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FPGA / CPLD評価ボード PLCC68

■ FPGAの動作に必要な最低限の機能を搭載単一電源ですぐに活用できます

■ ACM/XCMシリーズはそれぞれ外形やコネクタ位置が同一で置き換えが可能です

■ 豊富なラインナップで１００種類以上の製品をご用意しています

■ 回路図、マニュアルは購入前でも自由に参照できます

■ 豊富な納入実績で安心してお使いいただけます

■ 基本的に即納体制で最短翌日からご活用いただけます

■ スピードグレード変更などのカスタマイズもご相談ください

Spartan-6使用製品例

Virtex-5使用製品例

Spartan-3A/3AN使用製品例

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

XP68-01シリーズ
PLCC 68PIN Spartan-6 FPGA モジュール

￥44,０００（税込46,200）～

※その他 FPGA Boardやアクセサリを100種類以上ラインナップしています。詳しくはウエブをご覧ください。

XCM-011シリーズ

Virtex-5 FFG676 搭載 ブレッドボード

XC5VLXの676ピンBGAチップ搭載

￥108,000（税込113,400）～

EDX-006
FPGA Virtex-5 搭載USB-FPGAボード

XC5VLX30-1FFG676C搭載

￥99,000（税込103,950）

シリーズ
すぐに使えるFPGAボードで、設計や試作コスト
が下げられると思います。

ICソケットに実装できる
FPGA/CPLDモジュール
PLCC68シリーズは、ICソケットに搭載できるように設計された、
FPGA・CPLDモジュールです。
市販のICソケットに実装できるので、ユニバーサル基板での
FPGAやCPLDの利用に便利です。
また、シリーズ別にピン割付が共通で、FPGA/CPLDのベンダー
やタイプによらず電源やI/Oが共通となっています。
単電源動作も、IO電源を2系統
分離して使用することも可能
となっています。

■ 50本のI/O(内4本はクロック兼用を優先的に割付)
■ 3.3V単一電源　FPGA/CPLDが必要な補助電源を内蔵
■ ICソケットに実装可能な基板サイズ25.3 × 25.3 [mm]
■ VIOA、VIOB分離供給可能
 (FPGA/CPLDのスペックによる）
 最大3.3V
■ JTAG信号
■ 全シリーズ共通ピン割付
■ 全シリーズRoHS指令対応品

■ XC6SLX16-2CSG225Cを搭載
■ 50本のI/Oを外部引き出し
■ 3.3V単一電源動作
■ オンボードクロック搭載（50MHz）
■ コンフィギュレーションROM搭載
■ 6層基板を採用
■ ICソケットに実装可能

RoHS指令対応品

RoHS指令対応品

XP68-02シリーズ
PLCC 68ピン Spartan-3AN FPGA モジュール

■ XC3S200AN-4FTG256Cを搭載
■ 50本のI/Oを外部引き出し
■ 3.3V単一電源動作
■ オンボードクロック搭載（50MHz）
■ コンフィギュレーションROMは
FPGAに内蔵

■ 6層基板を採用
■ ICソケットに実装可能

RoHS指令対応品

XP68-03シリーズ
PLCC 68ピン Spartan-6 FPGA モジュール

■ XC6SLX45-2CSG324Cを搭載
■ 50本のI/Oを外部引き出し
■ 3.3V単一電源動作
■ オンボードクロック搭載（50MHz）
■ コンフィギュレーションROM搭載
■ 6層基板を採用
■ ICソケットに実装可能

XCM-109シリーズ

Virtex-5 FFG676 搭載ブレッドボード

XC5VLX30-1FFG676C、
XC5VLX50-1FFG676C、
XC5VLX85-1FFG676Cまたは
XC5VLX110-1FFG676Cを搭載
￥77,000（税込80,850）～

ハーフ
カードサイズ

Rocket
I/O

MRAM
搭 載

XCM-107シリーズ

Virtex-5 LXT FFG665 搭載 ブレッドボード

XC5VLX30T-1FFG665Cまたは
XC5VLX50T-1FFG665Cを搭載

￥118,000（税込123,900）～

XCM-110/110Zシリーズ

Spartan-6 FGG484 搭載 FPGAボード

XC6SLX45-2FGG484C、
XC6SLX75-2FGG484C、
XC6SLX100-2FGG484Cまたは
XC6SLX150-2FGG484Cを搭載

クレジット
カードサイズ

Rocket
I/O

SDRAM
搭 載

MRAM
搭 載

￥66,000（税込69,300）～

XC6SLX45T-2FGG484C、XC6SLX75T-2FGG484C
XC6SLX100T-2FGG484Cまたは
XC6SLX150T-2FGG484Cを搭載

XCM-020シリーズ

Spartan-6 LXT FGG484 搭載 FPGAボード

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

XCM-304
Spartan-3A VQG100 搭載ブレッドボード

XC3S200A-4VQG100Cを搭載 

￥19,000（税込19,950）

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

￥40,000（税込42,000）～

XC6SLX45-2FGG484C、XC6SLX75-2FGG484C、
XC6SLX100-2FGG484Cまたは
XC6SLX150-2FGG484Cを搭載

XCM-018/018Zシリーズ

Spartan-6 FGG484 搭載 FPGAボード

MRAM
搭 載

DDR2 SDRAM
搭 載

クレジット
カードサイズ

RoHS
指令対応品

￥39,000（税込40,950）～

XC6SLX45-2FGG484Cまたは
XC6SLX75-2FGG484Cを搭載 

XCM-019シリーズ

Spartan-6 FGG484 搭載 FPGAボード

XCM-016シリーズ

Spartan-3A DSP FGG676 搭載ブレッドボード

XC3SD1800A-4FGG676Cまたは
XC3SD3400A-4FGG676Cを搭載
￥49,000（税込51,450）～

http://www.hdl.co.jp/


L E T T E R  F R O M  T H E  P U B L I S H E R

200 万ロジック セルの FPGA が遂に登場
　筆者が IC デザイン メソドロジと半導体ビジネスについての記事を執筆し始めた 1995 年当時、最
大容量の FPGA といえばザイリンクスの XC5215 でした。このデバイスは 1,936 ロジック セル、
ASIC ゲート換算で 10k とほぼ同等という当時としては圧倒的な容量を実現していました。このように 
XC5215 は非常に画期的なデバイスであったにもかかわらず、最終製品で使用される場面は限られて
いました。当時の FPGA といえば 2 つの異なるデバイスを接続するためのグルー ロジックとして使用
するか、滅多に必要とされないシステム機能を格納するというのが一般的な用途だったのです。
　その頃の ASIC はまだ比較的設計が容易で、製造コストも手頃だったため、最終製品にカスタム機
能を搭載する企業は ASIC を自社で製造するか外部に生産委託するのが常でした。しかし、こうした状
況はその後一変します。それから 1 年もしないうちに、ASIC 業界は最先端の 0.5 ミクロン プロセス
の導入によってもたらされた 10 万ゲートという途方もなく豊富なリソースをいかにして埋めるかという
問題に直面したのでした。
　結局、多くの議論を経てロジック チップ業界は、これらのゲートを IP ブロックとデザイン再利用で
埋めてしまおうという結論に至りました。その後 15 年間にわたってシリコン プロセスはさらに微細化
を続け、そのたびに業界はタイミング クロージャ、DFM (Design for Manufacturability : 製造性考
慮設計 )、ゲート リーク電流など次から次へと新しい課題への対処を迫られました。しかしこの業界の
エンジニアたちの創意工夫にはいつも驚嘆の念を抱かずにはいられません。こうした問題に対しても、
時間の経過と共に必ず見事な解決策が講じられてきました。
　ASIC の製造に関する技術的な課題が解決されたとはいえ、IC 製造にかかるコストはまた別の問題
です。現在、マスク コストは数百万ドルにも達しており、これにツールのコストや ASIC の複雑さなど
を加味すると、ASIC で対応できるデザインの数というのは全体的に減少の一途をたどっています。最
新のプロセス テクノロジを使用して ASIC を製造した場合、数百万台の出荷数が見込めなければ製造
コストの回収は期待できません。
　幸い、ASIC 以外の分野でもすばらしいエンジニアたちの活躍があります。ザイリンクスのエンジニア
たちは、FPGA を単なる ASIC の置き換えにとどまらず、より魅力的なデバイスとするための努力を続
けています。今号の「ザイリンクス、SSI テクノロジを採用した世界最高容量の FPGA を出荷開始」では、
こうしたエンジニアたちの努力の賜物としてザイリンクスが出荷を開始した Virtex®-7 2000T FPGA 
について取り上げています。2,000 万ゲート ASIC に相当する 200 万ロジック セルを集積したこの新
しいデバイスは業界で最も高容量な FPGA であるだけでなく、エンジニアリングと経済性の両面で 
ASIC をはるかにしのぐ利点を備えた選択肢として、これからますます多くのアプリケーションで採用さ
れていくでしょう。また、このチップは「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」 (Xcell Journal 73 & 74 合併号 ) で筆者が取り上げたザイリンクスの
スタックド シリコン インターコネクト (SSI) テクノロジを採用した初の商用デバイスでもあります。
　SSI テクノロジとは 1 つのシリコン インターポーザー上に複数のシリコン スライス ( すなわちダイ ) 
を並べ、ちょうどプリント基板 (PCB) のトレースを使用してディスクリート IC を接続するようにスライ
スどうしをインターポーザー内部のトレースで接続するという技術です。しかも、ザイリンクスのツール
を使用すればこれらは複数のチップとしてではなく 1 つの巨大なチップとして認識されます。このデバ
イスの開発に成功したことで、ザイリンクスのエンジニアは半導体業界における本格的な 3D IC 時代
の到来に向けて非常に大きな第一歩を踏み出したことになります。
　これまで SSI テクノロジの開発に携わってきたザイリンクスのスタッフにとって、開発の 5 年間は確か
に困難の連続だったでしょうが、今こうしてデバイスがお客さまの最終製品に組み込まれるようになって
大きな達成感に満たされているに違いありません。今度は、ユーザーの皆さまがこのデバイスを使用し
て画期的な新製品を開発し、新しい市場を切り開き、これまで以上の成功を収めることを願うばかりです。

Mike Santarini 
発行人

mailto:mike.santarini@xilinx.com
mailto:kazuo.akiyama@xilinx.com
mailto:chie.matoba@xilinx.com
mailto:tomoko.suto@xilinx.com
http://japan.xilinx.com/publications/


ウェブセミナー

ニーズに合わせたプログラムを各種取り揃えて好評配信中!!

FPGA入門編

FPGA活用編

開発ツール編

FPGA/CPLD/
EPP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

7 シリーズ ターゲット デザイン プラットフォーム 7 シリーズ ターゲット デザイン プラットフォーム 
ザイリンクス シリアル デザイン ソリューションザイリンクス シリアル デザイン ソリューション

AMBA AXI4 テクニカル
セミナー

次世代FPGA設計手法セミナー PlanAhead デザイン解析ツール
～ 第1部、 第2部、 第3部、 デモ ～

7シリーズ FPGAで消費電力を大幅に削減

Zynq-7000 EPP アーキテクチャとエコシステム

Zynq-7000 EPP アーキテクチャとエコシステム

28nm ザイリンクス 7シリーズ FPGA の
アジャイル ミックスド シグナル テクノロジ

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

15分で判る! FPGA採用理由

ザイリンクスで創造する
コンシューマ製品の新しい価値

製品の差別化を実現する開発
ツール：ISE Design Suite

http://japan.xilinx.com/webseminar/セミナー内容の詳細／ご視聴は今すぐこちらから

All Programmable FPGA および SoC、3D IC の世界的なリーディング プロバイダーの
ザイリンクスが提供するプログラマブル ロジックからプログラマブル システム 
インテグレーションのさまざまな機能と活用方法をご紹介します。
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!!

Web Seminar

新セミナー登場
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KintexTM-7 FPGA ディスプレイキット
Kintex-7 FPGA 評価プラットフォーム ACDC1.0 をベースボードにした

次世代ディスプレイ向けターゲット・デザイン・プラットフォーム

Kintex-7 FPGA ディスプレイキットは、ザイリンクス社28nm FPGA Kintex-7シリーズ325Tデバイス、および高速オンボードDDR3 SDRAMを搭載する
ことにより、高速かつ大規模な評価環境を低コストで実現。
HDMI1.4a、V-by-One® HS、LVDSに対応した業界標準FPGAメザニンカード（FMC）を同梱し、それぞれのカードに対応したリファレンスデザインを付属。

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町１番地4 横浜イーストスクエア
TEL：045-443-4016  FAX：045-443-4058
http://ppg.teldevice.co.jp/

PLD事業部

東京エレクトロンデバイスでは自社の持つ情報・技術・サービス
を「inrevium（インレビアム）」として商品化しております

特 徴

Kintex-7 FPGA ディスプレイキットは、Pro Edition（TB-7K-ACDC-PRO-TV）とFoundation Edition（TB-7K-ACDC-FND）を用意

概 要

TB-7K-ACDC-PRO-TV

リファレンスデザイン付属

TB-7K-ACDC-FND

● ACDC1.0ベースボード（TB-7K-325T-IMG）
・ 搭載FPGA ： XC7K325T-FFG900
・ 搭載メモリ ： DDR3 SDRAM（1866Mbps）2Gbit ×4
・ コンフィギュレーション ： QUAD SPI Flash（128Mbit） ×1
・ FMCインタフェース(*) ： HPC（High Pin Count）×2
　　　　　　　　             LPC（Low Pin Count）×2
・ 高速ギガビットトランシーバ ： 5.4Gbps（GTX）×8ch ×2（HPC）

・ HDMIフレームバッファデザイン
・ V-by-One® HSデザイン

・ LVDSデザイン
・ EDKベースシステムビルダデザイン

● FMCカード
・ TB-7K-ACDC-PRO-TV ： HDMI1.4a（Tx/Rx）カード、V-by-One® HSカード、LVDSカード
・ TB-7K-ACDC-FND ： HDMI1.4a（Tx/Rx）カード

http://ppg.teldevice.co.jp/
http://www.inrevium.jp/
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　ザイリンクスは世界最高の容量を誇る Virtex®-7 
2000T FPGA をカスタマー向けに出荷開始しまし
た。このデバイスは 68 億個のトランジスタと 
1,954,560 個のロジック セルを集積し、28nm 
プロセスによる最も大規模な競合デバイスの 2 倍に
相当する容量を実現しています。Virtex-7 2000T 
はザイリンクスが TSMC 社の 28nm HPL プロセ
スを使用してリリースした FPGA として 3 番目の製
品ですが、何よりも重要なのは、3D IC に向けたザ
イリンクスの スタックド シリコン インターコネクト 
(SSI) テクノロジを採用した初の商用デバイスである
という点です (SSI については「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」 (Xcell Journal 73 & 74 
合併号 ) を参照 )。
　ザイリンクスのプログラマブル プラットフォーム
開発担当シニア バイス プレジデント、Victor 
Peng は 次 の ように 述 べ て い ま す。「Virtex-7 
2000T FPGA は、ザイリンクスのイノベーション
および企業間の垣根を越えた連携を象徴する画期
的な製品です。スタックド シリコン インターコネク
ト テクノロジによって、少なくとも次世代プロセス
の FPGA でしか実現しえなかったトランジスタ容量
が実現されることで、ユーザーは新世代製品の標準
的なロールアウトより少なくとも 1 年早く最大規模
の 28nm デバイスが利用できるようになりました。
この製品は特に ASIC や ASSP のエミュレーショ
ンおよびプロトタイピングを行うユーザーにとって
大きな意味があります」。

68 億個のトランジスタと 1,954,560 個の
ロジック セルを 3D の IC 構造で集積した
Virtex-7 2000T の出荷を開始

C O V E R  S T O R Y
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　FPGA ベンダーはこれまで、新しいシリ
コン プロセスへの移行に伴ってトランジス
タ数が 22 カ月ごとに 2 倍になるという
ムーアの法則を活用し、最新のプロセス テ
クノロジで新しいアーキテクチャをインプリ
メントしてきました。事実、この 20 年間、
FPGA ベンダーは前世代の FPGA と比較
して 2 倍の容量を持つデバイスをムーアの
法則のペースに従って着実に提供してきま
した。
　ザイリンクスは Virtex-7 2000T をはじ
めとする一部の Virtex-7 ファミリ デバイ
スでムーアの法則を超える (More than 
Moore) SSI テクノロジを採用しました。こ
のテクノロジは、1 つのパッシブ シリコン 
インターポーザー上に複数のシリコン スラ
イス ( アクティブ ダイ ) を横に並べ、イン
ターポーザー内部のメタル インターコネクト
を使用して接続するという技術です。これ
はちょうど、プリント基板のメタル インター
コネクトを使用して異なる IC を接続するの
とよく似ています ( 図 1)。この方法で、ザ
イリンクスはムーアの法則のペースを超える
デバイスの製造に成功しました。Virtex-7 
2000T FPGA は、 28nm プロセスを採
用した最も近い競合デバイスの 2 倍、そし
てザイリンクスの最も大規模な Virtex-6 
FPGA と比べて 2.5 倍の容量があります。

しかし、ザイリンクスの Virtex-7 FPGA プ
ロダクト ライン マネージャー、Panch 
Chandrasekaran が指摘するように、この
アーキテクチャが 特に優れているのは、

2000T が 4 つのダイで構成されているに
もかかわらず従来の FPGA と同じ使用モデ
ルを維持しているという点です。
　ザイリンクスのツール フローとメソドロジ

C O V E R  S T O R Y

図 2 – Virtex-7 2000T は非常に容量が大きく、最大 2,000 万 ASIC ゲートの複雑なデザインにも対応でき、
NRE コストの大幅な削減も可能。左側の図は、Virtex-7 2000T への実際のデザインのレイアウト例。

図 1 – 3D IC 時代に
向けて大きな一歩を
踏み出したザイリンクスの 
Virtex-7 2000T。上から
順に、パッケージ カバー、
スライス、シリコン 
インターポーザー、
パッケージ基板。
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を利用すれば、このデバイスを 1 つのきわめ
て大規模な FPGA としてプログラムできます。
　1,954,560 個のロジック セル以外にも、
Virtex-7 2000T には合計 305,400 個の 
CLB (Configurable Logic Block) スライス
と最大 21,550k ビットの分散 RAM が集積
されています。また、2,160 個の DSP スラ
イス、46,512Kb のブロック RAM、24 個
の CMT (Clock Management Tile)、4 個
の PCIe® ブロック、36 個の GTX トラン
シーバー ( 各 12.5Gbits/s) を備え、24 個
の I/O バンクと合計 1,200 個のユーザー I/O 
があります。
　今回リリースされた Virtex-7 2000T はザ
イリンクスにとって画期的な製品であるだけ
でなく、半導体業界にとっても 3D IC 時代へ
の大きな前進という意義があります。一方で
その真価は、このデバイスが最高容量のデバ
イスを待ち望むユーザーに対して革新技術へ
の扉を開き、新しいデザイン機能を提供する
点にあるとして、Chandrasekaran は次のよ
うに述べています。「ソフトウェア開発にシリ
コン エミュレーションを導入して製品開発期
間を短縮したい、複数のチップを 1 つのデバ
イスに集約したい、あるいは ASIC をデザイ
ンに利用できないといった問題や要望を抱え
る設計チームは、この画期的なテクノロジに
よって大きな恩恵を受けることになるでしょ
う。SSI テクノロジを使用してインプリメン
トしたザイリンクスのデバイスであれば、設
計者は次世代の容量をすぐに利用できるよう
になります」。

ASIC/IP のエミュレーションと
プロトタイピング
　Gary Smith EDA 社の設計ツール アナ
リストで ASIC の専門家である Gary 
Smith 氏によると、現在の平均的なハイエ
ンド ASIC/ASSP デ ザ イ ン は 4 億 
2,000 万ゲートに達しており、「11 億に達
したものもあると聞いている」といいます。
これほどゲート数が増えた結果、ASIC 設
計チームの 90% 以上が商用のエミュレー
ション システムや内製の ASIC プロトタイ
ピング ボードなど、何らかのハードウェア 
ベースの検証システムを使用しています。
　FPGA ベンダーが最高容量のデバイスを
発表すると、真っ先にそのユーザーとなるの
が商用エミュレーション システム ベンダー
やデザインのプロトタイピングを担当する設
計チームです。商用エミュレーション システ
ム ベンダーは常に最高容量の FPGA の登場
を待ち望んでいます。「More than Moore 
のアプローチで実現した Virtex-7 2000T 
の大容量を手にすることは、この業界にお
いて特に大きな意味を持ちます。彼らは次
世代の容量を持つシステムをすぐに提供で
き、そのユーザーは設計期間を短縮して画期
的な新製品をいち早く市場に投入できるよう
になるのです」(Chandrasekaran)。
　これら商用エミュレーション システムは、
エミュレーションの対象となる ASIC や IP、
システムの規模にもよりますが、ほとんどが 
複数のボードとラック数台分の FPGA を使
用しています。ユーザーはこのようなエミュ

レーション システムを使用して短期間で機
能検証を完了させ、ハードウェアとしてのデ
ザインをソフトウェア チームに提供するこ
とによりソフトウェア開発を早期にスタート
させ、ファウンドリから ASIC の実チップが
届く頃にはほとんど開発を完了させること
が で き ま す。 こ れ は す べ て Time to 
Market の短縮を目標としています。
　商用エミュレーション システムの典型的
な使用モデルとは次のとおりです。まず、ユー
ザーが ASIC または IP を設計し、従来の 
EDA 検証ソフトウェアを使用して機能検証
を実行します。十分な検証後、商用エミュレー
ターを用いて RTL (Register Transfer-
Level) レベルでデザインをインプリメント
し、さらにデザインを検証します。通常、各
エミュレーター ベンダーからはザイリンク
スの設計ソフトウェアと組み合わせて動作す
る専用のソフトウェアが提供されており、こ
れを使用して RTL を合成し、エミュレー
ターで最適な形で FPGA に分散して配置さ
れるように ASIC デザインをブロックに分
割することができます。次に、エミュレーター
上でデザインを動作させ、エミュレーター 
ベンダーのソフトウェアで提供されるイン
ターフェイスを利用してワークステーション
または PC 上で動作する EDA 検証ツール
からテストを実行します。
　エミュレーター ベンダーは、廉価版のエ
ミュレーターとして「レプリケート」または「プ
ロトタイピング システム」と呼ばれるシステ
ムも提供しています。これらは単に ASIC 
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の機能をエミュレートするためのものです。
現在は多くの企業がこういったシステムを
ソフトウェア開発チームに支給して、デザ
イン上で動作するドライバー、ファームウェ
ア、アプリケーションの早期開発に役立て
ています。
　大規模な FPGA を使用すれば、エミュ
レーション ベンダーはより大容量のエミュ
レーション システムを構築できるだけでな
く、使用する FPGA の個数を減らして消費
電力と部材コストを抑えた中～低容量のシ
ステムを構築して、デザインを動作させる全
体的なクロック速度を引き上げることもでき
るとした上で、Chandrasekaran は次のよ
うに述べています。「Virtex-7 2000T は
容量が非常に大きく、ベンダーは 1 つの 
FPGA チップでエミュレーターを構築する
ことさえ可能になります。デザイン全体を少
ないチップ、あるいはワンチップで動作させ
ると、システムの全体的なパフォーマンス
が向上します」。
　また、100 万ドルを超える規格品の商用
エミュレーション システムには手が出せな
いというデザインにも Virtex-7 2000T 
は理想的です。「多くの設計チームが ASIC 
あるいはシステム全体の機能のプロトタイ
ピングやエミュレーション用にカスタム 
ボードを内製し、ソフトウェアの早期開発
を図っています。エミュレーション システ
ムを利用して IC を開発する設計チームで
も、ソフトウェア開発チーム向けに FPGA 
バージョンを内製しているケースもありま
す」(Chandrasekaran)。また、このデバ
イスは IP ベンダーが新しい IP ブロックの
開発に使用できるほか、コアの機能を見込
み客にデモンストレーションする目的でも使
用できるなど、IP ベンダーにも大きな魅力
があると Chandrasekaran は付け加えて
います。

システム アーキテクチャの集約と
消費電力の削減
　新しい Virtex-7 2000T は ASIC や IP 
のエミュレーションとプロトタイピングに役
立つだけでなく、システムの高性能 / 高機
能化と省電力化を両立させたいと考えるシ
ステム アーキテクトにも大きな魅力があり
ます。 
　「市場には複数の FPGA を使用した最終
製品が数多く存在します。Virtex-7 2000T 
を使用すれば、複数の FPGA の機能を 1 

つの FPGA に統合できます。このシステム
の統合によりすべての機能がワンチップに集
積されるため、パフォーマンスが向上します。
しかもボード上の複数の IC を I/O インター
フェイスで接続する必要がなくなるため、消
費電力も削減されます。I/O インターフェイ
スの消費電力は I/O の数に比例します。つま
り、デザインの性能が高いほど、そしてシス
テムに含まれる IC の数が多いほど消費電力
は大きくなります」(Chandrasekaran)。
　しかもシステム機能を複数の IC に分割す
る作業は複雑で、開発期間の長期化とテス
ト費用の増大を招きます。システム内の複
数のデバイスを 1 つに集約できればこのよ
うな機能分割に伴う課題を解消し、検証や
テストにかかるコストを削減できます。「競
合 FPGA の 2 倍 以 上 の 容 量を 持 つ 
Virtex-7 2000T を利用すれば、これまで
以上にシステムの統合が進み、消費電力を
マルチチップ ソリューションの 1/4 に抑え
ることも可能です。また、I/O のボトルネッ
ク解消によるシステム性能の向上、あるいは
不必要なデザイン分割をなくすことによるシ
ステムの複雑さ解消といった利点も得られ
ます。大幅に削減されるボード面積を利用し
てほかの機能を追加するか、製品のサイズ
を小型化するかをアーキテクトが選択できま
す」(Chandrasekaran)。
　7 シリーズのほかのデバイス同様、ザイ
リンクスは Virtex-7 2000T を TSMC 
社の FPGA 専用 28nm HPL (High-
Performance、Low Power) プロセス テ
クノロジを使用してインプリメントしました 
( 詳細は、「7 シリーズ FPGA で消費電力を
半減」 (Xcell Journal 75 & 76 合併号 ) を
参 照 )。HPL プ ロセ スを採 用した 結 果、
Virtex-7 2000T のトランジスタは 28nm 
高性能プロセスを使用してインプリメントし
た競合デバイスよりもリーク電流が低く抑え
られていると Chandrasekaran は述べてい
ます。つまり、Virtex-7 2000T の消費電
力はほぼ半分の容量の他社製デバイスと同
レベルということになります。 

ASIC の置き換え
　これも非常に重要な点ですが、Virtex-7 
2000T は、 28nm プロセス ノードでの 
ASIC/ASSP 開発のコストとリスクを受け
入れることが難しい多くのデザインにとって
も魅力的な選択肢となります。シリコン プ
ロセスの進歩に伴い、設計と製造のコスト

は急速に増大しています。28nm ノードで
は、ASIC/ASSP の NRE (Non-Recurring 
Engineering : 初期開発費用 ) コストは 
5,000 万ドルを超え、ASIC リスピンの
可能性はほぼ 50% にまで達しています。
設計サイクルでミスを 1 つ見逃してしまう
だけで収益性は大きなダメージを受け、こ
うしたミスがいくつも重なるとプロジェク
トのキャンセルや市場機会の損失、さらに
は会社自体の存亡の危機すら招く恐れがあ
ります。
　Virtex-7 2000T は 1,000 万～ 2,000 
万ゲート相当の ASIC を置き換えることが
でき、ASIC につきものの NRE コストも発
生しません。「1 つの小さなミスがマスクの
作り直しという壊滅的な結果をもたらすこと
を懸念する必要がなくなり、設計者は設計
そのものに集中できるようになります。しか
も、Virtex-7 2000T は再プログラム可能
なため、ミスがあってもプログラムし直すだ
けで済みます」(Chandrasekaran)。

これまでのメソドロジを継承
　Virtex-7 2000T は非常に大規模なデバ
イスですが、そのプログラミング方法はこれ
までとそれほど大きく変わっていません。
　「数年前から、ザイリンクスは超大容量の
デバイスを念頭に設計ツールの最適化を進
めてきました。現在では、分割とフロアプラ
ンを効率よく行い、消費電力とパフォーマ
ンスを最適化できるようになっています」
(Chandrasekaran)。大規模な FPGA は
ほぼ例外なくと言っていいほど何らかの分割
が必要になるのが一般的で、タイミングのク
リティカルなファンクションを互いに近接し
て配置する必要があると Chandrasekaran 
は説明しています。Virtex-7 2000T に大
規模なデザインをインプリメントする場合、
ザイリンクスのツール はタイミングと パ
フォーマンスが最適となるようなフロアプラ
ンと分割をサポートします。
　ザイリンクスの設 計ツールは最 新版で 
Virtex-7 2000T をサポートしており、
ユーザーはすぐにでも Virtex-7 2000T 
を 使 用 し た 設 計 を 開 始 で き ま す 
(Chandrasekaran)。ザイリンクスは来年
にもモノリシックおよび SSI 構成の新し
い Virtex-7 FPGA のリリースを予定して
います。
　Virtex-7 2000T の詳細とデモについては、
japan.xilinx.com/7 をご覧ください。
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 typename NATIVE,

 template <typename N, typename T> class TCLEXT>

class native_wrapper<NATIVE*,tcltypes::tclobj,: 
public native_wrapper_base<NATIVE*,tcltypes::   
{

 typedef native_wrapper_base<NATIVE*,tcltypes:: 
base_t;

 typedef TCLEXT<NATIVE*,tcltypes::tclobj>tclext 
_typedef detail::tcltypeinfo<NATIVE*,tcltypes::

static void reset_type(Tcl_Obj* tobj)
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比類なき生産性
次の10年の「All Programmable」デバイスに対応する Vivado™ Design Suit

http://japan.xilinx.com/designtools

技術革新をサポートするため

主要な設計の障壁を解消します

Vivadoツールはプログラマブル ロジックや I/O設計にかかる時間短縮を加速させるだけでなく、3Dスタックド シリコン インター
コネクト テクノロジや ARM® プロセッシング システム、アナログ ミックスド シグナル (AMS)、および多くの IPコアが組み込まれた
デバイスへのプログラマブル システムのインテグレーションとインプリメンテーションを短時間で実現します。

比類なき生産性の始まりです



COVER STORY

Charge to Market with Xilinx 7 Series 
Targeted Design Platforms

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

7 シリーズ ターゲット デザイン 
プラットフォームがマーケットに登場

 14  Xcell Journal 77・78 合併号



　ザイリンクスは 28nm プロセス採用の 
7 シリーズ FPGA に対応するターゲット 
デザイン プラットフォーム (TDP) の第一陣
として 3 種類の製品を発表しました。これ
ら TDP を利用することで、ユーザーはいず
れの FPGA が自社デザインに最適となるか
を評価し、すぐに設計を開始できるようにな
り ま す。Virtex®-7 FPGA お よ び 
Kintex ™ -7 FPGA のベース キットには、
アジャイル ミックスド シグナル (AMS) 
ドーターカードと業界標準の FMC コネク
タが採用されています。この 2 つのベース 
キットに加え、FPGA を使用して複数の 
DSP 処理をより高速に実行したいと考える
ユーザー 向けに、Avnet 社 から Xilinx 
Kintex-7 FPGA DSP キットがリリースさ
れました。
　これら 3 種類の新しいキットは、FPGA 
システム開発の目的でザイリンクスが展開
を開始したプラットフォームの第 2 世代と
なるもので、その最初の製品としてリリース
されたものです。ザイリンクスは 2009 年
に 6 シリーズのデバイス群をサポートする
形でターゲット デザイン プラットフォーム 
(TDP) 戦略を発表しました (Xcell Journal 
日本語版 67 & 68 合併号の「ターゲット 
デザイン プラットフォームで技術革新を加
速」を参照 )。ザイリンクスのプラットフォー
ム戦略は、4 層からなるピラミッドの形で
表現されます。4 つの層とは、ベース プラッ
トフォーム、ドメイン プラットフォーム、マー
ケット プラットフォーム、そしてその頂上に
来るのがユーザー デザインです ( 図 1)。こ
の TDP 戦略は、ザイリンクスとザイリンク
ス エコシステムから提供される構築済みの
ソリューションを、自らの FPGA デザイン 
プロジェクトに簡単に加えてもらうことが狙
いです。TDP をデザインの基礎に置くこと
で、ユーザーは製品を差別化する機能の設
計に集中することができます。

　今回リリースされた Virtex-7 FPGA 
VC707 評 価 キ ット お よ び Kintex-7 
FPGA KC705 評価キットは、ザイリンク
スの TDP 階層の中のベース プラット
フォームに位置づけられるもので、ザイリン
クスのデバイス ファミリを評価することが
主な目的で使用できるものです。これらの
ベース TDP に 加 えて、たとえば 今 回 
Avnet 社からリリースされたドメイン別の
キットを使用することで、ユーザーは DSP、
エンベデッド、コネクティビティといったド
メインにデザインを特化させる作業が容易
になります。さらに設計時間を短縮するた
めに、航空宇宙 / 防衛、オートモーティブ、
民生機器、無線 / 有線通信、商業放送、工
業 /化学/医療などの産業分野の各マーケッ
トに特化した開発プラットフォームも提供し
ています。7 シリーズ向けのこれらのマー
ケット特化キットの各バージョンも間もなく
発表の予定です。
　ザイリンクス TDP にはいずれも、FPGA 
を設計するための開発ボードやソフトウェア
に加え、ザイリンクスやサードパーティ製の 
IP コア、リファレンス デザインおよびドキュ
メント、自社開発または提携企業開発によ
るさまざまな FPGA メザニン カード 
(FMC) ドーターカードが含まれています。
これらのリソースが全体として強力な力を
発揮し、ユーザーのデザインをシステム レ
ベルで動作させるまでの時間がこれまで以
上に短縮されます。
　ザイリンクスは、これら 3 階層すべてに
おいて 6 シリーズ デバイス向けの TDP を
既に提供していますが、これからは、7 シ
リーズ デバイス用 TDP の展開開始となり
ます。VC707、KC705、Kintex DSP の
各キットは、今後数カ月で続々と登場する 
7 シリーズ用キットの先陣を切る製品とな
るものです。
　ザイリンクスでシニア戦略マーケティング 
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これまでの開発キットとは一味違う
ザイリンクスの Kintex-7/Virtex-7 FPGA 
キットで FPGA デザインをスムーズに
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マネージャーを務める Mark Moran は、
TDP は従来の開発キットとは別物であると
強調しています。プログラマブル チップ ベ
ンダーならどこでもキットを提供しており、
一般に開発ボードや電源コード、ソフトウェ
ア、時にはコネクタなどが含まれています。
　「通常のキットでは、まずソフトウェアを 
PC にダウンロードしてボードを接続し、電
源を入れたのち、LED の点灯によって動作
しているのがわかるという程度でした。さ
らに詳しく知りたい場合は、ベンダーのウェ
ブサイトにアクセスして使用しているチップ
とボードに対応するドキュメントや IP を探
さなくてはなりません。基本的な構築ブロッ
クに関する情報が見つかるだけでも運が良
いほうです。見つかったとしても、アップデー
トされていない古い資料という可能性も少
なくありません。ベンダーの中には、単に
動作させるのに必要な、ありふれた IP ブ
ロックの購入を要求するところもあります。
このようなベンダーからキットを買うこと
は、タイヤのない車を購入するようなもので
す。これでは運転席に座ってエンジンを掛け
ることができても、ドライブに行くことはで
きません」 (Moran)。
　さらに、似たような目的のキットを多種多
様な形で用意しているベンダーも少なくあり
ません。ユーザーにとっては要件に適した
キットを見きわめるのが難しいばかりか、ベ
ンダーにとっても質の高いサポートを提供す
るのが難しくなっていると、Moran は指摘
します。「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、通常のキットと比較
してより多くのものを提供します。いわばタ
イヤのない車ではなく、レース用のタイヤを

装着し、ガソリンも満タン、チューニングも
万全、すぐに高速で走り出せるフェラーリの
ようなキットです」(Moran)。
　ザイリンクスでターゲット デザイン プ
ラットフォームのシニア プロダクト マーケ
ティング マネージャーを務める Evan Leal 
は、ターゲット デザイン プラットフォーム 
(TDP) として提供されるキットには、ボー
ド、コネクタ、設計ツールに加えて、多彩な
リファレンス デザインや無償の IP コア、場
合によっては FMC カードも集約している
と説明します。さらに、IP コア ライブラリ
と、ザイリンクス製およびサードパーティ製
のプラグアンドプレイ FMC ドーターカー
ドもすぐに利用できます。Moran は、「今
回発表した TDP は当社の第 2 世代目に該
当することから、これらの新しいキットをサ
ポートする非常に充実したエコシステムが既
に確立されていることを意味します。さらに
この世代のデバイスでは、ユーザーの作業
開始をより一層容易かつ迅速にしています」
と述べています。ザイリンクス アライアン
ス プログラム (http://japan.xilinx.com/
alliance/index.htm) には、ボード、デザ
イン サービス、IP コア、ツールなどのベン
ダーが数百社加盟しており、ザイリンクスの
ターゲット デザイン プラットフォームを活
かす豊富なソリューションやアプリケーショ
ンを提供しています。この度の Kintex-7 
FPGA および Virtex-7 FPGA 用の両キッ
トの発売にあたっては、4DSP、Analog 
Devices、Avnet、Northwest Logic、
The Mathworks、Texas Instruments、
および Xylon の各社に密接な協力を仰ぎま
した。

プラグアンドプレイ FMC カード
　ザイリンクスの TDP によるアプローチの
重要な特長のひとつは、Virtex-6 および 
Spartan®- 6 FPGA 用のキットを始めとし
て、すべてのキットに業界標準の FMC コネ
クタを採用したことです。FMC コネクタの
採用によって、IP コア ベンダー、関連チッ
プ メーカー、デザイン サービス企業が提供
するドーターカードを使用してボードをすば
やくザイリンクスのキットと接続し、デザイ
ンをシステム レベル環境で検証できるよう
になります。
　Moran によると、2009 年に 6 シリー
ズで始まった TDP のエコシステムにおいて
は、現在既に 30 社以上のパートナー企業
から提供される 100 以上の FMC カード
が存在しますが、ここ数カ月間にザイリンク
スが行ったプラグフェスト ( 接続試験会 ) 
では、多様な用途をカバーする 30 種以上
の FMC を対象に検証を行った結果、新し
い 7 シリーズ デバイスのプラットフォーム
との互換性について確認が取れています。ザ
イリンクスは、今後数カ月の間にさらに多く
の FMC カードが市場に登場すると予想し
ています。
　7 シリーズ デバイスは、TDP 戦略その
ものにも本質的な向上効果をもたらしまし
た。Moran はその例として、昨年発売され
た 7 シリーズ デバイスに ARM® AMBA® 
AXI4 インターフェイスを導入した点を挙げ
ています。AXI4 により、ザイリンクス製の
ものだけでなく、サードパーティ製および
ユーザー独自の IP コアと、ザイリンクスの 
7 シリーズ デバイスとの統合がより簡単に
なりました。また、ユーザー企業もザイリン
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図 1 - 製品の差別化や開発期間の短縮が図れる、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コンセプト
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クス IP コア エコシステムの企業も、1 種類
の IP コア インターコネクト構造にのみ集中
できるため、IP コア製品の改良や新製品の
開発も短縮が図れます。
　新世代 TDP の別の大きなメリットとして、
ザイリンクスが Virtex-7、Kintex-7、Artix™-7 
に加え、Zynq ™ -7000 エクステンシブル 
プロセッシング プラットフォームを含めたす
べての 7 シリーズ デバイスをスケーラブル 
プログラマブル ロジック アーキテクチャで実
装したという点が挙げられます。Moran によ
ると、この統一アーキテクチャのおかげで、
デザインの要件の進捗に従って複数の FPGA 
間で行う IP コアの実装とデザインの移行が
容易になります。これによってエンドユーザー
は、デザインの再利用と評価が簡単に無駄な
くできるようになります。　
　7 シリーズ デバイスのもうひとつの大きな
特長として、Kintex-7 デバイスにもアジャイ
ル ミックスド シグナル ブロックが搭載され
た点を Moran は付け加えます。これによっ
てユーザーはデザイン内の内部ブロックをモ
ニタリングおよびテストできるほか、ADC な
どのアナログ機能を別の外付け回路としてで

はなく FPGA 上に直接実装することができ
るようになります。結果、パフォーマンスの
向上、ボード スペースの節約、部品コストの
削減にもつながります。さらに、デバイスの
消費電力のモニタリングも可能になり、この
点でも他社製品に対するザイリンクス 7 シ
リーズの優位性が確認できると Moran は述
べています (Xcell Journal 75 & 76 合併
号の「7 シリーズ FPGA で消費電力を半減」
を参照 )。
　「AMS ブロックは 7 シリーズの前までは 
Virtex デバイスにしかなかった機能ですが、
7 シリーズでは Kintex デバイスにもこのブ
ロックを搭載しました。AMS ブロックの恩
恵を受けるユーザーが一気に広がることは間
違いありません」 (Moran)。
　今回発表した 7 シリーズ向けの最初の 
TDP である 3 種類のキットには、ユーザー
の作業開始とデザインを迅速化する機能が
満載されています (Moran)。各キットで提
供される多彩な機能の詳細は japan.xilinx.
com をご覧ください。Moran および Leal 
が考える各キットの概要を以降のセクション
にまとめておきましょう。

Virtex-7 FPGA VC707 
評価キット 
　ザイリンクスの Virtex-7 FPGA VC707 
評価キットは、Virtex-7 FPGA が採用され
ている多くのシステムで求められる、画期的
な性能、容量、そして電力効率を必要とする
設計者にとっては基本の TDP となる製品で
あると Moran は解説します。対象とするア
プリケーションとしては、有線 / 無線通信、
航空宇宙 / 防衛、医療、放送といった市場で
使用される高度なシステムが挙げられます 
( 図 2)。
　このキットは Virtex-7 FPGA デバイスの
中でも中規模な製品に該当する VX485T-2 
FPGA に特化したものです。
　 ソ フ ト ウ ェ ア に 関 し て は、Virtex-7 
VX485T-2 FPGA にデバイス ロックされた 
ISE® Design Suite Logic Edition が同梱
されています。シリアル コネクティビティとし
ては、ギガビット イーサ ネット (GMII、
RGMII、SGMII)、SFP/SFP+ トランシーバー 
コネクタ、4 個の SMA コネクタ付き GTX 
ポート (TX と RX)、そして PCI Express® 
x8 エッジ コネクタが用意されています。
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図 2 - Virtex-7 FPGA が採用されているシステムで求められる画期的な性能、容量、電力効率を必要とする
設計者を対象にした、Virtex-7 FPGA VC707 評価キット
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　パラレル コネクティビティとしては 2 個
の FMC-HPC コネクタ (8 個の GTX トラ
ンシーバー、160 本のシングルエンドまた
はユーザー定義可能な 80 本の差動信号 ) 
が 用 意 さ れ て い ま す。 メ モ リ は、
1,600Mbps の SODIMM DDR3 メモリ、
PCIe® コンフィギュレーション用の 1Gb 
(128MB) BPI フラッシュ、SD カード イ
ンターフェイス、および 8kB IIC EEPROM 
が搭載されています。
　その他のコネクティビティとして、HDMI 
ビデオ出力、UART-to-USB ブリッジ、2×
16 LCD ヘッダー、8 個の LED、IIC およ
びアナログ ミックスド シグナル ポートなど
が装備されています。さらに、AMS ブロッ
クを速やかに評価できるように、AMS 評
価カードも同梱されています (Leal)。
　　キットにはリファレンス デザインやデ
モ、およびドキュメント一式が同梱され、ユー
ザーはすぐに作業を開始できます。デザイン 
サン プルとデ モには、ボード 診 断 デ モ、
ChipScope ™ Pro シリアル I/O ツール
キット、IBERT トランシーバー テスト デザ
イン、マルチブート リファレンス デザイン、
PCI Express Gen 2 (x8) テスト デザイ
ン、および DDR3 メモリ インターフェイス 
デザインが用意されています。

　ドキュメントに関しては、入門ガイド、ハー
ドウェア ユーザーガイド、リファレンス デ
ザインおよびサンプル デザインのユーザー 
ガイドが提供されています。また、ベスト 
プラクティスに基づいてボードのレイアウト
や開発時間を短縮するのに必要な情報を収
めた回路図と UCF ファイルも添付されてい
ます。
　デバイス コンフィギュレーション、クロッ
キング、制御、消費電力など、このボードに
関する詳細は、Virtex-7 FPGA VC707 評
価キットの専用ページ (http://japan.xilinx.
com/products/boards-and-kits/EK-V7-
VC707-G.htm) をご覧ください。

Kintex-7 FPGA KC705 
評価キット 
　Kintex-7 ファミリ向けのベース TDP 
は、XC7K325T-FF900-2 FPGA を搭
載した Kintex-7 FPGA KC705 評価キッ
トです。Moran によると、このキットは、
無 線 / ベ ース バ ンド、 レ ー ダ ー、Edge 
QAM、トリプルレート SDI に代表される
低消費電力かつ高速の通信および処理が求
められるシステムにおいて、開発期間の短縮
を実現する最大の柔軟性を備えた点が特長
です ( 図 3)。

　RoHS 準拠の Kintex-7 FPGA KC705 
評価キットは、インパクトの大きな優れた
機能やコスト削減につながる機能を数多く
備えています。このキットには Kintex-7 
XC7K325T FPGA にデバイス ロックさ
れた ISE Design Suite : Logic Edition
が同梱されています。
　シリアル インターフェイスとしては、ギガ
ビット イーサネット、SFP/SFP+ トラン
シーバー コネクタ、4 個の SMA コネクタ
付き GTX ポート (TX、RX)、UART-to-
USB ブリッジ、および PCI Express x8 
エッジ コネクタが用意されています。
　パラレル インターフェイスとしては、
FMC-HPC コネクタ (4 個の GTX トラン
シーバー、116 本のシングルエンドまたは
ユーザー定義可能な 58 本の差動信号 (34 
本の LA および 24 本の HA)) および 
FMC-LPC コネクタ (1 個の GTX トラン
シーバー、68 本のシングルエンドまたは
ユーザー定義可能な 34 本の差動信号 ) が
それぞれ 1 個ずつ搭載されています。
　その他のコネクティビティとして、HDMI 
ビデオ出力、2×16 LCD ディスプレイ コ
ネクタ、8 個の LED、IIC、LCD ヘッダー、
およびアナログ ミックスド シグナル ポート
が装備されています。
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図 3 - 低消費電力かつ高速の通信および処理が求められる、幅広いアプリケーションを対象にした Kintex-7 FPGA KC705 評価キット
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のサンプル クロックでも動作可能な、2 系
統の 14 ビット 250MSPS A/D チャネ
ルと、2 系統の 16 ビット 800MSPS D/
A チャネルが搭載されています。
　Kintex-7 DSP キットはターゲット DSP 
リファレンス デザインと共に出荷され、デ
ジタル アップ コンバージョン (DUC) とデ
ジタル ダウン コンバージョン (DDC) の付
いた高速アナログ インターフェイスが含ま
れています。エンドユーザーはこれらをデザ
インに取り込むことで、開発期間の短縮が
週単位で図れます。
　デバイス コンフィギュレーション、クロッ
クキング、制御、消費電力など、このボー
ドに関する詳細は、Kintex-7 FPGA DSP 
キットの専用ページ (http://japan.xilinx.
com/products/boards-and-kits/AES-
K7DSP-325T-G.htm) をご覧ください。
　ザイリンクスは今後数カ月のうちに、7 シ
リーズ デバイスをサポートする新しいボード
をリリースする予定です。現時点でリリース
されているボードの詳細は http://japan.
xilinx.com/products/boards-and-kits/
index.htm をご覧ください。FMC ドーター
カードの詳細は http://japan.xilinx.com/
products/boards_kits/fmc.htm をご覧
ください。

　メモリは、1,600Mbps の SODIMM 
DDR3 メモリ、PCIe コンフィギュレーショ
ン用の 1Gb (128MB) BPI フラッシュ、
SDIO-SD カ ード イ ン タ ーフェイ ス、
16MB クワッド SPI フラッシュ、および 
8kB IIC EEPROM が搭載されています。
　 キ ッ ト に は、 ボ ー ド 診 断 デ モ、
ChipScope Pro シリアル I/O ツールキッ
ト、IBERT トランシーバー テスト デザイ
ン、マルチブート リファレンス デザイン、
PCI Express Gen 2 (x8) テスト デザイ
ン、および DDR3 メモリ インターフェイス 
デザインが含まれています。「この評価キッ
トで提供される PCIe x4 Gen 2 および 
DDR3 FPGA に特化したターゲット デザ
インを使用すると、FPGA 設計者によって
多く使用される機能を短時間で統合できる
ようになります」 (Leal)。
　ドキュメントに関しては、入門ガイド、ハー
ドウェア ユーザーガイド、リファレンス デ
ザインおよびサンプル デザインのユーザー
ガイドのほかに、回路図や UCF ファイル
も提供されています。また、AMS ブロッ
クを速やかに評価できるように、VC707 
と同様に AMS 評価カードも同梱されてい
ます (Leal)。
　キットにはさらに、数多くのケーブル /

アダプター類 ( 汎用の 12V 電源アダプタ、
2 本の USB ケーブル、1 本のイーサネット 
ケーブル、1 個の HDMI-to-DVI アダプター ) 
も同梱されています。
　デバイス コンフィギュレーション、クロッ
キング、制御、消費電力など、このボード
に 関 す る 詳 細 は、Kintex-7 FPGA 
KC705 評価キットの専用ページ (http://
japan.xilinx.com/products/boards-
and-kits/EK-K7-KC705-G.htm) をご覧
ください。

Kintex-7 FPGA DSP キット 
　以上のベース プラットフォーム 2 製品に
加 えて、Avnet 社 から Xilinx Kintex-7 
FPGA DSP キット ターゲット デザイン 
プラットフォームがリリースされました。こ
れは複数の DSP 処理を FPGA を使用し
てより高速に実行したいと考えるユーザー
を対象としています。Kintex-7 KX325T 
FPGA を中心として構築されたこの TDP 
には、アナログ信号とのインターフェイスと
して高速アナログ FMC が含まれています 
( 図 4)。
　搭載されている高速アナログ ドーター
カードは 4DSP 社の FMC150 です。こ
のカードには、内部クロックでも外部供給

C O V E R  S T O R Y

図 4 - 複数の DSP 処理を FPGA を使用してより高速に実行したいと考えるユーザーを対象にした、
Avnet 社の Kintex-7 FPGA DSP キット
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XCELLENCE IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS

FPGA-based Automotive ECU Design Addresses 
AUTOSAR and ISO 26262 Standards 

AUTOSAR および ISO 26262 規格に対応した
オートモーティブ向け ECU を FPGA で設計

リコンフィギュレーション可能な
ハードウェア テクノロジを活用した
車載機能のフレキシブルな統合
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　自動車メーカーは、運転を快適にし、安全
性を高め、そして当然ながら競合他社に勝と
うと、車内の至るところに採用されている電
子制御ユニット (ECU) にさらに多くの先進
機能を搭載しようとしています。このような
背 景 の 中、AUTOSAR (Automotive 
Open System Architecture) イニシアチ
ブや国際的な機能安全規格の ISO 26262 
が、オートモーティブ ECU デザインの技術
とアーキテクチャの基盤として急速に広まり
つつあります。
　新型モデルに求められるさまざまな機能
要件を満足するべく、自動車エレクトロニク
スの密度は増大の一途をたどっていますが、
これに歩調を合わせるかのように、FPGA 
ベンダーが提供するデバイスは、アプリケー
ション全体を集積できるだけの大容量化が
進む一方で、旧世代のデバイスに比べて低消
費電力かつ低コストが図られています。この
ようなトレンドは、オートモーティブ業界で
リコンフィギュレーション可能なコンピュー
ティング テクノロジの利用が今後進むであろ
うことを示唆しています。
　 筆 者 ら は、AUTOSAR お よ び ISO 
26262 規格の両方に準拠した ECU を、
MCU を使用したプラットフォームではなく、
プログラマブル FPGA を利用して設計する
新たな手法を考案しました。ここでは、並列
性、カスタマイズ性、柔軟性、冗長性、およ
び汎用性など、リコンフィギュレーション可
能なハードウェアが備える特徴を最大限に生
かすことに主眼を置きました。概念的な設計
が完了した際はプロトタイプをインプリメン
トしたいと考えています。今回の狙いを実現
するには、ハードウェアの ARM® デュアル
コア Cortex™ -A9 MPCore プロセッサと、
パーシャル リコンフィギュレーション機能を
有する 28nm のザイリンクス 7 シリーズ 
プログラマブル ロジック デバイスを組み合
わせた、ザイリンクス Zynq ™ -7000 エク
ステンシブル プロセッシング プラットフォー
ムが最適なソリューション候補の 1 つにな
ると考えています。この FPGA プラット
フォームは、要件に合致するだけでなく、車
載ネットワークとして一般に使用される CAN 
やイーサネットなどの通信コントローラーを
オンチップでサポートしています。

新たなアプリケーション 
　自動車の計算処理能力は複数の ECU に
分散して存在しており、それぞれが通信ネッ
トワークで接続されています。今後数年の
間に、新たな自動車アプリケーションの登場
を背景に、こうした計算処理能力はさらに
向上すると見込まれています。新しいアプリ
ケーションとしては、セーフティ機能やドラ
イバー アシスタンス機能、自動車対自動車
の通信機能、快適性や制御性を高める機能、
エンタテインメント、広範な領域にまたがる
ハイブリッド電気テクノロジなどが挙げられ
ます。自動車におけるエレクトロニクスの役
割がさらに高まることは特に驚くべきことで
はありません。アナリストらは、オートモー
ティブ アプリケーション分野での半導体市
場の年平均成長率 (CAGR) は、今後 5 年
間で 8% に達すると予測しています。半導
体デバイスの中で急速な成長が見込まれる
セグメントが、マイクロコントローラー 
(MCU) と、FPGA に代表されるプログラ
マブル ロジック デバイスです。
　車載機能が豊富かつ高度になる一方で、
自動車メーカーは、複雑化するこのようなシ
ステムの設計および管理をより効率的に進
める方法を模索してきました。結論から先
に述べると、現在のオートモーティブ ECU 
の開発において、AUTOSAR および ISO 
26262 の 2 つの規格が、ハードウェアお
よびソフトウェアのアーキテクチャ設計、開
発、および実装方法に大きな影響を与えて
います ( 囲み記事を参照 )。
　車両内に分散する ECU の標準システム 
ソフトウェア アーキテクチャを定義すること
を目的に、2003 年に自動車メーカー各社
によって AUTOSAR が設立されました。
一方の ISO 26262 は機能安全に焦点を
当てており、基本的には故障の回避や検出
を行い、故障の影響を緩和すると共に、確
立されたシステムの安全目標を保護するこ
とを目的としています。ドライバー アシスタ
ンスや動的制御など安全性に影響を及ぼす
新しい機能が登場し、機能安全は自動車開
発においてますます重要な課題になってい
ます。なお ISO 26262 規格は、ソフトウェ
アおよびハードウェアの安全な開発を対象
に 2011 年に承認されました。
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　ECU 全体の設計および開発フローは、
これらの業界規格に拘束されることになり、
つまりは系統立てた手順が必要です。筆者
らのプロジェクトでは、システム アーキテ
クチャの最適化が図れるリコンフィギュ
レーション可能なハードウェア テクノロジ
を利用して、コスト効率の高い組み込みコ
ンピューティング プラットフォームの設計を
目標に掲げました。

システム アーキテクチャ
　AUTOSAR および ISO 26262 規格
は、マイクロコントローラー ユニットを使
用したコンピューティング プラットフォー
ムの実現を目指して、主にソフトウェア開
発の観点から誕生しました。ここで、ハー
ドウェア/ ソフトウェアの協調設計やリコ
ンフィギュレーション可能なコンピュー
ティング手法の導入は、この分野にさまざ
まなメリットをもたらします。オートモー
ティブ ECU のハードウェア プラット
フォームには標準的な MCU が一般に使
用されますが、最近の FPGA はコストも
下がると共に、一部の製品はハードコア 
プロセッサを内蔵できるなど、ECU の分
野においても大規模な実装に適した信頼に
足るソリューションとして認知され始めて
います。さらにオートモーティブ分野では

新たな機能の統合が継続して進んでおり、
このようなトレンドを背景に、並列コン
ピューティング アーキテクチャの必要性が
高まっています。これは特にインフォテイン
メント分野で顕著となっており、高速なデ
ジタル信号処理が可能な FPGA が普及し
ていくと考えられます。こうした状況を踏
まえて、ザイリンクスを始めとするプログラ
マブル ロジック ベンダーや MathWorks 
社のような EDA ツールベンダーは、オー
トモーティブ市場に焦点を当てた取り組み
を強化しています。
 リコンフィギュレーション可能なハードウェ
アのメリットをオートモーティブ アプリケー
ションで最大限に活用することを目的とし
て、筆者らは、自動車コンピューティング 
ネットワーク内に存在し、かつ、エンドユー
ザー機能のインプリメンテーションを担う、
重要な ECU の 1 つであるボディ コント
ロール モジュールを対象とした事例を通じ
て、考案したテクノロジを解説します。この 
ECU はボディ ドメイン コントローラーと
も呼ばれ、ワイパーやウォッシャーの作動、
ライトの点灯、パワー ウィンドウの作動、
エンジンの始動と停止、ドアミラーの調整、
さらにはドアロックなど、車体のエレクトロ
ニクス機能の統合制御を担っています。こ
こで筆者らは、セーフティ クリティカルな

機能を備えた AUTOSAR 準拠の ECU シ
ステムを、FPGA プラットフォーム上に構
築することを目標に掲げました。

実世界でのシナリオ 
　自動車メーカーが複雑化する車両機能を
コスト効率の高い方法で管理したいと考え
るのであれば、AUTOSAR が 推 進する 
ECU システム アーキテクチャの標準化を
避けて通ることはできません。AUTOSAR 
によって、複数の ECU に分散する諸機能
の上位レベルでの統合や、ソフトウェア部
品の再利用が実現されます。AUTOSAR 
の最大のゴールは、ソフトウェアからハード
ウェアを切り離した統一的な ECU アーキ
テクチャを定義することにあります。すなわ
ち、ハードウェアに依存しないインターフェ
イスを定義して、ソフトウェアの再利用を促
そ う と い う 考 え で す。 言 い 換 え る と、
AUTOSAR 規格に則って記述されたソフト
ウェア部品は、AUTOSAR 準拠のランタイ
ム環境に適切に統合された場合に、いかな
るベンダーのマイクロコントローラー上でも
動作することを意味しています。
 以上の特徴によって自動車メーカーには多
くの自由度がもたらされます。異なるサプラ
イヤーによって開発された同じソフトウェア 
モジュールの同等バージョンを、プラグアン
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図 1 - MCU 層からアプリケーション層に至る、AUTOSAR のレイヤー モデル
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ドプレイのおかげで、車両内のほかの機能
に影響を与えることなく、車両プラットフォー
ム上で透過的に入れ替えることができます。
結果としてハードウェアとソフトウェアはそ
れぞれが高度に独立したものとなります。こ
ういった分離は標準ソフトウェア API を介
して接続される抽象化層によって実現され
ます。図 1 に AUTOSAR が定義する機能
層を示します。
　図 1 で最下層の黒い部分は MCU 自身
によって構成されるハードウェア層または物
理層で、すなわち、CPU と、その CPU に
接続される標準ペリフェラルを表していま
す。マイクロコントローラーの上側にある基
本ソフトウェア (BSW) は、ピンク色のマイ
クロコントローラー抽象化層 (MCAL)、緑
色の ECU 抽象化層 (ECUAL) と複合ドラ
イバー、および紫色のサービス層 (SRV) の 
3 種類の層で構成されます。これらはいく
つかの列あるいはスタックに分類されます 
( メモリ、通信、入力 / 出力など )。
　ハードウェア部品に最も近い層がマイクロ
コントローラー抽象化層です。名前が示すと
おり、この層によって MCU が抽象化され

ます。この目的は、マイクロコントローラー
内の ハードウェア ペリフェラルを扱うハー
ドウェアに依存しない API を実現すること
です。次に ECU 抽象化層によって、MCU 
と接続される ECU ボード上のその他のス
マート デバイスが抽象化されます ( たとえ
ば、システム電圧レギュレータ、スマート ス
イッチング コントローラー、コンフィギュ
レーション可能なコミュニケーション トラ
ンシーバーなど )。続く 3 番目の層はサー
ビス層です。サービス層はハードウェアにほ
ぼ依存せず、必要な複数のバックグラウンド 
サービスを扱うのがその役割です。たとえ
ば、ネットワーク サービス、不揮発性メモ
リの処理、システム ウォッチドッグの管理
などが該当します。AUTOSAR ではこれら 
3 種類の層を用いて基本的な一連のソフト
ウェア機能が定義され、オートモーティブ 
ECU に対して抽象化した上位レベル機能の
すべてが特定のハードウェア プラットフォー
ム下で実現します。
　4 番目のランタイム環境 (RTE) はアプリ
ケーション ソフトウェアにコミュニケーショ
ン サービスを提供する層です。この層は、

BSW の上位 層と、アプリケーション層 
(APP) の両方からアクセス可能な、一連の
信号 ( センダー / レシーバー ポート ) およ
びサービス ( クライアント / サーバー ポー
ト ) から構成されています。RTE は、アプ
リケーションを基本ソフトウェアから抽象化
すると共に、ソフトウェア スタック型アー
キテクチャの境界を決定し、汎用かつ交換
可能なソフトウェア コード (APP) と個別
かつハードウェア依存のコード (BSW) とを
分離する役割を担います。言い換えると 
RTE は、ソフトウェア アプリケーションを
ハードウェア プラットフォームから分離する
仕組みで、結果的に RTE よりも上位で動
作するすべてのソフトウェア モジュールはプ
ラットフォームに依存しなくなります。
　RTE よりも上位ではソフトウェア アーキ
テクチャが変わり、レイヤー構造ではなく、
アプリケーション層を介したコンポーネント
形式になります。この機能はソフトウェア 
コンポーネント (SWC) のカプセル化が主
な目的です。したがって、異なる車両プラッ
トフォームの複数の ECU 間で機能のスケー
ラ ビ リ ティと 可 搬 性 を 実 現 す る に は、
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図 2 - AUTOSAR の ECU アーキテクチャを FPGA プラットフォームに適用
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AUTOSAR ソフトウェア コンポーネント
のインターフェイスの標準化が鍵になりま
す。AUTOSAR 規格によって、複合ドライ
バーを除くこれら 3 つのモジュールの API 
と機能が明確に規定されます。SWC は、
ランタイム環境を通してのみ、ほかのモ
ジュール (ECU 内および ECU 間 ) と通信
を行います。
　ECU に統合される機能が増えるにつれ
て、シングルコア MCU またはマルチコア 

MCU の置き換えとして、FPGA は最適な
選択肢の 1 つに挙がります。プログラマブ
ル ロジックを使用して ECU をインプリメ
ントしたときに得られるメリットについて
は、AUTOSAR の各層の概要がヒントを
握っています。ここからは、専用のスタティッ
ク ハードウェア ( フラッシュ ベースまたは 
SRAM ベースの FPGA テクノロジ ) を使
用した筆者らのソリューションのインプリメ
ンテーション方法と、続いて、この方法を
ランタイム リコンフィギュレーション可能
なハードウェア インプリメンテーション 
(SRAM ベースのパーシャル リコンフィ
ギュレーション可能 FPGA) へと拡張した
場合について考察していきましょう。

FPGA ベースのスタティック ハード
ウェアを用いた ECU デザイン
　CPU、メモリ、およびプログラマブル 
ロジックで構成される一般の組み込みシス
テムは、AUTOSAR のアーキテクチャに
適合します。アプリケーションの管理、お
よび複数のソフトウェア コンポーネントに

分散される諸機能を APP 層を介して処理
するために、ECU プラットフォームには 
CPU またはホスト プロセッサが必要です。
MCU 層と基本ソフトウェア層の一部は、
プログラマブル ロジック ファブリック内に
合成してもかまいません。つまり、CPU に
接続される標準ペリフェラルに加えて、カ
スタム ペリフェラルやコプロセッサもハー
ドウェア内に共存可能であり、ソフトウェア
を用いてすべてまたは一部を管理します。

　専用のコプロセッサまたはコア プロセッ
サには、元々のハードウェアとは独立して追
加機能を自由にインプリメントできるため、
その搭載は機能安全の視点からも適切であ
り、システムのデザインに高い柔軟性と必
要に応じた冗長性をもたらします。また、
中間の RTE 層は、FPGA に分散する 
RAM ブロック内、またはデバイスのロジッ
ク セルに埋め込まれているフリップフロッ
プ内、あるいは外部メモリ内に合成するこ
とができます。さらに、RTE 信号インター
フェイスを、シングルポート メモリを介して
読み出しおよび書き込みの両動作を許可す
るように簡単に設計できます。または、干
渉に対する保護手段として、AUTOSAR が
定義するセンダー ソフトウェア ポートおよ
びレシーバー ソフトウェア ポートの相手方
となるように、2 個の独立した読み出しポー
トと書き込みポートを備える単一のデュア
ルポート メモリで読み出しまたは書き込み
のいずれかのトランザクションにアーキテク
チャを制限するように設計することも難しく
ありません。

　MCU ベースの AUTOSAR ECU アーキ
テクチャを、層ごとのシステム パーティショ
ニングを維持しながら、エクステンシブル 
プロセッシング プラットフォーム (EPP) ま
たは FPGA デバイスに移植する案を図 2 
に示します。RTE 層の下には、オペレーティ
ング システム (OS)、メモリ スタック、コ
ミュニケーション スタック、I/O スタックな
どが並びます。RTE 層の上にはアプリケー
ション が イン プリメントさ れると 共 に、

AUTOSAR インターフェイスを介して RTE 
と通信するソフトウェア コンポーネントが
配置されます。
　AUTOSAR アーキテクチャはそもそも
複雑で、その実現には、強力な組み込みコ
ンピューティング プラットフォームが必要で
す。最近の ECU は MCU プラットフォー
ム上の 32 ビット シングル コア プロセッ
サに構築されることが一般的ですが、求め
られるすべての演算能力を提供するにはシ
ングル コアでは不十分になりつつあります。
とはいえマルチコア CPU を使用したとし
ても、アービトレーション制御を用いたマル
チプロセッサ バスを介して共有のプログラ
ム / データ メモリにアクセスした場合に性
能低下を招く可能性もあり、性能を引き出
すにはときにはきわめて複雑なソリューショ
ンが必要になります。
　代わりに、筆者らは、プログラマブル ロ
ジックとホスト CPU 役のシングルコア プ
ロセッサを中核に、高度なペリフェラル、
コア プロセッサ、あるいはスレーブ プロ
セッサを周囲に配置する新たな構成を考案

X C E L L E N C E  I N  A U T O M O T I V E  A P P L I C AT I O N S

HOST
CPU

SYSTEM BUS

RTE

Flash
Memory

RTE

RAM
Memory

RTE

Standard
Peripherals

RTE

Custom
Coprocessors

RTE

I/O
Registers

Interrupt
Controller

RTE

Functional
Safety Cores

RTE

System
Timer
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しました。これらのコンピューティング ユ
ニットはすべて、FPGA 内の専用 RAM ブ
ロックから専用コードを読み出して動作す
るザイリンクスの PicoBlaze ™ プロセッサ
または MicroBlaze ™ プロセッサのような
新しいソフトコア プロセッサ ( 専用プログ
ラム メモリで動作するソフトコア プロセッ
サとは独立 ) として、あるいは、オーダーメ
イドのハードウェア アクセラレータとして、
FPGA 上にインスタンシエートできます。
いずれも単一の CPU と、CPU の一部の
タスクをオフロードする高性能なペリフェラ
ルで構成された単純なトポロジであり、シ
ステムの複雑性は高くありません。このよう
な構成によって、ホスト CPU が APP 層
全体をソフトウェアで管理しながら、専用
ペリフェラルは互いに独立して並列かつ自
律的に BSW 層を処理することができま
す。さらに、ペリフェラルの割り込み頻度
を減らし、割り込みサービス ルーチンによ
る CPU の介在を抑えてホスト CPU のソ
フトウェア実行がより一定となるように、こ
れらペリフェラルを設計する方法も採れま
す。図 3 に、システムのブロック図、およ
び機能ユニットに分割して FPGA デバイス
上に合成したコンポーネントを示します。
　この方法は、マルチプロセッサ プラット
フォームと同等のシステム性能が得られる
一方で、( ソフトウェア開発およびメンテナ
ンスの観点で ) 複雑性はシングルコア プロ
セッサと同等レベルです。その代わりに、
強力な専用ハードウェアや、ホスト プロセッ
サとは並列に動作する自律的な専用コプロ
セッサが必要です。
　概念的にアイデアを単純化するために、
このシステムのアーキテクチャを、RTE イ
ンターフェイスを基準に上位層と下位層の 
2 つに分割します。上位層は AUTOSAR 
のアプリケーション層に相当し、車両のエン
ドユーザー機能を管理するソフトウェア コ
ンポーネント群で構成されます。下位層は
ハードウェアと RTE リンクまでの基本ソフ
トウェアで構成されます。アプリケーション
層は相対値として車両内の上位レベル機能
の約 90% を担当し、RTE よりも上にあ
るこれらのソース コードはすべて再利用可
能です。
　一方の下位層は、柔軟性と汎用性を上位
層に与える諸機能で構成されています。つ
まり、下位層は、再利用可能な各機能を特
定ハードウェア プラットフォーム下で使用で
きるように、それぞれの機能のカスタマイ

ズを担当します。この構成によって、上位層
は基本的に、車両荷重、センサー、アクチュ
エーターなどの制御アルゴリズムを有限ス
テート マシン (FSM) にインプリメントした
一連のソフトウェア機能として捉えることが
できます。これらのアルゴリズムは、OS が
制 御 するソフトウェア タスク内でスケ
ジューリングされ、CPU によって循環的に
実行されます。
　上位層に適した抽象化を行うために、下
位層も、A/D コンバーター、PWM コント
ローラー、タイマー、メモリ コントローラー
など、CPU に接続されるすべての標準ペリ
フェラルのドライバーをインプリメントする
役割を担います。リアルタイム処理が求めら
れるイベントの管理も下位層が担当します。
この点に関してプログラマブル ロジックに
はいくつかのメリットがあります。一般にハー
ドウェアに起因する外部イベントを用いる
のではなく、RTE 信号を周期的に読み出し
または書き込んで FSM を適宜動作させ、
ソフトウェア機能の単純なシーケンスとして
アプリケーションを処理できるようなホスト 
CPU を実現しようというのがこの狙いで
す。下位層は、これらハードウェア イベント
を隠蔽および管理し、前処理を行って、具
体的なタスク スケジューリングに従って 
RTE の特定信号を更新するか、リアルタイ
ムでなんらかの動作を実行することになる
でしょう。
　システム CPU に接続する専用ハード
ウェア コントローラーの場合、そのような
コントローラーが自律的に動作できるので
あれば、必要な共有リソースは最小限に抑
えられます。OS の視点から見ると、アービ
トレーション、レイテンシ、リトライ手段な
どが必要ないため、こういった構成はシステ
ムの複雑性を緩和する働きがあります。
　その他のメリットとしては、ハードウェア
の方がソフトウェアよりも並列性に対して親
和性が高いことから、マルチ スレッディン
グによってソフトウェアで実行される一部の
機能を、専用ハードウェアであればより簡単
にインプリメントできる点が挙げられます。
より自由度の高いハードウェアを使用して、
アルゴリズム内の計算集約型の部分をハー
ドワイヤし、並列構造またはパイプライン
構造のハードウェアとしてインプリメントす
れば、ノイマン型の逐次実行のソフトウェ
ア処理に比べて実行時間の短縮が図れます。
　MCU 内および BSW 層内に合成される
ペリフェラルやハードウェア コプロセッサに

充分なレベルのインテリジェンスを与えるこ
とで、ECU ソフトウェアの複雑性が軽減さ
れ、CPU 処理が解放されます。
　ECU プラットフォームが複雑化するのと
並行して、システムが必要とする I/O 信号
線の本数も増加しています。この点に関し
ては、ユーザー ピンが一般に多い FPGA 
は、マイクロコントローラーに比べて明らか
なメリットが あります。MCU ベースの 
ECU では、デジタル シフト レジスタやア
ナログ マルチプレクサーなどのパラレル シ
リアル変換デバイスを外付けして、MCU の
入 出 力 を 拡 張 し な け れ ば な りま せ ん。
FPGA ではこのような周辺部品は一切不要
であり、部品点数の削減とプリント基板の
省スペース化が図れます。
　最先端の FPGA デバイスには A/D コン
バーターが既に内蔵されています。ECU の
多くは必要な機能の一部を実現するために
アナログ信号 ( たとえばバッテリ電圧 ) を
使用するため、FPGA のこの機能はオート
モーティブのデザインにおいてとても有益
です。プログラマブル ロジック デバイス内
に A/D コンバーターが統合されたことで、
FPGA の新たな応用が見込まれます。
　MCU と同様に FPGA はリモート更新機
能 を 備 えて い ま す。た だし、この 場 合、
FPGA にダウンロードされるビット スト
リームは、ソフトウェア コードだけではな
く、ハードウェア回路も対象になるという点
が重要です。つまり、製品が量産に入った
段階でも、システム アップデートまたはアッ
プグレードによってハードウェア回路を変更
することも不可能ではありません。製品出
荷後にバグ修正 ( この場合はハードウェアと
ソフトウェアの両方 ) も可能なことから、こ
のような柔軟性は自動車業界からも歓迎さ
れています。
　ISO 26262 で認められる安全関連の機
能を組み込んだ ECU を構成するハード
ウェアとソフトウェアは、そのカテゴリに基
づいて、なんらかの保護機能を備えなけれ
ばなりません。ソフトウェアの視点からは、
外部の干渉を受けないことを確実にする必
要があります。すなわち、ECU で実行され
る非安全関連コードが、同じ ECU 内で実
行される安全関連として分類されたコード
の動作を損なうことがあってはなりません。
同じプロセッサ上で安全関連機能と非安全
関連機能を実行するには、こういった適切
な分離が不可欠です。多くの場合、この要
件は、MCU よりもプログラマブル ロジッ
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クの方が柔軟に対応できます。
　機能安全を目的としたメモリ保護ストラ
テジでは、権限が与えられた安全ソフト
ウェア コンポーネントのみが安全関連信
号へ書き込みアクセスできるようにする必
要があります。MCU デバイスにおいてメ
モリ パーティショニングは、ソフトウェア 
アプリケーションを互いに分離してそれぞ
れのデータ破壊を防ぐための、障害を隔
離する手法の 1 つです。プログラマブル 
ロジックを使用すれば自己保護メカニズ
ムをより効率的にインプリメントできると
考えられます。専用の単一デュアルポート 
メモリを介して、データを書き込みポート
に書き込み、読み出しポートから読み出
されるようにして、安全信号に関連する 
RTE バッファーを管理できます。この方
法では、ソフトウェア側からそれらの信号
の書き込みまたは読み出しに個別の制限
を与える専用ハードウェア コントロー
ラーをインプリメントすることもできます。
レジスタを使用することでも同じ手法が

実現できます。
　ECU システムに安全関連機能などの専用
ハードウェア ソリューションを導入する場合、
FPGA を使用すれば大きなメリットが得られ
ます。たとえば I/O ピンと GPIO コントロー
ラーについては、安全機能に関連するピンは 
ECU 内部の安全コンポーネントのみが排他
的にアクセスできるようにし、デバイスのほ
かのピンとは分けて配置し、専用の I/O ポー
トとしてグループ化しておくことができます。
デザインによって安全関連ピンと非安全関連
ピンをシステム内で分離して干渉を確実に防
止できる、優れた方法といえるでしょう。安
全関連ピンの状態は安全関連コードでのみ管
理され、非安全関連ピンへのアクセスによっ
て損なわれることはありません。これを図 4 
に示します。
　さらに、GPIO が含まれるアプリケーショ
ンやソフトウェア コンポーネントの要件に合
わせて各 GPIO ポートのサイズを決定できる
ため、複数のアプリケーション間で共有され
る物理リソースに GPIO ポートを変換すると

いう MCU ポートでは必要となる手順を省
略できます。このように FPGA では、シス
テム メモリ マップ内の特定レジスタに割り
当てられた特定のポートが、個々の SWC 
で管理される各アプリケーション ( たとえ
ば、パワー ウィンドウ、ワイパー、ドア ミラー
など) に与えられます。MCU プラットフォー
ムでは、ポートは固定幅 ( 一般に、8 ビット、
16 ビット、または 32 ビット ) で、ビット
単位ではなくワード単位でアドレス指定され
るため、こういった割り当てはできません。
上述の制御レジスタは、プログラムの実行
に伴って複数の SWC がアクセスする共有
リソースとして使用されます。
　筆者らは、GPIO コントローラーに用い
たのと同じストラテジをほかの標準ペリ
フ ェ ラ ル に も 拡 張 して 使 用 し ま し た。
AUTOSAR が SWC を使用して上位層で
推進する機能のパーティショニングおよび
分離を、プログラマブル ハードウェアに
よって下位層のリソースにも拡張しようと
いう考えです。このようなテクニックは、
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標準の MCU デバイスを使用した固定的
なハードウェア ソリューションでは実現で
きません。
　先に述べた MCU の標準ペリフェラルに
対して行ったのと同様の分離ストラテジ
は、安全機能のすべてのチャネルまたは
データパスにも適用可能です。このような
分離は高位に分類される安全機能 (ISO 
26262 の ASIL レベル ( 囲み記事を参
照 ) による分類 ) を実装する方法として特
に有効です。ここでは、重複して実行され
るようにこれらの各パーツを低位 ASIL レ
ベルの冗長なパーティションに分解し、新
たな ASIL レベルに則って実装されるよう
にします。冗長性を活用したこのような安
全ストラテジはプログラマブル ロジックを
選択する理由の 1 つであり、これにより、
同じデバイス内にそれぞれ独立した同一の
処理エンジンを複数インスタンシエートす
ることが可能になります。さらに、抽象化
ソフトウェアによる方法に比べて、特に干
渉の排除といった機能などは、アーキテク
チャ的なアプローチ ( ハードウェア ) を使
用する方が、特定の ASIL レベルへより明
確かつ簡単に対応できます。というのも、
スタック オーバーフローや C プログラミ
ング言語でのデータ ポインターの不正な
扱いといった設計上の欠陥は、システムに
予期せぬ安全上の問題を引き起こす可能
性があるからです。
　機能安全にプログラマブル ロジックが
持つ柔軟性を活用すると、デザイン上のメ
リットがもたらされてトリプル モジュラー
冗長性 (TMR) 方式をインプリメントでき
るようになります。TMR は、航空宇宙ア
プリケーションにおいて、シングル イベン
ト アップセット (SEU) を低減する対策と
して知られています。TMR は、3 系統の
同一ロジック回路それぞれに同じ処理を並
列実行させて、各出力を多数決回路で比較
し、結果を得る仕組みです。このような機
能をインプリメントするにはハードウェアが
効率的です。
　また、コストと消費電力が課題となる
マーケットを対象にする場合は、ザイリン
クス Zynq-7000 EPP のようなプログラ
マブル ロジック デバイスを使用すると、
システム全体の消費電力を削減する機能を
利用できます。このような機能の中には、
MCU デバイスから継承したものもありま
す。処理システムのパワーオン オンリー 
モード、スリープ モード、ペリフェラルに

依存しないクロック ドメインなどの機能に
よって、デバイスのアイドル期間中のダイナ
ミック消費電力を大幅に抑えることができ
ます。
　プログラマブル ロジック デバイスにハー
ドコア プロセッサを搭載した場合は、通常 
MCU ベースのプラットフォームで開発する
場合と同じく、まずシステム全体の機能を
ソフトウェアとして開発し、デザインにハー
ドウェアを順次追加して、その一部をプロ
グラマブル ロジック リソースに移植すると
いった設計手法が取られます。こういった手
法には、純粋にソフトウェアでインプリメン
トする方法に比べて、ソリューションを複数
のバージョンに分けて構築したり、カスタム 
ハードウェア内に機能の一部を統合できる
などのメリットがあります。

ランタイム リコンフィギュレーション
可能なハードウェア上での ECU 
デザイン
　プログラマブル ロジックを用いてスタ
ティック ハードウェアおよびソフトウェアで 
ECU をインプリメントするメリットを一通
り説明してきました。次に、ランタイム パー
シャル リコンフィギュレーション (PR) 機能
を備えた SRAM ベースの FPGA を使用し
たデザインに移ります。PR テクノロジによっ
てオートモーティブ設計者にはさらなるメ
リットがもたらされます。
　大きなメリットの 1 つとして、起動時に
コンフィギュレーションする必要 のない 
PR 領域が FPGA 内に存在すると、ECU 
のウェークアップ時やパワーアップ時など
に要するシステムの起動時間を短縮できま
す。有益なパーシャル リコンフィギュレー
ションをサポートしていない FPGA は、
パワーアップ時にすべての FPGA リソース
をコンフィギュレーションしなければなりま
せん。一方で、ランタイム リコンフィギュ
レーション可能な FPGA であれば、パー
シャル ビットストリームをダウンロードして
一部のみをリコンフィギュレーションする
ことが可能です。
　既存の最先端の大容量 FPGA デバイス
は、パワーアップ時にビットストリームすべ
てをダウンロードしなければならないため、
コンフィギュレーション時間が非常に長く
かかります。ランタイム パーシャル リコン
フィギュレーションを使用すれば、このよう
なコンフィギュレーションに要するレイテン
シを大幅に短縮できます。たとえば、パワー

アップ時に最小限のサブシステム ( ブート
ローダーとシステム アプリケーションがす
ぐに必要とする部分 ) のみをコンフィギュ
レーションし、システムの残りの部分は初
期化が必要になるまでアイドルのまま放置
しておくような使い方も可能です。パワー
アップまたはウェークアップに対してシステ
ムが速やかに応答しなければならないとき
に、スタートアップ時の動作を 2 つのフェー
ズに分割することで、初期化処理を短縮し
ようという狙いです。そのような制御を行
うには、システム アーキテクチャを、スタ
ティック領域と、1 つまたは複数のリコン
フィギュレーション可能領域 (PRR) とに分
割します。スタティック領域には、一般に
ホスト CPU に代表されるスタートアップ
処理を担うシステム部分と、リコンフィギュ
レーション エンジン、およびビットストリー
ム リポジトリへのデータ リンクなどを統
合しておきます。残りの領域のロジックは、
アプリケーションが必要としたときにダウ
ンロードされる、個々のパーシャル ビット
ストリームによって記述します。
　さらに、PRR 領域を無効化すると、使
用しない領域の大きさに比例してデバイス
の消費電力を節減できます。ECU は自動
車のバッテリで動作するため、省電力モー
ドは特に重要です。そのため、オートモー
ティブ用 MCU には、車両が動作していな
いとき ( つまり、スリープ モードのとき ) 
に ECU の消費電力をできるだけ抑える
ローパワー モードが装備されています。同
じような 考 え 方 で、 必 要 の な い とき に 
FPGA の一部に空のビットストリームを与
えて無効化すると、ロジックの動作が少な
くなり、結果としてダイナミック消費電力が
抑えられます。
　また、航空宇宙アプリケーションにおけ
るランタイム リコンフィギュレーション可能
なロジックの使用を、オートモーティブ分野
に適用する方法もあります。SEU あるいは
電磁妨害 (EMI) に起因して SRAM リソー
スに障害が発生したときでも、コンフィギュ
レーションの一掃によってシステムを復帰さ
せようというテクニックです。ハードウェア 
ペリフェラルを周期的にリコンフィギュレー
ションすることで、異常動作が発生した場
合でも、システムの自己修復が保証されま
す。しかも、異常状態のまま動作する時間
は一掃する周期よりも長くなることはありま
せん。この着想は、たとえば MCU ペリフェ
ラルを周期的にリコンフィギュレーションす
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るなど、干渉に対する保護手段としてソフ
トウェアにも適用されています。
　ランタイム パーシャル リコンフィギュ
レーション テクノロジの柔軟性によっても
たらされるもう 1 つのメリットとして、
FPGA リソースの特定箇所に恒久的また
は修復不能な回路障害が発生し、ロジッ
クセルまたは RAM ブロックが影響を受
けたときに、機能の再配置を行って障害
を回避できるという点が 挙げられます。
ハードウェアまたはソフトウェアの障害を
検出したとき、必要な機能を自動的に同じ 
ECU にあるプログラマブル ロジック デ
バイスの別の部分に再配置するか、また

は、ほかの ECU に再配置することが可能
かもしれません。しかし、実現可能な考え
方ではあるものの、このような機能は自動
化ツールでは今のところサポートされていま
せん。
　ランタイム リコンフィギュレーション可能
なコンピューティング テクノロジをオート
モーティブ分野に適用したときの最大のメ
リットは、動作中の共有ハードウェア リソー
ス上で複数の機能を時分割で実行できる点で
す。双方のアプリケーションを互いに排他的
に動作させる場合に ( たとえば、車両が前方
に走行しているときは車線逸脱警報機能を動
作させる一方で、バックしているときはリア

カメラ ビューまたは駐車支援アプリケー
ションを動作させる )、ECU のコンピュー
ティング リソースで処理する機能アプリ
ケーションを時分割で動作させるという発
想は、組み込みシステムのコスト低減と複
雑さ緩和に加えて ECU の小型化や軽量化
にもつながると考えられます。
　このアイデアの仕組みは、環境あるいは
外部条件の変化に対応して特定のアルゴリ
ズムを自己適応するのと同じです。たとえ
ば、エンジン制御アルゴリズムをパーシャル 
リコンフィギュレーションによって自己適応
可能にしておけば、温度条件やバッテリ電
圧にかかわらず、当該ハードウェア ブロッ
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　オートモーティブ業界では、組み込みシステムの複雑性をソフ
トウェアおよびハードウェア アーキテクチャの適切な組み合わせ
によって解決する AUTOSAR と、機能安全を規定する ISO 
26262 ( 策定中 ) の 2 種類の重要な規格を念頭に置いて、カー 
エレクトロ ニクスの 設 計を 進 め な け れ ば なりません。ISO 
26262 の適用や AUTOSAR の導入によって、ランタイムでの
ハードウェア障害、アプリケーション実行でのタイミングや論理
順序の異常、およびデータ破壊などの安全上の問題の検出と対
処などが、技術的な課題として浮上します。

AUTOSAR の概要  

　近年では、自動車に採用されている機械システムや油圧システ
ムは、電子部品へと置き換えが進んでいます。制御機能、モニタ
リング機能、診断機能などがソフトウェアとして追加されるにつ
れて、このような置き換えはさらに進むでしょう。実際に機械的
ソリューションあるいは油圧ソリューションのみを使用して設計し
たのでは実現が難しく高コストとなる新機能も、エレクトロニク
ス テクノロジであれば簡単に実現できます。この場合、エレクト
ロニクス部品は、不正な状態や障害を防止するために、厳しい安
全要件に適合しなければなりません。
　ソフトウェア関連製品のエラーはこれまでは比較的まれでした
が、量産製品の一部としてソフトウェアの使用が増大した結果シ
ステムはより複雑になり、製品開発期間の短縮もあいまって、今
後は製品での障害につながる可能性もあります。オートモーティ
ブ業界はこのような課題に対して業界団体を結成し、アプリケー
ションの動作を保証すると共に、安全で信頼性の高いソフトウェ
アの開発を保証する規格の制定に努めてきました。
　たとえば MISRA (Motor Industry Software Reliability 
Association) は、フォード、ジャガー ランドローバーなどの自
動車メーカー各社を始め、部品サプライヤーや設計会社も交えた
コンソーシアムです。MISRA はソフトウェアのプログラミングに

関して一連のルールを規定し、自動車やほかの組み込みシステム
における安全関連のエレクトロニクス システムの開発にベスト プ
ラクティスの適用を図ることを目的としています。
　一方、AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) 
は、自動車メーカーとサプライヤーに加えて、エレクトロニクス
業界、半導体業界、およびソフトウェア業界のさまざまな企業に
よって結成された業界団体です。複数の主要な課題を対象に、オー
トモーティブの電気 / 電子 (E/E) アーキテクチャに関してオープン
な業界標準規格を開発しています。対象としている課題には、高
機能化に伴い複雑性を増すオートモーティブ電気 / 電子 (E/E) 
システムの管理、製品の変更やアップグレードを実現する柔軟性
の向上、製品ライン内または製品ライン間でのソリューション ス
ケーラビリティの向上、E/E システムの品質と信頼性の改善、お
よび設計初期段階での設計ミスの検出などが挙げられます。
　AUTOSAR イニシアチブが試みる挑戦は、増大するソフトウェ
アおよびエレクトロニクス テクノロジを、サプライヤーの巨大な
エコシステムの垣根を越えて統合しようという、きわめて難しい
問題です。ソフトウェアやハードウェアの選択肢の交換あるいは
アップデートを単純化することによって、自動車内の複雑化する 
E/E システムを信頼性の高い方法で管理する基盤を作り、品質
を犠牲にすることなくコスト効率の向上を図ろうというのが、
AUTOSAR のアプローチです。
　2003 年に設立された AUTOSAR イニシアチブは、以前の 
OSEK/VDX コンソーシアム (10 年前に設立され、ドイツとフ
ランスの一部のメーカーが主導 ) の自然な発展形ともいえます
が、より意欲的な目標が定められていると共に、世界中の大半の
自動車 OEM に広がっています。
　AUTOSAR のコアパートナーには、BWM グループ、ボッシュ、
コンチネンタル、ダイムラー、フォード、ゼネラルモーターズ、
PSA プジョー シトロエン、トヨタ、およびフォルクスワーゲン 
グループが名を連ねています。これらの企業に加えて、パートナー

2 つの重要な規格



クは常に最適な状態で動作するでしょう。
これと同様の考え方は、たとえばセキュリ
ティ レベルをパラメーターによってランタイ
ムで適合できる暗号化コントローラーの設
計など、通信システムにも適用できます。
あるいは、ノイズの多い環境で、通信チャ
ネル上のデータ伝送エラーを検出して訂正
すると共に、検知した SN 比に基づいてハー
ドウェア アーキテクチャを動的に適応させ
る、ECC エンコーダー / デコーダー IP な
どが挙げられます。
　ザイリンクス Virtex®-4 FPGA を用い、
1 つのスタティック領域と 1 つの PR 領
域で構成した ECU システムの例を図 5 に

示します。スタティック領域にはソフトコア
の MicroBlaze プロセッサと ICAP ベース
のリコンフィギュレーション コントローラー
をインプリメントし、一方で PRR は、複数
の機能タスクあるいはアプリケーションが
時間ごとに入れ換わる共有リソースの役割
を担います。
　このような概念をさらに突き詰めると、
生産ラインでコンフィギュレーションを行
い、車両内で特定の機能向けにカスタマイ
ズする、万能のオートモーティブ ECU プ
ラットフォームの構想が生まれます。このア
イデアは、リコンフィギュレーション可能な
ハードウェアを使用すれば技術的に実現は

不可能でなく、量産工場でのロジスティク
スの簡略化と在庫の抑制が図れると考えら
れます。その理由は、量産ラインで組み立
てられるモジュールはハードウェアの観点か
らは統一されたプラットフォーム デザイン
または製品アーキテクチャ ( フレキシブル 
ハードウェアを採用 ) で構築されていて、す
べての車両に同じモジュールを水平展開で
きるからです。ダウンロードされるビットス
トリームによってのみ、それぞれの ECU に
個別の機能が与えられます。

高機能型 ECU
　オートモーティブ分野における革新技術
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シップの成功に向けて 160 社余りが重要な役割を担っています。
具体的には「標準化で協調し、実装で競争する (cooperate on 
standards, compete on implementation)」をスローガンに、
各自動車メーカーとサプライヤーは、オートモーティブ E/E デザ
インのブレークスルーを実現するオープンかつ標準化されたシス
テム アーキテクチャの定義を共同で進めています (http://www.
autosar.org)。

機能安全
　International Electrotechnical Commission ( 国際電気標
準会議 ) による IEC 61508 は、さまざまな分野の安全関連シ
ステムのアプリケーションを対象に、電気、電子、およびプログ
ラマブル電子システムと部品の機能安全を定めた一般規格として、
2004 年に発効され世界的に採用されています。
　安全に関するさまざまな規格の中で、オートモーティブ分野の
機能安全を対象としているのが、International Organization 
for Standardization ( 国際標準化機構 ) が定めた ISO 26262 
です。本稿執筆時点においてこの規格はまだ策定中ですが、
2012 年中には発効されると見込まれています。ISO 26262 
は、オートモーティブ業界において、安全製品の設計活動すべて
を対象かつ促進することを目的としています。構想段階、製品開
発、量産、および実使用下での安全が対象です。
　E/E システムの異常動作から生じる危険要因による許容不能な
リスクをなくすことを目指した機能安全は、オートモーティブの設
計において重要な要件の 1 つです。最近公開されたこの規格は、
オートモーティブ業界の事例に即しながら、致命的な障害の防止
を目的として、許容可能なリスクを規定しています。その中で「リ
スク」とは、危害または損傷が発生する可能性とその重大度を組
み合わせたものとして定義されています。この規格は設計者に、
エンジニアリング開発段階で考えられるすべての危険およびリス
クを前もって評価し、適切な手段を用いてそれらを最小限に抑え
ることを求めています。ISO 26262 にはこれらのリスクを回避
するために要件とプロセスを定めたガイドラインが用意されてい
ます。

　ISO 26262 の考え方に従えば、車両内の機能は安全関連と
非安全関連に分類されます。安全関連機能とは、異常が起こった
場合にドライバーにリスクが及ぶ機能すべてを指します。安全関
連と見なされるそれらの機能に対して、この規格は、考えられる
リスク レベルを複数定めています。つまり、具体的な安全目標を
維持するという観点で見たときに、一部の機能はほかの機能より
もより重要であることを意味します。
　ISO 26262 は、発生しうる事故の重大度、特定の運転条件
に遭遇する確率、および外部手段によるリスクの軽減を指標化し
た ASIL (Automotive-Safety Integrity Levels) を定義してい
ます。ASIL レベルには D、C、B、A の 4 つのレベルがあり、
D が最も厳しく、A が最も緩やかです。それぞれの ASIL には、
許容不能なリスクを許容可能な残存リスクへと抑えるために、自
動車メーカーとサプライヤーが満たさなければならない要件と推
奨事項が定められています。
　1 つの例を挙げます。自動車の走行中にステアリング コラムが
ロックされた場合、ドライバーは操舵ができなくなり、事故を引
き起こす可能性が生じます。このようなリスクを許容可能なレベ
ルに抑えるには、目標とする安全性を ISO 26262 規格と ASIL 
レベルに照らして、特定の安全設計基準に則ったステアリング コ
ラムの制御機能を実装しなければなりません。
　それぞれの安全目標レベルに応じて、ハードウェア設計者とソ
フトウェア開発者の双方は、関連する機能の実装において具体的
な安全手段を考慮する必要があります。高位の ASIL レベル (D 
または C) に対しては、充分な非依存要素によって潜在的に低位
の ASIL レベルが実現されるように、安全要件を冗長性を持った
安全要件に分解する設計手法が一般的です。つまり、元々の安全
要件を複数のプロセッサ ( 一般に MCU) に冗長的にインプリメン
トし、冗長系の配備によって致命的な障害の確率を最小化しよう
という考え方です。
　最終的に自動車メーカーとサプライヤーは、自社の E/E システ
ムが業界固有の規則で要求される機能安全および信頼性を提供
していることを、認定機関に対して証明する必要があります 
(http://www.iso.org/iso)。
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の大半は現在エレクトロニクスによっても
たらされており、その割合は今後もさらに
増加すると予想されています。これからの
自動車は、自律走行、車両間通信、エンタ
テインメント、高度なセーフティ機能など、
きわめて先 進的なソフトウェアとハード
ウェア テクノロジに基づいて構成されるで
しょう。ただし、大量生産の中で競争して
いる自動車サプライヤーにとって、自動車

の組み込みシステムのコスト管理はきわめ
て重要です。そのため最近では、個々の 
ECU が分担する機能を見直し、1 台の自
動車に搭載する ECU 数を削減しようとい
う動きも見られるようになりました。これ
に対応するのが、より強力なコンピューティ
ング プラットフォームです。
　業界では、高機能型 ECU をドメイン 
コントローラーとして作成する取り組みが
主流となってきています。すなわち、車両
全体の視点でシステムの複雑性を緩和す
ることを目的とし、複数のコア プロセッ
サおよびマイクロコントローラーを 1 枚
のボードに搭載し、ほかのリソースやバス
接続を共有させます。このようなトレンド

は、処理の並列性を高め、PCB の簡素化
を図ると同時に、性能とコストのバランス
が取れたソリューションを得る手段として、
ECU のデザインにリコンフィギュレーショ
ン可能ハードウェアを適用する可能性を示
唆しています。
　ここに示したアプローチは、まだ構想の初
期段階ですが、オートモーティブ向け ECU 
システムのハードウェア/ ソフトウェアの協調

設計を実行するために、AUTOSAR と ISO 
26262 の両方をランタイム リコンフィギュ
レーション可能ハードウェア上に融合する
きっかけになるものと考えられます。現時点
の AUTOSAR はリコンフィギュレーション
可能なハードウェアを対象としていませんが、
筆者らはその可能性は将来は現実のものにな
ると確信しています。ランタイム リコンフィ
ギュレーション可能 な SRAM ベースの 
FPGA は、環境条件が厳しく SEU の影響
を受けやすい航空宇宙アプリケーションで既
に採用されていますが、これまでの歴史の中
で、オートモーティブ分野は航空宇宙分野が
導入したテクノロジに追従してきたのも事実
です。また、FPGA ベースでの安全関連シス

テムを実現する実績のある設計手法やツー
ル が 市 場 に 既 に 存 在 し て い る ほ か、
DO-254 などの航空セクターの部品やシ
ス テム の 設 計 を 統 括 す る 規 格 も 揃 い、
FPGA デバイスも既に活用されています。

協調設計を原動力としたパラダイム変化
　これまでで述べてきた構想は、ソフトウェ
アでのみ構築するソリューションを別の構

成に置き換えることで、オートモーティブ分
野におけるコンピューティングの枠組みを
変 えるも ので す。これを推 進 するの が、
ECU を対象としたハードウェア/ ソフト
ウェアの協調設計とリコンフィギュレーショ
ン可能なコンピューティング テクノロジで
す。フォン ノイマン型 MCU での純粋にソ
フトウェア ベースのアプローチをとる ECU 
では、性能、複雑性、安全性の理由から対
応が困難と考えられます。プログラマブル 
ロジック デバイスのコストの継続的な低下
と、オートモーティブ ECU の性能に対す
る要求の高まりにより、このようなパラダイ
ムの変化はそれほど遠くない将来に現実と
なるに違いありません。 
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図 5 - 1 つの PR 領域と 1 つのスタティック領域で構成されるランタイム リコンフィギュレーション可能 FPGA に構築した、
オートモーティブ ECU アプリケーション向けの低密度で一時的なパーティショニング
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XCELLENCE IN AEROSPACE & DEFENSE

Zynq-7000 EPP Makes Flexible Software-Defined Radio Platform  

柔軟なソフトウェア無線プラットフォーム
を実現する Zynq-7000 EPP
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　現在の戦術 / 商用ソフトウェア無線 (SDR) 
には、これまで使用されてきた多くの波形を
含め、新しいワイドバンド波形およびブロー
ドバンド波形をサポートできる高い柔軟性と
強力な処理性能が要求されます。強力なセ
キュリティ機能を備えたザイリンクス Zynq™-
7000 エクステンシブル プロセッシング プ
ラットフォーム (EPP) は、ARM® テクノロジ 
ベースの高性能なプロセッシング システム 
(PS) に加え、パーシャル リコンフィギュレー
ションとザイリンクスのアイソレーション デザ
イン フロー (IDF) をサポートした大容量の
プログラマブル ロジック (PL) ユニットを 1 
つのデバイスに統合し、これら SDR アプリ
ケーションに対応する理想的なソリューション
となります。
　この記事では、Zynq-7000 EPP をベー
スにした SDR プロジェクトについて説明し
ます。特に、PL ユニットの機能であるパー
シャル リコンフィギュレーションと IDF を利
用して、さまざまな波形への対応、そして部
品点数および消費電力の削減を達成する方
法について詳しく解説します。今回開発した
サンプル デザインは、Zynq-7000 EPP を
利用して 5 つのデバイスを 1 つに集約する
など部品点数の削減を図ると共に、今後の
波形も同じハードウェア プラットフォームで
サポートできる高い柔軟性を実現していま
す。また、電 力低減機能も備える Zynq-
7000 デバイスを SDR システムの中心に
据えて使用すると、システムのサイズ、重量、
電力、コスト (SWAP-C) を格段に改善し、
柔軟なプログラマブル プラットフォームを実
現できます。
　図 1 は、戦術 SDR のサンプル ブロック
図を示したものです。これを見るとわかるよ
うに、無線の平文ブロック ( この中には機密
情報が含まれることもあるため、レッド (red) 
サイドとも呼ばれる ) には汎用プロセッサ 

(GPP) とレッド FPGA が含まれます。次
に、平文の情報は暗号化され、暗号文に変
換されます。この暗号文を処理するのがブ
ラック (black) サイドで、この中にはブラッ
ク FPGA と GPP、そして波形処理用のモ
デム FPGA が含まれます。情報セキュリ
ティを確保するため、このデザインでは無
線の平文ブロックと暗号文ブロックが分離
されており、機密情報などの重要なデータ
がシステムから平文の形で外部に漏えいす
るのを防いでいます。
　このように、通常のインプリメンテーショ
ンでは 3 種類の FPGA と 2 つの GPP 
が使用されるため、これらの機能を実現す
るには 5 つのデバイスが必要です。モデム 
FPGA については、サポートする無線波形
をすべて処理できるように設計する必要が
あります。複数の機能のうち 1 つの機能し
か一度に必要ない場合でも、多くの場合モ
デムはそれらすべてを利用できる状態にあ
ることが求められます。たとえば、統合戦
術 無 線 シ ス テ ム で 使 用 さ れ る SRW 
(Soldier Radio Waveform) を処理するに
は約 120K のロジック セル、8M ビット
の RAM、800 個の DSP スライスが必要
で、MUOS (Mobile User Objective 
System) 波形の処理には 200K 以上の
ロジック セル、10M ビットの RAM、
900 の DSP スライスが必要なため、モデ
ム FPGA のサイズは非常に大きくなりま
す。暗号化ブロックのレッド FPGA も、す
べての関連波形に対応する暗号化アルゴリ
ズムを格納しようとすると大規模なものと
なります。このように必要なデバイスの数や
デバイス間の I/O 信号処理量が多く ( 消費
電力が多い )、デバイスのロジック密度が高
い ( 静止電流が多い ) 場合、SWAP-C の
面で改善の余地が多く残されたソリュー
ションとなってしまいます。

Anita Schreiber
Senior Staff Applications Engineer
Defense Applications  
and Systems Architecture
Xilinx, Inc.
Albuquerque, N.M. 
Anita.Schreiber@xilinx.com
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ザイリンクス FPGA に ARM 
プロセッサと数多くの波形処理に
必要なロジックをすべて統合
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ザイリンクス Zynq-7000 エクステンシブ
ル プ ロセッシング プラットフォーム 
(EPP) を使用すれば、モデム FPGA、ブ
ラック FPGA、レッド FPGA、レッド 
GPP、ブラック GPP をすべて 1 つのデ
バイスに集約できます ( 図 2）。このよう
に多くの デバイスを 統 合で きる Zynq-
7000 EPP は、SWAP-C を抑えつつ柔
軟でセキュアな SDR ソリューションを実
現します。
ザイリンクス Zynq-7000 EPP は、業界
標準の ARM プロセッサをベースにしたプ
ロセッシング システム (PS) とザイリンク
スの 28nm HPL (High-Performance、
Low Power) プロセスで製造したプログラ
マブル ロジック (PL) を 1 つのデバイス

に統合したものです。PS には 2 つの 
ARM Cortex ™ -A9 プ ロ セ ッ サ、L2 
キャッシュとオンチップ メモリ、さまざま
なペリフェラルが用意され、汎用処理と波
形処理を強力にサポートします。PL には
豊富なロジック セル、コンフィギャラブル 
メモリ ( デュアルポート RAM、FIFO、シ
フト レジスタ BRAM)、および DSP 用の
ハードウェア乗算器があり、必要なファン
クションを高速に並列処理できます。

プロセッシング システム
　プロセッシング システム (PS) には 2 つ
の ARM A9 コアが搭載されており、それ
ぞれが 32KB の命令 / データ L1 キャッ
シュと、512KB の共有 L2 キャッシュを備

えています。また、両方のプロセッサから低
レイテンシでアクセスできる 256KB のオン
チップ メモリや、キャッシュ コヒーレンシを
維持するためのスヌープ制御ユニットも用意
されています。PL 側のロジックと ARM A9 
プロセッサはメモリを共有できるため、これ
らの間で細かな連携が可能です。また、アク
セラレータ コヒーレンシ ポート (ACP) に
よって、PL 内のロジックから L2 キャッシュ
とオンチップ メモリへのアクセスが実現し、
プロセッサと PL 間で整合が取れた情報の
共有が可能になります。オンチップ メモリに
は PL から直接アクセスすることもできます。
また、業界標準のペリフェラルやメモリ イン
ターフェイスも多数用意されており、汎用処
理や波形処理に対応しています ( 図 3)。
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図 1 – レッド FPGA ( 機密情報用 ) とブラック FPGA を含むサンプル SDR のブロック図

図 2 – 複数の FPGA を 1 つの Zynq-7000 EPP に統合したシンプルな戦術無線用 SDR
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安全性に優れた処理
　現在、米国政府が商用規格品を組み合わ
せて安全性に優れた製品を構築するという
動きにある中、セキュアな処理機能を持つ 
Zynq-7000 EPP でレッド サイドとブラッ
ク サイドの GPP を両方置き換えることも
アプリケーションによっては十分現実的と
なってきます。Zynq-7000 EPP にはブー
ト プロセスとランタイム環境の両方をセ
キュリティ保護する機能があります。
　一般的な ASSP とは異なり、Zynq-
7000 には PL 内部のハードウェア AES 
復号化エンジンと SHA-256 ベースの認証
エンジン (HMAC) を使用し、暗号化した
デザインを安全にコンフィギュレーションで
きるマスター セキュア ブート モードがあり
ます。図 4 に、セキュアなブート シーケン
スを示します。
　マスター ARM A9 プロセッサはまずオ

ンチップ ROM から起動します。次に、ブー
トストラップ ピンで指定された外部ブート 
デバイスから PS ブート イメージを読み込
みます。それと同時に、A9 はデバイス コ
ンフィギュレーション ブロックをコンフィ
ギュレーションし、PS のマスター イメージ
を AES 復号化エンジンおよび HMAC 認
証エンジンへプッシュします。コンフィギュ
レーション ロジックは、復号および認証処
理されたイメージを内部でバッファリングせ
ず、ただちにループバックして PS 内のオ
ンチップ メモリに格納します。マスター 
A9 はコンフィギュレーション ロジックから
の最終認証ステータスをポーリングし、イ
メージが正しく認証されたことを確認しま
す。認証に失敗した場合、マスター A9 は
システム セキュア リセットをトリガーしま
す。PS イメージの読み込みに成功したら、
ファースト ステージ ブートローダーに制御

が移ります。次に、ユーザー アプリケーショ
ンによって異なりますが、ブートローダーが
処理を開始し、PL をコンフィギュレーショ
ンしてさらにソフトウェアをロードするか、
または外部ソースからのさらなる命令を待
つ場合もあります。

安全性に優れたランタイム環境
　Zynq-7000 EPP はデバイス全体で 
ARM 社の TrustZone テクノロジを採用し
ており、セキュアな実行環境をサポートし
ています。TrustZone は、隔離されたメモ
リ領域でソフトウェア タスクを実行するこ
とによってコンテンツを未承認の読み出し
や書き込みから保護する機能です。ほかの
タスクからのアクセスを排除することで、信
頼性の高い処理環境が構築、維持されます。
　TrustZone は、ARM A9 プロセッサを
はじめ PS 内のすべての要素に組み込まれ
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ています。
　さらに、AMBA® TrustZone 信号は 
PL にも拡張されており、PL 内部に信頼性
の確保されたマスターおよびスレーブ デバ
イスを作成できます。完全かつセキュアな 
PL コンフィギュレーションがサポートされ
ているため、ユーザーが作成したこれらの
マスター / スレーブ デバイスは、PS 内の
ハード マクロ ブロックと同じように完全に
保 護 さ れ ま す。Zynq-7000 EPP と 
TrustZone ソフトウェアを組み合わせるこ
とにより、暗号鍵、機密データ、暗号情報
を扱うことのできる安全性の高いシステム
を実現できます。

プログラマブル ロジック
　Zynq-7000 EPP のプログラマブル ロ
ジック (PL) は ザイリンクスの 28nm 
HPL (High-Performance、Low Power) 
プロセス テクノロジで製造されています。
Zynq-7000 ファミリにはロジック セル数 
28,000 から 235,000 までの 4 種類
の製品がラインナップされています。ザイ
リンクスの 7 シリーズのほかの製品ファミ
リ同様、Zynq-7000 EPP の PL はコン
フィギャラブルなブロック RAM、プログラ
ム可能な DSP 機能、ハード マクロの 
Gen2 PCIe® ( 大規模なデバイスのみ )、
アジャイル ミックスド シグナル (AMS) テ
クノロジを備えています。AMS テクノロジ
は、 1Msps の 12 ビット ADC (2 個 )、
独立したトラック アンド ホールド アンプ 
(2 個 )、基準電圧と温度用オンチップ セ
ンサー、外部アナログ入力チャネルで構成
されます。
　図 2 に示すように、デジタル RF、そし
てモデム FPGA、ブラック FPGA および
レッド FPGA のロジックはすべて Zynq-
7000 EPP の PL に集約できます。これ
を可能にしているのは単に PL のファブ
リック容量が大きいからではなく、パーシャ
ル リコンフィギュレーションとザイリンクス 
アイソレーション デザイン フロー (IDF) と
いう 2 つの PL の機能を利用していること
に理由があります。

パーシャル リコンフィギュレーション 

　Zynq-7000 EPP の PL に用意されて
いるパーシャル リコンフィギュレーション
機能は、動作中のデザインに対して PL の
一部のコンフィギュレーションを変更し、

別の機能を実行できるようにするもので、
通常の FPGA テクノロジよりもさらに高い
柔軟性を実現します。完全なコンフィギュ
レーション ファイルを使用して PL 全体の
コンフィギュレーションが完了した後、パー
シャル コンフィギュレーション ファイルを
ダウンロードしてリコンフィギュレーション
可能な領域を書き換えることができます。
　PL はスタティック ロジックとリコンフィ
ギュレーション可能なロジックで構成され
ます。パーシャル コンフィギュレーション 
ファイルをロードしてもスタティック ロジッ
クはまったく影響を受けず動作を継続しま
す。リコンフィギュレーション可能なロジッ
クはパーシャル リコンフィギュレーション 
ファイルの内容で置き換えられます。パー
シャル リコンフィギュレーション ファイル
は、リコンフィギュレーション対象外のロ
ジックで実行中のアプリケーション動作に
一切影響を与えずダウンロードできます。
パーシャル リコンフィギュレーションを利用
すると、1 つの Zynq-7000 EPP デバイ
ス上で複数のハードウェア機能を動的に時
分割で処理することができます。時間的に
独立した機能を特定できたら、これらを隔
離してリコンフィギュレーション可能なモ
ジュールとしてインプリメントし、必要に応
じて入れ替えて使用するようにします。この
ようにすれば、デザインに要するすべての機
能を同時に PL に格納する必要はなく、
Zynq-7000 EPP の PL はそのときどき
の処理に必要な機能のみを格納できる容量
が あ れ ば 十 分で す。 ソ フト ウェア 無 線 
(SDR) は時間的に独立した機能を数多く備
えるため、パーシャル リコンフィギュレー
ションのメリットは大きく、柔軟性とリソー
ス使用率が格段に向上するほか、スタティッ
ク消費電力も削減されます。
　また、Zynq-7000 EPP のアーキテク
チャでは PS で実行中のソフトウェアが
パーシャル リコンフィギュレーションを利
用して PL の一部を書き換えることができ
るため、パーシャル リコンフィギュレーショ
ンの柔軟性はさらに向上します。セキュア
なデザインでは、PS と PL のイメージは
最初に認証されて信頼性が確立しているた
め、PS または PL の制御の下で読み込ま
れるパーシャル リコンフィギュレーション 
ファイルは暗号化されていなくても問題あ
りません。したがって、波形の種類に合わ
せてソフトウェア処理アルゴリズムを入れ
替えるだけでなく、そのアルゴリズムをイン

プリメントする PL も適宜入れ替えることが
できます。

アイソレーション デザイン フロー (IDF)
　アイソレーション デザイン フロー (IDF) 
を利用すると、レッドとブラックの処理ロ
ジックを同一の FPGA デバイス上に配置で
き、SDR の暗号ブロックの設計者は PL 
の機能を最大限に活かすことができます。
IDF は、レッド ファンクションとブラック 
ファンクションを別々の FPGA ではなく 1 
つのデバイス上で動作できるようにザイリン
クスが開発したものです。このようなワン
チップ アプリケーションの例としては、冗
長構成の Type-I エンクリプター、常駐型の
レッドおよびブラック データ、そして複数
のセキュリティ レベルで動作する機能など
があります。
　IDF では、未使用のデバイス コンポーネ
ントをフェンスとして使用することにより、
物理的に隔離された複数の独 立ファンク
ションを 1 つの FPGA デバイスにインプリ
メントできます。このフェンスがそれぞれの
独立したファンクションを分離し、デバイス
内に隔離された領域を作成します。このフ
ローでは、早期フロアプランニング、モジュ
ラー型デザイン、モジュラー型合成を利用す
ると共に、各種ガイドラインや注意事項に
従うことにより、目的のファンクションどう
しが確実に隔離されるようにします。デザイ
ンのインプリメンテーション後、ザイリンク
スのアイソレーション検証ツール (IVT) を
使用してモジュールとフェンスを可視化し、
アイソレーションに関するデザイン ルール
を正しくインプリメントできたか検証するこ
とができます。
　各波形処理ブロックをリコンフィギュレー
ション可能なロジックとして定義しておけ
ば、Zynq-7000 EPP 内の PL は波形処
理ブロックを一度に 1 つ格納できるだけの
大きさがあればよいことになります。IDF 
を利用すれば、暗号化と復号 ( レッドおよ
びブラック ) 処理ロジックを各波形処理ブ
ロック内に共存させることができます。パー
シャル リコンフィギュレーションを用いれ
ば、異なる波形処理ブロックをソフトウェア
制御によって Zynq-7000 EPP の PL で
動的に切り替えることができます ( 図 5)。
　個々のアプリケーションのニーズに基づい
て新しいソフトウェアと波形処理ブロックを
開発し、Zynq-7000 EPP の PS と PL 
にリコンフィギュレーション可能なロジック
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として動的に入れ替えできるようにしてお
けば、将来的に新しい波形にも同じ SDR 
で対応でき、SDR の全体的な製品寿命が
長期化します。

省電力機能 
　Zynq-7000 EPP は、PS のみのパワー

オン モード、スリープ モード、ペリフェラ
ルごとに独立したクロック ドメインなど、
処理システム全体の消費電力を削減するた
めの機能を数多くサポートしています。こ
れらの機能を使用することで、アイドル状
態におけるデバイスのダイナミック消費電
力を大幅に抑えることができます。

　Zynq-7000 EPP の PS と PL はそ
れぞれ電源レールが独立しており、電源ピ
ンもそれぞれ専用となっています。Zynq-
7000 EPP は PS のみのパワーオン 
モードはサポートしていますが PL のみの
パワーオン モードはサポートしていませ
ん。PS 内のユーザー ソフトウェアは PL 
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図 4 – デバイスのセキュリティを制御する Zynq-7000 EPP のセキュア ブート プロセス
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ファブリックの電源を随時オン / オフして
スタティック消費電力を削減することがで
きます。PS の電源をオフにすると、PL 
は PS がリセット状態を終了するまで永
続的にリセット状態に保たれます。
　スリープ モード ( 割り込みまたは例外
により復帰 ) では、ARM A9 プロセッ
サのうち 1 つのみが約 10MHz で動作
し、インターコネクトはシャットダウンさ
れ、DDR はセルフ リフレッシュ モード
となり、すべての DDR 終端はオフに切
り替わり、そして選択したウェイクアップ 
デバイス (CAN、Ethernet、GPIO) を
除く PS ペリフェラルはすべてクロック 
ゲーティング モードとなります。スリープ 
モードにおけるダイナミック消費電力は、
ウェイクアップ割り込みを監視する CPU 
回路の一部、スヌープ制御ユニット、そし
てウェイクアップ ペリフェラル デバイス

から発生するもののみです。さらに、スリー
プ モード時に PL の電源をシャットダウ
ンするとスタティック消費電力も削減で
きます。Zynq-7000 EPP は多くのク
ロック ドメインをサポートしており、それ
ぞれに独立したクロック ゲーティング制
御があります。未使用のクロック ドメイ
ンをシャットダウンすれば、ダイナミック
消費電力を削減できます。PS 内の各ペ
リフェラル (GPIO はサイズが小さく低速
なので除く ) は独立したクロック ドメイ
ンに属しており、それぞれにクロック ゲー
ティング制御が可能です。このため、シス
テム レベルの制御レジスタを使用してソ
フトウェアで各ペリフェラルの電源をオフ
にできます。

安全性に優れたインテグレーション
　セキュアなインテグレーションという伝統

を受け継いだザイリンクス Zynq-7000 
EPP は、これまで 5 つ以上のデバイスを使
用して実現していた戦術 / 商用 SDR の処
理性能とロジック機能をワンチップに集約し
ます。このデバイスは、PL 内のロジック機
能の一部またはすべてを動的にリコンフィ
ギュレーションすることにより、同じロジッ
ク リソースを再利用して複数の波形をサ
ポートできます。このため、将来必要になる
波形も含めた数多くの波形を柔軟にサポート
できます。
　複数のデバイスを 1 つの Zynq-7000 
EPP に集約することで、SDR 全体のサイ
ズ、重量、電力、コストが大幅に削減されま
す。しかも、Zynq-7000 EPP にはスタ
ティックおよびダイナミック消費電力を削減
する機能も数多く用意されており、柔軟で
安全性に優れた戦術 / 商用 SDR に理想的
なソリューションとなります。
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図 5 - Zynq-7000 EPP でパーシャル リコンフィギュレーションとアイソレーション デザイン フロー (IDF) を利用し、複数の波形をサポート
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　アナログ信号を高速に計測し、フィルター処理し、と
きには圧縮する DSP は、電子回路システムの中で重
要な役割を担っています。このような処理を通じて、デ
ジタル世界と、現実世界でもあるアナログ世界をつな
いでいるともいえますが、電子回路システムがより複雑
になり、複数のアナログ信号源にも対応しなければなら
なくなった現在、エンジニアは難しい選択を迫られてい
ます。すなわち、複数の DSP を使用して互いの機能
を同期させて処理するのが適切か、それとも高性能な 
DSP を単体で使用して高機能なソフトウェアで複数の
機能を処理するのが適切か、という選択です。
　最近のシステムは 1 つの DSP によるインプリメン
テーションでは処理能力が不足するほど複雑化してい
る場合が少なくありません。では複数の DSP を使用
すればいいかというと、コスト、複雑さ、および消費電
力の面で課題が生じ、システム アーキテクトにはなか
なか受け入れてもらえないのが実情です。
　こういった中で、高性能なデジタル信号処理を必要と
するシステムに最適な選択肢として FPGA が検討され
るようになっています。実際に、 FPGA テクノロジは多
くの場合、信号処理を対象とした高度な課題に対して、
スタンドアロンのデジタル シグナル プロセッサよりも
はるかに簡単にソリューションを実現できます。その理
由を理解するために DSP の誕生と発展の過程を見て
いきましょう。

XPLANATION: FPGA 101

Reg Zatrepalek
DSP/FPGA Design Specialist

Hardent Inc.

rzatrepalek@hardent.com

DSP および FPGA テクノロジの
概要と、両アーキテクチャを FIR 
フィルター アプリケーションに
適用した場合の具体的な比較 

Using FPGAs to Solve Tough DSP 
Design Challenges

デジタル信号処理の課題を 
FPGA で解決

   http://japan.xilinx.com/  39

mailto:rzatrepalek@hardent.com
http://japan.xilinx.com/


信号処理専用のマイクロプロセッサ
　従来の DSP アーキテクチャでは、ここ 20 年ほど、性能向上
に対する要求に応えることが困難になってきています。ビデオ シ
ステムは高解像度化や 3D 化に向けて大きく進歩し、通信システ
ムにおいてはさらなる広帯域を目指してテクノロジの限界が押し
広げられていく中で、設計者は代替となるインプリメンテーション 
ストラテジを必要としています。デジタル信号処理アルゴリズムの
インプリメンテーションに使用するハードウェアは、マイクロプロ
セッサ、ロジック、およびメモリの、3 つの基本的なデバイスに
分類されることがあります。一部のデザインでは、アナログ - デ
ジタル (A/D) 変換やデジタル - アナログ (D/A) 変換、さらには
高速デジタル インターフェイス向けにハードウェアを追加する必
要があります。
　従来の DSP は信号処理に特化したマイクロプロセッサとして
開発されています。このようなプロセッサはアルゴリズム中心の
処理には適していますが、性能はクロック レート、および内部アー
キテクチャの逐次処理という性質によって制限されます。このた
め、入力データ サンプルに対して一秒当たりに実行できる最大処
理数は限られていました。一般に演算論理ユニット (ALU) の演
算処理には命令あたり 3 ～ 4 クロック必要です。アーキテクチャ
をマルチコア化すれば性能は向上するかもしれませんが、こういっ
た制約が解消されることはありません。したがって、従来の信号
プロセッサを用いるデザインにはアルゴリズムのインプリメンテー
ションにアーキテクチャの構成要素を繰り返し利用する必要があ
ります。加算、乗算、減算などの基本的な演算処理は、内部と外
部のいずれからデータが与えられるかにかかわらず、すべて ALU 
を経由しなければなりません。
　最新の高性能アプリケーションの多くに対応しようとしても、

従来の DSP ではシステム要件を満たすことができません。これ
まで、デバイス内に複数の ALU を設けたり、ボード上に複数の 
DSP を設けるなど、さまざまな解決策が提案されてきましたが、
コストの大幅な上昇を招いたり、単に問題をほかの部分にシフト
させただけでした。たとえば、複数のデバイスを使用して性能の向
上を図ろうとすると、必要なデバイス数は急激に増加します。性能
を 2 倍にすることが目的であれば 2 個のデバイスが必要となり、
さらにその 2 倍の性能が必要であればデバイスを 4 個用いる必
要があります。また、プログラマーの焦点も信号処理から、複数
のプロセッサおよびコアにまたがってタスク スケジューリングを制
御することへとシフトすることが多々あります。これにより、当面
の問題であるデジタル信号処理ではなく、システム オーバーヘッド
となる数多くの追加コードへの対応を迫られます。
　複雑化の一途を辿る DSP のインプリメンテーションに対して、
FPGA テクノロジによって解決しようという動きが現れました。
FPGA は当初、より高レベルな統合性、パフォーマンス、および
柔軟性を実現するために、ディスクリート メモリやディスクリート 
ロジックを集積する手段の 1 つとして開発されました。現在 
FPGA テクノロジは、ほぼすべての高性能システムにおいて欠か
せない構成要素となっています。従来の DSP とは異なり、コンフィ
ギャラブル ロジック ブロック (CLB)、メモリ、DSP スライスな
どを一定に配置した大規模な並列構造が特長である FPGA は、
VHDL や Verilog のような上位レベル言語か、ブロック図レベル
では System Generator を使用してプログラミングします。数
多くの専用機能や IP コアが提供されており、FPGA に最適化さ
れた形で直接インプリメントできます。
　FPGA にはシステム要件に合わせてデジタル信号処理回路をイ
ンプリメントできるというメリットがあります。つまり、マルチチャ

ネル システムあるいは高速システム
に対しては高度な並列処理を採用し
て性能を最大限に高められる一方
で、低レート システムであれば逐次
処理としてインプリメントできます。
つまり設計者は、デバイスの逐次処
理の制限に合わせてデザインを妥協
するのではなく、アルゴリズムとシ
ステム要件に合わせてインプリメン
テーションを調整できるのです。さ
らに、超高速 I/O を使用すれば、
データ キャプチャに始まり処理
チェーンを経て最終出力に至るまで
のデータ フロー性能を高めること
ができ、コストや性能のボトルネッ
クを抑えられます。
　例として、従来の DSP および 
FPGA アーキテクチャを使用してそ
れぞれ FIR フィルターをインプリメ
ントし、両ソリューションの強みと
弱みを明らかにしていきましょう。
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contribute to processing
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図 1 - 従来の DSP アーキテクチャ
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例 ： デジタル FIR フィルター
　デジタル信号処理では有限インパルス応答 (FIR) フィルターが
広く使用されています。フィルター処理はデータ信号に含まれる振
幅あるいは周波数を変更するために用いられ、一般には、サンプ
ル データ スペクトラムの特定範囲の分離または強調が目的です。
つまりフィルターは、信号のプリコンディショニング手法の 1 つと
考えられます。一般的なフィルター アプリケーションでは、フィル
ター係数を使用して入力データをサンプリングし、フィルターの
種類とインプリメンテーション方法に依存する数値演算を同期動
作によって処理し、次の処理工程へとデータを転送します。デー
タ ソースと宛先がアナログ信号の場合、データ サンプルはまず 
A/D コンバーターを通って、最後に D/A コンバーターから出力
されます。
　FIR フィルターの構成を単純化すると、直列に構成した遅延要
素、乗算器、および加算ツリー / チェーンを用いて実装されます。
　数学的にはシングル チャネル FIR フィルターは次の式で表され
ます。

式の各項は、入力サンプル、出力サンプル、および係数に対応し
ます。S は入力サンプルの連続ストリーム、Y は出力サンプルの
フィルタリング後のストリーム、n と k は特定の時刻に対応します。
つまり、時刻 n における出力サンプル Y(n) を計算するには、時
間において異なる N 個のサンプルのグループ、つまり s(n)、s(n-
1)、s(n-2)、… s(n-N+1) が必要です。N 個の入力サンプルのグ
ループを係数 N で乗算し、それぞれを加算して、最終結果 Y を
得ます。
　図 2 は単純な 31 タップの FIR フィルターのブロック図です 
( 長さ N=31)。
　さまざまなデザイン ツールがフィルターの理想的な長さや係数
の選択をサポートしています。必要なフィルター性能が得られる最
適なパラメーターの選択が目的です。このようなパラメーター選択
のツールには MATLAB® が最も使用されています。フィルター 

パラメーターの選択後、数式に従ってインプリメンテーションを進め
ます。
　FIR フィルターの基本的なインプリメンテーション手順は次のと
おりです。

1. 入力データ ストリームをサンプリングします。

2. キャプチャした各サンプル データを各フィルター係数で乗算で
きるように、入力サンプルをバッファー内に揃えます。

3. 各サンプル データをそれぞれの係数で乗算し、すべての結果
を塁算します。

4. フィルター結果を出力します。

　積和演算方式に従ってプロセッサ上にこの FIR フィルターをイン
プリメントする C プログラムのコード例を次に示します。

/* 
* Capture the incoming data samples
*/
datasample = input();
/*
* Push the new data sample onto the buf-

fer
*/
S[n] = datasample;
/*
*  Multiply each data sample by each coef-
ficient and accumulate the result

*/
y = 0;
for (i = 0; i<N; i++)
{
y += k[i] * S[(n + i) %N];
}
n = (n+1) %N;
/*
* Output filtered result
*/
output(y);

　図 3 に示すインプリメンテーションは積和演算方式または MAC 
(multiply-and-accumulate) 方式として知られています。従来の 
DSP にフィルターをインプリメントする最も一般的な方法です。コ
アのクロック レートが 1.2GHz の典型的な DSP に 31 タップの 
FIR フィルターをこの方法でインプリメントした場合の最高性能はお
よそ 9.68MHz となり、すなわち最大入力データレートは 9.68M 
サンプル毎秒 (MSPS) が得られます。
　一方で FPGA を採用するとさまざまな方法でインプリメンテー
ションや最適化を実行できます。たとえば、きわめて高いリソース
効率が求められる場合は、MAC エンジン手法でのインプリメンテー
ションが最適です。31 タップ フィルターを例に、フィルター仕様
を満たすために必要なロジック リソースについて説明します。図 4 

k0 k1 k1 k3 k30

Z-1 Z-1 Z-1 Z-1
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Coefficient
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Delay

S(n)

y(n)

Σ

図 2 - 長さ 31 の FIR フィルター
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にインプリメンテーションのブロック図を示します。
　データと係数の格納には内部メモリを使用しています。これには、
FPGA 内部の RAM と ROM の組み合わせが適当です。データ サ
ンプルには RAM を使用し、サイクリック RAM バッファーとして
実装します。ワード数はフィルター タップ数と等しくし、ビット幅は
サンプル サイズに設定します。ROM は係数に使用します。ワース

ト ケースでは、ワード数はフィルター タップ数に等しくなりますが、
係数に対称性があればワード数を減らすことができます。ビット幅
は最大係数をサポートできるだけの大きさが必要です。乗算器には
データ サンプルと係数データの両方がサイクルごとに変わるため全
乗算器が必要です。生成された結果はアキュムレータで加算します。
フィルターがデータをサンプリングするとクロックごとにアキュム
レータ出力が変化するため、キャプチャ レジスタを設けます。N 個
のサンプルすべてを累算した最終結果が出力レジスタにキャプチャ

されます。
　MAC モードを使用する場合は DSP48 が最適です。入力レジ
スタ、出力レジスタ、および加算ユニットが DSP48 スライス内に
設けられています。31 タップの MAC エンジンのインプリメンテー
ションに必要なリソースは、DSP48 と 18Kb ブロック RAM が
それぞれ 1 個ずつ、そして 9 個のロジック スライスです。サンプ
ル データと係数のアドレス生成および制御に、さらにいくつかのス
ライスが必要です。スピード グレードが -3 のザイリンクス 7 シリー
ズ デバイスで、FPGA 内に 600MHz クロックが存在するとき、
このフィルターは 19.35MHz の入力サンプル レートで動作し、す
なわち 19.35MSPS が得られます。
　システム仕様としてより高性能な FIR フィルターが求められる場
合は並列構成を選択します。図 5 に Direct Form Type I ( 直接
型タイプ 1) インプリメンテーションのブロック図を示します。
　Direct Form Type I フィルター構造は FPGA で最高レベルの
性能を実現するインプリメンテーション方法です。この構造はシス
トリック FIR フィルターとも呼ばれ、パイプラインと加算器チェーン
を使用して DSP48 スライスから最大限の性能を引き出します。
入力はデータ サンプル バッファーとして機能するカスケード接続の
レジスタに提供されます。各レジスタは入力サンプルを DSP48 
に供給し、次に、対応する係数を使用して入力サンプルを乗算します。
加算器チェーンには部分積が格納され、最後に連続的に加算処理を
行って結果を求めます。
　フィルターの実現に外付けロジックは不要であり、また、数多く
の係数に対応できるように拡張も可能です。入力信号のファンアウ
トが少ないため、最大限の性能が得られます。31 タップ FIR フィ
ルターのインプリメンテーションに必要なリソースは 31 個の 
DSP48 スライスのみです。スピード グレードが -3 の ザイリンク
ス 7 シリーズ デバイスで、FPGA 内に 600MHz クロックが存在
するとき、このフィルターは 600MHz の入力サンプル レートで動
作し、すなわち 600MSPS が得られます。
　以上の例から、FPGA は従来の DSP を上回る優れた性能を発
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図 3 - 従来の DSP を使用した MAC インプリメンテーション
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揮するだけでなく、同じ性能が得られるのであればクロック レー
トを大幅に下げることもわかります ( 消費電力も低下 )。
　今回は FPGA に FIR フィルターをインプリメントする 2 つの
方法のみを示しました。データのサンプル レート要件に応じて、
逐次的 MAC 型と完全な並列処理型の中間に位置するアーキテク
チャを採用してもかまいません。また、係数の対称性、補完、デ
シメーション、マルチチャネル、マルチレートなど、性能と使用リソー
スのトレードオフを考慮することもできます。これらのさまざまな
手法を検討するにあたって、ザイリンクス CORE Generator ™ 
ツールや System Generator などのユーティリティが有効です。

従来 DSP と FPGA の選択判断
　従来の DSP には実績があり、特定の課題に対して最適なソ
リューションとなる事例も存在します。システムのサンプル レート
が数 kHz 以下で、かつ、シングル チャネル インプリメンテーショ
ンであれば、DSP は最適な選択肢となるでしょう。一方で、サ
ンプル レートが数 MHz 高い場合、あるいはシステムがシングル 
チャネルよりも多くのチャネルを必要とする場合、FPGA はより
魅力的なアプローチとなります。DSP ではデータ レートが高く
なるほど、キャプチャ、処理、およびデータ出力を損失なく処理
することが難しくなってきます。その理由は、バス、そして場合に
よってはプロセッサ内のコアさえもが共有リソースとなるためで
す。FPGA であれば各機能に専用リソースを割り当てることがで
きます。
　DSP はクロック基準ではなく命令基準で動作します。一般に、
1 つのサンプル データを対象とする数値演算処理には、3 命令
ないし 4 命令が必要です。データはまず入力点でキャプチャされ、
次にプロセッシング コアに送信され、演算処理に応じてコア内を
循環し、最後に出力されます。対照的に FPGA はクロック基準で
動作するため、各クロック サイクルごとに入力データ ストリーム
に対して数値演算を適用できる能力を潜在的に備えています。
　DSP は命令またはコードで動作するため、標準的な C 言語か、
高性能を求めるのであれば下位レベルのアセンブリ言語でプログ
ラミングを行います。コードは上位レベルのディシジョン ツリーま
たは分岐動作として作成されると考えられますが、そのままでは 
FPGA にはインプリメントできません。DSP 用に、オーディオや

電話コーデックなど、あらかじめ指定された機能や標準的な機能を
実行するさまざまなコードが存在します。
　高性能 DSP システムに FPGA を使用する利点は FPGA ベン
ダーやサードパーティ パートナーにも広く認知されており、ビデオ、
画像処理、通信、オートモーティブ、医療、防衛アプリケーション
など、幅広い垂直市場を対象とした多くの IP コアが提供されてい
ることです。DSP 用に C コードを書くよりも簡単に、ハイレベル
のシステム ブロック図を FPGA モジュールや IP コアに落とし込め
ることも少なくありません。

DSP から FPGA への移行
　従来 DSP と FPGA の選択を判断するいくつかの基準を確認し
ていきましょう ( 表 1 を参照 )。
　設計者の数ではソフトウェア プログラマーの方がハードウェア設
計者を上回ります。同様のことが DSP プログラマーと FPGA 設
計者の数にもいえます。ただし、ソフトウェア エンジニアがハード
ウェアを設計することに比べれば、システム アーキテクトまたは 
DSP 設計者が FPGA の設計を担うことはそれほど難しくありませ
ん。DSP アルゴリズムの開発や FPGA のインプリメンテーション
を短期間で習得できる、さまざまなリソースが用意されています。
　障害となるのは、サンプル型あるいはイベント型のアプローチから、
クロック型の問題記述およびソリューションへと発想を転換しなけれ
ばならない点でしょう。システム アーキテクチャと設計工程の定義
段階であれば、このような転換をより簡単に理解して適用すること
ができます。また、別のエンジニアや数学者がそれぞれにシステム 
アーキテクチャ、DSP アルゴリズム、または FPGA のインプリメン
テーションを定義することも珍しくありません。こういった場合は、
各メンバーがほかのメンバーが直面している課題をある程度認識して
いる方が、よりスムーズに作業を運ぶことができるでしょう。
　適切な FPGA インプリメンテーションを行う際にアーキテクトが 
FPGA の設計に精通している必要はありません。デバイス、リソース、
およびツールの基本を理解していれば充分です。これらの手順につ
いては、提供されている専門のセミナーなどを利用することで短時
間に対応できます。
　実際の設計手順はエンジニアの経験や専門性によって変わります。
特に DSP については、アルゴリズム開発、効率的なインプリメン
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図 5 - Direct Form I を用いた FPGA の FIR フィルター
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テーション方法、System Generator デザインなどのセミナーが
提供されています。DSP デザインを FPGA に移行する技術を習
得することが目的であれば、Hardent 社およびザイリンクスの認
定トレーナから提供されている、「DSP デザイン基礎」、「ザイリン
クス FPGA 向け DSP デザイン手法入門」、および「System 
Generator を使用した DSP デザイン」という 3 つのトレーニン
グ コースの受講を推奨します。

　Hardent 社は、ザイリンクスのデバイス、HDL デザイン入門言
語、最適化テクニック、デザインおよびデバッグの進め方などに関
連するセミナーも提供しています。上級者向けのコースおよびワー
クショップとしては、高速 I/O の課題、エンベデッド プロセッシン
グ、DSP デザイン テクニックなどが用意されています。
　Hardent 社のトレーニング コースのスケジュールについては 
www.hardent.com/training に掲載されています。 

X P L A N A T I O N :  F P G A  1 0 1

システムのサンプル レート サンプル レートが数 MHz 以上かマルチチャネルが
必要な場合は FPGA が最適

サンプル レートが数 kHz のシングル チャネル 
アプリケーションにはスタンドアロン DSP の方
がコスト効率が高い

システムの仕様 ブロック図を元に仕様を開発するか、ブロック図を
包含して仕様を開発すれば、FPGA 内のモジュール
に比較的容易にマッピングできる

C モデルに基づいてシステム仕様を定めている
場合は、コードを DSP 用の機能モジュールに
比較的簡単に落とし込める

データ レート I/O データ レートが数 MB/s を超える場合は FPGA 
の方が効率良く、簡単にインプリメントできる

低データ レートで、通常は余剰なサイクルが存在
する場合は、DSP でも充分な帯域を実現できる

データ幅または精度 高度な並列構造を実現できる FPGA はデータ幅の
広いシステムや高精度システムに最適

データ幅がプロセッサバス幅と同じで、アルゴ
リズム内にビット拡張の可能性がない場合は、
特に制限なし

ディシジョン ツリー
または条件分岐

条件分岐の代わりにステート マシンが利用可能。
ディシジョン ツリーが必要な場合は、組み込み
プロセッサ コアまたは MicroBlaze ™ プロセッサ
の搭載が最適

DSP は一般に分岐のインプリメンテーションが
容易

浮動小数点 浮動小数点コアを内蔵可能。高精度固定小数点の
インプリメンテーションを浮動小数点の代わりに
用いた方がより高性能なソリューションを実現でき
る場合もある

従来の DSP は浮動小数点コアを内蔵

従来のコード C コードを FPGA に適応する手法が既に登場して
いる

既存の C コードを再利用できればコード開発期間
を短縮できる。ただし、従来のシステム仕様を
超える性能が得られるかが課題

コア、ライブラリ、
サードパーティ製 IP

パラメーター指定が可能で FPGA に最適化された
豊富な IP コアやライブラリがザイリンクスとサード
パーティから提供されている。FPGA のインプリメ
ンテーションに関するライセンス契約は一般に単純
で、交渉も容易

従来の DSP 用にさまざまなコアやライブラリが
提供されている。出荷数あるいは売上げに応じた
ロイヤリティが設定されている場合があり、複雑
な計算を要する

FPGA DSP

表 1 - DSP と FPGA の選択における判断基準
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エンジニアの多くは、ソフトウェア処理では演算に時間
がかかり、ハードウェア実装では多くのリソースが必要
になるといった理由からか、浮動小数点演算を敬遠し
がちです。浮動小数点数およびその利点を理解するに
は、実数の近似値として考えるのが近道です。浮動小
数点は現に実数の近似表現を目的として開発されまし
た。古くからいわれているように現実世界はアナログで
できており、多くの電子回路システムは実世界の信号を
やりとりしています。つまり、浮動小数点の利点、記述
の限界、そして演算における制限を理解することは、そ
のようなシステムを設計するエンジニアにとって不可欠
といえます。

XPLANATION: FPGA 101

Sharad Sinha
PhD Candidate

Nanyang Technological University, Singapore

sharad_sinha@pmail.ntu.edu.sg

Tips and Tricks for Better Floating-Point 
Calculations in Embedded Systems

組み込みシステムにおける
浮動小数点演算の活用のヒント
FPGA や FPGA ベースの組み込みプロセッサを使用して、
整数演算の法則に従わない浮動小数点演算に対応するシステムを構築
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　浮動小数点演算を詳しくみていきましょう。浮動小数点演算が
整数演算ほど単純ではないことを説明するために、いくつかの計
算例を示します。浮動小数点データを扱うシステムを設計する場
合は、これらの点を考慮しなければなりません。たとえば、きわ
めて小さい浮動小数点数を操作するには対数を使用するというの
が、1 つの重要なテクニックです。ここでは浮動小数点演算のい
くつかの性質を紹介すると共に、設計上における課題を取り上げ
ます。なお、この記事の最後に記載した参考文献に、より詳しい
説明が述べられています。
　 イ ン プ リ メ ン テ ー シ ョ ン に 関 し て は、 ザ イ リ ン ク ス 
LogiCORE ™ IP Floating-Point Operator を使用して、RTL 
デザインに浮動小数点演算子を生成し、インスタンシエートしま
す。FPGA のエンベデッド プロセッサを利用して浮動小数点ソ
フトウェア システムを構築する場合は、Virtex-5 FXT の 
PowerPC 440 エンベデッド プロセッサ用に提供されている 
LogicCORE IP Virtex®-5 Auxiliary Processor Unit (APU) 
Floating Point Unit (FPU) を使用できます。

浮動小数点演算の基本
　IEEE 754-2008 は浮動小数点演算に関する最新の IEEE 規
格です [1]。 この規格は IEEE 754-1985 および IEEE 754-
1987 の両バージョンを置き換えるもので、定義されている浮動
小数点データの表記は次のとおりです。

■ 符号付きゼロ : +0、-0 

■  非ゼロの浮動小数点数は (-1)^s x b^e x m と記述する。
ここで、

   s は +1 または +1、つまり数値が正または負であることを
　　 示し、

   b は基数 (2 または 10)、

   e は指数、

　m は形式 d0.d1d2-------dp-1 の数値で、ここで di は基
数 2 のときは 0 または 1、基数 10 のときは 0 から 9 ま
でのいずれか。なお小数点は d0 の直後に配置される。

■ 符号付き無限大 : + ∞、- ∞ 

■ 非数 (NaN) は 2 つの種類がある。
qNaN ( クワイエット NaN) および 
sNaN ( シグナリング NaN)

　項 d0.d1d2-------dp-1 は仮数と呼ばれ、e は指数と呼ばれま
す。仮数は p 桁で構成され、ここで p は表現の精度です。IEEE 
754-2008 では 5 種類の基本的な表現形式が定められていて、
3 種類が基数 2、2 種類が基数 10 です。また、拡張形式も規
定されています。IEEE 754-1985 で規定されていた単精度数と
倍精度数は、現在はそれぞれ binary32 と binary64 と呼ばれ
ています。各形式において、指数の最小は emin、最大は emax 
です。

　形式で表現できる有限値の範囲は、基数 (b)、精度 (p)、および 
emax で決定します。IEEE 754-2008 では emin を 1-emax 
に常に等しいと定義しています。

■ m は範囲 0 から b^p-1 までの整数

   たとえば、p = 10 かつ b = 2 のとき、m は 0 から 1023 まで 

■ 与えられた数値に対して、e は次を満足しなければならない

　1-emax <= e+p -1 <= emax

   たとえば、p = 24、emax = +127 のとき、e は -126  から
   104 まで

　浮動小数点表現は必ずしも一意ではありません。たとえば、0.02 
x 10^1 と 2.00 x 10^(-1) はいずれも同じ実数 0.2 を表してい
ます。先頭桁、つまり d0 がゼロのとき、数値は正規化されている
といいます。また、ある実数に対して浮動小数点表現が存在しない
場合もあります。たとえば、数値 0.1 は 10 進表現では正確に表
現できますが、2 進表現では小数点以下に 0011 のパターンが無
限に続きます。したがって、2 進表現の浮動小数点形式で 0.1 を
正確に表現することは困難です。表 1 に、IEEE 754-2008 の 
5 種類の基本形式を示します。

浮動小数点演算の誤差 

　一定のビット数の中で実数を無数に表現しなければならないた
め、浮動小数点演算には丸め誤差がつきものです。このため、無限
精度で計算したときを基準に、浮動小数点演算の結果がどれぐらい
離れているかを示す指標が必要です。ここで、b = 10 かつ p = 4 
の浮動小数点形式を考えてみます。実際の数値を .0123456 とし
たとき、浮動小数点形式では 1.234 x10^(-2) と表現されます。
この 表 現 に は 最 終 桁 の 単 位 (ulp) に .56 (=0.0123456 -
0.01234) の誤差があることは明らかです。また、浮動小数点計
算の結果が 4.567 x 10^(-2) で、無限精度で計算したときの結
果が 4.567895 の場合は、結果は .895ulp だけ離れていること
になります。
　最終桁の単位はこのように計算誤差を規定する方法の 1 つで
す。浮動小数点数で実数を近似したときに発生する誤差を測定す
る指標として、相対誤差も使用されます。相対誤差は実数と浮動
小 数 点 表 現 と の 差 を 実 数 で 除 した 値 として 定 義 さ れ ま す。
4.567895 を 4.567 x 10^(-2) と表現した場合の相対誤差は 
.000895/4.567895≈.00019 です。IEEE 規格はいずれの浮
動小数点計算の結果も 0.5ulp 内で正確でなければならないと規
定しています。

浮動小数点システムの設計 

　数値アプリケーション向けデザインを設計する際、入力データま
たは定数が実数になり得るかどうかを把握しなければなりません。
実数になり得る場合は、設計を進める過程で考慮する事項がいく
つかあります。データセットから入力される数値を浮動小数点表現
にしたときに、値が浮動小数点にきわめて近い場合、きわめて大き
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い場合、またはきわめて小さい場合について検討します。例として
二次方程式の根を考えてみます。2 つの根 α と β は次の式で表
されます。

α=(-b+ √(b^2-4ac))/2a   ;   β= (-b- √(b^2-4ac))/2a

　b^2 および 4ac は明らかに、それぞれが浮動小数点のとき
に丸め誤差が生じる可能性があります。b^2 >> 4ac のとき、
√(b^2 ) = |b| です。また、b > 0 のとき、β はなんらかの結
果を与えますが、α は分子の項の桁落ちによりゼロになります。
一方で、b < 0 のとき、β はゼロになりますが、α はなんらか
の結果を与えます。浮動小数点計算によって根が意図せずにゼロ
になるため、これは誤差を含んだデザインと見なされ、デザイン
がある程度進んだ段階で使用すると、誤った結果を生み出すシス
テムが構築されてしまいます。
　誤差の原因となるこのような桁落ちを防ぐには、α と β の分
子と分母に -b- √(b^2-4ac) を乗じます。すると式は次のように
なります。

α’  = 2c/(-b- √(b^2-4ac))   ;  β’= 2c/(-b+ √(b^2-4ac))

　ここで、b>0 のときは α’ と β を使用して 2 個の根の値を
求め、b<0 のときは α と β’ を使用して 2 個の根の値を求め
なければなりません。デザインによってこのような区別をするのは
困難です。その理由は、データセットが整数であれば通常の等式
から正しい結果が得られる一方で、浮動小数点のデータでは正し
くない結果を返すことになるからです。
　三角形の面積の計算でも興味深い現象が起こります。三角形の
面積を求める Heron の公式を使用して、各辺の長さが既知のと
き、三角形の面積 A は次の式で与えられます。

A= √(s(s-a)(s-b)(s-c))

ここで、a、b、c は三角形の各辺の長さで、s=(a+b+c)/2 です。

扁平な三角形の場合、つまり 2 辺の長さの和が 1 辺の長さとほ
ぼ等しく a≈b+c のとき、s≈a となります。(s-a) の項でほぼ同じ 
2 つの値が減算されるため、(s-a) はほぼゼロに等しくなります。
あるいは、s だけが丸め誤差を持っている場合、または a だけが
丸め誤差を持っている場合は大きな ulp 誤差が生じます。そこで 
Heron の公式を、数学者でありコンピューター サイエンティスト
でもある William Kahan 氏が 1986 年に提唱した次のような式 
[2] に書き換えてみます。

A=( √((a+(b+c) )(c-(a-b) )(c+(a-b) )(a+(b-c)))  )/4   ;a≥b≥c

Heron と Kahan のそれぞれの式を使用して同じ三角形の面積を
求めてみましょう。ここで、a = 11.0、b = 9.0、c = 2.04 とし
ます。正確な s は 11.02 で、正確な A は 1.9994918 です。
s の計算値はわずか 3ulp の誤差しか含まない 11.05 となります
が、Heron の公式を使用すると A は 3.1945189 となり、きわ
めて大きな ulp 誤差が生じていることがわかります。一方、Kahan 
の式を使用して A を求めると 1.9994918 が得られ、小数点以下 
7 桁までが正確です。

小さな浮動小数点数と大きな浮動小数点数の取り扱い
　きわめて小さい浮動小数点数を乗算すると結果はより小さくなり
ます。これはシステムのアンダーフローを招き、最終結果は誤った値
となってしまうでしょう。数理言語学や機械学習のような確率を扱
う分野では特に深刻な問題です。確率は 0 から 1 の範囲の値しか
取り得ません。整数を与えたときに正しい値を返す式にきわめて低
い確率値を与えると、アンダーフローを引き起こす場合があります。
このようなアンダーフローを防ぐには累乗と対数を使用します。
　きわめて小さい値を効率的に乗算するには次の方法に従います。

a x b=exp  (log  (a)+log  (b))

　ここで、exp の底と log の底は同じでなければなりません。ただ
し、a と b の両方が確率値の場合、両者は 0 から 1 までの範囲
にあるため、その対数は - ∞から 0 までの範囲となります。正の確
率のみを扱う場合は、確率の対数に -1 を乗じ、結果を適切に解釈
してください。対数で処理するもう 1 つの利点は実行速度にあり、
乗算に比べて加算の方が高速に処理できます。
　また、きわめて大きい値を連続して乗算しなければならない場合
もあります。たとえば、

k =
v

i=1

miΠ
　場合によっては k は簡単にオーバーフローしてしまうでしょう。こ
のような課題に対処するには、次のように k を計算します。

k =
v

i=1
Σexp ( log (mi))

パラメーター 2 進形式 ( 基数 b=2) 10 進形式 ( 基数 b=10)

 binary32 binary64 binary128 decimal64  decimal128

P、桁数 24 53 113 16  34

emax +127 +1023 +16383 +384  +6144

表 1 - IEEE 754-2008 が定める 5 種類の基本形式
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　計算自体はやや難しくなりますが、見逃しやすい誤った結果を生
まないことが重要であれば、デザイン側で対策することは決して大
きな代償ではありません。

注意を要する浮動小数点演算の例
　浮動小数点演算は整数が従う演算の法則に必ずしも準じません。
加算と乗算に関連する結合法則は浮動小数点数には適用されず、分
配法則も適用されません。それには 2 つの理由があります。まず、
桁が変化するとアンダーフローまたはオーバーフローが生じること。
もう 1 つが丸め誤差の問題です。浮動小数点数 a、b、c を対象に
いくつかの例を挙げてみましょう。

例 1 : a x(b x c) ≠ (a x b) xc

　式の右辺 (RHS) で a と b を乗算したときにオーバーフローま
たはアンダーフローが起こることがあります。また、a と b の積を
最初に計算するため、左辺 (LHS) での b と c の積と丸め誤差が
異なる可能性があり、両辺から異なる結果が導かれます。

例 2 : a=(b-c)+ c は a=b とは等価ではない

　右辺の (b-c) は浮動小数点表現が互いに近ければゼロになる場
合があります。その場合、式は a = c となってしまいます。(b-c) 
での丸め誤差によっては、b とは異なる結果が導き出される可能性
があります。

例 3 : a=b+b x c は a=b x(1.0+c) とは等価ではない

　丸め誤差の影響で、(1.0+c) は最初の表現とは違う値に変化す
る可能性があります。

例 4 : b=c/10.0 は b=cx0.1 とは等価ではない

　ここでも c/10.0 と cx0.1 の丸め誤差が異なる可能性があり、
結果として両者の b に違いが生じます。また、基数 2 で 10.0 は
正確に表現できますが、0.1 は正確には表現できません。0.1 は 
2 進表現では 0011 のパターンが無限に繰り返されます。特定の
基数にて有限的に表現できない数値はその基数における非正確数
と呼ばれ、一方、表現できる数値は正確数と呼ばれます。
　c が常に正確数として記述できると仮定して、一方は正確数で除
算し、もう一方は非正確数を乗算した場合に、両者の結果は異な
ると考えられます。実際には c 自身は過去の計算に依存して正確
数または非正確数のいずれかを取り得るため、上述の 2 つの式の
等価関係は成立しません。

例 5 : x/x=1.0

　x がゼロ、無限大、あるいは非数になり得る場合はこの式は成り
立ちません。負数の平方根や、ゼロを別のゼロで除した場合など、
無効な数値演算が実行されると NaN が発生します。NaN と判定

された場合にどのような処理を行うかはプログラマーの責任です。
IEEE 754-2008 では NaN の表現として、指数を emax + 1 と
し、仮数を非ゼロとした浮動小数点数を使用することに注意してく
ださい。これを利用してシステム固有の情報を仮数部に書き込める
ため、NaN は一意にはならず、さまざまな NaN が存在することに
なります。このように、浮動小数点コードを扱うときに、x がゼロ、
無限大、あるいは NaN のいずれでもないことが確定されない限り、
x /x を 1.0 で置き換えないでください。

例 6 : x-x=0.0

　x が無限大または NaN のとき、この等式は成り立ちません。し
たがって、x の値が確定できない場合は x-x を 0.0 で置き換えな
いでください。プログラムの最適化手順においてコンパイラでこの
ような置き換えがインプリメントされる場合がありますが、ここに
示すように、そのような最適化は誤った結果を導くことがあります。

例 7 : x+0=x

　x が -0 のときはこの等式は成り立ちません (+0 と -0 が存在す
る )。IEEE 754-2008 では (-0)+(+0)=+0 がデフォルトの丸め
方向、すなわち偶数丸めとなっているためです。
　IEEE 規格では答えの符号を識別できるように +0 と -0 が定義
されています。たとえば、4 x(+0)= +0 や (+0)/(-4)=-0 などで
す。比較目的では +0 = -0 であり、ゆえに、if(x = 0) のような命
令文で +0 と -0 を区別する必要はありません。

より詳しく学ぶ
　Kahan 氏の論文のほかに、浮動小数点データに関して知識を得る
には、David Goldberg 氏の「What Every Computer Scientist 
Should Know About Floating-Point Arithmetic」 (Revision A) 
(Mountain View, Calif.、1992 年 6 月 ) が役立ちます。また、
IEEE 754-2008 の詳細を説明する参考文献に加え、浮動小数点
デザインに影響を与える ISO/IEC 9899:201x などの規格が公開
されています [3]。
　航空宇宙や安全性が重要視される分野でのエンベデッド システム
におけるエレクトロニクスは、きわめて正確で、かつ誤差のないハー
ドウェアおよびソフトウェアを必要としています。これらハードウェ
アの構成要素は大量の浮動小数点データを扱わなければならない
ため、浮動小数点演算と整数演算は同じではないという点を考慮し
てシステムを構築することが重要です。 
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　ソフトコア プロセッサ ベースのマルチプロセッサ システムオンチップ (MPSoC) デザ
インは、エンベデッド システムの構築という観点から、その重要性が高まりつつあります。
複数のプロセッサ間でデータを整合させるために、メモリ領域のアーキテクチャや管理に
は設計工数の大部分が費やされます。今回、筆者らはオートモーティブ アプリケーション
のプロトタイプとして、Xilkernel 対応のデュアル Microblaze ™ システムの構築に着手
しました。Xilkernel とは、ザイリンクスのエンベデッド プロセッサ用のカーネルで、2 
つの MicroBlaze が両方共これに対応しています。
　自律走行車で使用するステアリング プラットフォームのプロトタイプを構築するにあた
り、ザイリンクスの仕様、リファレンス デザイン、デュアルプロセッサ デザイン スイート [1] 
を参照し、一般的な設計のワークフローとプロセスを検討しました。[2] 今回のデザイン
では、衝突回避、[3] 車線検出、[4] 自動駐車などの複数の機能が組み合わされています。
Xilkernel のインプリメンテーションは、QNX ベースの衝突回避アプリケーションを再利
用および分割するために、Posix スレッドなどのライブラリ関数を提供します。
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密結合
　まったく同じコンフィギュレーションの MicroBlaze プロセッサを 
2 つ緊密に結合させたプロセッサ システムを構築しました。各プロ
セッサは、ハーバード アーキテクチャによって 16KB ローカル 
BRAM に接続されています ( 図 1)。さらに、コードの格納とデー
タ交換用に、128MB の DDR2 メモリ モジュールにも接続されて
い ま す。MicroBlaze の 共 有 メモ リ へ の アク セ ス は、Xilinx 
Platform Studio (XPS) Mutex コアによって同期が取られていま
す。両プロセッサは、マスター / スレーブ方式およびパイプライン
化されたプロセッサの設計概念に基づく開発をサポートする、1 組
の Fast Simplex Links (FSL) を介して直接通信することもでき
ます。接続するプロセッサが 2 つの MicroBlaze のみであれば、
XPS Mailbox よりも FSL インターコネクトを使用した方が、リソー
スの使用量を減らすだけでなく性能も向上できます。
　2 つのタイマー ペリフェラルが Xilkernel のスケジューリング イ
ンプリメンテーションに対応する割り込みソースを生成します。衝突
回避システムの障害物検出機能のインプリメンテーションに備え、

開発の第 1 段階では UART インターフェイスを介してレーザー ス
キャナーをシステムに接続しました。このシステムでは、直接接続
のタイマー割り込みではなく、割り込みコントローラーを備えた 
Xilkernel を採用したため、ボード サポート パッケージ (BSP) の
設定に Xilkernel 関連のパラメーターである sysintc_spec をシス
テムに適合するように変更しました。[5]
　デバッグおよび microblaze_1 の JTAG UART を介して 
STDIO を出力する目的で、両方の MicroBlaze を MicroBlaze 
Debug Module に接 続しました。このシステムについては、
Spartan®-3A DSP 1800A FPGA を搭載した XtremeDSP ™ 
スタータ プラットフォームおよび Virtex®-6 XC6VLX240T 
FPGA を搭載した ML605 評価ボードを用いてインプリメンテー
ションを行い、それらを解析しました。

メモリおよびキャッシュのアーキテクチャ
　マルチポート メモリ コントローラー (MPMC) が、2 つの 
MicroBlaze を Xilinx Cache Link (XCL) を介して外部の DDR2 
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図 1 - XtremeDSP スタータ プラットフォームのデュアル MicroBlaze-Xilkernel コンフィギュレーション
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メモリに接続し、ダイレクト メモリ アクセス (DMA) の割り当てを
行います。[6] このように、同じメモリ アーキテクチャを採用してい
ることから、各プロセッサのメモリのレイテンシとアクセス方法は同
一のものとなります。両 MicroBlaze は、それぞれ 8KB の命令
キャッシュと 8KB のデータ キャッシュを備えており、1 つの 
MPMC PIM に接続されます。この配線方式により、1 つの 
MPMC に最大 8 個の MicroBlaze を関連付けることができます。
　MPMC と 外部メモリ間のデータ フローや命令フェッチのボトル
ネックは、MPMC のアドレス バスおよびデータ バス接続がシステ
ムに 1 つしか存在しないために発生します。しかし、内部のラウン
ドロビン アービトレーションによって、すべての要求が確実にメモ
リに順次アクセスされます。さらに、キャッシュ対象外の共有メモ
リ領域にアクセスするために、MicroBlaze はプロセッサ ローカル 
バス (PLB) 経由による MPMC 接続も備えています。
　マルチプロセッサ環境では、データ キャッシュのコヒーレンシを
確保することが重要です。このため、外部メモリのアドレス範囲を 
3 つのパーティションに分割しました ( 図 2)。各 MicroBlaze には
専用のアドレス空間を占有させ、XCL はこの専用領域に格納された
データのみをキャッシュします。第 3 のアドレス空間は、これらの
専用領域とは別の領域を提供します。この領域は、PLB を介した
アクセスが可能で、キャッシュされない共有データの交換に使用し

ます。ソフトウェア エンジニアは、リンカー スクリプト内の定義済
み変数によって、この領域のベース アドレスへのポインターを取得
できます。キャッシュは、ライトスルー ストラテジに従って構成しま
した。ライトバックによるキャッシュ構成では、複数の書き込みアク
セスの処理時にレイテンシが増加するからです。

リンカー スクリプトの構成 

　リンカー スクリプトは、ハードウェアの設計情報、対応するボー
ド サポート パッケージ、およびソフトウェア アプリケーションの設
定に基づいて、プロセッサ ベース システムのメモリ分割を定義しま
す。XPS ツールは、各 MicroBlaze のリセット、割り込み、例外
のベクターに対して、固定された領域を割り当てます。この領域は、
プロセッサのブロック RAM に格納されます。一般的なアプローチ
では、.heap や .stack 領域もローカル BRAM に格納し、スレッ
ド実行時のローカル変数へのアクセスを高速化します。
リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) のライブラリ関
数については、.text および .data 領域が BRAM に格納するには
大きくなりすぎるため、外部メモリに配置しました。しかし、この方
法はマルチプロセッサ システムにおいて複数のプロセッサが同じメ
モリ領域のアドレスを指定した場合に事態を複雑化します。このた
め、開発者はメモリ分割を手動で適合させる必要があります。前述

.vectors.reset

.text_0

.data_0

.data_1

.bss_0

.bss_1

.sharedmem

microblaze_0

Local BRAM

Shared DDR2 SDRAM

Local BRAM

Multi-Port
Memory

Controller

.text_1

.vectors.sw_exception
.vectors.interrupt

.vectors.hw_exception

ca
ch

e 
ar

ea
 m

ic
ro

bl
az

e_
0

ca
ch

e 
ar

ea
 m

ic
ro

bl
az

e_
1

.heap

.stack

IL
M

B

DXCL
IXCL
SPLB

.text_0

.data_0

.bss_0

.data_1

.bss_1

.text_1

0x88000000

0x88007100

0x88007328

0x8A000000

0x8A005498

0x8a005600

0x88000000

0x8C000000 0x8C000000

0x8FFFFFFF

0x0000

0x0008

0x0010

0x0020

0x0050

0x1050

0x204F

0x3FB0

0x8FFFFFFF

0x88007100

0x88007328

0x8A000000

0x8A005498

0x8a005600

microblaze_1
DXCL
IXCL
SPLB

D
LM

B

.vectors.reset
.vectors.sw_exception

.vectors.interrupt
.vectors.hw_exception

.heap

.stack

IL
M

B

0x0000

0x0008

0x0010

0x0020

0x0050

0x1050

0x204F

0x3FB0

D
LM

B

D
AT

A

AD
D

R
ES

S

図 2 - DMX システムのメモリ マップ
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のとおり、両方のプロセッサは、それぞれ専用のメモリ領域のデー
タのみをキャッシュし、コードおよびデータ セクションを超えた定
義済み領域へのアクセスを共有します。この共有メモリ領域への同
期アクセスは PLB 経由で XPS Mutex を要求することで処理し、
MicroBlaze 間のデータ交換に使用します。マスター / スレーブ方
式またはパイプライン化されたプロセッサ システム内の直接通信と
同期には、FSL を採用しました。これにより、共有メモリへのアク
セス時に複数のメモリ バスの割り当てによって生じるアクセス レイ
テンシの増大を防止できます。
　最初のリンカー スクリプトは、SDK に含まれる Linker Script 
Generator によって作成しました。このスクリプトは、ヒープとス
タックのサイズ、メモリ領域、各セクションに対するアドレスを定義
した、3 つのパーティションから構成されるテキスト ファイルです。
次に示すコードは、デュアル MicroBlaze Xilkernel システムの 
microblaze_0 用リンカー スクリプトです。コードおよびデータ セ
クションのメモリ領域のサイズを変更し、共有メモリ領域向けに新
たなセクションを追加しました。これに応じて、microblaze_1 の
リンカー スクリプトについても、コードおよびデータ セクションの
メモリ領域の開始アドレスを 0x8A000000 に設定し、共有メモ
リ用に同様のセクションを追加します。

/* Define heap and stack sizes for microblaze_0 */

_STACK_SIZE = DEFINED(_STACK_SIZE) ? _STACK_SIZE : 0x1000;

_HEAP_SIZE = DEFINED(_HEAP_SIZE) ? _HEAP_SIZE : 0x1000;

/* Define memories in the system for microblaze_0 */

MEMORY

{

  ilmb_cntlr_dlmb_cntlr : 

ORIGIN = 0x00000050, LENGTH = 0x00003FB0

  /* resize the memory region for code and data sections*/

  DDR2_SDRAM_MPMC_BASEADDR : 

ORIGIN =  0x88000000, LENGTH = 0x02000000

  /* new partition for shared memory added*/

  DDR2_SDRAM_SHARED_BASEADDR : 

ORIGIN =  0x8C000000, LENGTH = 0x04000000

}

[...]

/* Define the sections, and where they are mapped in memory */

SECTIONS

{ 

[...]

sharedmem : {

   __sharedmem_start = .;

   *(sharedmem)

   __sharedmem_end = .;

} > DDR2_SDRAM_SHARED_BASEADDR

[...]

}

MPSoC のダウンロードおよびデバッグ オプション
　SDK 環境では、マルチプロセッサ システムのソフトウェアをダウ
ンロード、実行、デバッグするために、2 つのアプローチが用意さ
れています。これに対して、Eclipse ベースのツールは、ソフトウェ
ア プロジェクト用にダウンロードと STDIO ビヘイビアーのコンフィ
ギュレーションを提供します。また、これらの作業の実行には Xilinx 
Microprocessor Debug (XMD) コンソールも使用できます。
　さらに、SDK は FPGA をビットストリームや .bmm ファイルで
リコンフィギュレーションします。リンカー スクリプト内に定義さ
れたセクションに従い、[Program FPGA] ダイアログ ボックスに
よって、必要に応じてソフトウェア セクション全体を特定のプロセッ
サに関連付けられた BRAM に直接転送します。既に述べたように、
マルチプロセッサ システムでは一般的にこれらのセクションを外部
メモリに配置します。Xilkernel ライブラリ 関数を使用するアプリ
ケーションによって .elf ファイルが拡大するためです。この場合、
[Program FPGA] ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス の [Software 
Configuration] 設定でブートループを選択し、後続のソフトウェ
ア ダウンロードが実行されるようにします。

SDK 環境
　SDK には、[Project Explorer] ビューによるソフトウェア プロ
ジェクトの選択や、[Run] メニューの [Run configurations...] を
開くために、[Run] および [Debug] の設定があります。システム
内のすべてのプロセッサに [Run] および [Debug] コンフィギュ
レーションが対応付けられています。最初のインスタンスで、コンフィ
ギュレーション ダイアログ ボックスのメイン タブからプロジェクト
の .elf ファイルを選択します。[Device Initialization] タブのリセッ
ト タイプには [Reset Processor Only] を選択し、リセット時に
システム全体がリセットされないようにします。
　さらに、[STDIO Connection] タブの設定により、STDIO が 
SDK コンソールに直接出力されるようにします。個々のプロセッサ
の [Run] および [Debug] コンフィギュレーションをグループとして
束ねることで、すべてのプロセッサが同時にソフトウェアの実行を開
始します。最後に、開発者は SDK の Eclipse ベースの [Debug] 
ビューを使用し、ブレークポイントを挿入したり、変数およびメモリ
の割り当てに関する情報を入手することができます。

XMD コンソール
　今回、最も重要な XMD コンソールのコマンドは、マルチプロセッ
サ システムの使用に関連するものです。コマンドのより詳細なリス
トは、XMD コンソールからヘルプ コマンドを投入することで、直
接使用できるようになります。マルチプロセッサ システムのダウン
ロードやデバッグに XMD コンソールを使用するには、次のコマン
ドを投入します。

connect mb mdm –debugdevice cpunr <mb id>

　このコマンドは、プロセッサを MicroBlaze Debug Module 
(MDM) 経由で XMD コンソールに接続し、さらにパラメーター 
<mb id> によって、各プロセッサの識別子を定義します。すべての
プロセッサの接続が完了したら、次のコマンドを実行します。

X P E R T S  C O R N E R

 52  Xcell Journal 77・78 合併号



target <trg no>

　このコマンドは、現在のターゲット接続を処理する MicroBlaze 
を選択します。target コマンドは、接続されているターゲットの一
覧を表示します。特定のプロセッサ ターゲットに .elf ファイルをダ
ウンロードするには、次の dow コマンドでファイルのフル パスと
名前を入力します。

dow <elf file>

　選択したターゲットのソフトウェアは、run コマンドによって起動
するか、stp コマンドによって 1 行ずつ実行できます。XMD コン
ソールのレポートに接続する PLB インターフェイスが MDM にあ
る場合は、次のコマンドにより JTAG UART から出力させること
ができます。

read_uart start

　JTAG UART サーバーは、次のコマンドによってポートを定義す
るだけでこれらの出力を受信できます。この機能を使用すれば、ロー
カル ホスト上のターミナル プログラム (HTerm や Tera Term な
ど ) で出力を使用できるようになります。

terminal jtag_uart_server <port>

パイプライン化されたシステム
　デュアル プロセッサ プラットフォームの段階的なデザイン イン
プ リメン テ ー ション で 構 築した 今 回 の シス テム は、2 つ の 
Xilkernel 対応 MicroBlaze プロセッサからなり、両プロセッサは 
FSL による 2 つの通信インターフェイスを共有し、共有メモリにア
クセスできます。各プロセッサには、外部 DDR2 SDRAM モジュー
ル内の互いに独立したメモリ領域に対して動作する、命令キャッ
シュとデータ キャッシュが設定されています。さらに、データの整
合性を維持するために、XPS Mutex モジュールが共有メモリへの
アクセスを同期させます。2 つの MicroBlaze のリンカー スクリプ
トは、両プロセッサの命令およびデータ セクション、および 1 つの
共有データ セクションとして専用メモリ領域が割り当てられるよう
に変更しました。

　 表 1 に、Spartan-3A DSP 1800A お よ び Virtex-6 
XC6VLX240T FPGA の両方について、デフォルトの合成制約を
適用した場合のリソース割り当てと使用率を示します。中規模の 
Spartan デバイスでも、デュアル MicroBlaze システムの PLB ま
たは FSL インターフェイスに接続される追加のアクセラレータ IP 
用に十分なスライス リソースを提供できます。
　これらの未使用 FPGA リソースによって、レーザー スキャナー
の生データを前処理するアクセラレータ ユニットを統合できます。
そして次の段階で、プロセッサへの、QNX ベースの衝突回避アプリ
ケーションの配置とスレッドの割り当てに注力します。
　障害物の識別、環境のモデル化、距離制御は、条件分岐やシーケ
ンシャルな処理などの一連の計算を構成するため、パイプライン化
されたプロセッサ システムが適していると考えます。将来的には、
カメラによる車線検出、自動駐車に加えて、車両走行距離計やクルー
ズ コントロールなどのその他にも提案されているコンポーネントの
統合を進める予定です。
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表 1 – デュアル MicroBlaze Xilkernel システムのリソース使用率

 　　　　　　 Spartan-3A DSP 1800A 　　　    Virtex-6 LX240T

 使用数 使用率 使用数 使用率

スライス DFF 7,674 23% 10,891 3%

LUT 9,790 29% 8,890 5%

BRAM 53 63% 49 11%

DSP48 6 7% 6 1%
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7 シリーズ FPGA の最新ファミリを
開発サイクルの各段階で
低消費電力化する設計手法
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Optimizing FPGAs for Power:
A Full-Frontal Attack 

FPGA の消費電力最適化 : 正攻法的な取り組み
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　デザインにとっての完璧な FPGA を探究
する上で、消費電力が最大の課題となりつ
つあります。パワー マネージメントは、ほ
とんどのアプリケーションにおいて不可欠
です。カードあたり、あるいはシステムあた
りの最大消費電力を規定する規格もありま
す。このため、設計者は今まで以上に早い
設計段階 ( 多くの場合 FPGA の選定段階 ) 
から消費電力を検討しなければならなくな
りました。
　FPGA の消費電力を抑えると、電源レー
ルの低電圧化、電源供給デザインや熱管理
の簡略化、電力分配プレーンの要件緩和な
どによってボードのデザインが簡単になりま
す。低消費電力化には、バッテリ寿命を延
ばし、システムの信頼性を高める効果もあ
り、より低温な環境で動作するシステムは
長持ちします。

消費電力に関する課題
　トランジスタは、ムーアの法則に従ってプ
ロセス テクノロジの世代が進むにつれて微
細化されています。この状況は、個々のト
ランジスタにおけるリーク電流の増加とい
う副作用をもたらし、スタティック消費電
力、つまり FPGA が動作していない間に
引き込まれる電流の増大へとつながります。
一方、FPGA のパフォーマンス向上に伴う

クロック速度の高速化は、ダイナミック消
費電力を増加させます。スタティック消費
電力がトランジスタのリーク電流によって決
定するのに対し、ダイナミック消費電力は
プログラマブル ロジックや I/O のスイッチ
周波数に依存します。FPGA は、これら 2 
種類の消費電力を増加させながら、製品世
代ごとに容量を拡大させてきたのです。ロ
ジックが増えるということは、デバイスあた
りのリーク電流と、より高速で動作するト
ランジスタ数が増加することを意味します。
　このような課題が存在するため、設計者
は設計の初期段階から電源や熱管理の問題
に対して、今まで以上に注意を払う必要が
あります。デバイスにヒート シンクを貼り
付けるだけでは、適切な解決策は得られま
せん。むしろ、デザインに含まれるロジッ
クに削減の余地がないかを検討すべきです。
　FPGA デザインの消費電力を低減する
ために、設計の各段階でどのような措置を
講じることができるのか、その理解に役立
ついくつかの指針を見ていきましょう。設
計の早期段階で、これらの課題を詳細に把
握すれば、その効果が大きくなるのは明白
です。
　図 1 に、FPGA の選定から低消費電力
デザインの手法に至るまで、さまざまな設
計段階を示します。

A S K  F A E - X

Low-
Power
Design

Techniques

SW Power
Optimization

Power Estimation Tools

Architecture

Process

SW

HW

St
at

ic
 P

ow
er

D
ynam

ic Pow
er

Use of Hard IP, Proper
use of control signals

Reducing Clock and Block
Activity, Partial

Reconfiguration

Intelligent Clock-Gating
Options

XPE, PlanAhead,
Power Estimator, XPA

Unified Architecture,
Stacked-Silicon 

Interconnect

28-nm HPL
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7 シリーズのプロセス テクノロジ 
　FPGA の選定時にプロセス テクノロジ
を慎重に検討すると、デバイスのリーク電
流とパフォーマンスを見極めることができ
ます。ザイリンクスの 7 シリーズ FPGA は、
FPGA がターゲットとする性能範囲におい
て高性能モードで消費電力を半減する 28 
HPL (28nm High-Performance, Low 
Power) プロセスを採用しています (Xcell 
Journal 75 & 76 合併号の「7 シリーズ 
FPGA で消費電力を半減」を参照 )。リー
ク電流の小さい HPL プロセスによって製
造されたデバイスを選択すると、FPGA デ
ザインに複雑でコスト増を招くスタティック
消費電力の低減策を組み込む必要がなくな
ります。
　28 HP プロセスを採用した FPGA には 
7 シリーズ FPGA を超えるパフォーマンス

上のメリットはありませんが、競合他社の 
FPGA の中にはパフォーマンスを向上させ
るためにスタティック消費電力が 2 倍以上
となり、リーク電流の低減に課題を抱える
ものもあります。図 2 に、従来世代の 
40nm FPGA デバイスに比べて総消費電
力を半減させた、7 シリーズ ファミリの低
消費電力化へのアプローチを示します。設
計者は、開発時に大型の FPGA を選択し、
続く製品ラインでより小型の FPGA に移行
することもできます。小型の FPGA を選択
すると、システムのコストを下げるだけでな
く、消費電力も削減します。
　すべての 7 シリーズ FPGA は統一され
たアーキテクチャをベースに構築されてい
ます。この統一アーキテクチャによって、ザ
イリンクス 7 シリーズのポートフォリオに含
まれるさまざまな FPGA デバイスやファミ

リ間 で デ ザイン を 容 易 に 移 行 で き ま す。
Virtex®-6 または Spartan®-6 デバイスか
ら 7 シリーズ デバイス ファミリへのデザイ
ン移行、または 7 シリーズ デバイス ファミ
リ間でデザイン移行を検討する際は、『7 シ
リーズ マイグレーション メソドロジ ガイド』 
(UG429) を参照してください。

ザイリンクスのスタックド シリコン 
インターコネクト テクノロジ
　さらに大規模なシステムの場合、設計者は
たいてい複数の FPGA を選択します。この
種のアーキテクチャでは、各種 FPGA 間で
データを高速転送するという、細かく困難な
作業が必要になることが少なくありません。
そこで、ザイリンクスのスタックド シリコン 
インターコネクト (SSI) テクノロジを用いて作
成された XC7V1500T や XC7V2000T 
デバイスなどの大型の 7 シリーズ FPGA を
選択すれば、このような問題を回避できます。
SSI テクノロジは簡単に説明すると、数万に
も及ぶ配線を提供するシリコン インターポー
ザー上で複数のダイス間をつなぎ、大規模な
単一デバイスを構成するものです。このテク
ノロジのメリットの 1 つは、同規模の標準的
なモノリシック ダイと比較して、最大スタ
ティック消費電力を減らせることです。
　SSI テクノロジは I/O インターコネクトの消
費電力も大幅に削減します。ボード上に複数の 
FPGA をインプリメントし、I/O とトランシー
バーを用いて同等のインターフェイスを構築し
た場合と比べ、SSI テクノロジは I/O インター
コネクトの消費電力を 100 分の 1 ( 帯域幅 /
W) 削減する効果があります。これは、すべて
の接続をチップ上で行い、チップ外への信号を
駆動する電力が不要となるためで、大幅な高
速化と低消費電力化を可能にします。

電圧制御のために強化された
オプション
　ザイリンクス 7 シリーズ FPGA には豊富
な電圧制御オプションがあります。
　7 シリーズ FPGA の -3 および -2L デバ
イスの 両 方 に は、 拡 張 温 度 範 囲 (0 ～ 
100℃ ) オプション (E) が用意されていま
す。28 HPL プロセスによって確保された
ヘッドルームにより、-2LE デバイスは 1V 
または 0.9V 動作が可能です。これらのデ
バイスは、それぞれ -2L (1.0V) および -2L 
(0.9V) と呼ばれます。1.0V 動作の -2L デ
バイスは、-2I や -2C デバイスと同じスピー
ド グレード性能を備えつつ、スタティック消
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図 2 – 従来の 40nm プロセスで製造されたデバイスと比較して、
消費電力の半減を実現したザイリンクス 7 シリーズ FPGA 

7 シリーズ FPGA C グレード デバイス -2LE (1.0V) -2LE (0.9V)

VCCINT 1.0V 1.0V 0.9V

スタティック消費電力 公称値 -45% -55%

ダイナミック消費電力 公称値 公称値 -20%

パフォーマンス -1, -2 -2 ~ -1

表 1 – スタティック消費電力、ダイナミック消費電力、パフォーマンスの比較
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費電力が著しく低減されています。0.9V 
動作の -2L デバイスでは、-1I や -1C デバ
イスの性能を保ちながら、スタティック消費
電力に加えてダイナミック消費電力も削減さ
れています。
　0.9V 動作は、デバイス内の電圧降下だ
けでもスタティック消費電力を約 30% 低
減します。電圧降下は性能低下につながる
可能性がありますが、ザイリンクスではス
ピードとより厳しいリーク電流の仕様によっ
て、これらの -2L (0.9V) デバイスをスク
リーニングにかけています。これにより、ワー
ストケース条件下のプロセスでも、標準ス

ピード グレード デバイスに比べて消費電力
が 55% 削減されています。
　-2L ファミリ デバイスを選択すれば、ダ
イナミック消費電力も削減されます。ダイナ
ミック消費電力は VCCINT2 に比例するた
め、VCCINT を 10% 低くすると消費電力
は 20% 低減されます。

消費電力概算ツール
　現在、市場では、開発全体で FPGA デザ
インの放熱要件および電源要件を評価する支
援ツールが多岐にわたって提供されています。
図 3 に、FPGA 開発サイクルの各段階で利
用可能なザイリンクスのツールを示します。
　設計の開始時、設計前やインプリメンテン
ト 前 の 段 階 で さ え、XPower Estimator 
(XPE) スプレッドシート使用して消費電力を
早期に評価できます。XPE はアーキテクチャ
の評価やデバイス選定をサポートし、アプリ
ケーションに必要となる可能性がある、電源
や熱管理向けのコンポーネントを適切に選択

するのに役立ちます。
　PlanAhead ™ ツールは、RTL レベルで
デザインの消費電力を概算します。設計者
は、制約または GUI を使用してデバイスの
動作環境、デザインの I/O 特性とデフォル
トのアクティビティ レートを指定できます。
続いて PlanAhead ツールは HDL コード
を読み込み、必要なデザイン リソースを見
積もり、各リソースのアクティビティの統計
解析から消費電力の概算値をレポートしま
す。PlanAhead ™ ツールに含まれる RTL 
パワー エスティメーターは、デザインの意
図に関してより詳細な情報を使用するため、

XPower Estimator スプレッドシートより
も 解 析 精 度 が 高 い も の の、XPower 
Analyzer による配置配線後の解析と比較
すると精度は落ちます。
　XPower Analyzer (XPA) は、配置配線
済みデザインの消費電力を解析する専用の
ツールです。消費電力だけでなく、指定され
た動作条件における熱情報も詳細に解析で
きる、包括的な GUI を提供します。
　このツールでは、ブロック タイプ ( クロッ
ク ツリー、ロジック、信号、I/O、あるいは
ブロック RAM や DSP ブロックなどの
ハード IP) ごとの表示とデザイン階層によ
る表示の、2 つのビューを切り換えて消費
電力を確認できます。これらのビューによっ
て、消費電力を詳細に解析できます。この
ツールは、デザインに含まれるブロックまた
はパーツの中で最も電力を消費するものを
特定する、極めて効率的な方法を提供する
ため、電力最適化の作業にどこから着手す
ればよいかが明確になります。

ソフトウェアによる消費電力の最適化
　ブロック RAM を使用するデザインの消
費電力は、同時にアクティブになるブロック 
RAM ポートの数を最低限に抑えることで
最適化できます。XST の -power yes オ
プションを用いて有効となるこの最適化は、
複数のブロック RAM にまたがって分断さ
れた RAM または ROM の記述を修正しま
す。さらに、アドレス ラインのほかにも、ポー
ト イネーブルやライト イネーブル制御信号
を調整し、デザインのタイミング制約を確
実に満たしながら、各クロック サイクルで
アクティブなブロック RAM のポート数を

最小限に抑えます。
　次に、パフォーマンスへの影響にかかわ
らず、最も電力効率のよいブロック RAM 
のマップを強制的に実行します。対象のメ
モリに関連するタイミング パスが重要でな
いことがわかっている場合は、ram_style 
制約に block_power2 オプションを適用
します。この方法による消費電力削減率は、
15% から 75% に及びます。
　XST の area 最適化モードも使用できま
す。このオプションは、デザインで使用され
るリソースの数を最小限にします。エリア最
適化を適用すると、パフォーマンスが犠牲
となる可能性があるので注意が必要です。
　これとは別に、高度なゲーティングと呼ば
れる、アクティビティを意識した最適化方法
があります。これらのアルゴリズムでは論理
式が解析され、結果に影響しないソース レ
ジスタがクロック サイクルごとに検出され
ます。続いて、FPGA ロジック内にある豊
富なクロック イネーブル (CE) リソースを
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図 3 - ザイリンクスが提供する、各設計段階を対象とした消費電力の概算および解析ツール
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使用し、無駄なスイッチング動作を無効に
する、高精度のゲーティング信号が生成さ
れます。この高度なクロック/ データ ゲー
ティングは、map -power high オプション
を使用して制御できます。コアの総ダイナ
ミック消費電力を 15% 以上削減でき、ほ
とんどの場合、挿入されたゲーティング ロ
ジックが原因でパフォーマンスが影響を受
けることはありません。
　さらに、消費電力削減を目的としたデザ
インで使用可能なアルゴリズムに、キャパ
シタンスを意識した最適化があり、主に次
の 2 つの手法で行います。

● クロックの負荷をグループ化 : このプロ
セスでは、フリップフロップや DSP ブ
ロックなどの同期エレメントの配置が再
編成され、各クロック ネットの範囲が最
小限に抑えられます。クロック負荷を最
少数の水平または垂直クロック スパイン
に沿って配置させると、クロック領域内
で未使用の分岐をソフトウェアで無効に
できます。これによって、クロック リソー
スとバッファーの要件を両方削減でき、
コアのダイナミック消費電力が抑えられ
ます。このプロセスは、map -power on 
オプションで制御します。

● データ負荷をグループ化 : このアルゴリ
ズムでは、パフォーマンス要件を確実に

満たしながら、デザインに含まれるワイ
ヤの全長が最短に抑えられます。ダイナ
ミック消費電力はファンアウトおよび使
用する配線構造の種類と長さに合わせて
増大するため、データ負荷をグループに
まとめることで消費電力を節減できま
す。このグループ化のアルゴリズムも、
map - power on オプションで有効に
なり、関連ロジックを隣接して配置する
ことで消費電力の削減を達成できます。

　ISE® Design Suite には、合成、マップ、
配置配線の各レベルで電力を最適化できる
ようにあらかじめ調整された、定義済みの目
標およびストラテジが組み込まれています。
これは、すべての合成制約にデフォルト以外
の設定を適用するよりも優れた方法として代
わりに活用できる可能性があります。ただし、
このオプションを実行すると、さまざまなパ
スである程度の遅延時間が発生する場合が
あります。
　最後に、ザイリンクスのインプリメンテー
ション ツールが未使用のトランシーバー、
PLL、デジタル クロック マネージャーおよ
び I/O を自動的に遮断します。7 シリーズ 
デバイスでは、未使用ブロック RAM のパ
ワー ゲーティング機能も追加されました。ブ
ロック RAM のリーク電流は、デザイン内
で使用中のブロックでのみ発生し、デバイス
内のすべてのブロック RAM で発生するわ

けではありません。このため、デバイス内の電
源はインスタンシエートされたブロック RAM 
にのみ配線し、未使用のブロック RAM では
無効にします。

消費電力低減のための設計手法
　FPGA デザインの消費電力の低減を目指
して設計者が検討できるヒントやテクニック
は数多く存在します。まず、ロジックのイン
プリメンテーションに CLB ではなく専用の
ハードウェア ブロックを使用することが選択
肢として考えられます。消費電力を削減する
には、デザイン内のロジックを減らす余地が
ないかを検討する必要があります。ロジック
を削減して可能な限り小型のデバイスを使用
できれば、スタティック消費電力の低減につ
ながります。
　専用ハード IP ブロックの適用は、スタティッ
ク消費電力とダイナミック消費電力の両方を
低減し、同時にタイミング要件も満たすこと
ができる、最も重要な方法の 1 つです。ハー
ド IP は CLB ロジックによる等価コンポーネ
ントよりもトランジスタの総数が少なくなるた
め、スタティック消費電力が抑えられます。
　原則として、リソースはできるだけ推論す
る必要があります。推論されるリソースは、
コードまたは制約ファイル内の属性を使用
し、個別またはグループとして FPGA ファブ
リックやシリコン リソースへと誘導できます。
ザイリンクスの CORE Generator ™ ツール
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図 4 - 消費電力を最小にする「Design Goal ( デザインの目標 )」および「Strategy ( ストラテジ )」が
ビルドされたザイリンクスの ISE Design Suite
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を利用して専用ハードウェアをカスタマイズ
し、特定のリソースをインスタンシエートす
ることも可能です。
　さらに、未使用のハード IP を不明瞭な
ほかのタスクに活用することもできます。
DSP 48 スライスは、乗算器、加算器 / ア
キュムレータ、ワイド ロジック コンパレー
タ、シフター、パターン マッチャー、カウン
ターなど、多くのロジック ファンクションを
提供します。ブロック RAM はステート マ
シン、数値演算機能、ROM、ワイド ロジック 
ルックアップ テーブル (LUT) として使用で
きます。

制御信号の最適な使用方法
　制御信号 ( クロック、セット、リセット、
クロック イネーブルなどの同期エレメントを
制御する信号 ) は、使用方法によってはデバ
イスの集積度、使用率、パフォーマンスに
影響を及ぼす場合があります。次に示すガイ
ドラインに従うことで、消費電力への影響は
最小限に抑えることができます。
　1 つ目のガイドラインは、レジスタまたは
ラッチでセットとリセットの両方を使用しな
いことです。ザイリンクス FPGA のフリップ
フロップは、非同期および同期のいずれのリ
セット / セット制御にも対応できますが、下
位のフリップフロップのネイティブ構成では、
一度に 1 つのセット、リセット、プリセット、
クリアしかインプリメントできません。した
がって、RTL コード内にこれらの機能を複
数コーディングすると、ある条件はフリップ
フロップの SR ポートによってインプリメン
トされ、別の条件はファブリック ロジックに
インプリメントされ、より多くの FPGA リ
ソースが使用されることになります。
　条件の 1 つが同期、別の条件が非同期の
場合、非同期条件は SR ポートによってイン
プリメントされ、同期条件はファブリック ロ
ジックにインプリメントされます。通常、複
数のセット / リセット / プリセット / クリア条
件は避けるべきです。また、スライス 1 つに
含まれる 4 つのフリップフロップの各グルー
プに対して、それらの SR ポートが同期また
は非同期であるかどうかは、そのグループに
対応する属性 1 つのみで決定します。
　2 つ目のガイドラインは、アクティブ 
High の制御信号を使用することです。レジ
スタの制御ポートはアクティブ High です。
FPGA デザインでアクティブ Low のリセッ
ト信号の使用は推奨していません。アクティ
ブ Low 信号は、レジスタの制御ポートを直

接駆動する前に反転させる必要があるため、
より多くのルックアップ テーブルを使用しま
す。この反転動作は、LUT によって実行す
る必要があるため、LUT 入力を 1 つ
占有します。
　このためアクティブ Low の制御信号は、
長時間に及ぶランタイムやデバイス使用率の
低下の原因となり、ひいてはタイミングや消
費電力に影響を与えます。
　HDL コードやインスタンシエートされる
コンポーネントでは、可能な限りアクティブ 
High の信号を使用してください。デザイン
内の信号の極性を設定できない場合は、コー
ドの最上位階層で信号を反転します。そう
すれば、推論されるインバーターを I/O ロ
ジック内に吸収でき、FPGA ロジックまた
は配線を増やす必要がなくなり、使用率、パ
フォーマンス、消費電力が改善されます。

セットまたはリセットの多用を避ける
　コード内に不必要なセットおよびリセット
があると、推論されるべきシフト レジスタ
LUT (SRL)、LUT RAM、ブロック RAM、
その他のロジック構造の推論を妨げる恐れ
があります。多くの回路は自然にリセットさ
れるように作成することができるか、そもそ
もリセットを必要としません。たとえば、レ
ジスタはコンフィギュレーション完了時に自
動的に初期化されるため、レジスタの初期
化にのみ使用されるリセットは不要です。

不必要なセットまたはリセットを使用し
ないことで、デバイスの使用率が向上し、配
置、パフォーマンス、消費電力を改善でき
ます。
　リセットに関する詳細は、http://issuu.
com/xcelljournal/docs/xcell_journal_
issue_76/44?viewMode=magazine&
mode =embed を参照してください。
　消費電力低減へのアプローチには、クロッ
クとブロックの動作率について対策を講じ
る こ と も 必 要 で す。BUFGMUX、
BUFGCE、BUFHCE を最大限に活用して、
クロック ドメイン全体をゲーティングするこ
とで消費電力を削減できます。これらの制
約により、クロック領域全体でクロックを一
時停止できます。同様に、デザインの小さな
領域のクロックのみを一時停止するアプリ
ケーションでは、FPGA レジスタのクロッ
ク イネーブル ピンを使用します。
　複数のクロック領域にまたがるデザイン
は、使用するクロック リソースが増加し、
消費電力も増えます。断続的に使用される

ロジックは、なるべく 1 つのクロック領域
内にまとめて配置することで ( 図 5)、消費
電力の低減効果が得られます。ツールは自
動的にこのような配置を試みますが、デザ
インによっては手動による作業が必要にな
る場合があります。
　データ移動を制限することでも消費電力
を削減することが可能です ( 図 6)。FPGA 
周りではオペランドを移動するのではなく、
結果のみを移動してください。バスの数と
配線長が抑えられ、キャパシタンスの低減、
動作の高速化と消費電力の削減につながり
ます。フロアプランに際しても、デザイン
のピン配置や対応するロジックの配置に注
意を払う必要があります。

スタティック消費電力を低減する
パーシャル リコンフィギュレーション
　スタティック消費電力を削減する方法の 
1 つに、小型デバイスの使用があります。
パーシャル リコンフィギュレーションを用
いることで FPGA を本質的に時分割でき、
デザインの一部を個別に実行させることが
できます。デザイン全体が常に必要とされ
るわけではないため、使用するデバイスが
小型化されます。
　パーシャル リコンフィギュレーションに
よって、スタティック消費電力だけでなくダ
イナミック消費電力も低減できる可能性が
あります。たとえば、多くのデザインでは
極めて高速な動作が要求されますが、その
最大パフォーマンスが必要とされている時
間の割合はとても低いものです。消費電力
を節約するために、設計者は常時最大パ
フォーマンスで動作するデザインを設計す
るのではなく、パーシャル リコンフィギュ
レーションによってこの高性能なデザイン
を、同等機能を持ったより低消費電力のバー
ジョンに切り換えることができます。システ
ムが高パフォーマンスを要求した時点で、
高性能バージョンのデザインに再度切り換
えればよいのです。
　この原理は I/O 規格にも適用可能で、具
体的には、消費電力の大きなインターフェイ
スが常時必要とされない場合に有効です。
LVDS は直流動作であるため、動作率にか
かわらず多くの電力を消費するインターフェ
イスです。設計者は、パーシャル コンフィ
ギュレーションを用いて、最大パフォーマン
スが不要のときは LVDS から LVCMOS 
のような低消費電力の I/O 規格に切り換え
ることができます。そして、高速伝送が要
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求された時点で LVDS に戻します。
　低消費電力のデザインでは、タイミング
制約を最大限に活用することも重要です。
温度管理された環境での動作では、タイミ
ングを満たすためにパーツをディレーティン
グできますが、そのパーツに対して規定の
最大クロック レートを超える制約を課さな
いように注意が必要です。より高速のクロッ
ク レートを指定しても、より優れたデザイ
ンが生成されるわけではありません。通常
は、リソースの共有が減るためにさらに多く
のファブリック リソースが使用され、ロジッ
ク/ レジスタの重複や配線が増加し、FPGA 
専用機能の推論の減少を招くだけです。こ
の結果、ダイナミック消費電力に著しい影響
を及ぼします。
　I/O の消費電力が総消費電力に占める割
合は増加しています。特にメモリを多用する
システムでは、総消費電力の 50% が I/O 
に起因するデザインもあります。
　プログラム可能なスルー レートおよび駆
動電流によって、I/O ドライブのダイナミッ
ク消費電力が低減します。より高速な差動 
I/O 機能が多くの場合好まれますが、すべて
のインターフェイスでそのようなパフォーマ
ンス が 求められるわけで は ありません。
FPGA 間の通信や、低速のメモリ インター
フェイスにおいて消費電力を大幅に節約でき
る HSLVDCI のような規格も存在します。
　ザイリンクス 7 シリーズのデバイスは、い

ずれもスルー レートおよび駆動電流をプロ
グラムできます。ザイリンクスの FPGA は、
トライステート化も可能にするデジタル制御
インピーダンス (DCI) テクノロジをサポー
トします。DCI は FPGA からメモリへの書
き込み時に、終端電源を必要としないため、
デバイスが終端電源によって電力を消費す
るのは、読み出し時のみとなります。
　7 シリーズのデバイスには、HSTL および 
SSTL 向けに、ユーザーによるプログラムが
可能なリファレンス レシーバー モードが採
用されています。これら 2 つのプログラマ
ブル可能な電力モードは、I/O ごとに設定で
きるため、各 I/O で消費電力とパフォーマ
ンス間のトレードオフを検討することで DC 
消費電力の削減効果が得られます。

トランシーバーの消費電力に
対する考え方
　ザイリンクスは、7 シリーズ FPGA のト
ランシーバーを、高性能、低ジッターを実
現できるように最適化しました。これらのト
ランシーバーは、低消費電力動作用の機能
を備えています。設計者は、動作を柔軟に
カスタマイズし、消費電力とパフォーマンス
のバランスを調整できます。
　7 シリーズ FPGA の共有 LC PLL の使
用も、消費電力を大幅に低減します。ライ
ン レートが同じ 4 レーンのデザイン 
(XAUI など ) では、チャネル個別の PLL 

の代わりにクワッド PLL を使用すれば消費
電力が抑えられます。同様に、PLL は範囲内
の高いレートと低いレートの両方で動作可能
なため、消費電力を節約するには低い方の動
作範囲を選択することを推奨します。
　TX/RXPOWERDOWN オプションを個
別に有効にする方法もあります。PLL のパ
ワーダウン機能は、消費電力が最小となる
モード (PCIe® システムで使用されることが
多いシステム D3 ステートなど ) で有効に設
定できます。

デザイン サイクルの各段階
　コーディングを始める前に、消費電力を重
視した設計手法を理解して実践することが、
システム電力を低減する唯一、かつ最大のメ
カニズムであると言えます。ザイリンクスの
各種ツールを適切な設計段階で活用すること
も、消費電力の仕様を満たす上で助けとなる
だけでなく、電源の数、種類、大きさを選択
するために必要な情報も提供されます。ザイ
リンクス 7 シリーズ FPGA は、プロセス 
テクノロジとアーキテクチャ デザインを通じ
て、これまでにない高い電力効率を実現しま
した。
　今回紹介した手法の多くは、FPGA の消費
電力最適化に関するトレーニング コースで解
説しています。ザイリンクスのトレーニング 
コースの詳細については、japan.xilinx.com/
training をご覧ください。

Chandra Sekar 
Balakrishnan は
ザ イ リ ン ク ス の グ
ローバル トレーニン
グ ソリューション 
チームのソリューショ
ン開発エンジニアと
して、ザイリンクスの
トレーニング コース

のコンテンツ制作を担当しています。専門は 
FPGA デザインとエンベデッドの分野です。
2010 年 5 月にザイリンクスに入社する前
は、Acme Technologies 社 ( インド、チェ
ンナイ ) でプロジェクト リーダーを務めてい
ました。同社では 8 年以上、日本の半導体
組織向けに FPGA ベースのエンベデッド シ
ステムをインプリメントするプロジェクトに携
わりました。
筆者への問い合わせは、cbalakr@xilinx.com 
まで。
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図 5 - 断続的に使用されるロジックは、
可能な限り 1 つのクロック領域内に

まとめて配置

図 6 - データ移動の限定 - FPGA 周り
ではオペランドではなく結果のみを移動
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基本のFPGAアーキテクチャ E-Learning
・ スライスおよび I/Oリソース
・ メモリおよびクロッキングリソース
・ Architecture WizardおよびFoorplan Editor

VHDL 基礎

VHDL 中級

Verilog 基礎 System Verilog での設計

Verilog 中級

Vivado デザインツールフロー

VivadoでのFPGA設計導入

開発言語

コネクティビティデザイン
基礎

アヴネット ジャパン

新光商事

東京エレクトロンデバイス

パルテック

富士通エレクトロニクス

avnet.co.jp/design/training/

xilinx.shinko-sj.co.jp/training/index.html

ppg.teldevice.co.jp/

www.paltek.co.jp/seminar/index.htm

jp.fujitsu.com/fei/services/maker/xilinx/xtraining.html

詳細とご登録はこちらから Japan.xilinx.com/training/

System Verilog での検証

VivadoでのFPGA設計実践

S6 ファミリデザイン

7シリーズデザイン

Chip Scope Pro ツールを
使用したデバッグ法

FPGA 低消費電力
設計のコツ

アナログミックスシグナル
（AMS）設計

メモリインターフェイス
設計

Virtex-5 ハードIPを
使用したPCIeデザイン

マルチギガビット
シリアルIO

Simlink基礎
（MathWorks社開催）

Cコードベース設計 : Vivado HLS
を使用した高位合成

SystemGenerator を
使用したDSPデザイン

DSPデザイン
基礎

Zynq
システムアーキテクチャ

Zynq エンベデッド
システムソフトウェア開発

Zynq
エンベデッドシステム開発

エンベデッドデザイン
基礎

Vivado でのアドバンスド
FPGA設計

パーシャルリコン
フィギュレーション

エンベデッドマイクロブレーズ
Linux開発

http://avnet.co.jp/design/training/
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http://ppg.teldevice.co.jp/
http://www.paltek.co.jp/seminar/index.htm
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