
S o l u t i o n S  f o r  a  p r o g r a m m a b l e  w o r l d

Xcell journalXcell journal
73・74 合併号   2011  Summer 

ページ 8

スタックド ダイ技術の SSI で
28Gbps I/O を集積し
新時代を迎えるザイリンクスの FPGA

ザイリンクス FPGA : 
これからの環境に配慮した
産業用モーター制御

インテリジェント ドライブ デザインに
変革をもたらす Spartan-6

メインストリームへと近づくパーシャル
リコンフィギュレーション機能

SATA インターフェイスを備えた
シングルボード コンピューターを 
FPGA に集積



　ザイリンクスは昨年、「ムーアの法則を超える」新しいスタックドダイ アーキテクチャを採用した 
28nm 7 シリーズ FPGA や、400Gbps の帯域幅を可能にする Virtex®-7 FPGA ファミリ デバ
イスなど （本号の「スタックド ダイ技術の SSI で 28Gbps I/O を集積し、新時代を迎えるザイリン
クスの FPGA」で特集）、いくつかの重要な製品を発表しました。これら一連のニュースに紛れて見
過ごしていたかもしれませんが、ザイリンクス アライアンス プログラム (XAP) グループからも注目
すべきニュースが発表されています。Dave Tokic 率いる XAP チームは、デザインとインテグレーショ
ンのサービス、エンベデッド ソフトウェア、デザイン ツール、開発 / 評価用ボード、シリコン デバイ
ス テクノロジ、そしてとりわけ IP プロバイダーのエコシステムを強化するため、ザイリンクスの活動
内容を大幅に改革しました。この大掛かりな取り組みは 1 つの大きな到達点であり、今後長期的に
ザイリンクスのユーザーとパートナー双方に大きなメリットをもたらすはずです。
　1990 年代に IP が登場して以来、2 つの大きな問題が IP 業界を悩ませてきました。「使用してい
る IP が品質的に十分かどうか知るにはどうすればよいか」、そして「さまざまな IP をすべて接続する
には、どのバスを使用すればよいか」ということです。XAP グループの活動によって、これらの問題
が解決に向けて大きく前進しました。ザイリンクスは現在、エクステンシブル プロセッシング プラッ
トフォーム (EPP) アーキテクチャを採用し、ARM® MPU コアと FPGA ファブリックを 1 つのダイ
上で「共生」させるデバイス ( 詳細は、 Xcell Journal 70 & 71 合併号のカバー ストーリーを参照 )
を準備中です。また、ARM 社と協力してインターコネクトの業界標準プロトコル、AMBA® の次世
代規格を策定しました。この規格は AXI4 と呼ばれ、FPGA で使用するように最適化されています。
EPP 製品と 7 シリーズのデバイスは、すべて AXI4 インターコネクトを使用する予定です。AMBA 
用 IP を開発済みのユーザーやエコシステム プロバイダーは、 AXI4 を全社的な統一規格とすること
で、それらの IP をザイリンクスの FPGA に容易に移行できます。ザイリンクスにとっても、自社で 
IP を製造して、既存の IP ライブラリを今後も有効活用できるという利点があります。
　ザイリンクスは、ツール フロー内で IP のパッケージング、統合、再利用を行うための構造規格で
ある、IP-XACT (IEEE 1685、旧称 SPIRIT) など IP 業界の規格も採用しました。そして、VSIA 
の取り組みを引き継ぐ形で、ユーザーが IP の品質と実装の詳細を客観的に評価できるように、品質
と実装に対する共通の評価基準を確立しました。XAP グループはさらに、カスタマー ライセンス契
約を効率化する業界共通のプログラム「SignOnce」の設立にも寄与しました。アライアンス プログ
ラムに参加している多くの IP ベンダーが、SignOnce プログラムでライセンス契約を一本化していま
す。昨年リリースした Virtex-6 デバイスでは VITA FMC PCB を共通規格として採用しました。こ
の結果、IP ベンダーによるザイリンクス、Avnet 社、および東京エレクトロン デバイス社のターゲッ
ト デザイン プラットフォームに装着可能な開発ボードとドーターカードの提供が促進されました。
　さらに XAP グループは、アライアンス プログラムの認定プロセスを詳しく定め、ビジネス プラクティ
ス、技術と品質のプロセス、実績などを基準にサプライヤーの認定レベルを設定してプロバイダーの選
定基準を明確にしました。認定レベルには「メンバー」、「認定メンバー」、「プレミア メンバー」の 3 つが
あります。「メンバー」の条件は、自社の製品とサービスで確かな顧客満足度を維持しており、業績も良
好であること、「認定メンバー」として認定されるには、これに加え、FPGA インプリメンテーション技
術に関する特定の資格条件を満たす必要があります。最
高レベルの「プレミア メンバー」は、最高基準に準拠し
ていることが要求され、厳格な審査を受けます。
　規格の策定に関わる背景を長年記事にしてきた筆者
にとって、最終的決定に至り、活発に利用されている
のを見るのは、本当に素晴らしいことだと思います。
詳細については、http://japan.xilinx.com/alliance/
index.htm を参照してください。

L e t t e r  F r o m  t h e  P u b L i s h e r

Mike Santarini 
発行人

IP ベースの FPGA デザインの
エコシステムを充実させる
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　ザイリンクスは、FPGA の応用範囲と市
場規模をさらに拡大する 2 つの革新的な
技術を発表しました。1 つは、28nm の 
Virtex®-7 シリーズのハイエンド製品に採
用されることが昨年 10 月下旬に発表さ
れた、スタックド シリコン インターコネク
ト (SSI) テクノロジです (Xcell Journal、
71 & 72 合併号参照 )。複数のダイを 1 
つのシリコン インターポーザー上に接続す
るこの革新的なアーキテクチャを採用した 
Virtex-7 FPGA は、既に発表済みのほか
の 28nm FPGA と比べて 2 倍のロジック
容量に相当する最大 200 万ロジック セル
を集積し、現行世代のプロセス テクノロジ
で次世代の機能を実現します。
　もう 1 つは、昨年 11 月中旬に発表した 
Virtex-7 HT デバイス ファミリです。SSI 
テクノロジを利用して FPGA と高速トラ
ンシーバーのダイを 1 つの IC に集積した 
Virtex-7 HT デバイスは、通信機器など I/
O の高速化が求められる多くのアプリケー
ションに飛躍的な革新をもたらします。こ
れらの新しい FPGA には 28Gbps トラン
シーバーと 13.1Gbps トランシーバーが多
数搭載されており、100Gbps の通信機器
の開発だけでなく、400Gbps の通信ライ
ン カードも最終規格化を待たずに開発を進
めることが可能になります。

　 ムーアの法則を超える

　Intel 社の共同設立者 Gordon Moore 氏
が 1965 年 4 月 19 日号の Electronics 
誌 に 有 名 な 論 文「Cramming More 
Components onto Integrated Circuits」
を発表して以来、半導体業界は約 22 カ月
ごとに新しいシリコン プロセスを導入し、
デバイスに集積されるトランジスタの数を
倍増させてきました。ザイリンクスをはじめ
半導体業界の企業はムーアの法則を維持す
ることの重要性を認識し、市場をリードす

るために新しいシリコン プロセス テクノロジ
を競って導入してきました。
　近年、最先端のプロセス テクノロジを利
用したチップ デザインは非常に複雑になっ
ており、コストやリスクを考慮して多くの企
業が導入を躊躇するようになっています。こ
うした中、ザイリンクスは次世代デバイスの 
Virtex-7 FPGA でデバイスの容量を 2 倍以
上にする画期的な方法を考案しました。業界
他社に先がけて投入されるこのスタックド ダ
イ アーキテクチャにより、ザイリンクスは世
界最大規模の FPGA をラインナップに加え
ることになります。中でも最大規模を誇る 
28nm Virtex-7 XC7V2000T は、200 
万ロジック セル、305,400 ロジック スラ
イス、46,512k ビット のブ ロック RAM、
2,160 個の DSP スライス、36 個の GTX 
10.3125Gbps トランシーバーを搭載して
います。これにより、Virtex-7 ファミリに
は SSI テクノロジを採用した FPGA およ
びモノリシック構成の FPGA の両方がライ
ンナップされることになります。7 シリーズ
はハイエンドの Virtex-7 のほか、コストと
消費電力を抑えた新しい Artix ™ FPGA と
ミッドレンジの Kintex ™ FPGA で構成さ
れており、これらはすべて共通の ASMBL 
(Application Specific Modular Block) 
アーキテクチャを採用しています。
　新しい SSI テクノロジは、FPGA のさら
なる大容量化を切望するユーザーにとってこ
の上ない朗報となるでしょう。メインストリー
ムのロジック チップに SSI テクノロジを採用
し、製品化に成功した技術力は、半導体業
界の中でも特筆すべきものです。多くの企業
が容量、インテグレーション、PCB フットプ
リントなどの面でスタックド ダイ アーキテク
チャにどのような利点があるかを評価してい
る段階で、ザイリンクスはいち早く SSI テク
ノロジを採用した製品を市場に投入していま
す。これら企業の多くがスタックド ダイ技術
を単にムーアの法則を維持するものとしか位

Mike Santarini
Publisher, Xcell Journal
Xilinx, Inc.
mike.santarini@xilinx.com 

ムーアの法則を超える SSI テクノロジと 
28Gbps トランシーバーでイノベーションを
牽引する FPGA 新時代の到来
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置付けていませんが、ザイリンクスはムーア
の法則を超える手段、すなわち種類の異な
る複数のダイを補完的に 1 つの IC フット
プリントに混載し、システム性能の向上、部
材コスト (BOM) の削減、消費電力の削減
を飛躍的に前進させる技術と考えています。

　 スタックド シリコン アーキテクチャ

　ザイリンクスの シリコン テクノロジ グ
ループの コーポレート バイス プレジデン
ト、Liam Madden は次のように述べてい
ます。「ザイリンクスの新しい SSI テクノロ
ジは、実質的に次世代の密度を現行世代の
プロセス テクノロジで実現します。ダイ サ
イズが大きくなると歩留まりは急激に低下
するため、大型のダイの構築は非常に難しく、
コストがかかるという問題があります。この
新しいアーキテクチャは、サイズの小さいダ
イを構築し、これらを複数並べて 1 つのシ
リコン インターポーザー上で相互接続するこ
とにより、見かけ上、1 つのダイのように機
能させるというものです」( 図 1)。

ダイ間接続には、シリコン インターポーザー
内の配線層を使用します。これは、多層プ
リント基板で個別部品を相互接続するのと
同じ要領です ( 図 2)。ダイとシリコン イン
ターポーザーの配線層は数多くのマイクロ
バンプで接続します。また、このアーキテ
クチャではパッシブ シリコン インターポー
ザーにシリコン貫通ビア (TSV) を設け、こ
れを介してデバイス上の各ダイとオフチップ
のリソースが直接通信できるようにしていま
す ( 図 3)。データは、10,000 通り以上の
配線接続を通じて隣接した FPGA 間を流れ
るようになっています。
　SiP (System-in-Package) や マ ル チ
チップ モジュールの構成と比べ、パッシブ 
シリコン インターポーザーには大きな利点
があるとして、Madden は次のように述べ
ています。「デバイスの各ダイは、通常のメ
タル配線によるシリコン インターコネクトで
接続しています。この方が、SiP よりも多く
の接続をシリコン内部に確保できます。し
かしこのアプローチの最大の利点は、消費
電力が少ないことにあります。複数のダイを

チップ インターコネクトで接続しているた
め、大規模なトレース、パッケージ、回路
基板などでダイを接続した場合よりも消費
電力ははるかに少なくなります」。
　事実、SSI テクノロジではダイ間接続の
ワット当たりの帯域幅は 100 倍以上、レ
イテンシは 1/5 となり、高速のシリアルま
たはパラレル I/O リソースも一切使用しま
せん。
　マイクロバンプがパッケージに直接接続さ
れていない点についても Madden は言及し
ています。マイクロバンプはまずパッシブ イ
ンターポーザーに接続され、その配線を通
じて隣接するダイと接続されます。こうする
ことで、マイクロバンプを静電気放電から
保護できます。また、ダイを横並びに配置し
て最終的に BGA に接続しているため、単
純な垂直方向のスタックド ダイ構成に比べ、
熱流束やシグナル インテグリティ、デザイ
ン ツール フローなどの問題が起こりにくい
という利点もあります。
モノリシック デバイスの 7 シリーズ同様、
Virtex-7 デバイ ス の SSI は TSMC の 
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図 1 – 複数のダイ ( スライス ) を 
1 つのシリコン インターポーザー
の上に並べて配置したスタックド 
シリコン アーキテクチャ



28nm HPL (High-Performance, Low-
power) プロセス テクノロジでインプリメ
ントされました。このプロセス テクノロジ
は、電力効率とパフォーマンスのバランス
を最適化した FPGA 向けにザイリンクス
と TSMC が 共同 開 発したものです ( 詳
細 は Xcell Journal、71 & 72 合 併 号 の 
COVER STORY 内囲み記事を参照 )

　 新しいツールは不要

　SSI テクノロジは容量を飛躍的に拡張する
革新的技術ですが、ユーザーのデザイン手法
に大規模な変更が生じることはありません。
この点について Madden は次のように述べ

ています。「このアーキテクチャの 1 つの優
位性として、モノリシック FPGA アーキテク
チャの場合に長い配線が必要だった場所に
沿って各スライス (デバイス上の個々のダイ) 
のエッジを配置できたという点が挙げられま
す。このため、ツールに根本的な変更を加え
なくてもこれらの新しいデバイスをサポート
できました」。したがって、「お客様のデザイ
ン手法やフローにも大規模な変更は一切必
要ありません」。
　また、このテクノロジによって利用できる
ロジック セルの数が格段に増えるため、フ
ロアプランニング ツールをデザイン フロー
に加えることで大きな効果が期待されるとい
う点についても Madden は言及しています。

 　サプライ チェーンを重視

デザイン自体がいくら革新的でも、そのよ
うなデバイスを実際に市場に投入するには
課題があります。中でも特に大きいのが、
製造から組み立て、テスト、流通までをカバー
するサプライ チェーンをいかに構築するか
という点です。このデバイスを最終的に製品
として完成させるには、まず個々のダイを
ウェハー レベルで徹底的にテストし、分類
および選別を行ってからインターポーザーに
接続する必要があります。次にパッケージン
グを行い、最終テストを実施して接続が正
しいことを確認してから最終製品として出荷
します。
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28nm FPGA Slice 28nm FPGA Slice

Package Substrate

28nm FPGA Slice 28nm FPGA Slicece 28nm FPGA Slice 28nm FPGA Slice

図 2 – パッシブ シリコン インターポー
ザー、マイクロバンプ、TSV を使用した
ザイリンクスのスタックド シリコン 
テクノロジ
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　Madden のグループは TSMC をはじめ
とするパートナー各社と幅広く協力してサプ
ライ チェーンを構築しました。「今回、業界
初の試みとしてファウンドリと半導体組立検
査委託 (OSAT) 企業の垣根を越えたサプラ
イ チェーンを構築しました。かつて、これほ
どの規模のサプライ チェーン構築に成功し
た例はありません」と Madden は述べてい
ます。
　「このアプローチのもう 1 つの利点は、ザ
イリンクスの現行デバイスで採用されてい
るのと基本的に同じテスト アプローチを使
用できるという点にあります。現在ザイリン
クスで使用しているテスト テクノロジでは 
KGD (Known-Good Die) を量産できます
が、このことがスタックド ダイ技術で大き
な意味を持ちます。というのも、スタック
ド ダイ技術では一般にウェハー レベルでの
テストが最大の課題の 1 つとなるためです」
(Madden)。
　SSI テクノロジは、ザイリンクスの複数の 
FPGA ダイを 1 つの IC に集積することを
可能にします。ということは、このアーキテ
クチャを利用して FPGA とほかのダイをさ
まざまに組み合わせ、完全に新しいデバイ
スを作り出すことも可能ということになりま
す。SSI テクノロジ発表のわずか数週間後に

リリースされたザイリンクスのハイエンド デ
バイス、Virtex-7 HT はまさにそうした製品
です。

　 400Gbps の通信機器を牽引

　新しく発表された Virtex-7 HT デバイス 
ファミリは、100 ～ 400Gbps の通信機
器を開発しているメーカーのニーズに応える
製品です。Virtex-7 HT は 1 つの IC に複
数の 28nm FPGA ダイを集積して数十個
の 13.1Gbps トランシーバーを搭載してい
るほか、28Gbps トランシーバーを搭載し
た ASIC ダイも集積しています。この結果、
Virtex-7 HT デバイスは大容量のロジック 
セルだけでなく最先端のトランシーバー性能
および信頼性を兼ね備えた強力な製品となっ
ています。
　Virex-7 HT の最も大 規模な 製品にはロ
ジックおよびメモリのほか、16 個の GTZ 
28Gbps トランシーバー、72 個の 13.1Gbps 
トランシーバーが搭載されており、競合デバ
イスをはるかに上回るトランシーバー性能と
容量を実現しています ( ビデオ 1、http://
www.youtube.com/user/XilinxInc#p/
c/71A9E924ED61B8F9/1/eTHjt67ViK0 
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図 3 – 28nm Virtex-7 デバイスの実際の断面図。マイクロバンプ (上部にある線上のドット) 
と、その接続をシリコン インターポーザー下部まで引き出すシリコン貫通ビア (TSV)

ビデオ 1 – 28Gbps トランシー
バーを搭載した Virtex-7 HT に
ついて Howard Johnson 博士
が解説。
http://www.youtube.com/
user/XilinxInc#p/c/71A9E924
ED61B8F9/1/eTHjt67ViK0



を参照 )。
　「ザイリンクスは SSI テクノロジを利用
して Virtex-7 デバイスに 28Gbps トラン
シーバーを搭載しました。トランシーバー
を別の ASIC ダイとして集積することによ
り、28Gbps トランシーバーの性能を最適
化できただけでなく、機能を電気的に絶縁
し、最先端のトランシーバー性能と信頼性
が要求されるアプリケーションにも十分に
対応できる高い信頼性を実現できたのです」
(Madden)。
　帯域幅に対する要求が飛躍的に高まる中、
通信業界では新しいネットワークの構築が
急務となっています。無線ネットワークでは
現在、40Gbps データ転送をサポートした
機器への移行が急速に進んでおり、有線ネッ
トワークにおいてはさらに上の 100Gbps 
に到達しようとしています。ネットワーク機
器は何度も世代交代を遂げてきましたが、
FPGA はその誕生以来、これら世代のほと
んどすべてで重要な役割を果たしてきました 
(Xcell Journal、65 & 66 合併号および 

67 & 68合併号の COVER STORY 参照)。
　従来の通信機器のデザインでは、さまざ
まなプロトコルで送信された信号を受信し、
これらを機器とネットワークが使用する共通
のプロトコルに変換して次の宛先へデータを
転送するという処理に FPGA が使用されて
きました。しかし、これまでは受信信号の
モニタリングと変換を行う FPGA と、その
信号を次の宛先に転送する FPGA の間にプ
ロセッサを置くのが一般的でした。FPGA 
の容量および機能が向上した現在、1 個の 
FPGA で送信と受信、そして処理機能の実
行が可能になり、システムのモニタリング機
能が強化されて高性能化が図れます。この結
果、ネットワーク機器の BOM コストが低減
するだけでなく、高い信頼性を維持したまま 
24 時間 365 日の連続稼動が要求される
ネットワーク機器の消費電力および冷却コス
トが削減されます。
　ホワイトペーパー「業界で最大の帯域幅を
持つ単一 FPGA で世界で初めて 400G 通
信ライン カードに対応」の中で、ザイリンク
スの Greg Lara は Virtex-7 HT デバイス
の利点を活かすことができる通信機器をい
くつか例示しています (http://japan.xilinx.
com/support/documentation/white_
papers/j_wp385_V7_28G_for_400G_
Comm_Line_Cards.pdf)。
　 中 で も 代 表 的 な も の として、OTU-4 
(Optical Transfer Unit) トランスポンダー
をサポートした 100Gbps ライン カード
があります。このほか、マックスポンダー
や SAR (Service Aggregation Router)、
高いデータ処理能力が求められる低コス
トの 120Gbps パケット処理ライン カー
ド、100G マルチポート Ethernet ブリッ
ジ、400Gbps Ethernet ラ イ ン カ ー ド
にも Virtex-7 HT デバイスが適していま
す。そ の 他 のアプリケーション例として
は、19.6Gbps の CPRI (Common Public 
Radio Interface) 要件を満たした基地局本
体と RRH (Remote Radio Head)、そして 
100Gbps や 400Gbps のテスト装置など
が考えられます。

　 ジッターとアイ ダイアグラム

　これら通信機器で特に重視されるのが、
FPGA トランシーバーの信号の安定性と信
頼性、そしてジッターや干渉、あるいは電
源システムのノイズに起因するゆらぎへの

耐性です。たとえば CEI-28G 規格では、
28Gbps ネットワーク機器に対して非常に
厳しいジッター要件が定められています。
ザイリンクス、高速シリアル I/O 担当シニ
ア マーケティング マネージャーの Panch 
Chandrasekaran は、28Gbps での動作
にはシグナル インテグリティが非常に重要
な要素になると指摘しています。特に CEI-
28G の厳しいジッター要件を満たすため、
新しいザイリンクス FPGA のトランシー
バーには LC タンク デザインおよび高度な
等化回路を使用した PLL (Phase-Locked 
Loop) を採用し、確定的ジッターを解消し
ています。
　「28Gbps のシグナリング速度ではノイ
ズの分離性が非常に重要なパラメーターと
なります。FPGA ファブリックとトランシー
バーが別々のダイにあると、ノイズの影響
を受けやすい 28Gbps アナログ回路がデ
ジタル FPGA 回路から分離されるため、
モノリシックなインプリメンテーションと比
較して非常に優れた分離性が得られます」
と Chandrasekaran は述べています ( 図 
4a、4b)。
　この FPGA デザインにはレーン間のス
キューを 最小化 する 機 能もあり、SFI-S 
(Scalable Serdes Framer Interface) 規
格のように非常に要件の厳しい光通信規格
にも対応できます。
　しかも、この GTZ トランシーバーには
外付けのリファレンス抵抗が必要ないため 
BOM コストが削減され、ボード デザインも
簡略化されます。このほか、等化後のデー
タ アイの高さと幅を自動的に計測する「アイ 
スキャン」機能も内蔵されています。エンジ
ニアは専用機器なしでもこの診断ツールを利
用して、アクティブなチャネルに対してジッ
ター バジェット解析を実行し、トランシー
バーのパラメーターを調整して最適な信号品
質を得ることができます。
　7 シ リ ーズ FPGA に 対 応 し た ISE® 
Design Suite ソフトウェア ツールは既に利
用可能となっています。SSI テクノロジを搭
載し、ロジック容量を飛躍的に拡大した 
Virtex-7 FPGA は年内にリリース予定です。
Virtex-7 HT デバイスは、2012 年上半期
にサンプル出荷の開始を予定しています。
Virtex-7 FPGA および SSI テクノロジの詳
細 に つ い て は、http://japan.xilinx.com/
innovation/7-series-fpgas.htm をご覧く
ださい。
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図 4a – 優れたアイ開口とジッター特性
を示すザイリンクスの 28Gbps 
トランシーバー (PRBS31 データ 
パターンを使用 )

図 4b – 競合デバイスの 28Gbps 信号。
はるかにシンプルな PRBS7 パターンを
使用しているにもかかわらず信号ノイズが
極めて多く、アイが閉じている。
 ( アイ サイズはほぼ相対スケールで表示 )

http://japan.xilinx.com/



産業用モーター制御の高度化を支える、
最新のターゲット デザイン プラットフォーム

ザイリンクスの FPGA : これからの
環境に配慮した産業用モーター制御

Mike Santarini
Publisher, Xcell Journal
Xilinx, Inc.
mike.santarini@xilinx.com

　電気モーターは、玩具や家電製品、オフィ
スの空調機器、自動車や鉄道、工場の組
み立てラインなどさまざまな用途で使用さ
れているほか、火星探査機までもその活
躍の場を広げています。このような幅広い
分野に応用されていることからもわかるよ
うに、電気モーターには数多くの種類があ
り、それぞれにメリットとデメリットがあり
ます。電気モーターの設計時や自社製品
に組み込むモーターの選定時には、機能、
サイズ、消費電力、効率、性能、信頼性、
製品寿命、そしてもちろんコストなど多く
の特性を考慮する必要があります。
　今日、FPGA を使用した最先端のモー
ター制御システムによって、高効率かつ高
度なオートメーションを実現する電気モー
ターの新しい時代が幕を開けようとして
います。世界中の製品を生産すると同時
に、世界中のエネルギーの多くを消費す
る工場でこの新しいモーター システムの
導入が始まっているのです。これを受けて
ザイリンクスは、最先端のモーター制御
システムの短期開発だけでなくファクトリ
のオートメーションと高効率化を実現する
ターゲット デザイン プラットフォームの
リリースを 2011 年第 1 四半期から開始
します。
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複雑化する工場のモーター制御

　ザイリンクスで ISM ( 産業、科学、医
療 ) グループの製品ライン シニア マネー
ジャーを務める Joe Mallett は、産業用
モーター制御の機能を、「通信」、「制御」、

「駆動」、「フィードバック」、「診断」の 5 
つの要素で捉えています。
　産業用モーター制御システムは少なくと
も、外部とのなんらかの「通信」機能を備え、
マスター コントローラーやエンタープライ
ズ ソフトウェアを介してほかのモーターと
協調動作するものであると Mallett は言
います。「工場におけるモーター制御の通
信部分といえばシリアル通信でしたが、現
在では、特に安全性が重視されるアプリ
ケーションでリアルタイム性が要求される
ためと、イーサネットで構築されてきた企
業内システムとの連携が容易になるため
イーサネットへの切り替えが急速に進んで
います。」(Mallett)。
　「制御」は、一般にこの業界ではモーター
制御システムの中心にあるアルゴリズムを
表す言葉です。アルゴリズムは、別の要素
である「駆動」を「制御」する役割、具体
的には、電流を切り替えてモーターを駆
動するシリコン パワー デバイスを制御す
る役割を担っています。制御および駆動が
連動して「制御と駆動のループ」を形成し、
アプリケーションに最適な性能かつ効率と
なるモーター動作を実現します。
　モ ー ター 制 御システムの次の 要 素 は

「フィードバック」です。「フィードバックは、
位置、速度、トルクなどの側面からリア
ルタイムでモーターを監視する複数のセン
サーによって実現します」と、Mallett 氏
は述べています。「信頼性を確保するため
に、多くのメーカーがセンサー数を最小限
に抑えようと努めています。そのためセン
サーレス制御に移行しつつある中で、フィー
ドバック情報を得るには高性能で高度なア
ルゴリズムが必要です」。
　このシステムを構成する最後の要素は

「診断」機能です。「最近ではモーターが
故障しそうな時期を予測できる機能が求
められています。予測と診断にも、高速
な判断機能と高度な信号処理が必要です」
(Mallett)。
　ここ数年モーター制御分野では、工場
設備、自動車、さらに玩具においても、モー
ターの効率向上が研究開発の焦点となっ

ター制御システムでさえも複雑なアルゴリ
ズムを採用していると Corradi は言いま
す。フィードバック機能や診断機能を組み
込むと複雑さは増しますが、モーターに
障害が起こりそうな場合ただちに操作員
に警告し、場合によってはその種類を特
定して故障の程度を測るシステムの構築
も可能です。
　「すべてのモーターはやがて磨耗します
が、その時期と可能性を予測できれば、
きわめて有益です。組み立てラインのモー
ターが不意に故障すると、工場全体の操
業停止さえ引き起こしかねません。モー
ターを効率よく制御するアルゴリズムの
開発はとても煩雑な作業ですが、このよ
うな診断機能を実装しようとすると、さ
らに高度なアルゴリズムと、それを処理
する高度なデバイスが必要になります」
(Corradi)。
　最新の制御システムの中には、機構部
分のクラックをセンサーで検知して数ミリ
秒以内に機械を停止し、作業員が負傷す
るような重大事故の発生を回避する、能
動的でリアルタイムに反応する安全機能
を装備したものもあります。このような先
進的な安全機能に対する標準化、法律に
よる義務化が進められていると Mallett 
は指摘します。たとえば IEC 61508 規
格は、制御システムは危険性のある状態
を検出すると同時に危険な事象を防止す
る機能を 装備する、と規 定しています。
な お 欧 州 で は、Machinery Directive 
( 機 械 指 令 ) 2006/42/EC が 2009 
年 12 月に施行され、IEC 61508 に準
拠した製品の供給が機器メーカーに義務
付けられています。
　工場内でのモーター制御の利用は、効
率性、安全性、モーター寿命の監視に留
まらず、たとえば、ロボットにこれまで以
上に高度な作業を正確に行わせるのにも
使用されています。「1 台のロボットに複
数のモーターが搭載され、それぞれが複
数の機能を実行する必要があります。複
数の作業を切り替えるようにプログラム
可能なだけでなく、ほかのロボットとの協
調動作も必要です。ロボットのモーター
を駆動するアルゴリズムは技術的にきわ
めて先進的です」と、Corradi は説明し
ます。
　HVAC システムにおいてもモーター制
御の役割はとても重要です。多くの工場

ています。
　工場では、ロボット、電動工具、組み立
てライン、HVAC ( 暖房、換気、空調 ) シ
ステムのいずれに動力を与えるにも電 気
モーターに大きく依存しています。受注対
応および収益確保のため、多くの工場がす
べての機器や設備を 24 時間 365 日休
みなく稼動させています。このような状況
で電気モーターが故障してしまうと、組み
立てラインや工場全体が停止したり、作業
者に危害が及ぶ可能性もあるため、信頼性
と効率性が最も重要視されます。

　 効率性、信頼性、安全性を
　 実現した最先端のモーター制御

　24 時間 365 日稼動した場合、エネル
ギー消費量は工場の総所有コスト (TCO) 
および企業収益に大きな影響を及ぼすこ
とになります。工場では、効率性の向上が
一層強く求められていると Mallett は指
摘します。
　「電気料金が下げられるにこしたことは
ありませんが、その方法がないのが実情
です。もちろん、公害防止やエネルギー消
費抑制を義務化した法律や規制に従う必
要がありますが、ほとんどの工場には、操
業を長期間停止して効率のよい新たな機
器や設備に入れ替える余裕はありません。
既存の設備の能率を上げつつ工場のダウ
ンタイムを必要最小限に抑えながら、よ
り高効率の新しいモーター機器へ徐々に
置き換えていくことが望まれています。こ
のような状況の中、機器メーカーや設備
メーカーは、工場のエネルギー削減要件
を満たす最高効率なモーターと制御アル
ゴリズムの開発にしのぎを削っています」
(Mallett)。
　モーターの効率を最大限に高めるには、
実際の使用に応じて制御アルゴリズムを微
調整する必要があり、モーター 1 台の効
率を上げるだけでもモーター制御ユニット
の開発はとても複雑な作業になると、ザ
イリンクスで ISM マーケットのシステム 
アーキテクトを務める Giulio Corradi は
指摘します。複数のモーターを制御したり、
フィードバック機能および診断機能を組み
込む必要がある場合、それ以上に複雑な
アルゴリズムが要求されます。
　1 台または複数台のモーターへの出力
を調整するためには、最も基本的なモー
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には化学物質、溶剤、汚染物質などがあ
るため、適切な換気が不可欠です。空気
中の塵を最小限に抑えなければならない
クリーン ルームでも同様です。これらの
設備は当然のことながら、常時正しく動
作する必要があります。
　Mallett によると、現 代 の工場では、
組み立てライン、ロボット、HVAC など
すべてのシステムが相互に関連し、接続
されており、互いに協調して動作する必
要があります。多くの新しいシステムで産
業用イーサネットなど高速の有線インター
コネクトが採用される一方で、無線ネット
ワークの導入も始まっています。工場はノ
イズが生じやすい環境にあるため、今後
ワイヤレスが一般的になると、モーター
制御のデザインはさらに複雑なものとな
るでしょう。

　 高度なモーター制御に搭載された
　 既成のマイクロプロセッサに
　 置き換わる FPGA

　このように工場の現場では、処理性能

に対する要件も飛躍的に高くなっており、
プロセッサを使用した従来のモーター制
御からプログラマブル ロジック制御への
置き換えが進んでいます。
工場でのモーター制御には長年マイクロ
コントローラーが使用されてきましたが、
この手法には限界があります。「最近の工
場システムはハイテク化され、数多くの
機能を統合しているため、複数のマイク
ロコントローラーで構成しようとすると、
大規模で高コストになります。しかも実
装後、モーター制御に追加できる機能も
非常に限 定されます」と Corradi は述
べています。「必要とされる高度な機能
すべてをシングル チップに統合するには 
FPGA が 最 適 です。しかも工場にシス
テムを配備してからの機能追加も可能で
す」。
　複雑化するシステムの一例として、モー
ター制御のフィードバック情報を単にロー
カルの制御部に送るのではなく、ネット
ワークを経由してエンタープライズ ソフ
トウェアに送る「ネットワーク制御システ
ム」が挙げられます。このようなアプリ

ケーションでは、「制御アルゴリズムだけ
が複雑になるのではなく、実質的にネッ
トワークもシステムの一部として構成さ
れるため (in-the-loop)、標準的な既成
のプロセッサの能力をはるかに超えたリ
アルタイム処理性能が要求されます」と 
Corradi は説明します。「しかし FPGA 
であれば、ネットワークとモーター制御
の同時 処 理は決して難しくありません」
( 図 2 参照 )。
　「1 つの FPGA でマイクロコントロー
ラー 数十 個 分に相当する処 理 が 可能 で
す。ボードに多くのプロセッサを配置する
よりも、1 つのデバイスで構成できた方
が、複雑な機能をより簡単に実装できる
ことは明らかです」(Corradi)。
　FPGA は、シリアル処理だけでなくパ
ラレル処理でも優れた性能を発揮します。
つまり、1 つの FPGA で、異なるモー
ターの複数のモーター制御機能を同時に
調整するようプログラムできます。リアル
タイム性能にも優れ、センサーが危険な
状態を検知したときにラインを数ミリ秒
以内で停止させる安全機能の要件にも応
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図 1 - 工場内で多用途に使用される最先端のモーター制御だけでなく、工場内と
　　　 企業内のシステム間の接続でも重要性を増しつつあるザイリンクスの FPGA
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えられます。「シリコン固有の機能、専用
ハードウェア IP、およびソフトウェア ス
タックを組み合わせて、FPGA 内部で機
能安全を実現できます」(Corradi)。
　モーター制御システムに安全機能を実
装するには、FPGA が持つ高い信頼性と、
ザイリンクスが航空宇宙分野で 20 年以
上にわたって改良を重ねてきたデザイン
技 術を活用できると Corradi は言いま
す。「モーター制御ユニットに安全機能を
組み込もうとすると、通常は、専用チップ
を設計する必要がありました。FPGA の
場合、チップをセグメント化するだけで安
全機能の部分とそれ以外の部分を簡単に
分割できます。これにより、安全機能の
部分はそのまま残しておくことができるた
め、派生システムの展開やシステムのアッ
プグレードが簡単です」。
　また、これらのシステムで宇宙向けシ
ステム並みの安全制御を確保するために、
デザインの安全制御機能を二重化または
三重化することも可能です。
実際に、モーター制御の安全機能を専門
とする複数のメーカーは FPGA テクノロ
ジーをいち早く採用してきました。「開発
期間の短縮と信頼性の向上に加え、安全
機能とそれ以外の機能とを明確に分割で
きる FPGA のメリットが評価された結果
です」(Corradi)。

産業用イーサネットのモーター制御
　 を対象としたターゲット 

デザイン プラットフォームを提供

　以上を背景に、多くのメーカーが、産業
用モーター制御においてプロセッサ ベー
スのシステムから FPGA を使用したシス
テムへ転換を進めています。Mallett は、
FPGA の採用ペースは今後数年のうちに
速まると予測しており、特にファクトリ 
オートメーションとモーター制御に最適化
されたザイリンクスのターゲット デザイン 
プラットフォームのリリースによってその
流れは加速すると見ています。
　この特定市場向けのターゲット デザイ
ン プラットフォームには、再先端のモー
ター コントローラーを開発するために必
要なすべてがパッケージされています。開
発環境は、産業用イーサネットとモーター
制御を単一のプラットフォームに統合する
ために必要なハードウェア、ツール、IP で
構成されます。また、ターゲット デザイン 
プラットフォームの一部として、開発期間
の短縮と製品の差別化に役立つターゲッ
ト リファレンス デザインも提供されてい
ます。
　第 1 世代のターゲット デザイン プラッ
トフォームには MicroBlaze(R) プロセッ
サを組み込んだ Spartan®-6 FPGA が

採用されています。将来は ARM® MPU 
をベースとしたエクステンシブル プロセッ
シング プラットフォームへの展開も想定し
ており、モーター制御デザインにおけるプ
ログラマブル ロジックの役割はさらに大
きなものとなるでしょう。工場の消費エネ
ルギーと経費の大幅な削減に加えて、世
界中の工場作業員の安全確保に寄与する
ことが期待されます。
　ファクトリ オートメーションを対象とし
たターゲット デザイン プラットフォーム
で重要な役割を果たすのが、Spartan-6 
を用いたモーター コントローラーの迅速
な開発を支援するためにザイリンクスと
パートナー企業が提供する、汎用および
特定マーケット向けの IP コア ライブラ
リです ( ページからの関連記事も参照し
てください )。
　工場で終始していたモーター制御システ
ムの開発を通じて機器メーカーや設備メー
カーが FPGA のプログラミングに習熟す
れば、製品の種別を超えて、さらには別
の制御アプリケーションにも FPGA ベー
スのモーター制御が使用されるのではな
いかと Mallet は期待を寄せています。「機
器メーカーや設備メーカーはモーターその
ものや制御方法の改良を常に模索してい
ます。このような目的に FPGA は理想的
といえるでしょう」(Mallet)。  

図 2 - 単一の FPGA に多数のモーター制御機能を実装可能
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　インテリジェント ドライブの製造業者に
加え、オートモーティブや ISM セクターの
各メーカーは、市場の新たなニーズと常に
発展する規格に対応し続けなければならな
いという課題を抱えています。最近の産業
用アプリケーションおよびオートモーティ
ブ アプリケーションに使用されるモーター
は、高効率、低ノイズ、広速度範囲、高信
頼性といったさまざまな要件を限られたコ
ストで満たす必要があります。今日の工場
では、モーター駆動の機器や設備が全電
気エネルギーの 2/3 を消費していると言
われ、エネルギー効率の高いシステムの開
発が急務となっています。また、ドライブ
は大規模なプロセスを構成する要素の 1 
つであるため、相互運用性も重要なデザイ
ン要件となります。ネットワーク内のドラ
イブを標準化するための産業用ネットワー
ク プロトコル ( フィールドバス ) およびデ
バイス プロファイルが数多く存在すること
が相互運用性に大きな影響を与えていま
す。CAN や Profibus などのフィールドバ
スはその派生タイプもあり、同じ総称を使
用していたとしても十分な相互互換性が得
られない場合もあります。フィールドバス
のメーカーは、コスト削減と産業用コント

ローラー間の通信機能を向上させるため
に、イーサネットを用いた産業用ネットワー
ク ソリューションの開発を進め、近年では
EtherCAT、Profinet、EtherNet I/P な
ど、複数の新たなプロトコルも登場してい
ます。しかし、これらのプロトコルもそれ
ぞれが異なるテクノロジーであり、モーター 
ドライブを扱うメーカーは主要プロトコル
すべてに対応するのに苦労しています。
　ザイリンクス デザイン サービス (XDS) 
は、ISM セ ク タ ー の お 客 様 向 け に、
CANopen お よび EtherCAT インター
フェイスをサポートする、FPGA ベースの
モーター制御プラットフォームのプロトタ
イプ作成を通じてこの課題に取り組んでき
ました。XDS の役割は、次世代のインテ
リジェント ドライブ システムに活用でき
る、フル機能かつ横展開が可能なモジュ
ラー システムの設計とインプリメンテー
ションをサポートすることです。ザイリンク
ス Spartan®-6 FPGA SP605 評価キッ

トをベースとするターゲット デザイン プ
ラットフォームとサードパーティ IP によっ
て、モジュラー システム アーキテクチャを
最先端のモーター制御アルゴリズムや産業
用ネットワークに対応できるようにするこ
とで、高効率でスケーラブルなデザインが
構築可能となります。

　 FPGA の道を選ぶ

　 マイク ロ コ ント ロ ー ラ ー を ベ ース と
した 既 存 のソリュー ション で は、 ユー
ザーが最も必要とする「スケーラブルな
プラットフォーム 」は実 現で きません。
Spartan-6 FPGA を 用 い たイン テリ
ジェント ドライブ制御システムは、要求
されるスケーラビリティ、ロジック、演算
処理能力をすべてシングルチップで実現
でき、コスト削減だけでなく陳腐化を回
避できるというメリットがあります。この
ようなプラットフォームは、今後登場す
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インテリジェント ドライブ デザインに
変革をもたらす Spartan-6
ネットワーク インターフェイスに依存しないインテリジェント 
ドライブ制御システムのプロトタイプを SP605 評価キットと
最先端のモーター制御 IP を使用して開発
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る産業用ネットワークの新しい規格や効
率の高いモーター制御アルゴリズムに対
応しながら、長 期にわたるアップグレー
ドが可能です。FPGA は再プログラム可
能なため、基本的なモーター制御システ
ムを要件に従ってカスタマイズでき、既
存の産業用ネットワークへの統合も簡単
です。つまり、Spartan-6 FPGA を活
用すればインダストリアル分野のあらゆ
る困難な要件に対応できることを意味し
ます。
　我々のカスタマーのみならず、FPGA 
を使用したシステム設計経験の浅い方に
とっても、検証済みの機能を多数備えた
ザイリンクスのターゲット デザイン プ
ラットフォームは理想的な出発点といえ
るでしょう。ドメインおよび市場に特化
したプラットフォームをベースのプラット
フォームに組み合わせることで、設計工数
の多くを簡略化できます。また、ターゲッ
ト リファレンス デザインでは実践的な形
で FPGA がインプリメントされているた
め、開発者は設計手法を身に付けるため
に長時間を費やすことなく、最終製品の
差別化のための設計に注力できます。
　 ザ イ リ ン ク ス の ソ リュー シ ョ ン は、
Spartan-6 SP605 評 価 キ ッ ト
を、QDeSys 社 が 提 供 す る NetMot 
FMC ボ ー ド と IP、Bosch 社 お よ び 
Beckhoff 社 が 提 供 する産 業 用 ネット
ワーク IP と統合して提供されています。
システムの開発に必要な基本構築ブロッ
クが用意されているだけでなく、専用の 
FPGA ボードを必要とせずにプロトタイ
プ作成に取り組むことができるため、最
小限のコストで新しいプラットフォームの
技術的な実現性を検証できます。新しい 
FPGA システム デザインのタイム トゥ 
マーケットの短縮とリスク低減をさらに
進めるために、ユーザーからはプロトタイ
プの提供だけでなく、次世代インテリジェ
ント ドライブへの FPGA の導入も期待
されています。
　このようなアプローチはエンジニアと
彼らの管理者双方にメリットをもたらし
ます。エンジニアは XDS で提供される
ベスト プラクティスを参考にすることで 
FPGA ベースのデザインを短時間で習得
でき、管理者はビジネス リスクの低減と
製品化までの期間短縮を図ることが可能
になります。

ワ ー ク (CAN) 向 け ) お よ び TwinCAT 
(EtherCAT インダストリアル イーサネット 
フィールドバス システム向け ) に対応する
ために、PC 上で動作する 2 種類の PLC 
を使用しました。PLC は、開始や停止など
あらかじめ定義されたコマンド メッセージ
を生成し、受信した応答 ( その時点の速度、
温度、電圧など ) を解析してモーターの動
作を検証します。
　PLC とインテリジェント ドライブ (CAN 
または EtherCAT) の組み合わせによっ
て、産業用ネットワークにはシリアル バス
または標準的な 100Mbit イーサネット イ
ンターフェイスのいずれかが使用されます。
プロトタイプでは、いずれのソリューション
でも PLC とモーターを直接接続し、CAN 
では 2 線式のシリアル インターフェイス、
EtherCAT では標準的な RJ45 00Base-
TX イーサネット接続が使用されます。
　モーター制御 PCB ( プリント回路基板 ) 
は、通常インテリジェント ドライブで使
用される PCB の 1 つで、PLC からのコ
マンドによってモーターを制御する役割を
担います。FPGA の柔軟性が発揮される
のはこのモーター制御ボードです。従来の 
ASIC/ マイクロプロセッサーを用いたデザ
インではインターフェイスとモーター制御
アルゴリズムを 1 つずつしか搭載できませ
んが、Spartan-6 FPGA であれば、専用
のネットワーク IP ブロック、モーター制御 
IP ブロックおよび制御ソフトウェアを使用

　 インテリジェント ドライブ制御
　 システムのプロトタイプ

　XDS は、仕様策定から始まって、コーディ
ング、検証、タイミング クロージャ、そし
てシステム統合に至る FPGA の開発サイク
ルすべてを対象としています。エンベデッド 
プロセッサ システムとソフトウェア アプリ
ケーション デザイン分野における長年の実
績を活かしながら、サードパーティ IP、優
れたプロジェクト管理、および ISO9001 
規格に従った開発プロセスを統合すること
で、製品開発サイクルの初期段階にインテ
リジェント ドライブ制御システムのプロト
タイプを提供しました。その結果、カスタ
マイズされたモーター制御用ターゲット デ
ザイン プラットフォームによって、エンジニ
アは FPGA の設計プロセスを習熟できるよ
うになり、これが次世代製品の開発にきわ
めて強力なテクノロジとなり得ることが確
認できました。
　続いて、図 1 に示したインテリジェント 
ドライブ制御システムのプロトタイプの主な
構成要素について解説します。
　産業用ネットワークに接続されているイ
ンテリジェント ドライブはプログラマブル 
ロジック コントローラー (PLC) によってリ
アルタイムで制御されます。プロトタイプの
目的に沿って、システムがサポートする 2 
つの産業用ネットワーク規格、miControl 
mPLC ( コントロ ーラー エリア ネット
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図 1 - ドライブ制御システムのプロトタイプ
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してユーザーの特定要件に対応するよう再
プログラムできます。つまり、FPGA ベー
スの PCB 1 つで複数の ASIC ベース ボー
ドに搭載されている機能が実現できます。
また、最新の規格に対応して IP を更新す
るメカニズムが提供されているため、イン
テリジェント ドライブが陳腐化することも
ありません。
　XDS は、モーター制 御ボードをゼロ
から開発するのではなく、ザイリンクス 
Spartan-6 SP605 評価キット、NetMot 
FMC ボード、産業用ネットワーク IP、およ
びモーター制御 IP を統合することで必要
なすべての構成要素を含むターゲット デザ
イン プラットフォームのコンセプトを効果
的に活用しました。こうして、新しい PCB 
が完成する前に、このコンセプトを立証す
るプロトタイプが提供されました。図 2 に、
プロトタイプ作成に使用した開発プラット
フォームの構成要素を示します。結果的に、
ユーザーは機能統合を短期間で完了できる
だけでなく、最終デザインを変更せずに、
最適なデザイン オプションを探ることがで
きました。
　Spartan-6 SP605 ベースのターゲッ
ト デザイン プラットフォームは、汎用の 
FPGA プラットフォームであり、実績のあ
る Spartan-6 LX45T、DDR3 RAM、
プログラム / ビット ストリームを格納す
るフラッシュ メモリ、デバッグ用 UART、
FPGA プログラミング用の JTAG など一
般に必要とされる多くの周辺機能を備えて
います。また、SP605 の主要素として、

ザイリンクスのほかの最新ボードと同様
に、ユーザーがカスタム機能やインターフェ
イスを追加してベース ボードを拡張できる 
FPGA Mezzanine Card (FMC) コ ネク
ターが搭載されています。
　SP605 の FMC コネクターのベースと
し て、QDeSys 社 (www.qdesys.com) 
の NetMot FMC ボードによって提供さ
れる機能を使用し、電圧インバーターや
センサー データ取得に用いる A/D コン
バーターなどのモーター制御に必要なパ
ワー エレクトロニクスを実装します。図 2 
に示すように NetMot FMC ボードの入出
力にモーターを直接接続できます。また 
NetMot FMC に搭載されている 2 系統
の CAN および 2 系統のイーサネット物理
インターフェイスを利用して、SP605 の
産業用ネットワーク向けコネクティビティ
機能を拡張しています。これらの物理イン
ターフェイスは、FMC コネクターを介して 
FPGA へ、標準インターフェイスを介して 
PLC へ、それぞれアクセスできます。
　テスト PC は、PLC ソフトウェアのホ
ストとして、そして UART および JTAG 
インターフェイスを使用する FPGA のプ
ログラミング/ デバッグ プラットフォーム
として機能します。またこのテスト PC を
使 用 し て、SP605 LX45T FPGA の 
MicroBlaze ™ 組み込みプロセッサ シス
テムをザイリンクスの ISE® 12.1 Design 
Suite で開発しました。このエンベデッド 
システムは、PLC から受信したコマンド
の処理と、コマンドに従ってモーターを制

御する役割を担います。
　図 2 に示した MicroBlaze ソフトウェ
ア アプリケーション、ネットワーク IP ブ
ロック、およびモーター制御 IP ブロック
は、選択したインターフェイス (EtherCAT 
または CANopen) やモーターの種類に応
じて変更するモジュールです。XDS の主
要な課題の 1 つは、将来 Profinet のよう
な新しい産業用ネットワークや新しいモー
ターが使用されるときに、同様の手法をそ
のまま応用できるようにモジュールの切り
替えを可能な限り簡単にすることでした。

　 インプリメンテーションの詳細

　Spartan-6 エンベデッド システムの
構成要素を詳しく見ていきましょう。図 
3 に 示 すように、 モ ー タ ー 制 御 IP ブ
ロ ッ ク (Xilinx Motor Control Library 
(XMCLIB)) は、2 種類のネットワークに
同じものを使用しました。NetMot FMC 
のモーター パワー エレクトロニクスを 
FPGA から制御できるカスタム IP コアの 
XMCLIB は、ザイリンクスのエンベデッ
ド開発キット (EDK) に直接接続していま
す。これにより、Xilinx Platform Studio 
(XPS) プロジェクトを使用してエンベデッ
ド デザインに IP を追加し、FMC コネク
ター経由で FPGA に接続されるモーター
に合わせて IP をコンフィギュレーションで
きます。なお、XMCLIB ソフトウェア ドラ
イバーは、モーター制御アプリケーション
が XMCLIB レジスタ インターフェイスに
アクセスできるようにする低レベルの関数
セットです。
　一方、ネットワーク IP は使用するネッ
トワークごとに異なります。CAN バージョ
ンでは、Bosch GmbH 社のライセンス
の も と で ISE 12.1 Design Suite に
同梱されている標準的な LogiCORE ™ 
IP XPS Controller Area Network を
使 用 し まし た。 ま た、EtherCAT バー
ジョンには、ザイリンクス FPGA に対
応 す る Beckhoff 社 (www.beckhoff.
com) の EtherCAT Slave Controller 
IP Core を使 用しました。いずれの IP 
コアも XPS の [IP Catalog] タブから
利用できるため、デザインの統合および
コンフィギュレーションは容易です。今回
はネットワーク IP へのアクセスには、単
純なドライバーではなく、Port 社 (www.
port.de) が提供する CANopen および 
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図 2 - Spartan-6 FPGA を用いたモーター制御ボードのプロトタイプ
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EtherCAT 用のスタック ソリューション
を使用しました。いずれもプロトコルのフ
ル機能がインプリメントされており、すぐ
に利用できる点が特長です。
　最後に、MicroBlaze プロセッサ システ
ム上の Micrium 社 (www.micrium.com) 
μC/OS-II で動作する、専用のエンベデッ
ド ソフトウェア アプリケーションを開発し
ました。この組み込み OS によってプロト
タイプ システムのリアルタイム機能が強化
され、マルチタスク、メッセージ キュー、
セマフォなどのさまざまな機能が提供され
ます。
　また、アプリケーションで複数のネット
ワーク インターフェイスがサポートされる
ように、アプリケーションの構造化が重要
であることがわかりました。そこで、ソフト
ウェアのうち通信部分とモーター制御部分
をカプセル化するインターフェイス抽象化レ
イヤーを設計しました。
　抽象化したインターフェイス ( 図 4) の一
方には、システムで利用可能なネットワー
ク IP の通信を管理する目的で、ネットワー
ク モジュール (Port 社の CANopen また
は EtherCAT) を組み込みました。これら

のモジュールはインターフェイス抽象化レイ
ヤーとシームレスに統合されています。ス
タックの最上位で通信データと制御データ 
(PDO、SDO、NMT ステート遷 移など ) 
を抽象化レイヤーに渡します。このレイヤー
はデータを解釈し、開始や停止、指定速度
での回転、指定位置への移動といったコマ
ンドに変換して、モーター制御アプリケー
ションに指示します。
　インターフェイスの抽象化にあたり、共通
のメッセージおよびコマンドを決定する上
で産業用ネットワークに関する資料を調べ
たところ、IEC 61800-7 規格に辿り着き
ました。既存のフィールドバスではドライブ 
デバイスとの通信に複数の規格が用いられ
ています ( たとえば CANopen 用の CiA 
402 や Profinet 用 の PROFIdrive な
ど )。IEC 61800-7 は、ドライブに関連
する共通表現を定めた規格であり、既存の
ドライブ プロファイルとのマッピングも図
られています。
　以上のように IEC 61800-7 規格のコン
セプトを導入することで、インターフェイス
抽象レイヤーを開発できました。つまり、シ
ステムのネットワーク要素のカプセル化が実
現されたわけです。この結果、システム内の
ネットワーク インターフェイスが変更できる
と共に、ソフトウェアのわずかな書き換えの
みで既存のモーター制御アプリケーションと
の互換性を維持できるようになりました。

　 今後の展望

　インテリジェント ドライブ制御システム
のプロトタイプ開発を通じて、インダスト
リアル イーサネット ネットワー キング、
フィールド バス、およびモーター制御の分
野における FPGA の可能性が明確になり
ました。十分な機能を備えた製品レベルに
仕上げるにはまだ多くの作業が残されてい
ますが、XDS はユーザーのニーズを想定
しな がらター ゲット デ ザイン プラット
フォームに調整を加え、最終的なデザイン
に向けたリスクと工数を大幅に抑えるカス
タム ソリューションを実現しました。次の
ステップとして Profinet IP コアとスタッ
クをサポートするべくターゲットデザイン 
プラットフォームの拡張を進めており、今
回のプロトタイプ作成で用いたモジュラー
方式やデザイン手法がユーザーにとってき
わめて有効であることを実証したいと考え
ています。 

図 3 - CAN/EtherCAT をサポートしたエンベデッド システム

図 4 - インターフェイス抽象化レイヤー
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ミッション クリティカル システムにも
活用が広がる FPGA

Adam Peter Taylor 
Principal Engineer
EADS Astrium
aptaylor@theiet.org

　FPGA のテクノロジ、デバイス規模、お
よび機能の劇的な進化を背景に、FPGA 
アプリケーションの範囲はここ数年で大き
く拡大しています。とくに拡張傾向にある
のが、航空宇宙、オートモーティブ、医療
など、高い信頼性を必要とする分野です。
このようなアプリケーションは、システム
性能に影響を及ぼし得る厳しい環境下で
正しく機能することが求められます。この
ような高信頼性への要求を満たし、環境で
の使用に耐え得るため、FPGA 内部のス
テート マシン ( およびすべての関連ロジッ
ク ) は、このような要件を満たして動作す
るよう特別な注意を払って設計およびイン
プリメントする必要があります。
　内部ステート マシンで起こるエラーの原
因の 1 つが、高エネルギーの中性子線ま
たはアルファ線がシリコンの敏感な部分に
衝突して引き起こす SEU (Single Event 
Upset) です。SEU によってビットの反転 
(0 → 1 または 1 → 0) が発生すると、デ
バイス機能のエラーにつながる可能性があ
り、システム動作の喪失を招いたり、適切
に処置されない場合は使用者の生命にま
で危害を及ぼすこともあります。SEU は
デバイス自体に恒久的な損傷を与えるもの
ではないため、「ソフト エラー」と呼ばれ
ています。
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ミッション クリティカル システムにも
活用が広がる FPGA

Using FPGAs in Mission-Critical Systems

SEU 耐性を備えたステート マシンが
高信頼性アプリケーションへの
プログラマブル ロジック デバイス適用の鍵を握る



　FPGA デザインで基礎となるのが有限ス
テート マシンで、制御、データフロー、お
よびアルゴリズム機能のインプリメンテー
ションに使用されるデザイン手法です。ス
テート マシンを FPGA にインプリメント
する際、最終的なエンコード方法は合成
ツールに判断させるエンジニアがほとんど
で、バイナリ エンコーディングまたは「ワ
ン ホット」エンコーディングのいずれかを
選択します。しかし、ミッション クリティ
カル システムに対応した高信頼のステート 
マシンの設計には、いずれのエンコード方
法にも課題があります。単純なステート マ

シンでも、図 1 のように問題が発生する
可能性が拭いきれません。そのため、エン
コーディングの選択には十分な注意が必要
であり、合成ツールに頼るのではなく、設
計者側で最終的なエンコード方法を決定し
なければなりません。

　 エラー検出のみに対応したデザイン

　最初にバイナリ ( シーケンシャルまた
はグレイ ) エンコーディングを使用したイ
ンプリメンテーションについて取り上げま

使用ステートでは通常、出力を安全なス
テートに維持します。予期せずにステート 
マシンがこれらステートに遷移した場合で
も再度アイドル ステートへと進みます。
　ワンホット ステート マシンには各ス
テートに 1 つのフリップフロップがあり
ますが、常にその時点のステートのみが 
High に設定されます。2 つ以上のフリッ
プフロップが High になってステート マ
シンが破損すると、予期せぬ結果となる
可能性があります。ワンホット ステート 
マシンをエラーから保護するにはステー
ト レジスタのパリティを監視します。パ

リティ エラーが検出された場合、ステー
ト マシンをアイドル ステートか、あらか
じめ設 定したステートにリセットできま
す。
　いずれの方法でもステート マシンの出
力は安全なステートになり、ステート マ
シンはアイドル ステートから再開します。
このような方法でインプリメントされたス
テート マシンは、その動作に割り込みが
発生するものの、SEU を検出して回復す
る機能を備えることから、「SEU 検出型」
と言えます。合成中のレジスタ複製では、

す。バイナリ エンコーディングには、ス
テート マシンの通常動 作では移 行しな
い、余分つまり未使用のステートがあり
ます。ステート マシンが意図せずこのス
テートに遷移した場合、速やかに通常の
ステートへ復帰するように設計する必要
があります。このような復帰を実現する
には 2 通りの方法が主に考えられます。
1 つはステート マシン信号を定義すると
きに、2N 個のステートすべてを宣言する
と共に、case 文の最後で未使用ステー
トを others 節として記述する方法です。
others 節によって出力を安全なステート

に設定し、デザインの定義に従ってステー
ト マシンをアイドル ステートまたはその
他のステートへ戻します。この方法では、
有効なエントリー ポイントを持たない未
使用ステートを合成ツールが最適化しな
いように合成制約を適用する必要があり
ます。具体的には RTL コードに合成制
約を与える「syn_keep」を一般に使用し
ます。
　2 つ目の方法は、スタートアップ時の
リセット リリース後にすべての未使用ス
テートを一巡させるという方法です。未
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図 1 - 単純なステート マシンでもエラーの原因が複数存在する
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高ファンアウトのレジスタが複製され、複
製レジスタが SEU エラー検出の対象外
とならないように注意が必要です。また、
エラーが連動動作するほかのステート マ
シンに影響を与えないように注意しなけ
ればなりません。
　多くの合成ツールには安全ステート マシ
ンをインプリメントするオプションが用意
されています。このオプションには追加ロ
ジックが含まれており、ステート マシンが
不正ステートに移行したことを検出し、リ

セット ステートなどの有効ステートへと復
帰を図ります。高信頼アプリケーションで
は、前述のような方法をインプリメントす
ることで、不正ステートへの遷移をより簡
単に検出かつ検証できます。これらのイン
プリメントにあたっては、SEU による検出
ロジックへの影響やデザインの信頼性への
影響を十分に検討してください。以上のよ
うな高信頼ステート マシンを設計する際の
決定プロセスを図 2 のフロー チャートに
示します。

　  エラー訂正に対応したデザイン

　これまで述べてきた手法は、有効なス
テートから別の有効なステートへの不正
な遷移を検出または防止することを目的
としたものでした。エンド アプリケーショ
ンによっては、このような対応だけでは
一時的なシステム エラーやシステム全体
の失敗につながる可能性も考えられます。
　不正な有効ステートの遷移を検出する
だけではなく訂正するには、トリプル モ
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図 2 - 高信頼ステート マシン設計時の決定プロセスのフロー チャート
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ジュール冗長 (TMR) かハミング符号を
使用します。後者は、ハミング距離 3 の
エンコーディングを採用して、すべての隣
接するステートをカバーする方法です。有
効ステートの遷移を防止するだけであれ
ば、ステート間にハミング距離 3 ではな
く 2 のエンコーディングを使用し、隣接
ステートをカバーしない方法が最も簡単
ですが、回路に必要なレジスタ数は増加
します。
　一方の TMR は、ステート マシンのイ
ンスタンスを 3 つインプリメントし、多
数 決 によって出 力 値と 次 に移 行 するス
テートを決定します。これはハミング符
号よりもシンプルで、これまで多くのアプ
リケーションに採用されてきました。一
般に TMR 方式では、SEU によって 2 
つ以上のインスタンスが破損しないよう
に、ロジックを FPGA 内部で空間的に
離してインプリメントする必要がありま
す。また、レジスタは、SEU が 3 つの
ステート マシン すべてに影 響 を与える 
SPOF (Single Point Of Failure) を引
き起こす可能性があるため、多数決ロジッ
クから削除することが重要です。
　ステート間のハミング距離が 3 のエン
コーディングを採用したステート マシン
を使用すると、SEU の検出と訂正の両
方が実行されます。ハミング距離 3 では 
2 ビット以上が変化しないとステートは
遷移しないため、SEU で 1 ビットの反
転が発生しても、ある有効ステートから
ほかのステートに不正に遷移することは
ありません。なお、ハミング距離が 2 の
エンコーディングでは、シーケンシャル 
コードを使用したステート マシンのイン
プリメントと同様に、未使用ステートは 
when others 節またはリセットを一巡
させる方法で処理します。ただし、RTL 
ではハミング距離 2 の各ステートは互い
に切り離されたステートとして明示的に
宣言されるため、ステート マシンはある
有効ステートからほかのステートに誤っ
て移行することはなく、不正ステートに
移行する代わりにアイドル ステートに入
ります。つまり、前述のバイナリ エンコー
ディングの場合よりも堅牢なものとなり
ます。
　SEU によってステート レジスタが破
損した場合でも動作を継続できるステー
ト マシンを実現するには、ハミング 距

離 3 のエンコーディングを使用すると共
に、隣接ステートもそのステート マシン
で対処させなければなりません。隣接ス
テートとは有効ステートに対してレジス
タの値が 1 ビットだけ異なるステートで
あり、SEU が発 生しても到達可能なス
テートです。有効ステートに隣接するス
テートを使用してエラーを訂正するには、
N*(M+1) のステートが必要です。ここで、
N はステート数、M はステート レジスタ
を構成するビット数です。小規模であれ
ばこの手法を使用して高信頼ステート マ
シンを実現できますが、大規模なステー
ト マシンを設計しようとすると回路が複
雑化してしまう恐れがあります。また、必
要なロジックが増加するためタイミング
性能の低下を招く可能性があります。

　 デッドロックなどの問題

　高信頼ステート マシンを設計する際はエ
ンコーディング以外の課題にも対応する必要
があります。その 1 つが、一度遷移すると
抜け出せないステートに移行してしまうデッ
ドロック問題です。たとえば、第 1 のステー
ト マシンが第 2 のステート マシンからの出
力を待っている状態で、第 2 のステート マ
シンが不正ステートに移行してアイドルにリ
セットされ、第 1 のステート マシンに必要
な信号を出力しなかった場合がその一例で
す。デッドロックを回避するには、重要なス
テート マシンにタイムアウト カウンター機能
を設定することを推奨します。
　このカウンターは、可能であればステート 
マシン内部に含めずに、ターミナル カウント
に到達したときにパルスを出力する独立した
プロセスに配置します。カウンターには信頼
できる計数方法を採用する必要があります。
カウンターが最終的なカウントに達したこと
を確認するには、最終的なカウントの手前
で SEU が発生して出力パルスが生成されな
いように、イコール演算子ではなく大なりイ
コール演算子 (≥) を使用します。また、2 の
べき乗の整数カウンターを宣言すると共に、
VHDL を使用する場合は 2 のべき乗剰余と
し、最終インプリメンテーションと同様に、
シミュレーションでラップ アラウンドする
ことを確認します (0 から 15 の整数カウン
ターの場合、count <= (count + 1) Mod 
16)。符号なしカウンターの場合は、RTL 
と配線後のシミュレーション間にラップ アラ

ウンドに関連する不一致は発生しないため、
このような剰余処理は必要ありません。
　データパスをデザイン内に複製してサイク
ルごとに出力を比較し、いずれかのパスに 
SEU が発生したかを検出することもできま
す。High スタック入力または Low スタック
入力に対応できるように、可能な限りエッジ
検出を用います。設計時にデザイン内の各
モジュールを解析して、入力が High スタッ
クまたは Low スタックのときにどのように
動作するかを把握しておく必要があります。
これにより、エラーの検出が可能になるだけ
でなく、モジュールの機能に影響を及ぼすこ
ともなくなります。

 　シミュレーションと検証

　ステート マシンの設計が完了したら、シ
ミュレーションへ進み、仕様要件を満たし
ているかを確認します。SEU 発生時のス
テート マシンの挙動はシミュレーションで
テスト可能ですが、完全に確認しようとす
るとかなりの時間と工数を要するため注意
が必要です。ステート マシンの状態を破
損させることもでき、その場合はテストベ
ンチから ModelSim ユーティリティ ライ
ブラリの「force」オプションを適用しま
す。なお、SEU の影響をシミュレーショ
ンする場合、SEU は任意のタイミングで
発生する非同期の事象であることに留意し
てください。デザインの SEU 耐性をテス
トするサードパーティ製ツールもあります。
Universidad Antonio de Nebrija が 無
償 で 提 供 して い る「SEUs Simulation 
Tool」は、回路に SEU を注入するツー
ル の 1 つで す。このツール は、http://
www.nebrija.es/~jmaestro/esa/ か ら
入手できます。
　配線後のシミュレーションにも同じ手法
が適用できます。ただし、機能と SEU 耐
性について RTL コードを最初に検証し、
次に RTL と配線後シミュレーション ネッ
トリスト間の形式等価性を検証して両者の
挙動の同一性を確認する方法が簡単です。
　ミッション クリティカル システムでは機
能と性能の向上が一層求められており、こ
れら のア プリケーション に使 用 さ れる 
FPGA は今後も増加していくと考えられ
ます。ここでは、このようなアプリケーショ
ン デザインの成功に欠かせないステート 
マシンの設計手法を説明しました。
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FPGA のダイナミック リコンフィギュレーション機能で、
ソフトウェアの柔軟性とハードウェアのパフォーマンスを
ホモジニアスなマルチスレッド実行モデルに集約

Fabrice Muller
Associate Professor
University of Nice Sophia, Antipolis, France – LEAT - CNRS
fabrice.muller@unice.fr

Jimmy Le Rhun
Research Engineer
Thales
jimmy.lerhun@thalesgroup.com

Fabrice Lemonnier
Project Manager
Thales
fabrice.lemonnier@thalesgroup.com

Benoît Miramond
Associate Professor
ETIS, UMR 8051 CNRS - ENSEA - UCP
benoit.miramond@ensea.fr

Ludovic Devaux
PhD
University of Rennes 1/ Cairn Inria team
ludovic.devaux@irisa.fr

　未知の地形の中で進路を自ら探し出す自
律型ロボット、信号強度に応じて伸張フォー
マットを切り替えるビデオ デコーダー、ブ
ロードバンド対応の対電波妨害装置システ
ム、車載向けの適応型画像追従アルゴリズ
ム。これらは予測不可能な環境変化に適応
しながらダイナミックな動作を実現する新
たなエンベデッド アプリケーション/ ミッ
ション クリティカル アプリケーションの一
部です。強いリアルタイム性が要件の場合、
ワースト ケースに対応できる静的な解決策
を用意していました。現在では動的かつ柔
軟に解決する手法も求められています。こ
こではこうしたソリューションの 1 つとして
フランスで進められているプロジェクトを取
り上げ、ハードウェア スレッドとソフトウェ
ア スレッドの両方を管理できる、FPGA リ
ソース上に分散されたオペレーティング シ
ステム (OS) について説明します。
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ダイナミック アプリケーションに適した
柔軟性の高いオペレーティング システム
FPGA のダイナミック リコンフィギュレーション機能で、
ソフトウェアの柔軟性とハードウェアのパフォーマンスを
ホモジニアスなマルチスレッド実行モデルに集約



　近年、高集積なシステム オン チップ 
(SoC) を用いてタスクやデータを並列
処理することで、デザイン制約を満たす
ことが 可能になりましたが、その 結果、
特にエンベデッド システムでは数多くの
演算ユニットが使用されるようになりま
した。このような傾向は、ヘテロジニア
スなコンピューター コアを追加しながら
現在も続いています。しかし、この手法
はプログラミング モデルの上位レベル抽
出に影響を与える複雑さという壁をもた
らしています。
　これらの課題を乗り越えるために、ス
レッドがハードウェアまたはソフトウェ
ア上のいずれにマップされていても利用
できる統一実行モデルを定義します。実
行モデルのハードウェアを実装するにあ
たっては、動作中に再設定可能なロジッ
クを全面的に使用します。従来のマルチ
コア ソフトウェア サブシステムと組み合
わせることで、ハードウェアとソフトウェ
アの 優れ た 点を提 供 する、完 全 分 散 型
アーキテクチャが実現します。ソフトウェ
アはイベント駆動型の高度な制御および
判断に最適であり、ハードウェアは電力
効率、高スループット、高い演算処理能
力という点で優れています。これにより、
ハードウェアとソフトウェアを使い分け
ながら、特定のアプリケーション全体に
対してだけではなく、1 つのアプリケー
ションの特定ステートにおいても、性能
とリソース使用率のバランスを維持でき
るようになります。
　最新のプラットフォーム FPGA が持つ
高い統合能力を生かして、優れた柔軟性
と拡張性を実現しつつ、ダイナミックなヘ
テロジニアス コンピューティング システ
ムを 1 個または 2 個のチップに統合し
ました。
　消費電 力やシステム サイズに制限 が
あり、しか も 環 境 に 対して 高 度 に 反 応
しなければならないミサイル制御やソフ
トウェア無線などのアプリケーションで
は、適応型のハードウェアはきわめて有
用です。ダイナミック リコンフィギュレー
ションを活用することで、システムの消
費 電 力やボード サイズを増やすことな
く、アプリケーションの動作モードごと
に最適なアーキテクチャをインプリメン
ト可能です。従 来のソリューションは集
中制御を前提としている場合が多く、実

ビスへのアクセスは区別されず、アプリ
ケーション スレッドをスタティックにあ
るいはダイナミックに、ソフトウェア ( プ
ロセッサ ) またはハードウェア ( リコン
フィギュレーション可能ユニット ) に展開
できることを意味します。
　効率を高めるために、OS サービスを
リコンフィギュレーション可能な部分に
隣接して、ハードウェアに実装しました。
アプリケーションから見たサービスのホ
モジニアス性を確保するために、ヘテロ
ジニアスの OS カーネル間に通 信レイ
ヤーをインプリメントしています。つま
り、このアーキテクチャ上で、数 多くの
モジュールおよび実行ユニットとして OS 
を展開することで仮想化メカニズムの利
点が得られ、割り当て情報なしにアプリ
ケーション スレッドは実行および通信が
可能です。
プログラマーにとっては、アプリケーショ
ンは単なるスレッド セットです。ここで
はハードウェア スレッドの新しい概念を
提 案 するために、ザイリンクス FPGA 
のダイナミック リコンフィギュレーショ
ン機能を使用し、ソフトウェア スレッド
と同じ動作となるようにインプリメント
しました。演算処理を専用の IP ブロッ
クとしてインプリメントしたため、高い性
能が得られています。
　マルチプロセッサ SoC の実行ユニッ
トと同 様に、メモリ ブ ロックにもまた
複数の要件があります。たとえば、アプ
リケーション スレッドが要求するデータ
の格納、各スレッドの実行コンテキスト
の格納、スレッド間のデータ交換に関連
する要件などです。実行コンテキストの
格納に関しては複数の要件が考えられま
す。そのうちの 1 つは実行コンテキスト
を一元化し、ほかの実行ユニットに分配
するためのメディアを提供することです。
プラットフォーム内には、アプリケーショ
ン データ、制御信号、およびコンフィギュ
レーション / 実行コンテキストという 3 
種類の通信ストリームが存在します。ハー
ドウェア スレッド間の広帯域データ パ
スには、専用のネットワーク オン チップ 
(NoC) を使用します。

　 グローバル アーキテクチャ

図 1 に示すグローバル アーキテクチャは次

行ユニットが 複 数にわたるシステムやヘ
テロジニアス性が高いシステムには効率
的に対応できません。柔軟性と拡張性の
高い 分 散 型アプ ローチのみが、将 来 的
な拡張にも対応できるアーキテクチャを
実現できます。
　このようなテクノロジが持つ可能性に
もかかわらず、ダイナミック リコンフィ
ギュレーションの活用は依然として業界
の課題となっています。アプリケーショ
ンの記述に影響を与えず、また当然のこ
とながら開発コストの増加を招くことな
く、ダイナミック リコンフィギュレーショ
ンの利点を完全に活かせる明確なデザイ
ン手法が必要とされています。ここで紹
介するプロジェクトでは、ダイナミック
な適合性と高い性能を両立しようという
目的のもと、マルチスレッドに基づく実
行モデルでヘテロジニアス性の抽象化を
提案しています。これが実現すると、ス
レッドの実行主体が標準プロセッサか専
用ハードウェアかにかかわらず、スレッド 
セットとしてアプリケーションをプログラ
ムできるようになります。なお、ここで
のダイナミック リコンフィギュレーショ
ンとは、スレッド プリエンプションおよ
びコンテキスト スイッチを行う 1 つの
手法を意味しています。今回紹介するフ
ランス国 立研 究 機 構 (French National 
Research Agency (ANR)) の出資による 
FOSFOR (Flexible Operating System 
for Reconfigurable platform) プロジェ
クトは、次世代に向けた分散型エンベデッ
ド リアルタイム OS の開発のために設け
られています。

　 FOSFOR アーキテクチャの概要

　このプロジェクトの目的は、ハードウェ
アおよびソフトウェアが同じ実行モデル
に従うという、これまでにないシステム
分割を可能にするアーキテクチャを定義
することです。その実現には、ソフトウェ
ア ドメインとハードウェア ドメインの両
方に対して同じインターフェイスを提 供
する、柔軟性および拡張性に優れた OS 
が必要です。従来のアプローチとは異な
り、この OS は完全に分散型であり、ア
プリケーションからはプラットフォーム全
体がホモジニアス ( 単一アーキテクチャ ) 
として見えます。すなわち、分散型サー
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の要素から構成されます。

● 専用ハードウェアではない、汎用プロ
セッサ (GPP) のセット。各 GPP はソ
フトウェア スレッドを実行します。ま
た、OS の各サービスの実行もサポート
し、そのうちの 1 つはスレッドのスケ
ジューラーです。GPP は、命令セット 
アーキテクチャおよび提供サービス数
という観点からホモジニアスである必
要はありません。

● ダイナミック リコンフィギュレーショ
ン可能 な 領 域 (RR : reconfigurable 
region) のセットで、複数のハードウェ
ア スレッドを同時または順次実行しま
す。RR はハードウェア OS (HwOS) 
により、GPP と同様に OS サービス
の実行もサポートします。これらの領域
は、具体的には、粒度の高い (FPGA) 
アーキテクチャや粒度の低い ( リコン
フィギュレーション可能プ ロセッサ ) 
アーキテクチャに対応します。

● 1 つ以上の物理的な通信チャネルを共
有し、制御、データ、コンフィギュレー
ション情報をやり取りする、仮想的な
通信チャネル。制御チャネルによって実
行ユニット (GPP と RR) をまたがる 
OS サービス間通信が可能です。デー
タ チャネルは、環境 ( デバイス、セン

サー ) やスレッド間のデータ交換に関
連する情報のやり取りに使用されます。
コンフィギュレーション チャネル上で
は、ソフトウェア スレッドのコンフィ
ギュレーション情報 ( バイナリ コード ) 
またはハードウェア スレッドのコンフィ
ギュレーション情報 ( パーシャル ビット
ストリーム ) が、コンフィギュレーショ
ン メモリと実行ユニット間でやり取りさ
れます。

　各プロセッサにはそれぞれローカル メ
モリが割り当てられています。このメモリ
には、ローカル データと、必要に応じて
ソフトウェア コードが格納されます。デー
タ チャネルに接続された共有メモリは、
異なるプロセッサで動作するスレッド同士
のデータ共有に使用されます。各実行ユ
ニットはソフトウェア実行リソースのデー
タおよびプログラムを格納した共有メモリ
にアクセスします。またそれぞれのリソー
スは、実行コンテキストの保存と復元を
目的として、コンフィギュレーション メモ
リにアクセスします。このような構造によ
り、任意のスレッドまたはサービスを任意
の実行リソースにインプリメントできます。
　RR 内では、ハードウェア タスクにの
みダイナミック リコンフィギュレーション
が必要です。タスクを格納するダイナミッ
ク領域 (DR) の周囲にはスタティック領
域 (SR) があり、OS サービスのハード

ウェア インプリメンテーションと、RR と
その内外部間の通信メディアが含まれま
す。内部のデータ ストリーム通信は専用
の NoC が担います。DR および SR 間
のインターフェイスには固定位置に割り当
てたバス マクロが使用されます。このよ
うな制約、および通信メディアのヘテロジ
ニアス性を抽象化するために、今回のプロ
ジェクトではリコンフィギュレーション可
能領域への仮想アクセスを提供するミド
ルウェアを提案しています。RR は、図 2 
に定義されるモデルに従って体系化されて
います。FOSFOR プロトタイプ プラット
フォームには、このようなアーキテクチャ 
モデルをサポートし、ダイナミックにリコ
ンフィギュレーション可能な FPGA デバ
イスを採用しました。具体的には四角で示
した領域をリコンフィギュレーションでき
るように Virtex®-5 デバイスを選択して
います。
　事前に求めておいたアプリケーション 
スレッドの必要リソース サイズに基づい
て、各 RR 内部にある FPGA エレメント 
(LUT、レジスタ、分散メモリ、I/O) の効
率的な使用を確実にするスケジューリング
/ 配置アルゴリズムを定義しています。

　 OS、NoC、ミドルウェア

　FOSFOR アーキテクチャでは優れた柔
軟性を実現するために、少なくとも 2 つ
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図 1 - FOSFOR アーキテクチャの概要
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の OS インスタンスを使用します。すな
わち、各プロセッサ上で動作してソフト
ウェア スレッドを扱うソフトウェア OS 
と、ハードウェア スレッドを管理するハー
ドウェア OS です。性能、開発期間、お
よび標準化のトレードオフをバランスよく
調整するために、ソフトウェア部分には既
存の OS を採用し、ハードウェア OS は
最初から開発しました。
　ソフトウェア OS の要件には、リアル
タイム性、マルチ プロセッサへの対応、
基本的なプロセス間通信サービスが挙げ
られます。今回はオープンソース OS とし
て無償で提供されている RTEMS (Real-
Time Executive for Multiprocessor 
Systems) を 選 択 し まし た。 詳 細 は、
http://www.rtems.org/ を 参照してく
ださい。プロセッサには、互換性の理由
から、ソフトウェア ノードと同じように無
償かつオープンソースとして提供されてい
る SPARC 互換の LEON ソフトコア プ

ロセッサを選択しました。
　ザイリンクス FPGA の ダイナミック 
パーシャル リコンフィギュレーション機能
によって、HwOS はソフトウェア スレッ
ドを扱う従来の OS と同程度の柔軟性で
ハードウェア スレッドのスケジューリング
が可能になりました。ハードウェア スレッ
ドはダイナミックおよびスタティックの 2 
つの部分で構成されます。ダイナミック部
分には、スレッド機能をインプリメントす
る IP ブロックと、サービス コール シー
ケンスを HwOS に同期させる有限ステー
ト マシンが含まれます。スタティック部
分は、HwOS との制御インターフェイス、

そしてほかのハードウェア タスクあるい
はソフトウェア タスクとのデータ交換を
目的としたネットワーク インターフェイス
で構成されています。
　スレッド 間 の 多様 なデー タ 転 送を サ
ポートするため、DRAFT と呼ばれる柔
軟性の高い NoC を開発しました。従来
の OS の通信サービスは、ソフトウェア 
スレッド間の通信には十分でしたが、今
回のプロジェクトではハードウェア スレッ
ド間の通信もサポートしなければなりま
せん。この目的に特化して開発したネット
ワーク チップが DRAFT です。1 つまた
は複数の DR を対象に各ハードウェア ス
レッドを合成し、それぞれの DR インター
フェイスをスタティックに定義しています。
　通信インターフェイスがスタティックに
定義されているため、NoC はスタティッ
クとして設計できます。一般にハードウェ
ア スレッドは広帯域かつ低レイテンシが
求められるため、NoC には高い性能が必

要です。DRAFT には Fat-Tree トポロ
ジの拡張版を採用しました。今回の NoC 
は、高性能なスレッド間通信を実現しな
がらリソース オーバーヘッドを抑えること
を主な目的に開発しました。
　アプリケーションを展開するとき、ハー
ドウェア プラットフォームがヘテロジニア
スとして構築されていると複雑性が増す
主な要因となります。FOSFOR プロジェ
クトのヘテロジニアス性は、ソフトウェア
領域で異なるエンベデッド プロセッサが
使用されていることだけではなく、何より
も、ソフトウェアとハードウェアの計算モ
デルが単一プラットフォーム上に存在する

ことに由来します。
　今回提 案したミドルウェアは、ハード
ウェアとソフトウェア間に抽象化レイヤー
を提供し、ホモジニアスなプログラミン
グ モデルを実現することで、このような
課題を解決します。さらに、仮想チャネ
ルがインプリメントされ、スレッドのイン
プリメンテーション ドメインに依存しな
いスレッド間通信が可能になります。これ
らのサービスはプラットフォーム全体で利
用できるため、FOSFOR コンセプトの
実現に不可欠な優れた拡張性と高い柔軟
性を持つ抽象化レイヤーが得られます。

　 性能の向上

ハードウェア OS を構築する主な理由は
高い性能と柔軟性が 得られるためです。
OS 自体は、完全にソフトウェアでも、完
全にハードウェアでも可能です。OS プリ
ミティブへの各コールにはオーバーヘッド

が存在し、スレッドにとっては待機時間と
なるため、高速な OS ほど無駄になる時
間が短縮されます。そこで、オーバーヘッ
ドを評価するために、HwOS のタイミン
グとオリジナルのソフトウェア OS である 
RTEMS のタイミングを比較してみること
にしました。
　ハードウェアの場合、ローカル操作に必
要なのはわずか数十サイクルですが、グ
ローバ ル 操作には共 有メモリ アクセス
に数百サイクルが必要です。ソフトウェ
ア OS の 結 果と比 較して、作成と削 除 
(creation-and-deletion) 操作の場合で
ローカルの処理速度は 60 倍向上し、そ

図 2 - リコンフィギュレーション可能領域の構成
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と削除を中心に、セマフォとメッセージ 
キューのサービスを含むハードウェア ス
レッドを管理します。通信に関しては、ハー
ドウェア スレッド管理専用のバスおよび 
OS 間同期用の通信レイヤーとして、Fat-

Tree ベースの NoC をデータ交換用に提
案しました。
　次のステップでは、ホモジニアス性を
確保するために追加したハードウェア機能
をユーザーの視点から実証し、専用 IP ブ
ロックの性能オーバーヘッドを低減させな
がら、プログラミング効率の改善を図る
予定です。
　また、Thales 社の代表的なアプリケー
シ ョ ン で あ る 探 索 追 跡 (search-and-
track) アルゴリズムを用いてこの手法を
実証する予定です。対象物の検出に応じて
追跡スレッドを生成し、リコンフィギュレー
ション可能領域へマッピングします。

ザイリンクス ウェブ セミナ

の他の操作でもおよそ 50 倍の高速化が
確認されました。
　HwOS のリソース使用率はアクティブ
となっているサービスの数と機能によっ
て大きく異なります ( 表 1)。たとえば、

サービスごとにセマフォやスレッドなどの
オブジェクトの数を選択しています。シ
ステムのインプリメントにはザイリンクス
の Virtex-5 FX100T を採用しました。
HwOS が使用するリソース サイズを表 1 
に示します。残りのスペースはその他のシ
ステム コンポーネントやハードウェア ス
レッドに使用されます。
　 ワ ード 幅 32 ビット、 バッファー 深
さ 4 ワード、周波数 100MHz で 8 つ
のエレメントを接 続した 場 合、DRAFT 
NoC がサ ポートするネットワーク性 能
は、接続された各エレメントあたり最大 
1040Mbps です。ネットワークのトポ
ロジおよび配線プロトコルによって競合
およびふくそうが発生することはありませ
ん。接続された 2 つのエレメント間で常
に、少なくとも 1 つの通信パスが確保さ
れています。DRAFT を通るデータの平
均レイテンシは 45 クロック サイクル弱 
(450ns) であり、多くのアプリケーショ
ンに対応しています。

　 今後の展開

　FOSFOR プロジェクトでは、プロセッ
サとダイナミック リコンフィギュレーショ
ン可能なハードウェア IP ブロックで構成
されたヘテロジニアスなマルチコア アー
キテクチャ上で、ホモジニアスな実行モデ
ルをマルチ スレッド処理に基づいて実現
する革新的な OS を提案しました。この
うちハードウェア OS は、スレッド生成
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インプリメンテーション数 8 16 32

CLB スライス 2,408 (15%) 3,151 (20%) 4,327 (27%)

D フリップフロップ 5,498 (8.5%) 6,650 (10.4%) 8,918 (13.9%)

BRAM 8 (3.5%) 16 (7%) 32 (14%)

表 1 - HwOS のリソース使用率 (Virtex-5 FX100)
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セミナ内容の詳細／ご視聴は
　　今すぐこちらから   >>> http://japan.xilinx.com/webseminar/

ザイリンクス ウェブ セミナ
ニーズに合わせたプログラムで全 33 本を好評配信中 !!

FPGA 入門編！

FPGA 活用編！

開発ツール編！

FPGA/CPLD
 概要編！

FPGA をこれから始める方に FPGA の全体
概要を解説した入門編と、ものづくりにチャ
レンジする経営者、技術管理者の方へなぜ今 
FPGA /CPLD なのかをご説明します。

ザイリンクス FPGA を使った最先端デザイン
の設計手法や、さまざまなアプリケーション
設計に求められるデザイン チャレンジに対す
るソリューションをご紹介・解説します。

プログラマブル デバイスである FPGA の設計に
は開発ツールがキーになります。ザイリンクスが提
供するユーザー フレンドリーな開発ツールの特徴
や使い方、先端設計メソドロジについて解説します。

FPGA の世界トップシェアを誇るザイリンク
スが提案するソリューションや、ザイリンクス
の最先端 FPGA の詳細を解説します。

30 分で判る ! FPGA 入門

15 分で判る ! FPGA 採用理由

製品の差別化を実現する製品の差別化を
実現する開発ツール：ISE Design Suite

ターゲット デザイン プラット
フォーム で生産性を向上

ISE12 を使用したパーシャル 
リコンフィギュレーションでシステム
のコストと消費電力を最適化

～ ターゲット デザイン プラットフォームのための手法～

～ Virtex-6 & Spartan-6 FPGA ～
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PCを使用した高速・大規模開発に最適!
Virtex®-6 FPGA搭載 大規模PCI Express® Gen2開発プラットフォーム

・ SDカードまたはNAND Flashから
   コンフィギュレーション
・ DDR3 SDRAM 1Gbit×4
・ SPIフラッシュ 64Mbit
・ BPIフラッシュ 256Mbit 
・ USB2.0
・ I2C
・ FMC LPCコネクタx10
・ Pushスイッチ・DIPスイッチ・LED・電源 
・ 基板サイズ：H369×W225（mm）
・ 付属リファレンスデザイン（Verilog HDL）

高集積・高速LSI開発に最適!
Virtex®-6 FPGA搭載 LSI開発プラットフォーム
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A Revolutionary Innovation Platform

大規模PCI Express Gen2
開発プラットフォーム

製品名 RocketI/O搭載FPGA FMC コネクタ通常価格 ▶ キャンペーン価格

TB-6V-LX240T-PCIEXP
TB-6V-LX550T-PCIEXP
TB-6V-SX475T-PCIEXP
TB-6V-LX760-LSI

Gen2×8 HPC 8レーン
Gen2×4 HPC 10レーン / LPC 1レーン
Gen2×8 HPC 10レーン / LPC 1レーン

－

Virtex-6 LX240T FPGA
Virtex-6 LX550T FPGA
Virtex-6 SX475T FPGA
Virtex-6 LX760 FPGA

HPC×2

HPC×2  LPC×1

LPC×10

   ¥980,000 ▶    ¥480,000
¥1,580,000 ▶    ¥980,000
¥1,980,000 ▶ ¥1,380,000
¥2,980,000 ▶ ¥1,980,000LSI開発プラットフォーム

・ SDカードまたはNAND Flashから
   コンフィギュレーション
・ PCI Express Gen2対応
・ PCI Express GTXトランシーバ
・ FMC コネクタ（HPC×2 / LPC×1） 
・ DDR3 SDRAM SO-DIMM（1Gbyte）×2
・ MMCXクロック入力
・ SPIフラッシュ（128Mbit）
・ RS-232（UART）
・ Pushスイッチ・DIPスイッチ・LED・電源 
・ 基板サイズ：H130×W300（mm）
・ 付属リファレンスデザイン（Verilog HDL）

ボード概要 ボード概要
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　産業、科学、医療 (ISM) 分野で使用する
エンベデッド システムでは、さまざまなイン
ターフェイスに対応する必要があります。こ
のため、多くのデザイン チームが FPGA ベー
スのドーターカードを PC のマザーボードに
直接挿入して専用 I/O を追加しています。し
かし最近の FPGA は容量が非常に大きく、
SoC (Systems-on-Chip) 全体をザイリン
クスのデバイス 1 個にインプリメントでき
ます。これらのシステムはハードウェア、オ
ペレーティング システム、ソフトウェアを含
め PC の機能をほぼ完全に備えているため、
PC マザーボードの必要性は減少します。

　この結果、よりコンパクトで消費電力の少
ないコンフィギュラブルなシングルボード コ
ンピューター システムが実現します。
　ISM アプリケーションの多くは、たとえば
取得したデータを保持、格納するために高
速で信頼性の高い大容量ストレージが必要
となります。こうしたアプリケーションでは、
信頼性と性能に優れた SSD (Solid-State 
Drive) が 一 般 的 な 規 格となっています。
SSD は、ほとんどがシリアル ATA (SATA) 
インターフェイスを使用して接続します。
　筆者らは、ザイリンクスのチップをベース
にしたシングルボード コンピューター シス

テムに高速な SATA インターフェイスを追加
し、SSD RAID 機能をインプリメントしま
した。ここでは、その手順について説明しま
す。今回のプロジェクトでは、ザイリンクス 
アライアンス プログラムを通じて、高品質
な IP コアを専門に手がける ASICS World 
Service (ASICS ws) と プログラマブル シ
ステム デザインを専門とする Missing Link 
Electronics (MLE) の 2 社のノウハウを活
用しました。
　プロジェクトの詳細な説明に入る前に、ま
ず SATA について少し詳しく解説します。
図 1 に示すように、完全な SATA ホスト コ
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870 [2] で 紹 介されてい るのとよく似
た OOB (Out-of-Band) シグナリング ブ
ロックを完全な形で FPGA 内にインプリ
メントしています。上位のトランスポート
層、アプリケーション層、デバイスおよび
ユーザー プログラム層はソフトウェアでイ
ンプリメントした方がよいため、IP ベン
ダーの多くはこれらのレイヤーを顧客に提
供していません。このため、システム デザ
イン チームがレイヤーを開発することにな
り、デザイン プロジェクトのコストが予想
以上に膨らむことにもなります。
　IP ベンダーがこれらのレイヤーを IP に
含めていないのは、アーキテクチャが 1 
つ 1 つ異なっており、どのように使用さ

ントローラー機能はいくつものレイヤーで構
成されます。したがって、高品質な IP コア
さえあれば FPGA ベースのプログラマブル 
システムに対応する、完全な SATA ソリュー
ションをインプリメントできるというわけで
はありません。この点は、デザインにおいて
見過ごされる傾向にあります。
　まず、FPGA ハードウェアには物理 層 
(PHY) とリンク層、そしてトランスポート層
の一部のみをインプリメントするのが合理的
です。事実、多くの IP ベンダーがこれらの
レイヤーのみをインプリメントした IP を提
供しています。ASICS World Service の 
SATA ホスト IP コアは、マルチギガビット
トランシーバー (MGT) [1] を利用して PHY 
をインプリメントしています。この PHY は、

れるかは状況に左右されるためです。した
がって、IP コアとユーザー プログラムを
組み合わせた完全なソリューションを提供
するには、ハードウェアとソフトウェアで
構 成 さ れる SGDMA (Scatter-Gather 
DMA) エンジンなどのコンポーネントをイ
ンプリメントおよびテストして統合する必
要があります。
　トランスポート層の通信はいわゆる FIS 
(Frame Information Structure) を介し
て行われます。SATA 規格 [3] では何種
類かの FIS が定義されています。ここで、
読み出しおよび書き込み操作に関してホス
トとデバイス間の FIS フローを詳細に見
てみましょう。
　図 2 に 示すように、ホストは 標 準 の 
ATA コ マ ンド が 格 納 さ れる Register 
FIS を使用してデバイスに新しいコマンド
の開始を通 知します。Read DMA 動作
の場合、デバイス側でデータの準備がで
きたらデバイスからホストに 1 つ以上の 
Data FIS が送信されます。最後にデバイ
スからホストに Register FIS が送信さ
れるとトランザクションは完了します。こ
の最後の Register FIS によって、動作
が正しく完了したかどうかを通知すること
ができます。
　図 2 には、Write DMA 動作時のホス
トとデバイス間の FIS フローも示してい
ます。この場合も、最初にホストからデバ
イスに対して Register FIS を送信し、新
しいコマンドの開始を通知します。デバイ
ス側でデータの受信準備ができたらデバイ
スからホストに DMA Activate FIS を送
信し、この後でホストは 1 回分の Data 
FIS の送信を開始します。デバイス側が
この FIS の処理を完了し、さらにデータ
を 受 信 する場 合 は再 び DMA Activate 
FIS を送信します。最後は、Read DMA 
の 場 合と 同 様 にデバイス か らホ スト に 
Register FIS を送信してトランザクショ
ンを完了します。
　パラレル ATA には存在せず、SATA で
新たに導入され た機 能として、FPDMA 
(First-Party DMA) があります。この機
能は、DMA エンジンに対する制御の一
部をデバイスに移管するものです。この機
能により、デバイスがコマンドのリストを
キャッシュし、それらの順番を並べ替えて
パフォーマンスを最適化するネイティブ コ
マンド キューイング (NCQ) が可能になり

図 1 – シリアル ATA の
　  機能レイヤー

X c e l l e n c e  i n  i n d u s t r i a l
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ます。FPDMA 転送には新しい ATA コマ
ンドが使用されます。デバイスはこれらの
コマンドを即座に実行する必要はなく、待
ち行列に入れておけばよいため、FPDMA 
モードの FIS フローは DMA モードとは
若 干 異 なりま す。ま ず、Read FPDMA 
Queued コマンドのフローを図 3 の左側
に示します。
　一方、アプリケーション層の通信には 
ATA コマンドを使用します [4]。ATA コ

マンドは FPGA ハードウェアに有 限 ス
テートマシンとしてインプリメントすること
もできますが、それではインプリメントで
きるコマンド数に限りがあり、ソフトウェ
アでインプリメントした方がはるかに効率
的で柔軟性も向上します。オープンソース
の Linux カーネルには、ATA 規格にほ
ぼ完全に従った定評あるインプリメンテー
ションが用意されており、実際に 10 億
台以上の出荷済みデバイスで採用の実績

があります。
　この Linux ATA ライブラリ (libATA) 
には、ATA デバイスとの 通 信 に使 用 す
る 100 種類以上の ATA コマンドが含
まれています。ライブラリに含まれるコ
マンドはデータ転送用のものだけでなく、
SMART (Self-Monitoring Analysis 
and Reporting Technology) に関連す
るものや、完全消去 / デバイス ロックな
どのセキュリティーに関連するものもあり
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 図 2 – DMA 動作時のホストとデバイス間の FIS フロー

 図 3 – FPDMA Queued 動作時のホストとデバイス間の FIS フロー



ます。
　 しかし、 このコ ード ベースを 利 用 す
る に は、Linux デ バ イ ス ド ラ イ バ ー 
(Linux カーネル モジュール ) という形
でハードウェア依存のソフトウェアをイン
プリメントする作業が別途 必要になりま
す。図 4 に 示すように、Missing Link 
Electronics の「ソフト」ハードウェア 
プラットフォームには完全な GNU/Linux 
ソフトウェア スタック、そして ASICS 
World Service の SATA ホスト IP コア
に対応するテストおよび最適化済みのデバ
イス ドライバーがあらかじめインストール
されています。
　SATA IP コアを FPGA ベース システ
ムに集積する方法には、さまざまな選択
肢があります。このため、システム全体の
性能を最大限に高めるには、ソフトウェ
アとハードウェアのどちらか一方だけでな
く、両方の知識が必要です。インテグレー

ションはソフトウェアとハードウェアを連
携して進めなければなりません。
　図 5 は、SATA IP コアをシステムに
組み込む方法をいくつか例示したもので
す。最もわかりやすいのは、IP コアをバ
スに対するスレーブとして追加し、メモリ
と IP 間の転送は CPU で実行するという
方法です ( 図 5、A)。この方法ではデー
タがシステム バスを 2 回通過することに
なりますが、インプリメントは容易なため、
高いデータ レートが必要でなければこの
方法で十分です。ただし CPU 時間のほ
とんどがデータ コピーの処理に使用され
るため、アプリケーション層に利用できる
時間は少なくなります。
　CPU で完全なオペレーティング システ
ムを実行する必要がある場合は、パフォー
マンスの問題が非常に深刻になります。こ
の場合、コピー専用エンジンとしてザイリ
ンクス セントラル DMA ( 図 5、B) を追

加して CPU 負荷を減らすことを検討しま
す。この方法でもデータはバス上で 2 回
転送されますが、CPU がデータ コピー
の処理に専有されることはありません。
　それでも、完全なオペレーティング シ
ステムを実行した場合のシステム性能はス
タンドアロンのアプリケーションからはほ
ど遠く、そしてどちらも理論上におけるパ
フォーマンスの限界を大きく下回ります。
この問題を解決するため、3 番目のアー
キテクチャ ( 図 5、C) ではシステム バス
の負荷を軽減すると共に、ザイリンクスの
ストリーミング NPI ポートおよびマルチ
ポート メモリ コントローラー (MPMC) 
を用いたシンプルなコピー専用エンジンを
使用しています。これにより、スタンドア
ロン アプリケーションのパフォーマンス
は理論上の上限に達することになります
が、Linux のパフォーマンスはまだ改善
の余地があります。
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 図 4 – 完全な SATA ソリューション
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先ほど述べたスタンドアロン アプリケー
ションから判断して、インターコネクトが
ボトルネックでないのは明らかです。ここ
でボトルネックとなっているのは、Linux 
のメモリ管 理です。Linux は、メモリを
ページ サイズのブロックに分割して扱いま
す。典型的なシステムでは、ページ サイズ
は 4,096 バイトです。シンプルな DMA 
エ ン ジ ン を 使 用し、 空 きメモリ領 域 が 
4,096 バイト ブロックの RAM に点在し
ている場合、1 回の転送で 4,096 バイト
しか移動できません。この問題を解決した
のが、4 番目のアーキテクチャ ( 図 5、D) 
です。
　たとえば、Virtex®-5 FXT FPGA に
は SGDMA に対応した専用エンジンを持
つ PowerPC® PPC440 コアが含まれ
ます。このコアでは、SGDMA エンジン
にメモリ エントリのリストへのポインター
が渡されると、このリストとの間でデータ
のスキャッター / ギャザーが行われます。
これによって転送サイズが拡大し、システ
ム性能はスタンドアロンのパフォーマンス
に非常に近いものとなります。図 6 に、

これら 4 つのアーキテクチャのパフォーマ
ンス結果をまとめます。
　現在、SATA ホスト コントローラー コ
アを内製するか外部から購入するかの判断
に迷うことはほとんどありません。正しく
動作する SATA ホスト コントローラーの
ライセンス料よりも少ないコストでコント
ローラーをインプリメントできるデザイン 
チームはごくわずかです。しかし同時に、
このコアをプログラマブルな SoC に組み
込み、コアに対応するデバイス ドライバー
を開発し、IP の動作 ( またはテスト ) に
必要なアプリケーション ソフトウェアをイ
ンプリメントするには非常に多くの時間と
コストがかかるのもまた事実です。
　今回開発した共同ソリューションは、ザ
イリンクス アライアンス プログラム の
パートナーである ASICS World Service 
Ltd. と Missing Link Electronics, Inc 
の間で短 TAT を達成できたことが成功の
鍵となりました。ここで紹介した完 全な 
SATA ソリューションの詳細については、
MLE Live Online Evaluation のサイト 
(http://www.missinglinkelectronics.

com/LOE) を参照してください。このサ
イトでは、さらに掘り下げた技術解説をご
覧になれるほか、インターネット上でこの完
全な SATA システムのデモを体験していた
だけます。
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 図 5 – SATA IP コアを集積するための 4 種類のアーキテクチャ  図 6 – 完全な SATA ソリューションのパフォーマンス
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　Gecko システムは、SoC ( システム オ
ン チップ ) ソリューションのリアルタイム情
報処理に対応する汎用のハードウェア/ ソフ
トウェア協調デザイン環境です。このシステ
ムは、ソフトウェア、高速ハードウェア、リ
アルタイム信号処理専用ハードウェアの協
調デザインをサポートしています。Gecko 
ファミリの最新版となる Gecko4main モ
ジュールは、演算量の多いリアルタイム ア
ルゴリズムを高速に実行できるコンピュー
ティング性能と、制御主体のソフトウェア 
タスクに必要な柔軟性を兼ね備えた実験用
プラットフォームです。センサー、モーター、
機械的筐体を装備した拡張ボードを追加す
ることにより、Gecko4main モジュールは
産業、研究、教育分野のあらゆる種類のプ
ロジェクトに応用できます。　
　スイスのビールにあるベルン応用科学大
学 (BFH) で考案された Gecko プログラ
ムは、複雑な SoC デザインの開発アプ
ローチを改善するためのプロジェクトとし
て 10 年以上前にスタートしました。最新
の第 4 世代 Gecko プロジェクトは、クレ
ジット カード サイズのフォームファクター 
(54 x 85mm) を使用して最先端の汎用 
SoC ハードウェア/ ソフトウェア協調デザ
イン開発ボードを開発することを目標とし
ました。この結果、Gecko4 は産業用プ
ロジェクトの要件を完全に満たしつつ、教
育向けプラットフォームとしても高いコス
ト効率を実現したプラットフォームに仕上
がっています。
　Gecko4main モジュールには 2 つの 
Spartan FPGA が使用されています。モ
ジュール中央付近にあるのが 500 万ゲー
トの大規模なザイリンクス Spartan®-3 
( 図 1 の FPGA2) で、ボードのコンフィ
ギュレーションとインターフェイス用には
や や 規 模 の 小 さ い Spartan-3AN ( 図 
1 の FPGA1) を 使 用しています。ハー

ドウェア/ ソフトウェア協調デザイン用
のこの強力な汎用 SoC プラットフォー
ム を 利 用 す る と、Gecko4main モ
ジュールにインプリメントされた数百万
ゲ ート 規 模 の FPGA チ ップ 1 個 に 
MicroBlaze ™ 32 ビット RISC プ ロ
セッサとハードウェア アルゴリズムを
高速に実行する密結合型の特定用途向
けハードウェア ブロックを統合できます。
デザインの柔軟性を高めるため、このボー
ドにはいくつかの大規模なスタティック
およびフラッシュ メモリ バンク、およ
び RS232 インターフェイス、USB 2.0 
インターフェイスが装備されています。
　さらに、この Gecko4main モジュー
ル上部にはいくつかの拡張ボードを積み
重ねることもできます。現時点ではセン
サー、電源、モーター付きの機械的筐体
などを備えた拡張ボードが提供されてお

り、これらを利用することで研究 / 産業用
プロジェクトの SoC、およびさまざまな学
科や分野の学生に向けた演習用の完全なロ
ボット プラットフォームを開発できます。

　 機能と拡張ボード

Gecko4 シ ス テム の 中 心 と な る の は、
Gecko4main モジュールで す ( 図 1 参
照 )。このボードは大きく 3 つの部分で構
成されています。

● コンフィギュレーションおよび IP の抽象
化 ( 図 1 の右半分 )

● ボードへの給電
● 処理およびインターフェイス ( 図 1 の左

半分 )

　Gecko4main モジュールの主な目的の 
1 つは、ユーザー側からハードウェアを抽

図 1 – Gecko4main モジュール。8 層 PCB の最上層にすべての部品を
インプリメントし、製造コストを削減。
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象化し、設計者や学生がハードウェアの細
部を意識することなく各自のデザイン目標に
集中できるようにすることです。オンボード
の Spartan-3AN (FPGA1) には内部フラッ
シュ メモリが搭載されており、自律動作が
可能です。この FPGA1 は、メモリ マップ
された FIFO および FPGA2 へのインター

フェイスを提供することにより、抽象化を実
行します。
　FPGA2 に対してユーザーが動的に、ま
たは自律的にコンフィギュレーションを行う
には、自律動作用のビット ファイル フラッ
シュに格納されているビット ファイルを使用
する、USB 2.0 と USBTMC プロトコルを

利用して PC から実行する、そしてデュアル 
ファンクション コネクターにザイリンクスの 
JTAG プログラマーを接続する、という 3 
つの方法があります。
　 最 初 の 2 つ の 方 法 は、FPGA1 の 
Spartan-3AN がパラレル - スレーブ コン
フィギュレーション プロトコルを使用して実

チップ デザインの新しいアプローチ

　最近のシステムはいくつもの学問分野が複雑に絡み合い、従来のエレクトロニクス業界で常識とされてきたチップ デザイン 
アプローチが徐々に通用しなくなっています。たとえば「入力 - シミュレーション」型のデザイン方法はより効率的な「記述 - 合成」
アプローチに取って代わるようになりました。
　ここ数年で、さらに洗練されたハードウェア/ ソフトウェア協調デザイン メソドロジも登場しています。たとえば、最初に
高い抽象度でシステム デザインを開始し、詳細度の高いシステム インプリメンテーションはデザイン工程の後半で別に行う、

「仕様定義 - 探索 - 改良」型のアプローチなどです。高い動作速度が要求されるタスクは、専用ハードウェアでインプリメント
するのが適しています。一方、制御主体のタスクはマイクロプロセッサ コアで動作するソフトウェア プログラムでインプリメ
ントするのが理想です。
　処理対象のアナログ信号に関して十分な事前知識がなく、粗粒度モデルしか利用できない場合、新しい問題の解決策を求め
て SoC を設計することは、ある程度のリスクが常に伴います。このような状況で最も問題となるのは、開発したソリューショ
ンに対して過去の経験がないという点です。これは特に、閉制
御ループでリアルタイム情報処理が必要な場合に問題となりま
す。純粋なソフトウェア アプローチであれば、反復型デザイン 
サイクルでソフトウェア アルゴリズムを改善できるため、開発し
たソリューションが最適でなくてもリスクは抑えられます。しか
しハードウェア アルゴリズムの効率と品質をモニタリングする
ことは容易ではありません。しかも、ハードウェア アルゴリズ
ムの場合はソフトウェア アプローチのように反復型手法を用い
て SoC ソリューション上で簡単に改善できません。
　制御主体の応答系アプリケーションでは、システムは環境に
対して常に応答を続けます。したがって、特にリアルタイムの制
約条件がある場合は種類の異なるタスクをモニタリングする機
能が重要になります。アナログ信号の処理ではよくあることで
すが、処理対象の情報に関する正確なモデルが利用できない場
合は、単純なデザイン アプローチはリスクが大きく、場合によっ
てはまったく対処できないこともあります。そこで、アーキテク
チャを探求してインプリメンテーションを改良するには、アナロ
グ / デジタル ハードウェアにインプリメントしたアルゴリズムを
反復的に改善できるだけの柔軟性が必要になります。そのため
には、前述のように SoC をリアルタイム環境でモニタリングす
る機能が求められます。
　標準的な ASIC/FPGA ハードウェア/ ソフトウェア協調デザ
イン アプローチでは、デザイン フローにおいてデザイン工程と
ハードウェアのプロトタイプ作成が分離されておらず、デザイン
工程の早期段階で十分にモニタリングできないことが重要な問題の 1 つとなっていました。プロトタイプ作成工程と解析工
程を追加することにより、SoC デザインを反復的に改良していくことが可能になります。「改良 - プロトタイプ作成 - 解析」の
デザイン ループは、リアルタイム制約条件のある SoC のデザインに非常に適しています ( 上図参照 )。制御対象のプラント
に関する正確なモデルがない場合は、データを入念に解析した後でデータ処理アルゴリズムを改良することが高品質な SoC 
を開発する上で鍵となります。— Theo Kluter、Marcel Jacomet

リアルタイム制約条件のある SoC デザインにおける、「仕様定義
- 探索 - 改良」型のデザイン フローから「仕様定義 - 探索 - 改良 -
プロトタイプ作成 - 解析」型のデザイン フローへの転換
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行します。JTAG を利用したコンフィギュレー
ション方法では、ザイリンクスのデザイン 
ツールを直接使用します。
　3 番目の方法では、たとえば ChipScope ™ 
などを利用したオンチップ デバッグが可能
です。これに対し、1 番目と 2 番目の方法
では 500 万ゲート相当の FPGA2 でさえ
も瞬時かつ動的にリコンフィギュレーション
できます。
　 教 育 / 研 究 分 野 の 用 途 で は、HIL 
(Hardware In the Loop)、リグレッション 
テスト、半リアルタイム センシングなど多
くの機能で高速な通信リンクが必要となり
ます。Gecko4 システムは、USB 2.0 ス
レーブ コントローラー (Cypress Fx2) を 
USBTMC プロトコルで接続することによっ
てこの高速リンクを実現しています。ここで
は Spartan-3AN がプロトコル解釈を行い、
ペイロードをメモリ マップされた FIFO に配
置することによってプロトコルを抽象化し、
ユーザーとのインターフェイスを簡略化して
います。
　大規模な FPGA が不要な場合は PCB の
左側を実装せずに Gecko4main モジュー
ルを使用すればボード コストを大幅に削減
できます。このようにすると、FPGA1 の 
Spartan-3AN を直接使用してシンプルなシ
ステムを構築できます。事実、この 2 億ゲー
ト相当の FPGA にシンプルな CPU ベース
のシステムをインプリメントすることも可能
です。デバッグおよび表示用に、デバイスに
は 8 つのデュアルカラー LED、3 つのボ
タン、バッファーなし RS232 接続 (1 つ )、
解像度 1,024 x 768 ピクセル (60Hz) の
テキスト表示用 VGA 接続 (1 つ ) が用意さ
れています。これらのインターフェイスはメ
モリ マップ方式によって FPGA2 でも利用
できます。

　 ボードへの給電

　Gecko4main モジュールにはさまざま
な用途が考えられるため、電力の供給には
非常に高い柔軟性が求められます。このモ
ジュールでは、必要な電圧をすべてオンボー
ドで生成することによってこの柔軟性を確保
しています。さらに、電力の供給は USB ケー
ブルを使用する方法と電源ボードを追加する
方法の 2 通りから選択できます。給電方法
としては後者の方を推奨します。
　USB 規格ではデバイスは最大 500mA ま

での電流を使用できますが、Gecko4main 
モジュールはこの最大電流を要求します。デ
ザインの消費電力が上限の 2.5W を超える
と、このボードは自動的にオフになります。
もう 1 つの給電方法は電源ボードを接続す
ることですが、この電源ボードをバッテリー
駆動とすると、Gecko4main モジュールは
自律的な動作が可能となります ( たとえばロ
ボット アプリケーションなど )。
　USB ケーブルと電 源 ボード の いず れ
に 関して も、 電 源 接 続 時 と 切 断 時 に は 
Gecko4main モジュールへの給電方法がグ
リッチなしにシームレスに自動で切り替わる
ようになっています。

　 処理とインターフェイス

　Gecko4main モ ジュール の 処 理 で は 
FPGA2 の Spartan-3 が中心 的な 役 割
を果たします。この FPGA2 には、100 
万ゲート相当の小規模な XC3S1000 か
ら 500 万ゲート相当のハイエンド製品 
XC3S5000 までの Spartan-3 を使用で
きます。図 1 に示したボードにはザイリン
クス ユニバーシティ プログラム (XUP) か
ら無償で提供された XC3S5000 が搭載
されています。
　XC3S1000 以外の Spartan-3 デバイス

には、3 つの独立した 16MB エンベデッド 
SDRAM バンクが接続されているほか、ダイ
ナミック/ スタティック ストレージ用の 2G 
ビット NAND フラッシュもあります。このほ
か、拡張ボード接続用として Gecko4main 
モジュールには 2 つの「スタック スルー」コ
ネクターが用意されています。図 1 の左側
に示したコネクターには、電源ピンと外部
クロッキングを含む標準の 3.3V 準拠バス
があります。この標準コネクターは、以前の 
Gecko3 システムとも互換性があります。
　ザイリンクス FPGA ファミリの利点の 
1 つは、FPGA の各 I/O バンクでさまざ
まな I/O 規格がサポートされていることで
す。拡張ボード 1 枚で I/O 規格を柔軟に
利用できるようにするため、図 1 の中央
に示した I/O コネクターは半分に分割され
ており、それぞれが FPGA の 1 つの I/O 
バンクに完全に接続されています。さらに
この分割された I/O コネクターには、それ
ぞれに専用の I/O 電源電圧ピンがありま
す。電源電圧を供給する拡張ボードが接続
されていない場合、I/O バンクには自動的
に 3.3V が供給され、LVTTL モードとな
ります。
　アプリケーションによっては、PCB の
パ ターン 長 が 重 要 に な ること が ありま
す。このようなアプリケーションを柔軟
にインプリメントできるようにするため、
Gecko4main モジュールは 54 本の利用

図 2 – 長距離 RFID リーダーを開発
している産業用プロジェクトの例。
Gecko2main ボードと RF 拡張ボード
を、冷却要素を兼ね備えた筐体に格納。
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可能な I/O ラインのうち 38 本の長さを 
+/- 0.1mm の誤差で揃えてあります。

　 豊富な拡張ボードを提供

　Gecko4main モ ジ ュ ー ル の 利 点 は、
SoC のストレージとペリフェラルを必要最
小限に抑えられること、およびスタック ス
ルー コネクターによる拡張性にあります。
これにより、PC の USB コネクターに 1 
枚のボードを接続するだけで簡単にデジタ
ル ロジックを実験したり、いくつかの拡張
ボードをスタック スルー コネクターに接続
して複雑なマルチプロセッサ SoC のエミュ
レーションを行ったりすることができます。
ベルン応用科学大学とその他いくつかの研
究機関は、センサー ボードから完全なメイ
ンボードまで、これまでにさまざまな種類
の拡張ボードを開発してきました。オープ
ンソース Gecko システムの概要について
は、Gecko のウェブサイト (http://gecko.
microlab.ch) または OpenCores のウェ
ブ サ イ ト (http://www.opencores.org/
project,gecko4) を参照してください。

　 教育用プラットフォーム

　Gecko システムは BFH の電子工学 / 通
信工学の授業で幅広く使用されています。
ま た、Institute of Human-Centered 
Engineering-microLab を 含 め、 多くの
研究室でこのシステムが学部課程および修
士課程の教材として活用されています。初
年度は、Geckorobot プラットフォームを
使用した簡単なデジタル ハードウェア デザ
インの演習から始めます。Geckorobot プ
ラットフォームは Gecko3main を接続で
きる小さなロボット フレームで、2 つのモー
ター、複数の赤外線センサー、2 つの速度
センサー、1 つの距離センサーを搭載して
います。
　信号処理課程のロボット制御演習では、
2 つの独立したロボット モーターの制御
アルゴリズムを開発しています。デザイン
の入力、シミュレーション、検証には一般
的な MATLAB®/Simulink® ツールを使
用します。このリアルタイム環境では、学
生は Simulink モデルを Geckorobot プ
ラットフォームに直接ダウンロードし、実
行中のロボットの制御アルゴリズム動作を 
MATLAB/Simulink でリアルタイムに表示

できます。
　この演習では、学生は Geckorobot プ
ラットフォームのセンサー / モーターとの
連 携に必要な Simulink の S-Function、
およびソフトウェア/ ハードウェア IP を備
えた MicroBlaze ベースのプラットフォー
ムを 利 用しま す。 実 際 の 環 境、 お よ び 
MATLAB/ Simulink デザイン環境におけ
るロボット動作のフィードバックがただち
に得られることで、高い学習価値がありま
す。今後は、さらに高度な学生向けプロ
ジェクトとしてロボット クラスターにおける
ロボットの電子駆動 (Drive-by-Wire) およ
びサイバネティックスの研究も計画していま
す。このほか、音声信号の Compressive-
Sampling 用 Gecko 拡張ボードの開発も
進めています。この拡張ボードが完成すれ
ば、学生は Compressive-Sampling の魅
力的な可能性と制約を実際に耳で聴いて学
ぶことができるようになります。

　 研究 / 産業用プロジェクト

　大学以外でも、Gecko プラットフォー
ムは応用研究や産業用プロジェクトで広く
利用されています。ほとんどの場合、演
算 量 の 多 い タ ス ク は Gecko4main モ

ジュールで実行し、これに特定 用途向け
の拡張ボードを組み合わせるという形を
とって い ま す。 図 2 に 示した の は、 あ
る 研 究 グル ープ が 長 距 離 RFID (Radio 
Frequency IDentification) リ ー ダ ー の
ハードウェア アルゴリズム開発用に設計し
た Gecko2main ボードの RF 電 源拡張
ボードです。
　現在、Gecko プラットフォームは高速 
OCT ( 光干渉断層法 ) 信号処理のハード
ウェア アルゴリズム開発にも利用されてい
ます。OCT は光を利用して信号を取得する
技術で、近赤外線を照射して生体組織の高
解像度 3 次元画像を撮影できます。光イン
ターフェイスを備えた Gecko 拡張ボードも
現在、応用研究プロジェクトで開発が進め
られています ( 図 3 参照 )。Gecko4main 
モジュールは、OCT の高速ハードウェア ア
ルゴリズムを開発するためのプラットフォー
ムとして利用されています。

　 GECKO のツール チェーン

　リアルタイム情報処理の問題に対応する
この応用 SoC デザイン メソドロジでは、
業界で多くの実績と定評があるデザイン テ
クノロジを最適な形で組み合わせて使用して

図 3 – OCT 画像処理用の高速ハードウェア アルゴリズムを研究している応用研究
プロジェクトの例。上図は中間結果としてのサンプルのさまざまな反射を示した深
さスキャン (A スキャン ) 画面。
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います ( 囲み記事参照 )。図 4 に示すデザ
イン フローは、ザイリンクス製ツールといく
つかのサードパーティ製のツールのみで構成
されており、ここに専用インターフェイスと 
IP を追加しています。MATLAB/Simulink 
環境で開発した制御アルゴリズムは、シンプ
ルかつ高速なプッシュボタン式のツール環
境でコンパイルおよびダウンロードされ、さ
らにリアルタイム解析用の Gecko4 プラッ
トフォームにインプリメントできます。この
ツール チェーンにラピッド プロトタイピング
機能を追加すると、今後主流になると考え
られる「仕様定義 - 探索 - 改良」型のデザイ
ン メソドロジに向けて大きく前進すること
になります。ラピッド プロトタイピングは、
正確なモデルが利用できない場合に制御ア
ルゴリズムや信号処理アルゴリズムをフィー
ドバック ループを利用して反復的に改良し
ていく上で非常に重要な機能です。

　過去 10 年間の経験で、Gecko のアプ
ローチは教育、研究、産業分野のプロジェ
クトに最適なプラットフォームであることが
実証されています。今日の業界で成功を収
めるには、SoC デザイン フローの極めて早
期段階でシステムのプロトタイプを作成でき
るかどうかが大きな鍵となります。これによ
り、システム アーキテクチャを確実に決定
できる、利用価値の高いプロトタイプを作成
して社内および外部顧客に配布する、そし
て何よりもデザイン工程の非常に早い段階
で機能検証を開始できる、などの利点が得
られます。
　ラピッド プロトタイピングは、早期に機
能統合が行えるという点でハードウェア/ ソ
フトウェア協調デザインの条件を満たし、シ
ステム検証やさまざまな形のデザイン検証
が可能です。アナログ/ デジタル ハードウェ
アおよびソフトウェアの実現化では、リアル

タイム アルゴリズムの検証が非常に重要に
なります。筆者らは、今後の複雑な SoC デ
ザインにおいて、Gecko4 プラットフォーム
がこれらすべての面で有効であると確信して
います。
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図 4 – Gecko デザイン プラットフォーム
の汎用ハードウェア/ ソフトウェア協調デ
ザイン ツール チェーン。リアルタイム解
析用の高速プロトタイピング環境が含
まれる。
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　競 争が厳しい市 場にお いて大 規 模 な 
FPGA だけでは十分に対応できないとい
う認識のもと、ザイリンクスは強力な武器
となるパーシャル リコンフィギュレーショ
ン機能の開発に重点的に取り組み、あら
ゆるユーザーにとってこの機能が価値ある
ものとなるように、リソースやサポートに
対して積極的な投資を行っています。これ
まで最新テクノロジの採用に積極的な一
部の設計者のみが使用していましたが、今
日ではツールや開発手法が確立され、よ
り幅広いユーザー層がこの機能を活用でき
るようになりました。
　ザイリンクスの主な FPGA 製品は、コ

ンフィギュレーション情報の保持に使用さ
れるスタティック メモリ セルの性質によ
り、当初からリコンフィギュレーション可
能なデバイスとして誕生しました。形を変
えるというこの特性は、電源をオフにする
とロジックの機能が喪失されるため、設
計者には困難な課題として捉えられてい
ました。しかし、デザイン情報を無限に書
き換えられることや製品出荷直前までデ
ザインの変更または修正ができるという
この機能の可能性が設計者および管理者
の双方に認知されるようになると、当初
あったネガティブな捉え方はすぐに打ち消
されていきました。特に、先見の明を持っ
た一部のユーザーは、システムに複数の
性格を与えられるこの機能の利点を早く
から認識していました。パーシャル リコン
フィギュレーションの概念は、このような
過程を得て誕生しました。
　初期のデバイスではコンフィギュレー
ション データを保持するスタティック メ
モリのトランジスタ数が負担となっていた

ため、プログラミング メカニズムを可能
な限りシンプルかつスリムにする必要があ
りました。このため、初期の FPGA ファ
ミリではチップ全 体のコンフィギュレー
ションまたはリコンフィギュレーションし
か実現できませんでした。このように数
多くの制約があるにもかかわらず、一部
のユーザーはビット ストリームを解析して 
LUT などの機能を書き換え、システムに
搭載した FPGA の一部を即時に変更しよ
うと試みました。これはオンザフライでリ
コンフィギュレーションを行う、きわめて
初期の方法です。
　ムーアの法則に従う形で集積度が高まる
につれ、FPGA のアーキテクトが利用でき
るトランジスタ数も増加し、これまでにな
い斬新な手法を検討できるようになりまし
た。コンフィギュレーション データへのラ
ンダム アクセスが可能な Xilinx® 6200 
ファミリや複数のコンフィギュレーション 
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メモリ プレーンを有する Prism プロジェ
クトなどでアーキテクチャを検証し、大量
のトランジスタの一部をプログラミングで
はなくコンフィギュレーションに利用した
ときに、何が可能かをテストしました。
　同じ頃、設計手法は回路図でロジック
をキャプチャする方法から、機能の詳細
をハードウェア言語で記述する方法へと
移っていきました。HDL デザインへの移
行によって、設計チームはより複雑な回
路の構想やインプリメンテーションが可
能になっただけではなく、初期の FPGA 
デ ザイン で 使 用さ れていた低レベ ル の 
HDL 言語による煩雑な記述を行う必要
がなくなりました。これにより、以前より
も迅速に、上位レベルのシステム機能や
代替ソリューションの採用を検討できるよ
うになりました。
　 そ の 当 時 の あ ら ゆ る 検 証 が、 初 代 
Virtex® ファミリを対象に行われました。
さまざまなハードウェア機能がデバイス 
アーキテクチャに実装されていましたが、
ツール フローはすぐにはサポートされませ
んでした。そのため、当時の設計者は、新
しいアーキテクチャの能力を発揮できるよ
うなツールが開発されることを強く望んで
いました。ツールへの対応がハードルとなっ
ていた間は、初代 Virtex ファミリが備え
ていた、商用としては世界初のパーシャル 
リコンフィギュレーション機能を含む優れ

Virtex-2、Virtex- I I Pro、Virtex-4、
Virtex-5、Virtex-6 へ と 発 展し、 現 在
では Virtex-7 として引き継がれていま
す。このような進化の過程で少数の熱心
なユーザーは、利用できるツールは何でも
利用し、ときには自らツールを開発しなが
ら、パーシャル リコンフィギュレーション
を利用した独創的なシステムを作り上げて
きました。しかし、パーシャル リコンフィ
ギュレーションがより広く活用されるには、
FPGA デザイン コミュニティに属する大
多数層が使用できる、明確に定義された
設計手法と支援ツールが不十分でした。
　今日、ツールとサポートが利用可能にな
り、幅広い層のユーザーがこの強力な設計
手法を活用できるようになりました。この
記事では、システムの独自機能であるパー
シャル リコンフィギュレーション (PR) の
活用方法と導入成功へのポイントを、一般
的な設計者を対象に入門的な内容として
紹介します。PR に関連する用語について
は、表 1 の一覧を参照してください。

　 定義と要件

PR のインプリメンテーションは、ザイリン

た機能を簡単に利用できませんでした。図 
1 にパーシャル リコンフィギュレーション
の概念を示します。
　FGPA デバイスおよび ツールが 改 良
さ れ た 結 果、 初 代 Virtex ファミリは、
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図 1 - 変更対象外のロジックの動作を継続しながら、パーシャル BIT ファイルをダウンロードして
　　　一部のブロックのみをダイナミックに変更できる、パーシャル リコンフィギュレーション機能

表 1 - パーシャル リコンフィギュレーションの関連用語
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クスのデザイン ツール ISE® 12.1 または
それ以降のバージョンを使用することで大
部分が自動化されますが、PR を適用すべ
き箇所の決定はいまだ手動による作業が必
要です。ツールが進化するなかで、PR を
適切に使用するためにこれをどこに適用す
べきか、そしてそのシステム全体をどのよ
うに管理すべきかを決定するのは設計者で
す。考察事項とガイドラインの一部を次に
示します。

● PR を使用してスワップ可能な、または
スワップするべきモジュールはどれか

● スワッピングによってデザイン全体のス
テートに影響が及ぶか、スワップされた
ロジックの機能を適切に動作させるには
何が必要か ( アイソレーション/ デカップ
リング要件、それらをシステム内でどの
ように制御するか )

● タイミングなどの性能や検証に影響が及
ぶか

● コンフィギュレーション ファイルの格納
やファイル供給を含む PR プロセスをど
のように管理するか、PR プロセスの信
頼性をどれほど重要視するか

● PR によってクロックやクロック リソー
スにはどのような制約が生じるか

　PR を使用した実際のデザインを例示す
る前に、これらの考察事項について簡単に
説明します。

　 PR でスワップ可能なモジュール

　PR を 使 用 す る 上 で 重 要 な こ と は、
FPGA デザインをすべて利用する際に常時
アクティブにしておく必要のない部分を特
定することです。上位レベルのブロック図
または機能リストを参照しながら次の質問
で問われる条件または説明に当てはまるこ
とが確認されれば、そのセクションは PR 
の対象であると判断されます。

● その機能ブロックの動作は、ほかの類似
機能から独立して、外部イベント、オプ
ション、ユーザー コマンドなどによって
開始しますか。

● その機能は、「If X then Y」または「If X 
then Y else Z」などの条件判断の結果
として、または case 文などの結果とし
て生じたものですか。

● その回路は重複しない大規模な順次処理
機能で構成されていますか ( 純粋な順次
機能に対して一部の重複する機能や交互
機能もスワッピングの対象となる可能性
があります )。

● 互いに決して同時に動作することはない
回路はありますか。これをすぐに判断でき
るのは、システム全体のアーキテクチャに
詳しい設計者のみで、初期の FPGA では 
PR の基本的な使用方法の 1 つでした。

● 逆に、定位置に固定されており、変更や
リコンフィギュレーションを一切必要と

しない回路はありますか。このような回
路は基本的なスタティック ロジックであ
る可能性があり、つまり残りの部分すべ
てが PR 対象となり得ます。

● 一部のエンド機器の制約により、FPGA 
の起動時間が制約を受ける可能性があ
ります。そこで大規模な FPGA の場合、
起動時に必要な最小限のロジックのみを
コンフィギュレーションしておき、残りを 
1 つまたは複数のリコンフィギャラブル 
モジュール (RM) として起動終了後に取
り込むという方法もあります。大規模な 
Virtex デバイスにインプリメントされる 
PCI Express® は、このようなコンフィ
ギュレーション方法を使用した PR の対
象となります ( 詳細はザイリンクス アン
サーの #35380 を参照してください )。

　FPGA の PR は、システム レベルにお
けるデバイスやボードのホットスワップに相
当します。リコンフィギャラブル パーティ
ション (RP) に対してリコンフィギュレー
ションを実行すると、配線リソース、ロジッ
ク機能、RAM ブロックなどはステートが
変化します。設計者はこのような挙動が起
こり得ることを考慮し、RP のコンフィギュ
レーション中に RM 内の異常なデータがス
タティック ロジックの動作に影響を与えな
いように、インプリメンテーション テクニッ
クを使用する必要があります。ベスト プラ
クティスの 1 つに、リコンフィギュレーショ
ンを開始する前に RP を強制的にリセット 
ステートに移行させておき、リコンフィギュ
レーションが完了するまでそのまま保持し、
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 図 2 - 同期化のベスト プラクティス



     41 

既知の安定したステートになるまで十分な
時間または十分なクロック サイクルの経過
を待つ、といった方法があります。図 2 に
この手法を示します。この場合、スタティッ
ク ロジックと RM のバウンダリにある入
出力信号すべてに、アイソレーション レジ
スタを設けることを推奨します。

　 検証への影響

　スタティック ロジックと RM のバウンダ
リにアイソレーション レジスタが追加され
ると、スワップされて RP に入ってきた各 
RM とスタティック ロジックを組み合わせ
た処理全体のレイテンシが大きくなります。
しかし、このレジスタにはタイミング クロー
ジャーを容易にするメリットもあります。こ
のほかの問題として、RM ロジックを配置
できる位置にバウンダリを設定することで
制約が追加され、最大動作速度やインプリ
メンテーション可能な集積度の低下を招く
ことも考えられます。
　デザイン全体に対するこれらトレードオフ
の影響や、たとえばアイソレーション レジ
スタを除去することが妥当であるかどうか
を状況に応じて判断できるのは設計者のみ

です。実際のところ、PR は FPGA の設計
手法の 1 つでしかないため、期待どおりの
性能を得ることができる同様の設計手法を
使用して RM 内部のロジック設計を進めて
いく必要があります。
　スタティック ロジックと各 RM の組み合
わせを 1 つの単位とし、そのすべてをスタ
ティック ロジックのように考えて検証する必
要があります。1 つの RM から別の RM へ
の切り替えと、その過程におけるシステム全
体の動作の検証は、より複雑になり現状の
ツールでは対応できません。つまり現時点
では、リコンフィギュレーション プロセス中
の FPGA をシミュレーションする手段は存
在しません。そのため検証作業は、リコン
フィギュレーション プロセスの開始時点で
いったん終了し、リコンフィギュレーション
が完了した時点で再開するしかありません。
　シミュレーションで RM のスワッピング
にコード ラッパーを使用し、リコンフィギュ
レーション プロセスが終了して新しい RM 
がアクティブになるまで十分な待機時間を
設ければ、PR プロセスのエミュレーション
が可能です。リセットおよびアイソレーショ
ン レジスタのガイドラインに沿ってこの方
法を実行すると、より現実に近い結果が比

較的簡単に得られます。
　リコンフィギュレーションはデバイスのフ
ル コンフィギュレーションのサブセットであ
り、基本的に、同じハードウェアと手法が使
用されます。ツール フローによって適切な
コンフィギュレーション ファイルを得ること
は可能ですが、設計者は設計中のアプリケー
ション システムについてどのようなプログラ
ミング方法が適しているかを把握しておか
なければなりません。また、最終機器の性
質に基づいて、必要となる注意事項あるい
は安全対策を理解しておく必要もあります。
次の「手法とツール」セクションで詳しく取
り上げますが、PR を使用してシステム全
体を設計する場合はこれらを十分に考慮し
なければなりません。そうした中で PR の
活躍の場は、生体認識、ソフトウェア無線、
暗号処理、高性能コンピューティング、ネッ
トワーク機器などのアプリケーションに広
がっています。

　 手法とツール

　ザイリンクスの FPGA デザイン向けに
提供されている標準的なツールは、PR デ
ザインにほぼ完全に対応できるようになり
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図 3 - デザイン例のブロック図
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ました。PR に対応したツール機能を利用
するには、ザイリンクスから個別ライセン
スを取得する必要があるため、販売代理店
にお問い合わせください。デザイン フロー
の中心となるのが PlanAhead ™ ツールで
す。PlanAhead を使い慣れていない場合
は、この機会にトレーニングを受講してそ
の使用方法を習得するのも一案です。
　PR のメリットを生かした FPGA デザイ
ンのインプリメンテーション方法は通常の
デザインのインプリメンテーション方法と
ほぼ同じですが、「ボトムアップ」の合成フ
ローを使用するという点で異なります。つ
まり、スタティック ロジックとスワップさ
れる RM 間のバウンダリをまたいだ最適化
は行われません。ボトムアップ合成を行う
には、各パーティションを個別の合成プロ
ジェクトに割り当て、ネットリストをそれぞ
れに生成します。

　PR を使用した一般的な設計手順は次の
とおりです。

1. スタティック ロジックとリコンフィギャ
ラブル ロジックを判断しながらデザイ
ン構造を設定します。すべてのネットリ
ストを合成して RM を定義し、パーティ

ションを作成します。次に、RM ネット
リストを対応する RP に割り当てます。

2. 割り当てた RM に基づいて、各 RP に
適切な制約を与えます。

3. PlanAhead を使用して PR ごとにデ
ザイン ルール チェック (DRC) を実行
します。

4. 各コンフィギュレーションが 1 つの完
成したデザイン ( スタティック ロジッ
クと各 RP の 1 つのネットリスト ) で
あることを前提に、配置配線を行いま
す。スタティック ロジックの「最良リファ
レンス」を作成し、スタティック ロジッ
クおよび RM のすべての組み合わせで
タイミングが満たされるまで繰り返し
ます。

5. BIT ファイルを作成します。

6. デザインをテストします。
　 
　 デザイン例

　実際のデザインを例示して PR のインプ

リメンテーション手順について説明します。
ここでは、ザイリンクスの XCV4FX60 
FPGA を使用し、ギガビット イーサネット 
インターフェイスから送信されるネットワー
ク パケットを処理します。ユーザーからの
入力に基づき、2 種類の処理を実行します。
ケース 1 ではパケットに対して Ping コマ
ンドの検証を行います。Ping を受信した
システムは、MAC および IP アドレスを書
き換えて CRC と共に送信側に返します。
このような回路を VHDL で設計しました。
　ケース 2 では受信したパケットに対して 
UDP パケットの検査を行います。UDP パ
ケットを受信したシステムは、ポートを適
切に割り当て、MAC および IP アドレスを
書き換えた後、正しい CRC と共に送信側
に返します。このデザインでは、RM ロジッ
クがソースに依存せず合成済みネットリ
ストのみが重要であることを示すために、
Impulse C を使用しました。両方のケース
共に受信から応答までのターンアラウンド 
タイムが決定的に重要な意味を持つため、
MAC がパケットを受信したら速やかにパ
ケット操作を完了する必要があります。図 
3 にシステムのブロック図を示します。
　このデザイン例では、Virtex-4 XCV4
FX60 FPGA を搭載した Faster Technology 
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図 4 - デザイン例の EDK 画面
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(FTL) のアクセラレーター カード「P-6」を
ハードウェアとして使用しました。SFP モ
ジュール ソケットが実装されているため、
カッパー メディアまたはファイバー メディア
のいずれでも FPGA からギガビット イーサ
ネットへ直接アクセスできます。また、安定
した組み込み Linux システムが P-6 に搭
載されており、インプリメンテーションの単
純化を図ることができました。併せて、内
部コンフィギュレーション アクセス ポート 
(ICAP) ブロックを用いたエンベデッド プロ
セッサからの PR を実証する手段として、こ
の OS を使用しました。
　デザインの最初の手順は、スタティック
領域に割り当てるロジックと、リコンフィ
ギュレーションによってスワップされる 1 
つまたは複数のモジュールに割り当てるロ
ジックを決定することから始まります。基
本構造が定まったら、デザイン フローを使
用してこれらのインプリメンテーションに進
みます。
　デザイン例では、組み込み Linux システ
ムと PCI インターフェイス、基本的なギガ
ビット イーサネット MAC、そして ICAP イ
ンターフェイスがスタティック ロジックに配
置されます。2 種類のパケット処理エンジ
ンは同時に使用されないため、それぞれ独
立した RM として構成します。時間的に相
互排他となる単純な例ですが、さまざまな
システムの利用に応用可能です。
　ネットリスト構造とデバイスの物理的パー
ティションはお互いを反映しています。ネッ
トリストによって 必要となる RP のサイズ
が決定するため、パーティション サイズと
形状を決定する前に、RM の対象となるす
べてのモジュールを合成して必要なロジッ
ク リソースを把握しておきます。
　デザイン例には、P-6 カードに搭載され
ている組み込み Linux のエレメントを利用
しました。また、PCI インターフェイス、ザ
イリンクス ハードマクロ用のデュアル ギガ
ビット イーサネット MAC ラッパー、ユー
ザー IP の Linux システムへの統合を容易
にする専用 IP ブロックなど、FTL が提供
するさまざまな IP ブロックを用いました。
PR フローではネットリストを処理するた
め、システム内のブロックはさまざまなソー
スあるいはフローを使用してデザインが行
えます。
　Ping に応答する単純な RM を独立した 
ISE プロジェクトとして VHDL で作成しま

図 7 - UDP 応答を使用したデザイン インプリメンテーション

図 6 - ブラックボックス RP を使用したデザイン インプリメンテーション

図 5 - 定義したリコンフィギャラブル パーティション
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した。より複雑なパケット処理ブロックは、
Impulse Accelerated Technology 社が
提供する Impulse C ツールを用いて、C 
によるモジュールとして開発しました。図 4 
に、UDP 応答デザインの最良インプリメ
ンテーションにおける EDK 画面を示しま
す。ここでは FSL バスを用いて RM をス
タティック ロジックに接続しています。
　すべ ての ネットリストを 合 成した 後、
PlanAhead を使用してプロジェクトを作
成し、ネットリストをプロジェクトに追加
しますが、これは PR デザインでは HDL 
コードではなくネットリストが基本となる
ためです。プロジェクト ツリーからネット
リストを選択して、それぞれの RM または 
RM グループが含まれるパーティションを
作成します ( マウスを右クリックして [Set 
Partition] をクリック )。ウィザードが起動
するのでその指示に従います。オプション
から、パーティションをリコンフィギュレー
ション可能に設定します。パーティションの
バウンダリをリコンフィギャラブル フレー
ムのバウンダリと揃える必要はありません
が、揃えた方がデザイン効率は高くなりま
す。フレーム バウンダリおよび各フレーム
内のリソースは FPGA ファミリごとに異な
るので、使用するデバイス ファミリの仕様
を必ず確認してください。
　クロック リソースはパーシャル リコン

フィギュレーションの対象にはできないた
め、RM が使用し得るすべてのグローバル 
クロック ネットはその RM を用いる RP に
対して配線しなければなりません。複数の
クロック領域で多くのクロック信号を使用
すると配線の競合が発生する場合がありま
す。この影響を最小限に抑えるために、RP 
が必要とするクロック数と RP がまたがる
クロック領域数を少なくします。一般に、高
さがなく幅の広い領域の方が、高さがあり
幅の狭い領域よりも適しています。
　リージョナル クロックも使用できます。
一部の世代の FPGA ではリージョナル ク
ロックはパーティション バウンダリを交差
できる一方で、専用のクロック リソース
ではなく汎用配線が用いられるという制
約があります。PR パーティション内では 
BUFIO と I/O クロックを使用できます
が、いずれもパーティション バウンダリを
またぐことはできません。図 5 に、このデ
ザイン例で 2 種類の RM のいずれかが含
まれる RP ( 白い矩形で示した領域 ) を示
します。
　ネットリスト ツリー内のパーティション
を選択後、マウスを右クリックして [Assign 
Reconfigurable Module] を ク リ ッ ク
し、各 RM が使用し得る RP にそれぞれ
の RM を割り当てます。この操作によって 
RP を使用する RM のネットリストを選択

できます。

　 制約と配置配線

　スタティック ロジックの制約は各 RM 
に 継 承 さ れ、ほと んどの 場 合 は 最 上位 
UCF で対応できます。スタティック ロジッ
クの制約以外に、 1 つまたは複数の RM 
に対して制約が必要な場合は、この方法
で追加します。たとえば、クリティカル タ
イミング要件を満たすために、一部のコン
ポーネントに配置制約を割り当てるなどが
考えられます。その場合、一般に上位レベ
ルから継承される制約で十分です。このデ
ザイン例では 2 つの RM に制約を追加す
る必要はありませんでした。必要に応じて、
tpsync 制約を使用し、リコンフィギュレー
ション バウンダリをまたがるパスに制約を
設定します。
　PR を使用する場合は、従来のデザイン
に必要とされていた DRC 以外にほかの 
DRC を実施して、PR インプリメンテー
ションをさまざまな観点から検証します。
DRC はツール メニューから起動します。
　初期インプリメンテーションを実行して、
スタティック部分の最良リファレンスを取
得します。このリファレンス デザインには、
リコンフィギャラブル パーティションをま
たがるスタティック配線と、リコンフィギャ
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図 8 - パケット処理の ChipScope 画面
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ブル パーティション内部のプロキシ ピン
が含まれます。RP に取り込まれるすべて
のリコンフィギャラブル モジュールにはこ
れらスタティック要素が必要なことから、
スタティック部分を再インプリメントする
場合は、すべての RM についても再イン
プリメントすることが不可欠です。インプ
リメンテーションを複数回実行し、残りの 
RM に対してもインプリメンテーションが
実施されるようにします。
　2 つの実際のデザインを比較するテスト 
ケースを作成するために、パケット処理エ
ンジンとして「ブラック ボックス」を使用し、
デザイン例の最初のインプリメンテーショ
ンを実行しました。RM に対応するブラッ
ク ボックスは FPGA にリセット領域を作
成します。これにより、機能を必要としな
い場合は消費電力を簡単に抑えることがで
きます。スタティック ロジックが同じとい
う条件で、図 6 にブラック ボックスを取
り込んだ状態、図 7 に UDP パケット応
答ロジックを取り込んだ状態を示します。
　個々のコンフィギュレーションがインプ
リメントされたら、タイミング制約が満た
されるように配置配線ツールを使用しま
す。それぞれの配置配線が実行された後、
そのコンフィギュレーションに対してタイミ
ング解析が自動的に実施されます。2 つの 
RP を接続する組み合わせパスが存在しな
い限り、追加作業は特に発生しません。存
在する場合は、tpsync 制約を使用して該
当するパスを 2 つの独立したパスに分割
します。

　 BIT ファイルの作成

　インプリメンテーションが完了したら、
スタティック ロジックと各 RM の組み合わ
せに対して BIT ファイルを作成します。す
べての RM を対象としたコンフィギュレー
ションについてインプリメンテーションが
完了して結果が得られたら、デザイン ラン 
ウィンドウで 1 つ以上のコンフィギュレー
ションを指定し、マウスを右クリックして 
[Generate Bitstream] をクリックします。
この操作によって、選択したコンフィギュ
レーションのフル ビットストリーム、および
そのコンフィギュレーション内の各 RM に
対応するパーシャル ビットストリームが生
成されます。特別なオプションの指定は必
要ありません。

　デザイン完了後、対象の FPGA にファ
イルを取り込みます。パワーオン コンフィ
ギュレーションでは、スタティック ロジッ
クすべてと各 RP の最初の RM を含むフ
ル BIT ファイルが読み込まれます。デザ
インによっては、一部の RP またはすべて
の RP に存在するロジックを除いて、スタ
ティック ロジックのみを取り込むことも可
能です。この方法によって、PCI Express 
のコンフィギュレーションにおける読み込
み時間を短縮できます。後に続く PR の読
み込みサイクルが開始されるとき、全体的
なコンフィギュレーション プロセスが短縮
されます。
　パーシャル リコンフィギュレーションを
開始しようとした時点で、FPGA には既に
有効なコンフィギュレーションが取り込ま
れています。リコンフィギュレーションされ
ないロジックや配線にグリッチが生じる可
能性があるため、DONE ピンはディアサー
トされず、コンフィギュレーション メモリも
クリアされません。リコンフィギュレーショ
ンできるコンフィギュレーション フレーム
は一度に 1 つのみです。各コンフィギュレー
ション フレームは、クロック領域 1 つ分
の高さ、デザイン エレメント 1 つ分の幅か
ら成る領域を対象としています。デザイン 
エレメントには、CLB、BRAM、DSP ブロッ
クなどがあります。各コンフィギュレーショ
ン フレームは、取り込まれた後にアクティ
ブになります。
　パーシャル BIT ファイルの転 送には、
SelectMap、シリアルや JTAG コンフィ
ギュレーション ポート、または ICAP ポー
トなどの標準インターフェイスを使用しま
す。すべてのビットストリームには CRC が
付加されており、データの有効性が検証さ
れます。フル コンフィギュレーションでは、
内部競合による損傷を回避するために、デ
バイスがアクティブになる前に CRC チェッ
クが実行されます。一方、PR では、ビット
ストリームは既にアクティブの FPGA に読
み込まれます。また、フレームが取り込ま
れるとロジックは即座にアクティブとなりま
すが、フル リコンフィギュレーションが完
了するまで CRC チェックは行われません。
そのため、取り込み後に CRC チェックで
エラーが検出された場合、速やかに対処し
なければ FPGA に損傷が及ぶ可能性がご
くわずかですがあります。
　対策方法はいくつかあります。一時的なエ

ラーであったり、または、空のブラック ボッ
クスなど既知のビットストリームを誤って取
り込んだ場合は、ビットストリームを再読み
込みします。ほかには、FPGA 全体をリコ
ンフィギュレーションする方法や、ICAP イ
ンターフェイスを介して FPGA 内部に読み
込まれる前にビットストリーム インテグリ
ティをチェックする方法などが考えられま
す。
　別の選択肢として、ザイリンクスは各コ
ンフィギュレーション フレームのビットスト
リームにほかの CRC を追加するリファレン
ス デザインを提供しています。ICAP 経由
でビットストリームが読み込まれる前に各フ
レームの CRC をチェックするため、フレー
ムを使用する前に CRC エラーを検出でき
ます ( 詳細は、ザイリンクス アンサーの 
#35381 を参照してください )。
　デザイン例に使用した P-6 カードは、
MiniSD カードから初期コンフィギュレー
ションを取り込む Spartan FPGA を含み、
メインの V4FX60 FPGA をプログラムし
ます。FPGA の動作が開始すると、ユーザー
の指定に応じて、Virtex-4 FPGA 上の組み
込み Linux システムがパケット処理用 RM 
のスワッピングを行います。
　個々のパケット処理エンジンの動作を確
認するために、ChipScope ™ ツールを使用
して FPGA ロジックの動作をキャプチャし
ました。図 8 に、Virtex-4 による UDP パ
ケットの受信、処理、および送信側への返
信での波形を示します。

　 シンプルなデザイン フローの確立

　動作中にシステムの変更を可能にする
パーシャル リコンフィギュレーションは、
もはや最先端デザインを担う開発者の間だ
けで使用される設計手法ではありません。
PR のデザイン フローは、多くの設計者が
活用できるほどシンプルなものになり、シ
ステムに柔軟性と適合性をもたらすだけで
なく、省電力やシステム コスト削減にも貢
献しています。
　ここで説明したデザイン例は、あらゆる
エンジニアに対して次の製品開発での PR 
の採用を後押しするものとなるでしょう。
今後 Faster Technology ではデモや動作
サンプルをインターネット上で提供する予
定です。詳細は、www.fastertechnology.
com を参照してください。  
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FPGA アーキテクチャの機能にパラレル処理を
組み合わせ、FPGA ファブリックを
超える性能を実現

高速データ コンバーター システムに
おけるマルチレート デジタル信号処理

Luc Langlois
Global Technical Marketing, DSP
Avnet
luc.langlois@avnet.com

　
　高速データ コンバーターは近年大きく
進化を遂げ、通信、医療、航空宇宙など、
さまざまなシステムの性能の向上に貢献し
ています。このような高性能化が進むにつ
れて、高速のアナログ信号チェーンとデジ
タル信号処理を組み合わせる技術では多
くの課題が浮き彫りになってきました。こ
の状況を受け、高サンプリング レートで
最新のデータ コンバーターとデジタル信
号処理回路をインターフェイスする FPGA 
ソリューションに注目が集まっています。
　マルチレート デジタル 信号処 理の厳
選されたコンセプトを基軸に、ザイリン
クスの Virtex®-6 および Spartan®-6 
FPGA の高速かつ高効率なデータ コン
バーター インターフェイスは形成されて
いま す。FPGA アー キテクチャの 機 能
にパラレル 処 理を組み合わせることで、
FPGA ファブリックを超える性能が実現
できます。
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　 マルチレート デジタル信号処理

　アナログ信号をサンプリングする場合
は、信号 帯域 fB の 2 倍、す なわちナ
イキスト周波数の 2 倍に相当する最小サ
ンプリング レートではなく、高速の A/
D コンバーター (ADC) を用いてより高い
サンプリング レート fs ( メガサンプル /
秒、MSPS) でサンプリングした方が、望
ましい結果が得られます。たとえば LTE 
(Long Term Evolution) 無 線 通 信 で
は、ベースバンドのサンプリング レートは 
7.68MSPS 程度ですが、デジタル レシー
バーではアナログ信号を 122.88MSPS 
でサンプリングすることがあります。この
ようなオーバー サンプリングを行うと、サ
ンプリングによって発生する量子化ノイズ
は広帯域幅に均等に分散され、信号帯域
のノイズ パワーは減少します ( 図 1)。後
段にデジタル フィルターを設けて帯域外ノ
イズを減衰させれば、厳密にサンプリング
された信号と比較しても SN 比は向上し
ます。
　ADC で信号をオーバー サンプリングし
て FPGA でキャプチャした後は、デジタ
ル ドメインへ移行します。ここでは、信号
に含まれる情報を抽出する前に、サンプリ
ング レートを可能な限り低減する状況が
しばしば発生します。デジタル信号のサン
プリング レートを下げる処理は「デシメー
ション」と呼ばれ、これを行うと FPGA 
リソースを少なくできるほか、必要な演算
レートや消費電力を低減でき、回路のタイ
ミング クロージャーが容易になるというメ
リットがあります。ただし、デシメーショ
ンを適用しただけでは量子化ノイズがエイ
リアスとして信号に戻されてオーバー サン
プリングのメリットは失われ、結果として 
SN 比の悪化を招きます。次のセクション
では、オーバー サンプリングのメリットを
維持する効果的な方法を探るために、デシ
メーションの原理について説明します。

　 デシメーションの仕組み

　式 1 および図 2 と図 3 に、フィルター
を適用せずに離散時間でデシメーション
を行った信号の入力スペクトルおよび出力
スペクトルの関係を示します。
　ここで、元のスペクトルにスペクトル レ
プリカ D が重なって影響を与えているこ

とに着目します。レプリカは 2 πラジアン
/ サンプルの間隔で発生し、広がりは D 
の倍数で変わります。デシメーターの前に
π/D ( ラジアン / サンプル ) を超えるす
べてのスペクトル成分を減衰させるローパ
ス フィルターを配置しない限り、エイリ
アスによって回復不可能な歪みが信号に

生じます。
　オーバー サンプリングで得られる SN 
比のメリットを維持するには、デシメー
ションにデジタル フィルターを組み合わ
せて、帯域外ノイズを減衰させる必要があ
ります。このような組み合わせをデシメー
ション フィルターと呼びます。
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図 1 - 帯域が限られている信号を 4 倍でオーバー サンプリング

図 2 - 前段フィルターなしのデシメーション

図 3 - 前段フィルターなしのデシメーションで発生するエイリアス

Xplanation:FpGa 101
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　 ポリフェーズ フィルター

　フィルターとデシメーターを単純に直列カス
ケード接続した構成 ( 図 4) は機能的に問題あ
りませんが、ポリフェーズ分解を用いたデシメー
ション フィルター トポロジの方がより効率的で
す (1993 年に Prentice Hall 社から刊行され
た『Multirate Systems and Filter Banks』
の著者、P.P. Vaidyanathan 氏の指摘による )。
　ポリフェーズ デシメーターは、それぞれが全
係数のサブセットを有する D サブフィルター 
Hd(z–1) で構成されています ( 図 5)。フィル
ターとデシメーターの単純な直列カスケード構
成に対して、ポリフェーズ デシメーターは並列
構成となっているため、個々のサブフィルターは
低サンプリング レートで動作し、タイミング ク
ロージャーが容易になります。
　デシメーションの前段で、入力に与えられる高
速サンプリング信号を各サブフィルターに昇順
で分配する遅延要素は、一般に「コミュテーター」
と呼ばれます。図 6 に、従来の 4x ポリフェー
ズ デシメーターにおけるコミュテーターを示し
ます。ADC が出力する高速サンプリング信号は、
ポリフェーズ デシメーターの入力に順次到達す
ると仮定しています。
　これとは別に、シリアル - パラレル コンバー
ターを使用して入力サンプリング信号を長さ D 
のグループとして結合し、そのデータを低レート
で動作するポリフェーズ構造の入力に与えるとい
う方法もあります ( 図 7)。このようなメカニズ
ムは、遅延要素とデシメーターを組み合わせた
方法と機能的に等価ですが、Virtex-6 および 
Spartan-6 FPGA では専用のシリアル - パラ
レル コンバーターが利用できるため、ポリフェー
ズ フィルターの性能を大幅に強化できます。

　 ISERDES と DSP48 スライスを活用

　Virtex-6 および Spartan-6 FPGA の各 I/O 
ブロックには、専用の ISERDES シリアル - パ
ラレル コンバーターが搭載されています。デシ
リアライザーを FPGA ファブリック内に構築す
るとタイミングが複雑になりますが、ISERDES 
を使用すれば問題ありません。高速のソース同
期アプリケーション用に設計された ISERDES 
を用いて、高速 ADC から出力されるサンプリ
ング データを結合することで、1GSPS を超え
るサンプリング レートにも対応可能な効率的な
ポリフェーズ デシメーターをインプリメントしま
す。ファブリック上にデシリアライザーを構築し
てデシメーション フィルターをインプリメントし
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図 4 - 直列カスケード接続されたフィルターとデシメーター

図 5 - 4x ポリフェーズ デシメーター

図 6 - 従来の 4x ポリフェーズ デシメーター

図 7 - シリアル - パラレル コンバーターを付加した 4x ポリフェーズ デシメーター

Xplanation:FpGa 101
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たものでは、このような高速データ レート
に対応できません。
　また、Virtex-6 および Spartan-6 FPGA 
には、高速デジタル信号処理に最適化され
た専用のハードウェアである DSP48E1 ス
ライスまたは DSP48A1 スライスが搭載さ
れています。DSP48 スライスは、FPGA 
ファブリックにデジタル信号処理機能をイン
プリメントする場合に生じるタイミングの問
題を回避できるだけでなく、電力効率にも優
れています。つまり、ポリフェーズ サブフィ
ルターに最適な構築ブロックといえます。
　 最 適 なデ ザイン で は、DSP48 スラ
イスが最 大 性 能 定 格に近い 状 態で動 作
さ せるようにしま す (DSP48E1 fmax 

= 600MHz、1 ス ピ ー ド グ レ ー ド、
DSP48A1 fmax = 390MHz、4 ス
ピード グレ ード )。たと えば、1GSPS 
ADC を Virtex-6 に接続する場合、最初
のデシメーションでは各サブフィルターが 
500MSPS で動作する 2x ポリフェーズ 
デシメーターを使用します ( 図 8)。
　同じ 1GSPS ADC を Spartan-6 に
接 続 する 場 合 は、 各サ ブ フィル ターが 
250MSPS で動作する 4x のポリフェー
ズ デシメーターを実装することを推奨し
ます ( 図 9)。
　ADC が高速なほど、並列度を増大し
て各サブフィルターのスループットを低く
した、高デシメーション レートに対応で

きます。なお、ザイリンクスの FIR コン
パイラ IP を使用してポリフェーズ サブ
フィルターのトレードオフを最適化します。
DSP48 スライスをオーバークロックで動
作させて時分割形式で複数の係数を処理
するといった異なるハードウェア アーキテ
クチャを簡単な操作でインプリメントでき
ます。

　 ポリフェーズ補間回路

　補間処理と呼ばれるサンプリング レー
トを高める処理が必要な状況があります。
たとえばケーブル モデムでは、高速 D/
A コンバーター (DAC) の駆動に適した
高速サンプリング レートを得るために、
FPGA ベースのデジタル アップコンバー
ターでベースバンド データの補間処理を
行います。DAC のサンプリング レートを
高めると、DAC 出力においてスペクトル 
イメージ間の周波数領域での分離性が向
上します。これにより、DAC 後段でのア
ナログ フィルター処理が簡単になり、SN 
比が向上します。
　 ポリフェーズ 構 成 の 補 間 フィル ター
は、デシメーションと同様に、補間回路
とフィルターを直列カスケード接続した
構成よりも良好な性能が得られます。そ
の 理 由 は、 各サ ブ フィル ター は より低
い演算レートで動作するため、タイミン
グ クロージャーが容易になるためです。
Virtex-6 または Spartan-6 の I/O ブ
ロックが備える専用のパラレル - シリア
ル コンバーター (OSERDES) を併用す
れば、高性能な補間フィルターを最小限
の FPGA ファブリックで構成できます。
図 10 に、1GSPS で DAC を駆動する 
Spartan-6 システムに 4x ポリフェーズ
補間回路を構成した例を示します。

　 ニーズに合ったカスタマイズを

　高性能なポリフェーズ デジタル フィル
ターの効率的なデザイン手法について説
明してきました。マルチレート デジタル
信号 処 理に対応 する Virtex-6 および 
Spartan-6 FPGA 独自の 機 能を 活 用
しながら、アプリケーションに最適とな
るように高速データ コンバーター の重
要な処理ステージをカスタマイズしてく
ださい。

図 8 - Virtex-6 のシリアル - パラレル コンバーターを用いた 2x ポリフェーズ デシメーター

図 9 - Spartan-6 のシリアル - パラレル コンバーターを用いた 4x ポリフェーズ デシメーター

図 10 - Spartan-6 のパラレル - シリアル コンバーターを用いた 4x ポリフェーズ補間回路

Xplanation:FpGa 101
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