．カーネルプロセスではシェルが動

XC3S500E の利用が好ましい．

作し，ユーザからのコマンドを受付ける．

FPGA の内部ロジックは 67MHz で動作するが，

アプリケーション実行が指示されると，プログラム

SRAM の安定アクセスのために 54MHz で動作させ

ローダにより実行するプログラムイメージがメモリ上

ている．先に述べた MipsCore の命令実行に必要なサ

に展開され，アプリケーションプロセスとして起動さ

イクル数から，乗除算命令の実行頻度が少なく，ロー

れる．アプリケーションが終了すると再びカーネルプ

ド/ストア命令を 20%含むアプリケーションを想定す

ロセスに戻り，新たなアプリケーションが実行可能に

ると，MIPS 値 (Million Instruction Per Second) は

なる．アプリケーションではシステムコールを介して

5.4MIPS となる．これは，1980 年代の計算機の性能

OS の機能を使用する．

に相当し，工夫することで様々なアプリケーションを
実装できるレベルといえる．
一方で，MipsCore をマルチサイクルからシングル
☆

kbcon table.v のコード量が一見して多いように見られるが，
実態は 512 ワードの ROM を case 文で書き下したものである．

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

MieruOS は，C++とアセンブラにより 3,672 行で
記述されている．スタートアップルーチンやシステム
コールの一部はアセンブラ，その他のほとんどの部分

☆☆

位相の 90 度異なるクロックを用いていたり，結果書き込みと命
令フェッチを同時に処理していたり，と工夫を施している．
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Application



#include <mierulib.h>
int main (void)
{
lcd_ttyopen(1);
while(1) {
while (!mpc_getchar(NULL));
lcd_puts("Hello world");
}
}



図 10 MieruPC のアプリケーションの例．
Fig. 10 An example of an application of MieruPC.

は C++で記述されている．

4.2 ライブラリと SDK
アプリケーションは主に C 言語により記述する．ソー
スコードに MieruPC のライブラリファイル mierulib.h
をインクルードしてコンパイルし，リンカスクリプト

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



Library



void lcd_puts(char *s)
{
int i = 0;
while(s[i]) {
lcd_sendchar(’H’);
lcd_sendchar(s[i++]);
/* move internal cursor... */
}
lcd_nextline();
}
void lcd_sendchar(char c)
{
volatile char *ptr =
(volatile char *) MP_MMAP_LCD;
while (!*ptr);
*ptr = c;
}



図 11 MieruPC のライブラリの一部．
Fig. 11 A part of the libraries.

を用いてライブラリとリンクする．
図 10，図 11 は，キーボードの入力に反応して

“Hello world” を表示するアプリケーションと，提供
されるライブラリのコードの一部である．

MieruPC のアプリケーションでは，図 10 の 5 行
目の液晶ユニットを初期化する関数 lcd ttyopen を最
初に実行する．7 行目でキーボードの入力をビジー
ループで待ち続ける．何らかの入力があれば 8 行目の

lcd puts 関数が呼び出される．この関数は図 11 の 1〜
10 行目に定義され，文字列を 1 文字ずつ切り出し，文
字を描画する液晶ユニットへのコマンド “H” とともに，

5〜6 行目で lcd sendchar 関数に渡す．lcd sendchar
関数では，16 行目でキーボードコントローラがビジー
でなくなるまで待ち，17 行目で文字を送信する．さ

図 12 開発されたアプリケーションの例．
Fig. 12 Photo of developed applications.

らに，7 行目で (図中では省略するが) カーソルの位
置を 1 文字分移動させる．この処理を文字数だけ繰

次に，OS カーネルとアプリケーションのバイナリ，起

り返す．その結果，液晶ユニットの画面には “Hello

動時に実行するアプリケーションを記述した簡易シェ

world” が表示される．9 行目で改行コマンドを送信

ルスクリプトを含んだ，SD カードのイメージファイ

する lcd nextline 関数を呼び出して，アプリケーショ

ルを作成する．こうして作成されたイメージファイル

ンへと制御を戻す．この例のように，ライブラリもブ

を入力としてシミュレータを実行すると，OS の起動

ラックボックスにならない様に，シンプルでわかりや

とともにテストしたいアプリケーションが実行される．

すい記述を心がけた．
アプリケーションの開発・検証を容易にするため，

シミュレータで十分なテストをおこなってから，SD
カードにバイナリを書き込み，実機でテストする．

ライブラリ，シミュレータ，SD カードのイメージファ

MieruSDK はこうした一連の作業を自動化し，アプ

イルを作成するツールなどを統合する SDK として

リケーションの効率的な開発を支援する．

MieruSDK3) を整備した．
MieruSDK を利用してアプリケーションをテストす

開発された幾つかのアプリケーションのスクリーン
ショットを図 12 に示す．

る際は，まずアプリケーションをライブラリとともに
クロスコンパイル，リンクして，バイナリを作成する．

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan
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5. 議

論

MieruPC システムを教育の現場で利用する試みが
なされている．
東京工業大学の計算機アーキテクチャの講義では

MIPS アーキテクチャを題材として扱っており，その
中で SimMips と MieruPC システムを取り入れた講義
をおこなった．講義の最後には期末課題として，Sim-

Mips をインストールしたサーバを受講者向けに開放し，
SimMips のソースコードの一部を変更する必要のある
課題を課した．また，余裕のある人向けに MieruPC

図 13 MieruPC Rev.ITsp 向けのアプリケーションの例．
Fig. 13 Photo of an application for MieruPC Rev.ITsp.

のアプリケーション開発を課題とした．SimMips の
上で自らの作ったアプリケーションをテストしてもら
い，完成したアプリケーションは本人のプレゼンテー
ションとともに MieruPC 実機の上で動作させた．

いった内容である．
実践的なプロジェクト実習の題材としては，文部科
学省先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラムの

この課題は必須ではなかったが，受講者の約 10%の

一つである「情報理工実践プログラム」(東京大学，東

学生が独創性に富んだアプリケーションを提出してお

京工業大学，国立情報学研究所) のソフトウェア開発プ

り，学習意欲の向上につながった．しかし，より多く

ロジェクト実践に用いられたケースが挙げられる．東

の学生に広く触れてもらうためにはいくつかの課題

京大学と東京工業大学の修士 1 年の学生各 2 名，合計

がある．まず，シミュレータ上で動作していたアプリ

4 名が，通年の実習を通して MieruPC のハードウェ

ケーションが，いざ実機で動作させようとすると環境

ア，ソフトウェアを拡張し，MieruPC Rev.ITsp と

の微妙な違いによりうまく動作しない，という場面が

名付けられた計算機システムを構築した3) ．MieruOS

見受けられた．こうした課題を自宅で取り組む場合，

や MieruSDK は，この実習の成果を土台としている．

実機でのテストの機会をどのように提供するかを検討

MieruPC Rev.ITsp は独自の機能として，RS-232C

する必要がある．また，意欲はあったがどう手をつけ

を通じた一般的な計算機 (PC) との通信の機構を持っ

て良いかわからなかったという意見も見受けられ，ド

ており，PC がウェブサービスを通じて取得した情報

キュメントや開発環境の整備も課題となった．

を，MieruPC Rev.ITsp が受信して画面に表示する

豊橋技術科学大学でも，高専生向けの組込みシステ

といったアプリケーションが実現可能である．図 13

ムに関する夏期講座として，MieruPC のアプリケー

に，このアプリケーションの動作例を示す．PC と比

ション開発の課題を課した．始めに MieruPC の概要

べてハードウェアの制約が大きい中で，ある機能がど

やアプリケーション開発の流れに関する説明をした後，

のようなパーツの組み合わせで提供されているのかと

5 日間で各自のアイディアに基づいたアプリケーショ

いう知識，また，所望の機能を実現するために，制約

ンを開発させた．講座の後，学生には制作したアプリ

に合わせて利点や欠点を考慮し，実装方法を選択する

ケーションの説明や講座の感想などを数枚のレポート

という能力が身についたことが，文献 3) に述べられ

の形で提出することを求めた．レポートでは「思い通

ている．

りに動いてくれたときに，自分でもこんな物が作れる

関連する試みとして，TINYCPU4) を紹介する．こ

んだ，と感動した」「パソコンから離れたものでプロ

こでは，16 ビットの独自命令セットをプロセッサを

グラムを実行するのが良いなと思った」などの感想が

FPGA 上に実装している．また，クロスアセンブラと

得られている．

クロスコンパイラも提供されており，これらのコード

ハードウェアに手を入れる実験も進められている．
東京農工大学では，集積回路工学の実験に MieruPC

および文法ファイルの合計は 400 行あまりにまとめら
れている．TINYCPU は，容易に理解できるコードで，

が利用されている．MieruPC のハードウェアを使い，

複数の分野に跨った教育を可能にするなど，MieruPC

始めに液晶コントローラ，PS/2 キーボードコントロー

との共通点も多い．MieruPC プロジェクトは，シン

ラと簡単な回路により，液晶モジュール上でスロット

プルさを保ちつつ，より実用的で魅力的な計算機シス

マシンを動作させる．ここからステップアップして，

テムを提供することを目標とする点が挑戦的である．

最終的に MIPS ベースのプロセッサを動作させると

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

117

ESS2012
2012/10/18

組込みシステムシンポジウム2012
Embedded Systems Symposium 2012

6. お わ り に
プロセッサを含むハードウェア，オペレーティング
システム，アプリケーションといった多くの層の横断
的な教育を支援するプラットフォームの提供を目指し
て，MieruPC システムの開発に取り組んでいる．本
稿では，実践報告として，MieruPC システムを開発
するプロジェクトの詳細，工夫した点および得られた
知見をまとめた．
「シンプルでわかりやすい」，
「小型」，
「安価」，
「魅力
的」といった要求は時に相反する複雑な関係にある．
そのような中，必要な機能と切り捨てる機能を一貫性
を持って選択することが重要である．MieruPC プロ
ジェクトでは，開発時からその普及を前提にして，こ
れらの取捨選択をおこなった．プロジェクト成果の 1
つが MieruPC-2010 システムである．
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