
 
 
 
 
 
実践演習と学生プロジェクトで当社テクノロジを使ってみましょう！当社には、世界各地で

29年の教職員支援の実績があります... 

指導パッケージの主な要素は次の4つ
です。 
ツール：ソフトウェア開発ツールの無償ダウンロー

ド。フルバージョンがコードサイズや時間制限なし

で利用可能！ 

ハードウェア：当社パートナーによる低コストで堅

牢、効果的なハードウェア 

教材：社内向け/商用研修目的ではなく、各分野で権

威ある専門家が執筆した本物の教材。生徒たちとの

共有、編集、翻訳、学術・非営利目的の無制限利用

を可能にするライセンス付き 

効果的な支援：フォーラム、オンラインビデオチュー

トリアル、およびオンライン/構内ワークショップに

より支援が利用可能 

当社提供の専攻とコース： 
• コンピュータサイエンス/エンジニアリング

（「CS」/「CE」） 

• ゲームデザイン/エンジニアリング/プログラミング 

• 電気・電子工学（「EE」） 

• 自動車工学 

• コンピュータアーキテクチャ 

• システム・オン・チップ（「SoC」）デザイン 

• グラフィックス 

• GPUアクセラレーションとコンピュート 

• AI：人工知能 

• 自律型自動車と車載システム 
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モバイルグラフィックスの紹介 
学習範囲： 

モバイルグラフィックスの入門コー

ス、講義と実践演習付き。前期・後期

制。 

著者： 

ダレン・マッキー（Darren McKie）、

ハル大学（英国） 

パートナー： 

BeagleBoard.org 

対象者： 

BSc/MScゲーミング、EEとCS 3年次生 

ハードウェア： 

Acer Chromebook、Android携帯電話/タ
ブレット、BeagleBone Black/AI 64また

はPC上のソフトウェアエミュレータ 

オンラインビデオチュートリアル 

一日ワークショップ：4月22日開催の

ロンドンワークショップの教材とパッ

ケージおよびビデオ 

XuetangXでの中国語のオンラインセル

フスタディコース 

言語： 

英語、中国語（簡体字・繁体字）、 
日本語、韓国語 

サポート： 

IUPフォーラム：
university.imgtec.com/forums 

リクエストとダウンロード： 

university.imgtec.com/teaching- 
download 

ツール—チェーン：PowerVR SDK 

 

週目 講義トピック 詳細 

1 モバイルグラフィックステクノロジの

紹介 
利用可能な各種グラフィックスAPIと、その比較方法の紹介。 

1-2 PowerVRフレームワークの基本、およ

び簡易オブジェクト志向デザイン 
PowerVR SDKを使った簡易トライアングルグラフィックスプログラム

の書き方。メイン描写機能からトライアングルコードの区別とそのク

ラスへの割り当て方法。 

2-3 モバイルグラフィックスアーキテク

チャの紹介 
モバイルの中心的グラフィックスハードウェアの比較、電力消費とパ

フォーマンスに関連する懸案事項の導入、およびOpenGL ESのクロスプ

ラットフォーム/クロスコンパイルの利点の理解。PowerVRブラフィック

スアーキテクチャケーススタディについて概観する。 

3-4 グラフィックスSDKとフォーラムの

紹介 
モバイルグラフィックスSDK（OpenGL ES 3.2まで）で使う主なテク

ノロジおよびSDKユーティリティと、サポートのフォーラムの使い方

について学ぶ。 

4-5 テクスチャ 座標系とパフォーマンスに関する懸念事項を含む、テクスチャのし

くみ。 

5 変換 平行移動、回転、照明の適用方法など、変換と照明を頂点に適用する

方法。 

6-7 OpenGL ESの基本 OpenGL ESコマンドとシェーダー言語の基本を学ぶ。 

7-8 OpenGL ES照明 1つのシーンで物体に照明を当てる異なる照明モデルの使い方を 
学ぶ。 

9 反射と屈折 キューブマップの作成方法と、反射と屈折の計算での使い方を学ぶ。 

9-10 Vulkanの紹介 Vulkanの紹介と、OpenGL ESとの比較。 
 

 

  



 

RVfpgaコースの概要 
RVfpga：コンピュータアーキテクチャコースの目標は、ソフトコアのRISC-V CPU
（SweRV EH1）をFPGAに導入することです。この点を念頭に置いてください。ツー

ルのセットアップとシステム作動の確認について、ユーザーを指導します。20の実践演

習が要約および整理されているため、生徒たちは、CPUの機能、その外部とのインター

フェイス、コア、パイプラインおよびメモリシステムについて理解できます。 
フォローアップコース、「RVfpga-SoC：SoCデザインの紹介」では、ユーザーは、システム・オン・チップ（SoC）の構築を

実地体験できます。RVfpga-SoCは、ユーザーを相互接続オプションに誘導して周辺機器を追加し、次に、SoCでRTOS（リア

ルタイムオペレーティングシステム）を稼働します。本コースには、5つの実践演習があり、その1つではSoCでのTensorflow 
Liteの実行方法について説明します。 

両コースとも、RVfpgaシステムを利用しますが、これはWestern DigitalのRISC-V SweRV EH1コアを利用するChips Allianceの 
SweRVolf SoCをベースにしています。SweRV EH1は、完全検証済の制作レベルのプロセッサコアです。SweRV EH1はオー

プンソースであり、Western DigitalのSSDデータストレージやImagination Technologiesの最新のGPUを含め、すでにシリコン

チップに組み込まれています。 

当社では、生徒たちおよび他のRISC-Vユーザーとの実世界のシステム・オン・チップソリューションの共有に誠実に取り組みま

す。業界で実証済みのデザインを使用できるのに、「簡易エデュケーションコア」を利用するのは、なぜですか？SweRVコア

は、力強い拡張型エコシステムの中心として機能し、シミュレータ、モデル、統合開発環境（IDE）、仮想ハードウェア、事前構

成済FPGA対応SoC実装など、さまざまな有用なオープンソースと商用ツールが利用できます。 

学習範囲 

教材では、コンピュータアーキテクチャ、RISCプロセッサの

内部機構、およびCPUからシステム・オン・チップデザイン

への取得プロセスの基本をすべて説明します。 

著者 

米国ネバダ大学ラスベガス校 サラ・ハリス博士（Dr. Sarah 
Harris）、スペインマドリード・コンプルテンセ大学 ダニエ

ル ・ シ ャ ヴ ァ ・ マ ル チ ネ ツ 博 士 （ Dr. Daniel Chaver-
Martinez ）、英国 AKZY 社ズバイル・カカケル（ Zubair 
Kakakhel） 

対象者 

理学士：デジタルデザインとマイクロアーキテクチャ、コン

ピュータ構成とアーキテクチャ；理学士・理学修士：最先端

コンピュータアーキテクチャ、組み込みシステムプロジェク

ト；理学修士：SoCデザイン、デザイン検証；理学修士・博

士：プロセッサアーキテクチャ 

言語 

英語、中国語（簡体字と繁体字）、日本語、韓国語、ロシア

語、スペイン語、ポルトガルおよびトルコ語 

ソフトウェア 

- Xilinx Vivado 2019.2 WebPACK 

- MicrosoftのVisual Studio Code 

- PlatformIOとChips Allianceプラットフォーム。RISC-Vツー

ルチェーン、OpenOCD、Verilator HDLシミュレータ、

Western DigitalのWhisper ISS（命令セットシミュレー

タ）を含みます。 

ハードウェア 

- Digilent Nexys A7（100T）またはNexys 4 DDR FPGA
ボード 

これらのハードウェアは推奨しますが、必須ではありま

せん。 

- すべての実践演習は、シミュレーションか、「ViDBo」
（仮想開発ボード）を使って完成できます。 

オープンソースRISC-VコアとSoC 

- コア：Western DigitalのSweRV EH1 

- SoC：Chips AllianceのSweRVolf 

 
 

 

  



 

コンピュータアーキテクチャの理解とSoCデ

ザインの紹介 
RVfpga（RISC-V FPGA）は、次世代プログラマとエンジニアが、RISC-Vの可能性を引き出すのに必要な基本知識や実地体験

を提供します。本コースは、学部生や修士課程の大学院生のほか、セルフスタディおよび業界向けトレーニングに適していま

す。本コースの設定方法、ハードウェアとソフトウェアツールのインストール方法、講義スライド、ラボ使用方法、例題と実

践演習（解答付き）、および補助教材を含む、Rvfpgaの指導を希望する指導員向けの資料が多数入っています。指導員は、1学
期のコースで教材の一部を使用することも、2～3学期のコースで全教材を使用することも可能です。 

追加機能とサポート： 

• 入門ガイドと、詳細な説明、例題、小問題、解答付きの実践演習を含む20の演習作業があり、教師はコースで実践と試験ベー

スの構造を柔軟に選択することができます。 

• PDFと.pptx/.docx形式の両方があるため、教師は各自のニーズに合わせてカスタマイズできます。 

• 9か国語で対応：英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、日本語、韓国語、スペイン語、トルコ語、ロシア語、および

ポルトガル語。 

• Imagination大学プログラムフォーラムで直接サポートを受けるか最新情報を確認できます：university.imgtec.com/forums 

 

 

RVfpga：スポンサーとサポーター 
 
学術諮問委員：  

デイビッド・パターソン 
（David Patterson）教授 

カリフォルニア大学バークレー校 

校閲者： 

ロイ・クラヴィッツ 
（Roy Kravitz）教授 

米国ポートランド州立大学 

著者： 

サラ・ハリス 
（Sarah Harris）教授 

ネバダ大学ラスベガス校 

 

寄与者： 

オルフ・カインドグレン 
（Olof Kindgren） 

Qamcom Research & Technology 
Gothenburg（スウェーデン） 

 

ダニエル・シャヴァ・マルチネツ 
（Daniel Chaver Martinez） 
准教授 

マドリード・コンプルテンセ大学 

 

ポン・リウ（Peng Liu）教授 

中国・浙江大学 

 

ズバイル・カカケル 
（Zubair Kakakhel） 

AZKY Tech社（英国・バーミン

ガム） 

 

サポーター： 

 
 

  



 

第1学期と第2学期：RVfpga：コンピュータアーキテクチャの

理解 
講義トピック 詳細 

実践演習0 RVfpga実践演習の概要 

実践演習1 Cプログラミング 

実践演習2 RISC-Vアセンブリ言語 

実践演習3 関数呼び出し 

実践演習4 画像処理：C言語とアセンブリ言語を使ったプロジェクト 

実践演習5 Vivadoプロジェクトの作成 

実践演習6 I/Oの紹介 

実践演習7 7セグメントディスプレイ 

実践演習8 タイマー 

実践演習9 割り込み駆動型I/O 

実践演習10 シリアルバス 

実践演習11 SweRV EH1設定と構成。パフォーマンス監視 

実践演習12 算術/論理命令：追加命令 

実践演習13 メモリ命令：lwとsw命令 

実践演習14 構造ハザード 

実践演習15 データハザード 

実践演習16 制御ハザード。分岐命令：beq命令。分岐予測。 

実践演習17 スーパースカラの実行 

実践演習18 コアへの機能（命令、ハードウェアカウンタ）の追加 

実践演習19 記憶階層。命令キャッシュ。 

実践演習20 ICCMとDCCM 

 

第3学期：RVfpga-SoC：SoCデザインの紹介 
講義トピック 詳細 

実践演習1 RVfpga-SoCの紹介 

実践演習2 RVfpga SoCでのソフトウェアの実行 

実践演習3 SweRVolfおよびFuseSoCの紹介 

実践演習4 SweRVolfでのZephyrの構築および実行 

実践演習5 SweRVolfでのTensorflow Liteの実行 
 

 

  



RISC-Vガイド 
RISC-Vは、半導体業界にとってビッグニュースです。この流行の影に何が潜んでいるのでしょうか？当社ではDigi-Keyと連携

して、RISC-Vを中心とした、簡略で分かりやすく、実地に活かせるテクノロジガイドを作成しました。リチャードJ.シコラ

（Richard J. Sikora）が組み込みシステム開発での35年の経験をもとに作成！ 

内容 

- RISC-V：歴史とその独自機能 

- ライセンス 

- テクノロジの未来... 

- 早期実装例 

- 3つの実装で実地演習： 

実用例 

(1) Seeed Technologies Maix BiTボードでKendryte CPUを

使ってLinuxを実行するMPUマイクロプロセッサ 

 

(2) SparkFun RED-V「Red Board」でSiFive SoCを使うMCUマ

イクロプロセッサ 

(3) 「ソフトコア」 - Western DigitalのEH1コア「SweRV」をXilinx
（「Rvfpga」教材用プラットフォーム）のFPGAに実装 

 

直接ダウンロード 

university.imgtec.com/resources/download/ guidetoriscv 

 

Beagleで楽しむ - GPUの探りとOpenCLの実行 
BeagleBone® Blackは、学生から愛好家、開発者といった何百万人ものユーザーに愛用されている開発プラットフォームです。

業界の開発者に人気のシングルボードLinuxコンピュータになりました。Beagleの中心をなすTI Sitara™システム・オン・チッ

プには、Imagination SGX530 GPUが含まれます。これまで、これが、システム図上のブロックに過ぎず、ほとんどのBeagleユー

ザーにとって「ブラックボックス」でした。Beagleの人気を確かめるために、当社では、GPUの謎を明らかにしました。 

イアン・ハンター博士（Dr. Iain Hunter）は、Sitara SoCが登場した当時TIに在籍しており、それ以来、このプラットフォームの優

れた独立開発者となっています。彼ほどBeagleに熟知している人は他にいません！ 

グラフィックス 

「モバイルグラフィックスの紹介 - 2020年版」にある教材

は、Beagleで実行できますが、このガイドでは、基本例を一

部紹介しています。 

 

Open CLの実行 

ハンター博士（Dr. Hunter）は、BeagleBone Blackシステムの興

味深く、しかもかなり複雑な内容の一部を紹介してくれます。

博士がGPUでのOpen CLの実装方法とアプリケーションの実行

方法を紹介します。 

• パッケージにはOpen CLドライバをその実行方法および使用

方法に関する実践的な解説とあわせて収録 

• その例で、GPUでのオーディオサンプルレート変換の実行

を紹介 - Beagle Boardでも初！ 

 

オンラインビデオチュートリアル 

• 準備 

• BeagleBone Blackの起動 

• SDKの構成 

• SDKのコンパイル 

• BeagleBone Black OpenCLの例の構築 

• BeagleBone Black OpenCLの実行 

• OpenCLオーディオの構築 

• ALSA OpenCLの実行 

 



 

Edge AI - 原理と演習 
学習範囲 

本コース全体は、4モジュール、9ユニットおよび11実践演
習（L0-L10）の開発をベースとし、Edge AIの基本アルゴリ
ズムと一般的なアプリケーションを対象としています。ま
た、ケーススタディ形式を取っているため、一般的な学期
コースに適しています。 

著者 

ルイス・ピヌエルモレノ（Luis Pinuel Moreno）教授、フ
ランシスコD.イグアル（Francisco D. Igual）教授 - スペイン
マドリード・コンプルテンセ大学、サンドラ・カタラン
（Sandra Catalan）教授 - Rafael Rodriguez社 

寄与者 

シャオフイ・デュアン（Xiaohui Duan）教授 - 中国・北京
大学、クリス・トーマス（Chris Thomas） 

協同者 

ポール・バクストン（Paul Buxton）、ロバート・オーウェン
（Robert Owen）、グアンヤン・ホー（Guanyang He） 

プラットフォーム 

ImaginationのNeural Computeソフトウェア開発キット（NC-
SDK-AC）を実行するBeagleBone AI 64ボード 

対象者 

BSc EEおよびCS 3年次生 

言語 

英語。中国語（簡体字）は今後発行予定 

 

週目 講義トピック 詳細 

モジュール1. 
Edge AIの紹介 

1. 紹介と入門 
Edge AIと実験プラットフォームの紹介 

実践演習0：Pumpkinボードの入門 

2. Edgeでのデータ収集と処理 
画像処理の基本 

実践演習1：OpenCVでの画像収集と処理 

3. Edgeでの機械学習の紹介 

機械学習、IMG Neural Compute SDKおよびIMGDNNライブラリの紹介 

実践演習2：NCSDKの入門 

実践演習3：Pumpkinボードで初めてのニューラルネットワーク 

実践演習4：imgDNNで初めてのニューラルネットワーク 

モジュール2.
画像表示 

4. 画像分類 
Edgeデバイスでの画像分類 

実践演習5：Pumpkinボードでの画像分類子の例 

5. 画像セグメンテーション 
Edgeデバイスでの画像セグメンテーション 

実践演習6：Pumpkinボードでの画像セマンティックセグメンテーション 

6. オブジェクト検出 
Edgeデバイスでのオブジェクト検出 

実践演習7：PumpkinボードでのSSD人物検出 

モジュール3.
音声と自然言
語処理 

7. 自動音声認識（ASR） 
Edgeデバイス向けの自動音声認識 

実践演習8：Pumpkinボードの音声制御 

8. 自然言語処理（NLP） 
NLPの基本 

実践演習9：Pumpkinボードでの自動質問解答 

モジュール4.
高度なト 
ピック 

9. 高度なNCSDKとOpenCLの 
使用 

高度なNCSDKとOpenCLの使用 

実践演習10：OpenCLベースの事前処理と事後処理 
 

  



 

IUP Webサイト 
当社サービスへのアクセスの中心となるのは、IUPのWebサイトです。そこで教材、ビデオチュートリアル、フォーラム、推奨

ハードウェア、推奨テキストブック、写真、ニュース、ワークショップとイベント情報が記載されています。 

 
IUPに参加する 

Imagination大学プログラムのWebサイトをご覧ください：
university.imgtec.com。 

メニューバーの［登録］をクリックします。 

登録フォームに記入します。緑色の星が付いた項目に記入し
たか確認してください。 

提出後、パスワードを設定するためのメールが届きます。 

教材を申し込む 

必要な教材を申し込みます。 

学習プランを教えてください。 

申し込み内容を確認の上、3営業日以内にご連絡いたします。 

承認された場合、ダウンロードリンク付きのメールが届きま
す。お急ぎください - このリンクは3日間のみ有効です。 

便利なテキストブック 

   
コンピュータグラフィックス：原理
と演習（第3版） 

ジョンF.ヒュージとアンドリース・ 
ファン・ダン（John F. Hughes & 
Andries van Dam）著。 

中国語と英語でご利用になれます。 

デジタルデザインとコンピュータアー
キテクチャ（RISC-V版） 

サラ・ハリスとデイビッド・ハリス
（Sarah Harris & David Harris）著 -  
9月21日。 

中国語と英語でご利用になれます。 

ディープラーニング（適応計算と機械
学習シリーズ） 

イアン・グッドフェロー（Ian 
Goodfellow）、ヨシュア・ベンギオ
（Yoshua Bengio）、アーロン・ 
クールヴィル（Aaron Courville）著。 

中国語と英語でご利用になれます。 

ハードウェアツール 

   
Digilent Nexys A7-100T 

Xilinx Artix®-7 FPGAをベース。-100T
では、Western Digital SweRVソフト
コアを搭載することができます。7セ
グメントデジタルディスプレイと、
リッチなI/Oで、コンピュータアーキ
テクチャ実践演習に最適。古い
Nexys 4 DDRも対応できます。 

BeagleBone® AI-64 

この新しいBeagleBoard.org®は、PowerVR 
8XE（GE8430）GPU、Arm A72 CPUお
よびC7x DSPが特長です。Yoctoまたは
Debianを実行するTI Jacinto TDA4VM SoC
をベースにするため、フルOpen CLを実
行するImagination GPUへのアクセスが
簡単です。ImaginationのNeural Compute 
SDKアカデミック版とあわせて、Edge 
AIアプリケーションを探るのに、最適な
プラットフォームです。 

BeagleBone® Black 

beagleboard.orgのBeagleBone Blackは、
TI AM335x Arm Cortex-A8プロセッサ
512MB DDR3 RAM、3Dグラフィック
スアクセラレータ搭載のPowerVR 
SGX530 GPU、microSDカード、HDMI、
イーサネット、USB 2.0、2x PRU 32
ビットマイクロコントローラがベース
です。 

 


