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今号は多くの執筆者が知識の共有を快く受けてくれたことで非常に多彩なトピックをご紹介

していますが、これは、ザイリンクスの製品がいかに優れた融通性を提供し、また、対応アプリ

ケーションの範囲がますます広がってきたことの証しでもあります。

ザイリンクスの Vertical Markets and Partnerships 部門、シニア ディレクター、Krishna

Rangasayee が「 次期キラー アプリケーション：音声・ビデオ・データの『トリプルプレイ 』

（ Scoping the Next Killer App - Triple Play ）」で述べているとおり、ザイリンクスは当初、

21 世紀初頭の急激な業績悪化からの立て直し策として 6 つのバーティカル市場に特化する

ことにしました。今日では、航空宇宙/防衛、オートモーティブ、放送、民生機器、産業/科学/医

療（ ISM : Industrial/Scientific/Medical ）、ストレージとサーバ、有線ネットワーク、無線

ネットワークの全部で 8 つのバーティカル市場をサポートしています。

本誌 Xcell Journal 57 号では、それぞれのバーティカル市場における革新的アプリケーシ

ョンについて特集記事や、多彩なトピックを紹介しています。「 ザイリンクスが提供する低コスト

ディスプレイ ソリューション 」と「 高性能ハンドヘルド アプリケーション向けの IDE HDD ソ

リューション 」は、民生機器を対象とした記事です。「 WiMAX が実現するワイヤレス ブロード

バンド 」は有線/無線ネットワークを対象とし、また「 Mining Data Without Limits 」（ 英語

版 Xcell Journal 57 号に掲載。h t t p : / / w w w . x i l i n x . c o m / p u b l i c a t i o n s / x c e l l o n l i n e /

xcell_57/index.htm ）は航空宇宙/防衛と ISM の市場関係者にお読みいただきたい記事で

す（「 FPGA を利用するサイエンス向けアプリケーションの推進 」は ISM にも通用する素晴ら

しいアプリケーションです ）。

さらに、「 Enabling Enterprise-Wide Data Security 」、「Xilinx in Enclosure Manage

ment 」、「 Co-Processing Solutions for Delivering Storage Servers Over Distance 」（

以上の記事は英語版 Xcell Journal 57 号に掲載 ）など、ストレージ/サーバ市場向けの有益

な記事も紹介しています。

トピックとしては多岐にわたりますが、今号の記事はどれも、現在、そして将来における P L D

の長所と適合性にスポットを当てた内容となっています。今後、それぞれのバーティカル市場が

発展を遂げ、現在では想像もつかないアプリケーションが誕生したとしても、柔軟性、適応性、

そしてリプログラマビリティが重要だという点は変わりません。
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Programmability: The Answer to Complexity

2006 年は、半導体業界全体に大きな成

長のチャンスをもたらす年となることが予想

されます。特に数年前までは FPGA の採用

が珍しかった市場では顕著でしょう。成長の

チャンスが数多く訪れることでしょう。成長の

原動力となる要因は複数あります。需要サイ

ドから見ると、業界の成長につながる新たな

アプリケーションがいくつも登場しています。

アナリストは半導体業界の成長率を 1 0 %

と見込んでおり、私自身もそう予測していま

す。この成長を後押しするのは言うまでもな

く需要の増大です。潜在的な成長分野として

真っ先に挙げられるのが、今も需要が伸び続

けている携帯電話業界に支えられた無線通

信であり、特に新たなインフラ機器を必要と

する諸外国では大きな成長が見込まれます。

また、今後飛躍的な成長が見込まれる分野

の 1 つとして有線通信、具体的には一般家

庭用の光ファイバが挙げられます。日本では、

家庭用光ファイバの加入者は新規の DSL

加入者をすでに上回っています。今年は米国

のサービス プロバイダが家庭への大容量デ

View
from the top
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処理装置、AVB（ 放送機器 ）、無線通信な

ど、次々に生まれる多種多様なアプリケーシ

ョンや市場に採用され続けています。中でも

最も貢献しているのはザイリンクスの最新型

90nm プラットフォーム FPGA で、業界第 2

位の競合他社と比較して 90nm デバイス

の販売高は 2.5 倍、出荷数は 1,000 万を超

えています。

ザイリンクスは、Virtex プラットフォーム

FPGA に高度なシステム レベルの機能の

組み込みや、次世代ノードへの積極的な採用

に莫大な投資を行ってきた結果、設計者に十

分な恩恵をもたらしています。高速 DSP

や、組込型の IBM PowerPCTM プロセッサ

コア、マルチギガビットのシリアル トランシ

ーバを必要とするアプリケーションに対する

顧客ニーズは着実に増えています。V i r t e x

FPGA は、システムの心臓部としての地位

をますます高め、今や無線基地局からネット

ワークと電気通信のインフラストラクチャ、

音声・画像の放送機器、航空宇宙と防衛、セ

キュリティ、工業用制御装置にいたるまで、高

性能アプリケーション向けの幅広いデザイン

に対応する最高のプラットフォームになりま

ータ（ 従来の 2～3 倍 ）をサポートする新

たな機器を導入するとともに、データの高速

伝送に対応するより高性能な機器を採用する

ことから、米国でも同様の高成長が期待でき

ます。

もちろん、2005 年と同様、デジタル民

生機器市場が半導体業界の成長をさらに牽

引することは間違いありません。高品位テレ

ビやフラットパネル ディスプレイの価格が下

がり続ける中、これら新技術を採用したテレ

ビへの買い替えはますます進むでしょう。さ

らに、放送事業者や制作スタジオでは、こう

したニーズに対応するために伝送機器の買

い替えやアップグレードの必要性が生じます。

アナログからデジタル カメラへの移行は引

き続き急速に進むでしょう。消費者は高解像

度のデジタル画像を保存するための新しい

機器を必要とするので、PC 市場のさらな

る成長にもつながります。

ザイリンクスは、今年以降特に大きな成長

が見込まれます。直近の 2005 年 12 月

期（ 2006 年度の第 3 四半期 ）は、純益 4

億 5,000 万ドル、FPGA 市場シェアは過

去最高の 59% に達し、創業以来最高の数

字となりました。また、新製品の販売高は連

続して 24% 増を記録し、2 1世紀初頭の市場

多角化戦略が功を奏したことは明らかです。

半導体業界がバーティカル市場に特化し、顧

客とシステム アーキテクチャ レベルで関係

を築く先駆けとなったのはザイリンクスです。

こうした変革により、今日、ザイリンクスはお

客様がコスト管理、Time-to-Market 、リーダ

ーシップといった目標を達成するための革新

的で柔軟性に富む魅力的なソリューションを

提供することで、設計上の複雑な難題を解決

することに貢献しているのです。

バーティカル市場に特化し、顧客指向のア

プローチを採用した結果、ザイリンクスのデ

ザインは民生機器から自動車、医療用の画像

した。

今年、PLD 市場に初の 65nm デバイスが

投入されることで、さらなるコスト削減が可

能となり、ASIC に対するザイリンクスの

競争上の優位がいっそう高まることでしょ

う。設計者がより柔軟で費用対効果に優れた

ソリューションを模索し続けるなか、A S I C

市場では大きな変革が起こっています。ザイ

リンクスは、今後も機能性の向上に加え、

65nm と 300mm ウエハなど、先進の製造

プロセスを通してコスト引き下げに努力して

いきます。

今日の民生機器は、ネットワーキングやコ

ンピューティング、イメージング機能を搭載す

るなど、複雑化の一途を辿っています。これ

らの機能はそれぞれ異なる規格をもち、多く

の競合する規格が集中する環境では、プログ

ラマビリティに勝るものはありません。つま

り、あらゆるものが統合されればされるほど、

複雑さも増すのです。この複雑さへの唯一の

解答がプログラマビリティというわけです。

PLD 市場の展望

成長の準備万端

統合されればされるほど、複雑さも増すのです。
この複雑さへの唯一の解答がプログラマビリティというわけです。

V I E W  F R O M  T H E  T O P
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Scoping the Next Killer App–Triple Play

リンクスは市場の多角化路線に専念するため

にリソースと戦略の再編を図りました。また、

このアプローチと並行して、90nm を目標

にプロセス技術の微細化に努めました。従来

のプログラマブル ロジックデバイス（ PLD ）

は、価格に敏感な量産型のアプリケーション

にはコスト面で不向きでした。ASIC およ

び ASSP の巨大な 440 億ドル市場で競

争するには、製品の価格を引き下げる必要が

あることは理解していました。

通信業界の低迷を受けて講じたこの革新

的なアプローチは結果的に大成功でした。今

日、ザイリンクスの売り上げの 45% 以上

はこれらのバーティカル市場よりもたらされ、

かつて 1 個数千ドルもしていた 100 万ゲー

ト デバイスは今や 8 ドルという低価格で

す（ 2006 年後半に 50 万個購入時、-4

スピード グレード、商用温度範囲、最も低コ

ストのパッケージの場合 ）。さらに、量販向

けの SpartanTM FPGA ファミリの売り上

げは、わずか 4 年間でザイリンクスの総売

り上げの 2% 以下から 24% 以上を占め

るまでに成長し、しかもその大半はターゲッ

トとする多様なバーティカル市場とアプリケ

ーションから得られているのです。

トリプルプレイは、ザイリンクスがこれら
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ザイリンクスが本格的な多角化路線に転じ

たのは、当時売り上げの 80% 以上を占め

ていた通信業界が低迷し始めた 2001 年

初頭です。ザイリンクスは、航空宇宙/防衛、

オートモーティブ、放送、民生機器、産業/科

学/医療（ ISM ）、そして有線/無線の 6 市場

に的を絞り、それぞれの専門家によるチーム

を設立しました。

同時に、通信およびストレージ/サーバ業

界内の複数世代のアプリケーションを対象

に、当社のソリューションを戦略的に高める

よう努めました。その後、コストとパフォー

マンスの両方の観点から、これら主要市場の

ニーズを満たす製品とソリューションを開発

することに専念しました。

この戦略を成功させるには、製品ロードマ

ップを練り直し、次世代製品に対してシステ

ム レベルのアーキテクチャとソリューション

ベースのアプローチを確立する必要がありま

した。こうして、ザイリンクスは半導体業界を

リードするシリコン サプライヤから市場指向

のソリューション プロバイダへと転換し始め

たのです。

ほとんどの半導体メーカが業界の不振を

大幅な人員削減で乗り切ろうとする中、ザイ

の主要なバーティカル市場にさらに深く浸透

していくための戦略において大きな役割を担

っています。では、トリプルプレイとは具体的

にどういうことでしょう。トリプルプレイ サ

ービスとは、1 本のブロードバンド（ IP ）

回線で音声、ビデオ、データという 3 つの

サービスを配信することを指すマーケティン

グ用語です。サービス革命の基盤としてイン

ターネットが登場し、IP は今日の広域ネットワ

ーク通信の要となりました。今後 10 年間、

トリプルプレイ サービスに対する消費者ニ

ーズが高まるにつれて、ネットワークの立案

者はスケーラビリティ、パフォーマンス、クオ

リティオブ サービス（ QoS ）をいっそう改

善するため、ブロードバンド集約ネットワーク

を構築する必要があります。IP を介したサ

ービスの集約は、私たちの仕事や生活、余暇

の過ごし方までを変えるというのが専門家の

一致した見解です。

現在の高速インターネットでは不可能なこ

の家庭向けサービスを普及させるには、ネッ

トワーク基盤とその運用形態を全面的に見

直す必要があります。これら新サービスの提

供に必要な集約バンド幅は現在の 10～

100 倍に増え、最終的にチャネルあたり

20～50Mbps が求められます。

このネットワーク基盤のオーバーホールは、

有線/無線通信から民生機器、音声/ビデオ/

放送機器、ストレージとサーバ、ISM にい

たるまで、幅広いバーティカル市場で半導体

将来のビジネス チャンス :
トリプルプレイ



ア、ワイヤレスにいたるまで、パケット処理お

よび IP の QoS 維持機能が通信のインフ

ラ機器でますます重要な条件になりつつあ

ります。今後 2、3 年で ATM から IP に移

っていけば、パケット処理のシリコン市場が

飛躍的に成長するものと思われます。高性能

でスケーラブル、フレキシブルなトラフィック

管理ソリューションを用意することにより、ザ

イリンクスはトリプルプレイ サービスの需要

増大に十分対応していけるでしょう 」。

トリプルプレイ サービスの展開について

は数多くの技術的な課題があります。音声、

ビデオ、高速データはそれぞれ特徴が異なり、

ネットワークにかかる負担も異なります。音

声サービスに大きく影響するのはジッタであ

り、ビデオとデータ サービスにはパケット損

失やパケット順の入れ替えがより大きな影響

を与えます。

ケーブルや DSL といった共有リソース

を使用する場合、ネットワークに QoS メカニ

ズムを採用する必要があります。ザイリンク

スはこのニーズに応えるため、10G メト

ロ、ブロードバンド アクセス、ワイヤレス シス

テムで QoS をサポートすると共に効率的

にバンド幅を利用できるソリューションを最

近発表しました。Modelware 社と共同開

発した VirtexTM-4 FPGA ベースのソリュ

ーションは、製品開発者がネットワーク イン

フラ機器に先進のトラフィック管理機能を統

合するための高性能でスケーラブル、フレキ

シブルなソリューションです。また、このトラ

フィック マネージャ ソリューションを使うこ

とで、機器ベン

ダは集約型の I P

ネットワークを

介して音声、ビデ

オ、データを同時

に送信する際、

QoS と効率的

な帯域幅の共有

を保証する、コ

ストを最適化し

た製品を短期間

で開発すること

ができます。

ハードウェア

ベースのトラフィ

業界にとって素晴らしいビジネス チャンス

となります。これら市場はそれぞれ、より多

くのバンド幅を求める消費者の声に応えるた

め、新しい製品とサービスを開発していく必

要に迫られるからです。

今日の消費者には、通信や娯楽、情報収集

のニーズを満たす膨大な選択肢があり、特定

のサービス プロバイダだけを使い続ける人

は減っています。収益源を拡大し顧客の信頼

を高めるため、通信事業者は新たな規制に立

ち向かい、ケーブル事業者と競争するための

技術開発に余念がありません。

どのプロバイダも、製品の差別化によって

卓越したサービスを提供しようと熾烈な競争

を繰り広げています。高バンド幅を持続的に

維持するにはアーキテクチャを最適化する必

要があり、また、プロバイダと利用者の双方

にとって経済的であることも条件です。また、

オペレータがネットワークに新機能を随時追

加していけることも必要です。T i m e - t o -

M a r k e t、デザインの柔軟性、リプログラマビ

リティは絶対条件です。PLD にはこれらす

べての利点があるため、ザイリンクスはこの

巨大な市場チャンスの多くを手に入れること

ができるのです（ 図 1 ）。

The Linley Group のシニア アナリス

ト、Bob Wheeler 氏は、次のように語って

います。「 集約に向けた加速度的な傾向に

より、ブロードバンド アクセスからメトロ コ

ック マネージャの主な利点として、5 0 M b p s

～1 0 G b p s超の高速スループットをサポー

することが可能であり、これは、メトロ コア

ルータなどのハイエンドな機器や、P O N

OLT や WiMAX 基地局などの有線/無線

アクセス機器で使用できます。スケーラビリ

ティとフレキシビリティについては、2～1 2 0

万キュー（ 最大 256K キュー/レベル ）、1

～5 レベルのスケジューリング、1～

64,000 のマルチキャスト グループをサ

ポートすることで得られます。

また、このソリューションはポリシング、シ

ェーピング、スケジューリング、混雑回避と

制御の多様なアルゴリズムをサポートします。

高いレベルで統合し、コストを最適化するに

は、トラフィック マネージャをカスタム ロジ

ックやエンベデッド IBM PowerPCT M プロセ

ッサ、マルチギガビットトランシーバと組み合

わせることで、総合的なカスタム ソリューシ

ョンを実現します。トラフィック マネージャ

は、エンベデッド ブロック RAM と各種の

外部 SRAM/DRAM メモリからなる複数

のメモリ コンフィギュレーションをサポート

します。これにより、コストとパフォーマンス

の両面でもっとも最適なハードウェアウェア

インプリメンテーションを実現できます。

トリプルプレイのビジネス チャンスをフ

ルに活かすため、ザイリンクスはそれぞれの

ターゲット市場特有のニーズを完全に理解す

ることに努めながら、戦略やソリューション、

製品ポートフォリオに市場指向のソリューシ

ョン アプローチを取り続けていきます。

PLD は、多様な新市場とアプリケーショ

ンの急成長を促すデバイスとして、今やあら

ゆる分野で使われるようになりました。かつ

てのニッチな技術から広く使われる主流の技

術へと発展した PLD は、今日、あらゆるバー

ティカル市場で多数の興味深い新製品を可能

にしています。ザイリンクスは、シリコンおよ

びソリューションという両方のイノベーショ

ンを通して、ユーザーがエキサイティングな

技術革新を成し遂げ、大胆かつ斬新なアプリ

ケーションを開発するためのお役に立てれば

と願っています。
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図 1 主なバーティカル市場におけるトリプルプレイ

ザイリンクスの価値判断基準

市場指向の戦略
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現在、WiMAX が大きな注目を集めてい

る背景には、技術面とビジネス面の両方の理

由があります。業界にとってセルラー ネット

ワークのコスト削減は急務であり、これは今

日のモバイル ネットワークより無線スペクト

ラム（バンド幅）の効率を高めることで可能で

す。この効率改善は、先進の誤り訂正とトラフ

ィック スケジューリング スキームに加え、ユ

ーザー トラフィックの変調およびコーディン

グ スキームを素早く変更できる高度なテク

ノロジを組み合わせることで達成できます。

WiMAX は、コストを大幅に削減し企業

環境内での効率を高めた、イーサネットや

WLAN 仕様に近いネットワーク機器の設計

哲学に基づいています。現在課題とされてい

るのは、この利点をさらに広範な公共ネット

ワークに適用できることを実証することです。

IEEE 802.16 規格は、加入者局（ SS :

Subscriber Station ）または顧客宅内機器（

CPE : Customer Primise Equipment ）と

基地局（ BS : Base Station ）という 2 つ

のコア コンポーネントからなるシステムの

仕様を定めたものです。1 つの BS と 1

つ以上の SS でポイント ツー マルチポイ

ント（ P2MP ）構造のセルを形成できま

す。電波の発信中、BS は任意の SS によ

る媒体へのアクセス、QoS を達成するため

の割り当て、ネットワーク セキュリティメカ

ニズムに基づくネットワークの管理など、セ

ル内の動作を制御します。

仕様の詳細

Amit Dhir
Director, Infrastructure Vertical Markets
Xilinx, Inc.
amit.dhir@xilinx.com

Amit Dhir
Director, Infrastructure Vertical Markets
Xilinx, Inc.
amit.dhir@xilinx.com
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うえ、確認応答におけるあらゆる遅延を取り

除く自己訂正型のバンド幅要求/許可スキー

ムを使います。QoS とそれらサービスのト

ラフィック パラメータに応じて、端末はバン

ド幅を要求するためのさまざまなオプション

を持ちます。

IEEE 802.16 のプライバシー レイヤ

は、DOCSIS に採用されているモデルに従

います。トランスポートおよびセカンダリ マ

複数の BS でセルラー方式の無線ネット

ワークを 1 つ構成できます。O F D M を使う場

合、セルの半径は 30 マイル（ 48.27km ）

に達しますが、そのためには良好なチャネル

環境が必要で、また最低限のデータ レートし

か達成できません。通常、現実的なセル サ

イズは半径約 5 マイル以下です。WiMAX

規格は、P2MP よりシステムの有効範囲を

高めるため複数の指向性アンテナをペアで

使うことで、ポイント ツー ポイント（ P2P ）

やメッシュトポロジでも利用できます。

IEEE 802.16 MAC プロトコルは、特

に P2MP ワイヤレス アクセス環境を対象に

策定されています。このプロトコルは ATM

やイーサネット、インターネット プロトコル

（ IP ）などの転送プロトコルをサポートし、

専用の収束レイヤ（ 図 1 ）を使うことで

将来開発されるプロトコルに対応できます。

また、MAC は UGS、rtPS、nrtPS、Best

Effort（ BE ）といった ATM 互換の QoS

を実現しつつ（ 図 2 ）、物理レイヤを通し

て非常に高いデータ スループットに対応で

きます。

IEEE 802.16 のフレーム構造では、リ

ンクの条件に応じて端末をアップリンクとダ

ウンリンクのバースト プロファイルに動的に

割り当てることができます。これにより、容

量と堅牢性のどちらを優先するか、リアルタ

イムでトレードオフすることになります。ま

た、非適応型のシステムと比較して平均 2 倍

の容量を確保できます。

IEEE 802.16 MAC は、効率を大幅に

高めるため可変長プロトコル データ ユニット

（ PDU ）とその他の革新的コンセプトを使

います。たとえば、複数の MAC PDU を

1 つのバーストに連結することで、PHY のオ

ーバヘッドを節減できます。また、複数のサ

ービス データ ユニット（ SDU ）を 1 つの

MAC PDU に連結すれば、MAC ヘッダ オ

ーバヘッドを節減できます。断片化により、

QoS を保証するため、非常に大きな SDU

をフレーム境界を越えて送信できます。ペイ

ロード ヘッダの抑制機能は、SDU ヘッダ内

の冗長性に起因するオーバヘッドの緩和に役

立ちます。

IEEE 802.16 MAC は、従来の確認応

答スキームより QoS の扱いに優れている

ネジメント コネクション用にペイロードを暗号

化するには、暗号ブロック連鎖（ CBC ）モー

ドのデータ暗号化規格（ DES ）が使われ

ます。パーソナル ナレッジ マネジメント（ P

KM ）プロトコルは、SS を証明書ベースで承

認し、RSA 公開鍵方式と x.509 証明書を用

いて BS と SS の間で鍵を受け渡します。

デバイスをネットワークに入れるには、か

ならず BS と SS を認証して同期化するため

図 2 QoS サービス クラス

図 1 802.16 プロトコル スタック



は、高速かつ低いパケット損失でのハンドオ

ーバが必須の要件です。ハンドオーバのほと

んどはソフトウェア レイヤで行うことができ

ますが、パフォーマンスの点から、この機能

の一部をハードウェア レベルに託すことに

なります。

近隣のネットワークを識別し、モバイル サ

ービス ステーション（ MSS ）に関してその

特徴を定義するため、基地局は定期的に近隣

広告管理メッセージを発行します。各 MSS

は近隣の BS をスキャンし、信号の強度を

測定します。次に、近隣の BS を選択し、レン

ジングとアソシエーション プロシージャを

実行することで、将来のハンドオーバに備え

ます。

ハンドオーバのパフォーマンスは、あるセ

ルから別のセルに移動するユーザーの認証
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のタスクを実施する必要があります。BS の

ダウンリンク信号が同期化されたら、アップ

リンク チャネル記述子（ UCD ）が使わ

れ、タイミング パラメータと初期レンジング

コンテンション スロットを所得します。SS

のレンジング プロセス中、BS はネゴシエ

ートされた機能用にさまざまな管理メッセー

ジを割り当てて登録します。PKM を使うこと

により、承認のためのセキュアなセカンダリ

マネジメント コネクションが確立されます。

これでシステムは、各種の MAC サービス

を展開することで、さまざまな IP プロトコ

ルを経由したユーザー コネクションを通し

て動作するようになります。チャネルのリソ

ースは、通常のレンジングとチャネル コン

ディションのモニタリングで管理されます。

WiMAX 規格の特徴として、QoS とスケ

ジューリングを高いレベルでサポートしてい

ることが挙げられます。これらサービス プ

ロバイダの機能は、エアーリンクの利用率と

システム スループットを最大化できるうえ、

サービス レベル アグリーメント（ SLA ）

を満たすことにもつながります（ 図 3 ）。

さまざまなサービス クラスをサポートす

るインフラストラクチャは、MAC のインプ

リメンテーションにより実現されます。Q o S

は加入者局と基地局間のバンド幅要求/許可

メカニズムによってイネーブルされます。ビ

デオ、音声、データ サービスはどれも、さまざ

まなレベルの QoS を必要としますので、

それぞれのサービス クラスを分類するため、

QoS に対して主に 4 つのバケツがありま

す（ UGS、rtPS、nrtPS、BE ）。パケット

スケジューラは、一人のユーザーに対して異

なるサービス クラスをスケジューリングし

ます。つまり、ユーザー レベルでの SLA

要件に合わせることができるのです。ユーザ

ーは標準やプレミアムなど、複数の優先レベ

ルに分類できます（ 図 4 ）。

IEEE 802.16-2005 準拠のシステムに

速度で決まります。モビリティという特性上、

常に変化する QoS ニーズにいかに素早く

適応できるかで差別化するわけです。M S S

は固定式のこともあれば移動式のこともあ

り、QoS プロファイルは変化するものです。

SLA が移動式と固定式にそれぞれ異なる

ポリシーを採用することさえあります。

加入者数の増加に伴い、マルチパス フェ

ーディングとパス損失がますます顕著になり

ます。OFDM に基づく OFDMA は、シン

ボル間干渉と周波数選択的フェーディングに

影響されません。高速伝送レートを達成でき

るかどうかは、ブロードバンド ワイヤレス ア

QoS とスケジューリング

IEEE 802.16-2005 に対する
モビリティの管理

MAC と PHY の連携に
サブチャネルを割り当て

図 4 パケット スケジューラの機能により異なるユーザー クラスに対してスケジューリング
が可能

図 3 802.16 仕様のパケット スケジューリングによりリソースを最大化
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ータで何を行うかを定義することです。この

ハードウェアとソフトウェアの区分けを決め

るうえで鍵となるのが、Time-to-Market の

ニーズを考慮しながらシステム性能とプロセ

ッシングの要件間で最適なトレードオフを見

つけることです。このトレードオフをどう解

決するかで、CPE と基地局のインプリメン

テーションがまったく異なってきます。

WiMAX CPE デザインは、ハードウェア

アクセラレータを用いてインプリメントされ

る CRC や暗号化/解読のような MAC フ

ァンクションの使用頻度が低いため、プロセ

ッサ ベースのアプローチを採用する必要が

あります。一方、基地局のインプリメンテー

ションは、低 MAC アクセラレータから、パケ

ット処理への低速パス/高速パスのアプロー

チへ発展していく必要があります。これをハ

ードウェアで達成するには、基地局の MAC

はエンベデッド プロセッサもしくは FPGA

外部のプロセッサを使ってより低速なマネジ

メント/コントロール ファンクションをイン

プリメントし、ハードウェア アクセラレーシ

ョンには FPGA ロジック ファブリックを使っ

てより高速なデータ パス ファンクションを

インプリメントする必要があります。

MAC インプリメンテーションで重要なの

は、適切なキューイングとスケジューリング

を用いて、音声、データ、ビデオの「 トリプ

ルプレイ 」を扱えるようにすることです。

IEEE 802.16 規格はこうした機能に有効

な基準ですが、競合するソリューションとの

差別化を図るには、この機能を具体的にどう

インプリメントするかが重要になります。ザ

イリンクスの FPGA は、メーカがシステム

デザインのこの重要分野にターゲットを絞り、

新たな MAC ファンクションを開発するた

めの柔軟なプラットフォームです。

最新の VirtexTM-4 FX プラットフォーム

FPGA には、低レイテンシの補助プロセッ

サ インタフェース（ APU ）が組み込まれて

おり、ソフトウェア コードにカスタマイズし

た命令を入れることでハードウェアとソフト

ウェアの区分化を簡単に行うことができます。

この命令は実行時にロジック ファブリックに

インプリメントされます。

ザイリンクス プラットフォーム FPGA が製

品の差別化と先進機能を可能にするもう 1

クセス（ BWA ）システムがリソースを効

率的かつ柔軟に割り当てることができるかど

うかにかかっています。サブキャリアの割り

当てに周波数ホッピングと適応変調のテクニ

ックを使えば、トランスミッタにチャネル ゲイ

ンを得られ、大きなパフォーマンス ゲインと

なります。最適なソリューションは、その都度

ユーザーにベスト チャネルをスケジューリ

ングすることです。しかしながら、これは容

易なことではありません。あるユーザーにと

ってベストなサブキャリアは、ほかに良いサ

ブキャリアの選択肢を持たない別のユーザー

にとってもベストなサブキャリアになり得る

からです。伝送の都度、各ユーザーに対して

指定されたデータ伝送レートとビット エラー

レート（ BER ）を達成するというのが

QoS の要件です。

IEEE 802.16 無線 MAN 規格の OFD

MA 物理レイヤ モードの一部として、スケー

ラビリティのコンセプトが採用されました。ス

ケーラブルな PHY により、標準ベースのソリ

ューションは 1.25～20MHz までのチャ

ネルバンド幅で最適なパフォーマンスを実現

し、製品コストを低く抑えながら固定式と携

帯/移動式の両モデルに一定のサブキャリア

間隔を確保できます。チャネル帯域幅ごとに

FFT サイズを変更できるサブチャネル構造

によりスケーラビリティを実現するわけです。

WiMAX 仕様は、アドバンスド モジュレ

ーション&コーディング（ AMC ）サブチャネ

ル、ハイブリッド自動再送要求（ HARQ ）、

高効率アップリンク サブチャネル構造、マイ

モ（ MIMO ）、カバレッジ拡張セーフティ

チャネル、異なるサブキャリア割り当て、お

よびダイバーシティ方式をサポートします。

WiMAX MAC は CQI と HARQ 要求からの

フィードバックを使ってスケーラビリティをサ

ポートします。

WiMAX システムをインプリメントする

ときに最も難しい課題は、プロセッサで何を

行い、ハードウェア、つまりFPGA アクセラレ

つの技術として、高性能 FEC をはじめとする

先進の DSP ファンクションがあります。最適

化した Turbo Convolutional コーデック

を低コストの WiMAX FEC パックに組み

込んだことで、ザイリンクスはシステム設計

者が非常に効率的な FPGA コアにアクセ

スできるようにしました。このコアは

WiMAX ベースバンド デザインにフレキシ

ブルで開発を加速する FEC ソリューションの

一部として展開できます。

もちろん、本稿で紹介した以外にも、

WiMAX 基地局のデザインにはザイリンク

スのテクノロジが真価を発揮する分野がたく

さんあります。現在、ザイリンクスのデバイ

スはクレスト ファクタ低減（ CFR ）、デジ

タル プリディストーション（ DPD ）、デジ

タル アップ/ダウン コンバーション（ DUC

/DDC ）などの分野で、RF カードに先進の

DSP 訂正アルゴリズムをインプリメントす

るために一般的に利用されています。電力増

幅回路（ PA ）の特性をデジタル的に補正す

ることで、より費用対効果の高いアナログ R F

回路を利用してコストを大幅に節減でき、そ

れにより基地局全体のコストを格段に引き下

げることができるのです。詳細は、h t t p : / /

www.xilinx.co.jp/esp/wireless/ をご覧

ください。

WiMAX 規格と、この規格がセルラー規

格と比較してどう優れているのかについては

多くの議論が続いていますが、現在の傾向を

見る限り、WiMAX は音声、データ、ビデオ

をワイヤレス配信するための理想的なプラッ

トフォームであることがわかります。ザイリ

ンクスは WiMAX 標準化プロセスの初期

段階から関与していました。ザイリンクス製

品のユニークな機能を活用することで、ユー

ザーは競合他社に先行して WiMAX デザイン

を市場に投入できるのです。

ザイリンクスは、無線 MAC アプリケー

ションにおけるアクセラレートしたトラフィッ

ク管理ソリューションについて多くのユーザ

ーと協力してきました。それぞれのインプリ

メンテーションはアプリケーションに応じて

カスタマイズできます。

スケーラブルな OFDMA

結論

インプリメンテーションの主な課題



次世代 MAN 装置の開発
ザイリンクス RPR MAC リファレンス デザインの活用による
IEEE 802.17 Resilient Packet Ring に準拠する装置の短期・省資源開発

Enabling Next-Generation MAN Equipment

次世代 MAN 装置の開発
ザイリンクス RPR MAC リファレンス デザインの活用による
IEEE 802.17 Resilient Packet Ring に準拠する装置の短期・省資源開発

Enabling Next-Generation MAN Equipment

10 Xcell Journal Issue 57

データを送り、もう 1 本を保護アプリケー

ション用に確保しておくSONET/ SDH と異

なる点です。さらに、この RPR テクノロジ

が堅牢でない場合 MAN アプリケーション

では使えないため 50ms 未満の復旧時間、

フォルトトレランス、運用管理性をサポートし

ています。

RPR は複数のサービス クラスとサブクラ

スを定義しており、ボイス オーバ I P（ VoIP ）

や IPTV など、増え続けるIP ベースのサービ

スをサポートするのに理想的です。たとえば、

リアルタイムの VoIP トラフィックを RPR

における最高のサービス クラス、A 0 にマッピ

ングすることで、バンド幅を保証し、ジッタを

低く抑えることができます。インターネットトラ

フィックは、ベスト エフォートのクラス C ト

ラフィックにマッピングできます。

RPR は f a i r n e s s（ 公正 ）アルゴリズムも

定義しており、fairness-eligible（ 公正適

格 ）トラフィックで未使用の「 再利用可能 」

バンド幅をノード間に公平に割り当てます。

これは、アクセス超過に高いレベルで対応が

可能なため、イーサネットのようなバースト

Delfin Rodillas
Staff System Architect
Xilinx, Inc.
delfin.rodillas@xilinx.com

表 1 RPR の各サービス クラス

図 1 両リングでデータを同時に伝送する
RPR のデュアルリングアーキテクチャ

メトロ エリア ネットワーク（ MAN ）アー

キテクチャは、主に従来テクノロジの

SONET/SDH をベースにしています。

SONET/SDH は、音声などの時分割多重

化トラフィックを伝送する場合は信頼性の高

い理想的なテクノロジですが、IP やイーサ

ネットなど「 バーストの多い 」パケットトラ

フィックを伝送するには非効率です。近年、パ

ケット ベースのトラフィックが増加してきた

ことで、この非効率性は MAN のバンド幅

にボトルネックを招いています。

新しいアーキテクチャに対する候補として、

イーサネット オーバ S O N E T / S D H（ EoS ）、

レジリアント パケット リング（ RPR : Res

ilient Packet Ring ）、そしてキャリア グ

レード イーサネットがあります。EoS は、

SONET/SDH に新たなテクノロジを重ね

合わせることで高い効率とサービス サポート

を達成するものです。キャリア グレード イ

ーサネットは、従来のイーサネット プロトコ

ルへの拡張機能を定義することで同様の目標

を達成します。そして最近登場してきた M A N

テクノロジの中で最も興味深いのが、I E E E

802.17 に定義されている新たなレイヤ

2トランスポート テクノロジ、RPR です。

本稿では、RPR テクノロジの概要を説明

すると共に、ザイリンクスが最近発表した

RPR MAC リファレンス デザインを例に、

RPR システムの開発に VirtexTM-4 FPGA

をどのように活用できるかを解説します。

RPR にはいくつかの優れた特長がありま

す。図 1 に示すように、RPR は両方のリング

で同時にトラフィックを送ることで、一般的な

MAN に見られるデュアルリング トポロジ

を有効利用します。これは、1 本のリングで

RPR テクノロジとその利点

サービスクラス QoS

クラス

A

B

リアルタイム
A0

A1

B-CIR

B-EIR

○

○

○

×

低

低

Bounded

Unbounded

Allocated

Allocated

Opportunistic

Reserved

Reclaimable

Reclaimable

×

○

やや
リアルタイム

C ベストエフォート

利用例 サブクラス 保障 BW ジッタ タイプ サブタイプ

フェアネス
の適応
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アネスのファンクションには、MAC がネ

ットワークのトポロジとリソースの利用率

を監視し、利用可能なリソースに基づいて

さまざまなクオリティレベルに対してトラ

フィックをポリシング/シェーピングする

必要があります。前述のとおり、RPR は

再利用可能なバンド幅を RPR ノード間

に公平に割り当てるためフェアネス アル

ゴリズムを定義しています。

・オペレーション、管理、保守、プロビジョニ

ング（ OAMP ）には、MAC が各サービ

スに対する統計を収集し、管理情報ベース（

MIB ）などの標準化されたインターフェイ

スを通してユーザーにそのデータをレポ

ートとして返す必要があります。さらに、

MAC が各ステーションに対してすべて

の関連パラメータのプロビジョニングを提

供する必要もあります。

トラフィックをサポートするのに理想的です。

表 1 は RPR がサポートしている種々のサー

ビス クラスを示しています。

RPR MAC

すべての R P R ノードは、リングへのあらゆ

るアクセスを統括するエンティティ、R P R

MAC をインプリメントします。図 2 は、

RPR プロトコル スタックと、このスタック

が O S I リファレンス モデルに対してどのよう

にマッピングしているかを示しています。

MAC のファンクションには次のような側面

があります。

・データをフォーマット/転送するには、

MAC がデータを RPR パケット フォーマ

ットにフレームすることでクライアントの

転送要求を満たす必要があります。また、

MAC はトランジット トラフィックをシン

グル トランジット キューもしくはデュア

ル トランジット キューを通して必ずリン

グレット（ ringlet ）に返送します。

・ネットワークを保護するには、MAC がネ

ットワークのトポロジを追跡し、保護メカ

ニズムを通して変更に対応する必要があ

ります。SONET/SDH ネットワークと同

様、RPR は サ ー ビ ス の 割 り 込 み を

50ms に制限しています。これは「 ステ

アリング 」もしくは「 ラッピング 」保護

方式により達成できます。

・クオリティオブ サービス（ QoS ）とフェ

RPR テクノロジの詳細については、最新

の IEEE 802.17 仕様をご覧ください。

RPR ネットワーク アプリケーション

多くのサービス プロバイダや装置の O E M

ベンダが、次世代 MAN アプリケーション

に最適なテクノロジとして RPR に注目してい

る理由は、前述の特長によるものです。特に

興味深い MAN アプリケーションの 1 つに

イーサネット ブリッジングがあります。

イーサネット ブリッジングでは、MANで

複数の LAN を接続するため RPR ネット

ワークが使われます。イーサネットから R P R、

およびその逆方向へのブリッジングは、I E E E

802.1D の「 MAC ブリッジ 」仕様にした

がって行われます。図 3 は、RPR ネットワー

ク上で相互接続されている 3 つの LAN を

示しています。

このアプリケーションに RPR を使う利

点は、優先順位と VLAN の情報がエンド

ツー エンドで保たれることです。これは、キ

ャリア クラスの保護（ 50ms 未満 ）を維持

しながら効率的に行うことができるため、9 9 .

999% の可用性を保ちながら VoIP やテ

レビ会議、インターネット サービスを同時に

使用する企業などに役立ちます。

ザイリンクスは、RPR 装置を容易に開発

できるよう、Virtex-4 FPGA を使用する

RPR MAC リファレンス デザインを開発し

ました。このソリューションは IEEE 802.

17 仕様に準拠しており、1.25Gbps、2.5

Gbps、10Gbps のデータレートをサポー

トします。この他主な特長として、シングル

コアにおける両方のリングレットのサポート

や、メイト インターフェイスによる装置の冗

長性サポート、シングル トランジットとデュ

アルトランジットのキューをサポートします。

フェアネスについては、アグレッシブとコン

サバティブ タイプの両方がサポートされま

す。また、エンジニアリングの労力を極力抑

えながらも、Time-to-Market を短縮する

ため、ドライバとアプリケーション ソフトウ

図 2 OSIリファレンス モデルに対してマッピングした RPR レイヤ

図 3 イーサネット ブリッジング アプリケー
ション

ザイリンクスの
RPR ソリューション
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ェアを提供します。なお、リファレンス デザイ

ンはザイリンクスとライセンス契約を締結し

ていただければ無償で使用可能です。

RPR MAC のファンクション ブロック

図 4 は、RPR MACリファレンス デザイン

のハードウェア ファンクションのブロック図

です。この図にはいくつかのデータパス、トポ

ロジ、フェアネス コントローラ ブロックがあ

ります。また、P H Y、メイト、クライアント イン

ターフェイスの各ブロックに加え、メモリ マ

ネージャ ブロックも用意されています。

デザインには 3 つの主コントローラがあり

ます。1 番目は、リングレット 1 と 0 の両方

に対して、RPR MAC を出入りするフレー

ムの流れを管理するデータパス コントロー

ラです。2 番目はリング上のステーション

のコネクティビティと順序を決めるトポロジ

コントローラです。最後に、フェアネス コント

ローラは IEEE 802.17 にしたがってフェア

ネス アルゴリズムをインプリメントします。

X t r e m e D S PT M スライス（ ソフトウェア内

で記述されている DSP48 ）にフェアネス

アルゴリズムをインプリメントしこれら構造

をパイプライン化することで、このデザイン

が最も安価な -10 スピード グレードのデ

バイスを使った場合でも 10Gbps で動作

が可能です。さらに、ファンクションをロジッ

クでなく XtremeDSP スライスにインプ

リメントすることで膨大な量のロジックが節

約されました。

図 4 の右側には、PHY インターフェイス

ブロックがあります。PHY インターフェイ

ス ブロックは各リングレットにそれぞれ 1

つずつあります。これらのインターフェイス

は、 FPGA に搭載されている SelectIOTM

と R o c k e t I OT M テクノロジを利用して実現しま

す。リファレンス デザインには、SPI-3 を通

して 2.5Gbps SONET/SDH をサポート

し、GMⅡ インターフェイスを通してギガビ

ット イーサネットをサポートし、また XGMⅡ

を通して 10 ギガビット イーサネットをサポー

トする、PHY インターフェイス ブロックが

収められています。また、ユーザー指定の

PHY をサポートするため、FIFO ベースの

PHY インターフェイスも用意されています。

デザインには含まれないものの、V i r t e x - 4

FPGA の機能と利用可能な IP によりサポー

トされるブロックとして、TBI と RTBI 用

のインターフェイス ブロックがあります。

10Gbps のアプリケーションについては、

Virtex-4 はエンベデッド RocketIO マル

チギガビット トランシーバを通して SPI-

4.2 と XSBI LVDS インターフェイス、また

SERDES ベースの XAUI インターフェイ

図 4 RPR MACリファレンス デザインのブロック図

図 5 冗長性アプリケーションにおけるメイト インターフェイスの使用

表 2 RPR MAC リファレンス デザインに
よりサポートされているPHY インター
フェイス

インターフェイス 1G 2.5G 10G

SONET 不可 SPI-3 SPI-4.2

イーサネット GMII,

TBI/ RTBII

不可 SPI 4.2, XGMII,

XAUI,またはXSBI



13http://www.xilinx.co.jp/

ランジット キューのデザインは、外部の D D R 2

SDRAM を使用します。メモリ インターフェ

イスは、1Gbps/2.5Gbps のデザインで

3 2 ビット/200MHz です。10Gbps デザイ

ンについては、2 つの 64 ビット/250MHz

インターフェイスがそれぞれ 1 つのリング

レットをサポートします。

ザイリンクスのリファレンスデザインは、

Linux デバイス ドライバとアプリケーショ

ン ソフトウェアを同梱して提供されます。こ

のソフトウェアは、RPR MAC のパラメー

タを設定/監視するために、SNMP エージ

ェントと簡単に統合できます。

デザインではいくつかのプロセッサ オプ

ションがサポートされています。V i r t e x - 4

FPGA の エ ン ベ デ ッド PowerPCTM、

M i c r o B l a z eT M ソフト コア、外部プロセッサの

どれでも使用できます。FPGA に組み込ま

れているプロセッサを使うことで、外部のホ

スト プロセッサの負担を軽減して全体的なシ

ステム性能を改善できます。図 6 は、RPR

MAC リファレンス デザインでハードウェア

とソフトウェア ファンクションをどのように

分割するかを示しています。

デバイスと付属品

表 3 は、RPR MAC リファレンスデザイン

のデバイス サポートとリソース使用率です。

リファレンス デザインは、最も安価な -10

スをサポートします。ザイリンクスは、開発

期間を短縮できるよう、この 3 種類のイン

ターフェイスすべてに IP コアとリファレン

ス デザインを用意しています。表 2 に、リフ

ァレンス デザインがサポートする各 PHY

インターフェイスをまとめました。

図 4 の左には、クライアント データ イ

ンターフェイスとクライアント コントロール

インターフェイスからなる SPI-3 に似たクラ

イアント インターフェイスがあります。クライ

アント データ インターフェイスは、1 0 G b p s

デザインでは 200MHz、1Gbps と 2.5

Gbps デザインではより低いデータ レート

で動作する、64 ビットのインターフェイス

です。TX 用に 1 つのインターフェイス、

RX 用に 2 つのインターフェイスがあり、

それぞれのインターフェイスがリングレット

の要求に応じます。クライアント コントロー

ル インターフェイスは 3 2 ビット インターフ

ェイスであり、デバイスドライバはこのイン

ターフェイスを通して動作します。

キャリア クラスの通信装置に不可欠な冗

長性をサポートする装置を開発するために使

うインターフェイスが、MAC ブロック図の

左下に延びているメイト インターフェイスで

す。このメイト インターフェイスを通して、プ

ライマリカードは万一障害が起こった場合に

備えてセカンダリ カードへのパスを確保でき

ます。図 5 は、メイト インターフェイスを用

いてプライマリ カードとセカンダリ カードを

接続し、装置に冗長性を持たせる方法を示し

ています。リファレンス デザインは、このイ

ンターフェイスを LVDS I/O にインプリメ

ントしています。10Gbps の装置について

は、LVDS I/O の代わりに広バンドの

RocketIO MGT を使用できます。

メモリ マネージャ ブロックはアービトレ

ーションとポインタ管理を行うバッファマネー

ジャ、および DDR2 SDRAM コントローラ

からなります。当然ながら、トランジット キュ

ーにはメモリ リソースが必要です。ザイリン

クスのソリューションで優れているのは、シ

ングルトランジット キューのデザインを外部

メモリなしでインプリメントしていることです。

このデザインは F P G A に搭載されている大容

量のブロック RAM を利用するからです。

より多くのメモリリソースを使うデュアルト

スピード グレードで Virtex-4 LX と FX

デバイス、およびすべてのデータ レートをサ

ポートします。このデザインは、選択するオ

プションに応じて 15,000～16,500 ス

ライスと 72～90 のブロック RAM を利

用し、Virtex-4 LX40 以上のデバイスにフィ

ットできます。また、コア以外にも技術解説

書、VHDL テスト ベンチ、ソフトウェアが添

付されます。

イーサネット ブリッジングの RPR アプ

リケーションについてはすでに紹介しました。

図 7 は、このラインカードのアーキテクチ

ャ構築法です。Virtex-4 LX FPGA にインス

タンシエートされているのが RPR MAC

リファレンス デザインです。このデザインは

RPR MAC 
ラインカード デザイン例

図 6 RPR MACリファレンス デザインにおけるハードウェアとソフトウェアの分割

表 3 デバイスのサポートとユーティリゼー
ション

デバイスファミリ Virtex-4 LXおよびFXデバイス

スピード
グレード

リソース
（コンフィギュ

レーション
に基づく

スライス ブロック

RAM

DCM FFs

15K~

16.5K

72~90 5~7 18744

-10 for 1 Gbps, 2.5 Gbps, 

and 10 Gbps



ます。

すでにおわかりのとおり、FPGA はシス

テム レベルの統合を可能にし、システム レ

ベルのコストを削減できます。さらに、F P G A

にはパフォーマンス マージンが十分にある

ため、このデザインは 10Gbps のデザイン

でも最も遅い -10 スピード グレードでも

実現可能です。これによりコストを一段と削

減できるのです。

トリプルプレイ サービスの展開が進む今、

特に未開発地域に新たに展開する場合、次世

代 MAN 用の転送技術として RPR を考える

サービス プロバイダがますます増えるでし

ょう。また、需要の増大に伴い、装置の O E M

ベンダはザイリンクスのフレキシブルな

RPR ソリューションを活かし、付加価値の

高い独自機能を搭載した標準規格の製品を

短期間で開発できるようになります。

ザイリンクスの RPR ソリューションについ

ての詳細は、ザイリンクスの RPR Web サイ

ト（ h t t p : / / w w w . x i l i n x . c o . j p / e s p / w i r e d /

optical/net_tech/rpr.htm ）をご覧くだ

さい。同サイトにはホワイト ペーパーや製品

概要資料に加え、リファレンス デザインへの

アクセスを要求するページへのリンクも掲載

されています。
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内部の GMⅡ インターフェイスを通してギ

ガビット イーサネットの PHY に接続され

ています。リングレット 1 と 0 につながって

いる SFP モジュールに 2 つのギガビット イ

ーサネット PHY が接続されています。別

の方法として、Virtex-4 FX デバイスを使

い、外部 PHY の代わりにエンベデッド

RocketIO MGT を使用し、統合性をいっ

そう高めることも可能です。

適正サイズのデバイスであれば、イーサネ

ットから RPR と RPR からイーサネットへの

両方向に、802.1D ブリッジング、また可

能な場合は 802.3AD アグリゲーションなど

のカスタム ファンクションをインプリメントす

るための追加ロジックを用意できます。さら

に、イングレスおよびエグレス フローを管理

するためのトラフィック管理ファンクションが

必要になることが多いでしょう。柔軟かつ高

性能な FPGA ファブリックにより、機能性

や効率を犠牲にせず、任意のトラフィック管

理アルゴリズムをデザインできます。デザイ

ンには RPR MAC 用のメモリ コントローラ

と任意のカスタム ブロックを統合すること

も可能です。デザインにはドライバ ソフトウ

ェアとの通信を可能にするためのフックが用

意されています。こうしたデザインを L X 6 0

にフィットするか、あるいはもっと大きな

Virtex-4 FPGA にするかは、どのようなファ

ンクションをインプリメントするかで異なり

図 7 RPR MACリファレンス デザインのイーサネットブリッジング アプリケーション

結論
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無線周波数識別（ RFID ）は、バーコー

ドや磁気ストリップといった一般的な自動識

別技術に似ています。これは、商品に RFID

トランスポンダ（ いわゆる「 タグ 」）に記憶

させた固有の識別番号（ UID ）を付けるとい

うものです。通常、タグは商品を詰めた容器

やダンボールなどに付けられます。R F I D リ

ーダ（ インターロゲータ ）はそのタグから

UID を読み取ります。

基本的な RFID システムは、アンテナま

たはコイル、RFID デコーダ付きのトランシ

ーバおよび UID をプログラミングした

RFID タグという 3 種のコンポーネントに

よって構成されています。表 1 は、よく使

われる 4 つの RFID 周波数とそれぞれの

アプリケーションです。ビジネス面から見た

場合、今最も注目されている周波数は UHF

で、サプライチェーン マネジメントにおいて、

多数のアプリケーションが期待されます。

EPC は、RFID タグの標準規格である電

子製品コード（ Electronic Product Code ）

の略であり、タグのデータ コンテンツとオー

プンな無線通信プロトコルの両方からなりま

す。EPC は、バーコードの仕様に使われて

いるデータ規格を ANSI やその他の標準化

団体が定めた無線データ通信規格（ IEEE

802.11b ）と組み合わされています。現

在サプライチェーン マネジメントに採用さ

れている EPC 規格は EPC Class 1 Gen

Ⅱ です。

FPGA を使った
RFID リーダの設計法
RF コンポーネントと FPGA を使ったさまざまな規格に対応する
実用的な RFID リーダのインプリメント

Designing an FPGA-Based RFID Reader
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エンドは、読み取りエラーの原因

になる歪成分を引き起こすこと

なく高干渉の信号レベルに耐え

るデザインにする必要がありま

す。また、十分なダイナミック レ

ンジを確保することで低レベルの

タグ応答信号でも確実に検出で

きるよう、レシーバのノイズを低

く抑える必要があります。

図 1 に示すリーダの RF トランシーバ

アーキテクチャは、電波干渉の多い劣悪な環

境でも正しく動作する実証済みのデザインで

す。トランスミッタとレシーバは共に、堅牢性

を最大限高めコストを最小限に抑えるため、

それぞれダイナミック レンジの広い直接変

換モジュレータ/デモジュレータを採用して

います。

レシーバの心臓部は、Linear Technology

社の LT5516 を使って構築されています。

LT5516 は、オンチップに高精度な直交位相（

0°と 90°）シフタを備える、非常に統合

性の高い直接変換型の直交デモジュレータ

です。アンテナからの信号は RF フィルタ

を通過後、バラントランスフォーマを通して

デモジュレータの入力に直接送り込まれま

す。LT5516 のノイズ値は低いので、LNA

( 低ノイズ増幅器 ) は必要なく、21.5dBm

IIP3 と 9.7dB P1dB という本来の性能を

発揮できます。

受信サイクル中、リーダはタグに電力を供

給するため連続波（ 無変調 ）キャリアを伝送

します。要求があると、タグはキャリアを振

幅変調し、ビットストリームで応答します。変

調フォーマットは ASK（ amplitude shift

key ）もしくは PR-ASK（ phase-reversal

ASK ）です。デモジュレータは、固有のダ

イバーシティ受信機能を提供する 2 つの直交

位相検出出力を持っています。一方のパスが

マルチパスや位相キャンセルによってまった

く信号を受信しない場合、90°位相シフト

されたもう一方のパスが強い信号を受信しま

す。この逆の場合もあります。この結果、レシ

ーバの総合的な堅牢性が改善されます。

復調されたら、シングル エンドの出力に

変換する差動増幅器として構成されているオ

ペアンプに、I（ 正位相 ）および Q（ 直交位

相 ）の差動出力をAC カップリングできます。

ハイパス コーナーは、60Hz の電源周波数よ

り十分に高い周波数を維持しながら、受信デ

ータ ストリームの最小信号コンテンツ未満、

またタグの動きによって起こりうる最大ドッ

プラー周波数より高い 5kHz に設定する必要

があります。こうして得られた出力は、4 次

ローパスとして構成された LT1568 を用

いてローパス フィルタ ペアを通過できます。

最大ビットストリーム信号がベースバンドま

で通過できるよう、ローパス コーナーは周

波数 5MHz に設定します。

これで、解像度 12 ビットを持つデュアル

タイプの低電力アナログ - デジタル コンバー

タ、LTC2291 により、ベースバンド信号を

デジタル化できるようになります。タグのビ

ットストリームのバンド幅は 5kHz～5MHz

であるため、LTC2291 は 25MSps のレー

トで十分なオーバーサンプリングを提供し、

復調信号を正確にキャプチャします。必要に

応じて、ベースバンド DSP に追加の信号フィ

ルタリングをインプリメントすることも可能

です。こうすることで、レシーバがロジックの

スレッショルドを最大限柔軟に設定できるよ

うになり、スレッショルドはベースバンド プ

ロセッサがデジタルで設定できます。
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表 1 RFID の周波数

図 1 実用的な高性能 RFIDトランシーバのアーキテクチャ

Class 1 のタグは、名目上は工場でプロ

グラミングされることになっていますが、現

場でダウンロードすることもできます。通常、

タグはいったん書き込まれるとメモリがロッ

クされ、追加の書き込み操作ができません。

Class 1 タグは従来のパケット指向プロト

コルを使い、リーダはコマンドとデータを含

有するパケットを伝送してタグから応答を受

け取ります。

RFID システムの環境は非常に劣悪です。

周波数チャネルはライセンス料のかからない

ISM （ 工学/科学/医学 ）帯域で動作します。

この帯域の RFID リーダは、コードレス電

話や、ワイヤレス ヘッドセット、ワイヤレス デ

ータ ネットワーク、その他同じ場所で使って

いる他のリーダの電波干渉を受けやすいの

です。各リーダの RF レシーバのフロンド

劣悪なリーダ環境
実用的で堅牢な RF レシーバの
デザイン

周波数 受信距離 アプリケーション例

LF

HF

UHF

µwave

125 KHz

13.56 MHz

900 MHz

2.4 GHz

数 cm

1m

~7m

10m

自動車用イモビライザ

入退室管理

サプライチェーン

トラフィック監視



並列処理することさえできます。

図 2 は、実際に構築可能な RFID リーダ

アーキテクチャをパーティション化したもの

です。ベースバンド プロセッシング タスク

には他にも次のものがあります。

・プリアンブルの検出

・シーケンスの見積もり

・変調と復調（ ASK、周波数および位相シ

フト キーイング ）

・信号の生成

・コリレータ プロセッシング

・ピーク検出とスレッショルド設定

・CRC とチェックサム

・エンコードとデコード（ NRZ、マンチェ

スタ、単極、差動双位相、ミラー ）

・フレーム検出

・ID のスクランブル解除

・セキュリティ暗号化エンジン

こうして受信した RFID タグのデータは、シ

リアル ポートかネットワーク インターフェ

イスを介して企業のエンタープライズ シス

テム サーバに送られます。

この従来型のアーキテクチャは、リーダが

近隣タグの管理を引き受ける高度な分散型

TCP/IP ネットワークの一部になりつつあ

ります。つまり、リーダがタグと、エンタープ

ライズ ソフトウェア アプリケーションに接

続されているインテリジェントな分散型デー

タベース システムを結ぶゲートウェイとして

働くわけです。
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トランスミッタは統合型のイメージ リジ

ェクト直接変換モジュレータを採用していま

す。LT5568 は非常に高い直線性と低ノ

イズ フロアを特長とし、伝送信号に対して

抜群のダイナミック レンジを誇ります。モ

ジュレータはデジタル - アナログ コンバー

タ（ DAC ）から直交のベースバンド I およ

び Q 信号を受け取り、900MHz 伝送周波数

に直接変調します。

内部的には、LO（ ローカル オシレータ ）

は高精度な直交位相シフタにより分割されま

す。変調後の RF 信号を組み合わせること

で、シングル エンド、単側波帯の RF 出力を

形成し、そのイメージは 46dBc に抑制さ

れます。さらに、モジュレータは LO キャリ

ア信号の抑制を -43dBm に最大化するた

め、対応する I および Q 混合器を持ちます。

モジュレータの複合回路は非常に優れた

A C P R（ 隣接チャネル電力比 ）を示し、必要

な送信スペクトル マスクを満たすのに助か

ります。たとえば、モジュレータの RF 出力レ

ベルが -8dBm の場合、ACPR は -60dBc

以上です。クリーンな出力だと、信号は最大

許容電力の 1W（ 米国では +30dBm ）、

またヨーロッパの規格では 2W まで増幅で

きます。いずれの場合も、これはタグに電力

を供給し読み取りレンジを最大化するために

使われるため、この一定レベルを維持するこ

とが重要です。LTC5505 RF 電力検出器

の内部温度補償は、RF 電力増幅器の出力

を調整するため、電力を正確に測定すると共

に安定したフィードバックを提供します。

ベースバンドでは、FPGA はデジタル -

アナログ コンバータ（ DAC ）に、またアナ

ログ - デジタル コンバータ（ ADC ）か

ら、波形のチャネル化を実行します。このプ

ロセスはデジタル IF プロセッシングとも呼

ばれ、ある種のフィルタリング、ゲイン コン

トロール、周波数変換、サンプル レートの変

更を含みます。FPGA は複数のチャネルを

これらのベースバンド タスクは、ハードウ

ェアとソフトウェアのパーティショニングに

基づいて、FPGA または D S P、もしくはその

両方を組み合わせて実現できます。ザイリン

クスは、F I R、C I C、D D S、D U C、D D C、ビッ

ト コリレータ、サイン/コサイン LUT の形

で一連の IP コアを用意しています。ロジック

は、シフト レジスタと XOR を使う暗号化

エンジンを実行するのに適しています。ザイ

リンクスの VirtexTM-4 ファミリ用の DSP

48 エンジンは他のシグナル プロセッシン

グ タスクを実行するのに適しています。

ベースバンド プロセッサは、さまざまなベ

ースバンド タスクの機能性とスケジューリ

ングを制御し、リンク レイヤ プロトコルも

担当します。ベースバンド タスクとしては、

周波数ホッピング、LBT（ Listen-Before-

Transmit ）、およびアンチ コリジョン アルゴ

リズム プロセッシングがあります。また、ベ

ースバンド プロセッサはイーサネットや

USB、Firewire などのインターフェイスを

提供できます。

ベースバンド タスクとデジタル RF チャネ

ル化プロセッシングは、FPGA のみによる

ソリューションを非常に魅力的にすると共に

統合性を高めます。FPGA の機能性、DSP

の機能性、ベースバンド プロセッサの機能性

をすべて、エンベデッド プロセッサを搭載し

た FPGA に詰め込むことができるのです。

図 3 は、FPGA をベースとする RFID

プロセッサのアーキテクチャの例です。エン

ベデッド プロセッサは、Virtex-4 FX ファ

図 2 RFIDリーダのアーキテクチャ例

高ダイナミック レンジ
RFトランスミッタのデザイン

ベースバンド プロセッシングと
ネットワーク インターフェイス
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・インターロゲータのスケジューリング

・TCP/IP ネットワークのインターフェイ

ス設定

・制御と監視

・モデム コントローラ

・アップグレード エージェント

・HTTP サーバ

・SNMP/ MIB 処理

ザイリンクスのギガビット イーサネット シ

ステム リファレンス デザイン（ GSRD ）

は、TCP/IP ベースのプロトコルとユーザ

ー データ インターフェイスの間に高性能な

ブリッジングを用意するための EDK ベー

スのリファレンス システムです。GSRD のコ

ミリの場合の Power PC TM といったハード

IP にすることも、S p a r t a nT M デバイスにおけ

るソフト コアの MicroBlazeTM にすること

も、あるいは PowerPC と MicroBlaze を併

用することもできます。内蔵のハード イーサ

ネット M A C（ EMAC ）を外部のイーサネッ

ト PHY に接続することでイーサネット ネ

ットワークに接続できます。また、Lite Ether

net MAC IP for 10/100-BaseT で代用す

ることも可能です。

Power PC/MicroBlaze エンベデッド

プロセッサは、次のタスクを実行します。

・EPC データの処理と転送

・プロトコル処理

ンポーネントには、TCP/IP システムのバ

イト単位、パケット単位のオーバヘッドに対処

するための機能が備わっています。

Monta Vista Linux と Treck スタックで

は、TCP 伝送性能ベンチマークを利用でき

ます。Xilinx Platform Studio（ XPS ）

のマイクロプロセッサ ライブラリ定義（ M L D

）を 使 う Nucleus PLUS RTOS は 、

Micro Blaze と PowerPC プロセッサ搭

載のシステムに新たな次元を切り開きます。

これは小型なため、未使用のオンチップメモ

リを使用することにより消費電力の最小化と

性能の改善が可能です。また、ミドルウェア

が幅広く用意されていることで、RFID バック

エンド ネットワーキングに理想的です。

ハンドヘルド リーダは、図 4 に示すように

ザイリンクスの CoolRunnerTM-Ⅱ CPLD

を使うことで、ハード ディスク ドライブ、

QWERTY キーパッド、リムーバブル メモ

リ インターフェイス、各種ディスプレイ デ

バイス、およびその他のペリフェラルにイン

ターフェイスが可能です。また、高速性能で

小さなチップ パッケージに収められたこれ

らの CPLD は、消費電力をわずかに増やす

だけで、アプリケーション プロセッサを助け、

これらの機能に対応することができます。

将来的に、RFID リーダは現在ディスクリ

ート DSP で実行されている RF プロトコ

ル プロセッシングのようなフロントエンドの

DSP ファンクションを FPGA に統合する

ことになるでしょう。エンベデッド ソフトプ

ロセッサ コアはすでに優秀な D M I P S / M H z

性能を持っており、近い将来、このエンハン

ス版がリーダ アプリケーションを制御する

バックエンドの外部プロセッサにとって代わ

るプログラマブル ロジックを通して、RFID

リーダ装置に対する最大限の柔軟性とコスト

削減を達成することでしょう。

ザイリンクスは、引き続きX t r e m e D S PT M

と MicroBlaze コンフィギャブル ソフトプロ

セッサ コア製品に改善を加えることで、

FPGA における DSP とエンベデッド プロ

セッシングの機能をいっそう向上させていく

つもりです。

結論

図 3 Virtex-4 FX ベースの RFID アーキテクチャ

図 4 RFIDリーダに組み込まれた CoolRunner-II CPLD



フィールド バスとは、産業オートメーション

の通信バスに対する総称です。過去には 2 0

以上のフィールド バスが存在しましたが、現

在は標準化作業（ IEC IS 61158、IS

産業オートメーション制御ネ

ットワークは、産業センサー、ア

クチュエータ、デバイス、プロセ

ス制御サブシステムを、インテ

リジェントに相互接続すると共

にエンタープライズ ネットワー

クにも接続する、シリアル バス

を使ったマルチドロップ ネット

ワークです。このようなネットワ

ークでは、フィールド装置からエ

ンタープライズ リソース プラ

ンニング（ ERP ）にいたるま

で、異なる階層レベルで制御機

能を連携させる必要があります。

オープンな制御システムは、

今なお異なるベンダのデバイス

間でのデータ フローに頼って

います。システムがお互いを理解できるよう

に、アーキテクチャやアプリケーション オブ

ジェクトを標準化する動きはあまり進んでい

ません。

62026、ADIS 62026 ）に

より 13 種類に絞られていま

す（ 表 1 ）。

多様なフィールド バス間で統

一的に通信する必要性は、主に

次の理由からくるものです。

・プロセスをより細かく制御

・高度な診断機能と遠隔診断

・プラントの可用性改善

・配線の改善（ ケーブルの本

数削減 ）

・コンディションの監視とプラ

ント保守の統合

・アップグレードの柔軟性

・エンタープライズ（ 企業 ）

ネットワークとの統合

インテリジェントな機能を容

易にインプリメントできる、統

合型で低コストのシステム プラ

ットフォームが必要とされてい

ます。また、種類の異なる多数

の従来装置とフィールド バスを統合するに

は、それぞれのフィールド バスをお互いにブ

リッジングすると共に、エンタープライズに

も接続する必要があります。また、I E C

産業オートメーション
制御ネットワークへの接続
産業オートメーションに求められるフィールド バスや接続性、相互運用
におけるニーズと、ザイリンクスのプラットフォーム ソリューション
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注記: E t h e r C A T をはじめとする他の産業ネットワーキング プロトコルは、現在 IEC 規格に統合されている最中
であり、公開仕様（PAS ）の一部となっています。IEC は、2005 年 3月、ETHERNET Powerlink プロト
コルも承認しました。

表 1 現在のフィールド バス

IEC 規格

IS 61158 Type 1

IS 61158 Type 2

IS 61158 Type 3

IS 61158 Type 4

IS 61158 Type 5

IS 61168 Type 6

IS 61158 Type 7

IS 61158 Type 8

IS 61158 Type 3

IS 61158 Type 7

IS 62026-2

IS 62026-5

ADIS 62026-6

フィールドバス名

Foundation Field Bus H1

ControlNet

Profibus

P-Net

Foundation Field Bus HSE

SwiftNet

WorldFIP

Interbus

Profibus DP

Acuator-Sensor Interface (Asi)

DeviceNet

Smart Distributed System

Seriplex

コメント

US Automation Field Bus

Control Network

Device Network

Factory, Shipbuilding

Control Network

Developed by Boeing

French Device Network

Discrete I/O

Control Network

Discrete I/O

Discrete I/O



ューションを開発できるのです。

UART、イーサネット MAC、PCI、PCI

Express、CAN2.0B の各種 IP コアは、

産業イーサネット バスおよび PC ベースのイ

ンテリジェント コントローラとブリッジング

するためのハードウェア デザインを加速化

します。

図 1 は、産業オートメーションにザイリンク

スの FPGA を展開したところです。ザイリ

ンクスの FPGA は、デバイスとシステム コン

トローラで使用できるだけでなく、次に挙げ

る分野のアプリケーションにも対応します。

・メディア コンバータ

・スイッチ

・デバイス サーバー

・ブリッジ

・ゲートウェイ

Spartan-3E ファミリの FPGA に、5 万～

500 万のシステム ゲート、216Kb～

1,826Kb のブロック RAM まで、幅広い

集積度を提供し、スケーラブルなプロセッシ

ング ニーズを満たしています。多額のコス

トをかけてレイアウトを変更することなく、

デバイスやパッケージを変更するときにシー

ムレスに集積度を移行できることから、シス

テム ベンダは投資を無駄にしなくてすむう
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図 1 産業オートメーションにおけるザイリンクス61158 は統一規格ではなく、各種フィー

ルド バスの集まりにすぎません。このため、

フィールド バスの「 縄張り争い 」と統合の必

要性はしばらく続きそうです。

FPGA の 中で も 、ザイリンク ス の

SpartanTM-3 ジ ェ ネ レ ー ション、特 に

Spartan-3E ファミリは、あらゆる機能を

備えた低コストのプログラマブル ハードウ

ェア プラットフォームとして、産業オートメー

ションにインテリジェントなソリューションを

インプリメントするのに理想的です。

ザイリンクスは、あらゆるネットワーキン

グ カテゴリとオートメーション階層にプログ

ラマブル ロジック ソリューションを提供し

ています。低価格な Spartan-3E FPGA

を使うことで、さまざまなデバイスとコント

ローラに非常に経済的に展開できます。

ザイリンクスの X t r e m e D S PT M テクノロジ

は、ハードウェアでの高速な DSP 演算を可

能にし、DSP デジタルドライブを通して多軸

モーション コントロールに前例のない解像

度をもたらします。FPGA にインプリメン

トされている M i c r o B l a z eT M ソフト プロセッ

サにより、従来外部のマイクロコントローラ

を必要としていたファンクションをオフロー

ドできます。この結果、チップ数を削減した

小型ですっきりとした費用対効果の高いソリ

産業オートメーション
制御ネットワークにおける
ザイリンクス

図 2 ザイリンクスの Spartan-3E FPGA に産業オートメーション ゲートウェイをインプリメント



予想されるロジック セルの個数を示します。

ザイリンクスの PCI Express と CAN2.0

B コアには、産業インターフェイスを追加

したり、プログラマブル ロジック コントロ

ーラ（ PLC ）を最近の PC ベースのコント

ローラに置き換えたりするための追加のサポ

ートも用意されています。

当初、イーサネットは決定論的特性と堅牢

性が欠落していると思われていたため、オー

トメーション業界では除外視されていまし

た。10Mbps の場合、CSMA/CD は産業

コントロールに求められるリアルタイムの応

答（ 5～20ms ）が保証できませんでした。

しかし、1 0 0 - B a s e F X（リンク当たり2 本の

マルチモード ファイバ で 100Mbps ）、ハ

ブの代わりにスイッチド メディア、そしてフル
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え、製品のロードマップを通じて総コストを

削減できます（ 表 2 ）。

Spartan-3E FPGA は、エンベデッド

MicroBlaze プロセッサ、UART、イーサネ

ット MAC に加えて、世界でも有数の低コ

ストなパラレル インターコネクト ソリュー

ションを備えています。ザイリンクスの R e a l

PCI は、PCI v2.2 準拠でタイミングが保

証されたゼロ ウエート ステートのイニシエー

タとターゲットの各コアおよびフル 64 ビ

ット データ パスを提供しているため、

Spartan-3E は、フィールド バスからフィール

ド バス、フィールド バスからエンタープラ

イズ、フィールド バスからインテリジェント

な PC ベースのコントローラ サブシステムへ

と接続するゲートウェイの構築に最適な

FPGA ファミリです。

図 2 に、Spartan-3E のデバイスにイン

プリメントしたゲートウェイのブロック図と、

二重動作を組み合わせることで、これらの制

約をうまく克服できました。こうして、イーサ

ネットはオートメーション制御の業界に急速

に普及するテクノロジとなったのです。

図 2 に示すような産業オートメーション

ゲートウェイを使うことで、プロトコル変換を

ソフトウェアにインプリメントし、互換性のな

いイーサネット ネットワークをブリッジング

できます。

ザイリンクスは、産業オートメーションの

コネクティビティにはリアルタイム イーサネッ

トを使用する製品市場が重要だと考えてい

ます。リアルタイム イーサネット ネットワーク

の到来により、最初は物理レイヤとデータ リ

ンク レイヤ、およびエンタープライズ ネッ

トワークへのシームレスな接続から始まっ

て、産業ネットワーキングにおける標準化の

可能性が生まれてきます。ザイリンクスの

FPGA は、リアルタイム イーサネット ネッ

トワークをインプリメントするための低コス

トなプラットフォームで、機能の拡張や変更

に伴いフィールドでのアップグレードを必要

とする現在進展中の規格をインプリメントす

るのに非常に適しています。

表 3 は、リアルタイム イーサネットのパ

フォーマンスを提供する 17 種類のインタ

ーフェイスです（ 2005 年 11 月現在 ）。こ

の 17 のうち、特に注目したいのは、短期

間で急速に支持を集めた EtherCAT、SER

COS III、Ethernet Powerlink です。

EtherCAT は、ツイスト ペアまたは光フ

ァイバ ケーブルを用いて、30μsで1,000

の分散 I/O、もしくは 100μs で 100軸

を処理します。EtherCAT のトポロジはシ

ンプルかつ低コストなライン構造、ツリー構

造、デイジー チェーン、ドロップ ラインをサ

ポートし、高価なインフラストラクチャ コン

ポーネントを必要としません。

SERCOS Ⅲ は、SERCOS の実証済み

のメカニズムをイーサネットの物理インフラ

スト ラ ク チャと 併 合 し た も の で す。

100Mbps のデータ レートを高いプロトコ

ル効率と組み合わせることで、それまでの

SERCOS バージョンと比較してサイクル時

間を半減させ、条件の厳しいリアルタイム ア

プリケーションに新たな基準を打ち立てまし

た : 8 バイトのサイクリック データで最大

表 2 ザイリンクスの Spartan-3E 製品マトリックス

産業イーサネット

デバイス

システムゲート

ロジックセル

18×18 乗算器

ブロックRAM ビット

分散型 RAM ビット

DCM

I/O 標準

最大差動 I/O ペア

最大シングルエンド

パッケージ

VQ100

TQ144

PQ208

FT256

FG320

FG400

FG484

XC 3S100E

100K

2,160

4

72K

15K

2

18

40

108

User I/O

66

108

–

–

–

–

–

XC 3S250E

250K

5,508

12

216K

38K

4

18

60

172

User I/O

66

108

158

172

–

–

–

XC 3S500E

500K

10,476

20

360K

73K

4

18

92

232

User I/O

–

–

158

190

232

–

–

XC 3S1200E

1,200K

19,512

28

504K

136K

8

18

124

304

User I/O

–

–

–

190

250

304

–

XC 3S1600E

1,600K

33,192

36

648K

231K

8

18

156

376

User I/O

–

–

–

–

250

304

376
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産業オートメーションでシームレスな統合

を達成するには、接続したすべての装置を

O P C（ OLE for Process Control ）に準拠

させると良いでしょう。OPC とは、Micro

soft 社と協力関係にある世界中の多くの大手

オートメーション ハードウェア/ソフトウェア

サプライヤが共同で策定した業界標準です。

OPC は Microsoft 社の OLE（ Object

Linkingand Embedding : 現在の Active

X ）、C O M（ Component Object Model ）、

および DCOM（ Distributed Compon

8 ドライブの場合、サイクル時間は 31.25

μs です。

ETHERNET Powerlink は、標準的な

Fast Ethernet（ IEEE 802.3 u ）を通し

て決定論的、等時的なリアルタイムのデータ

交換を可能にする、ISO/OSI レベル 2 の

プロトコルです。このプロトコルを使うこと

により、サイクル時間 100μs、ネットワー

ク ジッタ 1μs 以下で高精度なデータ通信

を行うことができます。

リアルタイム イーサネットの分野で利用可

能なザイリンクス ソリューションは、S p a r t a n -

3E で、これには前述のインターフェイスが

インプリメントされています。

ent Object Model ）の各テクノロジに基づ

き、プロセス制御と製造自動化アプリケーシ

ョンで使用するインターフェイスやプロパテ

ィ、メソッドを標準化したものです。

ActiveX/COM テクノロジは、各ソフト

ウェア コンポーネントがお互いにどのよう

にやり取りしてデータを共有するかを定義し

ます。OPC は、プロセス内の制御用ソフト

ウェアやデバイスにかかわらず、さまざまな

プロセス制御装置と通信するための共通の

インターフェイスを提供します。

主にMicrosoft Windows を採用してい

るエンタープライズ環境では、OLE はアプ

リケーション間の統合策としてすでに使われ

おり、アプリケーションに高レベルな互換性

を実現します。OLE テクノロジを使うと、再

利用可能なプラグ&プレイ オブジェクトを

開発し、複数のアプリケーションで相互運用

できるようになります。また、再利用可能なコ

ンポーネント ベースのソフトウェア開発も容

易になります。この場合、ソフトウェア コンポ

ーネントはどのソフトウェア ベンダのどの言

語で書いても問題ありません。ファクトリオー

トメーション ベンダが段階的に OPC をサ

ポートすれば、将来的にファクトリからエンタ

ープライズへのシームレスなリンクが現実の

ものとなるでしょう。 WindRiver 社の

VxWorks AE などのリアルタイム OSは、

OPC をサポートするためすでに VxOPC

のような拡張機能を備えています。

ザイリンクスは、エンベデッド OS のパート

ナー ベンダ各社と協力し、Spartan-3E ハー

ドウェア プラットフォームをいっそう充実さ

せ、完全なシステム ソリューションを提供す

るよう努めています。

プロセッサの性能向上や、民生の電子機器

やモバイル通信ネットワーク、プラットフォー

ムに依存しないプログラミング言語の進歩

は、従来不可能とされてきたスマートなファ

ンクションをインプリメントするための有力

なツールとなります。

たとえば、IEEE 1394 はリアルタイム対

応の高速バックボーンとして動作でき、マル

チメディア トラフィックを伝送するフィール

表 3 リアルタイム イーサネットの産業インターフェイス

シームレスな統合の
ソフトウェア コンポーネント

結論

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

名　称

EtherCAT (Ethernet for Control
Automation Technology)

Ethernet/IP mit CIP Sync

ETHERNET Powerlink (EPL)

Precision Time Protocol (IEEE 1588)

PROFINET

RTPS (Real-Time Publish-Subscribe Protocol)

SERCOS-III

SynqNet * (only Layer 1 based on Ethernet)

JetSync

PowerDNA (Distributed Network
Automation and Control)

SynUTC

Switch mit Zeit-Server

RTnet  (Open Source)

Vnet/IP

TCnet

EPA (Ethernet for Plant Automation)

SafetyNET p

標準化組織／主要メーカ

ETG / Beckhoff

ODVA / Rockwell Automation

EPSG / B&R

IEEE / -

PNO / SIEMENS

Modbus-IDA / Schneider Electric

IGS / -

SynqNet User Group / Motion Engineering Inc. 
(MEI), USA

– / Jetter, Germany

– / United Electronic Systems (UEI), USA

– / Oregano Systems, Austria

– / Ontime Networks, Norway

– / Real-Time Systems Group of University 
Hannover, Germany

– / Yokogawa, Japan

– / Toshiba, Japan

– / ZHEJIANG SUPCON INSTRUMENT, China

SafetyBUS p Club / Pilz



簡単に入手できるプログラミング言語やネッ

ト ブラウザなど、使い慣れたテクノロジを用

いて Web サーバを小さな制御装置に統合

することができます。また、e X t e n s i b l e

Markup Language（ XML ）は工場とエン

タープライズ間でアプリケーションを統合す

るための有望なツールです。

産業オートメーション業界では、ワイヤレ

スにますます注目が集まりそうです。ワイヤ

レス通信の利点としては、柔軟性とケーブル

コストの節約が挙げられます。たとえば、バ

ックボーン ネットワークとしてワイヤレス メ

ッシュを使うと、インストールが簡単になり、

展開規模の大小にかかわらず、手ごろで見た

目にもすっきりした完全にポータブルなソリ

ューションになります。メッシュ ネットワー

クのノードは、インストールが簡単なことに

加え、時計や秤、監視カメラ、さらにフォーク

リストやクレーン、コンベヤ システムといっ
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ド エリア ネットワークのセグメントに対し

て伝播遅延を保証した透過的な相互接続を

実現します。400Mbps の IEEE 1394

（ FireWire ）通信を採用するモジュール型の

DSP システムは、すでに産業オートメーシ

ョンのアプリケーションに利用でき、多軸モ

ーション コントロール アプリケーション用

の高速デジタルドライブ、デジタル カメラ、

その他の FireWire ペリフェラルを統合で

きます。

産業オートメーションには USB プロトコル

も使われていますが、その利用範囲は、

Windows ベースの PC にシリアル プロトコ

ルのデバイスを移植するための、シンプルな

プラグ＆プレイ ソリューションを提供するの

みに限られているようで、これは工場では

PLC の座を急速に奪いつつあります。

標準化された TCP/IP プロトコルはインタ

ーネットへのシームレスなポータルを提供し、

た可動型の機械にいたるまで、イーサネット

を必要とするどこの場所にでも追加できま

す。フィールド バスのワイヤレス版もすでに

視野に入っています。

ザイリンクスは、今後も継続的な技術革新

を通して産業オートメーションの進歩を支援

し、エンベデッド ソフト プロセッサやDSP

エンジン、そしてオンチップのクロック マネ

ジメントや LVDSトランシーバ、レベル シ

フタといった増加の一途をたどる一般的な

ディスクリートファンクションを含む、高性能

で豊富な機能を備えるファブリックを提供し

ていきます。さらに、システム ベンダがシス

テム コストと製品ライフサイクルを効率良

く管理できるよう、メモリとシステム イン

ターフェイスのコネクティビティ ソリューシ

ョンを用意し、ユーザーが競合他社に先駆け

て新たな市場チャンスを掴むお手伝いをし

ます。

ザイリンクス ウェブセミナ

セミナ内容の詳細／ご視聴は今すぐこちらから>>> http://www.xilinx.co.jp/webseminar/

プログラマブル ロジック ソリューションのリーダーである
ザイリンクスの世界最高速FPGAのさまざまな機能と
活用方法をご紹介してまいります。
コストを抑え、最大のパフォーマンスを実現するための
最新情報を手に入れてください。

● CoolRunnerTM-II CPLD を使用してシステムの消費電力を低減
● VirtexTM-5 ファミリの紹介と Virtex-5 LX の概要
● ザイリンクス・セロックシカ XtremeDSP ソリューション
● PlanAheadTM 8.1 - 階層デザインと解析 :  FPGA デザイン性能の最大化
● ローコストSpartanTM-3E FPGA コンフィギュレーション オプション
● FPGA を用いたプロセッサ設計の特徴と手法
● Virtex-4 メモリインターフェイス アドバンテージ
● Virtex-4 ローパワー アドバンテージ
● Virtex-4 シグナル インテグリティ

好評配信中>>>

プログラマブル ロジック ソリューションのリーダーである
ザイリンクスの世界最高速FPGAのさまざまな機能と
活用方法をご紹介してまいります。
コストを抑え、最大のパフォーマンスを実現するための
最新情報を手に入れてください。

New
New
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携帯用デジタル民生機器の高機能化によ

り、内蔵ストレージの容量増大が求められる

ようになりました。ハード ディスクドライブ

（ HDD ）は、フォーム ファクタ、容量、信頼性

の向上に加え、価格的にも手ごろになってき

たことから、MP3 プレイヤ、パーソナル メデ

ィア プレイヤ、GPS ナビゲーション シス

テム、カー エンターテインメント システム、

携帯用ゲーム端末、スマート フォンなど、多く

のアプリケーションに採用されています。た

とえば、Philips 社の HDD120 MP3 プ

レイヤ/20GB レコーダは、従来よりも小

型で軽量、省電力のポータブル HDD を採

用しています。

今日の HDD で普及しているインターフェイ

スは、Advanced Technology Attachm

ent（ ATA ）、一般的に Integrated Drive

Electronics（ IDE ）と呼ばれるものです。

iWave Systems 社は、低消費電力のザイ

リンクス CoolRunnerTM-Ⅱ CPLD にイン

プリメントした IDE/ATA コントローラを
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PXA27x プロセッサ ファミリ向けの完全

な機能を備えた IDE コントローラ コンパ

ニオン デバイスです。

プロセッサ上で DMA を利用すること

で、IDE コントローラは HDD とデータを

やり取りする間に CPU をオフロードし、シス

テム性能を改善してシステムの消費電力を低

減します。

IDE コントローラは、PIO モード 0 に対す

るサポートを提供すると共に、ATA インタ

ーフェイスや制御レジスタ、ATA タイミン

グを管理します。オンボードに SRAM（ 最

小 1,024 バイト ）を統合した IDE コントロ

ーラにより、CPU は、割り込みをかけたり

外部接続の IDE デバイスが準備できるまで

待つことなく、読み出しや書き込み動作を実

行できます。

ATA 動作モード

表 1 は、ATA の仕様に定められている

モードと、それぞれの理論上の最大データ レ

ートの一覧です。

プロセッサの概要

PXA27x プロセッサは、32 ビット Intel

XScale マイクロ アーキテクチャ ファミリの

エンベデッド プロセッサです。このプロセッ

サ ファミリには、数々の高度なペリフェラル

ファンクションが組み込まれています。

・CPU コア : 最高 624MHz のIntel X

Scale マイクロ アーキテクチャ

・キャッシュ : 命令用に 32KB、データ用

に 32KB、「 ミニ 」データ用に 2KB

・内蔵 SRAM : 高速なコード/データ ストレ

ージ用に 256KB

・ペリフェラル :

- オーディオ コーデック '97/I2S オー

ディオ ポート

- USB クライアント/ホスト/OTG コン

トローラ

- 3 本の UART

- FIR/SIR 通信ポート

- LCD コントローラ

- SD/MMC コントローラ

- I2C コントローラ

- パルス幅変調（ PWM ）

- JTAG

- カメラ インターフェイス

- USIM インターフェイス

- キーパッド インターフェイス

・メモリ コントローラ : SDRAM、フラッ

シュ、SRAM、PC カード

・低消費電力 : 500mW（ 標準 ）以下

・パッケージ : 23mm × 23mm または

13mm × 13mm

iWave IDE コントローラのデザインは、

CP132 パッケージに収納されたザイリン

クスの CoolRunner-Ⅱ CPLD（ XC2C

256 ）をベースにしています。このデザインは、

発表しました。このコントローラは次の機能

をサポートします。

・1 6 ビット可変レイテンシ入出力（ VLIO ）

モードにおける Intel PXA270 CPU

スタティック メモリ インターフェイス

・ATA PIO モード 0 

・ATA マルチワード ダイレクト メモリアク

セス（ DMA ）モード 0、1、2 

・データ バッファリング用に外部 SRAM

インターフェイス

・データ スループット :

- 16 ビット CPU インターフェイスと

SRAM アクセス時間 55ns の場合、

DMA モード 2 で達成した最大データ

スループットは 6.4Mbps です。また、

16 ビット CPU インターフェイスと

SRAM アクセス時間 10ns の場合、

DMA モード 2 で達成した最大データ

スループットは 7.4Mbps です。

- 32 ビット CPU インターフェイスと

SRAM アクセス時間 10ns の場合、

DMA モード 2 で可能な最大データ ス

ループットは 10Mbps です。

・ハード ディスク インターフェイスを 1 つ

だけサポート

図 1 は、Intel Bulverde PXA27x プロセ

ッサに HDD ストレージを追加した基本的

なシステム ブロック図です。このプロセッサ

はシステム内のホストとして働き、HDD と

の間を行き交うトラフィックを管理します。

IDE コントローラはそのスタティック メモ

リ インターフェイス（ VLIO インターフェイ

ス ）を通して Intel CPU に接続し、Intel

システムの概要

表 1 ATA 仕様の動作モードに対する理
論上の最大スループット

図 1 ファンクションブロック図

コントローラの概要

PIO Modes

0

1

2

3

4

Multi-Word DMA Modes

0

1

2

Ultra DMA Modes

0

1

2

3

4

5

Maximum Throughput

3.3 MBps

5.2 MBps

8.3 MBps

11.1 MBps

16.7 MBps

Maximum Throughput

4.2 MBps

13.3 MBps

16.7 MBps

Maximum Throughput

16.7 MBps

25.0 MBps

33.3 MBps

44.4 MBps

66.7 MBps

100 MBps



ンは DMA モードで動作中にトランザクシ

ョンを制御します。

IDE インターフェイス

このモジュールは IDE に向かうインターフ

ェイスを制御します。IDE に向かうデータ

トランザクションは、ステート マシン ブロ

ックと SRAM コントローラ ブロックによ

って区別されます。

ドライブ ベンダは数社から選択できます。

主なベンダは次のとおりです。

・日立製作所

・東芝アメリカ

・GS Magic 社

・Cornice 社

・Seagate Technology 社

図 3 に、HDD ストレージ機能対応のド

ータカードをサポートする PXA27x プロ

セッサ ハンドセット アプリケーションのリフ

ァレンス プラットフォームを示します。H D D

ドータカードは図 4 のとおりです。

iWave の開発パッケージには次のものが

複数の他のデバイスに

インプリメントしてロジ

ックのさらなる統合と柔

軟性の向上を図ること

が可能です。デザインを

構成するブロック（ も

しくはモジュール ）は

図 2 のとおりです。

CPU インターフェイス

とレジスタ ブロック

ローカル バス インタ

ーフェイスは、レディ

（ RDY ）信号を用いて PXA27x VLIO を自

動的に処理します。RDY 信号は、高速バス

の動作中に、CPU 読み出し/書き込みコマ

ンドへの IDE コントローラ デバイスの応答

を正しく同期化するために使われます。

SRAM が、読み出しまたは書き込み動作に対

して準備ができると、転送の準備ができたこ

とを通知するため IDE コントローラが

CPU への割り込みをアサートします。

レジスタ ブロックは、コントローラ モー

ドの設定やステート マシンのステータス表

示、動作モードの選択用として、複数のレジ

スタを持っています。

SRAM コントローラ

SRAM コントローラは、IDE コントローラ

と SRAM 間のインターフェイスを明確に

定義します。プロセッサや IDE コントロー

ラが SRAM にアクセスするたびに制御信

号を生成してデータをバッファリングします。

ステート マシン ブロック

このブロックは 2 つのステート マシン、

PIO と DMA からなります。これらのステ

ート マシンは、外部 IDE デバイス レジス

タへのアクセスを含む、IDE データの読み

出しと書き込みを担当します。すべての I D E

シグナル タイミングはこのブロックにイン

プリメントされています。PIO ステート マ

シンは、PIO モードで動作中にトランザク

ションを制御します。DMA ステート マシ

同梱されています。

・Intel PXA27x ハンドセット アプリケーシ

ョンのリファレンス プラットフォーム

・IDE コントローラのリファレンス デザイ

ン ファイル

・Windows CE デバイス ドライバとアプ

リケーション ノート

・ユーザー ガイドとドキュメンテーション

iWave Systems 社は、Intel Bulverde

PXA 27x プロセッサ用のコンパニオン チッ

プとして動作する、CPLD にインプリメント

された非常に消費電力の低い IDE インターフ

ェイスを提供しています。このインターフェイ

スは、16 ビットのインターフェイス デザイン

で、データ レートが 7.4Mbps であること

から、性能と消費電力のどちらも犠牲にする

ことなくポータブル デバイスに利用できます。

iWave Systems 社は現在、DMA モード

で 10Mbps のデータ レートを実現する、

3 2 ビットの IDE インターフェイス デバイス

を開発中です。また、デザインに最小限の変

更を加えるだけで他のプロセッサをサポート

することも可能です。近い将来、Linux デバイ

スドライバも提供する予定です。

詳細は、mktg@iwavesystems.com ま

で電子メールでお問い合わせください（ 英語

のみ ）。
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図 2 ATA/IDE コントローラのブロック図

図 4 HDDドータカード

図 3 Intel PXA ハンドセット アプリケー
ションのリファレンス プラットフォー
ム ボード

ミニ HDD の概要

結論

リファレンス プラットフォーム

IDE ソリューション パック
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が最小限に抑えられていることです。価格は

最初に画面のサイズで決まり、後はこれらの

特徴が優れているほど高くなっていきます。

一部のメーカは、少しでも高い価格で販売

するために、自社独自のイメージ エンハンス

メント技術をブランドにしています。では、莫

大な資金とリソースを投じることなく、自社

ブランドの優れた技術を高い費用対効果で開

発、テスト、製造するにはどうすればいいの

でしょうか。ザイリンクスはパートナー各社

と共に、ディスプレイ ベンダが製品をいち早

く市場に出すことができるソリューションを

開発しました。このソリューションは、複数の

先進のビデオ/イメージ プロセッシング IP

コアに加え、ザイリンクスの SpartanTM-

3E ディスプレイ・ソリューション・ボードを

提供し、豊富な機能のフラットパネル ディス

プレイを短期間でデザインできます。

Spartan-3E ディスプレイ・ソリューショ

ン・ボードには、ザイリンクスの民生アプリケ

ーション向け FPGA としてベスト セラーと

なっている Spartan-3E デバイスやメモ

リ、ディスプレイ パネルやビデオ/チューナ

ー ボードに接続するための包括的なコネク

ティビティ サポートが組み込まれています。

デジタル ディスプレイ製品の設計者は、よ

り多くのファンクションを統合し、より多くの

ニーズに応え、より多くの規格に準拠しなが

ら、これまで以上に Time-to-Market を短縮

しなければならないというプレッシャーを常

に受けています。ASIC ベンダは必要な機

能を用意するためにカスタマイズしたチップ

を製造しますが、ますます複雑化するビデオ

/イメージ プロセッサを開発するには 1 年

以上かかり、ファブリケーション プロセスが

細密化するほど大きな NRE チャージが発

生します。

P i x e l w o r k s、G e n e s i s、T r i d e n t、P h i l i p s、

ST といった半導体ベンダは、数多くの

ASSP ソリューションを提供していますが、

ディスプレイ メーカはそれらのソリューショ

ンを用いて自社ブランドの独自機能を持つデ

ィスプレイを製造することはできません。し

かし、プログラマブル ソリューションは、シ

ステム全体に頻繁に少しずつ改善を加えるこ

とで ASIC ソリューションを補うことが可

能で、製品の差別化によりASSP ソリューシ

ョンを補うこともできます。差別化は、イメー

ジ エンハンスメント技術、ペリフェラル イ

ンターフェイス、ストレージ インターフェイス、

コネクティビティ、あるいは GPIO 拡張など

のシンプルなインプリメンテーションにより

実現します。

プログラマビリティとフレキシビリティに

優れるザイリンクスの FPGA は、このよう

なファンクションをインプリメントするため

の卓越したプラットフォームです。さらに、並

列処理での動作や、特に民生機器向けディス

プレイ市場を対象とした統合された機能を備

えることから、多くのデジタル ビデオ アプリ

ケーション開発に最適です。これら機能とし

ては、ビデオとディスプレイ パネル両方に対

応する複数のインターフェイス規格、D S P
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つい最近まで、高品位フラットパネル ディ

スプレイのテレビは平均的な消費者にとって

高嶺の花でした。しかし、今日では種類も豊

富になり、価格も、1 インチ 1 万円を切る

ものまで登場してきました。パネル メーカ

は、消費者ニーズに応えながらさらなる普及

を目指し、生産能力の拡大に励んでいます。

米国の調査会社の iSuppli 社によると、

LCD とプラズマ ディスプレイ パネル（ P

DP ）採用のテレビの世界における出荷台

数 は 、2004 年 の 2,000 万 台 か ら

2009 年には 9,000 万台近くまで増加する

見込みです。これらのテレビは、採用してい

るテクノロジ、サイズとも多岐にわたり、同じ

インチ数だと若干価格が高いにもかかわら

ず、ブラウン管（ CRT )  テレビの座を急速に

奪いつつあります。

従来のテレビと異なるものとして消費者が

期待するのは、より高い解像度や、よりリアル

な色調再現、そしてデジタル動画特有の劣化

ディスプレイ アプリケーションに
FPGA を利用する理由

図 1 Spartan-3E ディスプレイ・ソリューション・ボード



ング アルゴリズムを検証できます。

図 1 は、Spartan-3E ディスプレイ・ソ

リューション・ボードです。ディスプレイの設

計者は、このボードを使い、フレキシブルで

低コスト、高性能なソリューションを目的に、

より精細な画質、複数のメモリ インターフェ

イス、多彩なフォーム ファクタを開発できま

す。また、1 個の XC3S1600E Spartan-

3E デバイス上に、統合型マイクロコントロ

ーラ、エンベデッド M i c r o B l a z eT M 3 2 ビット

RISC プロセッサ、LVDS、RSDS、ミニ

LVDS インターフェイス、デジタル信号処

理、オンチップ メモリ、高速な外部メモリ ア

クセスなど、重要なディスプレイ機能を組み

込むこともできます。

Spartan-3E ディスプレイ・ソリューショ

ン・ボードに伴い、ザイリンクスは画質を高

めるためのリファレンス デザインも提供し

ています。ディスプレイ ソリューション用のリ

ファレンス デザインとしては、高精度のガン

マ補正、イメージ ディザリング エンジン、色

温度調整、動画偽輪郭（ Dynamic False

Contour：DFC ）があります。これらのリ

ファレンス デザインを使用することで、輪郭

強調やダイナミック ガンマ補正、ノイズ除去

といった機能を基盤となるプラットフォーム

に付け足し、すばやく市場に投入することが

できます。

ザイリンクスのサード パーティ ベンダは、
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ファンクション、デジタル クロック マネー

ジャ、電圧レベル変換、高 I/O パッケージ

オプションがあります。

これらの特徴に加え、ザイリンクスが高い

ウェハ生産能力を維持しながらプロセス技術

の微細化とウェハ サイズの大型化を進めた

ことで、Spartan-3E FPGA は低価格での提

案を可能にしています。相互接続性は、これ

までもリプログラマブル ロジックの強みで

した。今日、次々に変わる規格とインターフ

ェイス技術により、FPGA はディスプレイ

ソリューションにおける必需品になりつつあ

ります。

現在、ザイリンクスはデザインから発売ま

での期間を短縮できるよう、フラットパネル

テレビのモニタ、リア プロジェクション テレ

ビ、デジタル プロジェクタに最先端のディス

プレイ技術を効率的にデザイン、検証できる

開発プラットフォームを提供しています。この

プラットフォームを使うことで、ディスプレイ

の画質と色調設定を改善するための複雑な

アルゴリズムを作成・変更が可能です。

Spartan-3E ディスプレイ・ソリューショ

ン・ボードには、484 ピンの BGA パッケ

ージに組み込まれた Spartan-3E 160 万ゲ

ート XC3S 1600E FPGA や、関連する

コンフィギュレーション PROM、そして

FPGA をプログラミングする場合に使用可能

なシリアル ペリフェラル インターフェイス

（ SPI ）が統合されています。さらに、

512 Mb x16 DDR SDRAM メモリが4枚

装着されており、フレーム バッファリングを

サポートするのに理想的です。

Spartan-3E ディスプレイ・ソリューショ

ン・ボードには、266Mbps の DDR SDR

AM コントローラとイメージ プロセッシン

グ アルゴリズムのリファレンス デザインが用

意されています。また、G P I O、U S B、C a m e

ra Link、DVI といったオプション ボードも使

用可能です。これらオプション ボードを使え

ば、標準的なディスプレイ パネルとビデオ

ボードに簡単に接続し、コネクティビティ ソ

リューションとビデオ/イメージ プロセッシ

その他さまざまなディスプレイ ソリューション

を提供しています。たとえば、Digital Desin

社（ http://www.digide scorp. com/ ）

は 、 OpenGL、 Symbology Overlay、

Scaling /Decimation など、完全にテス

ト済みの高度なソフト コアを提供していま

す。ディスプレイ パネルとビデオ ボードの

アプリケーション用としてザイリンクスとパ

ートナーから入手いただける各種リファレン

ス デザインは、表 1 のとおりです。

フラットパネル ディスプレイにおける画質

は非常に主観的なものであり、イメージ エン

ハンスメント アルゴリズムの仕様は常に進

化を続けています。この進化の結果、ザイリ

ンクスの FPGA とリファレンス デザイン

を使うことでイメージ エンハンスメント ア

ルゴリズムを素早く簡単に変更できます。

ザイリンクスの Spartan シリーズは、

DVD プレイヤ、プラズマ ディスプレイ、

HDTV など、量産向け民生アプリケーショ

ンに広く採用されてきたという実績があり、

極めて信頼性の高いパーツを提供していま

す。ザイリンクスは、今後もコストの削減に

努めながら、新たな規格に対応して市場特有

の機能とディスプレイのリファレンス デザイ

ンを追加していく予定です。

ザイリンクスのリファレンスデザインと入手

方法の詳細は、h t t p : / / w w w . x i l i n x . c o . j p / e s p

/consumer/display/ をご覧ください。

リファレンス デザインと IP

結論

表 1 デジタル ディスプレイパネルとビデオ ボードのリファレンス デザイン

ディスプレイパネル

7:1 LVDS Rx

タイミングコントローラ（TCON）

標準化された複数の I/O（ LVDS、RSDS、Mini-LVDS ）

正確なガンマ補正

イメージディザリング

色温度調整

動画偽輪郭の低減

適応可能なダイナミックガンマ補正

モーションアーティファクトの評価と補償

好みの色変化（FCT ）

輝度とコントラストの補正

色調とサチュレーションの補正

シャープネスの拡張

動画による一時期的ノイズの削減

ビデオ ボード

Spartan-3E ディスプレイ・
ソリューション・ボード



民生・産業共のカメラ・ディスプレイの巨

大な市場ニーズにより、デジタル イメージ

ング技術が急速に進化し、デバイス ベンダ

はより高品質の製品開発を求められていま

す。キャプチャとディスプレイの各ハードウ

ェアから可能な限り最高のイメージを抽出す

るには、先進のイメージ処理アルゴリズムを

使用します。しかし、そのインプリメンテー

ションには、アルゴリズム固有の複雑さや、

部材コスト削減のプレッシャ、開発中の多様

なフォーマットをサポートする必要性、特定

のデバイス環境を頻繁にカスタマイズする必

要性など、さまざまな要因によって制約が生

じています。

イメージ処理 IP の開発とライセンス販売

は、Apical 社の中核ビジネスです。したが

って、Apical 社が成功するかどうかは、こ

れらの要因にいかに対処できるかで決まりま

す。新しい IP コアのデザインが、RTL コ

ーディングや検証の難しさにより妨げられた

り、ユーザーが IP を評価して製品にインプリ

メントする簡単な方法を持っていなかったり

すると、せっかく素晴らしい研究成果を挙げ

ても意味がありません。

FPGA は、特にビデオ アプリケーション

の分野で当社 IP の Time-to-Market を短縮

するための非常に有効な手段であることが実

証されました。IP の開発に FPGA を広範

に用いることで、Time-to-Market が短縮

され、IP の品質を改善し、商用化への道筋

をつけることができます。本稿では、ディス

プレイ アプリケーション向けのイメージ エン

ハンスメント技術という観点から、これらの

利点を詳しく紹介いたします。

ディスプレイの画質は、そのダイナミック

レンジと色域によって決まります。ダイナミ

ック レンジとは、基本的に特定の明るさの

周辺環境で再現できる最も暗いイメージと最

も明るいイメージの輝度の差です。色域とは、

正確に再現できるカラー スペースの範囲を

FPGA による
高速イメージ処理
高品質イメージング モジュールの開発と
低コスト デバイスへのインプリメント

High-Performance Image Processing on FPGAs

FPGA による
高速イメージ処理
高品質イメージング モジュールの開発と
低コスト デバイスへのインプリメント

High-Performance Image Processing on FPGAs

Michael Tusch
CEO
Apical Limited
mtusch@apical-imaging.com

Michael Tusch
CEO
Apical Limited
mtusch@apical-imaging.com

フラットパネル ディスプレイの
ためのイメージ処理
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図 2 のように、ディスプレイのイメージ

処理パイプラインにこのアルゴリズムを組み

込むと、最終的な画質を劇的に改善できます。

また、このような処理機能を搭載するディス

プレイは、理想的な表示環境で完璧な色とコ

ントラストを保ちながら、周囲の光が非常に

明るくてもイメージをきれいに再現できます。

この処理は、ソース YUV データや処理

後の RGB 等のいかなる段階でも実行でき

ます。一般には標準のディスプレイ パイプラ

インの前（ プリ プロセッシング ）または

後（ ポスト プロセッシング ）に含めると便

利です。ベストの結果を得るにはポスト プロ

セッシングが最適です。

このようなアルゴリズムは、従来の手法よ

りはるかに手間がかかります。2 パス プロ

セスで、数学的に複雑なうえ、リアルタイムで

ストリーミング ビデオ データを変換して大容

量フレーム（ HDTV ）を扱うため、少なくと

も 12 ビットの高精度なオペレーションと

高速演算を必要とします。

アルゴリズムの複雑さに加え、研究開発の

新たな成果を次々に取り入れて、多種多様な

ビデオ フォーマットをサポートすると共にカ

スタマイズの要件に対応することも開発上の

課題となります。

従来、民生デバイスにイメージ処理機能を

インプリメントするには、ASSP か DSP

を用いてきましたが、これらは今なお有効な

手段で、場合によってはこれらが最適なケー

スもあります。しかし、それぞれには制約が

あることは周知の事実です。ASSP は柔軟

性に欠け、高価なうえ開発に時間がかかりま

す。パワフルな DSP は割高で、対応するソフ

トウェア アプリケーションがハードウェアの

性能にマッチしないことがあります。F P G A

デバイスの魅力は、それぞれの利点を兼ね備

えていることです。

イメージ処理アルゴリズムとそれらのター

ゲットとなるディスプレイ アプリケーション

は共に急速に進化しているため、FPGA の

柔軟性は Apical 社にとって特に重要です。

Time-to-Market はあらゆる民生アプリケ

ーションにとって重要な要素です。製品の品

質を落とすことなくできるだけ短縮する必要

があります。

アルゴリズムの複雑さを考えると、画質を

解析して歪みを検出するために、数百時間に

およぶビデオ テープのビヘイビア モデルを

延々とテストすることは現実的ではありませ

ん。1 個のフレームだけでも処理に数分か

かります。このため、デザインをできるだけ

早くハードウェアにインプリメントすること

の重要性は、インプリメンテーション前に完

全なシミュレーションを行うという従来の方

法と衝突することになります。

加えて、IP はディスプレイ最適化プロセ

スの一環としてカスタマイズを必要とするこ

表します。従来のブラウン管（ CRT ）と比べ

て、フラットパネルではダイナミック レンジ、

色域の両方がある程度制限されます。特に、

ダイナミック レンジが狭いことと、暗い領域

で完全な黒を表現しにくいことが難点です。

入力ビデオ イメージをディスプレイのダイ

ナミック レンジに調整する標準的な技術は、

ガンマ補正です。これは、イメージ処理パイ

プラインが微調整された非線形ゲイン カー

ブを使用したときに若干の変更を加えるとい

う方法です。しかし、ダイナミック レンジを

大幅に調整すると、コントラストが失われて

色が歪み、画質が劣化することになります。

これより良い方法は、適応型のスペース バ

リアント法です。スペース バリアントは、フ

レームの各領域に異なるダイナミック レン

ジと色補正を適用します。ディスプレイの機

能で十分対応できる領域は変更されず、それ

以外の領域に適用されます。Apical 社の

i r i d i x（ 虹彩 ）技術の場合、入力フレームの統

計的解析に基づき、個々のピクセルに異なる

非線形補正が適用されます。広いダイナミッ

ク レンジを持つイメージにこのアルゴリズ

ムがどう影響するかは、図 1 を見れば一目

瞭然です。このアルゴリズムは、ビデオ信号

のすべてのフレーム内のすべてのピクセルに

最適化した異なるガンマ カーブを効果的に適

用しています。

図 1 スペース バリアントによるダイナミ
ックレンジ圧縮の効果

図 2 典型的なディスプレイ パイプラインと、F P G A を通したプリ プロセッシングおよび
ポスト プロセッシングのオプション

イメージ処理用プラットフォーム
としての FPGA
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の性能要件を満た

している必要があ

ります。Apical 社

の主要アルゴリズ

ムに対する要件は

表 1 に示すとお

りです。Apical 社

の主なダイナミッ

ク レンジ圧縮 IP

は、ほとんどのイ

メージ パイプライン IP よりはるかに複雑で

すが、ザイリンクスの SpartanTM-3 FPGA

など、必要なリソースをすべて備えているデ

バイスもあります。比較的安価な Spartan-

3E（ XC3S500E ）FPGA でも、HDTV

ビデオを 60Hz で処理できます。

Apical 社の Time-to-Market の目標を達

成するには、良好な開発環境を用意できるこ

とが重要です。ザイリンクスの ISETM ソフ

トウェアはそうした環境を提供し、また最近

発表された Spartan-3 ディスプレイ・ソリ

ューション・ボードは Apical 社の IP にと

って利便性の高い開発・デモ用プラットフォ

ームです。

PLD は、比較的最近まで、フラットパネ

ル ディスプレイなどに複雑なビデオ IP を

インプリメントするためのデバイスとしては

考えられておらず、ASSP が唯一の選択肢

とがあるため、柔軟性が不可欠です。ディス

プレイ アプリケーションにはビデオ フォーマ

ットに関する規格が複数ありますが、画質を

標準化することは不可能ですし、ビジネス面

でも魅力的でありません。したがって、柔軟

性とカスタマイズ性が高いほど IP の価値

も高まります。

FPGA アーキテクチャの柔軟性を実際に

活用するには、デバイスがアプリケーション

でした。しかし、FPGA の技術は急速に進

化し、Spartan-3 FPGA のような低コスト

デバイスでさえ、このようなアプリケーショ

ンに十分利用できるようになりました。

Spartan-3 FPGA の性能/コスト比は、

フラットパネル ディスプレイを含む数々の

アプリケーションで ASIC の代替デバイス

として通用します。Spartan-3 FPGA は、

「 この新 IP を含めたいが、そのためにデザ

イン リスクや Time-to-Market を犠牲に

するわけにはいかない 」というデバイス ベ

ンダのジレンマをただちに解消してくれま

す。FPGA ビットストリームはエンベデッド

ソフトウェアと同じくらい簡単にアップデー

トできるうえ、パネルの特性やディスプレイ

イメージング パイプラインの残りの部分と

適合するようにカスタマイズすることが可能

です。

図 3 に示すとおり、シンプルな 8 ビット

のマイクロコントローラを用いて、I2C 互換

（ 2 ワイヤ ）のインターフェイスを通してアル

ゴリズムのパラメータを簡単に制御できます。

ロジック量が十分であれば、FPGA は標

準の ASSP と遜色なく複数の要件にあわ

せたイメージ エンハンスメントを実現し、デ

コーディング、デインターレーシング、スケー

リングなどの追加ファンクションを扱うこと

ができます。

過去 5 年間、イメージ処理の研究開発は

劇的な進化を遂げ、ディスプレイは強い価格

圧力を受けながらも前例のない画質を実現

できるレベルに到達しました。デバイスの開

発において、そのモジュール コストが安い

割には、最終的な画質の改善に最も貢献した

のはイメージング パイプラインであるとい

えます。

Spartan-3 デバイスは、イメージング デバ

イス メーカが Apical 社が提供するようなイ

メージ エンハンスメント IP を用いて製品

力を高めたい場合に、ASIC に代わる新た

な候補になります。

IP と FPGA へのインプリメンテーショ

ンの詳細は、h t t p : / / w w w . a p i c a l - i m a g i n g .

com/ をご覧ください。

結論

図 3 スタンドアロンのビデオプロセッシングに用いるSpartan-3 ベースのアーキテクチャ例

表 1 Apical 社の IP が要求する FPGA の特性

表 2 Spartan-3 FPGA 上の Apical 社
"iridix" コアの統計

ディスプレイ製品における FPGA

IP Requirement

Logical Complexity

Real-Time Pixel-by-Pixel Transformations

Storage of Look-Up Tables and Statistics

Time to Market

FPGA Requirement

Around 5,000 Slices or More

Embedded Hardware Multipliers

Embedded Memory

Good Development Environment

Property

Slices

Logic

Memory

Clock Frequency

Spartan X3S1500-4

4,379

28% of Logic

40% of Multipliers

17% of Memory 

75 MHz
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所定のファームウェアと組み合わせることに

より他の RAID レベルもサポートできます。

RAID 5 のような R A I D レベルでは、ディ

スクが故障すると、システム ファームウェアは

そのディスクから失われたデータを再生成す

るため残りのディスクを使います。再生成が

完了する前にもう1つのディスクも壊れると、

データは永久に失われ、そこが MTDL の

基準点となります。従来は、データ量とディ

スク障害の発生率を考えると、RAID 5 の

MTDL は許容範囲でした。

シリアル ATA や シリアル アタッチド

S C S I（ SAS ）などの安価なディスクや大容

量ディスクの普及に伴い、ディスクの平均故障

間隔（ MTBF ）は劇的に高まりました。たと

えば、それぞれ容量 300GB のディスクが

50 枚ある場合、MTBF は 5×105 時間と

なり（ 読み出しエラー率 10～14 ）、アレ

イ故障までの期間は 8 年未満です。Intel

社 の TechOnline "High-Performance

RAID 6 : Why and How" では、RAID 6 で

は 80,000 年に延びるといわれています。

追加のパリティデータとディスクドライブに

対する追加の読み出し/書き込みによりディ

スク スペースのオーバヘッドが高まり、また

複数のディスク障害に対応するためシステム

が複雑になることを考慮しても、MTDL を

大幅に改善できるなら納得できます。

RAID 6 のもう 1 つの特徴として、データ

と冗長情報を複数のディスクに格納する方法

があります。図 1 は、5 枚のディスクから

なるシステムの例です。データとパリティ情

報は、全ドライブにまたがってデータ ブロッ

クに水平にストリップされます。一般に各ブ

ロックは 512 バイトの整数倍です。RAID

4 のようにパリティ ドライブがシステムの

ボトルネックになる可能性を避けるため、パ

リティ情報はデータ ブロックを 1 ずつ増や

しながらドライブの周りを回転します。5 ディ

スクの場合、パリティに対するオーバヘッド

は 40% ですが、ディスク アレイを大型化

して 12 ディスク システムにすると 16% に

減少します。

Reed-Solomon RAID 6 を理解するに

は、ガロア体（ Galois Field : GF ）の数式

についてある程度の予備知識が必要です。こ

こでは RAID 6 のインプリメンテーション

に使われる GF 数式をまとめておきます

が、詳細は次のドキュメントをご覧ください。

・Xilinx XAPP731

（ http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/

appnotes/xapp731.pdf ）

・Intelligent RAID 6 : Theory,Overview

and Implementation

（ http://www.intel.com/design/

storage/papers/308122.htm ）

・A Tutorial on Reed-Solomon Coding

for Fault-Tolerance in RAID-like Sys

tems

( http://www.cs.utk.edu/̃plank/

plank/papers/CS-96-332.html )

・The Mathematics of RAID 6

( http://kernel.org/pub/linux/kernel/

people/hpa/raid6.pdf )

GF 数式は、いかなる計算であれ、2 つの

演算子（ オペランド ）から求められた値はか

ならずそれら演算子と同じビット数を持つ、

独立ディスクの冗長アレイ（ RAID ）と

は、物理ストレージの容量の一部にまったく

同じ情報を格納するハード ディスク ドライ

ブ（ HDD ）アレイです。あるディスクのどこ

か一ヶ所のセクタが消えたなど、そのアレイ

の 1 つ以上のメンバ ディスクに障害が起こっ

たり、メンバ ディスクへのアクセス パスに

障害が起こったりした場合、この情報を用い

てデータを生成しなおすことができます。

RAID にはたくさんのレベルがあります。

インプリメントした RAID レベルは、デー

タの読み出しと書き込みのオーバヘッド、パ

リティの格納と維持のオーバヘッド、そしてデ

ータ消失までの平均時間（ MTDL ）など、い

くつかの要因に依存します。最新のレベルは

RAID 6 で、これには 2 通りのインプリメン

テーションがあります（ Reed-Solomon

P+Q もしくは Double Parity ）。RAID 6 は

2 つのディスクが同時に故障しても対応で

きる初の R A I D レベルであり、RAID 5 より

さらに MTDL が改善されています。

本稿では、RAID 6 を対象とするザイリ

ンクスのリファレンス デザインを概説し、

ブロック セレクト RAM、分散メモリ、

FIFO メモリ、デジタル クロック マネージャ

（ DCM ）、PowerPCTM PowerPC 405、

DSP 48 ブロックなどを含む、Virtex-4TM

アーキテクチャの埋め込み型ハード IP ブロッ

クの利点を紹介していきます。ザイリンクス

のハードウェア アクセラレーション ブロック

は Reed-Solomon RAID 6 をサポートし、

図 1 RAID 6 のデータブロック構造

なぜ RAID 6 ?

RAID 6 に使われる数式
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タ値からパリティブロックを生成します。図

1 では、P0 は D 00、D 10、D 20 の論理和を求

めます。

PN = D0N D1N D2N …

D（ M - 1 ）N

・N = 0～ディスク ドライブ上のブロック

と定義しています（ GF で 8 ビットの数字 2

つを乗算すると、同じく 8 ビットの数字と

なる ）。GF の乗算と除算は次のように定義

されます。加算/減算は、通常の整数の加算/

減算と同じです。

2 8 = gfi log[gf log[2] + gf log[8]] =

gfi log[1 + 3 = gfi log[4] = 0x10

0xd ÷ 0x11 = gfi log[gf log[0xd] -

gf log[0x11]]= gfi log[0x68 - 0x64] =

gfi log[4] = 0x10

リファレンス デザインは、多項式 x 8 +

x 4 + x 3 + x 2 + 1 を用いて gflog と

gfilog の 値 を イ ン プ リ メ ン ト し ま す 。

FPGA 内のブロック RAM に格納されてい

るルックアップ テーブルは、高速アクセスを

実現するためデータ パス内に置かれていま

すので、DDR メモリと同じスピードで高速

に計算できます。

2 枚のディスク障害から復旧するため、

RAID 6 は 2 個の固有のパリティ値、P と Q

を格納しています。この 2 番目のパリティ

は、2 つの未知の値（ つまりディスク障害

ポイント ）を解決できるよう、第 2 の等式を

作ります。

次の等式は、分り易くするため、各データ

ブロックについて 3 枚のデータ ディスクと

2 枚のパリティディスクからなる RAID 6 デ

ィスク アレイを想定しています。これらの等

式は、2 枚のパリティディスクを含め、等式の

数学的限界である 255 ディスクまでカバ

ーします。

最初は RAID 5 と同じ P パリティです。シ

ンプルな排他的論理和（ XOR ）ファンク

ションは、アレイ グループ内のデータ ドラ

イブに水平にまたがって同じセクタ内のデー

（ セクタ ）の最大数

・M = アレイ グループ内のデータ ディスク

の枚数

3 データ ドライブ システムの最初のセ

クタに対する等式は次のとおりです。

P0 = D00 D10 D20

RAID 6 のパリティ
（ P & Q ）等式

図 2 理論上の代表的システム

FPGA には、メモリ コントローラおよび
PowerPC405 とインターフェイスする SATA プロトコル
コントローラが搭載されています。
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3 データドライブ システムの 3 番目のセ

クタの等式は次のようになります。

Q2 =（ 0x1 D02 ） （ 0x2 D12 ）

（ 0x4 D22 ）

RAID 6 用のザイリンクス リファレンス

デザインは、サンプル コンフィギュレーショ

ンに基づいています。このケースでは、シス

テムは ML405 デモンストレーション ボード

に RAID ホスト コントローラを備えていま

す。このボードは Virtex-4 FPGA と DDR

RAID 6 では、Q パリティは各データ ディ

スク ドライブに関連付けられている GF

乗算定数を割り当てます。この定数は、アレ

イ内の各ドライブではなく、アレイ全体にま

たがって水平にストリップされているデータ

ブロックだけに適用されます。各データ ブ

ロックは、次のデータ ドライブのデータ要

素に追加する前に、定数により GF 乗算さ

れます。g 定数は GFILOG テーブルから

求められます。アレイに別のドライブが増設

されると、g3 = gfilog（ 3 ）= 0x8 となり

ます。

QN =（ g0 D0N ） （ g1 D1N ）

... （ g（ M - 1 ） D（ M - 1）N ）

メモリ、ポート マルチプライヤに接続された

シリアル A T A（ SATA ）コネクタを搭載し

ており、ポート マルチプライヤから 5 台の

SATA HDD に接続されています。

FPGA には、メモリ コントローラと

PowerPC 405 にインターフェイスする

SATA プロトコル コントローラがあります。

全体的なシステム アーキテクチャに応じて、

SATA プロトコル コントローラをシリアル

アタッチド S C S I（ SAS ）、ファイバ チャネル（

FC ）、その他任意のディスク インターフェイス

プロトコルに置き換えることも可能です。

リファレンス デザインは、RAID 6 シス

テムのハードウェア アクセラレーションの部

分だけを対象にしています（ 図 2 ）。エンベ

FPGA ベースのハードウェア
アクセラレーション ソリューション

図 3 データ操作ブロックのロジック
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ァに格納した後、他のデータ要素に XOR

もしくは加算されている間、一時的なデータ

バッファに読み出す必要があります。膨大な

データ操作が必要になるのです。この操作に

は時間がかかりますが、ハードウェア インプ

リメンテーションはプロセッサだけのレジス

タ計算より高速です。ハードウェアはデータ

ブロックの並列操作、クロック レートでのル

ックアップ テーブルへのアクセス、そしてプ

ロセッサ単独の場合よりはるかに高速に動作

する乗算器を提供できるためです。ディスク

そのもののシーク時間を含めると、これは総

時間のごく一部にすぎません。

ハードウェア アクセラレータは 4 つのメイ

ン ブロックからなります。

・Data Manipulaton Block（ DMB ）: こ

のブロックは、1 バイトのデータ上で演

算を実行します。システム データの幅に

応じて、より大きなデータ幅をサポートす

るには DMB ロジックを追加できます。

DMB はパリティの作成が可能で、RAID

6 の等式で解説したいかなる場合のデー

タでも再生成できます。

・RAID FSM ： リファレンス デザインの

メイン ロジックです。ブロック RAM アド

レス、読み出し、書き込み制御、マルチプ

レクサ選択ラインを含むあらゆる DMB

信号と共に MPMC_IF ブロックを制御

します。

・DCR FSM：PowerPC 405 デバイス制

御レジスタ（ DCR ）バスと通信します。

・MPMC_IF ：データを転送するために

MPMC ブロックのネイティブ インター

フェイスを制御します。MPMC は、プロ

セッサ インストラクションおよびデータ

キャッシュのプロセッサ ローカル バス（

PL B ）インターフェイスとタイムシェアリ

ングする、4 ポートの DDR メモリ コント

デッド PowerPC 405 ブロックは、RAID

6 のハードウェアを制御し、メモリのデータ

ブロックとパリティブロックへのポインタを

セットアップするとともに、ハードウェアをセ

ットアップします。ただし、メモリと HDD

を結ぶプロトコル リンクについては、やり方

が無数にあるため、リファレンス デザインに

は用意がありません。

RAID ファームウェアと RAID ハードウ

ェア アクセラレータ ブロックを走らせるため

のマイクロプロセッサが用意されています。

また、このファームウェアは、ある種の H D D

を接続したときに生じる代表的なデータを生

成します。PowerPC 405 ファームウェア

は、ディスク アレイ システムから取り出した

ディスク セクタをエミュレートするため、

DDR メモリにサンプル データ ブロックを作

成します。その後、RAID アクセラレータは

これらのデータ ブロックを用いてパリティ

ブロック P と Q を生成します。

ザイリンクスのマルチ ポート メモリ コン

トローラ（ MPMC ）は D D R メモリを制御

します。また、MPMC は共有メモリにアクセス

するための複数のメモリ マスタを提供すると

共に、PowerPC 405 のインストラクションお

よびデータ側のプロセッサ ローカル バス イ

ンターフェイスそれぞれに接続します。他の

2 つのポートは、このリファレンス デザイン

に対するシステム特有のインプリメンテーショ

ンを提供し、1つは RAID ハードウェア アクセ

ラレータに、もう1 つはハード ディスクへのア

クセスに利用されます。MPMC の詳細は、

XAPP535、"High-Performance Multi-

Port Memory Controller"（ http://www.

x i l i n x . c o . j p / b v d o c s / a p p n o t e s / x a p p 5 3 5 .

pdf ）をご覧ください。

RAID 6 ハードウェア アクセラレータは、

膨大な数値演算を伴います。RAID 6 の計

算では、データの各ブロックをメモリ バッフ

ローラです。

ファームウェアは、あらゆる RAID シス

テムで大きな役割を果たします。とはいえ、

RAID レベルが異なってもハードウェアは

ほとんど同じです。HDD での多様なデー

タ構成方法やパリティの生成方法に応じてフ

ァームウェアは変わりますが、ハードウェア

アクセラレータは同じでも問題ありません。

ハードウェア アクセラレータは、RAID 6

以外の R A I Dレベルも必要最低限の変更でサ

ポートできます。サポート可能な RAID レ

ベルとしては、RAID Double Parity（ DP ）、

RAID 5、RAID 4、RAID 3 などがあります。

ザイリンクスのRAID 6 用リファレンスデザ

インは、ブロック セレクト RAM、Power

PC、 PowerPC 405、 Reed-Solomon

RAID 6 をサポートするハードウェア アク

セラレーション ブロック内の DSP48 ブロッ

クなど、Virtex-4 アーキテクチャの埋め込

み型ハード IP ブロックの利点を備えており、

また所定のファームウェアと組み合わせるこ

とで他の RAID レベルをサポートできます。

ブロック RAM は GF 数式ルックアップ テ

ーブルに使用され、DSP48 のブロックは

高速な整数加算を実行し、PowerPC 405

はメモリとアドレスを管理すると共に HDD

アレイ内の RAID レベル データ構造を扱

うこともあります。すべてのシステムに言え

ることですが、冗長システムを構築する際は、

ハードウェアとファームウェアのトレードオフ

をしっかり考える必要があります。

RAID 6 のリファレンス デザインについ

ての詳細は、h t t p : / / w w w . x i l i n x . c o . j p / b v d

ocs/appnotes/xapp731.pdf をご覧く

ださい。

結論

ザイリンクスの RAID 6 用リファレンス デザインは
Virtex-4 アーキテクチャの埋め込み型ハード IP ブロックの
利点を備え、ファームウェアを組み合わせることにより
各 RAID レベルをサポートできます。
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常に低バンド幅のサーバ アプリケーション

に限られます。

データ セキュリティをインプリメントする

上でより良い方法は、カスタム ハードウェア

を用いてソフトウェア ソリューションを加速

化することです。この方法は、x86 やネットワ

ーク プロセッサ ユニット（ NPU ）をベース

とするシステム デザインでごく一般的に使

われています。図 1 に、コプロセッサによ

る古典的なデータ セキュリティソリューショ

ンを示します。

コプロセッシングは、そのシンプルさと、

ソフトウェア オンリーのソリューションのパ

フォーマンスを手際良く高められることから、

魅力的な手法ですが、コプロセッシングを利

用する場合、ベース システムのメモリ、特に

I/O バンド幅がパフォーマンスに悪影響を

与えるというマイナス面もあります。しかし、

データ セキュリティ アプライアンスとして

パッケージングされている x86 システム

など、専用のインプリメンテーションを使用

すると、これらのリソースを慎重に割り当て
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データ セキュリティは、急速に通信や企業

インフラの必須条件になりつつあります。セ

キュア e コマース（ 安全な電子商取引 ）

は年々 2 倍の成長を遂げています。米国企業

改革法（ Sarbanes-Oxley Act ）や、医療保

険の相互運用性と説明責任に関する法律（

He alth Insurance Portability and

Acco untability Act : HIPAA ）などの新

たな法律により、より多くの情報を保管、保

護する義務が生じています。機密データの取

り扱いを誤ると、莫大な賠償責任を負いかね

ない時代なのです。さらに、製品設計の完全

な電子化、顧客データベース、サプライ チェ

ーン マネジメントなど、企業資産としてのデ

ータ価値も高まりつつあります。このように、

データ セキュリティはほとんどのシステム

アーキテクチャで欠くことのできない要素に

なっています。

しかし、データ セキュリティのインプリメン

テーションには下記に代表される深刻な課題

が数多く存在します。

・幅広いパフォーマンス要件

・システム コストに対する強いプレッシャー

・多岐に存在し、常に進化する標準規格

・データ セキュリティが IT インフラの一

部となりつつある中、必要不可欠となって

きた管理性

本稿では、データ セキュリティに対するイ

ンプリメンテーションの選択肢を見ていくと

共に、このアプリケーションのプラットフォー

ムとしてザイリンクスの FPGA がいかに優れ

ているかを紹介します。

データ セキュリティのインプリメンテーシ

ョンには、ソフトウェア オンリー（ ソフトウ

ェアだけのもの ）からハードウェア オンリ

ー（ ハードウェアだけのもの ）までさまざま

な方法があります。一般に、ソフトウェアだけ

でインプリメントする方が簡単に見えますが、

これは、認証や暗号化のアルゴリズムは膨大

な数値演算を伴うため、シングル ユーザー/

クライアント サイド アプリケーションや非

図 1 並列型のデータ セキュリティコプロセッサ

図 2 インラインのデータ セキュリティプロセッシング

データ セキュリティの
インプリメンテーション

コプロセッサの側面図
膨大な演算処理を

他のプロセッサに割り当てる

インライン プロセッサ
データ セキュリティを

システムのデータパスに直接組み込む



準を考慮すると、FPGA ソリューションの

利点には目を見張るものがあります。それぞ

れの判断基準ごとに各インプリメンテーショ

ン オプションの相対的メリットを表 1 にまと

めましたので参考にしてください。

表 1 の値は、ソフトウェア オンリーを基準

に、3 種類のハードウェア オプションを相

対評価したものです。では、それぞれの特長

をみていきましょう。

NRE

どのハードウェア ソリューションにも、ソ

フトウェア オンリー ソリューションには必

要のないインクリメンタルな NRE（ 初期

投資 ）が必要です。このカテゴリでは、個々

のターゲット アプリケーションに合わせてパ

ッケージングされている ASSP が第一候

補です。しかし、標準以外の方法で使いたい

場合、その利点はなくなります。

次の候補は、定義上、回路工学の知識を必

要とする FPGA です。FPGA はハードウェ

ア デザインにもっとも効率的なプラットフォ

ームであるため、NRE は最小限ですみま

す。ASIC は、一般に IP ライセンシング コス

ト、マスク チャージ、ツール チェーン コスト

がはるかに高く、サイクル時間も長いことか

ら、この中ではずっと下に位置します。

パフォーマンス

パフォーマンスだけを考慮した場合、ハー

ることができるため、それほど大きな問題に

はなりません。また、PCI と PCI-X の従来の

共 有バ ス アーキ テ ク チ ャ か ら PCI-

Express のスイッチド ファブリック アーキテ

クチャへの移行に伴い、コプロセッシングの

バンド幅が大幅に向上することから、将来を

有望視されています。

しかし、コプロセッシングは万能薬ではな

く、アプリケーションによってはインライン

アーキテクチャの方が適すケースも多くあり

ます。インライン アーキテクチャは図 2 のと

おりです。

インライン プロセッサは、システムのデー

タ パスにデータ セキュリティを直接組み込

みます。この方法は、VPN ゲートウェイや

ストレージ セキュリティ アプライアンスな

どの通信型アプリケーションによく使われ、

主要なシステム リソースにほとんど、あるい

はまったく影響を与えずにコプロセッサと同

じくらい数値演算の負担を軽減します。

データ セキュリティにソフトウェア オン

リーの限界以上のパフォーマンスを求める場

合、アドオン コプロセッサかインライン デ

ータパス プロセッサという形で追加のハー

ドウェアが必要になります。では、A S I C、

ASSP、FPGA のうちどのハードウェアが

適するのでしょうか。

いずれも一長一短で、状況に応じて使い分

ける必要があります。ですが、重要な判断基

ドウェアのオプションはどれもソフトウェア

オンリーよりはるかに優れています。それぞ

れパフォーマンスに差はあるものの、大差は

ありません。どのオプションも、ほとんどの

アプリケーションに対して基本的にワイヤ ス

ピードのソリューションを提供できます。

例外として、公開鍵アルゴリズムに多用さ

れるファンクション、すなわちモジュラー指

数化があります。FPGA は 1 秒あたり 5 0～

1,000 のトランザクション（ TPS ）を十分

サポートできますが、これを大幅に超えるパ

フォーマンスに効率的にスケーリングするこ

とはできません。5,000 TPS 以上を必要と

する選り抜きのアプリケーションには、A S I C

や ASSP を使う方が良いでしょう。

ユニットコスト

物理的なユニットコストについては、N R E

を償却できるだけの十分な数量を確保できる

場合は、ASIC が最も経済的です。一般に、

10 万単位以上のアプリケーションには

ASIC が最も魅力的です。逆に、ASSP と

FPGA は少量から中程度の数量のアプリケー

ションに最適です。

このカテゴリでは、ASSP が FPGA よ

り優れているといわれますが、100% 同じ

コンフィギュレーションを比較した場合は確

かにそうです。しかし、ASSP はそのデザ

イン上、多くの機能が搭載されているため、

どのコンフィギュレーションにも開発費を十

分賄えるだけの大きな市場があるでしょう。
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表 1 データ セキュリティのインプリメンテーション オプションの比較

データ セキュリティのオプション
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リズムをサポートしたり、IT の運用管理を

改善するためカスタム機能を統合したり、特

定のアプリケーション向けにソリューション

をチューニングしたりできます。つまり、機

能や性能、費用対効果を通して競合他社との

差別化を図るわけです。

例として基本的な AES コプロセッサの

ケースをみてみましょう。必要とするのが基

本的なコプロセッサだけの場合、図 3A に

示すとおり、特に利点はありません。しかし、

このソリューションをテープ アーカイブ アプ

リケーション向けとしてデザインする場合は、

追加の機能を組み込み、アーキテクチャをチ

ューニングすることで、卓越したプラットフ

ォームにできる可能性があります。

この例では、新たに考案された AES-

GCM 暗号化/解読コアにインライン圧縮とブ

ロック マッピングを組み合わせることで完

全に統合したソリューションとし、単に

ASSP だけでデザインした製品に対してプ

ラットフォームとして大幅に差別化できます

（ 図 3B ）。

つまり、ほとんどのアプリケーションでは、ど

の部品でも機能のごく一部しか使われないと

いうことです。対照的に、効率的な FPGA

デザインは実際に利用する必要十分な機能

だけをターゲットにするため、負担がかかる

のはインプリメンテーションのときだけです。

「 何もかも詰め込む 」ASSP と「 必要十分

な機能だけを備える 」FPGA デザインを

比較すると、FPGA プラットフォームは極めて

経済的であることがわかります。

カスタマイゼーション

カスタマイゼーションでは、ASIC と

FPGA が ASSP を大きく引き離すことが

できます。顧客が目的を決め、それに応じて

構築していくソリューションとして、ASIC と

FPGA はアーキテクチャのデザインに合わ

せて必要な機能を統合する能力を最初から

備えており、そうすることで機能性を飛躍的

に高めることができます。たとえば、A S S P

に用意されていない多くのレガシー アルゴ

スケーラビリティ

スケーラビリティとは、同一のアーキテク

チャで幅広い価格と性能に対応することで

す。ソフトウェアは非常にスケーラブルです

が、複雑化に伴いパフォーマンスが劣化する

ため、おのずと限界があります。1 つの解決

策として、ホスト CPU プラットフォームの

パフォーマンス改善がありますが、メモリの

種類や速度、チップセット、単純コストなどの

複雑な要素が絡むことから、理想的ではあり

ません。また、一般に ASIC はかなり特定

のデザインをターゲットにするため、これも

スケーラビリティに優れているとは言えませ

ん。ASSP はパッケージ互換の価格/性能

オプションを幅広く提供することから、ボード

レベルで十分なスケーラビリティを持ちます。

FPGA は、次の 3 点により価格/性能に

素晴らしいダイナミックレンジを提供します。

・カスタム ロジック コンフィギュレーション

・幅広いデバイス オプション

図 3 データ セキュリティの基本ソリューションとアプリケーション向けにカスタマイズしたソリューション

基本的な AES コプロセッサ コプロセッサをチューニングした
テープ アーカイブ アプリケーション
-AES－GCM を具体的に統合

-インライン圧縮/減圧を統合

-ブロックマッピングをファイル システム用にフィードバック



が、標準パーツとして使われているため、入

念に解析してクラッキングされてしまう可能

性が高いのです。結局、人の手で暗号化した

ものは同じく人の手で解読できてしまうわけ

です。あとはどれだけ労力をかけるかの問題

です。ASIC の場合は、入手性が限られてい

ることと、文書化されてないという性格上、

ASSP より解読が困難ですが、同じような

脆弱性は残ります。その点、FPGA は適切

にパッケージングして安全策を講じることに

より、明らかな侵入を検出すると本体を完全

に消去できるというユニークな特性を持って

おり、プログラムが消された FPGA からはデ

ータ セキュリティのアルゴリズムを知ること

は不可能です。100% の安全性が求められ

るアプリケーションには重要な要素でしょう。

リプログラマビリティ

FPGA のリプログラマビリティは、ユー

ザーのソリューションに真にユニークな機能

を提供できます。

データ セキュリティの世界は永久に流動

的です。規格が変わればメソッドは進化し、そ

れに伴いシステムとアルゴリズムの脆弱性が

判明します。ソフトウェアでは変更できます

が、ASIC と ASSP においてはまず不可能

で、またフル スピードで変更することもでき

ません。しかし、FPGA（ フィールド プロ

グラマブル ゲート アレイ ）は、リプログラマ

ブルであり、ソフトウェアと同じくらい効率的

に時代の変化に適応できます。しかも新製品

の出荷時だけでなく、すでに普及している既

存の製品にも対応できるのです。これにより、

マネージド プラットフォームの定義をまった

く新しい次元に高めることができます。

IEEE 802.11 の WEP セキュリティ技術

の悲惨な末路を例に取りましょう。当初喝采

を浴びて迎えられた WEP は、単純な攻撃

に驚くほど弱いことがわかりました。さらに、

そのことが明らかになってから WPA ソリ

ューションが定義されて新しいチップがデザ

イン・製造され、セキュアな IEEE 802.

11i 準拠の製品が発売されるまで 1 年以

上かかりました。しかも、昨年には WPA

から WPA2 に引き継がれるという事態も

発生しました。この結果、約束どおりのセキ
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・極めて効率的なデザインの再使用

最もシンプルなケースでは、デバイスに異

なるさまざまなロジック コンフィギュレーシ

ョンをロードするだけで、1 つのハードウェ

ア デザインで多彩なファンクションをサポー

トすることが可能です。中規模のケースでは、

パッケージ互換の FPGA をいろいろ組み

合わせることで ASSP と同じボード レベ

ルのスケーラビリティを達成し、性能と機能

性をさらに向上させることができます。最大

規模のケースでは、さまざまな大規模コンフ

ィギュレーションにまたがってシステムの機

能の共通コアをパッケージングしなおし、タ

ーゲットとする市場を効率的に拡大していく

ことができます。たとえば、G E、1 0 G E、ファ

イバ チャネル、SAS といった各種のポート

要件をサポートするよう、インラインの蓄積デ

ータ（ data-at-rest ）アーキテクチャを手直

しし、ストレージ装置のさまざまなセグメント

に対応させるのはこのケースに該当します。

デバイスの入手性

システムをデザインするうえで必ず考えな

ければならないのが、使用するコンポーネン

トをいかに長期にわたって確保するかです。

データ セキュリティが不可欠な通信インフ

ラや航空宇宙/防衛などのアプリケーション

では、これは特に重要なことです。この点に

ついては、幅広い業種で長年採用されてきた

FPGA は、ソフトウェアに次ぐ入手性を提

供します。ASIC や ASSP の入手性はベン

ダによりますが、一般に FPGA に比べて非常

に限られています。

攻撃への耐久性

ハードウェアを現場で使うような特に機密

性の高いアプリケーションの場合、アーキテ

クチャを攻撃から守ることも重要な要素です。

データ セキュリティは元々、貴重なデータを

保護するために展開するものであり、それゆ

えシステムのアーキテクチャをクラッキング

しようという重大な攻撃の標的になりやすい

側面を持っています。

ASSP はある程度の保護を提供しています

ュリティを提供できない製品が販売され、す

でに普及している製品がそのまま放置される

という二重の災難に見舞われたのです。

FPGA 対応のプラットフォームであれば

それに対処するためのパッチを速やかに開発

し、承認後ただちに新たな仕様を適用して、

普及済みの製品も最新の仕様に準拠させる

ことができたはずです。

リプログラマビリティが非常に有益な例は

他にもたくさんあります。過去 10 年間の

IPsec に見られ、もうすぐ IEEE 802.1AE

（ MACSec ）規格の登場に伴い今後も続

いていく、サイファー モードと認証アルゴリ

ズムの継続的な発展もその一例です。これ以

外の例としては、IEEE 1619 ストレージ

セキュリティ規格 （ LRW-AES および

AES-GCM ）とそこから派生するさまざまな

規格、そして現在 NIST（ 米国立標準技術

研究所 ）でプロポーザル段階にあるその他

20 件ほどのデータ セキュリティモードがあ

ります。詳細は、h t t p : / / c s r c . n i s t . g o v / c r y

ptotoolkit/modes/proposedmodes/ を

ご覧ください。

FPGA ベースのソリューションにより、

競合他社に先駆けて最新の規格をサポートで

きるうえ、すでに普及している製品もそれら

の規格に準拠させることができ、競争上の優

位を得られるのです。これこそデータ セキ

ュリティの差別化であり、FPGA がもたら

す大きなメリットの 1 つです。

FPGA は、柔軟性、スケーラビリティ、費

用対効果、適応性に優れています。これらの

要素はすべて、プラットフォームを常に進化

し続ける技術と共に最新の状態に保ち、製品

をマネージド IT インフラストラクチャに統

合しながら、多彩な製品全体にわたって最も

高い費用対効果でパフォーマンスを達成する

という、今日のデータ セキュリティ設計者が

直面している基本的な課題を解決します。

ザイリンクスの FPGA とデータ セキュ

リティのための IP ソリューションの詳細

は、h t t p : / / w w w . x i l i n x . c o . j p / e s p / s e c u r i t y /

data_security/index.htm をご覧くださ

い。

結論
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ザイリンクスのFPGA は、さまざまなハ

イブリッド並列コンピューティング システム

に従来のプロセッサと一緒に使われることが

多くなってきました。Cray XD1 スーパー

コンピュータなどのシステムでは、FPGA は

命令レベルの大規模な並列化を提供すると共

に主要アルゴリズムの処理方法を根本的に変

えることでサポート的な役割を果たします。

これらのハイブリッド システムは、多くの

サイエンス向けアプリケーションにメリット

がありますが、ハードウェアのプログラミン

グ プロセスが複雑なため、本来多くのユー

ザーに受け入れられるべきものであるにも

かかわらず、ハードウェアに詳しい少数の科

学者だけに利用されているのが現状です。最

新世代のソフトウェア-ハードウェア変換ツー

ルを使えば、ハードウェア プログラミングの

経験をほとんど、あるいはまったく持たない

科学者（ 化学者や生物学者、物理学者 ）でも、

FPGA で拡張したシステムを利用できるよ

うになります。本稿では、Cray XD1 シス

テムをターゲットに、これらのツールを使っ

て FPGA で加速化したアプリケーションを

開発しているある物理学者の経験を取り上げ

ます。

従来、ソフトウェア アルゴリズムを F P G A

ハードウェアにプログラミングするには、

VHDL や Verilog などのハードウェア記述言

語をはじめとするハードウェア デザイン メソ

ッドについての特別な知識が必要でした。こ

れらのメソッドは、ハードウェア設計者にとっ

ては生産的かもしれませんが、それぞれの専

門分野を持つ科学者や、より高度な知識を持
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フィールド コンポーネントの空間的位置を表

したものです。これと等価なアップデート オ

ペレーションを、計算グリッド上のすべての

セルの各フィールド コンポーネントに対して

実行する必要があります。

空間グリッドは、最短波長を正確にサンプ

リングするのに十分な微細さでなくてはなり

ません。さらに、システム内の最速波はタイ

ムステップあたり 1 つのグリッド セルを超え

て伝播してはならず、これがタイムステップ

における上限となります。したがって、F D T D

のシミュレーションは一般に膨大な計算グリ

ッドと多数のタイムステップから構成される

ことになります。

FDTD アルゴリズムは次のように要約で

きます。

for i = 0, n steps

apply boundary condition

update E field: E_new = E_old + c2 * curl B * dt

update B field: B_new = B_old - curl E * dt

end

FDTD は、計算に多数のセルと高度な並

列処理が使われることから、FPGA のハー

ドウェア加速化によってメリットを享受でき

る理想的な候補です。

このプロジェクトには 2 つの目標があり

ました。1つ目は、この主要アルゴリズムを

C 言語で書かれた純粋なソフトウェア イン

プリメンテーションから FPGA に移す方法を

見つけることです。2 つ目は、最新のソフト

ウェア-ハードウェア変換ツールを使うことで、

FPGA のハードウェア デザインについて最低

限の知識しか持たない科学者でも、この他同

様のアルゴリズムを FPGA で拡張したプ

ラットフォームに移植できるかを調査するこ

とです。これらの目標を達成するには、この

プロジェクトに参加するハードウェアに詳し

いエンジニアは、主にコンサルタントの役割

を果たす必要があります。

ソフトウェアからハードウェアに変換する

最初のステップは、ターゲット プラットフォ

ームを選択することです。今回選択したのは、

各コンピュート ノードに FPGA アプリケ

ーション アクセラレータを備える Cray

XD1 スーパーコンピュータです。XD1 シ

ステム内の各アプリケーション アクセラレー

タは、ザイリンクスの V i r t e xT M-II Pro または

Virtex-4 FPGA を 1 個以上搭載しています。

Cray のシステム ツールによりアプリケ

ーション アクセラレータの取り扱いと F P G A

ビットストリームのロードが簡易化され、ソフ

トウェア プログラマはプロセス全体を理解

しやすくなりました。

プラットフォームを決めたら、次のステップ

はソフトウェアからハードウェアへの変換プ

ログラムを選択します。今回の実験には、標

準的な C に力を入れていること、並列ハー

ドウェアを自動的に生成、最適化できること、

Cray XD1 をサポートしていることから、

Impulse Accelerated Techno logies

社の Impulse C を選びました。Im pulse C

のツールにより、ハードウェアとソフトウェア

のさまざまなパーティショニング方法をプロ

トタイプしたり、使い慣れた C 開発ツール

でアプリケーションをテスト、デバッグしたり

することが簡単にできました。
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つソフトウェア プログラマには不向きでし

た。ハイパフォーマンス コンピューティング

に FPGA を使用するには、FPGA ハード

ウェア デザインに関する知識が最小限しか

ない場合、C で書かれた純粋なソフトウェ

ア インプリメンテーションから FPGA に

主要アルゴリズムを移すことは課題の1つで

した。

幸いなことに、今はソフトウェア-ハードウ

ェア変換ツールを使って、慣れ親しんだソフ

トウェア指向のメソッドで FPGA ベースの

サイエンス向けアルゴリズムを書くことが可

能です。このツールを使えば、プロセス間通

信を指定するための比較的シンプルなライ

ブラリ ファンクションを追加するだけで、ア

プリケーションとその主要アルゴリズムを標

準的な C 言語で記述できます。アルゴリズム

は HDL 形式に自動的にコンパイルされ、

その後 1 つまたは複数の FPGA デバイスを

ターゲットとするより低レベルのハードウェ

アに合成されます。それでも、アプリケーシ

ョンを最適化してパフォーマンスを最大限に

高めるには、FPGA に関するある程度の知

識とハードウェアについての深い理解が必要

かもしれませんが、アルゴリズムの公式化と

初期テストについてはその分野の科学者に任

せることができます。

有限差分時間領域（ FDTD ）アルゴリズ

ムは、コンピュータを使用した電気力学の分

野で広く普及しているツールです。FDTD の

アプリケーションとしては、伝播に関する問

題（ 都市部の複雑な環境における波伝播な

ど ）、光通信の問題、高周波コンポーネント

のモデリング、分散の問題（ レーダー シグネ

チャの決定など ）、トランスミッタと組織の

相互作用を含む電磁適合性の問題、そしてプ

ラズマ モデリングがあります。

FDTD アルゴリズムのひとつ、 Yee-

FDTD アルゴリズムは、電磁場を空間的に

離散化し、ファラデーとアンペールの両法則

に従って計算を時間的に進めます。図 1 は、

計算グリッド内の 1 つのセルに対するこの

オペレーションと、配列されたグリッド上の

ケース スタディ : 
FDTD アルゴリズム

ソフトウェア から
FPGA ハードウェアに

図 1 Yee-FDTD 計算グリッド：E フィー
ルドのコンポーネントはセルのエッ
ジにセンタリングされ、B フィールド
のコンポーネントはセルの表面にあ
ります。点線は、curl E の y コンポ
ーネントの計算を表し、有限差分を
通して B y をアップデートするため
に使われます。



互接続することで半自律的な処理ノードのシ

ステムを形成できるわけです。Impulse C

には、ストリームや共有メモリ、信号など、プ

ロセス間通信のさまざまな方法が用意され

ています。

なるべく単純化するため、FPGA ベース

の FDTD アルゴリズムは、別個の C 言語

ハードウェア プロセスに隔離されている整

数ベースのcurl アルゴリズムを平易な C

言語でインプリメントすることから始めまし

た。Impulse C を使うと、このハードウェ

ア プロセスは C 言語の典型的なサブルー

チンとそっくりになり、Impulse C ストリーム

の読み出し/書き込み関数呼び出しを追加す

ることで、抽象データの通信を提供できます。

図 2 に、このプロセスを記述するソース コ

ードをまとめました。

ハードウェア アクセラレータを使用したア

ルゴリズムでは、アプリケーション コードの

クリティカルなセクションを判別することが

重要です。このケースでは、FDTD アルゴ

リズムの中で時間のかかる部分は、セルのハ

ーフ アップデートあたり数回の加算と少な

くとも 1 回の乗算、除算を必要とする curl

式の計算でした。個々のセルのアップデート

は他のセルのアップデートに依存しないため、

このコードは並列化の良い候補であることが

わかりました。

Impulse C は、マルチプロセッシングの

コンセプトをサポートします。つまり、複数の

並列プロセスを C 言語で記述し、それぞれ相

このように、アプリケーションをハードウ

ェアとソフトウェアのプロセスに分割するの

は、プログラミングの観点から見れば比較的

わかりやすいものの、非常に多くの通信を必

要とするため、入力および出力ストリームが

パフォーマンスのボトルネックになります。と

はいえ、こうして最初にパーティション化した

ことで、ハードウェア生成とハードウェア/ソ

フトウェア生成プロセスを試すと共に、パフ

ォーマンス改善に向けて C コードをいかに最

適化すればいいか理解できました。

Impulse のツールを用いてデスクトップ

でソフトウェアをシミュレートした後、ソフト

ウェアからハードウェアへのコンパイラを呼

び出しました。自動生成されたファイルとし

ては、c u r l関数に対するハードウェアと、C r a y

社の RapidArray インターフェイスを通し

てデータ ストリームをインプリメントするす

べての所要インターフェイスがあります（ 図

3 ）。その後、Impulse 社と Cray 社の指

示に従い、生成された VHDL を ザイリン

クスの ISETM ツールを用いて Virtex-II

Pro FPGA のビットストリームに変換しま

した。前述のとおり、Impulse 社のツール

は、ザイリンクスのツールへのエクスポート

を含めてプロセスを抽象化するため、プロセ

スを詳しく理解する必要はありませんでした。

こうして作られたビットストリームとソフトウ

ェア プロセスに対するソース（ Opteron

で走らせる ）を、Cray 社のツールを用い

て Cray XD1 プラットフォームへ移行するこ

とができました。

Cray XD1 プラットフォームへのアルゴ

リズムの開発、展開が成功すると、より大き

なアプリケーションの最適化に着手できる態

勢が整いました。最初の実験を通してわかっ

たのは、CPU と FPGA の間で膨大な量のデ

ータを転送する必要があることから、アプリ

ケーション アクセラレータを curl の計算

専用にしたのではパフォーマンスが劣化する

ということです。幸いにも、Virtex-II Pro

デバイスの高いゲート集積度により、F P G A

本体にはるかに高度な演算を組み込むこと
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void curlProcess(co_stream inputStream, co_stream outputStream)
{

co_stream_open(inputStream, O_RDONLY, INT_TYPE(32));
co_stream_open(outputStream, O_WRONLY, INT_TYPE(32));

while(!co_stream_eos(inputStream)) {
co_stream_read(inputStream, &bx, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &by, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &bz, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &bx_plus_y, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &bx_plus_z, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &by_plus_x, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &by_plus_z, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &bz_plus_x, sizeof(co_int32));
co_stream_read(inputStream, &bz_plus_y, sizeof(co_int32));

ex = (bz_plus_y >>2) - (bz >>2) - (by_plus_z >>2) + (by >>2);
ey = (bx_plus_z >>2) - (bx >>2) - (bz_plus_x >>2) + (bz >>2) ;
ez = (by_plus_x >>2) - (by >>2) - (bx_plus_y >>2) + (bx>>2) ;

co_stream_write(outputStream, &ex, sizeof(co_int32));
co_stream_write(outputStream, &ey, sizeof(co_int32));
co_stream_write(outputStream, &ez, sizeof(co_int32));          

}

c o _ s t r e a m _ c l o s e ( o u t p u t S t r e a m ) ;
c o _ s t r e a m _ c l o s e ( i n p u t S t r e a m ) ;

}

アプリケーションの
パーティション化

アプリケーションのさらに多くを
FPGA に移す

図 2 B フィールドに curl 演算子を適用した、Impulse C ハードウェア プロセスに対する
C コードの要約
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は、アルゴリズムの最適化です。方法の 1 つ

は、抽象メモリのブロック読み出し/ブロック

書き込みファンクションを使うことで I m p u l s e

C で直接サポートされる高速な QDR Ⅱ メ

モリを利用することです。これにより、現在

システム全体に見られるストリームの通信ボ

トルネックを削減、もしくは排除できます。

我々は、アルゴリズムの最適化中、生成後

のロジックを解析してループ パイプライン

を自動生成することでスループットを改善で

きる、Impulse 社のより高度な最適化ツー

ルを使用しました。これら最適化の過程でわ

かったことは、Impulse C に代表されるよ

うに、ハードウェア プログラミングに高レベ

ル言語のアプローチを採用することで、アル

ゴリズムを繰り返し改良して試行錯誤しなが

ら最適化できることです。Impulse C に用意

されているグラフィカル オプティマイザやサ

イクル アキュレートなデバッガ/シミュレー

タなど、反復的なデザイン解析ツールにより、

変換とマッピング前にアルゴリズムのパフォ

ーマンスを見積もることができます。こうし

て、FPGA アクセラレータの開発は、C の

コーディング、デバッギング、高水準な最適化

という非常に反復的でダイナミックなプロセ

スになるのです。

ソフトウェア-ハードウェア変換ツールが登

場する以前、FPGA で加速化したアプリケ

ーションの開発は、ハードウェアを熟知して

いる専門的な科学者以外には、非現実的でし

た。我々は、Impulse C のアプローチと

Cray XD1 プラットフォームを組み合わせ

ることで、プロトタイプ アルゴリズムをハー

ドウェアに変換し、C プログラミングの各

種メソッドとスタイルを使って結果をすぐに

観察できました。このプロジェクトを通して、

FPGA のデザインについて詳しい知識を持

たないソフトウェア アプリケーションのプロ

グラマでさえ、多種多様なアルゴリズム ア

プローチを試し、サイエンス向けアプリケー

ションを加速化できるという自信を得ました。

FPGA と Impulse C を用いたアプリケー

ションの加速化についての詳細は http://

www.impulsec.com/ をご覧ください。

ができました。

次のステップは、FPGA 上にハードウェ

ア プロセスとして FDTD アルゴリズム全

体をインプリメントすることです。このデザ

インでは、ホスト CPU が実行するのは、必要

なタイムステップの数を FPGA に伝え、各

タイムステップで計算ドメインのあらかじめ

定義済みの部分に境界条件を設定することだ

けです。その後、FPGA ですべてのフィー

ルドを格納し、E と B の両フィールドのア

ップデートを実行します。ハードウェアでよ

り完全なアルゴリズムを処理し、ソフトウェ

アの場合と同等の正確かつ信頼性の高い結

果を得られることから、システム全体のパフ

ォーマンスを高めるためたくさんの異なるパ

ーティショニング方法と C レベルの最適化

を試そうという自信を得ることができました。

最適化プロセスを通して、生成したハード

ウェア記述をブラック ボックスとして扱い、

高レベルの C ソース ファイルだけを最適化し

ました。Impulse C のツールを用いてアプ

リケーション開発、最適化、プロトタイプ ハ

ードウェアの生成を繰り返していけば、時間

を大幅に削減できることが証明されました。

これで FPGA アクセラレータを搭載す

る Cray XD1 プラットフォームで基本的なア

ルゴリズムを処理できるようになりました。

ここまでに要した期間は、Impulse ツール

とプログラミング モデルを習得して Cray

XD1 システムに慣れるまでの時間を合わ

せても 3 週間を少し超える程度です。次

図 3 Impulse C のツールを使うことで、ハードウェアとソフトウェア間でアプリケーション
をパーティショニングし、Cray XD1 プラットフォームの必要なインターフェイスの生成
が可能

結論

将来の最適化
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ホスト システムは、34 または 54 のモジ

ュール幅に対してスロットを任意に組み合わ

せることができます。34mm のモジュール

を 54mm のモジュール用スロットで使う

ことはできますが、その逆はできません。

サーマル リミットは、「 スロット内 」の放熱

と定義されています。サーマル リミットは、

ExpressCard/34 モジュールの場合は

1 . 3 W、ExpressCard/54 モジュールの場合

は 2.1W です。

ExpressCard テクノロジでは、PCI

Express にアクティブ ステート L0 とアクテ

ィブ ステート L1 の電源管理が必須です。

アクティブ ステート電源管理 （ ASPM ）

は、PCI-PM や ACPI（ Advanced Confi

guration and Power Interface ）といった

ソフトウェアによる電源管理方法より、はる

かに能動的なハードウェアによる電源管理を

行います。

C a r d B u sと USB 仕様ですでに定着してい

るホットプラグ機能は、PCI Express 仕様

でもサポートされます。ExpressCard モジ

ュールのユーザーは、ホスト コンピュータの

電源を切ることなくモジュールをいつでも抜

き差しできます。さらに、PCI Express と

USB 2.0 の自動検出とコンフィギュレーシ

ョンにより、ホスト システムは外部のスロット

コントローラを使わずに ExpressCard テ

クノロジをサポートできます。スロットへの電

源を制御するため、小さな ExpressCard

電源スイッチが必要です。

Windows XP と Windows 2000 は、

PCI とPCI Express デバイスを自動検出

できません。しかし、Windows Longhorn

では、PCI Express デバイスを今日の

USB デバイスと同じくらい簡単に取り外した

り検出したりできるようになる予定です。

Philips Semiconductor 社とザイリン

クスの両社は、ExpressCard の新興市場

に向けて低コストのプログラマブル PCI

Express ソリューションを提供しています。

両社のソリューションは、Philips 社 PX

1011A PCI Express PHY、ザイリンク

ス SpartanTM-3E FPGA、ザイリンクス

LogiCORETM PCI Express IP コアを使

い、規格に準拠した x1 PCI Express エンド

ポイントを提供します。このソリューション

は、低消費電力、先進のパッケージング、シグ

ナル インテグリティ、PCI Express 仕様への

準拠により、ExpressCard 仕様の必要条

件を満たしています。また、このソリューシ

ョンのプログラマブルでリコンフィギャブル

なファブリックを使うことで、多機能カードや

インテリジェントなペリフェラルなど、革新

的な ExpressCard アプリケーションを開

発できると共に、部品の在庫や認定に伴うコ

ストの削減にもつながります。

今後登場してくる多くの ExpressCard
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ExpressCard モジュールは、ノートブック

コンピュータのアフターマーケットで主に機

能のアップグレードや拡張用として使われて

いる従来の PC カードや CardBus モジュー

ルに取って代わる、PCMCIA が策定したより

薄型で高速、軽量な差し込み式のカードです。

したがって、ExpressCard モジュールも

当面はノートブック コンピュータのアフタ

ーマーケットが対象となります（ 図 1a ）。

デスクトップ コンピュータ市場（ 図 1b

）では、シールドボックス モデルへ移行して、

ノートブック コンピュータが 10 年前から採

用している拡張用の差し込み式カードを用い

て簡単かつ安全にアップグレードできること

が、PC メーカとエンド ユーザーに共通す

る願いです。このカードがデスクトップ コンピ

ュータに採用されれば、エンドユーザーにと

っては使い勝手が改善され、P Cメーカーに

とっては、エンドユーザーが自分でコンピュ

ータを開けてマシンを傷つけることがなくな

るため、サービス コストを節減できるという

利点があります。今後、ExpressCard テク

ノロジはメディア ボックスや IP セットトッ

プ ボックスといった PC ベースの機器に普及

していくものと思われます。

ExpressCard 規 格 で は 、す べ て の

ExpressCard モジュールには USB 2.0

または PCI Express、もしくはその両方をサ

ポートすること、またすべての E x p r e s s C a r d

スロットには 480Mbps USB 2.0 インター

フェイス、あるいはシングル レーン（ "x1" ）

の 2.5Gbps PCI Express インターフェ

イスを使うモジュールに対応することを定め

ています。さらに、ExpressCard 規格はホッ

トプラグをサポートし、フォーム ファクタや

電源管理モード、サーマル リミットに厳しい

条件を課しています。

ExpressCard モジュールには 2 種類のサ

イズがあります。

・ExpressCard/34 :

34mm（W）x 75mm（L）x 5mm（H）

・ExpressCard/54 : 

5 4 m m（W）x 7 5 m m（L）x 5mm（H）

PX1011A PCI Express 
PHY と Spartan-3E FPGA

図 1 ノートブック（ a ）とデスクトップ（ b ）コンピュータに差し込む ExpressCard モジ
ュール（ 写真提供：PCMCIA  ）

ExpressCard テクノロジ



は、PCI Express 仕様に定義されている論理

レイヤとトランザクション レイヤをインプリ

メントしており、例えば Spartan-3E500

にデザインした場合はリソースの約 50%

が残ります。

Spartan-3E FPGA は、SSTL_2 I/O

に 基 づ き 、ソ ー ス 同 期 の 250MHz

PXPIPE 規格を用いて PX1011A PHY

と通信し、豊富なブロック RAM リソース

アプリケーションは、パッケージや消費電力、

シグナル インテグリティなどの技術的要件

により、従来の半導体デバイスを利用できな

い可能性があります。しかし、これら要件を

満たすチップが開発されるのを待たなくて

も、我々が共同開発した 2 チップの実証済

みプログラマブル ソリューションを利用す

ることで、短い Time-to-Market と長い

T i m e - i n - M a r k e t、低リスクと高い費用対効

果を得ることが可能です。最終製品のデザイ

ンからテスト、出荷までわずか数週間ですむ

うえ、予期しない問題が発生したときでもハ

ードウェアをアップグレードしたり修理した

りできます。

Philips PX1011A

Philips 社の PX1011A は、低コストの

FPGA と共に使うために最適化された x1

2.5Gbps PCI Express PHY デバイスで

す。パッケージは非常に小さく、卓越した送

受信性能を発揮すると共に、PCI Express

の仕様、v1.0a と v1.1 に準拠しています。

PX1011A は、ExpressCard/34 と Ex

pressCard/54 の両方のアプリケーション

に利用できます。PX1011A は、Express

Card アプリケーションをサポートするた

め、次の機能を備えています。

・I/O を含め、通常の L0 モードで低消費

電力（ 300mW 以下 ）

・ExpressCard/34 モジュール上の面積

のごく一部しか占有しない、小さくて薄い

81 ピン パッケージ（ 9 × 9 × 1.05

mm ）

・アクティブ ステート L0 および L1 モード

をサポート

・オプションの L2 モードでは、L2 電源モー

ドに対するウェイクアップ メカニズムとし

てサイドバンド WAKE# 信号を使用可能

ザイリンクス Spartan-3E FPGA と

PCI Express IP コア

ザイリンクス PCI Express IP コアは

Spartan-3E FPGA 向けにデザインされ、

少ないリソースしか使用しません。このコア

を提供します。このリソースを使うことで、ト

ランザクション レイヤ パケットを格納する

ため送受信サイド バッファをインプリメント

で き ます。 Spartan-3E500 FPGA は

ExpressCard 仕様の機械的要件を満たす、

非常に小さなボール グリッド アレイ パッケ

ージで利用できます。PCI Express IP コ

アは、ExpressCard アプリケーションが必要

とする次の機能を提供します。

・PCI Express 基本仕様 v1.1 への準拠

・各方向 2.5Gbps のバンド幅

・リソース利用率

・5,408～5,708 の LUT

・6 つのブロック RAM

・3,920～4,017 のフリップフロップ

・PCI/PCI Express 電源管理機能

・アクティブ ステート電源管理（ ASPM ）

・プログラミングされた電源管理（ PPM ）

・現行の PCI ソフトウェア モデルとの互

換性
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図 2 ノートブック コンピュータで生中継のデジタル テレビ受信画像をデモする、P h i l i p s
社とザイリンクスの CES 2006 DVB-T ExpressCard/34 モジュール

図 3 DVB-T ExpressCard/34 デモンス
トレータに組み込まれている ザイリン
クス Spartan-3E FPGA と Philips
PX1011A
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・さまざまな製品に再利用が可能

ExpressCard テクノロジはノートブック

コンピュータに普及していくとみられますが、

将来的にはデスクトップ コンピュータや、メ

ディア ボックス、IP セットトップ ボックスな

どの PC ベースの機器にも採用されるでしょ

う。Philips 社と ザイリンクスの Express

Card ソリューションは、今後登場する多く

のアプリケーションを可能にする低コスト、

低消費電力のプログラマブル ソリューショ

ンです。

詳細は次のサイトをご覧ください。

・h t t p : / / w w w . s t a n d a r d i c s . p h i l i p s . c o m /

products/pcie/phys/

・http://www.xilinx.co.jp/pciexpress/

・http://www.xilinx.co.jp /spartan3e/

・h t t p : / / w w w . x i l i n x . c o . j p / j a p a n / j _ p r s _ r l s

/ s i l i c o n _ s p a r t / 0 6 0 3 p h i l i p s_ j . h t m

Philips 社とザイリンクスが共同開発した

PCI Express ソリューションは低消費電力

（ 700～ 800mW ） であり、Express

Card/34 と ExpressCard/54 の両方のア

プリケーションに適しています。

さらに、この合同ソリューションは 2 0 0 5

年 6 月に PCI-SIG Compliance Work

shop #45 で実施された PCI Express コン

プライアンス テストに合格し、PCI-SIG

Integrators List に掲載されています。

Philips 社とザイリンクスのソリューション

を使うことで、アプリケーションはプログラマ

ブル ソリューションの柔軟性を享受しながら、

PCI Express の 2 . 5 G b p sという高いスルー

プットをフルに活かすことができるのです。

DVB-T ExpressCard/34 

デモンストレータ

2006 年 1 月に米国で開催されたコン

シューマ エレクトロニクス ショー（ CES ）

で、我々は Philips 社の PX1011A PCI

Express PHY と PDD 2016 DVB-T モジ

ュール（ 図 2 ）、最適化した ザイリンクス

PCI Express IP コア（ 図 3 ）搭載のザイ

リンクス Spartan-3E FPGA からなる、

世界初のプログラマブル ExpressCard アプ

リケーションのデモ実演を行いました。

Philips DVB-T ExpressCard/34 デモン

ストレータはノートブック コンピュータの

ExpressCard スロットにあり、生中継のテ

レビトランスミッタから DVB-T 信号を受信

します。ストリーミング テレビの受信画像は

ノートブック コンピュータに表示されます。

Philips RF Solutions 社は、次のような利

点から、MPEG トランスポート ストリーム

を PCI Express パケットに変換してホスト

プロセッサと通信するための手段として

Philips 社とザイリンクスの共同ソリューショ

ンを選びました。

・他社のソリューションより低い総コスト

・将来的な製品の拡張が可能で、E x p r e s s

Card 規格の改定に対応

結論
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今日の設計者は、ほんの 2、3 年前なら

考えられなかったアプリケーションにザイリ

ンクスの SpartanTM-3 FPGA を使用して

います。高集積度、高性能、低コストの F P G A

は、たくさんの新たな可能性を切り開きます。

かつては ASIC でしか実現できなかったアプ

リケーションも、今では FPGA で以前の数分

の 1 の時間で低コストにインプリメントで

きるようになりました。

Synplicity 社の Synplify Pro 合成ソリュ

ーションは、Spartan-3 ファミリ向けに高

度にチューニングされており、製品の T i m e -

to-Market の短縮とデバイス コストの削

減を同時に達成できます。

Synplify Pro を使って
Spartan-3 FPGA の
性能を最大限に
引き出す方法
ザイリンクスとシンプリシティの設計時間とコストを
削減する合成ソリューション

Getting the Most Out of Spartan-3 FPGAs with Synplify Pro

Synplify Pro を使って
Spartan-3 FPGA の
性能を最大限に
引き出す方法
ザイリンクスとシンプリシティの設計時間とコストを
削減する合成ソリューション

Getting the Most Out of Spartan-3 FPGAs with Synplify Pro

Steve Pereira
Technical Marketing Manager
Synplicity
stevep@synplicity.com

Steve Pereira
Technical Marketing Manager
Synplicity
stevep@synplicity.com



ドリブンな合成により、エリアを大幅に節約

しながら、かつタイミングの目標を満たすこ

とができるのです。

図 1 は、要求クロック周波数と、Synplify

Pro を使用したデザインの配置・配線後の

実際のクロック周波数がどう異なるかを表し

たグラフです。Synplify Pro のタイミング

見積もりは、このツールがそれ以上最適化で

きないクリティカル パスが現れ始めるまで

要求周波数の線に沿って進みます。したがっ

て、その後のパフォーマンスは劣化していき

ます。

図 2 は、同じデザインに対する LUT の

数です。この図から、真のタイミングドリブン

な合成の重要さがわかります。要求周波数が

低いうちは LUT は少数です。LUT の数が増

えるのは、要求周波数の上昇によります。

他の合成テクノロジは、エリアとタイミン

グのどちらか一方だけを最適化する傾向が

あります。その場合、図 1 のようなグラフ

は、要求したタイミングにマッチする滑らか

な線でなく、階段状の関数を示します。しか

し、Synplify Pro ツールのようなタイミン

グ ドリブンなテクノロジを使えば、デザイン

をより小さな部品に収容できることになりま

す。小さな部品を使用できるということは、

数百あるいは数千の単位で量産する場合に

莫大なコスト削減になります。

また Synplify Pro ソフトウェアでは、ロジ

ックを Spartan-3 アーキテクチャ内の専

用リソースに自動的にマッピングすることで

エリアの節約を実現します。Synplify Pro

は、R O M、R A M、S R L、およびグローバルな

コントロール リソースを自動的に抽出しま

す。これらのロジック モジュールを抽出する

ことで、パフォーマンスが高まるだけでなく、

ほとんど場合、ロジック スライスが減り、L U T

の数とデバイス コストも削減されます。

その他エリアを節約できる特性としては、

次のものもあります。

・リソース共有：Synplify 8.0 から、リソー

ス共有がタイミング ドリブンになりまし

た。このスイッチは常にオンにしておいて

ください。

・RAM のエリア属性 ：たとえば、1,400

× 33 の RAM を持っている場合、次のい

ずれかの方法でマッピングできます。

- 4 個の縦長 RAM B16：この方法は追

加ロジックなしで最速のインプリメンテ

ーションを実現します。

- 3 個の幅広 RAM B16：これは 1 個少

ない RAM を生成しますが、追加のデ

コード ロジックが生成されます。

Synplify Pro ソフトウェアは、Spartan

デバイスのコストをどれだけ削減できるので

しょうか。次の 3 通りの方法で実現します。
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Synplify Pro ソフトウェアは、真のタイ

ミングドリブンな合成ツールです。これは基

本的に、クリティカル パスについてはスピー

ドを最適化、それ以外のパスについてはエリ

アを最適化することを意味します。つまり、

いったんタイミング制約が満たされると、

Synplify ツールはエリアの最適化を実行

し、できるだけ最小のデバイスでタイミング

目標を達成できるようにします。タイミング

図 1 要求周波数とSynplify Pro を使用したときの配置・配線の実周波数

Spartan-3 デバイスのコスト削減

図 2 要求周波数とSynplify Pro を使用したときの LUT 数

要求周波数

要求周波数

要求

Synplify 見積もり

Synplify 実値

Synplify LUT



存の FPGA に手を加える必要がある場

合、変更コストがあまりに高くつくことが

あります。必要な変更を配置、もしくは配

線できない場合、唯一の解決策は莫大な

コストを投じてシステムを完全にデザイ

ンしなおすことです。Synplify Pro ツ

ールを用いてデザインすれば、パフォー

マンス上の利点に加え、パフォーマンス

オンデマンドによるエリア節約のおかげ

で、変更が失敗する確率は減少します。他

の合成ツールがデザインのインプリメン

テーションに 90% の利用率を必要とす

るところ、Synplify ではわずか 70%

ですみます。90% を利用しているデバ

イスより、70% のデバイスの方が配線

しやすいのは当然です。変更後のデザイ

ンは利用率が低い方がうまくインプリメン

トできる可能性が高いわけです。

1. 難しい性能目標を持つデザインに対して

は、Synplify Pro ツールは要求周波数

を満たす非常に高度なロジック最適化を

実現できるうえ、より遅いスピード グレー

ドのデバイスを選ぶことも可能です。低い

スピード グレードに切り替えれば、大量生

産の際にコストを大幅に削減できます。

2. 一定の性能目標を持つデザインに対して

は、サイズがより重要です。図 1 と 2

のグラフが示すとおり、Synplify Pro ソフ

トウェアはオンデマンドでパフォーマンス

を提供します。要求性能はさほど高くあ

りませんが、LUT の数は非常に低いま

まです。この場合、より小さなデバイスを

選ぶことでコストを節約できます。

3. デザインを変更します。システム内の既

今日の厳しいビジネス環境では、コスト削

減が以前にも増して重要です。ザイリンクス

と Synplicity 社は、FPGA と予算の最適

化に必要なあらゆるツールを提供していま

す。業界で最も利用されている FPGA 論

理合成ツールである Synplify Pro のパフ

ォーマンスと、業界をリードする FPGA を

組み合わせることで、性能目標への達成を期

限内にかつ予算内で実現します。

Synplify Pro ソフトウェアの試用は、

h t t p : / / w w w . s y n p l i c i t y . c o . j p / d o w n l o a d s /

index.html をご覧ください。

Synplify Pro のベンチマークについて

の詳細は、h t t p : / / w w w . s y n p l i c i t y . c o m / l i t e r

a t u r e / p d f / b e n c h m a r k i n g _ s y n p l i f y . p d f

をご覧ください。

56 Xcell Journal Issue 57

結論



SSO ノイズ の
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SSO ノイズ の
シミュレーション
電磁（ EM ）および過渡回路シミュレーションによる
SSO ノイズの正確な予測

Simulating SSO Noise

Michael Brenneman
Technical Director
Ansoft Corporation
meb@ansoft.com

Mark Alexander
Senior Product Application Engineer
Xilinx, Inc.
mark.alexander@xilinx.com

Lawrence Williamas, Ph.D.
Director of Business Development
Ansoft Corporation
williams@ansoft.com

性の高い電圧レベルとインターフェイスの信

号切り替えのために、電源とグランドを適切

に分配することが不可欠です。数千のピンを

持ち、そのうち数百は I/O としてアクティブな

信号を伝播できるようなデバイスを組み込ん

だシステム デザインでは、これは特に重要で

す。これほど多くのスイッチング アクティビ

ティが行われるシステム環境で十分なシグナ

ル インテグリティを確保するためには、同時

スイッチング出力（ SSO ）のノイズをいかに

正確に予測するかが鍵となります。

本稿では、3 次元電磁（ EM ）場のシミュ

レーションと過渡回路のシミュレーションに

基づき、SSO を解析するための反復可能で

正確、実用的な方法を解説します。ターゲッ

ト デバイスは、FF1148 パッケージとそ

れに付随する 2 4 レイヤの FR4 テスト ボー

ドに搭載されている最新の ザイリンクス
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システム デザインは、高速エッジを採用す

る物理インターフェイスに向けて進化しつつ

あり、クロック レートも数百メガヘルツに達

しています。このようなシステムでは、信頼

VirtexTM-4 XC4VLX60 FPGA です。

複数の出力ドライバが同時に状態を変える

と、電源システム内の変動電流が一定の電圧

を誘導し、電源に障害を招きます。SSO ノ

イズと呼ばれるこれらの障害は、出力ドライ

バ、入力レシーバ、もしくは内部ロジックの

間に、好ましくない過渡的ビヘイビアを引き

起こすことがあります。SSO ノイズは、信

号/グランド比が不適切であるか、またはリ

ターン パスが不連続であることに原因があ

ります。

システム デザインの要件として、S S O ノイ

ズの安全レベルを保ちながら同時にスイッチ

ングできる I/O 出力ドライバの数と種類が

定められています。SSO ノイズを正確に予

SSO ノイズ



測し、インターコネクトのビヘイビアを評価

するには、電磁シミュレーションを適用しま

す。その後、この情報を使い、リターン パスの

不連続を避け、リターン パスの総インダクタ

ンスを最小限に抑え、デカップリング キャパ

シタのサイズと位置を最適化できます。

図 1 は、SSO ノイズを招くメカニズム

を単純な回路図として示したものです。P C B
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図 1 SSO ノイズの概略図：スイッチ "C" が閉じるときに観察される電圧 Vglitch
（ 出典：ハワード ジョンソン博士 ）

図 2 パッケージ/ボードの電磁抽出と先進の過渡回路シミュレーションを組み合わせたデ
ザインフローを使用

の電源プレーンとグランド プレーンの間に

BGA パッケージがあります。ユーザー I/O

"A" はロジック low に設定されています。

この条件で、"D" で測定された電圧はグラ

ンドの電位に保たれる必要があります。イン

ダクタ Lgnd は、BGA と PCB のリターン

パスのインダクタンスです。ユーザー I/O

"C" が閉じると、インダクタを流れる過渡電

流により "D" では電圧 Vglitch が観察され

ます。SSO ノイズとして知られるこのグリ

ッチは、グランド インダクタンス間に現れる

L di/dt 電圧によって引き起こされます。

このスイッチング電流は、コンダクタ間に

磁場を生成し、クロストークの最大の原因で

ある相互インダクタンスを招きます（ 相互

キャパシタンスも原因になりますが、相互イ

ンダクタンスほどではありません ）。この相互

インダクタンスは、観測ラインに駆動電流と

は逆方向に電流を誘導します（ レンズの法則

）。あるラインから別のラインまでのエネル

ギーの結合は、信号経路間の距離と長さによ

って異なり、この場合は「 高さ = ビア ＋

ボール ＋ パッケージの厚さ 」となります。

また、これはスイッチング電流の変動の時間

長と共に増えていきます。

リターン パスのインダクタンスは、BGA

パッケージ、PCB ビア、トレース配線に依

存します。さまざまな電流ループが存在し、

相互結合します。実際、すべてのビア間に自

己インダクタンスと相互インダクタンスが存

在します。これらインダクタンスは電源ピン

とグランド ピンの空間的配置と距離の近さ

で決まるため、パッケージ デザインとピンの

割り当て、およびパッケージと PCB のトレー

ス配線時には細心の注意が必要です。V i r t e x -

4 XC4VLX60 FPGA FF1148 パッケージ

とピンの割り当てでは、これらの点が考慮さ

れており、またその効果は EM シミュレー

ションによって決定さています。

Virtex-4 FPGA 用の FF1148 パッケ

ージは、スパース シェブロン（ Sparse

Chevron ）というピンアウト スタイルを採用

しています。スパース シェブロン ピンアウト

スタイルは、電力供給システム（ PDS ）のイ

ンダクタンスを最小限に抑えると共に、I / O

信号のリターン電流パスをそれらに関連する

I/O 信号に非常に密接に結合するために、

電源ピンとグランド ピンを一定の配列でモ

ザイク模様のように均一に配置しています。

誘導クロストークの主な発生源は、P C B

とパッケージのビア構造です。特に PCB

パッケージと PCB の
コンフィギュレーション



モジュール（ VRM ）用の1 ポートからなる、

28 ポートの S パラメータ ファイルが生成さ

れました。SIwave でのボード シミュレー

ションには、デカップリングやターミネーシ

ョン（ 終端処理 ）、その他のファンクションに

使われる、あらゆるパッシブ キャパシタ、抵抗、

およびインダクタの各コンポーネントが含ま

れています。

構造を適切に定義するため、SIwave で

はインポートしたレイアウト データベースを

簡単に編集できます。レイヤの厚さと材料の

特性（ 周波数に依存する誘電体を含む ）につ

いては、ファブリケーションから得られる正し

い値が入力されます。自動化により、半田ボー

ルと半田バンプ、コンポーネント ピンからグ

ループ化した電気ノード、およびポートを素早

く作成できます。調査の焦点は、20 の I/O

が同時にスイッチングしたときに、V C C O _ 9

と 1 つの観測ライン（ low に駆動 ）におけ

る S S O ノイズ レベルの測定値とシミュレー

ション結果の相関関係を突き止めることでし

た。SIwave によりパッケージとボードを

フルウェーブで EM 抽出することで、複雑

なカップリング ビヘイビアをキャプチャし、

過渡シミュレーション中の結果の正確さを保

証できます。

EM シミュレーション データを過渡回路

の解析と結び付けることで、SSO の影響がわ

かりました。抽出したパッケージとボードの

モデルは IC ドライバにより励磁されます。

この例では、IC ドライバはザイリンクスの

Virtex-4 IBIS v3.2 モデル（ LVCMOS

2 . 5 V、24mA fast ）を用いてインプリメン

トされました。我々は S パラメータと IBIS

モデルをAnsoft Designer にインポートし、

Ansoft 社の Nexxim 回路シミュレータを用

いて全回路に過渡シミュレーションを実行し

ました。図 4（ a ）は、パッケージのダイ

側に IBIS ドライバ、オンパッケージのデカ

ップリング キャパシタ、パッケージ/ボード

コネクション、ボードの DC 電源、およびボー

ドのスパイホール ターミネーションを備え

る最終的な回路です。

我々は、1 つ以上の隣接する端子上で変

レータにインポートするには、デザインの自

動化が必要です。Ansoftlinks は、サードパー

ティのレイアウト ツールのデータを使用する

ための変換・編集機能を備えています。本稿

のシミュレーションでは、パッケージ レイア

ウトは Cadence 社の APD から、またボ

ードは Mentor Graphics 社の P A DS（ 旧称

: PowerPCB ）からインポートしました。

電磁場のシミュレーションを実施したのは、

テスト ボードとパッケージを含む 20 の

I/O インターコネクト、最も近接する電源ピ

ンとグランド ピン、およびそれらに関連する

デカップリング キャパシタです。我々は、

Ansoft 社のフルウェーブ フィールド ソル

バ、SIwave を用いて 2 回のシミュレーショ

ンを実行し、周波数ドメインにおけるパッケ

ージ ネット、ボード ネット、PDS の結合ビ

ヘイビアの特性を得ました。

パッケージをシミュレーションした結果、

40 の I/O ポート、5 つの「 スパイホール 」

テストポイント ポート、2 つの VCCO_9

電源ポート、2 つのデカップリング キャパ

シタ ポートからなる、49 ポートの S パラメ

ータ ファイルが生成されました。また、ボー

ド シミュレーションでは、23 の I/O ポート、

3 つの「 スパイホール 」テストポイント ポ

ート、1 つの VCCO_9 電源ポート、PCB

に 2.5V の電源を接続する電圧レギュレータ

はボードの厚さが 3,635μm あり、電流の

リターン ループが大きいことから、1 番の

発生源です。パッケージは厚さ 1,068μm

と、それに次ぐ発生源です。このデザインで

は、50Ω の伝送ラインが誘導クロストーク

に顕著な影響を及ぼすことはありません。

図 2 は、この SSO 解析を実施するために

適用したシミュレーションの流れを示してい

ます。私たちの目標は、電磁的精度の高い回

路モデルに、トランジスタドライバに対する

標準モデルを適用して過渡シミュレーション

を実施することでした。等価回路モデルを抽

出して 3 次元効果を得るため、BGA パッ

ケージと PCB に電磁場のシミュレーショ

ンを実行しました。

図 3 は、測定に使用したテスト ボード

と、電磁的シミュレーションに使用した C A D

モデルです。モデルには、8 レイヤの BGA

パッケージと 2 4 レイヤのテスト ボードが含

まれています。ボードにはテスト ポイントが

含まれており、SMA コネクタを使用してテ

スト装置に接続されています。BGA は 34

× 34mm パッケージで、1,148 個の半田ボ

ールがあります。

複雑なレイアウト ファイルを EM シミュ

60 Xcell Journal Issue 57

図 3 測定とシミュレーションは BGA と PCB に実行 ：（ a ）測定のセットアップ、（ b ）
電磁場シミュレーション モデル

過渡シミュレーション

EM シミュレーション
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化する信号により起こる、観測ノード全域に

見られるシミュレートした過渡電圧の波形を

調べると共に、観測トレースのダイ側を固定

値（ high または low ）にクランプすること

でアグレッサ/ビクティムのクロストークを観

察しました。Nexxim 回路シミュレータは

過渡シミュレーションを実行しました。この

シミュレータは、因果性や受動性のエラーを

招くことなく、S パラメータなどの周波数ドメ

イン モデルを時間ドメイン内で正確に対応

するようデザインされています。

我々は、SIwave シミュレーションからの

EM モデルの過渡ビヘイビアが適切である

ことを証明するために、一連の過渡テストを

実施しました。図 4（ b ）はパッケージ モデ

ルに対する 1 つのテスト結果ですが、これ

により予想された観測ネットのクロストーク

ビヘイビアが検証されます。クロストークの

誘導的性質は、アグレッサ エッジの逆方向の

ビクティム ノイズ スパイクにより確認され

ました。複数のクロストークの波形は、電流

リターン ループの近接性を基にして、さらに

隣接するアグレッサを追加した累積的な影響

を表しています。

図 4（ c ）と 4（ d ）は、それぞれビクテ

ィム ネットと VCCO_9 に対する相関デー

タを示すものです。EM シミュレータでテ

スト ボードを複製することで、2 ヶ所の異

なるスパイホール ロケーションでの測定結

果とシミュレートした S S O ノイズのレベルを

直接比較できます。我々は、SSO ノイズの

レベルについて、ハードウェアでの測定値と

シミュレーション結果を見事に一致させるこ

とができました。

ザイリンクスと Ansoft 社は、先進のシ

ミュレーション ツールを用いて SSO ノイズ

を正確に予測する方法を共同で実証し、実際

の測定結果との差を検証しました。A n s o f t

社の SIwave と Nexxim というパワフルな

シミュレーション ツールを併用することで、

将来システムを開発する際、ビルドとテスト

を繰り返すことなく決められた SSO ガイ

ドラインを満たすことができるのです。

より高速なデータ レートで動作する高性

能な電子機器に対するニーズは、パッケージ

とボードの複雑さをいっそう高めるでしょう。

このニーズを満たすため、Ansoft 社はシ

ミュレーション ソフトウェアを引き続き改善

していくと共に、精度を犠牲にすることなく

より大きな問題に対処するため、ザイリンク

スをはじめとする大手ベンダと緊密に協力し

ていきます。

詳細は、http://www.ansoft.com/ を

ご覧ください。

図 4 Nexxim により計算した過渡シミュレーションの結果 :（ a ）シミュレーションのセットアップと抽出した S パラメータおよび IBISドライバの回
路図、（ b ）ビクティムピンで観察される隣接アグレッサによって引き起こされるクロストーク、（ c ）L34 スパイホールでの測定結果をEM お
よび過渡シミュレーションと比較、（ d ）VDO スパイホールでの結果

結論
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ェアの柔軟性を活用できるようになります。

ESL と FPGA が素晴らしい連携プレイを

見せるのは、次のような場合です。

1. ESL ツールとプログラマブル ハードウ

ェアを併用することで、デスクトップ ベー

スのハードウェア開発環境をソフトウェア

エンジニアのワークフロー モデルに適応

させることができます。ESL ツールは

FPGA ベースのリファレンス ボードに最

適化したサポートを提供し、ソフトウェア

エンジニアはリファレンス ボードを用い

てプロジェクトの評価やプロトタイプを開

始できます。リファレンス ボードと、それ

に対応するより高水準な言語で書かれた

リファレンス アプリケーションにより、ハー

ドウェアで加速化されたカスタムシステム

をより速く簡単に開発できます。実際、今

のソフトウェア プログラマは、FPGA ベー

スのリファレンス ボードとツールを、マイ

クロプロセッサのリファレンス ボードとツ

ールと同じように使用できます。

2. 現在 FPGA で一般化している高性能な

エンベデッド プロセッサにより、ソフトウ

ェアとハードウェアのデザイン コンポー

ネントを 1 個のデバイスに組み込むこと

ができます。システムのソフトウェア コー

ドから始め、アプリケーションの性能要件

に応じてハードウェアかソフトウェアに個々

のデザイン ブロックをインプリメントでき

ます。ESL ツールは、インテリジェント

なパーティショニングに加え、ソフトウェア

ファンクションを等価なハードウェア ファ

ンクションに自動的にエクスポートできる
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ロジック デザインの世界では今、根本的

な変化が起こっています。新世代のデザイン

ツールを使うことで、ソフトウェア ディベロ

ッパは従来のハードウェア デザイン法を学

ぶことなく、アルゴリズムをハードウェアに

直接取り込むことができます。

これらのツールとデザイン法は、現在の主

流であるレジスタトランスファ レベル（ R T

L ）より高レベルな抽象化で始まるシステ

ム デザインと検証法全般を指して、エレクト

ロニック システム レベル（ ESL ）デザイン

と総称されます。ESL デザイン言語のシン

タックスとセマンティクスは、Verilog や

VHDL といったハードウェア言語より、一

般的な ANSI C に似ています。

ESL ツールは以前からあり、一般には

ASIC デザイン フローに特化したツールだと

考えられています。しかし、実際には ESL

ツールをプログラマブル ロジック向けとし

て提供しているベンダが増えており、現在販

売されているツールのいくつかはザイリンク

スのFPGA 向けに最適化したシステム デ

ザイン フローをサポートしています。ESL

フローは FPGA デザイン ツールにとって

自然進化であり、より幅広いソフトウェア寄

りのエンジニアがプログラマブル ハードウ

という付加価値もあります。

ESL のコンセプトは、「 探索型のデザイ

ンと最適化 」です。ESL の手法とプログ

ラマブル ハードウェアを組み合わせること

で、より多くのアプリケーション インプリメン

テーションを試すと共に、まったく異なるソ

フトウェアとハードウェアのパーティショニン

グ方法を手早く実験できるようになります。

ESL と FPGA を併用すれば、新たなアプ

ローチで、パフォーマンスやサイズのトレー

ドオフをすぐに分析できることから、従来の

RTL 手法を使うより短時間で高い総合性能を

達成できるのです。

また、より抽象的なレベルで開発すること

で、より少ないキーストローク、より短いコー

ドで意図を表現できます。つまり、デザイン

完了までの期間を短縮できると共に、デバッ

グが必要になる手間のかかる低水準なエラ

ーの確率を減らすことにもつながります。

これから FPGA を使うユーザーにとっ

て、ESL フローの主な利点は生産性と使い

勝手です。ESL ツールは、ハードウェア回

路を生成する際の具体的なインプリメンテー

ションを抽象化することで、ソフトウェア志向

のユーザー ベースをマーケティングの対象

としています（ 図 1 ）。高度に抽象化された

環境で作業することで、C をはじめとする

従来のソフトウェア プログラミング言語の

スキルを持つ設計者は、ハードウェアでより

速くアイデアを試すことができます。ほとん

どの場合、ベテラン ハードウェア設計者の助

ESL と FPGA の関係

ESL のターゲット ユーザー



けを借りることなくハードウェアにデザイン

全体をインプリメントできるでしょう。シス

テム エンジニア、科学者、数学者、エンベデ

ッド システムとファームウェアのエンジニア

は、ソフトウェア志向のアプリケーションお

よびアルゴリズム エンジニアとして、すでに

FPGA に ESL ツールの利点を活かすことに

成功しています。

ESL メソッドに適したアプリケーションとし

ては、広範な内部ループ構造を持ち、大量の

計算を伴うアルゴリズムがあります。これら

のアプリケーションは、ハードウェアで可能な

同時並列実行により飛躍的に加速化します。

ESL ツールは、オーディオ/ビデオ/イメー

ジ プロセッシング、暗号化、シグナルおよび

パケット プロセッシング、遺伝子の配列決定、

バイオインフォマティクス、地球物理学、天体

物理学といったアプリケーション分野で数多

くのプロジェクトの成功に貢献してきました。

FPGA 向け ESL ツールは、主に次の 2 つ

のデザイン フローをカバーします。

1. 高水準言語（ HLL ）の合成：HLL の合

成は、アルゴリズムやビヘイビアの合成を

カバーし、C 言語や C に類似した言語

からハードウェア回路を生成できます。高

水準なデザイン コードを FPGA インプリ

メンテーションにどう変換するかは、パー

トナーのソリューションによって異なりま

す。この点が、各 ESL 製品の根本的な

違いでもあります。

HLL 合成は、次のようなさまざまなケー

スに使用できます。

・モジュール生成 ： この場合、HLL コ

ンパイラは C で表されたファンクシ

ョン ブロック（ 例 : C サブルーチン ）

を、対応するハードウェア ブロックに

変換できます。生成されたハードウェ

ア ブロックは、その後全体的なハード

ウェア/ソフトウェア デザインに吸収

されます。このようにして、HLL コン

パイラは全体的デザインのサブモジュ
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ESL のデザイン フロー

クションを加速化できます。アクセラレ

ータの作成に加え、ESL ツールはメ

モリを自動的に推論して必要なハード

ウェア-ソフトウェア インタフェース回

路、ならびにプロセッサとハードウェア

アクセラレータ ブロック間の通信を可

能にするソフトウェア デ

バイス ドライバを生成

できます（ 図 2 ）。

CPU で走るコードと比

較して、FPGA で加速

化したコードは、消費電

力を大幅に低減しな

がら、数桁もの高速

化を可能にします。

2. システム モデ

リング ： 従来の

RTL モデルを使

用したシステム シミ

ュレーションは、大規

模なデザイン、あるいは

プロセッサがデザインの一部

を構成する場合、非常に遅いことが

あります。昨今多く使用されている ESL

ツールは、システム シミュレーションを格

ールを生成します。

ソフトウェア エンジニアは、モジュー

ル生成により、アルゴリズムのハードウ

ェア コンポーネントを素早く生成・統

合することで、全体的なシステム デザ

インに参加できます。モジュール生成

は、新しい計算指

向のハードウェア

ブロックを素早く

プロトタイプでき

る方法を求めてい

るハードウェア エ

ンジニアにとっ

ても便利です。

・プロセッサ

アクセラレー

ション：この

場合、H L L コ

ンパイラによ

り、FPGA のプ

ログラマブル ファブ

リックにカスタム アクセ

ラレータ ブロックを作成するこ

とで、プロセッサで走っているタイムクリ

ティカル、もしくはボトルネックのファン

図 1 FPGA 向け ESL ツールのほと
んどは、ソフトウェア志向のユ
ーザーが対象

図 2 FPGA 内でプロセッサ アプリケーションを加速化する際の複雑な作業を抽象化す
る ESL ツール



FPGA 向け ESL のパートナー各社の持

続的な成長に貢献することにもなります。

FPGA 向け ESL の認知度向上に向けての

さまざまな取り組みの最初のステップとして、

ザイリンクスは ESL に関する包括的な

Web サイトを立ち上げました。このサイト

では現在利用できる各パートナーの ESL

ソリューションそれぞれのユニークな側面を

紹介しています。詳しくは http://www.

xilinx.co.jp/esl/ をご覧ください。

また、h t t p : / / t o o l b o x . x i l i n x . c o m / c g i -

bin/forum/ に、FPGA 向け ESL のディスカ

ッション フォーラムを設置しています。この

サイトでは、FPGA 向け ESL デザインに

関するさまざまなディスカッションに参加・

閲覧することが可能です（ 英語のみ ）。

FPGA 向け ESL ツールを使うことによ

り、ハードウェア デザインに関する知識を習

得することなく、プログラマブル ハードウェ

アを用いてアイデアを試すことができます。

今日、ザイリンクスの FPGA 用に最適化され

た、生産性を高める多種多様な革新的ソリュ

ーションがあります。ESL イニシアティブ

の創設に伴い、ザイリンクスは既存/将来ユ

ーザーの皆様に業界最高の ESL ツールを

提供するため、サードパーティ各社と全面的

に協力して取りくんでいきます。

ンクスは、ユーザーにこの新興テクノロジの

あらゆるメリットをお届けすると共に、特に

FPGA をターゲットとする ESL テクノロジ

の共通プラットフォームを確立するため、業

界パートナーと共同で ESL イニシアティブを

立ち上げました（ 表 1 ）。

このイニシアティブの目的は、FPGA 向

け ESL の技術革新のペースを速め、ソフトウ

ェア志向ユーザーのニーズに対応することで

す。その一環として、特に力を入れているの

は次の 2 つの分野です。

1. エンジニアリング コラボレーション：ザイ

リンクスは、ESL 製品の価値をいっそう

高めるため、パートナー各社と緊密に協力

し、コンパイラによる結果の質を改善し、

ツールの相互運用性と全体的な使い勝手

を向上させることも実現していきます。

2. ESL に対する認識と認知度 ： ザイリン

クスは、既存ユーザーや将来採用を考え

ているユーザーに、FPGA 向け ESL フロ

ーの価値と利点について認知度を高める

よう努力していきます。このプログラム

は、現在ある ESL ソリューションの種類

と、それぞれのソリューションがユーザー

の問題を解決するうえでいかに役立つか

について、情報を提供し教育していこうと

いうものです。これにより、ユーザーはア

プリケーションのニーズを満たすうえで、

どのパートナーの ESL 製品が最適かを

的確に判断できるようになります。認識が

高まれば採用する企業も増えますし、

段に高速化するために、一般に C++ で

書かれた高速なトランザクション レベル

のモデルを使います。ESL ツールはプ

ラットフォームをベースとする仮想検証環

境を提供し、この環境でデザインのファン

クションおよびパフォーマンス属性を解析

してチューニングできます。つまり、仮想

化したシステムにかなり早い段階でアク

セスし、デザインの探求と "What-If" 解

析をより深く行えるわけです。レイテンシ、

スループット、バンド幅といった性能面で

の課題や、ソフトウェアとハードウェアの

いろいろなパーティショニング方法を評

価、改善できます。デザインがパフォーマ

ンスの目標を達成したら、いつでもシリコ

ンにインプリメントできます。

FPGA 向けの ESL ツールは比較的新しい

製品であるため、顧客にどこまで採用される

かが大きな課題です。ESL ツールのプロバイ

ダが直面している最大の課題の 1 つは、

ESL と FPGA で何ができるのか、すでに

存在するソリューションや機能にはどんなも

のがあるのか、このテクノロジを実際にどう

使い、どういう利点があるのかなどについて、

いかにして認知度を高めていくかです。他に

も、ESL を採用した場合のデザイン結果の

質や、使い方の習得に要する期間についてユ

ーザーの不安と懸念を取り除くことも課題

です。

ESL のようなパラダイム シフトが既存の

FPGA ユーザー コミュニティに完全に受け

入れられるまでには多少時間がかかるでしょ

う。今日の ESL テクノロジは、多くの潜在

ユーザーに実用価値を提供できるレベルま

できています。

ザイリンクスでは、ESL ツールはハード

ウェアとソフトウェアの設計者が複雑な電子

システムを開発、最適化、検証する方法を劇

的に改善するものと確信しています。ザイリ
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ESL ツールのプロバイダが
直面している課題

ザイリンクスの
ESL イニシアティブ

結論

ESL の採用にあたって

表 1 ザイリンクスの ESL パートナーは、高水準言語から FPGA のインプリメンテーショ
ンにいたるまで異なるアプローチを採用



ザイリンクス イベント カレンダー

ザイリンクスは、年間を通じて多数のトレードショーや

イベントに参加しています。これらのイベントは、ザイ
リンクスのシリコンやソフトウェアの専門家がお客様

からの質問にお答えしたり、最新製品やザイリンクス

のカスタマのサクセスストーリをご紹介する機会です。

ザイリンクス ウェブ セミナ

第9回 CoolRunnerTM-II CPLD を使用して
システムの消費電力を低減

本セミナでは、民生用ポータブル製品設計に不可欠な低消費電力設計の課

題を解決する方法をご紹介します。CPLD 動作の基礎概要や性能の解説に

加えて、CPLD が実現するシステムの消費電力低減を実証します。

視聴時間 : 約 30 分

http://www.xilinx.co.jp/webseminar/

7～9月

◇NEW

◇好評配信中

第2回 Virtex-4 ローパワー・アドバンテージ

第3回 Virtex-4 メモリインターフェイス・
アドバンテージ

所要時間：約 19 分

第4回 Virtex-4 メモリインターフェイス・
アドバンテージ

所要時間：約 25 分

第5回 ローコスト SpartanTM-3E FPGA
コンフィギュレーション オプション

所要時間：約 34 分

第6回 PlanAheadTM 8.1 - 階層デザインと
解析 : FPGA デザイン性能の最大化

所要時間：約 20 分

第7回 ザイリンクス・セロックシカ
XtremeDSPTM ソリューション

所要時間：約 31 分

所要時間：約 24 分

第1回 Virtex-4 シグナル インテグリティ
所要時間：約 22 分

第8回　VirtexTM-5 ファミリの紹介と
Virtex-5 LX 概要

本セミナでは世界初の 65nm の FPGA Virtex-5 ファミリと、5 月にリリ

ースした Virtex-5 LX 製品の概要をご紹介します。Virtex-5 ファミリ

FPGA は 4 種類のプラットフォーム、L X、L X T、S X T、FXT を提供し、ア

プリケーションに最適なデバイスの選択が可能です。

所要時間：約 27 分

ザイリンクス出展イベント

7 月 27 日（木）～ 28 日（金）

◇主　催：電子情報通信学会 ソフトウェア無線研究会事務局
◇会　場：横須賀リサーチパーク（ YRP ）1 番館
◇U R L：http://www.ieice.or.jp/cs/sr/jpn/

ソフトウェア無線研究会 技術展示

ザイリンクスと東京エレクトロンデバイスが出展します。

9 月 29 日（ 金 ）

◇主　催：CQ出版社
◇会　場：UDX Conference（秋葉原）
◇U R L：http://www.cqpub.co.jp/tse/

高速インターフェース＆インターコネクト・
デザイン・ワークショップ

ザイリンクスと東京エレクトロンデバイス、
PALTEK が出展します。

E V E N T  C A L E N D A R

ザイリンクス販売代理店イベント


