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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

※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。

シリーズ

タッチパネル付き
5"カラーLCDモジュール

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、全シリーズでピン割付が共通で、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。

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

UTL-021

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

セミカード
サイズ

RoHS
指令対応品

XCM-306シリーズ

Spartan-6 LX TQG144 搭載 FPGAボード

XC6SLX4-2TQG144C または 
XC6SLX9-2TQG144Cを搭載

ハーフ
カードサイズ

DDR2 SDRAM
搭 載

MRAM
搭 載

RoHS
指令対応品

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

800 × 480 画素の抵抗膜式
タッチパネルを内蔵した5インチ
サイズのTFT LCDモジュール
です。

DDR2 SDRAM
搭 載

RoHS
指令対応品

クレジット
カードサイズ

Rocket
I/O

MRAM
搭 載

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

ハーフ
カードサイズ

Virtex-5使用製品例

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

ハーフ
カードサイズ

Rocket
I/O

XCM-107シリーズ

Virtex-5 LXT FFG665 搭載 ブレッドボード

FPGAトレーナ

EDX-007

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

Spartan-6 LX XC6SLX4-2TQG144C
を搭載した、専用ダウンロードケーブルが
不要なFPGAトレーナです。

SDRAM
搭 載

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

クレジット
カードサイズ

RoHS
指令対応品

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

5V
Tolerant5V I/O

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

■ 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

USB
Config

USB
Comm

クレジット
カードサイズ

RoHS
指令対応品

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

XCM-019Yシリーズ

Spartan-6 FGG484 搭載 FPGAボード

クレジット
カードサイズ

RoHS
指令対応品

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

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

大きな成果を生み始めた Zynq-7000 
All Programmable SoC

過去 5 年間の Xcell Journal を継続してお読みの皆様は、ザイリンクスの 28nm All Program-
mable デバイス製品ラインと次世代設計環境である Vivado ™ の開発、導入過程をよくご存じのこと
と思います。2008 年にザイリンクス CEO の Moshe Gavrielov が開始し、ザイリンクスの優秀な
スタッフ陣が推し進めた膨大な開発作業は、今や大きな成果を生み始めています。

本誌既刊号でもお知らせしたように、2008 年にさかのぼり、ザイリンクスの経営陣は 28nm ノー
ドから始まるいくつかの大きな改革を決断しました。ザイリンクスは、単に、ロジック容量の倍増、高
速化、トランシーバー数の増加を実現した FPGA を提供するだけでなく、Zynq ™ -7000 All 
Programmable SoC を追加して製品ポートフォリオを拡大するとともに、ホモジニアス / ヘテロジニ
アス 3D IC を他社に先駆けて開発しました。ザイリンクスは、これらの 3D デバイスを業界で初めて
商用生産し、競合他社の 1 世代先をリードしています。

この改革に着手してから、ザイリンクスは 28nm 製品シリーズ、特に Zynq-7000 SoC の将来性
に非常に強い期待を寄せてきました。このデバイスは、28nm プロセスを採用した最大動作周波数 
1GHz の ARM® 社のデュアルコア Cortex ™ -A9 MPCore ™ プロセッサとプログラマブル ロジック
をワンチップに搭載した製品です。筆者は長年にわたる IC デザイン分野の経験に基づいて、28nm アー
キテクチャの計画を知ったときから、Zynq-7000 がまさに時宜を得た優れたデバイスとして半導体ビ
ジネスにおける大ヒット製品となることを確信していました。

現在では、これまでの多くの労力が実際に成果を生み始めています。Zynq-7000 All Pro-
grammable SoC ( 以前の名称はエクステンシブル プロセッシング プラットフォーム ) は、複数の著
名な業界誌や技術団体の優秀賞を受賞しています。Zynq-7000 は、2011 年には CMP Media (EE 
Times と EDN の出版元であり、現在の社名は UBM) により SoC Product of the year とたたえ
られ、IET Innovation Award を受賞、そして同年 Elektra (European Electronics Industry) か
ら Embedded System Product of the Year Award を受賞しました。さらに 2012 年には、

「Electronic Products Magazine」誌の Product of the Year と、「Microprocessor Report」
誌の Analyst Choice Award を受賞しています。

しかし、この製品がもたらした最も実りある成果は、顧客の皆様が Zynq All Programmable SoC 
に強い関心を寄せ、積極的にデザインに採用していることです。本号では、Zynq-7000 デザインのイ
ンプリメントに関するいくつかの記事を紹介します。

これらの特集記事以外にも、参考資料の数は増え続けています。Zynq-7000 開発者向けの各 
Web サイトでは、各社の開発者が Zynq-7000 All Programmable SoC のデザイン手法や経験を
積極的に共有しています。代表的な例として、Avnet 社の ZedBoard.org (www.zedboard.org) と 
UBM 社の All Programmable Planet (www.programmableplanet.org) が挙げられます。これら
の参考資料を読んで必要な知識を得るだけでなく、各サイトで展開される議論にも積極的に参加するこ
とをお勧めします。もちろん、ザイリンクスの公式トレーニング グループ (http://japan.xilinx.com/
training/index.htm) とザイリンクス ユーザー コミュニティ フォーラム (http://forums.xilinx.
com/) の利用もお勧めします。

まだ Zynq-7000 をお持ちでない方は、ザイリンクス販売代理店 (http://japan.xilinx.com/
japan/sales/store.htm) より ZedBoard を入手してください。

インタラクティブな手法を駆使し、デザインに取り組み、イノベーションを楽しみましょう。今後の 
Xcell Journal にご自分の体験を投稿したくなったら、どうぞ筆者までご連絡ください。
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COVER STORY

Moving a Generation Ahead with All Programmable Devices

 4  Xcell Journal 81・82 合併号

ザイリンクス、28nm プロセスを採用した All Programmable SoC および 3D IC、
革新的な低消費電力 FPGA、最新開発環境を提供し、競合他社の 1 世代先をリード

All Programmable デバイスで 1 世代先へ
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C O V E R  S T O R Y

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

　ザイリンクスは、28nm ノードで次世代
レベルの価値を顧客にもたらす新しいテク
ノロジを多数提供し、競合他社の 1 世代先
をリードしました。ザイリンクスは、単に既
存の FPGA アーキテクチャを次のノードへ
移行するのではなく、FPGA に多くの技術
革 新を 導入し、業 界 初 の商 用 All Pro-
grammable 3D IC および SoC を他社に
先駆けて開発しました。
　現 在 提 供してい るこれらの All Pro-
grammable デバイスでは、あらゆる形態 
(All) のプログラマブル テクノロジを採用
しています。つまり、プログラマブル テク
ノロジは、プログラマブル ハードウェアを
超えてプログラマブル ソフトウェアへ、デ
ジタルを超えてアナログとミックスド シグ
ナル (AMS) へ、シングルダイを超えてマ
ルチダイの 3D IC インプリメンテーション
へと拡張されています ( 図 1)。これらの新
しい All Programmable デバイスにより、
より高度なプログラマブル システム統合、
システム全体のパフォーマンス向上、BOM 
コストの削減が可能となり、よりスマート
で革新的な製品をいち早く市場へ投入でき
ます。
　ザイリンクスの製品ラインの変革は、新 
CEO に Moshe Gavrielov が就任した 
2008 年に遡ります。このとき、ザイリン
クスは、28nm ノードを出発点として、テ
クノロジ ポートフォリオの拡張、市場の拡
大、1 世代先の性能の追求を目指す包括
的な戦略を策定しました。この戦略の中に
は、ザイリンクスの研究チームと製品エン
ジニアリング チームが数年間かけて試作と
評価を行ってきたまったく新しいタイプの 
2 つのデバイスを商用生産することが含ま
れていました。また、TSMC 社の協力を
得て、高性能と低電力の最適な組み合わせ
で FPGA のスイートスポットに合わせた 
HPL (High Performance, Low Power) 
と呼ばれる 28nm の新しいシリコン プロ
セスを開発しました。ザイリンクスでは顧
客の最重要要件は消費電力であると判断
し、すべての All Programmable 製品ラ
インにこのプロセスを採用しました (Xcell 
Journal 日本語版 75 & 76 合併号のカ
バー ストーリーを参照 )。また、最強の 
EDA デザイン チームを編成して、最新の

設計環境の開発に取り組みました。ザイリ
ンクスの目標は、5 つの 28nm デバイス 
ファミリを利用する顧客の生産性の向上
とともに、次の 10 年にわたって All 
Programmable デバイスに求められる拡張
性を提供することでした。

Zynq-7000 All Programmable 
SoC の登場
　これらの革新的デバイスの最初の製品と
なる Zynq ™ -7000 All Programmable 
SoC (System-on-Chip) は、業界の流
れを一変させた製品であり、EE Times 
誌の「2011 年 Innovation of the Year」
賞を受賞しています。All Programmable 
SoC は、マス カスタマイゼーションに向
けた 3 つの形のプログラマビリティ (ハー
ドウェア、ソフトウェア、I/O のプログラマ
ビリティ ) を兼ね備えています。このデバ
イスは、長年にわたりソフト / ハード コ
ア プロセッサを搭載した FPGA を提供
してきたザイリンクスが、その経験と顧
客のフィードバックに基づいて開発したも
のです。
　1990 年代後半から、ザイリンクスと
競合他社は、ユーザーが FPGA ロジック
構成内に合成できるソフト プロセッサ コ
アを提供するようになりました。この方法
で、デザイン チームは同じファブリック内
で処理機能とロジック機能を密接に関連
付けられるようになり、BOM コストの大
幅削減が可能になりました。実際、これ
らのソフト プロセッサの多くは、より複
雑なシステムと連携する OS やソフト
ウェア スタックなどの実行に使用される
のではなく、エンベデッド ステート マシ
ンに使用されていました。2000 年代の
中頃、新たな半導体プロセスの登場によっ
て大容量デバイスを提供できるようになる
と、FPGA ベンダーは FPGA ロジック
と一緒にハード プロセッサ コアを組み込
むことで処理能力の向上を実現しました。
たとえば、ザイリンクスでは Virtex®-4 
FX ファミリと後に Virtex-5 FX ファミ
リをリリースしています。これらのデバイ
ス に は、FPGA ロ ジ ッ ク と と も に 
PowerPC® CPU コアが組み込まれてい
ます。

All Programmable デバイスで 1 世代先へ

http://japan.xilinx.com/
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　Virtex FX ファミリは、ソフト プロセッ
サをインプリメントしたときよりも処理能力
が大幅に向上しましたが、デザイン チーム
はプロセッサをプログラムする前に FPGA 
ロジックを先にプログラムする必要があり
ました。FPGA ロジックのプログラミング
終了後に、それぞれのペリフェラル、メモ
リ サブシステム、最終的に「エンベデッド 
システム」を構築し、ロジック周辺の配線
を行う必要がありました。FPGA デザイン
を熟知したベテランのデザイン チームはプ
ロセッサ パフォーマンスの向上を歓迎して
いましたが、このアーキテクチャは、一般
的な従来のエンベデッド システム デザイン
手法と比べて、直感的な理解が難しいもの
でした。このような経験から、ザイリンク
スは 2008 年に Zynq-7000 All Pro-
grammable SoC の設計を開始するとと
もに、同じくらい重要で、デバイスのプロ
グラミング作業を迅速化するための関連エ
コシステム ( ファームウェア/ ソフトウェア

開発ツールおよびインフラ ) の設計にも着
手しました。
　ザイリンクスは、Zynq-7000 All Pro-
grammable SoC に、最も一般的で幅広く
サポートされている 1GHz の ARM® A9 
デュアル コア プロセッサ システムを搭載
し、サードパーティやザイリンクスのコア、
あるいはユーザーが独自開発したコアを
アーキテクチャのロジック部分で簡単にプ
ラグ アンド プレイできるように、ARM 社
と協力して AXI4 インターフェイス規格を
開発しました。さらに、Zynq ファミリは、
プロセッサから直接ブートします。これによ
り、システム設計者は使い慣れた方法で作
業を進めることができ、デザイン チームが
ソフトウェア開発にすぐに取り掛かれるた
め、Time-to-Market を短縮化できます。
プロセッサが先に起動するため、FPGA ロ
ジックやハードウェア デザインに不慣れな
ソフトウェア設計者でもデバイスの使用を
開始でき、プログラミングのレパートリーが

広がります。またザイリンクスは、Zynq-
7000 ファミリに豊富なペリフェラル IP コ
アとプログラマブルな高速 I/O を搭載した
ことにより、単なる FPGA やプロセッサ搭
載 FPGA ではなく、すべての機能を備えた
真の All Programmable SoC を実現しま
した。
　ザイリンクスは 2010 年にこのアーキテ
クチャを発表し、顧客やエコシステム パート
ナーが直ちに製品開発に取り掛かれるように
しました。2011 年の冬には、最初の All 
Programmable SoC を出荷しました。こ
のデバイスを最初に入手したある顧客は、そ
れまで Zynq エミュレーション プラット
フォームを使用して 1 年以上かけてデザイ
ンの定義と開発を進めていたのが、わずか
数時間でデザインを正常に動作させること
ができました。今日、Zynq ファミリにはそ
の他のザイリンクス FPGA ファミリと同じ
くらい多くの需要があり、ほとんどのアプリ
ケ ー ション で、 これ ま で 個 別 の CPU、
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Portfolio: All Programmable
FPGAs, SoCs, and 3D ICs
Available Today

All Programmable

FPGA Family
■ First shipped: Q1, 2011

■ Delivering one extra node 
of power and performance

All Programmable

SoC
■ First shipped: Q4, 2011

■ Integrating FPGA, CPU,
DSP, AMS

All Programmable

3D ICs
■ First shipped: Q3, 2011

■ Integrating 2x logic and
serdes bandwidth

図 1 : ザイリンクスは 28nm でロジックを超える領域へ「プログラマビリティ」を拡張し、All Programmable 製品ラインを完成
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DSP、FPGA、および AMS コンポーネ
ントで処理していたシステム機能を統合す
る よ う に な り ま し た。Zynq-7000 All 
Programmable SoC の 詳 細 は、Xcell 
Journal 日本語版 75 & 76 合併号のカバー 
ストーリーをご覧ください。昨年の 9 月に、
ある企業が競合デバイスのリリース計画を発
表していますが、その時点ではシリコンの出
荷予定と、それを適切にサポートする重要な
エコシステムの情報についてはまだ発表され
ていません。

All Programmable 3D IC
　28nm でザイリンクスが次に開発した画
期的なデバイス クラスは、「All Program-
mable 3D IC」に分類されます。2004 年、
ザイリンクスの研究チームは、新たなレベ
ルのプログラマブル システム統合を目指し
て、「ムーアの法則」のスケーリング限界を
超える手段としてワンチップ IC の形状に複
数のシリコン ダイを配置したデバイスを研
究し、ついにプロトタイプを完成させまし
た。ザイリンクスの開発者たちは、ダイへの
電力供給とダイ間の通信の両方をサポート
する Si 貫通電極 (TSV) を使用したシリコ
ン ダイの配置方法を模索するために、さま
ざまな 3D IC アーキテクチャのテスト 
チップを作成しました。ザイリンクスは、こ
の広範なプロトタイプ作業と信頼性の高い
製造能力を考慮した上で、最も実用的で近
い将来商用品として実現可能なアーキテク
チャは、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)」であると判断
しました。このアーキテクチャでは、パッシ
ブ シリコン インターポーザー上に複数のシ
リコン ダイが並べて配置され、インター
ポーザー内でダイ間の接続や通信が容易に
行えます。各ダイや I/O のプログラマビリ
ティに加 え、ダイ間でプ ログラム可能 な 
10,000 本以上のインターコネクトを備え
ることで、ザイリンクスは単なる業界初の
商用 3D IC にとどまらない初めての All 
Programmable 3D IC を開発しました。
SSI テクノロジの詳細は、Xcell Journal 
日本語版 77 & 78 合併号のカバー ストー
リーをご覧ください。
　2012 年の前半に、ザイリンクスは最初の 
3D IC を出荷しました。Virtex-7 2000T 
デバイスは 4 つの FPGA ロジック スライ
スを横に並べて配置したものです。このデバ

イスは、28nm ノードでは業界新記録の IC 
トランジスタ数 (68 億個以上 ) を搭載し、
FPGA ロジックの容量においても従来の記
録を大きく超え、200 万個のロジック セ
ル (ASIC の 2,000 万ゲートに相当 ) を提
供します。デバイスの容量サイズは競合他社
の最大規模 FPGA の 2 倍となり、基本的
には 1 世代先の 20nm プロセス ノードの
出現までは期待されなかったロジック容量
を今日提供します。その上、この SSI テク
ノロジ アーキテクチャの採用により、ザイリ
ンクスは今後の世代の製品においてもムー
アの法則を超える容量を提供できます。
　Virtex-7 2000T デバイスは、ASIC プ
ロトタイピング、ストレージ、高性能コン
ピューティング システムなどのアプリケー
ション開発を行う顧客に非常に好評です。こ
れらのアプリケーションはいずれも、業界が
提供可能な最大限のプログラマブル ロジッ
ク容量を必要としています。一方、ザイリン
クスは、通信市場の高性能アプリケーショ
ン向けに 3D IC テクノロジをさらに拡張
し、競合他社の 1 世代先を行くイノベーショ
ンを実現しました。
　2012 年夏、ザイリンクスは通信市場向
け 2 つのヘテロジニアス All Program-
mable 3D IC の最初の製品となる Virtex-7 
H580T を発表しました (Xcell Journal 日
本語版 79 & 80 合併号のカバー ストー
リーを参照 )。他も同様に Virtex-7 2000T 
は 4 つのダイ / スライスが すべて主に 
FPGA ロジックで構成されているためにホ
モジニアス 3D IC と呼ばれるのに対して、
Virtex-7 H580T は最初のヘテロジニアス 
3D IC となります。
　Virtex-7 H580T の開発にあたり、ザイ
リンクスはパッシブ シリコン インターポー
ザー上の 2 つの FPGA ダイの横に専用の 
28G トランシーバー ダイを配置しました。
これにより、8 個の 28Gbps トランシー
バー、48 個の 13.1Gbps トランシーバー、
58 万個のロジック セルを備えたデバイス
を提供できました。CFP2 光モジュールを
ベースとする 2x100G の光伝送ライン 
カ ード な ど の ア プ リ ケ ー シ ョ ン で は、
Virtex-7 H580T を利用すると 5 チップ
が 1 チップで済み、従来のインプリメンテー
ションに比べて BOM コストと使用ボード 
エリアが著しく削減されます。
　Virtex-7 H580T は、ザイリンクスが 

28nm ファミリで提供する最初のヘテロジ
ニアス 3D デバイスです。Virtex-7 H870T 
デバイスは、ワンチップ上の 3 つの FPGA 
ロジック ダイの横に 2 つの 8 チャネル 
トランシーバー ダイを配置し、合計 16 個
の 28Gbps トランシーバー、72 個の 
13.1Gbps トランシーバー、876,160 個の
ロジック セルをワンチップで提供します。
Virtex-7 H870T デバイスは、次世代の有
線通信である 400G 市場をターゲットとし
ています。この市場が具体化し市場での大
いなる優位性が期待される中、ザイリンクス
の 3D IC テクノロジの採用により、400G 
アプリケーションの開発を始めることがで
き、市場ではおそらく競合他社の 1 世代先
をリードできます。

グルー ロジックを超える 
All Programmable FPGA
　ザイリンクスが 1985 年 11 月に ASIC 
の 1,000 ゲート に 相 当する 業 界 初 の 
FPGA である XC2064 を発表して以来、
FPGA は 大 きく進 歩しました。初 期 の 
FPGA はゲート アレイや ASIC の代替手段
として位置付けられ、主な用途は、元来相
互の通信を想定していない 2 つのデバイス
間の通信を容易にする「グルー ロジック」
であり、また大規模 ASIC で誤って除外さ
れていた機能を最終段階で追加することで
した。
　現在の FPGA を見ると、最新デバイスは
ゲート アレイとの比較をはるかに上回る成
長を遂げたことが明らかです。今日の All 
Programmable FPGA には、数百万ゲー
トのプログラマブル ロジックだけでなく、
エンベデッド メモリ コントローラーや高速 
I/O、さらにアナログ/ ミックスド シグナル
回路まで含まれています。かつての FPGA 
では、デザイン チームがシステム内の一つ
の小さな問題を解決したり、エレメントをつ
なぎ合わせたりすること (「グルー」) に使
わ れ る の が 一 般 的 で し た。 今 日 の All 
Programmable FPGA では、高性能パケッ
ト処理、波形処理、画像 / ビデオ処理、ま
たは高性能コンピューティング機能を構築で
き、これらの機能はシステム内で動的に再プ
ログラムしたり、フィールドでアップグレー
ドしたりすることが可能です。
　All Programmable SoC および 3D IC 
デバイス市場に競合製品がまだ存在しない
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状況で、ザイリンクスが従来の FPGA 市場
で 1 世代先をリードすることは、さらに素
晴らしい成果と言えます。この目標を達成す
るため、ザイリンクスは、ローエンドからミッ
ドレンジ、ハイエンドに至るすべての要件に
対応する広範な製品ラインの 28nm FPGA 
シリコンを業界で最初に提供するという具
体的な戦略を立てました。また、すべての 
28nm シリコンを次のように差別化すると
いう目標を立てました。(1) システム パ
フォーマンスおよび統合性において競合製
品より 1 世代先の価値を与える。(2) 1 世
代先の消費電力削減を実現。(3) ジッター
が極めて小さい SERDES 機能と卓越した
チャネル イコライゼーションでの跳躍。(4) 
生産性や結果の品質 (QoR) に優れ、将来
的な拡張性を備えた抜群の機能を提供する
次世代ツール環境。
　実際、ザイリンクスは、業界初の 28nm 
ファミリ デバイスで あ る Kintex ™ -7 

K325T ( 最初のミッドレンジ デバイス ) を 
2011 年 3 月にリリースし、これらの目標を
すべて達成しています。ザイリンクスは、半
導体業界で 28nm シリコンを採用した最初
の企業となりました。さらなる電力削減を目
指して主要アーキテクチャを革新したことに
加え、すべての 28nm All Programmable 
デバイスに TSMC 社の HPL プロセスを採
用するというザイリンクスの決断により、今
日では同等の性能を持つ競合デバイスに比
べて 35 ～ 50% の電力削減が可能な All 
Programmable FPGA を提供し、1 世代
先の電力効率を達成しています ( 図 2)。ま
たザイリンクスの 28nm FPGA は、卓越し
たパフォーマンスと優れた統合性を実現しま
す ( 図 3)。優れたシステム パフォーマンス
や統合レベルに貢献する主な要素 ( ブロッ
ク RAM、DSP、メモリ インターフェイス、
トランシーバー、ロジック エレメントなど ) 
の性能は、すべて競合製品に比べて 1.2 倍

から 2 倍 ( 平均 1.5 倍 ) 優れており、ほ
ぼ 1 世代先のレベルに達しています。
　さらに、ザイリンクスの All Program-
mable FPGA は、競合他社の FPGA には
ない機能を備えています。たとえば、すべて
のザイリンクス 28nm FPGA にはプログ
ラマブルなアナログ/ ミックスド シグナル 
ブロックが含まれており、外付けのディスク
リート アナログ デバイスを使用しなくても、
FPGA 内でアナログ システム機能をインプ
リメントできるため、BOM コストをさらに
削減できます。

VIVADO による生産性の向上
　28nm およびそれ以上のプロセスを採
用した All Programmable デバイスを使
用する設計者の生産性を向上させるため、
ザイリンクスは次世代設計環境およびツー
ル スイート Vivado ™ ( 図 4) の開発にも
ゼロから取り組み、4 年以上にわたり 500 
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図 2 : ザイリンクス製品は同等の性能の競合製品と比べて、平均 35% の省電力化を実現
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人年の労力を費やしました。ザイリンクスの 
3D IC を効果的に活用するには、この設計
環境が必要不可欠です。FPGA と SoC の
設計に Vivado Design Suite を利用す
れば、デザインの QoR を最大 3 スピード 
グレード分向上し、動的電力を最大 50% 
削減、配線 効率およびリソース使 用率を 
20% 以上向上、インテグレーションとイ
ンプリメンテーションの所要時間を約 4 分
の 1 に短縮できます。Vivado の詳細は、

Xcell Journal 日本語版 79 & 80 合併
号のカバー ストーリーをご覧ください。

Vivado は、新しい All Programmable 
デバイス製品ラインとこれらのデバイスに
よって可能となる高水準の「プログラマブル 
システム統合」を活用するのに不可欠なツー
ルです。このため、Vivado では、インプリ
メンテーション フローの高速化や QoR の
向上だけにとどまらず、最先端の解析エン
ジンやクロージャ自動化機能の活用も重視

されています。高度な統合を可能にするた
めに、Vivado では階層構造、IP のパッケー
ジ化および再利用、IP のステッチングの自
動化、および高速検証をサポートしていま
す。Time-to-Market のさらなる迅速化と
デザインの抽象化の向上のため、Vivado 
は C ベースのデザインと検証から始まるフ
ローをサポートします。また高レベル合成と
自動化された AXI インターフェイス生成機
能を使用して、C 言語から RTL IP を作成
して統合するまでの時間を短縮します。こ
のように、Vivado では迅速なインプリメン
テーションが可能になるだけでなく、デザイ
ンの初期段階で C 言語や RTL を迅速に
統合できます。
　現在ザイリンクスは、あらゆる形態 (All) 
のプログラマブル テクノロジを展開し、プ
ログラマブル ハードウェアを超えてプログ
ラマブル ソフトウェアへ、デジタルを超え
て AMS へ、シングルダイを超えてマルチ
ダイの 3D IC インプリメンテーションへと
拡張しています。ザイリンクスは、これらの
テクノロジを All Programmable FPGA、
SoC、および 3D IC へ導入しているため、
デザイン チームは、高度なプログラマブル 
システム統合、システム全体のパフォーマ
ンス向上、BOM コスト削減を実現し、よ
り多くの革新的製品をいち早く市場へ投入
できます。ザイリンクスの製品ラインの変
革は 2008 年まで遡りますが、一部の改
革は 2006 年から始まっています。その
成果が、今日では次世代レベルの価値をも
たらす製品ラインとなり、ザイリンクスが競
合他社の 1 世代先をリードすることにつな
がっています。
　20nm ノードの幕開けに際し、ザイリン
クスはさらなる高性能 FPGA、第 2 世代
の SoC および 3D IC、そして Vivado 
設計環境を展開することで、業界リーダー
の分野をさらに拡大し、常に 1 世代先を
歩んでいます。ザイリンクスは、顧客との
協力による SoC および 3D IC テクノロ
ジの微調整、高速シリアル トランシーバー
などの重要なコア テクノロジの開発および
提供方法の再定義、設計手法や設計ツー
ルの向上、システム レベルのエコシステム
やサプライ チェーンの拡大、品質と信頼性
の確保において、数年分の有利なスタート
を切ることができたというメリットを享受
しています。
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Altera 社の Quartus

ザイリンクスの Vivado

従来の RTL ベースの IP 統合と高速検証 10 年前のインプリメンテーション、データベース、
およびエンジン

C 言語および標準規格ベースの
IP 統合と高速検証

階層構造のインプリメンテーションと
高度なクロージャ自動化機能

28nm
生産性向上

■ C コードの検証が 100 倍以上高速化
■ C から検証済み RTL の作成が 

4 倍以上高速化
■ RTL シミュレーションおよびハード
ウェア協調シミュレーションが 
3 ～ 100 倍高速化

■ IP の再利用と IP 統合の時間が
 4 ～ 5 倍高速化

■ デザイン クロージャが 4 倍以上高速化
■ インクリメンタル ECO が 3 倍以上高速化
■ LUT 使用率が 20% 向上
■ パフォーマンスが最大 3 スピード 
グレード分向上

■ 同等の性能で平均約 35% の消費電力を
削減

✓ Time-to-Market が最大 4 倍迅速化
✓ スピード グレードが最大 3 倍に向上
✓ 消費電力を 3 分の 1 削減

図 3 : ザイリンクスの 28nm FPGA は、競合製品の 1 世代先を行くパフォーマンスと
統合性を備えている。ザイリンクスでは、仕様に基づく All Programmable デバイスと

正誤表のつかない FPGA プロダクション デバイスを提供

図 4 : ザイリンクスの Vivado は、大幅な生産性の向上と迅速な Time-to-Market を
サポートする最先端の設計環境を提供
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Zynq SoC 上のソフトウェア 
プログラマブル デジタル 
プリディストーション



　デジタル プリディストーション (DPD) 
は、無線送信器内のパワーアンプ (PA) の
非線形性の影響を軽減する高度なデジタル
信号処理手法です。DPD は、3G/4G およ
びそれ以上の基地局向けに効率的な無線デ
ジタル フロントエンド (DFE) ソリューショ
ンを開発する際に重要な役割を果たします。
汎用 DPD システムは、PA の入力前の非線
形効果を補償するプリディストーターと、PA 
の出力からのフィードバック パス上のエス
ティメーターで構成されます。エスティメー
ターはプリディストーター係数を更新し、動
作特性の変化を反映させます。変調のタイ
プ、パワーアンプ テクノロジ、および伝送帯
域幅に応じて、DPD ソリューションはシス
テムごとに異なります。したがって、新しい 
DPD 係数推定アルゴリズムのインプリメン
テーションと統合を容易に行える、DFE の
柔軟なデザイン手法を用意することには価値
があります。
　現在の FPGA は、DPD を含む柔軟な無
線 DFE ソリューションのインプリメンテー
ション向けに有望なターゲット プラット
フォームです。プログラマブル ロジック ファ
ブリックと ARM® 社のマルチコア プロセッ
サ システムを 統 合した ザイリンクスの 
Zynq ™ -7000 All Programmable SoC 

は、特に興味深い新たな選択肢を提供しま
す。Zynq-7000 All Programmable 
SoC は、ハードウェア コンポーネントとソ
フトウェア コンポーネント間で機能の分割
を可能にし、全体的なシステム パフォーマ
ンスを向上させます。図 1 に示すように、
この All Programmable SoC は、DFE 
に必要な機能をすべてワンチップにインプ
リメントできます。
　筆者らのチームは、Zynq-7000 デバイ
ス上に DPD 係数エスティメーターをイン
プリメントするソフトウェア プログラマブル 
デザイン フローを開発しました。これに際
し、使用される推定アルゴリズムの複雑さ
に応じて、ハードウェア コンポーネントとソ
フトウェア コンポーネント間で機能の分割
を柔軟に行える手法を使用しました。筆者
らは、ハードウェア デザインのインプリメ
ンテーションと検証をソフトウェア レベル
で実行できる Vivado ™ 高レベル合成 
(HLS) ツールにより、大幅な生産性の向上
を実現しました。

Zynq デバイス上のソフトウェア 
プログラマブル デザイン フロー
　Zynq-7000 SoC は、2 つの主要な部分
で構成されるハイブリッド コンピューティン

グ プラットフォームです。第 1 に、最大動作
周波数 1GHz の内蔵 ARM Cortex ™ -A9 
プロセッサ 2 個と、キャッシュ階層、メモリ 
コントローラー、I/O ペリフェラルなど、プ
ロセッサをサポートするインフラストラク
チャがあります。このセクションは、FPGA 
プログラミングなしで使用できる完全なプ
ログラマブル エンベデッド プラットフォーム
です。2 個の ARM プロセッサ コアには、
128 ビット幅のデータ パスを提供する 
NEON と呼ばれる単一命 令多重データ 
(SIMD) 拡張機能が搭載されています。
　第 2 に、Zynq-7000 デバイスは、従来
の FPGA に相当するプログラマブル ロジッ
クのエリアも備えています。このデバイスの
主な利点は、多数の AXI4 通信ポートによ
り、FPGA と内蔵プロセッサ間で高帯域幅
通信を利用できることです。これにより、プ
ロセッサ向けのソフトウェアを開発し、必要
に応じて演算量の多いタスクをプロセッサ
から解放してプログラマブル ロジックに任
せることが可能です。
　図 2 は筆者らが提案するデザイン フロー
の概要を示しています。最初の手順は標準
的なソフトウェア デザイン フローと変わり
ありません。この手順では純粋なソフトウェ
アにアプリケーションをインプリメントし、
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結果を徹底的にテスト、検証します。次に、
プロファイリングの手順では、ハードウェア 
アクセラレーションを必要とする演算量の多
い副次機能など、アプリケーションのボトル
ネックを明らかにします。
　このようなハードウェアとソフトウェアの
分割を実現するには、アクセラレートする機
能を選択するだけでなく、DMA 転送とメモ
リ マッピングの比較など、適切な通信イン
フラストラクチャを決める必要があります。
さらに、元の C 関数を使用しないでハード
ウェア アクセラレータを呼び出すために、ソ
フトウェアを多少修正する必要があります。
　従来のデザイン フローでは、経験豊富な
ハードウェア設計者は、アクセラレートする
機能を、VHDL や Verilog などのハード
ウェア記述言語でインプリメントします。筆
者らはザイリンクスの Vivado HLS ツール
を利用して、手作業によるハードウェア イン
プリメンテーションを自動的な手順で置き換
え、元のソフトウェア機能を使用してそれに
対応するハードウェア アクセラレータを生
成することにしました。この変換のためには、
効率的なハードウェア インプリメンテーショ
ンを得るためにコードに指示子を追加する、

さらにはアルゴリズムを再構築するなど、手
作業による段階的な改善手順が必要になり
ます。このプロセスでは、コードはまだソフ
トウェアとして実行可能なので、設計者は元
のテスト / 検証環境を利用できます。このこ
とは従来のハードウェア デザイン フローと
比べて大きな利点です。
　改善手順の完了後、Vivado HLS ツール
を使用して、デザイン制約 ( たとえば、必要
なクロック周波数とハードウェア リソース
量 ) を満たすハードウェア アクセラレータ
を生成します。次に、統合手順では、通信
コンポーネント (DMA など ) のインスタン
シエーションを行い、ハードウェア アクセラ
レータとプロセッサ間の相互作用を可能にす
る必要があります。最後に、システム合成に
より、プログラマブル ロジックをプログラム
するビットストリームが生成されます。

プログラマブル ロジックの
高レベル合成
　HLS ツールは、プログラマブル ロジック
のデザインの抽象化を高め、時間がかかる上
にミスが起こりやすいレジスタ トランス
ファー レベル (RTL) のデザイン タスクに

透明性を与えます。これらのツールは、高級
言語で記述された特定のアルゴリズムを入
力として受け取り、ターゲット ハードウェア 
アクセラレータのための RTL デザインをイ
ンプリメントし、生成します。
　現在の HLS ツールは、時間の概念のな
い C/C++ の記述を入力として受け入れ、
そこから入力 / 出力ビヘイビアーとアーキテ
クチャ仕様の動作順序を解釈します。これ
らのツールは、C/C++ コード、コンパイラ
指示子、およびターゲット スループット要
件に基づいて、高性能なパイプライン アー
キテクチャを生成します。さらに、パイプラ
イン ステージの自動挿入とリソースの共有
を可能にし、ハードウェア リソースの使用率
を軽減します。
　筆者らは、図 3 に示す全体的なハードウェ
ア デザイン フローを採用しました。このフ
ローの最初の手順では、MATLAB® の機能
的記述から得られたリファレンス C/C++ 
コードを再構築します。再構築とは、( 通常は、
パフォーマンスを最適化するのではなく、わ
かりやすさと概念的な理解しやすさを重視し
てコーディングされる ) 元のコードを修正し
て、ターゲット処理エンジンにより適合する
フォーマットに変換するという意味です。こ
の作業は、DSP プロセッサ上でより効率的
に性能を発揮するようにアプリケーションの
コード を再 配 置 する作 業 に似て いま す。
FPGA をターゲットとするコードの再構築
には、たとえば、アーキテクチャ仕様にそっ
て必要なスループットを得るためのコードの
書き換えや、内蔵 DSP マクロなどの特定の 
FPGA 機能を効率的に利用するための書き
換えが含まれます。
　インプリメンテーション コードの機能検
証には、従来の C/C++ コンパイラ (gcc 
など ) を使用し、リファレンス コードの検
証用に開発した C/C++ レベルのテストベ
ンチを再利用します。HLS ツールの他の重
要な入力には、インプリメンテーション コー
ド以外に、制約とコンパイラ指示子 ( コード
に挿入されるプラグマなど ) があります。2 
つの重要な制約として、ターゲット FPGA 
ファミリ ( すなわち、テクノロジ ) とターゲッ
ト クロック周波数が挙げられます。もちろ
ん、これらの両要因はいずれも、生成される
アーキテクチャのパイプライン段数に影響を
与えます。設計者は、コードのさまざまなセ
クションにタイプの異なる指示子を適用でき
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ます。たとえば、ループ展開指示子などがあ
ります。ほかの指示子の例として、特定の機
能または動作のインスタンス数を制限し、
対応する FPGA リソースの使用率を最小限
に抑えるものがあります。
　HLS ツールは、これらのすべての入力 (C/
C++ インプリメンテーション コード、制約、
指示子 ) を使用して RTL 出力を生成し、生

成されたアーキテクチャのスループットを報
告します。生成されたアーキテクチャが必要
なスループットを満たさない場合、C/C++ 
インプリメンテーション コードまたは指示
子、あるいはその両方を修正できます。アー
キテクチャが必要なスループットを満たす場
合は、この RTL 出力を、ザイリンクスの 
Vivado または ISE®/EDK ツールの入力と

して使用できます。論理合成と配置配線の
実行後、最終的に達成可能なクロック周波
数と使用される FPGA リソース数に関する
レポートが生成されます。デザインがタイミ
ングを満たさない場合や FPGA リソースが
予想と異なる場合は、C/C++ インプリメン
テーション コードまたはコンパイラ指示子
を修正する必要があります。
 これは反復デザイン フローであり、デザイ
ンの要件を満たすまでインプリメンテーショ
ン コードのさまざまな再構築を行えること
に注意してください。C レベルの検証イン
フラストラクチャを再利用して、インプリメ
ンテーションに加えられた変更を検証でき
る点が重要です。これにより、レジスタ ト
ランスファー レベルでの検証を行わずに済
むため、時間のかかる RTL シミュレーショ
ンを省略でき、全体的な開発時間の短縮に
つながります。

DPD に対するシステム モデル
　3G/4G および最新の無線システムに広く
採 用されてい る W-CDMA (Wideband 
Code Division Multiple Access Signal) 
信号や OFDMA (Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access) 信号などの非
定常エンベロープ信号の主な問題点は、ピー
ク対平均電力比 (PAPR : Peak to Average 
Power Ratio) が高いことです。高い PAPR 
と PA の非線形性のために、送信中の信号
に歪みが発生します。この歪みにより、通常
は帯域外スプリアス放射が増大します。この
問題の簡単な解決策は、PA への入力を小
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さくして PA の線形動作の範囲内に保つこ
とです。しかし、この方法の主な欠点は、PA 
の使用効率が低下し、同じ出力電力を得るの
に必要なコストが増えることです。もう 1 つ
の解決策は、デジタル プリディストーション
を使用することです。DPD は PA の非線形
効果を打ち消し、効率を向上させます。
　図 4 に示すように、DPD システムは、増
幅の前に使用されるプリディストーターと、
PA の出力からのフィードバック パス上のパ
ラメーター エスティメーターで構成されます 
( なお、この図は、PA の入力側の D/A コン
バーター、出力側の A/D コンバーター、お
よびその間の RF 回路を省略したアルゴリズ
ム ビューです )。
　パラメーター エスティメーターは、PA の
入力および出力サンプルに基づいてプリディ
ストーターの係数を計算します。PA の動作
をその他のアナログ ハードウェアの影響か
ら切り離すため、パラメーターを推定する前
に PA 出力 yo をアライメントします。アラ
イメントされた PA 出力 y は、振幅、遅延、

位相の変化が z と一致します。
　プリディストーターとパラメーター エス
ティメーターは、PA の非線形効果の記述
に使用されるメモリ モデルを利用します。
広帯域 DPD アプリケーションでは、非線
形システムの近似計算に広く使用されてい
るボルテラ級数に基づくモデルがよく利用
されます。
　図 4 のアライメントと最小二乗法 (LS) エ
スティメーターの効率的なインプリメンテー
ションを検討します。この DPD システムは、
信号特性または電力動特性に大きな変化が
あったとき、これらのブロックを利用してプ
リディストーター係数を更新します。図 4 の
自己相関行列演算 (AMC) ブロックは、この 
LS エスティメーターのデザインで演算上最
も複雑な機能です。このブロックはボルテラ
級数モデルを利用して係数計算 (CC) ブロッ
クへの入力を生成し、CC ブロックがプリ
ディストーター係数を推定します。
　ハードウェアによるプリディストーター 
フィルターとは異なり、DPD システムがプ

リディストーター係数を更新しない限りアラ
イメント ブロックと LS エスティメーター 
ブロックは使用されないため、これらのブ
ロックはサンプル レートで動作するわけで
はありません。ここでの主な目標は、全体
的な係数更新時間を短縮することです。こ
れにより、DPD ソリューションは条件の変
化に迅速に反応し、より効果的なプリディス
トーション補正を実行できます。さらに、更
新の高速化により、多数のアクティブな係数
を使用した、より複雑な DPD ソリューショ
ンをサポートできます。また更新時間の短
縮により、同じデザインをシリアルに複数回
実行し、さまざまなデータ パスのプリディス
トーター係数を更新することも可能です。こ
の手法により、マルチアンテナ基地局向け
の効率的な DPD ソリューションをインプリ
メントできます。
　ソフトウェア プログラマブル デザイン フ
ローを詳しく見てみましょう。このデザイン 
フローにより、最新の無線送信器向けの効
率的な DPD 係数更新ソリューションのイン
プリメンテーションが容易に行えます。

デジタル プリディストーションに対する
ソフトウェア インプリメンテーション
　ソフトウェア開発プロセスでは、テスト環
境を使用して図 4 の z サンプルと y サンプ
ルをリファレンス ベクターから読み出し、一
組の係数を書き込みました。その後、これら
の係数と MATLAB で記述されたリファレ
ンス インプリメンテーションを比較し、両方
の係数の違いを可視化しました。筆者らはソ
フトウェア プロファイリングを次の 2 つの
レベルで実行しました。第 1 に、標準的な 
x86 サーバー上でソフトウェアを実行し、
gprof ソフトウェア プロファイリング ツー
ルを使用して、予想されるボトルネックの最
初の推定を得ました。第 2 に、ARM プロ
セッサ上でソフトウェアを実行し、gprof 
の結果に基づいて、Zynq All Program-
mabale SoC のグローバル CPU タイマー
への呼び出し機能を持つ対象となる副次機
能をインストルメントしました。このタイマー
は CPU の 2 分の 1 の周波数で動作する
ので、わずか数サイクルのオーバーヘッドで
優れた分解能が得られます。図 5 は ARM 
プロセッサ上で動作する 3 つの主要な機能
ブロックのプロファイリング結果を示してい
ます。AMC ブロックがこのアプリケーショ
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ンのボトルネックであることがわかります。
AMC ブロックは更新時間全体の 97% を
消費していますので、ハードウェア アクセラ
レーションの主要な候補と言えます。
　プロファイリングの前には、図 4 の係数
計算に使用されるソルバーはほかの機能とは
異なり倍精度浮動小数点演算を実行してい
たため、このソルバーが更新時間の大きな割
合を消費すると予想していました。しかし、
ARM の浮動小数点演算ユニットは、このタ
スクを非常に効率的に解いていました。
　AMC ブロックのハードウェア アクセラ
レータを実際にインプリメントする前に、ソ
フトウェアの最適化の可能性について検討し

ました。ARM プロセッサの SIMD NEON 
エンジンは、128 ビット幅のデータ パスを
備えています。AMC アルゴリズムは 64 
ビット固定小数点データ型を処理するため、
図 6 に示すように、NEON エンジンは 2 
つの並列演算を実行できます。低レベルのア
センブリ言語の命令を使用して NEON エン
ジンにアクセスする代わりに、コンパイラが
インストラクション（命令）として一組の関数
に似たラッパーを提供します。組み込み関数
と呼ばれるこれらのラッパーにより、タイプ
セーフ動作が保証されますので、コンパイラ
は NEON レジスタに対する C 変数の割り
当てを自動的にスケジューリングできます。

　C コードによる組み込み関数を適用する
と、処理が 2 倍にスピードアップします。し
かも、NEON の動作中は通常の ARM プロ
セッサはフリーになり、NEON エンジンを
並行して動作させながら、ループ条件やポ
インター インクリメントなどの簡単な非 
NEON 命令の処理を続行できます。

デジタル プリディストーションに対する
ハードウェア インプリメンテーション
　全体的なパラメーター更新時間を改善する
ため、図 3 のデザイン フローに基づいて、
Vivado HLS ツールを使用して AMC アク
セラレータをインプリメントしました。この
アクセラレータはプログラマブルな構成に
なっているので、多数のプリディストーター
係数をサポートしており、ボルテラ級数モデ
ルの非線形条件を柔軟に選択できます。こ
のため、同一の AMC アクセラレータを使
用して複数の DPD 構成をサポートできま
す。さらに、既存の C++ コードやコンパイ
ラ指示子を修正するだけで、RTL デザイン
を手作業でコーディングする場合よりもはる
かに短時間で、まったく新しいアクセラレー
タを生成できます。筆者らが AMC アクセラ
レータに使用したコードの書き換えとコンパ
イラ指示子の例を詳しく見てみましょう。
　C/C++ コードを書き換 えて、特 定の 
FPGA リソースを効率的に利用し、タイ
ミングの改善とエリアの縮小を実現するこ
とが可能です。このタイプの最適化には、
ビット幅の最適化と内蔵 DSP ブロック 
(DSP48) の効率的な利用という 2 つの特
別な例があります。たとえば、標準的な手
法ではリファレンス C/C++ コード内でビ
ルトイン C/C++ データ型 (short、int な
ど ) を使用しますが、実際のデザインでは、
ワード長がバイト サイズの整数倍ではない
固定小数点データ型が必要な場合がありま
す。Vivado HLS ツールは、任意のビット
幅の整数データ型を表現できる C++ テン
プレート クラスをサポートします。筆者らの 
AMC アクセラレータでは、これらのテンプ
レート クラスを利用して FPGA リソースの
使用を削減し、タイミングへの影響を最小
限に抑えています。
　図 7 の C++ コードのスニペット（断片 ) 
は、コードの書き換え、ビット幅の最適化、
DSP48 の効率的な利用の具体的な例です。
この例では、AMC アクセラレータに広く使
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1:  typedef struct {
2:      ap_int<32>   real;
3:      ap_int<32>   imag;
4:  } CINT32;
5:
6:  typedef struct {
7:      ap_int<64>   real;
8:      ap_int<64>   imag;
9:  } CINT64;
10:
11: CINT64 CMULT32(CINT32 x, CINT32 y){
12: CINT64 res;
13: ap_int<33> preAdd1, preAdd2, preAdd3;
14: ap_int<65> sharedMul;
15:
16: preAdd1 = (ap_int<33>)x.real + x.imag;
17: preAdd2 = (ap_int<33>)x.imag - x.real;
18: preAdd3 = (ap_int<33>)y.real + y.imag;
19:
20: sharedMul = x.real * preAdd3;
21: res.real = sharedMul - y.imag * preAdd1;
22: res.imag = sharedMul + y.real * preAdd2;
23: return res;
24: }

3 pre-adders

3 multiplications
instead of 4

Non-standard bit-widths

1:  void amc_accelerator_top(_)
2:  {
3: #pragma HLS allocation instances=mul limit=3*UNROLL_FACTOR operation
4:
5: <function body>
6:      CINT64 Marray[MSIZE];
7:
8: #pragma HLS array_partition variable=Marray cyclic factor=UNROLL_FACTOR dim=1
9:
10:
11:#pragma HLS resource variable=Marray core=RAM_2P
12:     <function body>
13:     label_compute_M: for (int i=0; i < MSIZE; ++i)
14:     {
15:#pragma HLS pipeline
16:#pragma HLS unroll factor=UNROLL_FACTOR
17: <loop body>
18:     }
19: <function body>
20: }

Limit the number of multiplications

Partition based on the unrolling factor

Resource mapping

Loop pipelining and unrolling

図 7 – 最適化された複素乗算コード

図 8 – ループ展開用のコード スニペット（断片）
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用している複素乗算に焦点を合わせていま
す。標準的な複素乗算は 4 つの実数乗算を
実行するので、完全なパイプライン型インプ
リメンテーションでは 4 つの異なる乗算器
を使用する必要があります。しかし、図 7 
に示すように、このコードを書き換えて 3 
つの前置加算器を追加し、乗算器のワード
長を 1 ビット増やして ( 使用する DSP48 
ブロックの数を減らして ) 3 つの乗算器を
使用しても、4 つの乗算器を使用するのと
同等の機能を実現できます。この例では、
Vivado HLS ツールは 3 つの 33 × 32 
ビット乗算器を生成し、各乗算器が 65 ビッ
トの結果を出力します。
　この複素乗算の元のリファレンス C++ 
コードは 4 つの乗算器を使用し、各乗算器
が 2 つの 32 ビット数を乗算します。なお、
元のコードはビルトイン C/C++ データ型
を使用しており、( 演算結果は 64 ビット整
数になるため ) 情報の損失を防ぐには 32 
ビットの入力を 64 ビット整数に型変換する
必要があります。しかし、このコードに基づ
いて HLS ツールが 4 つの 64 × 64 ビッ
ト乗算器を生成すると、明らかにはるかに多
くの DSP48 が使用されます。一方、この
データ型の代わりに図 7 の C++ テンプ
レート クラスのデータ型を使用すれば、
C++ コードの機能は型変換なしで正常に働

きます。Vivado HLS ツールは 33 × 32 
ビットの乗算器を 3 つだけ生成し、各乗算
器が 4 つの DSP48 を使用します。
　AMC アクセラレータをインプリメントす
る主な目的は、AMC アルゴリズムの実行時
間を短縮し、プリディストーター係数更新の
総所要時間を改善することでした。この目的
のために、C++ コードで書かれたループを
パイプライン処理し、可能な限りループ展開
を適用しました。Vivado HLS ツールを使
用して、インプリメンテーションで最も時間
のかかるループは行列演算ループであること
を確認しました。コンパイラ オプションで C 
マクロとして事前に定義した設定可能な係数
により、このループを展開しました。設計者
は、アンロール係数を調整することで、リソー
スの共有と演算時間の短縮のどちらを重視
するかを選択できます。
　図 8 は、ループ展開に対する設定可能な
アンロール係数 (UNROLL_FACTOR) と 
Vivado HLS 指示子をソフトウェア レベル
でどのように使用したかを示しています。行
列演算ループ内で、複素乗算用の 3 つの乗
算器を使用する図 7 の CMULT32 関数を
呼び出しました。図 8 で、3 行目の HLS 
指示子は、ループの並列化の場合に 3xUN-
ROLL_FACTOR 乗算器の共有を可能にし
ます。8 行目の指示子は、アンロール係数

により、行列の値を保存する配列を分割し、
並列アクセスによって起こる問題を回避しま
す。15 行目と 16 行目は、それぞれループ 
パイプライン指示子とループ展開指示子の
使い方を示します。さらに、Vivado HLS 
では、リソースを指定して RTL 内に変数を
インプリメントできます。たとえば、11 行
目では Marray 変数をデュアル ポート 
RAM にマップしています。

ハードウェア コンポーネントと
ソフトウェア コンポーネントの統合
　プロセッサ システムとハードウェア アクセ
ラレータ間の通信プロトコルは、Advanced 
eXtensible Interface (AXI) です。AXI 
の最新バージョンは AXI4 です。筆者らの
デザインでは、ザイリンクスの AXI インター
コネクトを使用して、Zynq プロセッシング 
システム (ARM) からハードウェア アクセラ
レータにデータを転送します。このアプリ
ケーションの帯域幅要件では、DMA 転送
は不要です。図 9 に示すように、AXI イン
ターコネクト コアを使用して AXI4-Lite マ
スターをスレーブに接続しました。 AXI4-
Lite は、軽量、単一トランザクション、メモ
リ マップ方式のインターフェイスです。AXI 
インターコネクト コアは、AXI4-Lite スレー
ブに接続されると、トランザクション ID を
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ARM CoreSight Multicore and Trace Debug

NEON/FPU Engine

Cortex-A9 MP Core
32/32/KB I/D Caches

512 KB L2 Cache

Timers/Counters

General Interrupt Controller

Amba Switches Memory

AXI4-Lite Interconnect

AXI FIFO

AMC Accelerator s

s

m m

NEON/FPU Engine

Cortex-A9 MP Core
32/32/KB I/D Caches

Snoop Control Unit (SCU)

256 KB On-Chip Memory

DMA Configuration

図 9 – プロセッサ システムとハードウェア アクセラレータの統合
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保存し、応答転送内でそれらの ID を復元
します。さらに、AXI インターコネクト コア
はトランザクションを制御し、不正なトラン
ザクションを AXI4-Lite スレーブに伝搬す
ることはありません。
　図 9 の AXI FIFO は、アクセラレータの
入力 / 出力データ サンプル用です。これら
はアクセラレータの AXI4-Stream イン
ターフェイスを使用しています。アクセラレー
タ上の AXI4-Lite スレーブは、AMC コン
フィギュレーション パラメーター用です。筆
者らは、Vivado HLS を使用して、アクセ
ラレータのすべてのストリーミング インター
フェイスと AXI4-Lite インターフェイスをソ
フトウェア レベルで生成しました。

Zynq-7000 SoC の
パフォーマンス テスト結果
　図 10 は、各デザイン ステージにおける 
DPD 係数の総更新時間を示しています。
ターゲットは Zynq 7045 デバイスを使用
する Zynq-7000 SoC ZC706 ボードで
す。Vivado HLS で AMC アクセラレータ
の生成に使用したターゲット クロック周波
数は 250MHz です。ただし、より高速な
アクセラレータを生成するために、Vivado 
HLS でターゲットのクロック周波数の制約
を引き上げることも可能です。Vivado HLS 
を使用したインプリメンテーションは非常に
効率的で、エリア使用率は 3% に抑えられ
ます。
　図 10 では、元のコードを使用したソフト
ウェアのみのソリューションの更新時間は約 
1.250 秒です。このアプリケーションでは 

AMC が主なボトルネックです。AMC のコー
ドを多少最適化すると、速度は約 2 倍に向
上しました。ソフトウェアを NEON に最適
化すると、速度はさらに 2 倍に向上しまし
た。さらに、プログラマブル ロジック内で 
AMC にアクセラレ ー タを 適 用 すると、
AMC ブロックは当初の 70 倍にスピード
アップしました。ターゲット デバイス上での
デザインのテストにも成功しました。
　このアクセラレートしたデザインは、将来
の高度に複雑な DPD アプリケーションに
最適です。たとえば、マルチアンテナ基地
局では、アクセラレートしたデザインをシリ
アルに 2 回以上実行し、各回ごとに異なる
アンテナのプリディストーター係数を計算で
きます。プリディストーター係数の数が増え
れば、アクセラレートしたデザインの妥当性
はさらに増します。複雑性の低い DPD ア
プリケーションでは、NEON に最適化した
ソフトウェアのみのデザインで十分です。
　パフォーマンス テストの結果、筆者らの
ソフトウェア プログラマブル デザイン フ
ローは、プリディストーター係数の更新時間
の高速化の度合が異なる複数の DPD デザ
インをインプリメントできることが実証され
ました。このデザイン フローは、ハードウェ
ア コンポーネントとソフトウェア コンポー
ネント間で機能の柔軟な分割をサポートしま
すので、最新の無線送信器向けの効率的な 
DPD ソリューションのインプリメンテー
ションを容易に行えます。
　ザイリンクスの DPD エンジニアリング 
チームの貴重なコメントとご協力に感謝いた
します。
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図 10 – ZC706 ボード上でのパフォーマンス テストの結果
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How a MicroBlaze Can Peaceably Coexist 
with the Zynq SoC

Zynq SoC と MicroBlaze プロセッサ を
組み合わせて上手に活用
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　Xilinx® Zynq ™ -7000 All Program-
mable SoC は、多くの強力な処理能力を
オンボードで備えています。Zynq デバイス
のアプリケーション処理ユニット (APU) は
高性能デュアルコア Cortex ™ -A9 プロ
セッサおよび関連するペリフェラルを搭載し
てはいますが、アプリケーションに有益で
あれば、同じパッケージに 1 個以上の 
MicroBlaze ™ プロセッサを追加すること
が可能です。
　すでに本格的な処理能力を備えているソ
リューションに、MicroBlaze プロセッサ 
を追加するのはなぜでしょうか。第 1 の目
的は信頼性の向上です。各プロセッサでシ
ングル スレッドを処理すれば、信頼性は飛
躍的に向上します。演算量の多いタスク用
に Cortex-A9 のコア当たり 1 スレッドを
配置し、ほかのスレッド用に必要な数の 
MicroBlaze プロセッサをインスタンシエー
トできます。第 2 の目的はパフォーマンス
の向上です。Cortex-A9 の高い処理能力
を必要としない定型的作業を MicroBlaze  
に振り分けて、高い処理能力を必要とする
ジョブを重要なパフォーマンス サイクルで
処理できます。
　上記の 2 つの状況に当てはまる例を見て
みましょう。ユーザーの入力をモニターしな
がら、長時間にわたって負荷の大きい演算
処理を実行するタスクの場合を考えます。
この場合、ユーザー入力の管理 ( 頻度が低
く、演算量の少ない処理 ) と APU のメモ
リ空間への書き込みを MicroBlaze に任せ
れば、APU の処理が一段落したとき ( つ
まり、APU がタスク処理を完了したとき )、
その書き込み情報から次に何を処理する必

要があるかがわかります。
　Zynq Soc ベースのデザインに Micro-
Blaze プロセッサを組み込もうとすると、
ただちにいくつかの問題が明らかになりま
す。第 1 の重要な問題は、APU はどの
ように MicroBlaze と通信するか、また 
MicroBlaze はプロセッシング システム 
(PS) のどのようなリソースを利用できるか
という問題です。ZC702 や Zedboard 
などの多くのボードは、ペリフェラルの多
くを、PS に接続されるピンに直接対応付
けています。プログラマブル ロジック 
(PL) 内の MicroBlaze プロセッサ から、
これらのピンに直接アクセスすることはで
きません。PS は各種のタイマーと割り込
みソースも搭載しています。MicroBlaze  
の領域からこれらのリソースにアクセスす
る方法はあるでしょうか。

PS と PL の間のインターフェイス
　プロセッサ システムとプログラマブル ロ
ジックは緻密に結合されています。つまり、
PS の Cortex-A9、スヌープ制御ユニット 
(SCU)、PS ペリフェラル、クロック管理
およびその他の機能と PL の間には、緊密
に統合された複数の接続が存在します。実
際、PS と PL の間には 6 種類のインター
コネクトがあり、設計者はこれらを互いに
組み合わせて使用できます。さらに、これ
らのパスの多くは対称的であり、PS と 
PL はどちらからも相手に対する接続を開
始して、接続の「マスター」となることが
できます。
　ザイリンクスが現在提供している情報の
多くは、アプリケーション ノートからユー

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

Processor System
with Dual Cortex-A9s

Programmable Logic
with MicroBlaze

?

図 1 - PS と PL 内の MicroBlaze プロセッサ の境界は危険地帯なのか、
それとも PS と MicroBlaze  はリソースを共有できるのか。
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Zynq All Programmable SoC ベースのデザインに
MicroBlaze プロセッサを追加することは
比較的簡単です。
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ウェアが自動的に処理するため、設計者は
データの同期を気にせずに、ACP を使用し
て PS 内の各 Cortex-A9 プロセッサ用の
高速キャッシュ メモリにアクセスできます。
この機能により、設計作業の負担が大きく
軽減される上、プロセッサと PL 間のデー
タ転送が大幅に高速化します。
　AXI リンク以外にも、Extended Multi-
plexed Input and Output (EMIO) 信号を

ザー ガイド、ホワイト ペーパーに至るまで、
デザインの「中心」としての Zynq-7000 
APU が、プログラマブル ロジックを使用し
て、メモリ、PL ベースのペリフェラル、お
よびハード シリコン ペリフェラル (PCIe® 

ブロック、ブロック RAM、DSP48、マル
チギガビット トランシーバーなど ) にどのよ
うにアクセスできるかを説明するものです。
MicroBlaze プロセッサ がどのようにそれ
が属するドメインを制御できるかを考える際
の論理的な出発点は、6 種類のインターフェ
イスを検 討 することで す。始 めに、汎 用 
AXI、高性能 AXI、アクセラレータ コヒー
レンシ ポート (ACP) の 3 種類の AXI イ
ンターフェイスを見てみましょう。
　PS は、PL をスレーブとする 2 つのマス
ター AXI チャネルと、PL をマスターとす
る 2 つのスレーブ チャネルを備えています 
( 図 2)。この文脈では、「マスター」はデー
タ交 換を開始するイニシエーターとなる 
AXI チャネルです。一方、「スレーブ」は到
着したデータに応答するだけです。マスター 
AXI チャネルは、通常は PL 内に配置され
たペリフェラルとの通信に使用されます。ス
レーブ AXI チャネルは PL からの要求に応
答しますが、これには MicroBlaze プロセッ
サが実行したトランザクションが含まれま
す。これらの AXI チャネルは PS のセント
ラル インターコネクトに接続され、多数のリ
ソースに配線可能です。
　さらに、4 チャネルの高性能 (64 ビット
幅 ) AXI アタッチメント ポイントがありま
す。これらの 4 チャネルはすべて PS から
見てスレーブであり、PS 内のメモリ イン
ターフェイス サブシステムに接続されます 
( 図 3)。これらの 4 チャネルの目的は、PL 
内のマスターがダブルデータレート (DDR) 
メモリ トランザクションを開始できるように
することです。
　このメモリ インターコネクトと DDR メモ
リ コントローラーは、すべてのソースから 
DDR メモリへのゲートウェイになります。
Cortex-A9 プロセッサは通常はスレーブ 
AXI 接続よりも優先されますが、4 つのス
レーブ AXI 接続チャネルは各自の要求を優
先させる「サービス ミー ナウ (service me 
now) 」信号を持っています。この信号がア
サートされていないときは、アーキテクチャ
はラウンドロビン方式でどのチャネルが特定
のタイプのメモリにアクセスできるかを決定
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します。
　アクセラレータ コヒーレンシ ポート 
(ACP) は、PS をスレーブとする、PL から
のもう 1 つの 32 ビット AXI 接続です。
ACP の独自性は、スヌープ制御ユニット 
(SCU) に直接接続されていることです。
SCU の役割は、L1、L2、および DDR メ
モリ間のコヒーレンシを確保することです。
メイン メモリとのデータの同期はハード
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図 3 - DDR メモリ コントローラーおよびオンチップ メモリ (OCM) への接続の簡略図

図 2 - プロセッシング システムのセントラル インターコネクトへの接続の簡略図
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利用して、PS のハード ペリフェラルの多く
を、PL を介してパッケージ ピンにアクセス
するように配線できます。PS に直接接続さ
れるパッケージ ピンは 54 本ですが、PS 
のハード ペリフェラルはこれよりかなり多く
のピンを使用できます。EMIO は PS のハ
ード ペリフェラルと PL の間のパイプにな
ります。これらの I/O 信号は、PL から利
用できるパッケージ ピンに直接配線できま
す。あるいは、これらの信号を使用して、
PL 内に配置された互換性のあるペリフェラ
ルと通信できます。
　PS と PL 間のその他の各種信号は、ク
ロックとリセット、割り込み信号、イベント
信号、アイドル AXI 信号と DDR メモリ信
号、DMA 信号の 5 つの基本カテゴリに分

類されます。

● クロックとリセット : PS は、4 つの互い
に独立したプログラマブル周波数を PL か
ら利用できるようにします。通常はこれら
のクロックのうち 1 つが AXI 接続に使用
されます。各クロック ドメインは、そのド
メインに関連付けられたデバイスをリセッ
トする独自のドメイン リセット信号を持っ
ています。

● 割り込み信号 : PS 内の汎用割り込みコ
ントローラー (GIC) は、すべての利用可
能なソースからの割り込み信号を収集し
ます。これには、PS のペリフェラルから
のすべての割り込みソースと、プログラマ
ブル ロジックからの 16 個の「ペリフェラ

ル」型割り込 みが含まれます。さらに、
CPU に接続される 4 つの直接割り込み 
(IRQ0、IRQ1、FIQ0、FIQ1) があります。
PL は (PS のペリフェラルからの ) 合計 
28 個の割り込みを利用できます。

● イベント信号 : これらの「帯域外」非同期
信号は、PS の特殊な状態を示します。
PS は、どの CPU がスタンバイ モードに
移行し、どの CPU が SEV ( イベント送
信 ) 命令を実行したかを示すいくつかの信
号を提供します。PS は、イベント信号を
利用して、WFE ( イベント待機 ) 状態から
復帰できます。

● アイドル AXI 信号と DDR メモリ信号 : 
PS に対するアイドル AXI 信号を使用し
て、PL 内に未処理の AXI トランザクショ
ンがないことを指示できます。PL によっ
て駆動されるこの信号は、すべての PL バ
ス デバイスがアイドル状態であることを保
証します。これは PS バス クロック シャッ
トダウンを開始させる状態の 1 つです。
DDR アージェント / アービトレーション 
(urgent/arb) 信号は、重要なメモリ不足
状態を PS の DDR メモリ コントローラ
ーに指示し、4 つの AXI ポートに対する 
DDR アービトレーションを促します。

● DMA 信号 : PS 内のダイレクト メモリ
アクセス モジュールは、一連の REQ/
ACK 信号を介して PL のスレーブと通信
します。

DDR メモリへのアクセス
　DDR メモリへのアクセス、PS の IOP 内
のペリフェラルの使用、MicroBlaze プロセッ
サ と PS 間のデータ ブロックのやり取り、
MicroBlaze  と PS 間のイベントの同期な
ど、標準的な MicroBlaze  ユーザーの一般
的なニーズに対応するデザインの例を見てみ
ましょう。図 4 は、これらの課題 ( 図中の 
① ～ ④ ) を解決する方法を示しています。
　DDR メモリにアクセスする最も簡単な方
法は、4 つの高性能 (HP) AXI インターフェ
イス ( 図の右上 ) のうち 1 つ以上を介した
接続です。4 つの 64 ビット幅ポートは、
プログラマブル ロジックからアクセスでき
ます。まずポートをイネーブルにしてから、
そのポートに AXI を接続します。Micro-
Blaze プロセッサ は AXI4-Lite インター
フェイスを使用しますが、HP ポートは完全
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図 4 – ハードウェア デザイン例のブロック図。図中の数字は、(1) DDR メモリへのアクセス、
(2) PS の IOP 内のペリフェラルの使用、(3) MicroBlaze プロセッサ と PS 間のデータ ブ
ロックのやり取り、(4) MicroBlaze プロセッサ と PS 間のイベントの同期を示しています。
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プロセッサ と PS 間のデータ ブロックの
やり取りをサポートしています。DDR の 
DMA 転送およびオンチップ メモリ (OCM) 
の DMA 転送はその例です。もう 1 つの選
択肢は、デザイン例でインプリメントされて
いるように、デュアルポート ブロック RAM 
を使用する方法です ( 図の ③ )。PS は 
BRAM コントローラーの一方の側のマス
ターになり、MicroBlaze はもう一方の側の
マスターになります。いずれの側もこのメモ
リの内容全体への完全な読み出し / 書き込
みアクセス権を持つため、ソフトウェアが共
有 BRAM メモリ空間の分割と使用を管理
します。
　最後の課題は、MicroBlaze プロセッサ 
と PS 間のイベントの同期です。PS は多数
のタイマーを内蔵しており、PL 内にインス
タンシエートできるタイマーの数に事実上制
限はありません。デザイン例では、いずれか
のトリプル タイマー / カウンター (TTC) ペ
リフェラルの 1 チャネルを使用して、100 
ミリ秒のパルスを生成しています (図の ④)。
TTC は PS の外側でアクセス可能な波形を
生成しますが、TTC 割り込みは PS の内側
でしか利用できないことに注意してくださ
い。この問題は、TTC の波形そのものを
MicroBlaze への割り込みとして使用するこ
とで回避できます。あるいは、ハードウェア 
タイマー (AXI タイマーまたはユーザーが
コーディングしたタイマー ) を利用して、PS 
と MicroBlaze の両方に割り込みを提供す
ることもできます。

ソフトウェア サポート
　ほかのエンベデッド デザインと同様に、
ハードウェア インプリメンテーションだけで
なく、ソフトウェア サポートについても検討
する必要があります。この例については、図 
5 に示すように、2 種類のプロセッサ間の
重なる領域を検討します。
　ハードウェアの面では、このシステムは 2 
つの交差するエンベデッド デザイン ( すな
わち、PS と MicroBlaze プロセッサ ) と
して考えられます。筆者らのリファレンス デ
ザインに採用した PS は、PS それ自体と 
MicroBlaze の両方のクロックを生成し、割
り込みのソースともなります。MicroBlaze 
はこれらの信号を使用できますが、これら
の信号に影響を与えたり、変更したりするこ
とはできません。PS と PL はいずれも、

な AXI4 接続を要求します。ザイリンクス
のデザイン ツールが自動的に規格の違いを
補正して接続を成功させるので、手作業に
よる修正は不要です。この接続をブロック図
の ① に示します。このタイプの接続の利点
は、接続が非常に簡単であり、DDR メモリ
を普通のメモリとして扱えることです。欠点
は、AXI-Lite はバースト モードをサポート

せず、32 ビット幅に限られるため、パフォー
マンスがかなり低下することです。
　PL ベースのペリフェラルを DDR メモリ
に接続する方法はほかにもあります。たとえ
ば、HP ポートを使用するのは同じですが、
それに DMA コントローラーを併用します。
このメカニズムは多少複雑ですが、大きな
データ ブロックを転送する際のパフォーマ
ンスが向上します。
　PS 内では、UART とトリプル タイマー
/ カウンター (TTC) がイネーブルにされま
す。M_AXI_GP0 は BRAM コントロー
ラーに接続します。BRAM コントローラー
は、PL 内にありますが、理論的には ( また
実際的にも ) PS のデザインの一部です。
　デザインのほかの部分では、MicroBlaze 
プロセッサ は BRAM を使用して、Micro-
Blaze が独占的に使用する 64Kbyte の
コードとデータ用の組み合わせスペースを確
保しています。これらのポートを PS の 
HP ポートに接続して DDR メモリにアクセ
スすることも確かに可能ですが、この方法
ではインプリメンテーションがさらに複雑に
なります。
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　MicroBlaze プロセッサ に接続される標
準ペリフェラルは、割り込みコントローラー、
GPIO、BRAM コントローラーの 3 つです。
割り込みコントローラーは、TTC の PWM 
波形入力 ( これを割り込みソースと解釈しま
す ) と UART キャラクター受信割り込みを
受信します。GPIO は、ZC702 ボード上の 
8 つの LED を駆動します。BRAM コント

ローラーは、PS が接続している BRAM の
「B」側に接続されます。また、2 つの追加
の接続があります。1 つは S_AXI_GP0 
への接続で、PS 内部のペリフェラルのアド
レス指定に使用されます。もう 1 つは高性
能ポートへの接続で、MicroBlaze プロセッ
サ から DDR メモリの一部へのアクセスに
使用されます。

ペリフェラル、データ ブロック、同期
　プロセッシング システムの IOP ブロック
にアクセスするための鍵は、PS の S_
AXI_GP0 ポートへの接続 ( 図の② ) です。

「S」はスレーブ ポートを示します。つまり、
このポートは PL 内の要素が開始するトラ
ンザクションを受け入れます。MicroBlaze 
プロセッサ と S_AXI_GP0 ポートを接続
すると、IOP ブロックのアドレス範囲は 
0xE000_0000 ～ 0xE02F_FFFF にな
ります。MicroBlaze のアドレス空間内の
ほかのペリフェラルは、プロセッサ間で共
有されるため、このアドレス範囲とは重なり
ません。
　一方、多くのメカニズムが MicroBlaze 
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図 5 - ソフトウェアの独立した領域と重なり合う項目
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PS の IOP ブロック、DDR メモリおよびコ
ントローラー、共通デュアルポート BRAM 
を共有します。
　アドレス マップの観点から見ると、IOP 
アドレスはハードウェア内で固定され、変更
できません。MicroBlaze プロセッサ と 
Cortex-A9 はいずれも、ペリフェラルに同
じアドレスを使用する必要があります。ペリ
フェラルのアドレスに関して、テクニカル リ
ファレンス マニュアル (TRM) が特に役に
立ちます。このデザインにおけるペリフェラ
ルの扱いについては、特定のペリフェラルに
関する章 ( 第 8 章「タイマー」や第 19 章

「UART コントローラー」など ) と、各ペリ
フェラル用のすべてのレジスタを記載した

「付録 B」が有益です。「付録 B」では、レ
ジスタの一覧と簡単な説明がアドレス順に
記載されています。データ競合やデータ不
足などを防ぐための 2 つのプロセッサ間の
リソースの管理は、ユーザーの課題として残
されています。
　DDR メモリとそのコントローラーの使い
方は、多少簡単です。DDR メモリ コント
ローラーは競合の管理が可能で、要求者の
データ不足を避けるための経験則を備えて
います。ユーザーはこの機能を制御できない
ため、レイテンシの予測は困難です。
　共通 BRAM は同じ下位アドレス ビットを
持ちますが、各プロセッサのメモリ空間内で

のこのブロックの位置は、Xilinx Plat-form 
Studio のアドレス タブで選択可能です。先
程と同様に、データ競合、同期、メモリ割り
当ては、読者の課題として残されています。
　筆者らのソフトウェア デザイン例は、何
らかの実用的用途よりも、Cortex-A9 と 
MicroBlaze プロセッサ を接続するプロセ
スの検証を目的としています。いくつかの
手法でこの点に関する可能性を例示できる
でしょう。
　図 6 の左側に示した Zynq-7000 アプ
リケーションは、ザイリンクスのスタンドア
ロン ボード サポート パッケージを使用し
た簡単なデザインです。このアプリケーショ
ンが実行するプログラムは、大半の時間は 
Cortex-A9 プロセッサをアイドル状態に保
ち、定 期 的にシリアル ポートを 介して 
(「チック」を表す ) 「T」の文字を発行して、
プロセッサがアクティブであることを示し
ます。また、経過したチック数をカウントし、
この数を MicroBlaze プロセッサ が共有
するブロック RAM に格納します。
　MicroBlaze プロセッサ アプリケーショ
ンも、スタンドアロン ボード サポート パッ
ケージを実行します。このアプローチでは
割り込みがサポートされます。シリアル ポー
ト上に文字が現れるたびに、MicroBlaze 
はその文字をバッファーに入れ、等価な 16 
進 ASCII 文字を PS の IOP ブロック内の

シリアル ポート に エ コ ーしま す。 ま た 
MicroBlaze は、文字を受信するたびに、
受信した文字の文字 列を作成し、それを 
DDR メモリに格納します。キャリッジ リター
ンを受信すると、チェックサムが計算され、
DDR メモリの文字列の直後に追加されま
す。BRAM 内のあらかじめ定められた位置
にフラグがセットされます。Cortex のプロ
グラム コードは、このフラグを検出すると、
DDR メモリから文字列を読み出し、チェッ
クサムを検証します。チェックサムが正しい
場合、MicroBalze は「+」を送信します。
チ ェ ッ ク サ ム が 正 し く な い 場 合、
MicroBalze は「X」を送信します。
　要 約 すると、筆 者ら の デ ザイン 例 は、
MicroBlaze プロセッサ と Zynq-7000 
PS が問題なく共存できることを証明して
いま す。多 数の AXI 接 続 点 を 介して、
MicroBlaze (または PL 内の任意の要素 ) 
は、IOP ブ ロ ッ ク 内 の ペ リ フ ェ ラ ル、
OCM、および DDR に簡単にアクセスで
きます。プログラマブル ロジックは、IOP 
ブロックからの割り込みに簡単にアクセス
できます。同様に、PL 内で多数の割り込
みを生成し、PS に供給することが可能で
す。レース コンディションやアドレス指定
の競合を避けるには、ソフトウェアによる
調整と、細部まで定義された動作が鍵とな
ります。

PS - Cortex-A9 PL - MicroBlaze

TTC 
Interrupt

Wait for
tic

BRAM

UART
Interrupt

UART
Interrupt

Wait for
char

Increment the tic counter
Set the BRAM offset 

and address

Get the occurence
counter from BRAM

Set the LEDs Decrement
the LED

Convert to hex ACSII

Send char pair via UART

Build a buffer with checksum 
and write to DDR

Increment the occurrence
counter

Occurrence
= limit?

Send msg via serial port

Validate DDR memory

LEDs

DDR Memory
(data space)
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　FPGA は、多くの場合、簡単な通信プロトコルのインプリメン
テーションなど、シーケンスおよび制御に基づく動作の実行を要求
されます。設計者がこれらの処理とシーケンスに対処する最も良い
方法は、ステート マシンを使用することです。ステート マシンとは、
限られた数のステート間を遷移する論理回路です。ステート マシ
ンが取り得るステートは、特定の時点で 1 つだけです。ステート 
マシンのステートは、いくつかのトリガーによって別のステートへ
遷移します。
　理論的に、ステート マシンは Moore 型と Mealy 型の 2 種類
に分類されます。これら 2 つのタイプの違いは、出力を生成する方
法だけです。Moore 型ステート マシンの出力は、現在のステート
のみの関数です。典型的な例としてカウンターがあります。Mealy 
型ステート マシンの出力は、現在のステートと入力の関数です。典
型的な例として Richards コントローラーがあります (http://
en.wikipedia.org/wiki/Richards_controller/ を参照 )。

ステート マシンの定義
　ステート マシンを定義する際は、最初の手順としてステート ダイ
アグラムを作成します。ステート ダイアグラムは、各ステート、ステー
ト間の遷移、ステート マシンからの出力を示す図です。図 1 は、
MOORE 型ステート マシン ( 左 ) と MEALY 型ステート マシンの 
2 種類のステート ダイアグラムを示しています。
　物理コンポーネントでこれらのステート ダイアグラムをインプリメ
ントするとすれば (FPGA の登場前に見られた手法 )、最初に現在
のステートのテーブルと次のステートのテーブルを生成し、ステー
ト マシンのインプリメンテーションに必要な論理回路を作成する必
要があります。現在ではインプリメンテーションに FPGA を使用す
るため、状態遷移図から直接の作業が可能です。

アルゴリズム ステート ダイアグラム
　多くのステート マシンは図 1 に示すステート ダイアグラム法を
使用して設計されていますが、ステート マシンの動作を記述するも
う 1 つの手法として、アルゴリズム ステート チャート (ASM 
チャート ) があります。ASM チャート ( 図 2) は、ソフトウェア開
発で使用されるフローチャートに非常によく似ています。ASM 
チャートは次の 3 つの基本要素で構成されています。

1. ステート ボックス : ステート名が付与され、ステート出力の
リストを含む (Moore 型 )

2. 決定ボックス : 条件が真であるかをテストし、次のステートを
決定できるようにする

3. 条件付き出力ボックス : ステート マシンが現在のステートと
入力に基づいて Mealy 型出力を記述できるようにする

　ASM チャートの利点は、ASM 形式で記述されたステート マシ
ンの方が、VHDL などのハードウェア記述言語でインプリメントで
きるので、対応関係がわかりやすいことです。

MOORE 型と MEALY 型の選択
　Moore 型と Mealy 型のどちらのマシンをインプリメントするか
は、そのステート マシンが実行する機能と、指定された応答時間に
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FPGA 開発のバックボーンとなる
ステート マシンを適切な
アーキテクチャと手法を選んで
インプリメントし、
最適なソリューションを実現
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ンをインプリメントする方を好みます。従来の 2 プロセス手法に対
して、この手法には次のような利点があります。

• 組み合わせプロセスで、包含する信号が不十分なために発生する
ラッチのリスクがなくなる。

• ステート マシン出力のタイミングがクロックに揃えられる。

• 一般的に 2 プロセスのインプリメンテーションよりもデバッグが
容易である。

　どちらの手法を選択してステート マシンをインプリメントしたと
しても、図 4 に示すように、CASE 文を使用して、次のステートの
決定と出力を評価することになります。この図は、シングル プロセ
ス手法を使用した MOORE 型のマシン ( 左 ) と MEALY 型のマシ
ンを並べて比較したものです。

ステート マシンのエンコード 

　ステート変数はフリップフロップ内に格納されます。これらのフ
リップフロップは、( ステートが変化しない場合でも ) 次のクロック 
エッジで次のステートによって更新されます。
　これらのフリップフロップをどのように使用してステート値を表現
するかは、ステートの数と、合成ツールに特定のエンコード手法を
指定するかどうかによって異なります。一般的なステート エンコー
ドのタイプは次の 3 つです。

よって決まります。2 つの方式の主な違いは、入力に対するステート 
マシンの応答の仕方にあります。Moore 型のステート マシンは、入
力から適切な出力がセットされるまでの間に、常に 1 クロック サイ
クルの遅延が発生します。つまり、図 3 から明らかなように、
Moore 型のマシンは、入力の変化に対して即座に応答することがで
きません。Mealy 型マシンは入力に対して即座に応答できるため、
同じ機能のインプリメンテーションに必要なステートの数は、通常は 
Moore 型マシンよりも Mealy 型マシンの方が少なくて済みます。た
だし、Mealy 型マシンの短所は、ほかのステート マシンと通信する
際にレース コンディション（競合状態）が発生するおそれがあること
です。この競合状態は、マシンの出力が、予想外かつ決定的に、ほ
かのイベントのシーケンスやタイミングに依存するときに発生します。
　もちろん、Moore 型または Mealy 型のいずれか一方を選択し
なければならないことはありません。両方の方式を使用して必要な
機能を効率的にインプリメントする、ハイブリッド型のステート マ
シンの作成も可能です。たとえば、RS232 シリアル データの受
信に使用されるステート マシンをハイブリッド型でインプリメント
できます。 

ステート マシンのインプリメンテーション
　VHDL などの高級ハードウエア記述言語を使用すれば、ステー
ト ダイアグラムから直接ステート マシンをインプリメントすること
は簡単です。VHDL は列挙型をサポートしているので、実際のステー
ト名を定義できます。次の例が考えられます。

TYPE state IS (idle, led_on, led_off) ;

　上記の型宣言は、ボタンを押したときに発光ダイオードのオンと
オフを切り替えるマシンのステート ダイアグラム ( 図 1) に対応して
います。
　ステート マシンのインプリメンテーションには多くの手法があり
ますが、基本的には次の 2 つのカテゴリに分類されます。第 1 の
基本的な手法は、単一のプロセスにすべての処理を組み込むワン
ショット アプローチを使用します。もう 1 つの手法は、組み合わせ
論理回路とシーケンス論理回路を別々に取り扱う 2 プロセス アプ
ローチです。
　一般的には、大半の開発者はシングル プロセスのステート マシ
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図 1 – LED のオン/ オフの切り替え用に設計された 
Moore 型 ( 左 ) および Mealy 型ステート マシンの

ステート ダイアグラム

図 2 – 図 1 に示したステート マシンのアルゴリズム 
ステート チャート : Moore 型 ( 左 ) と Mealy 型

 26  Xcell Journal 81・82 合併号



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

• シーケンシャル : ステート エンコードは従来のステートのバイナ
リ シーケンスに従います。

• グレー : ステート エンコードにグレー コードを使用することを
除いて、シーケンシャル エンコードと同じです。グレー コードは、
ステートが変化する際に 1 つのビットしか変化しないコードです。

• ワンホット : この手法では、ステート マシンのステートごとに 1
 つのフリップフロップが割り当てられます。一度に High になる
フリップフロップは 1 つだけで、その他のフリップフロップは
 Low になるため、「ワンホット」と呼ばれます。

シーケンシャル エンコード方式とグレー エンコード方式は、いず
れも多数のフリップフロップを必要とします。必要なフリップフロッ
プの数は次の式で計算できます。
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　それに対して、ワンホット エンコードで必要とされるフリップフ
ロップの数は、ステートの数と同じです。
　ステート エンコードの自動割り当ては、ステート マシンに含まれ
るステートの数に依存します。その基準は選択した合成ツールによっ
て異なりますが、エンコードについては次の一般的な経験則を適用
できます。

• シーケンシャル : ステートの数が 5 未満

• ワンホット : ステートの数が 5 ～ 50

• グレー : ステートの数が 50 を超える

　通常は、開発者がどのエンコード方式を使用するかを検討する必
要はありません。合成エンジンに適切なインプリメンテーション手
法を判断させて、選択した方式で問題が発生した場合にのみ介入す
れば十分です。開発者がステート エンコードを定義し、ステート 
マシンの動作をきめ細かく制御する必要がある場合でも、そのス
テート エンコードに関して手作業で各ステートの定数を定義する必
要はありません。次に示すように、コード内で属性を使用し、合成ツー
ルに特定のエンコード形式を選択させることができます。

TYPE state IS (idle, led_on, led_off) ;

SIGNAL current_state : state := idle;

ATTRIBUTE syn_encoding STRING;

ATTRIBUTE syn_encoding OF current_state : 
SIGNAL IS “sequential”;

　ここで、“sequential” を “gray” または “onehot” に置き換え
ることができます。また、これらの 3 つの選択肢 ( シーケンシャル、
グレー、ワンホット ) を組み合わせることもでき、 “safe” 属性を使
用してステート マシンが無効なステートに移行した場合に有効なス
テートに復帰できるようにすることが可能です。
　さらに、syn_encoding 属性を使用して、ステート エンコード
の値を直接定義することもできます。たとえば、従来の Idle = 

“00”、led_on = “01”、led_off = “10” のシーケンスとは異な
る、Idle = “11”、led_on = “10”、led_off = “01” のステート 
エンコードを使用して、3 ステートのマシンをエンコードする場合
を考えます。 

図 3 – Moore 型 ( 上 ) および Mealy 型出力のシミュレーション結果を示す画面
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次の 2 つの方法があります。第 1 の方法は、合成ツールを使用し
て安全なステート マシンをインプリメントすることです。合成ツー
ルは、通常は追加のロジックを挿入し、無効なステートを検出して
ステート マシンを有効なステートに復帰させます。第 2 の方法で
は、インプリメントされるロジックをきめ細かく制御できます。こ
の方法は、2 の n 乗個のステートをすべて宣言し、別の属性を使
用して、エントリ条件を持たないステートでも最適化処理によって
削除されないようにします。エントリ条件を持たないとは、シング
ル イベント アップセット（放射線障害）などのエラーが発生した場
合を除き、いかなる条件によってもステート マシンがこのステート
に移行することはないという意味です。次のコードは、このような
使用されないステートの削除を防ぐ属性の使い方を示しています。

TYPE state IS (idle, led_on, led_off) ;

SIGNAL current_state : state := idle;

ATTRIBUTE syn_keep BOOLEAN;

ATTRIBUTE syn_keep OF current_state : 
SIGNAL IS TRUE”; 

　安全で効率的なステート マシンのデザインは、あらゆる FPGA 
開発者にとって重要なスキルと言えます。Moore 型、Mealy 型、
または複合型のマシンの選択は、システム全体の要件によって決ま
ります。どのタイプのステート マシンを選択しても、インプリメン
テーションに利用できるツールと手法を理解していれば、最適なソ
リューションを実現できるはずです。

TYPE state IS (idle, led_on, led_off) ;

SIGNAL current_state : state := idle;

ATTRIBUTE syn_encoding STRING;

ATTRIBUTE syn_encoding OF current_state : 
TYPE IS “11 10 01”;

　開発者には、合成ツールが属性を無視しないように、合成ツール
内で適切な設定値を使用する責任があります。たとえば、Xilinx® 
XST ツールでは FSM Option を USER に設定する必要があり、
Synopsys 社の Synplify では FSM Compiler をオフにする必要
があります。
　前述の式から、ステート マシンのインプリメンテーションに必要
なフリップフロップの数が計算されます。すべてのステート マシン
が 2 のべき乗であるとは限らないため、一部のステートはデザイン
内で使用されないことになります。ステート マシンをインプリメン
トする開発者は、これらの使用されないステートがデザイン内で適
切に処理されるように保証する責任があります。この目的を達成す
るための基本的な手法のいくつかは、広範囲にわたるデザインに応
用できます。また、より高度な手法もあり、安全性が重視される高
信頼性分野のアプリケーション開発に利用できます ( 詳細は、日本
語版 Xcell Journal 73・74 合併号の「ミッション クリティカル 
システムにも活用が広がる FPGA」を参照してください。この記事
ではステート マシンの保護について説明しています )。
　ほとんどのアプリケーションでは、ステート マシンによって使用
されないステートが適切に処理され、無効なステートに移行した場
合に適切に復帰できるようにする必要があります。これを行うには、
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図 4 – VHDL 言語で記述した Moore 型 ( 左 ) および Mealy 型ステート マシン
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　現在の FPGA には、しばしば高速 SRAM
/SDRAM メモリが接続されていますが、こ
れらのデバイスのデバッグは簡単ではありま
せん。メモリをエラーなく正常に動作させる
には、ボード レイアウト、電源、FPGA の
メモリ インターフェイス回路など、メモリ デ
ザインの多くの要因の検証が必要です。
　SRAM/SDRAM メモリのデバッグでは、
解決に数日を要するような問題が見つかる
こともあります。高速メモリ インターフェイ
スのデザインと立ち上げには、適切なデバッ
グ手法が必要不可欠です。この記事で効率
的なフローのモデルとして取り上げるデザイ
ンは、ザイリンクスの Virtex®-4 および 
Virtex-5 FPGA を使用していますが、これ
らの問題と対策は Virtex-6 および Virtex-7 
シリーズのデバイスにも共通です。筆者らの
チームは、ザイリンクスのメモリ インターフェ
イス ジェネレーター (MIG) ツールを使用し
てすべてのメモリ IP コアを生成し、ザイリ
ンクスの ISE® デザイン ツールを使用して
デザインの合成、配置配線を行いました。
　デザインの特定の機能を詳しく検討する
前に、ザイリンクスの MIG ツール、ザイリ
ンクスの FPGA 固有のメモリ キャリブレー
ション プロセス、メモリ インターフェイス 
デザイン検証用のビルトイン セルフテスト 
(BIST) 回路について説明します。

ザイリンクスのメモリ 
インターフェイス ジェネレーター 

　ザイリンクスは、FPGA デバイス用のメ
モリ インターフェイス コアを生成するメモ
リ インターフェイス ジェネレーター ツール
を 提 供しています。ザイリンクス CORE 
Generator ™ から起動される MIG ツールは、
DDR-II SRAM、DDR2 SDRAM、QDR-II 
SRAM など各種のメモリに対応するインター
フェイスを生成します。図 1 のザイリンクス 
CORE Generator 画面は、MIG3.6.1 でサ
ポートされるザイリンクスの製品ファミリと
メモリ テクノロジを詳しく表示しています。
最新のザイリンクス デバイスに対応する 7 
シリーズ MIG ツールもあります。
　MIG では、グラフィカル ユーザー インター
フェイス (GUI) を使用してメモリと FPGA 
のタイプの詳細を入力します。MIG ツール
は、VHDL または Verilog 形式のレジスタ 
トランスファー レベル (RTL) ファイルと、
メモリ インターフェイスのユーザー制約ファ

イル (UCF) を出力します。生成された RTL 
ファイルと UCF ファイルは、デザインのそ
の他の部分と統合できます。MIG は、メモ
リ インターフェイスに必要なクロックとリ
セット信号を供給するインフラストラクチャ 
ブロックも生成します。さらに、MIG ツール
が提供するテストベンチ回路により、メモリ 
デバイスに対する動作検証用の書き込みと
読み出しを生成できます。MIG ツールのマ
ニュアルと、MIG がサポートする FPGA お
よびメモリの詳細は、ザイリンクスの Web
サイトからダウンロードできます。

キャリブレーションの要件
　データがメモリ デバイスから FPGA に正
しく取り込まれるように、メモリ インターフェ
イス コアを使用する前に読み出しデータパ
スをキャリブレーションする必要がありま
す。キャリブレーション プロセスは電源投
入時に自動的に実行されます。基本的には、
データ トレーニング パターンがメモリ デバ
イスに書き込まれ、継続的に読み戻されま
す。キャリブレーションは 3 段階のプロセ
スです。第 1 段階では、データ ストローブ
信号を基準として読み出しデータ ウィンドウ
をセンタリングし、FPGA へのデータにク
ロックを供給します。第 2 段階では、入力
フリップフロップと FPGA ファブリック内
のフリップフロップ間でデータを転送できる
ように、センタリングされたデータとクロッ
クを FPGA のクロック ドメインに同期させ
ます。第 3 段階では、読み出し有効信号を
供給します。ザイリンクスの MIG マニュア
ルでは、各種のメモリのキャリブレーション 
プロセスについて詳しく説明しています。

クロック ジェネレーターと BIST
　すべてのメモリ インターフェイス デザイン
はザイリンクスの MIG ツールを使用して生
成しましたが、MIG のフローは数カ所変更
しました。今回使用した FPGA は、さまざ
まなユーザー、さまざまなアプリケーション
向けに設計されたボードに搭載されている
ものです。この理由で、筆者らはカスタム ク
ロック ジェネレーターおよびリセット モ
ジュールを設計し、ユーザー アプリケーショ
ンに必要なすべてのクロックとリセットを供
給しました。このことは、MIG によって生
成されたインフラストラクチャ モジュールを
削除し、カスタム モジュールからクロックと
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上の発振器の周波数をチェックし、クロック
信号に過剰なジッターがないことを確認しま
した。次に、BIST 実行時にオシロスコープ
を使用して、電圧をもう一度チェックするこ
とにしました。
　メモリの電源 VDD は、1.8V レギュレー
タから電力を供給されています。筆者らは、
レギュレータからの出力電圧に過剰なリップ
ルがあり、メモリ デバイスの仕様を外れて
いることを発見しました。レギュレータの回
路をチェックしたところ、出力平滑キャパシ
タの値が不適当であり、必要な値の 10% 
しかないことがわかりました。適切な値の
キャパシタに交換すると、リップルは許容さ
れるレベルまで低下しました。その結果、電
圧は仕様の範囲内に収まり、ビット エラー
は消えました。

例 2 : DDR2 SDRAM を搭載した 
VIRTEX-5 ボード
　例 2 のボードは、Virtex-5 FPGA と動作
周波数 250MHz の DDR2 SDRAM メモ
リを使用しています。メモリ インターフェイ
スのキャリブレーションは上手くいきました
が、BIST が実行を開始すると、シングル ビッ
ト エラーが発生しました。エラーはさまざま
なメモリ ロケーションおよびデータ ワード
のさまざまなビット位置に現われていました
が、しだいにデータ ワード内のすべてのビッ
トがエラーになりました。
　第 1 の例と同じように、筆者らはまずボー
ド上のすべての電源とクロックをチェックし、
仕様の範囲内であることを確認しました。そ
こで、BIST 実行時のすべての電源電圧を
チェックすることにしました。メモリ デバイ
スの電圧リファレンス入力 VREF は、電圧
レギュレータによって電力を供給されます。
このレギュレータは、ほかのいくつかの回路

リセット信号をメモリ インターフェイスに供
給することを意味しています。
　また、0、F、A、5、ウォーキング 0、ウォー
キング 1、シーケンシャル データ、擬似ラン
ダム バイナリ シーケンス (PRBS) データな
ど各種のデータ パターンを使用してすべての
メモリ ロケーションの書き込みと読み出しを
行う独自のカスタム BIST モジュールを設計
し、メモリを完全にテストしました。この 
BIST 回路は、ホスト インターフェイスの制
御下で動作し、検出されたエラーをレポート
します。BIST 回路は、検出されたデータ エ
ラーのアドレスを格納し、どのデータ ビット
にエラーが発生したかを通知します。図 2 に、
ボード上のメモリ テクノロジ ( すなわち、
DDR-II SRAM、DDR2 SDRAM、または 
QDR-II SRAM) 固有の MIG コアを使用し
た一般的なデザインのブロック図を示します。
　FPGA メモリ インターフェイスが正しく
動作するためには、FPGA とメモリ デバイ
スの両方で PC 基板 レイアウトの推奨事項
に従う必要があります。デバイス間の配線長
をマッチングして、スキューを最小限に抑え
ることが重要です。また信号間のクロストー
クを最小限に抑え、すべてのデバイスを十分
に分離する必要があります。FPGA とメモ
リは多数の電源を使用します。通常、これら
の電源は、スイッチング レギュレータとリニ
ア電圧レギュレータを組み合わせて電力を
供給します。これらのデバイスがすべて正し
く動作するように、メーカーのガイドライン
に従うことが重要です。FPGA とメモリに
接続される電源の回路図とレイアウトを詳し
く検討する時間は、デバッグ時間の短縮によ
り取り戻せるはずです。
　ここで、上述の BIST 回路によるテストで
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ビット エラーが検出されたメモリの 3 つの
例を詳しく見てみましょう。これらの例はす
べて、メモリ デバイスのキャリブレーション
の正常終了後にビット エラーが発生すると
いう同じ兆候を示していますが、エラーの原
因はそれぞれに異なります。これらのビット 
エラーは、BIST テスターを繰り返し実行す
るたびに検出されました。なお、すべてのボー
ドは JTAG テストに合格しています。

例 1 : DDR-II SRAM を搭載した 
VIRTEX-4 ボード
　例 1 のボードは、Virtex-4 FPGA と動
作周波数 200MHz の DDR-II SRAM メモ
リを使用しています。メモリ インターフェイ
スのキャリブレーションの正常終了後、BIST 
が実行を開始すると、シングル ビット エラー
が発生しました。これらのエラーは、さまざ
まなメモリ ロケーションおよびデータ ワー
ドのさまざまなビット位置に現われました。
　筆者らはまず、FPGA とメモリへのすべ
ての電源を測定し、適切な電圧仕様の範囲
内であることを確認しました。また、ボード

Clock Generator
& Reset

Host
Interface

MIG
Core

BISTHost Memory

FPGA

図 1 – CORE Generator の MIG ツールは数世代にわたる
ザイリンクス FPGA をサポートします。

図 2 – このメモリ インターフェイスのブロック図中の MIG コアは、
ボード上のメモリ テクノロジ固有のものです。
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にも電力を供給しています。すべての回路が
アクティブになったとき、レギュレータは多
少過負荷になり、VREF 上の電圧が仕様を
下回りました。筆者らは、別の電源を使用し
て電力を供給するようにレギュレータ回路を
変更しました。この変更により、VREF の
電圧は仕様の範囲内に保たれ、ビット エラー
は消えました。

例 3 : QDR-II SRAM を搭載した
Virtex-5 ボード
　例 3 のボードは、Virtex-5 FPGA と動
作周波数 250MHz の QDR-II SRAM メモ
リを使用しています。この例には障害のメカ
ニズムが 2 つありました。第 1 の障害は、
メモリ インターフェイスのキャリブレーショ
ンが時折エラーになることです。メモリ イン
ターフェイスは、キャリブレーションの完了
時にアサートされる cal_done ステータス 
ビットを出力します。ユーザーはこのプロセ
スをモニターし、メモリ インターフェイスが
使用可能かどうか判断する必要があります。
　筆者らが検出した第 2 の障害は、メモリ 
インターフェイスがキャリブレーション ス
テージを完了したとしても、繰り返しの 
BIST テストでビット エラーが報告されるこ
とです。前の例と同様に、筆者らはボード上
の電圧とクロックをチェックし、FPGA の 
RTL デザインの検討を開始しました。キャ
リブレーションのエラーは、FPGA の電源
投入の直後またはリセット時に何らかの不
具合が発生した ( その直後にキャリブレー
ションが行われた ) ことを示唆しています。
　ザイリンクスの MIG ツールによって生成
される QDR-II メモリ インターフェイスは、
デザイン内にインスタンシエートされるとき
にトップレベル モジュールで設定される、
SIM_ONLY ジェネリックを持っています。
このジェネリックの目的は、シミュレーショ
ン実行時に 200 マイクロ秒のパワーオン遅
延を無効にし、シミュレーションを高速化す
ることです。メモリ インターフェイスをハー
ドウェア内で使用する場合は、SIM_ONLY 
ジェネリックを 0 に設定し、200μs の遅
延を有効にする必要があります。シミュレー
ションを行う場合は、このジェネリックを 1 
に設定し、遅延を無効にする必要があります。
　QDR-II メモリ デバイスは、入力クロック 
K/K# と出力クロック CQ/CQ# を持って
います。K/K# はメモリ インターフェイスに
よって供給されます。CQ/CQ# はメモリ デ

バイスの内部位相ロック ループ (PLL) に
よって生成され、K/K# クロックのリファレ
ンスとなります。CQ/CQ# 出力クロックを
使用して、データを FPGA に書き込みます。
PLL は正しくロックされる必要があり、こ
れには通常約 20μs の安定した K/K# ク
ロックが必要です。
　SIM_ONLY ジェネリックの設定が不適当
だったため、システム リセットの直後にキャ
リブレーション プロセスが実行され、その時
点で K/K# クロックの出力を開始していたこ
とがわかりました。PLL がロックされる前に
キャリブレーション プロセスが実行されてい
たため、CQ/CQ# 出力クロックが安定しな
かったのでしょう。キャリブレーションは上手
くいくときも、いかないときもあるのでしょ
うが、上手くいった場合でも最適な結果が得

られるとは限りません。それゆえに、次の 
BIST 実行でビット エラーが発生したのです。
そこで SIM_ONLY ジェネリックの設定を変
更し、K/K# クロックの安定化に必要な時間
を 200μs 確保しました。SIM_ONLY ジェ
ネリックを修正すると、キャリブレーション
とビット エラーの問題は消えました。
　筆者はこの SIM_ONLY の問題に何度も
ひっかかり、同僚に笑われたものです。こ
の問題を回避するには、トップレベルのデ
ザインでは常にパワーオン遅延が有効にな
るようにこのジェネリックを設定し、シミュ
レーション テストベンチ自体がシミュレー
ション中に常にパワーオン遅延を無効にす
るように設定します。シミュレーションを実
行する前やハードウェア テスト用のデザイ
ンを作成する前に、忘れずに SIM_ONLY 
ジェネリックを変更しなければならないよう
な設計では困るのです。技術者はこの切り
替えを忘れてしまいがちです。

手法に関するヒント
　高速メモリ インターフェイスのデザインと
立ち上げには、適切な手法 ( この例では、
適切なボード レイアウトを行った PC 基板 
の使用 ) が不可欠です。筆者らは、デザイ
ン全体に適切なタイミング制約が適用され
た FPGA デザインを使用し、ISE デザイン
ツールを使用してタイミング クロージャを
確認しました。このことは非常に重要です。
タイミング クロージャを達成しないと、あ
らゆる種類のタイミング エラーが顕在化し、
根本的な問題を覆い隠してしまいます。
　3 つの例で見つかった問題は、比較的簡
単に検出、修正できるものでしたが、常に
問題に簡単に対処できるとは限りません。
高速メモリを組み合わせた FPGA デザイン
では、ハードウェアとファームウェアの両方
が問題の原因になり得ます。
　図 3 に標準的なデバッグ手法の概要を示
します。残念なことに、新しいハードウェア
の立ち上げのプレッシャーがかかってくると、
何らかの不具合が発生しやすく、問題を見
落としがちになります。特に SIM_ONLY 
ジェネリックには注意が必要です。
　DesignVerify 社は、 FPGA および 
CPLD デバイスのデザインと検証を専門と
する、スコットランドに本拠を置くコンサル
タント会社です。詳細については、http://
www.designandverify.com/ をご覧く
ださい。

Visual Board Inspection

Check Power Supplies

JTAG Test Board

Check Clocks and Frequencies

Check FPGA Timing Closure

Check FPGA Reset Methodology

Run Built-In Self-Tests

Check Power Supplies During BIST

Run BIST Over Temperature

図 3 – このような標準的デバッグ 
フローにより、ハードウェアとファーム

ウェアの問題が明らかになります。
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　技術者とプロジェクト マネージャーの関心
は、FPGA 内の機能のインプリメントとタイ
ミング クロージャの達成に集中しがちです。
しかし、PCB 上の FPGA をハードウェア 
レベルで実際にデザインするには、多くの興
味深い課題に対処する必要があります。
　すべてのデザインはアーキテクチャから始
まります。ハードウェア開発の初期段階で、
ソリューションのアーキテクチャを定義しま
す。このアーキテクチャはシステム要件に対
応し、ハードウェア内でどのように要件をイ
ンプリメントするかを詳しく定義する必要が
あります。アーキテクチャはシステムごとに
異なり、システムはアプリケーションごとに
異なりますが、多くのアーキテクチャには同
じようなアーキテクチャ ブロックが使用され
ています。頻繁に必要となるハードウェア モ
ジュールは、一般的な HDL モジュールと同
じ方法で再利用できます。
　図 1 にアーキテクチャ全体の例、図 2 
に電源アーキテクチャの例を示します。サイ
ドバー（補足記事）には、FPGA ベースのシ
ステムをデザインする際の一般的な注意事
項を掲載しています。

デバイスの選択
　開発者がまず直面するのは、数多くの製
品の中から自分の設計に最適な FPGA を
選ぶという課題です。デバイスの選択を規定
する多くの要因があります。最初の、そして
最も重要な要因は、FPGA 内で利用可能な
リソースは何か、それは必要な動作周波数で
希望する機能をインプリメントするのに十分
かどうかということです。
　これらのパラメーターに基づいて適切なサ
イズの FPGA を選び、それに対してさらに
選択基準を適用すると、適切なデバイスの
数はかなり絞られます。他の要因として考え
られるのは、DSP スライスまたは乗算器、

内蔵プロセッサ、高速シリアル リンクなど、
システムに必要な追加のリソースです。これ
らのリソースの提供状況により、デバイスの
選択の幅はさらに絞られます。多くの場合、
リソースのリストからデバイスのサブファミリ
を選択できます。たとえば、ロジックが必要
な場合は Spartan®-6 LX、あるいは高速
シリアル リンクが必要な場合は Spartan-6 
LXT が適切です。
　デバイスに必要な入力と出力の数は、デバ
イスの選択とパッケージの選択の両方に影
響を与えます。同じデバイスが、異なる数の
ユーザー I/O を備えた複数のパッケージで
提供されています。この場合、アップグレー
ド パスを考慮に入れて、選択したファミリ内
の多くのデバイスに共通するフットプリント
を選択することをお勧めします。
　デバイスを選択する際は、動作環境も考
慮に入れる必要があります。たとえば、コマー
シャル グレードのコンポーネントで十分なの
か、産業用、医療用、または自動車用の部
品が必要なのかを検討します。場合によって
は、防衛グレードまたは航空宇宙グレードの
コンポーネントが必要な場合もあります。
　また、コンフィギュレーション アーキテク
チャも考慮に入れる必要があります。SRAM 
ベースの FPGA はうまくアプリケーション
に適合するでしょうか、あるいはザイリンク
スの Spartan-3AN シリーズのように不揮
発性ソリューションの方が適しているでしょ
うか。デザインのセキュリティも見落とせま
せん。セキュリティを要求するアプリケーショ
ンでは、データ ストリームに対するリード
バックの防止と暗号化を検討すべきです。
　そのアプリケーションが量産型のデザイン
か、一度限りの特注の宇宙飛行用デザインか
を問わず、コンポーネントのコストは常に重
要な要因になります。目標となるコスト予算
を決めて、その達成に努める必要があります。
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PCB に FPGA を組み込んだデザインでは、
FPGA の機能の定義にとどまらず、独自の
課題に対処する必要があります。
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測を採用してください。FPGA の電力要件
を決めたら、それらをシステムの全体的な
電力バジェットに統合し、それに基づいて電
力アーキテクチャを決定します。
　大きな電流が必要とされるシステムでは、
DC/DC スイッチング コンバーターを利用し
て全体的な効率を維持し、ユニットの熱設
計の複雑化を防ぐことをお勧めします。低め
の電流要件でノイズ フリーが特に求められ
るシステム ( すなわち、高速シリアル リンク
またはノイズの影響を受けやすい A/D コン
バーターおよび D/A コンバーター コンポー
ネント用の電力レールを供給するシステム ) 
では、リニア電圧レギュレータをインプリメ
ントし、フィルターを追加する必要がありま
す。どのような場合でも、問題のデバイスの
データ シートを徹底的に理解する必要があ
ります。
　FPGA のデザインが完了したら、ザイリ
ンクス ISE® デザイン スイートの XPower 
Analyzer を使用して詳細な電力予測を実
行できます。この手順は、電源アーキテクチャ
を完成させるのに役立つはずです。

　上記のパラメーターの多くは、システムに
使用されるほかのデバイスを選択する際にも
重要です。特に重要な基準は、同じ電圧レー
ルで動作するコンポーネントを選択し、電源
アーキテクチャを簡素化することです。
　また、デザイン内のコンポーネントのレベ
ルをできる限り下げる必要があります。すべ
てのメーカーのコンポーネント データ シー
トには、問題のデバイスの電気的ストレスの
絶対最大定格と動作定格が記載されていま
す。絶対最大定格をわずかに下回る電気的
ストレスでデバイスが動作するようなシステ
ムを設計した場合、システムが推奨動作条
件の範囲外で動作するため、デザインの信
頼性は低下します。この問題は、最終アプリ
ケーションによっては、人体に危害を及ぼす、
目的を果たせない、品質の評価が下がるな
ど、あらゆる損害をもたらします。信頼性の
高い機器を生産するには、デザインにかか
る電気的ストレスを軽減する必要がありま
す。したがって、アプリケーションに合った
デバイスを選ぶ際は、デバイスが受ける電気
的ストレスを考慮に入れるべきです。
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電源アーキテクチャ 
　デバイスの選択後、プロジェクトの成功に
次に重要なのは電源アーキテクチャの選択
ですが、その重要性はしばしば見落とされ
ています。現在の FPGA は、0.9 ～ 1.5V 
のコア電圧を使用します。高性能 FPGA の
場合、デバイスのコンフィギュレーション完
了後のクロッキング時の動的電流以外にも、
かなり大きな静止電流を必要とすることが
あります。
　したがって、デザインの電力予測は非常に
重要です。プロジェクトの初期段階で電力
予測を実行し、適切なサイズの電源アーキ
テクチャを選ぶ必要があります。ザイリンク
スが提供している電力予測スプレッドシート
は、http://www.origin.xilinx.com/prod-
ucts/design_tools/logic_design/xpe.
htm からダウンロードできます。このスプ
レッドシート内で、選択したデバイスに対す
る、FPGA リソースのクロック レートとト
グル レートおよび環境パラメーターを選択
できます。選択に迷った場合は、楽観的で
はなく悲観的な態度をとり、慎重な方の予
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図 1 – 代表的なシステム アーキテクチャの全体図
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　さらに、ボード上のデバイスの電源デカッ
プリングにも注意する必要があります。現在
のデバイスのスイッチング速度は、電源の電
圧レギュレーション速度よりも数倍高速にな
ります。デカップリング キャパシタを使用し
ない場合、この状況では、レギュレータが
電圧の維持を試みても電力レールの低下を
招くことがあります。理想的には、デカップ
リング キャパシタの値は、このキャパシタと 
PCB プレーン間容量を合わせたインピーダ
ンスができるだけ 0.1Ω 以下 (100kHz ～
1GHz の範囲 ) になるように選択してくださ
い。この性能を達成するには、それぞれ異
なる自己共振周波数を持つ、さまざまなデ
カップリング キャパシタ値を使用する必要
があります。一部のデバイスでは電源電圧
変動除去比 (PSRR) が動作周波数とともに
低下する傾向がありますが、この手法によ
り、PSRR が低いデバイスでも最善のパ
フォーマンスが得られます。
　最後に、追加の電圧レール数を最小限に
抑えて、ソリューションの複雑性を軽減して
ください。また、電力レールのシーケンシ
ング（投入順序）やランプ レートにも注意
して、ユーザー ソリューションが条件を満た
すようにする必要があります。

クロックとリセット ツリー 
　システムが動作するには少なくとも 1 つ
のクロックが必要です。通常は希望周波数
の電圧がロジックレベルのオシレーターを
使用します。オシレーターを選択する際は、
多くの要因を考慮に入れる必要があります。
主なパラメーターは、オシレーターの出力
周波数と安定性です。オシレーターの安定
性は通常は百万分率 (PPM) で表されます。
代表的な値は +/-50PPM または +/-100
PPM です。
　高速シリアル リンクの駆動または A/D 
コンバーターや D/A コンバーターへのク
ロック供給に使用するオシレーターには、低
位相ノイズと低ジッターが要求されます。ノ
イズとジッターを抑制することが重要です。
低ノイズでは高速リンクのビット エラー 
レートが小さくなりますし、他方高ノイズ、
高ジッターでは A/D コンバーターや D/A 
コンバーターのノイズ フロアが増加し、S/N 
比が低下します。
　出力信号規格も検討する必要があります。
LVDS や LVPECL などの差動信号では、
シングルエンドの LVCMOS または LVTTL 
出力よりもノイズ耐性が向上します。差動信
号では電磁波干渉 (EMI) の問題も軽減さ

れ、立ち上がり時間と立ち下がり時間が高
速化します。一方、差動信号ではシングルエ
ンド出力に比べて位相ノイズ性能が低下する
ことがあります。高性能システムは、主要な
クロック ソースとして正弦波オシレーター
を使用し、位相ノイズとジッターの影響を軽
減します。A/D コンバーターと D/A コン
バーターにクロックを供給する場合は、この
方法が特に重要です。
　FPGA は内部で複数のクロック ドメイン
をサポートするため、現在ではシステムがク
ロック ドメインを 2 つ以上持つことがよく
あります。設計者は、DLL、DCM、または 
PLL などの内部クロック リソースによって
も必要な周波数分割（分周）を達成できな
い場合、通常は 1 つの高速クロックと 1 つ
のより低速なクロックを使用します。また、
さまざまなプロトコルやアルゴリズムがそれ
ぞれ異なるクロック周波数を必要とする場
合は、デザイン内に複数のクロックとドメイ
ンを作成します。図 3 に代表的なクロック 
ツリーを示します。
　多くの FPGA デザインでは、リセット信
号を多数のデバイスに接続し、システムの電
源投入または ( たとえば押しボタンによる ) 
コマンドの発行後にデバイスを正しく初期化
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図 2 – 代表的な電源アーキテクチャ
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えることがあります。
　シグナル インテグリティにも注意する必
要があります ( なお、終端までの最大トレー
ス長を決めるのは、信号周波数ではなくエッ
ジ レートです )。大半の FPGA はオンチッ
プ終端をサポートし、個別のコンポーネント
の必要性を低減しています。もちろん、こ
の手法は、プリント回路基板のスタックアッ
プを制御インピーダンスとして定義した場
合にのみ有効です。

機械的および熱的な考慮事項
　ハードウェア技術者は、開発プロジェクト
に関わる機械技術者と緊密に協力して、物
理ボード アウトラインやコネクタの位置など
を決める必要があります。現在の FPGA は
非常に高温になることがあるため、発熱対
策が不可欠です。このことは機械設計にも
影響を与えます。希望の動作環境を得るた
めに、おそらく強制通気 ( ファン ) または熱
伝達ストラップとヒートシンクが必要になり
ます。
　苛酷な環境で利用されるアプリケーション
では、衝撃と振動のレベルを考慮する必要
があり、機械設計上は PCB の配置に制約
が増えます。使用するツール セットに応じて、
機械技術者と PCB 技術者の CAD システ
ム間で DXF ファイルの情報をやり取りし、
ボード アウトライン（ボードの外形）、キー
プアウト ゾーン（配置禁止区域）、スカイラ
イン（部品の高低）などで意見が対立しない
ようにチェックする必要があります。

PCB のレイアウト 
　PCB のレイアウトは、システムに必要な
デザイン性能を実現するための最も重要な
条件です。あらゆる高性能システムで、ボー
ドは制御インピーダンス型のマルチレイヤー 
PCB となります。そのためには、PCB レ
イアウト技術者と PCB メーカーの間で話
し合ってボードのスタックアップを決める必
要があります。制御インピーダンス型ボード
のインプリメントには、ボードのスタックアッ
プと、対応するトレース幅とトレース間々隔
が非常に重要です。大半の高性能システム
では、マイクロストリップとストリップライン
の両方を正しく計算し、シングルエンド信号
で 50Ω、差動信号で 100Ω の制御イン
ピーダンスを提供する必要があります。これ
により、ハードウェア技術者は、オンチップ
終端または個別の終端を使用してすべての

する必要があります。リセット信号には規則
性がないため、デザイン内で把握が困難な
多くの問題を引き起こすことがあります。電
力レールが動作範囲に達すると、ボード上の
オシレーターが機能し始めますが、オシレー
ターが安定するには時間がかかります。した
がって、電圧レールが上昇し、オシレーター
が安定するまで、ボード上のリセット信号を
アサート状態にすることをお勧めします。
　FPGA 内ではリセット信号のファンアウト
数が高くなる傾向があります。したがって、
グリッチや EMI が原因でシステムが誤って
リセットされないように、リセット信号を厳
しくフィルタリングすることをお勧めします。
　FPGA デザインでは、リセット信号が本
当に必要なデバイスにのみ、リセット信号を
接続するように注意してください ( なお、
SRAM を使用する場合、FPGA のレジス
タと RAM はコンフィギュレーションの過程
で初期化されることがあります )。また、
FPGA 内では、リセットの解除によってメタ
ステーブル（不安定状態）イベントが発生し
ないように注意してください。クロック エッ
ジの近くでリセットが解除されると、メタス
テーブル状態が発生します。したがって、リ
セット信号とすべてのクロック ドメインを正
しく同期させることが重要です。
　クロックとリセット信号は適切な入力スタ
イルに割り当ててください。クロックはグ
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ローバルまたはローカル クロック リソース
に割り当てることができます。ハードウェア
技術者と FPGA 技術者は、緊密に協力して
適切なグローバル リソースを使用する必要
があります。

I/O 規格とシグナル インテグリティ 
　FPGA は各種のシングルエンド I/O 規格
と差動 I/O 規格をサポートします。デバイ
スの I/O のプランニングと、バンキング 
ルールの維持が重要な課題です。このデザ
イン段階では、FPGA 技術者とハードウェ
ア設計者の緊密な連携が必要になります。
　I/O のデザインではまさに、電圧レール
の数とインターフェイスの種類を最小限に抑
えることの利点は明らかです。回路図のデザ
インを完了するか、Mentor Graphics 社
の I/O Designer などのツールを使用して
デバイスの I/O のプランニングを完了した
ら、ザイリンクスの PlanAhead ™ ツール
などを使用してピンの割り当てをいったん停
止し、I/O バンキング ルールや配置の違反
がないかをチェックできます。高速シリアル 
リンク (HSSL) の使用時には、このツール
が特に便利です。これは、HSSL 用電源ピ
ンの周囲のユーザー I/O が使用されていな
いことを確認する必要があるからです。そう
しないと、電源レールにノイズがカップリン
グされ、リンクのパフォーマンスに影響を与
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図 3 – 代表的なクロック ツリー
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伝送ラインを正しく終端できます。
　スタックアップ内では、電圧プレーンとリ
ターン プレーンを互いに近づけて、容量性
カップリングを生成することが重要です。こ
の構成により、プレーン間の PCB 基材が
デカップリング キャパシタのように機能し、
デカップリング性能が向上します。図 4 に、
代表的なインピーダンス制御型マルチレイ
ヤー PCB のスタックアップを示します。
　この段階では、レイアウト技術者に対して
一連の制約を指定する必要があります。こ
れらの制約に従ってコンポーネントを配置
し、アナログ信号とデジタル信号を分離で
きます。このリストは、デザイン内のバスや
信号のグループ化と長さマッチングの制約
も指定します。このとき、信号のフライト 
タイムも指定しておくと、レイアウト作業に
便利です。
　さらに、PCB 内の信号間のクロストーク
にも注意してください。信号トレースを適切
に分離して、同じレイヤー上の信号の数を減
らすこと、またストリップライン構造内の上
下のレイヤーの信号はクロストークの発生源
になるため、長距離の並行配線を避けること
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が重要です。できるだけプレーン間のイン
ピーダンス制御型レイヤーを垂直配線また
は水平配線として宣言し、異なるレイヤー上
のトラックの長距離並行配線を避けること
をお勧めします。PCB 上の 2 本のトレー
スの間隔を広げると、クロストークが減少
します。経験則として、トレースの間隔をト
ラック幅の 3 倍以上に保つことが挙げられ
ます。クリティカルな信号では、この距離を
トラック幅の 5 倍から 7 倍に広げてくだ
さい。
　アナログ信号とデジタル信号はできるだ
け遠くに離してください。また、できるだけ
別個のアナログ リターンおよび電源を使用
してください。デジタル信号もアナログ信
号も、ほかのプレーンをリファレンス（参照）
して配線しないでください。戻り電流パス
が複雑になり、システム パフォーマンスが
低下します。
　プレーンの入力を終えたら、レイアウトの
完了に向けた重要な段階として、Mentor 
Graphics 社の HyperLynx SI および PI 
などのツールを使用して、完成したデザイン
のシグナル インテグリティとパワー インテ
グリティを検証します。この検証は反復的な
プロセスです。FPGA コアは高い電流を要
求するので、必要な電圧性能を得るために
調整が必要なプレーンの数が多くなるため、
特にパワー インテグリティの検証は反復的
なプロセスになります。図 5 に大規模な高
性能 FPGA の PI シミュレーションの結果
を示します。

テストの問題
　ボードとパフォーマンスのすべての要件の
達成状況をどのように検証するかを検討する
必要があります。大半のデジタル デバイスお
よびドライバーのインフラストラクチャと相
互接続は、JTAG コントローラーとバウンダ
リ スキャン テストでテストできます。ただし、
電源回路、クロック回路、リセット回路のパ
フォーマンスも検証する必要があります。テ
スト ヘッダーまたはテスト ポイントを電圧
レール出力に接続すれば、すばやく簡単に
電源アーキテクチャをチェックできます ( テ
スト ポイントの短絡に備えて、必ず直列抵
抗を使用して電流を制限してください )。非
常に低い値の抵抗 (mΩ レベル ) を使用し
て、FPGA およびサポート デバイス側で発
生する電流のダウンストリームを確認できま
す。同様に、クロック バッファーを使用した

デザインにスペア出力が存在する場合は、ク
ロックのテストができるようにこの出力を正
しく終端することをお勧めします。
　FPGA の DONE ラインのステータスを
表示するデバッグ LED や、アプリケーショ
ンが使用するその他の LED は、ボードの
立ち上げ時のデバッグ作業に非常に役に立
つことがあります。
　場合によっては、ロジック アナライザー 
ヘッダーまたはパターン ジェネレーター ヘッ
ダーをボードに追加する必要があります。こ
れらのヘッダーは、オープン レイヤー テスト
だけでなく、ユニットを筐体に格納した状態

で行われるシステム テストでも、簡単にアク
セスできることを確認してください。
　ザイリンクスの ChipScope ™ ツールなど
は、FPGA の機能とインターフェイスのデバッ
グに役立ちます。また、高速シリアル リンク
のビット エラー レートを計算できます。
　システム ハードウェア内の FPGA のデザ
インでは、多くの興味深い課題に対処する
必要があります。この作業には多くのツール
を利用でき、多くのデータ シートとユーザー 
ガイドが参考になりますが、最も肝心なの
は、システムの基本的なハードウェア要素に

ついて確実に理解することです。
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1. FPGA それ自体 : システム要件と機能から、FPGA のサイズ、テクノロジ、スピー
ド グレードが決まります。その他のパラメーター ( 高速シリアル リンク、内蔵プロ
セッサなど ) によって、FPGA の選択肢が絞られます。

2. 電源アーキテクチャ : 電源アーキテクチャの評価では、必要な電圧レールの数、
ソリューション全体の効率、および ( 特にノイズの影響を受けやすいアプリケーショ
ンでは ) 電圧レール上のノイズを考慮に入れる必要があります。

3. コンフィギュレーション : 現在の FPGA には、コンフィギュレーション データの
格納に大容量の不揮発性メモリが必要です。メモリ デバイスのコンフィギュレーショ
ンには複数の方法があり、デザインに最適な方法を選ぶ必要があります。

4. JTAG ポートとチェーン : FPGA とコンフィギュレーション メモリのコンフィギュ
レーションには、JTAG ポートとチェーンが必要です。JTAG は、製造後のハードウェ
アのバウンダリ スキャン テストによる生産上の問題の特定にも使用されます。

5. クロックとリセット ツリー : デザインが正しくリセットされるように、FPGA デザ
インに必要な各種のクロックとリセット ツリーを提供する必要があります。

6. アプリケーション固有のインターフェイス : デザインによっては、このソリューショ
ンとシステム内のほかのコンポーネントが通信できるように、イーサネット、PCI 
Express ™、CAN、RS422 または RS232 などの通信リンクがインターフェイス
に組み込まれます。

7. アプリケーション固有のデバイス : ほとんどのデザインは、通常は個別のデバイス
も使用され、FPGA にインターフェイスされます。よく使用されるデバイスは A/D コ
ンバーターと D/A コンバーターです。

8. アプリケーション固有のメモリ : メモリ デバイスを使用して、画像処理システムの
画像オーバーレイなど、処理中の大量のデータやアプリケーションのコンフィギュレー
ション データを格納します。例として、高容量メモリ (ダブルデータレートまたはクアッ
ドデータレート SRAM) や、停電時にデータを保持する不揮発性メモリ ( フラッシュ
または FRAM デバイスなど ) が挙げられます。

9. 動作環境 : このパラメーターに注意して、適切なグレードのコンポーネントを選択
します。

ハードウェア デザインにおける 9 つの注意事項
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