
　新技術、新商品、新概念があふれる今日の社会はますます複雑化し、いまこの瞬間も、誰も解決していない新しい課題が発生し続けています。
エネルギーや環境の問題、世界経済の崩壊、ライフスタイルやニーズの多様化… さまざまな課題に対して真に最適な解を提案し、これを実現
し続けること、これが私たちTNTの仕事です。

　真に最適な解とは何か ? これを追求するためにTNTでは様々な分野のスペシャリストが集い、活発に技術交流を行っています。分野が偏っ

てしまうと真に最適な解を見誤ってしまうかもしれないからです。 真に最適な解を得るには時には今ある基本的な構造を乗り越えなくてはならない

ですし、またある時には最先端のテクノロジーが必要です。そして時には、少しの工夫で十分なこともあるのです。

　最先端を常に追求し続けながら物事の本質を見極め続けること。これを実現するためには 1人だけの力ではとても足りません。社内外において活

発に交流し、他者を尊敬しながら 1人 1人が自己研鑽に励むことではじめて実現できることなのです。

　単なる  「何でも屋」ではなく、どんな分野においても世界

トップレベルのスペシャリティを発揮して、感動を生みだ
すTNT。これからも今まで以上に広くて深いスペ
シャリティを磨き、さらなる感動品質の追求をし
ていきたいと考えております。

　これをご覧のすべての皆様、今後ともご指導を頂戴できれば

幸いです。

　必ずや TNTは皆様に感動を与え続けることを誓います。

greeting from
 the president

1990年   11月   テクノセンター (株 )設立

  (東京都府中市 代表取締役 伊倉一孝 )

1997年  8月  (株 )トランス・ニュー・テクノロジー に社名変更

1998年   12月  第三者割当増資 資本金 1730万円

1999年  5月  第 9期決算 売上 4423万円 経常利益 35万円

2000年  4月  東京都荒川区に本社移転

2000年  4月  京都市左京区に京都研究室開設

2000年  5月  第 10期決算 売上 7367万円 経常利益 331万円

2001年  5月  第 11期決算 売上 7938万円 経常利益 718万円

2002年  5月  第三者割当増資 資本金 2030万円

2002年  5月  第 12期決算 売上 12078万円 経常利益 883万円

2002年  9月  代表者変更 (代表取締役 木村光範 )

2003年  5月  東京都荒川区内で本店移転

2003年  5月  第 13期決算 売上 11393万円 経常利益 642万円

2004年  5月  第三者割当増資 資本金 2564万円

2004年  5月  第 14期決算 売上 12241万円 経常利益 121万円

2005年  5月  第 15期決算 売上 19422万円 経常利益 1053万円

2005年   12月  第三者割当増資 資本金 4094万円

2006年  5月  京都市下京区に京都烏丸コロニー開設

2006年  5月  第 16期決算 売上 23168万円 経常利益 1199万円

2007年  5月  第 17期決算 売上 31298万円 経常利益　395万円

  福岡市中央区に福岡研究室開設

2007年  7月  京都市左京区内で京都研究室移転

2008年     5月 第 18期決算 売上 33421万円 経常利益 675万円

2008年   12月 第三者割当増資 資本金 5975万円
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IP Infusion, Inc.

アイピーフレックス株式会社

株式会社イーフロー

NTT アドバンステクノロジ株式会社

FXC 株式会社

オニコス株式会社

オムロンソフトウェア株式会社

関西電力株式会社

株式会社京都ソフトウェアリサーチ

京都大学

KDDI株式会社

株式会社 KDDI研究所

株式会社産学協同システム研究所

独立行政法人情報通信研究機構

東京システムハウス株式会社

東京大学

ハイブリッジ株式会社

株式会社フォービス

ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社

古河ネットワークソリューション株式会社

株式会社ブレインズ

早稲田大学
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〒116-0013

東京都荒川区西日暮里 5-14-4 KYビル 8F 

      受付：2F

TEL: 03-5604-1188

FAX: 03-5604-1199

千代田線 西日暮里駅　出口 2　　　 徒歩 1 分

山手線 西日暮里駅 　　　　　　　 徒歩 2 分

日暮里・舎人ライナー 西日暮里駅　  徒歩 3 分

〒606-8225

京都府京都市左京区田中門前町 44

   有斐閣京都ビル 3F

TEL: 075-706-9800

FAX: 075-706-9801

京都市バス 百万遍バス停　　　徒歩 2 分

京阪電車 出町柳駅　出口 5　　徒歩 7 分

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神 2-14-38 伊藤ビル 3F

TEL: 092-738-7345

FAX: 092-738-7348

〒600-8492

京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町 62

　　   住友生命京都ビル 8F

本社

京都研究室

福岡研究室

京都烏丸コロニー

locations
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決算

役員

株式会社トランス・ニュー・テクノロジー

1990 年 11 月

常勤 22 名 非常勤 11 名

（2009 年 4 月現在 )

5975 万円

5 月末日

代表取締役 木村　光範

取締役 　　中野　博樹

取締役 　　中村　優介

取締役　　 信岡　孝佳

取締役 　　佐々木明彦

取締役 　　伊倉　一孝 ( 相談役 )

監査役 　　山下　　貴 ( 税理士 )
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社
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要

数値計算・画像処理・金融関連システムの開発

コンピュータネットワーク関連の研究開発

センサー関連のシステム開発

無線通信関連の研究開発

  ( 無線 LAN、アドホックネットワーク他 )

組込みシステム関連の研究開発

  ( 研究用品、実用品からおもちゃまで )

コンパイラ・OS の移植

データベースシステムの研究開発

新規事業関連コンサルティング

 ( ベンチャー立ち上げ・産学官連携等 )

不具合レスキューサービス「システムフィクサー Z」

Nios II 向け BSD OS・SoC ソリューション「BSD/Nios II」
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T N Tは広くて深いスペシャリティで、

難易度の高いご要望に積極的にお応えいたします。

研究・開発を手伝ってほしい！

プロトコルの実装・試験がしたい！

性能の評価・向上をしたい！

発生している障害をなんとかしたい！

新しいアーキテクチャ・ボードを使いたい！

専用システム・デバイスを作りたい！

この装置をシステムで使いたい！

短期間で開発したい！



研究・開発を手伝ってほしい！ 　TNT では仕様書ありきの開発を行うのではなく、特定のテクノロジにとらわれるこ

となくお客様の真のニーズに対して最適な実現方法をご提案いたします。

　研究のアイディアを練る段階から、アルゴリズムの検討や評価、実装、チューニング、

検証ツール、デモシステム、障害解析と、任意のタイミングからお引き受け可能で、

研究成果を論文にまとめるお手伝いまで、研究開発全般をサポートいたします。

・研究のアイディア出しから一緒に調査しながら進めたい。

・研究の優位性を示す効果的なデモを作ってほしい。

・定量的な評価のために試作システムと評価ツールを作成したい。

・ラピッドプロトタイピングがしたい。

性能の評価・向上をしたい！ 　TNT ではソフトウェア・ハードウェア境界に対する強みを生かして、特定のプラッ

トフォームにこだわらずお客様のニーズに合わせたチューニング方法をご提案いたし

ます。演算・データ転送などボトルネックとなる処理の調査、実装に適した形へのア

ルゴリズムのチューニング、近似・誤差評価、DSP など専用ハードウェアのご提案、

ソフト・ハード協調設計視点でのボード設計へのリクエスト、机上・評価実装による

性能予測・評価などが可能です。

・システムが完成したが要求性能を満たせず、ボトルネックを探して改善したい。

・別言語で検証したアルゴリズムを、実用的な速度で実行できるように移植したい。

・アセンブラでチューニングをしてループ内の処理を 1命令でも縮めたい。

発生している障害をなんとかしたい！ 　システムに現れる不具合の根本的な原因を調査するためには、最終的に現象が観測

されるアプリケーションだけでなく、OS、デバイスドライバ、BIOS、ファームウェア、

ハードウェアと広範囲に渡る高度な問題の切り分けが求められます。TNTでは現象を

観測し、各種ログ、ソースコード、トレースを読み解くことにより問題箇所を調査い

たします。また、根本的な修正だけでなく不具合箇所に手が入れられない場合にも異

常状態の検出・復旧、影響の低減、冗長化など総合的にご提案いたします。

・装置の動作がまれにおかしくなるが原因が分からない。

・不具合の発生を検知して運用に支障がないようにリスタートさせたい。

・装置の通信プロトコルが分からなくなってしまい解析してほしい。

・プログラムにバグがあるがソースがなくバイナリにパッチしたい。

新しいアーキテクチャ・ボードを使いたい！ 　TNT では GCC を中心としたコンパイラの移植・開発ノウハウやユーザとしての経験

をもとに、各種設計・実装をご提案いたします。

　PPC、ARM、SH などの組込み向け CPUや Nios などのソフトコアを用いた SoC の他、

DAPDNA、DSP、Cell、GPGPU やネットワークプロセッサを用いたシステムに対して、

アルゴリズム実装に限らず、各種デバイスドライバ開発、コンパイラ移植、ツール開

発などをサポートいたします。

・新しいプラットフォームに BSD・Linux などのOSを移植したい。

・ソフトコアの CPUやネットワークプロセッサを統合した SoC を開発したい。

・コンパイラやアプリケーションを意識して命令セットを決めたい。

・GCC・Binutils・GDB など GNU toolchain を移植・拡張したい。

専用システム・デバイスを作りたい！
　TNT では研究・開発の評価やデモシステム、業務システムなどオンリーワンのシス

テムの開発・拡張を手がけています。また、各種システムに接続するインジケータや

センサといった入出力デバイスなどの専用ハードウェアも、お客様のご要望に合わせ

てワンストップで設計・開発いたします。

・社内の独自システムに新たに入退出管理システムをつなぎこみたい。

・業務システムとインタフェースをとってバッチ処理をしたい。

・専用の表示装置や入力装置を備えたシステムを作成したい。

・小ロットでハード・ソフトを一貫して開発したい。

この装置をシステムで使いたい！ 　納期・入手性やコスト、他のシステムとの接続の都合などから、データシートに不

備があったり、ドライバがないといった扱いにくい装置・デバイスを使用しなければ

ならない状況が起こり得ます。このような場合であっても、TNT では仕様の調査、プ

ロトコル解析、ドライバ・ライブラリ作成、インタフェース変換アダプタ作成、バイ

ナリパッチなどの対応が可能です。

・先進的なデバイスを使って高い性能を実現したい。

・ドキュメントが不十分で解析が必要だが安価な装置を採用したい。

・Windows 用のドライバを Linux 用に移植してほしい。

・ドライバにバグがあるので修正して使いたい。

短期間で開発したい！ 　TNT では職種による分割をしない一貫した開発体制をとっており、高い能力を持っ

たエンジニアがコンサルティングから実装までワンストップでお客様のご要望にお応

えします。また、ソフトウェア・ハードウェア両面を理解したエンジニアが開発にあ

たることで、回路設計からファームウェア、デバイスドライバ、アプリケーションまで、

システム全体を効率よく開発いたします。

・急遽別の装置を採用しなければならなくなった。

・ソフト・ハードの開発全体で最適な設計をしたい。

・技術的に難しく人員・期間を増やしても解決できない。

プロトコルの実装・試験がしたい！
　TNT ではルータ開発などでオープンソースのシステムを中心に数多くのネットワー

ク関連開発を手がけてまいりました。プロトコル設計、プロトコルスタックの実装・

拡張、L2/L3 の専用ハードウェア対応、ネットワークプロセッサ対応、QoS 実装、背

景トラフィック生成やプロトコルのシミュレーションなどが可能です。

・装置を Internet Draft・RFC・IEEE 規格に対応させたい。

・研究のために新しいプロトコルの開発や既存プロトコルの拡張をしたい。

・ルータ・スイッチを自社開発したい・カスタマイズしたい。

・ネットワークをシミュレートするプロトコル試験装置を開発したい。



　TNT では「広くて深いスペシャリティで感動品質を創造する」
をスローガンに掲げ、今までの「ソフトハウス」や「システムインテグレータ」の役割を超

えるべく、高い専門性を持った「職人」の能力を組み合わせた少人数の機動的
なチームで数多くの研究・開発案件に取り組んでまいりました。

　個々の先進的な案件で培ったノウハウに基づく複眼的で柔軟なアプローチによって、幅

広い関連分野でお客様のニーズにお応えする最適な設計・開発が可能です。

コンサルティング
障害解析

ネットワーク

OS・カーネル

言語処理系

データベース

業務システム

教育

ハードウェア
ファームウェア

数値計算

株式会社 トランス・ニュー・テクノロジーの事業案内

OS・カーネル
・各種プラットフォームへの BSD・Linux などの OS 移植
・カーネルのパフォーマンスチューニング
・ファイルシステムの新規開発・機能拡張
・デバイスドライバの開発・移植
・ブートローダの開発・移植

ソリューション・商品
・「BSD/Nios II」
世界初、エンベデッド・プロセッサNios II へ NetBSD を移植

お客様のソフトウェア資産を生かし、ハードウェア
化や SoC 化をサポート。HPC、組込みシステムで
FPGAがさらに身近に

・「DRUSK-boot」
高機能ブートローダ

FPGA のコンフィグレーションにも対応したブート
ローダ。ネットワークに対応し、非GPL ライセン
スでお客様のプラットフォームに合わせた変更・拡
張が可能。

数値計算
・クラスタ・グリッドなどの並列コンピューティング
・高速画像処理
・分子軌道計算、分子構造解析などの計算化学
・FPGA / DAPDNA / DSP / GPGPU などの高速数値計算
・暗号化システムの構築・アルゴリズムの評価解析
・心電図、音波などの波形解析
・各種アルゴリズムの設計・性能評価・チューニング

ソリューション・商品
・「DAPDNAソリューション」

徹底した最適化で性能を引き出す

画像処理・数値計算分野での豊富な開発実績で
アイピーフレックス社の動的再構成可能なプロ
セッサをトータルサポート。

・「高速パターンマッチング」
正規化相関サーチを超並列で高速処理

位置決め・検品等に用いられる正規化相関サー
チを徹底したチューニングで高速実行。

ネットワーク
・各種プロトコルの新規開発・実装・拡張・移植
・ルータ開発
・LAN / WAN システムのコンサルティング・設計・構築・    
　運用
・ソフトコア・ネットワークプロセッサを用いた高速ネッ
　トワーク処理

ソリューション・商品
・「DRUSK」
BSD ベースのネットワークアプライアンス開発サービス

BSDの流れを汲む非GPLで安定性の高い開発。ハー
ドウェア処理をも意識した設計サービス。



言語処理系
・アプリケーションやコンパイラ視点での命令セットの提案
・ネットワークプロセッサ・ソフトコアプロセッサなどへの
　対応

・GCC, Binutils など GNU toolchain の移植・拡張
・CPUシミュレータの開発

ソリューション・商品

・「Trans GNU Technology」
新 CPU向け開発環境整備支援サービス

コンパイラやアプリケーションの視点から新し
い CPU・ネットワークプロセッサ・独自のソフ
トコアプロセッサに対して総合的にサポート。
CPUシミュレータやGNU toolchainを中心とし
た GCC, Binutils, GDBの移植・拡張に対応。

・「GommaDof」
 バグ発生を防ぐ高効率コードジェネレータ

安全で効率のよいデータ構造と関数を拡張 BNF
記法から生成。自動生成で効率のよいメモリ管
理を実現し、開発効率を高める。バグ発生を低
減し、ラピッドプロトタイピングにも有用。

ファームウェア・
       ハードウェア
・各種マイコンのファームウェア開発・移植
・RS-232C, USB, Ethernet など各種接続の入出力装置
・ランプ・電光掲示板などの表示装置
・センサなど研究用デバイスの小ロット開発・製造
・自動販売機などの各種制御基板
・プロトコル・電圧変換アダプタの設計・製造

ソリューション・商品
・「SenoBee」
メッシュネットワーク対応ワイヤレスマルチセンサ

オフィス・倉庫の環境情報測定などに適用でき、
システムとのつなぎ込みや拡張にも対応。

コンサルティング・
    障害解析
・ソフトウェア・ハードウェアの不具合解析
・性能ボトルネックの調査・パフォーマンスチューニング
・PCI バスアナライザ装置による調査・解析
・職人技術者による総合的・多面的なコンサルティング

ソリューション・商品

・「システムフィクサー Z」
ソフト・ハードを横断する不具合レスキューサービス

職人エンジニアが広くて深いスペシャリティで、
ソフト・ハード境界領域の各種問題を解決。

データベース
・PostgreSQL, MySQL, Oracle など各種データベースシ
　ステムの設計・開発
・パフォーマンスのチューニング
・フォールトトレラント・二重化

教育
・BSD・Linux、プログラミング言語、セキュリティなどの
　講習会
・勉強会・合宿の企画
・情報分野の各種執筆
・人材のプロデュース

業務システム
・環境・排出権関連システム
・食品・商品のトレーサビリティシステム
・インターネット対応企業財務支援システム
・予約システム、マーケティングツールなど顧客データ管
　理・解析
・電子引き出しシステム
・金融リスク管理システム
・協調コーディング支援システム



株式会社トランス・ニュー・テクノロジー (TNT)は、MMUを搭載したアルテラ社のエンベデッド・プロセッサ Nios II 向けに世界で初めて 

NetBSD をポーティングし、2009年 1月より Nios II 向け BSD OS ソリューション「BSD/Nios II」の提供を開始しました。

FPGA による SoCがさらに身近に！
　NetBSD OSをはじめとする BSD系オペレーティング・システムは、MMU（メモリ・マネジメント・ユニット）機能を利用するオープンソースOSです。

BSD系OSはネットワーク接続に強いという特性を持ち、大量データを扱うハイエンドルータ／スイッチから、プリンタ・複合機、ネットワークカメラなど

の組込み機器まで幅広く採用されています。

　近年、こうしたアプリケーションは多様化が進むばかりでなく製品サイクルが短くなり、開発現場には少量多品種への迅速な対応が求められています。高

速処理を実現するアルテラ社の FPGAと、MMU機能を持つアルテラ社のエンベデッド・プロセッサ Nios II の組み合わせは、多様化かつ高速化・小型化が

求められる各種装置に適しています。また、NetBSDの採用によって既存のソフトウェア資産を生かしたソフトウェア・ハードウェアの協調設計が可能となり、

高速化したい NetBSD上のソフトウェアに対して、ボトルネックとなる処理を順次ハードウェア化して性能向上を進める漸進的で効率的な開発が可能となり

ます。

　さらに、アルテラ社の Nios II C-to-Hardwareアクセラレーション・コンパイラを用いることで、C言語の記述を関数単位で簡単にハードウェア化するこ

とができますので、より抽象度の高い記述を用いた検証・開発が可能になります。

・Nios II対応 NetBSD OS（基本版）

・ Nios IIベースシステム設計のトータルサポート・SoCデザイン

・ ユーザ機器に合わせた Nios IIのチューニング

・ チューニングされた Nios IIに対する NetBSD OS（カスタマイズ版）の提供

・ 既存ソフトウェアリソースのハードウェア化

・ ソフトウェアとハードワイヤードロジックの最適配分設計

・ Nios II関連開発ツールのサポート

・ BSD組込み化支援

BSD/Nios II で提供するサービス

ソフトウェア処理のSoC化

組込み CPUボード組込み CPUボード

処理 C
func_c ( ) {
 ...
 ...
}

処理 B
func_b ( ) {
 ...
 ...
}

処理 A
func_a ( ) {
 ...
 ...
}

逐次実行

CPU

ソフトウェア実装 FPGAによるSoC実装
FPGA

処理 C

Nios II / f
処理 A
カスタム
命令

並列実行

処理 B

カスタムハードウェア化

カスタムハードウェア化

カスタム命令化

BSD/Nios IIBSD/Nios II

処理時間

ソフトウェア実装

FPGAによる SoC 実装

処理 B処理 A 処理 C

処理時間の比較

処理 B

処理 C

処
理
A

処理時間の比較

カスタムハードウェア化・カスタム命令化・並列化

高速 & 低消費電力



　株式会社トランス・ニュー・テクノロジー (TNT) は「アーキテクチャへの挑戦」を標榜し、研究型開発を主業務にしています。 分野もコンパイラやネットワークプロトコルの研究
開発から並列数値計算等、アプリケーションレベルにとどまらない広い範囲の技術を提供しています。
　常に本当の意味での「時代の最先端」、さらにはその一歩先を目指し、新技術を開拓していく、それが TNT です。

Niosはアルテラ社の登録商標です。

その他記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

Custom
Hardware

SoCの構成例

BSD/Nios II を用いた SoC 開発のメリット

SSRAM
FlashROM

SSRAM
Controller

Performance
Counter

UART

Timer

TX-DMA

RX-DMA

SD SPI
Controller
w/DMA

Nios II/ f
with MMU

Custom
Instruction

DDR2
SDRAM

DDR2

Controller

C

CCFI Flash

Level
Converter

RJ45

DSub

ST
MM Master
MM Slave

SDcard
slot

・高速化

・設計・開発の効率化

・ソフトウェア・ハードウェア協調設計

・小型化・低消費電力化

・持続性

・ビジネスとの高い親和性

ソフトウェア中のボトルネックとなる処理をカスタムハードウェア化することで処理全体の高速化が可能です。また、ソフトウェアで逐次実行している処理を並列化することで

さらに高い性能が得られます。

一般的な NetBSD が動作しますので、UnixライクなOS上のソフトウェア資産やノウハウを有効に活用することができます。また、アルテラ社の Nios II C-to-Hardware アクセ

ラレーション・コンパイラを用いることで、C言語の記述から関数単位でハードウェアを生成することが可能です。C言語ベースのソフトウェア資産が活用しやすく、高い抽象

度でアルゴリズムを記述・検証できるので、効率的な開発と迅速な製品化が可能になります。

処理のすべてをハードウェア化する必要はなく、パフォーマンスに対して支配的ではない処理はソフトウェアのまま Nios IIプロセッサで実行することができます。必要に応じ

て段階的にハードウェア化を進める漸進的な開発が可能となり、プロトタイピングが容易になるだけでなく、目標性能に対する達成度を確認しながら開発を行うことができます。

Nios II プロセッサやハードウェア化したアルゴリズムに限らず、周辺デバイスを含めて FPGA にワンチップ化することにより部品点数を減らし、製品を小型化・低消費電力化

することができます。

Nios II は FPGA上のソフトコア・プロセッサですので、特定のハードコア・プロセッサに依存する場合と比較して生産中止のリスクが低減されます。また、アルゴリズムを変

更しなくとも、今後も継続して開発されて行く次世代の FPGA に移行することによって、FPGAそのものの性能向上による恩恵が受けられますので、持続的な開発・製品供給に

適しています。

組込みや HPC用途では、性能を高めるためにカーネルなどOSの根幹部分に変更を加えることがありますが、Linux を用いた場合にはキーノウハウである変更をGPLに従って

開示しなければなりません。これに対し、NetBSD のソースコードにはBSD ライセンスが適用されますのでこのような開示の義務はなく、ほとんど制限なく無償で利用が可能です。

Instruction

Data

C

C

FPGAFPGA

10/100/1000

PHY

Ethernet
MAC



TNT の 　　　　　　　　　　　　が、

困難な状況を打開します！
TNT の 　　　　　　　　　　　　が、

困難な状況を打開します！

　　　　　　　　　　  はコンピュータの特殊部隊 TNT において組織されるスペシャルチームが

   　多方面にわたる専門性と豊富な経験を最大限に活かして問題解決にあたるレスキューサービスです。

世界でも類を見ない、 トラブル解決専門チームによる 「　　　　　　　　　　　　　」

まずは無料見積で、 問題の困難性を評価してみませんか?

性能がどうしても

十分上がらない ・ ・ ・

突発的なエラーの

再現ができない ・ ・ ・ 原因不明の不具合が

修正できない ・ ・ ・

事例 : 限界点までのパフォーマンス向上

依頼内容 : 特殊システム上の低速な暗号化処理スピードを
30%以上向上させたい。

結果 : 理論上20%程度しかスピードの向上をすることがで
きないことがわかり、スピード向上がこれ以上不可能であ
る理由のレポートを提出した上で20%程度のスピード向
上を行いました。

期間 : 4か月

事例 : 誤動作機器の解析

依頼内容 : 数週間に1回、短時間だけ、機器が誤動
作するため、誤動作しないようにしたい。

結果 : 2か月程度で現象発生の加速方法を発見し、問
題の解決方法を提示することができました。

期間 : 2.5か月

事例 : ハングアップ機器の解析

依頼内容 : 特殊用途のボードが挿入されたPCが10
日前後の連続稼働でハングアップするため、ハング
アップしないようにしたい。

結果 : 1.5か月程度経過した段階で投入した対応策で、
その後1か月ハングアップ現象が起こらなくなり、問
題が解決したとみなされました。

期間 : 2.5か月

　　　　　　　　　　 はTNTが提供する

　“ 困ったときのレスキューサービス ” です。

は以下の流れでサービスします。 (6)までは無料です。 お気軽にご相談ください。

進捗報告、 ミーティングなどの頻度についてはご相談に応じます。

案件によっては全部または一部において成功報酬の形をとることも可能なことがありますのでご相談ください。

ハード ・ ソフトを横断するレスキューサービス

(1) ご相談 ( 右記相談窓口までお願いいたします )

(2) 機密保持契約の締結 ( 必要に応じて )

(3) 詳細資料ご開示 ・ 不具合実機お貸出

　 ( 貸出困難な場合もご相談ください )

(4)TNT より概算見積提出

(5) 詳細お打ち合せ

(6)TNT より詳細見積提出

(7) ご発注

(8)TNT 内にて解析作業

　  ( 原則として東京、 京都もしくは福岡の TNT 事務所にて行います )

(9) 週 1 回程度メールにて進捗報告

(10) 月 1 回程度ミーティング

(11) 最終報告、 問題解決など 

　 ( 成果物については見積時にご相談 )



新CPUにコンパイラ(GCC)、アセンブラ・リンカ(binutils)、デバッガ(GDB)を整備

　組み込み機器には機器の特性に合わせた専用CPUを設計するのが望ま

しい場合があります。

　大規模FPGAの台頭により、FPGAによるCPUの実装（ソフトコア）

が現実的な解として有用です。

　しかしCPUが理解するのは機械語だけです。今日、ソフトウェア開発

はC言語などの高級言語を用いますので、そのためのツール（コンパイ

ラ、アセンブラ、リンカ、デバッガ等）が必須のものとなります。

コ
ン
パ
イ
ラ

00001000 21 00 10 11 00 20
00001010 01 00 10 ED B0 76
00001020 C3 66 5C 00 00 AF
00001030 CD 21 D0 10 F0 00
00001040 00 00 00 00 00

.LC0:
  .string “Hello, World!”
main:
  pushl $.LC0
  call printf
  mov $0, %eax
  addl $4, %esp
  ret

リンカ

実行ファイル（機械語）

ライブラリ

アセンブラ

int
main(int argc, char **argv)
{
   printf(“Hello, World!”);
   return 0;
}

Trans GNU Technologyとは

TNTのソリューションイメージ
TNTが提供できるソリューションの標準的な進め方は次のようなイメージになります。

命令セットアーキテクチャの確認

ABI(Application Binary Interface)の策定

Binutils(アセンブラ、リンカ)の移植

CPUに特化した最適化を意識せずにGCCを移植

 (最小限のランタイムライブラリのみ作成)

GDBの移植

必要に応じてCのランタイムライブラリの移植

 (ご要望に応じてnewlib等を利用することも可能)

CPUに特化した最適化等のチューニング

さらに、必要に応じて次のような部分も提供できます。
CPUの命令セットアーキテクチャの設計協力

CPUのソフトウェアシミュレータの作成

C言語以外のサポート

Linux, NetBSD等の移植

00001000 21 00 10 11 00 20
00001010 01 00 10 ED B0 76
00001020 C3 66 5C 00 00 AF
00001030 CD 21 D0 10 F0 00

×
○ CPU

TNT-771

CPU
TNT-771

int
main(int argc, char **argv)
{
   printf(“Hello, World!”);
   return 0;
}

弊社では高い移植性を持つGNUのソフトウェア（GCC, Binutils, GDB)を活用し、
      　お客様のCPUに合わせた開発環境を提供いたします。



GCC, Binutils, GDB を合わせて利用することで、
　       最小限のコストでソースコードデバッガを含めた完全な開発環境をそろえることができます。

GNU Binutilsとは

下記のようなツールを含む一連のソフトウェアです。
アセンブラ

リンカ

アーカイブ（ライブラリ）作成ツール

オブジェクトファイル情報の出力ツール

オブジェクトファイル形式の変換ツール

　移植性の高い構造をしており、特にCOFF, ELFといった標準的なオブジェクトファイル形式への対応が容易です。ELFを採用すれば

DWARF（デバッグ情報フォーマット）もサポートできます。

GDB（GNU デバッガ）とは
　多機能なソースコードデバッガです。DWARFなどの各種のデバッグ情報を扱うこと

ができます。

　GDB用のGUIフロントエンドとして、Insight というソフトウェアも存在します。

ソースコードデバッガでは以下のようなことが行えます。
ソースコードの行単位でのブレークポイント設定など

ソースコードの任意の式を指定して値を確認

実行ファイル
（デバッグ情報つき）

gcc (-g 指定)

int
main(int argc, char **argv)
{
   printf(“Hello, World!”);
   return 0;
}

アセンブリ言語ファイル
 （デバッグ情報つき） gdb

同一形式の デバッグ情報 
（ＤＷＡＲＦ等） を取り扱える

binutils

GCC(GNU Compiler Collection)とは
　C言語をはじめとする多数の高級言語を扱うコンパイラ群です。

言語依存のフロントエンド部、最適化エンジン、CPU依存のバック

エンド部に分かれた構造をしており、バックエンド部の記述

（Machine Description)を準備すれば新たなCPUに対応できます。

　DWARF形式のデバッグ情報を生成できます。

ｘ86アセンブリコード MIPSアセンブリコード 新たなCPU用の
アセンブリコード

Cソースファイル

C用フロントエンド

C++ソースファイル

C++用フロントエンド

JAVAソースファイル

JAVA用フロントエンド

ｘ86用バックエンド MIPS用バックエンド 新たなバックエンド

RTL （中間コード）最適化
エンジン



バグ発生を防ぐ高効率コードジェネレータ

Generator of memory manager and Database-oriented framework

・ネットワーク機器、ルーティングプロトコルの設計・開発

・各種組込み機器、制御関連部分設計・開発

・エンドユーザ向けソフトウェア、仕様変更が多く発生するソフトウェアの設計・開発

・短期間での試作・評価

Where does

GommaDof

work?

このような問題は　　　　　　　  が解決します！

開発現場では次のような問題がしばしば発生し、開発の効率が下がり、開発期間・コストの増大に繋がっています。

・何度も同じようなメモリ管理のコードを書いている

・データ構造を変更したら関数も全部作り直し。

・メモリ確保・解放の整合性がとれない。

・無駄なメモリ操作で性能が上がらない。

・毎度同じようなコードを書くことに疑問を感じる。

Why do

we need

GommaDof?

　GommaDof は拡張 BNF から安全で効率のよい様々なデータ構造とそれらを扱うための関数を自動生成するコードジェネレータです。GommaDof 

を導入することで、ソフトウェア技術者はバグやパフォーマンス低下を生じやすいメモリまわりの煩雑な管理から解放され、開発の本質となる処理の

設計・実装に注力できるようになります。

　GommaDof はメモリ使用効率が良く、検索速度に優れたデータ構造を生成し、カスタマイズによりコンテナ型データの構造や検索キーを最適化す

ることができます。また、メモリ確保・解放、文字列や TLV(type length value) 構造との相互変換など、メモリに対する操作としてよく用いられる必

要性の高い関数を生成することができます。拡張 BNF の記述を変更するだけで、データ構造と関数を一括して自動生成できるため、開発時の問題の

切り分けも容易になり、バグの発生を低減します。また、仕様への追従が早く、Rapid Prototyping に有用で、仕様変更にも柔軟な対応が可能になります。

What is 

GommaDof?

GommaDof のメリット
・文字列とデータの相互変換による開発・デバッグコストの低減。

・効率のよいデータ構造。

・バグ発生を低減。

・メモリ管理が分離されて問題の切り分けが容易に。

・操作関数の記述が不要。

・拡張 BNF を記述するだけで簡単。

BNF記述

可読性の高い
安全で効率のよいプログラムコード

・基本データ構造

・文字列、データ間変換

・ネットワークパケット変換

・カプセル化コード

・メモリ管理 (GC) コード

・コンテナ構造

・高速検索データ構造

 ・検索関数

 ・挿入・削除関数GommaDof は C 言語のソースコードを生成します。他の言語についてはご相談ください。

コスト低減・開発期間短縮

How does 

GommaDof

work?

Address ::= "IPv4" uint8 uint8 uint8 uint8

          　 "IPv6" uint16 uint16 uint16 uint16 uint16 uint16 uint16 uint16;

Nodes ::= Address*;

Segment ::= "Seg" Address Nodes; -- "Seg" (GW addr) (other nodes)

わずか 4行の BNF を入力

3800 行超のデータ構造・関数を生成
生成例は裏面



　株式会社トランス・ニュー・テクノロジー (TNT) は「アーキテクチャへの挑戦」を標榜し、研究型開発を主業務にしています。 分野もコンパイラやネットワークプロトコルの研究
開発から並列数値計算等、アプリケーションレベルにとどまらない広い範囲の技術を提供しています。
　常に本当の意味での「時代の最先端」、さらにはその一歩先を目指し、新技術を開拓していく、それが TNT です。

#ifndef Address_H_INCLUDED

#define Address_H_INCLUDED

struct GC_context;

union Address;

typedef void (* IPv4_apply_func_t)(struct GC_context *, unsigned char , unsigned char , unsigned char , unsigned char );

typedef void (* IPv6_apply_func_t)(struct GC_context *, unsigned short , unsigned short , unsigned short , unsigned short , unsigned short , 

unsigned short , unsigned short , unsigned short );

#define Address_apply_(cx, obj, prefix) \

 (Address_apply(cx, obj \

 , prefix##IPv4 \

 , prefix##IPv6 \

 ))

void Address_apply(struct GC_context *cx, union Address *x, IPv4_apply_func_t func_IPv4, IPv6_apply_func_t func_IPv6);

void Address_delete(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned char  Address_get_IPv4_m1(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned char  Address_get_IPv4_m2(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned char  Address_get_IPv4_m3(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned char  Address_get_IPv4_m4(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m1(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m2(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m3(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m4(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m5(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m6(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m7(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned short  Address_get_IPv6_m8(struct GC_context *cx, union Address *x);

union Address * Address_getroot_IPv4(struct GC_context *cx);

union Address * Address_getroot_IPv6(struct GC_context *cx);

enum Tags Address_gettag(struct GC_context *cx, union Address *x);

union Address * Address_new_IPv4(struct GC_context *cx);

union Address * Address_new_IPv6(struct GC_context *cx);

union Address * Address_newset_IPv4(struct GC_context *cx, unsigned char m1, unsigned char m2, unsigned char m3, unsigned char m4);

union Address * Address_newset_IPv6(struct GC_context *cx, unsigned short m1, unsigned short m2, unsigned short m3, unsigned short 

m4, unsigned short m5, unsigned short m6, unsigned short m7, unsigned short m8);

const char * Address_read(struct GC_context *cx, const char *str, union Address **x, void *cont0);

void Address_set_IPv4_m1(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned char arg);

void Address_set_IPv4_m2(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned char arg);

void Address_set_IPv4_m3(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned char arg);

void Address_set_IPv4_m4(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned char arg);

void Address_set_IPv6_m1(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

void Address_set_IPv6_m2(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

void Address_set_IPv6_m3(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

void Address_set_IPv6_m4(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

void Address_set_IPv6_m5(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

void Address_set_IPv6_m6(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

void Address_set_IPv6_m7(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

void Address_set_IPv6_m8(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned short arg);

struct GTstring * Address_show(struct GC_context *cx, union Address *x);

unsigned int Address_tlvdecode(struct GC_context *cx, const char *str, union Address **x);

struct GTstring * Address_tlvencode(struct GC_context *cx, union Address *x, unsigned int *length);

#endif /* !Address_H_INCLUDED */

Address.h

#ifndef Nodes_H_INCLUDED

#define Nodes_H_INCLUDED

struct GC_context;

union Address;

struct Nodes;

typedef void (*Nodes_foreach_func_t )(struct GC_context *,union Address *);

void Nodes_add(struct GC_context *cx, struct Nodes *base, union Address *x);

void Nodes_addlist(struct GC_context *cx, struct Nodes *left, struct Nodes *right);

void Nodes_delete(struct GC_context *cx, struct Nodes *x);

void Nodes_foreach(struct GC_context *cx, struct Nodes *x, Nodes_foreach_func_t func);

union Address * Nodes_get(struct GC_context *cx, struct Nodes *x, int n);

struct Nodes * Nodes_getroot(struct GC_context *cx);

int Nodes_length(struct GC_context *cx, struct Nodes *x);

struct Nodes * Nodes_new(struct GC_context *cx);

const char * Nodes_read(struct GC_context *cx, const char *str, struct Nodes **x, void *cont0);

void Nodes_remove(struct GC_context *cx, struct Nodes *base, union Address *x);

void Nodes_removeall(struct GC_context *cx, struct Nodes *base);

void Nodes_set(struct GC_context *cx, struct Nodes *x, int n, union Address *arg);

struct GTstring * Nodes_show(struct GC_context *cx, struct Nodes *x);

unsigned int Nodes_tlvdecode(struct GC_context *cx, const char *str, struct Nodes **x);

struct GTstring * Nodes_tlvencode(struct GC_context *cx, struct Nodes *x, unsigned int *length);

#endif /* !Nodes_H_INCLUDED */

00EnumTags.h 　   　Address.h   　 　   GCfunc.c   　　   Makefile    　    Segment.h
00PrimInt.c     　　　GCapi.h        　　 GCfunc.h   　 　  Nodes.c
00PrimInt.h     　　　GCengine.c  　　 GTstring.c   　 　  Nodes.h
Address.c       　　　GCengine.h  　 　GTstring.h   　　   Segment.c

生成されるファイル

#include <assert.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

#include "00EnumTags.h"

#include "Address.h"

#include "00PrimInt.h"

struct IPv4 {

 unsigned char m1;

 unsigned char m2;

 unsigned char m3;

 unsigned char m4;

};

struct IPv6 {

 unsigned short m1;

 unsigned short m2;

 unsigned short m3;

 unsigned short m4;

 unsigned short m5;

 unsigned short m6;

 unsigned short m7;

 unsigned short m8;

};

union Address {

 struct IPv4 m1;

 struct IPv6 m2;

};

#include <assert.h>

#include <ctype.h>

#include "00EnumTags.h"

#include "Address.h"

#include "Nodes.h"

struct Nodes {

 struct Nodes *link;

 union Address *m1;

};

#include <assert.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

#include "00EnumTags.h"

#include "Address.h"

#include "Nodes.h"

#include "Segment.h"

struct Seg {

 union Address *m1;

 struct Nodes *m2;

};

union Segment {

 struct Seg m1;

};

#ifndef Segment_H_INCLUDED

#define Segment_H_INCLUDED

struct GC_context;

union Address;

struct Nodes;

union Segment;

typedef void (* Seg_apply_func_t)(struct GC_context *, union Address *, struct Nodes *);

#define Segment_apply_(cx, obj, prefix) \

 (Segment_apply(cx, obj \

 , prefix##Seg \

 ))

void Segment_apply(struct GC_context *cx, union Segment *x, Seg_apply_func_t func_Seg);

void Segment_delete(struct GC_context *cx, union Segment *x);

union Address * Segment_get_Seg_m1(struct GC_context *cx, union Segment *x);

struct Nodes * Segment_get_Seg_m2(struct GC_context *cx, union Segment *x);

union Address * Segment_get_m1(struct GC_context *cx, union Segment *x);

struct Nodes * Segment_get_m2(struct GC_context *cx, union Segment *x);

union Segment * Segment_getroot_Seg(struct GC_context *cx);

enum Tags Segment_gettag(struct GC_context *cx, union Segment *x);

union Segment * Segment_new_Seg(struct GC_context *cx);

union Segment * Segment_newset_Seg(struct GC_context *cx, union Address *m1, struct Nodes *m2);

const char * Segment_read(struct GC_context *cx, const char *str, union Segment **x, void *cont0);

void Segment_set_Seg_m1(struct GC_context *cx, union Segment *x, union Address *arg);

void Segment_set_Seg_m2(struct GC_context *cx, union Segment *x, struct Nodes *arg);

void Segment_set_m1(struct GC_context *cx, union Segment *x, union Address *arg);

void Segment_set_m2(struct GC_context *cx, union Segment *x, struct Nodes *arg);

struct GTstring * Segment_show(struct GC_context *cx, union Segment *x);

unsigned int Segment_tlvdecode(struct GC_context *cx, const char *str, union Segment **x);

struct GTstring * Segment_tlvencode(struct GC_context *cx, union Segment *x, unsigned int *length);

#endif /* !Segment_H_INCLUDED */

Segment.h

Address.c (抜粋 ) Nodes.c (抜粋 )

Segment.c (抜粋 )

おもて面の BNF から以下のようなソースコードを生成します。

コードの生成例

ソースコードの一部

3884行　127,573Byte
これらを手で書くと大変です！

Nodes.h



温度・湿度・気圧・照度・焦電赤外線・加速度 (3軸 )・磁気・においの測定・検出が可能です。
この他に、拡張可能な絶縁ディジタル入力を備えています。

多彩な搭載センサ

Digi インターナショナル社の XBee モジュールに対応しております。ワイヤレスのメッシュネットワークが構成可能
ですので、親機から離れた測定ノードでも途中の測定ノードを中継してマルチホップで通信でき、広い空間をカバーす
ることができます。

2.4GHz 帯 無線メッシュネットワーク対応

単3型アルカリ乾電池2本で約1ヶ月間の測定が可能です *1。ACアダプタでの連続動作も可能です。

*1: 通信状況が良好な状態で、においセンサを除いた搭載センサについて1分毎の計測を行った場合の参考値。

電池駆動対応

通信プロトコル仕様をご提供いたしますので、お客様独自のシステムとのつなぎ込みが可能です。
また、通信プロトコル仕様に沿って拡張することで、SenoBee以外の装置をネットワークに参加させることが可能です。
関連システムの開発やカスタマイズについてもご相談ください。

プロトコル仕様を公開

メッシュネットワーク対応ワイヤレスマルチセンサ

オフィス・倉庫の環境測定に
ドア開閉・進入検知に
消灯確認・省エネに



　株式会社トランス・ニュー・テクノロジー (TNT) は「アーキテクチャへの挑戦」を標榜し、研究型開発を主業務にしています。 分野もコンパイラやネットワークプロトコルの研究
開発から並列数値計算等、アプリケーションレベルにとどまらない広い範囲の技術を提供しています。
　常に本当の意味での「時代の最先端」、さらにはその一歩先を目指し、新技術を開拓していく、それが TNT です。

XBee は Digi インターナショナルの登録商標です。

⑧⑧

⑦⑦

⑦⑦

⑨⑨

⑥⑥
④

①
②
①
②

④
③③

⑤⑤

①温度

②湿度

③気圧

④照度

⑤焦電赤外線

⑥3軸加速度

⑦磁気

⑧におい

⑨絶縁入力

電源

動作温度範囲

動作湿度範囲

-20 ～ +60 ℃ 

0 ～ 100 %RH 

40 ～ 115 kPa.abs

0.4 ～ 1000 lx

100°×80°距離 5m以内範囲

-2 ～ +2 g

磁石近接有無による 2値

ガス種別濃度に応じた変化

0V / 3.0 ～ 30 V のディジタル 2値

室内    40m  /  見通し  120m  (XBee ZNet 2.5)

室内   100m  /  見通し 1600m  (XBee-PRO ZNet 2.5)

単 3 型乾電池 2 本 (1.0 ～ 3.0V)

DC 3.0V AC アダプタ

 -20 ～ 60 ℃

0 ～ 100 %RH ( 結露なきこと )

W66.5 × D112 × H28 mm ( 突起部を除く )

約 95 g (XBee・電池を除く )

センサ

通信距離 (参考 )

定格

外形寸法

重量

電源

動作温度範囲

動作湿度範囲

USBバスパワー 400mA (Max)

-20 ～ 60℃

0～ 100%RH ( 結露なきこと )

W150 × D110 × H40 mm ( 突起部を除く )

 約 230 g ( 電池・XBee を除く )

定格

外形寸法

重量

仕様

SenoBee-HC/USB

本製品に関するご注意

Ethernet 接続の SenoBee-HC/Ethernet ( 開発中 ) もございます。

・仕様・外観等は開発中時点のものであり、製品版とは異なることがございます。

・本製品にはDigi インターナショナル社のXBeeモジュールは含まれておりませんので、別途ご用意ください。

・腐食・結露・絶縁低下のおそれがある雰囲気中ではご使用いただけません。また、軍事・航空・宇宙・原子力等の特殊用途、および人命に関わる用途にはご使用いただけません。

・電池での動作時間は計測を行うセンサや室温などの環境条件により左右されます。

・センサは必要に応じて校正を行ってください。

・仕様・外観等は開発中時点のものであり、製品版とは異なることがございます。

・本製品にはDigi インターナショナル社のXBeeモジュールは含まれておりませんので、別途ご用意ください。

・腐食・結露・絶縁低下のおそれがある雰囲気中ではご使用いただけません。また、軍事・航空・宇宙・原子力等の特殊用途、および人命に関わる用途にはご使用いただけません。

・電池での動作時間は計測を行うセンサや室温などの環境条件により左右されます。

・センサは必要に応じて校正を行ってください。

*2：  SenoBee-1000 の制御や測定結果の取得には
　       SenoBee-HC（別売）が必要です。

ワイヤレス
メッシュネットワーク

USB SenoBee-HC *2

ワイヤレス
メッシュネットワーク

システム構成



正規化相関サーチをDAPDNAで超並列処理

　画像のサーチは画像処理の要素技術の一つで、カメラの撮影画像などのサンプル画像からあらかじめ登録したリファレンス画像と最も一致する場所を求め
る処理です。画像検査装置をはじめとした各種産業用装置において対象物の位置決めや外観検査などに用いられ、装置の速度や精度に影響するため高速な処
理が求められます。

　正規化相関サーチはサンプル画像の各座標において、リファレンス画像との間で画像同士の類似度である相関値を計算することで一致の度合いを求める手
法です。この手法は忠実に画像の相関性を演算処理するため画像の特性によらず高い精度が得られる利点があるものの、演算量が多いことで処理時間が問題
になっていました。

サーチのアルゴリズム

TNT が開発した「高速正規化相関サーチエンジン」は、アイピーフレックス株式会社のダイナミック・リコンフィギュラブル・プロセッ

サ DAPDNA®-2 の性能を最大限に引き出すことにより平均で毎秒70サーチを達成し、画像サーチの精度と速度を両立しました。

リファレンス画像 サーチ結果サーチ処理（相関値演算）

高度に演算が並列化された10種類以上のDNAのコンフィグレーションを高速に切り替えながら演算処理を行います。

DNAコンフィグレーション

DNA内のRAMに格納

画素値の総和、二乗計算

圧縮

#1

#2

#3

リファレンス画像に対する演算

リファレンス画像

DNA内のRAMに格納

画素値の総和、二乗計算

圧縮

#4

#5

#6

サンプル画像に対する演算

サンプル画像(カメラ画像)

近傍領域にて詳細サーチ

最大の相関値の探索

相関値の計算

画素値同士の乗算の総和

#8

#7

#9

#10

リファレンス・サンプル
それぞれの画像を使う演算

各ずらし位置の相関値     
（サーチ結果）
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　TNTでは正規化相関サーチのアルゴリズムをそのまま実装するのではなく、DNAのアーキテクチャに適した形に処理を分割することでDAPDNAの性能を最大限
に引き出し、高速な処理を実現しています。
　まず、画像解像度を圧縮してDNA内のRAM素子に蓄えることでSDRAMアクセスの頻度を減らし、メモリアクセスのボトルネックを解消しました。また、計
算オーダが最も大きい「画素値同士の乗算の総和」の計算では、乗算器1つに4 つの乗算をパックするようなアルゴリズムの最適化を行い、演算の128並列化を
達成しました。

　またTNTでは、DFCを用いた効率的な開発と、手動での配置配線と同等の高い性能を両立しています。正規化相関サーチの各コンフィグレーションは手作業で配
置配線するのではなく、C言語ベースで抽象度の高い記述言語であるDFCを用いて記述しています。アイピーフレックス社の高性能な自動配置配線ツールや弊社開
発のDFC拡張ツールなどを併用することで、演算素子の92%を使用した大規模なコンフィグレーションの自動フィッティングにも成功しました。

　アイピーフレックス社のDAPDNAイーサネットプラットフォーム

DAPDNA-EP102 とカメラリンクドーターボードEP-CLM1を用

いることで、画像検査装置などのカメラ画像を高速処理するシステ

ムを容易に構築することができます。DAPDNAを用いて広帯域のカ

メラ画像をカメラ近傍で分散処理することで高い性能を実現します。

また、必要なデータのみをネットワーク経由で伝送することでイン

フラの構築コストが低減されます。

正規化相関サーチは画像認識、位置合わせ、検品など、以下のようなアプリケーションに適用可能です。

　　・産業用工作機械 (FA、ロボット )

　　・画像検査装置

　　・測定・観測装置

 

 

サンプル画像 (カメラ画像 )サイズ 

リファレンス画像サイズ

階調

サーチ分解能 

サーチ時間 (1 サーチあたり ) 

640 × 480 pixel (VGA) 

最小 ４ × 4 pixel

最大 640 ×480 pixel

(X, Y それぞれ偶数 )

～ 16bit グレースケール 

0.5 pixel ( 二次関数補間 , サブピクセル対応 ) 

リファレンス画像サイズ 560×420

 13.3ms (75 fps)

リファレンス画像サイズ 320 ×240 ( ワーストケース )

 31.2ms (32 fps) リファレンス画像サイズと処理性能

仕様・性能

システムの構成例

アプリケーション

　株式会社トランス・ニュー・テクノロジー (TNT) は「アーキテクチャへの挑戦」を標榜し、研究型開発を主業務にしています。 分野もコンパイラやネットワークプロトコルの研究
開発から並列数値計算等、アプリケーションレベルにとどまらない広い範囲の技術を提供しています。
　常に本当の意味での「時代の最先端」、さらにはその一歩先を目指し、新技術を開拓していく、それが TNT です。

TNT はアイピーフレックス社の DAPDNA パートナーとして、

各種システムのコンサルティング・開発業務をサポートします。

記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

検
査
対
象

カメラ #1
カメラリンク

Ethernet

特徴量・
欠陥データ

検査領域 EP-CLM1
DAPDNA-EP102

DAP
DNA-2

カメラ #N
管理システム

EP-CLM1
DAPDNA-EP102

DAP
DNA-2
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株式会社トランス・ニュー・テクノロジー
http://www.trans-nt.com/
E-MAIL : info@trans-nt.com / TEL : 03-5604-1188
担当 : 木村

アイピーフレックス®、DAPDNA®はアイピーフレックス株式会社の登録商標です。

　アイピーフレックス社のダイナミック・リコンフィギュ

ラブル技術は高性能・高速処理かつ大規模なデータ処理シ

ステムに適し、画像処理・信号処理・ネットワーク処理な

どのシステムにおいて最適な選択となり得ます。

　この新しいパラダイムの技術であるダイナミック・リコ

ンフィギュラブル技術の特性をよく理解し、正しく適用す

ることによって DAPDNA® の性能を最大限に引き出すこと

ができます。

　TNT はアイピーフレックス社の DAPDNA パートナーと

して DAPDNA® 開発当初からさまざまな形で DAPDNA®

関連のシステム開発を行っており、開発環境のスペシャリ

ストが迅速かつ最適な開発を行っております。

　弊社では、DAPDNA® に関して以下のサービスを行いま

すので、ダイナミック・リコンフィギュラブル技術の導入

をお考えの際にはまず TNT にご連絡ください。

　なお、評価の初期フェーズは無料となっております。

お気軽にどうぞ。

コンピュータの「特殊部隊」TNTは DAPDNA®を用いた

　　　　　各種システムのコンサルティング・開発業務をワンストップで行います！

DAPDNA® の利用適合性評価
(DAPDNA® をどのような形で適応すべきか、アイピーフレックス社

とは独立の立場でアドバイスします。)

性能評価
(DAPDNA® を使うことにより、どれくらいの性能が見込めるのかの

評価を行います。)

システム構築見積及びコンサルティング

システム開発 ( ソフトウェア・ハードウェア )




