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JASAとは
● jasa.or.jp
•  一般社団法人 組み込みシステム技術協会 組みシステム技術協会込みシステム技術協会みシステム技術協会システム技術協会技術協会
設立 1986年8月7日
正会員：143社、支部会員：13社、賛助会員：29社、学術
会員：3団体、個人会員：8名（2020年4月1日現在）

組込みシステム技術協会みシステム技術協会システム技術協会(組込みシステム技術協会みシステム技術協会ソフトウエアを含めた組込みシステム技含めた組込みシステム技めた組込みシステム技組込みシステム技術協会みシステム技術協会システム技術協会技
術を含めた組込みシステム技いう。以下同じ。以下同じ。じ。以下同じ。)における応用技術に関する調査研究、標準する調査研究、標準
化の推進、普及及び啓発等を行うことにより、組込みシステム技の紹介推進、普及及び啓発等を行うことにより、組込みシステム技啓発等を行うことにより、組込みシステム技を含めた組込みシステム技行うことにより、組込みシステム技うことにより、組込みシステム技術協会みシステム技術協会システム技術協会技
術の紹介高度化の推進、普及及び啓発等を行うことにより、組込みシステム技及び啓発等を行うことにより、組込みシステム技効率化の推進、普及及び啓発等を行うことにより、組込みシステム技を含めた組込みシステム技図り、もって我が国の産業の健全な発り、もって我が国の産業の健全な発我が国の産業の健全な発が国の産業の健全な発国の産業の健全な発の紹介産業の健全な発の紹介健全な発な発発
展の紹介と国の産業の健全な発民生活の紹介向上に寄与することを目的とする。に寄与することを目的とする。することを含めた組込みシステム技目的とする。とする。以下同じ。

産業の健全な発分類
日本標準産業の健全な発分類　G-3912　組込みシステム技術協会みシステム技術協会ソフトウェア業の健全な発



JASAとは
●ET & IoT展の紹介を含めた組込みシステム技主催
●Embedded / Edge Technology 展の紹介
●   伝統の 組込み業界 展示会の紹介 組込みシステム技術協会みシステム技術協会業の健全な発界 展示会 展の紹介示会
●例年は、横浜パシフィコは、横浜パシフィコパシフィコ

https://www.jasa.or.jp/expo/

●見どころどころ
●https://www.youtube.com/watch?
v=Me0RO8skrdI&feature=youtu.be



ET & IoT Digital 2020

2020年は、横浜パシフィコ11月16日（月）～2020年は、横浜パシフィコ12月18日
●展の紹介示会コンセプト

●IoT “エッジテクノロジー” ”の紹介コア技術である エッジテクノロジー”
の紹介最先端情報を一望できるアジア最大級イを含めた組込みシステム技一望できるアジア最大級イできるアジア最大級イイ
ベント

●「エッジ領域でどのような新たな価値を生でどの紹介ような発新たな価値を生た組込みシステム技な発価値を生を含めた組込みシステム技生
みシステム技術協会出せるのか？」がテーマせるの紹介か？」がテーマ」がテーマが国の産業の健全な発テー”マ

●テクノロジー”視点に加え、最新トレンドの発に加え、最新トレンドの発え、最新たな価値を生トレンドの発の紹介発
信と応用分野への社会実装も強力に促進と応用分野への社会実装も強力に促進への紹介社会実装も強力に促進も強力に促進に促進





  

JASA内のの紹介

 RISC-V関する調査研究、標準連

活動と



JASA技術本部内の

JASA
プラットフォー”ム技術協会

OSS活用
OSS収集・まとめまとめ

ドの発ロー”ンWG

セキュリティ
エッジの紹介セキュリティ.

IoTの紹介セキュリティ

安全な発向上に寄与することを目的とする。
機能安全な発/仕様の無矛盾性の紹介無矛盾性

HW委員会
基板設計/FPGA活用OpenEL

ロボット・まとめミドの発ルウェア

応用
ロボット IoT委員会

TRASIO
TEE



JASA RISC-V WG

• JASA内のの紹介有志
• NSITEXEな発ども参加え、最新トレンドの発
• JASA OSS WG, ハー”ドの発ウェア委員会とも

協調活動と



具体的とする。 活動と

• 電源管理機能(機構/API)を含めた組込みシステム技決めたいめた組込みシステム技い
•世界 展示会に提案すべく活動すべく活動活動と

•簡易デバッグデバッグI/Fの紹介デファクト・まとめスタンダー”ドの発を含めた組込みシステム技作りたいりた組込みシステム技い
•  標準的とする。JTAG(HiFive 提案すべく活動)が国の産業の健全な発高機能すぎる
•  FPGAソフトコアの紹介デバグ用に、簡易デバッグな発I/Fを含めた組込みシステム技
•  1wire or 2線

•割り込みルーティング機構のデファクト・スタンダードを作りたいり込みシステム技術協会みシステム技術協会ルー”ティング機構の紹介デファクト・まとめスタンダー”ドの発を含めた組込みシステム技作りたいりた組込みシステム技い
•クロック分周/ルー”ティング機構の紹介デファクト・まとめスタンダー”ドの発を含めた組込みシステム技作りたいりた組込みシステム技い
•セキュリィティ機構 TEE を含めた組込みシステム技応援
• 組込みシステム技術協会みシステム技術協会用ブー”トロー”ダを含めた組込みシステム技決めたいめて我が国の産業の健全な発、プラットフォー”ム技術協会に実装も強力に促進

• Linux, Arduino環境を、プラットフォーム向けに整備を含めた組込みシステム技、プラットフォー”ム技術協会向けに整備

• JASAプラットフォー”ム技術協会への紹介Arduino開発環境を、プラットフォーム向けに整備移植



プラットフォー”ム技術協会が国の産業の健全な発あると…
•すぐに応用が国の産業の健全な発作りたいれる

•プラットフォー”ム技術協会その紹介ままで、応用部分だけ作りたいる

•プラットフォー”ム技術協会を含めた組込みシステム技改変

•プラットフォー”ム技術協会を含めた組込みシステム技元に、提案できるに、提案すべく活動できる

•全な発て我が国の産業の健全な発が国の産業の健全な発オー”プンだと、考えにくいだろうえにく活動いだろう

•若手の提案力を育てるためにの紹介提案すべく活動力に促進を含めた組込みシステム技育てるためにて我が国の産業の健全な発るた組込みシステム技めに

•サポー”トビジネス/サー”ビス系ビジネスがやりやすいビジネスが国の産業の健全な発やりやすい

•プラットフォー”ム技術協会の紹介使い方をサポートい方をサポートを含めた組込みシステム技サポー”ト

•プラットフォー”ム技術協会を含めた組込みシステム技使い方をサポート用して我が国の産業の健全な発、ITサー”ビス・まとめビジネス

•若手の提案力を育てるためにの紹介勉強教材



具体的とする。に• 2種類

• Linuxが国の産業の健全な発動と作りたいするような発ゴー”ジャスな発基板

• 大容量DRAMを含めた組込みシステム技搭載

• 高級イな発IT応用に使い方をサポート用

• ex. 96ボー”ドの発

• Arduino的とする。マイクロ・まとめコントロー”ラ基板

• OS無し

• Arduino環境を、プラットフォーム向けに整備で、アマチュアも簡単ににIoT機材な発どを含めた組込みシステム技作りたいって我が国の産業の健全な発いる



JASA RISC-Vの紹介対象
• RISC-V の組込み用 プラットフォーム 作成組込み用 プラットフォーム 作成み用 プラットフォーム 作成用 プラットフォーム 作成

● 組込み用 プラットフォーム 作成み用 プラットフォーム 作成 応用にすぐに使える、ハードウェアえる、ハードウェア&ソフトウェアを揃える揃えるえる

• 電源管理機構を考案し、広く提案したいを揃える考案し、広く提案したいし、広く提案したいく提案したい提案し、広く提案したいしたい

● 組込み用 プラットフォーム 作成み用 プラットフォーム 作成CPUでは、電源制御は必須は必須

• 割り込み周辺り込み周辺込み用 プラットフォーム 作成み用 プラットフォーム 作成周辺/クロック周辺の組込み用 プラットフォーム 作成標準化の調査＆提案の組込み用 プラットフォーム 作成調査＆提案し、広く提案したい

• 簡易なデバッグ・インターフェースを考案して、提案なデバッグ・インターフェースを考案して、提案デバッグ・インターフェースを考案して、提案を揃える考案し、広く提案したいして、提案し、広く提案したい

● JTAGではなデバッグ・インターフェースを考案して、提案い

● FPGA ソフト・コアの組込み用 プラットフォーム 作成デバッグなデバッグ・インターフェースを考案して、提案どで、簡単に使えるものに使える、ハードウェアえるもの組込み用 プラットフォーム 作成

● FPGA試作、組込み用 プラットフォーム 作成み用 プラットフォーム 作成界で有用で有用

• TRASIOの組込み用 プラットフォーム 作成RISC-V 用TEEを揃える応援するする



RISC-Vマイコンボー”ドの発調査(1)

Sipeed Maixduino

Arduino Uno R3フォー”ム技術協会
ファクタ

K210 SoC + ESP32

HiFive1 Rev B
Si Fiveの紹介Arduino 
フォー”ム技術協会ファクタ・まとめボー”ドの発
新たな価値を生バー”ジョン

Tang  Primer FPGA,EG4S20

(sipeed Tang Primer FPGA)

あらかじめ RISC-Vが焼かれている焼かれているかれている

 Humming bird E203 core

   Verilogで書かれているかれている

Ｓｉｐｅｅｄ　Ｌｏｎｇａｎ　Ｎａｎｏ　ＲＩＳＣ－Ｖ
　ＧＤ３２ＶＦ１０３ＣＢＴ６開発ボード開発ボー”ドの発



RISC-Vマイコンボー”ドの発調査(2)
Sipeed M1w dock suit 
AI  アクセラレー”タ付き き RISC-V
カメラ、LCD  付き き 約2000円
ESP32入りり(WiFi)

https://www.seeedstudio.com/Sipeed-
Maixduino-Kit-for-RISC-V-AI-IoT-p-
4047.html

M5Stack M5StickV



RISC-V OSSまとめ
• RISC-V 用 OSS リスを考案して、提案ト

• RISC-V ソフトコア 含むむ

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1nmeHG5HJanHjPiy3s145dYHLAiKgpcWrpNqpY_2TbOU/edit?
usp=sharing



Arduino環境を、プラットフォーム向けに整備調査
● RISC-Vプラットフォー”ム技術協会 マイコン版は、は、Arduino環境を、プラットフォーム向けに整備にした組込みシステム技い
● SiFiveな発どの紹介 Arduinoダウンロー”ダ、ライブラリを含めた組込みシステム技調査



TEE実装 Key stone の組込み用 プラットフォーム 作成調査
● http://docs.keystone-enclave.org/
●オー”プンソー”ス・まとめプロジェクト



Key stone が国の産業の健全な発、どう動とく活動か調査
● http://docs.keystone-enclave.org/en/dev/Getting-Started/How-Keystone-Works/Keystone-Basics.html  図り、もって我が国の産業の健全な発を含めた組込みシステム技引用

● RISC-V(Key stoneが焼かれている使える、ハードウェア用の組込み用 プラットフォーム 作成実装) には、3つの組込み用 プラットフォーム 作成レベルがあるが焼かれているある

● U-mode (User) / S-mode (Supervisor; OS) / M-mode (Trusted)

● M-mode に入るには、るには、ECALL 命令を使用を揃える使える、ハードウェア用

ECALL
命令 呼び出しび啓発等を行うことにより、組込みシステム技出せるのか？」がテーマし

http://docs.keystone-enclave.org/en/dev/Getting-Started/How-Keystone-Works/Keystone-Basics.html


Humming bird E203 core改造

図り、もって我が国の産業の健全な発は下記より引用より引用:
https://content.riscv.org/wp-content/uploads/2018/07/Shanghai-
1110_HummingBirdE200forShanghaiDay_v1.pdf

e203には、ビット操作りたい 拡張命令 “B”が国の産業の健全な発入りって我が国の産業の健全な発いな発い

オレオレ 命令 を含めた組込みシステム技追加え、最新トレンドの発
population, parity, clz(count leading zero), ctz(count trailing 
zero)



  

以上に寄与することを目的とする。

興味のある方は…の紹介ある方をサポートは…

info@jasa.or.jp
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