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FPGA / CPLD評価ボード モジュール

■ 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

※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。

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。

Virtex®-5搭載の新製品

ハーフ
カードサイズ

XCM-113シリーズ

Virtex®-5 FFG676 搭載ブレッドボード

RoHS指令対応品

■ XC5VLX30-1FFG676C、XC5VLX50-1FFG676C、
XC5VLX85-1FFG676C または XC5VLX110-1FFG676Cを搭載

■ ユーザI/O 128本
■ 3.3Ｖ単一電源動作

DDR2
SDRAM

Kintex®-7搭載FPGAボード

RoHS指令対応品

XCM-022シリーズ

Kintex®-7 FBG484搭載ブレッドボード

■ XC7K70T-1FBG484C または XC7K160T-1FBG484Cを搭載
■ トランシーバとメモリ搭載
■ ユーザI/O 100本
■ 3.3Ｖ単一電源動作、電源シーケンサ搭載

Rocket
I/O SIF40クレジット

カードサイズ
DDR3
SDRAM MRAM

■ XC7K70T-1FBG484C または
XC7K160T-1FBG484Cを搭載

■ メモリ搭載
■ ユーザI/O 100本
■ 3.3Ｖ単一電源動作
電源シーケンサ搭載

■ XCM-022から高速トランシーバ
部分を除いた製品です

DDR3
SDRAM MRAMクレジット

カードサイズ

XCM-022Wシリーズ

Kintex®-7 FBG484搭載ブレッドボード

■ XC7K70T-1FBG484C または 
XC7K160T-1FBG484Cを搭載

■ シンプル構成
■ ユーザI/O 100本
■ 3.3Ｖ単一電源動作
電源シーケンサ搭載

■ XCM-022からメモリと高速トラン
シーバ部分を除いた製品です

XCM-022Zシリーズ

Kintex®-7 FBG484搭載ブレッドボード

クレジット
カードサイズ

RoHS
指令対応品

RoHS
指令対応品

RoHS指令対応品

■ XC7K70T-1FBG484C または XC7K160T-1FBG484Cを搭載
■ ユーザI/O 128本
■ 3.3Ｖ単一電源動作、電源シーケンサ搭載

DDR3
SDRAM

ハーフ
カードサイズ

Rocket
I/O

XCM-112シリーズ

Kintex®-7 FBG484搭載ブレッドボード

RoHS指令対応品

■ XC7K70T-1FBG484Cを搭載
■ ユーザI/O 100本
■ USB経由でFPGAコンフィギュレーション
■ USBポートによりPCとUSB通信が可能
■ 5Ｖ単一電源動作、電源シーケンサ搭載

DDR3
SDRAM MRAM HI-SPEEDクレジット

カードサイズ
USB
Config

USB
Comm

EDX-008
Kintex®-7 搭載USB-FPGAボード

LCD

RoHS指令対応品

UTL-021シリーズ

タッチパネル付き5″カラーLCDモジュール

■ 3.3V 単一電源動作
■ 内蔵圧電ブザーにより発音
可能

■ プラスチック製ベゼル付き
■ I/F コネクタはTerasic 社
のディスコン品（TRDB-LTM）
に準拠したピンレイアウト

■ 外形寸法 
139 x 100 x 10 [mm] 
(W x H x D)

■ 黒とグレーの2モデル

5.0”

RoHS指令対応品

■ 3.3V 単一電源動作
■ LCD コントローラ
 (セイコーエプソン社  
 S1D13781)

■ 内蔵圧電ブザーにより発音
可能

■ プラスチック製ベゼル付き
■ 外形寸法 
94 x 78 x 9.5 [mm] 
(W x H x D)

■ 黒とグレーの2モデル

UTL-024シリーズ

タッチパネル付き3.5″カラーLCDモジュール

3.5”

RoHS指令対応品

■ 3.3V 単一電源動作
■ LCD コントローラ
(セイコーエプソン社
 S1D13781)

■ 内蔵圧電ブザーにより発音
可能

■ プラスチック製ベゼル付き
■ 外形寸法
139 x 100 x 10 [mm] 
(W x H x D)

■ 黒とグレーの2モデル

UTL-025シリーズ

タッチパネル付き5″カラーLCDモジュール

5.0”

実験用ボードCameraLink
UTL-023
当社ACM/XCM-2シリーズ
にCameraLink用コネクタ
を接続するためのボード
です。
電源付きユニバーサルボー
ドZKB-106をベースに
CameraLink入力用コネク
タとCameraLink出力用
コネクタおよび、LCD表示モジュールUTL-021用のI/O
コネクタを装備しています。

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

　Xcell Journal は、本四半期で発刊 25 周年を迎えます。このニュースレターは 1988 年の発刊
当時、今は亡き偉大な Peter Alfke を発行人とする 8 ページの慎ましい体裁でしたが、 FPGA と
呼ばれる画期的な新しいデバイスを提供する小さな新興企業から 10 億個のトランジスタで構成され
る All Programmable デバイスのダイナミックな大手メーカーへと変貌していくザイリンクスの成長
と軌を一にして、大きな成長と進化を遂げてきました。ザイリンクスの顧客が過去 30 年間で世界中
の 20,000 ブランド以上へと広がったように、現在 Xcell Journal は世界中に 50,000 人を超え
る購読者を擁し、英語、中国語、日本語の 3 カ国語で発行されています。前四半期の Xcell 
Journal 英語版のダウンロード回数は 10 万回を超え、その記事は世界の多くの一流業界誌に掲載
されました。
　Xcell Journal の幅広い読者層は、ザイリンクスのテクノロジが広く普及していることを証明して
います。このことは、ザイリンクスの顧客や従業員を基盤とする多くの寄稿者の皆様の高い能力と、
ザイリンクスのテクノロジを使用した、生活向上に資する素晴らしい製品の開発経験を共有しようと
する高い意欲を証明するものでもあります。ザイリンクスは、このような成功を基盤として、お客様
に最新の開発状況をさらに詳しくお伝えするため、Xcell ブランドの幅を広げて、「Xcell Daily」 
(http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/bg-p/Xcell) と呼ぶ新しいブログのサービスを
始めました。
　「Xcell Daily」 は、筆者の長年の友人で同僚であり、現在はザイリンクスの戦略マーケティングおよ
び事業計画担当取締役を勤める Steve Leibson によって運営されます。Steve は 1990 年代に

『EDN』の編集長を勤めた後、『Microprocessor Report』の編集長に就任しました。その後彼は
業界誌の編集を離れ、プロセッサ IP の新興企業である Tensilica 社でコンテンツ マーケティング
を担当した後、Denali Software 社、Cadence 社に在籍しました。Steve は IC 設計業界で初め
てブログを活用した人物の 1 人であり、長年にわたって『EDN』に連載された「Leibson's Law」
など、いくつかの有名ブログを執筆してきました。
　「Xcell Daily」 では、Steve とその寄稿者が、ザイリンクスとユーザー コミュニティーの最新情報
を読者の皆様に毎日お知らせします。毎週月曜から金曜まで、頻繁にサイトをチェックされることを
お勧めします。読者の皆様は、Steve に連絡して、定期または単発の記事を投稿することもできます。
もちろん、Xcell Journal の購読、記事の寄稿も歓迎いたします。この数年 Xcell Journal は電子
版のみで印刷版を発行していませんが、優れた技術記事が次々と寄稿されるおかげで、読者数と内容
の深さ、幅広さの面で成長し続けています。Xcell Journal を優れたものにするのは皆様なのです。

Xcell Journal の 25 周年を記念して
ブログ「Xcell Daily」のサービス を開始

Mike Santarini 
発行人

http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/bg-p/Xcell
mailto:mike.santarini@xilinx.com
mailto:kazuo.akiyama@xilinx.com
mailto:tomoko.suto@xilinx.com
http://japan.xilinx.com/publications/xcellonline/index.htm
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Xilinx’s UltraFast Methodology: 
A Formula for Generation-Ahead Productivity
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C O V E R  S T O R Y

　過去 40 年にわたる IC プロセス技術のたゆみ
ない進化の下、エレクトロニクス業界は、現在私
たちが利用している多種多様な製品を生み出して
きました。シリコン プロセス技術の進化は、電子
機器の技術革新にとって極めて重要でしたが、同
時に学界と EDA 業界が取り組んできた各種ツー
ルの急速な進化がなければ、こうした技術革新も
可能ではなかったでしょう。1970 年代のトラン
ジスタ レベルの SPICE シミュレーションから現
在の高度な 10 億ゲート システム レベルの統合
デザイン環境に至る進化は、本当に驚くべきもの
です。しかし、同じくらい驚異的であるにもかか
わらず、設計手法の進化がエレクトロニクスの革
命に果たした重要な貢献は見過ごされがちです。
　設計チームは世界中の高度なシリコンや優れ
たツールを利用できますが、確固たる設計手法を
確立していなければ、期限内に製品を供給し、ビ
ジネスの成功に結び付けることは困難です。優れ
た設計手法があれば、設計期間を短縮して高品質
の製品を期日までに供給できるだけでなく、ビジ
ネスの長期的な成功のカギとなる、予測可能で
反復可能な設計サイクルを確立できます。つまり、
シリコンとデザイン ツールの進化を十分に活用
するには、設計手法の継続的な進化が必要不可
欠なのです。

Vivado Design Suite ツールを
対象とした実践的手法は、
予測可能で反復可能な結果を
保証します。

   http://japan.xilinx.com/    5 
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　ザイリンクスは、お客様のさらなる生産
性向上と　次世代イノベーションの展開を
サポートするため、 各種の賞を受 賞した
Vivado® Design Suite を使用してザイリ
ンクスの 28nm 7 シリーズ製品ファミリお
よび今後の 20/16nm UltraScale ™ 製
品ファミリにデザインをインプリメントする
設計チーム向けの UltraFast ™ 設計手法
を発表しました。
　Vivado Design Suite のプロダクト 
マーケティング担当シニア ディレクターであ
る Ramine Roane によると、この新しい
設計手法は、従来の手法の根本的な転換で
はなく、業界のエキスパートからベスト プ
ラクティスを厳選し、それらを有効な手法に
まとめ上げることで、予測可能な結果への
迅速な到達を可能にするものです。これら
のベスト プラクティスには、ボードのプラ
ンニング、デザインの作成、デザインのイン
プリメンテーションおよびクロージャ、プロ
グラミング、ハードウェア デバッグのすべて
の内容が含まれます。
　「UltraFast 設 計手法により、Vivado 
Design Suite とザイリンクス All Pro-

grammable デバイスの最先端テクノロジ
をフルに活用して、生産性の向上と予測可
能な設計サイクルの短縮を実現し、製品の
市場投入を迅速化できます」と Roane は
述べています。
　UltraFast 設計手法は、競合他社を 1 世
代先へリードするザイリンクスの技術力の一
端を示すものです。ザイリンクスは、業界で
最高のデバイスと最先端のツール スイート
を提供するだけでなく、最も包括的な設計
手法も提供します。
　ザイリンクスは、UltraFast 設計手法の
普及を促進するため、設計手法マニュアル
を無償で公開しています。『Vivado Design 
Suite 向け UltraFast 設計手法ガイド』 
(UG949) では、ボードの選択と RTL デ
ザインからインプリメンテーションと最終デ
バッグまで、この設計手法全体を順を追っ
て解説します。このドキュメントには、デザ
イン フロー全体を通してエンジニアをガイ
ドするように設計された包括的なチェック
リストが含まれています。さらに、Vivado 
Design Suite の 2013.3 リリースでは、
設計手法の多くの要素 ( リンティングなど ) 

が自動化され、「メソドロジ」および「タイ
ミング」と呼ばれる新しい DRC ルール 
デックが追加されています。
　Vivado Design Suite の新しいバー
ジョンには、HDL および XDC テンプレー
トも含まれており、合成およびインプリメ
ンテーション フェーズで構築による最適化
の結果品質 (QoR) を可能にします。またザ
イリンクスは、一連の自習用ビデオをイン
ターネット上に無償で公開するとともに、
世界各地で公式トレーニング コースを開講
しています。

迅速な収束を可能にする設計手法
　Roane.Roane によると、UltraFast 設
計手法の主なテーマは、結果品質に大きな
影響を与えるデザイン クロージャをデザイン 
フローのフロント エンドに引き上げることに
あります ( 図 1 を参照 )。この方法で、構築
による修正デザインへの迅速な収束が可能
となります。「フローの早い段階で的確な情
報に基づく決定を下せば、インプリメンテー
ション フェーズで長いサイクルを効果的に削
減できます」と Roane は述べています。

C O V E R  S T O R Y

Impact on QoR
100x 10x 1.2x 1.1x

PCB /
Planning

Device/IP
selection

Implementation
closure

Config., bring-up
debug

Reduced design cycle time and cost

Start closure at the front end of the design flow

– Faster iterations
– Higher impact on quality of results (QoR)

IP integration, RTL design,
verification

図 1 - フローの初期にクロージャを達成し、結果品質の飛躍的な改善と設計時間の短縮を実現
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　Roane によると、このプロセスは Vivado 
Design Suite によって実現されます。
Vivado Design Suite は、デザイン エン
トリから IP インテグレーション、RTL 合
成、インプリメンテーション ( 最適化、配置、
物理的最適化、配線 )、ブリングアップに
至るまで、デザイン フローの各段階でソー
スへのインタラクティブなデザイン解析とク
ロスプローブを実行できる、プログラマブ
ル業界唯一のツールです。「従来のツールで
は、完全にインプリメントされたフロアプ
ランのプロセスの最後まで、設計者は問題
を発見できませんでした」と Roane は述
べています。「デザインが予想どおりに機能
しない場合、問題の原因の手がかりがほと
んどないままに最初の設計手順に戻るしか
なく、多数の長い反復ループが必要になり
ます。」
　このクロスプローブ / 解析機能を実現す
る カ ギ と なった の は、Vivado Design 
Suite の統一されたデータ モデルです。「こ
の統一されたデータ モデルにより、デザイ
ン フロー全体にわたって同じ解析ルーチン
とクロージャ ルーチンを使用できます」と 
Roane は述べています。「複数の段階で (イ
ンメモリでも) デザインを修正でき、ソース
またはほかのデザイン ビューに戻ってトラ
ブル エリアをクロスプローブできるため、

これは従来のデザイン スイートに比べて大
きな利点となります。ザイリンクスは、統一
されたデータ モデルの設計を拡張し、数
百万個のロジック セルで構成されるハイエ
ンド デバイスに対応しました。それに対し
て、競合ツールは、ミッドレンジ デバイス
のレベルで既に頓挫し始めています。」
　UltraFast 設計手法による迅速な設計収
束の好例として、「ベースライニング」の概
念が挙げられます。

ベースライニングによるタイミング 
クロージャの迅速な収束
　「ベースライニングとは、ほとんどの場合に
最大の問題となる内部 Fmax に注目するこ
とで、設計プロセスの収束を迅速化する手
法です」と Roane は述べています。「これ
によって、ユーザーとツールを誤った方向に
導く可能性がある、複雑で非常にミスが起こ
りやすい I/O 制約やタイミング例外の処理
に時間を費やすことを避けられます。ベース
ライニングでは、フリップフロップ パスに
焦点を合わせて、最も簡単な制約から収束
プロセスを開始します。次に、問題がクロッ
ク パスにあるかデータ パスにあるか、イン
ターコネクトの遅延にあるかロジックの遅延
にあるかに応じて、定義された修正を適用
し、解析を再実行します。」

　ベースライン XDC を使用してタイミング
をクローズしたら、設計プロセスはほぼ完了
です。次に、I/O インターフェイス制約を追
加する必要があります。「誤ったタイミング
問題が発生するのを避けるには、これらの制
約が適切であることが重要です」と Roane 
は述べています。
　「この理由で、たとえば、ソース同期の中
央にアライメントされた DDR I/O 制約に対
する XDC テンプレートを用意しています。
必要に応じて、タイミング例外を用いて制約
を微調整したり、若干のフロアプランを実行
したりできます。ただし、例外が効果的なの
は、対応するパスがクリティカルである場合
に限られます。同様に、必要以上にデザイン
のフロアプランを実行すると、有益というよ
りも有害となることがあります。」
　ただし、Roane によると、ベースライニ
ングはサインオフ制約の代わりにはなりま
せん。「ベースライニングを利用した場合で
も、全部の制約に対してデザインを検証す
る必要はあります。」
　また、UltraFast 設計手法は、元のサイ
ンオフ制約に到達する詳細な手順を示しま
す。Vivado ツールは、タイミング パス、
クロック ネットワーク、クロック間の相互
作用などを解 析するための多数のバッチ 
ルーチンとグラフィカル ルーチンにより、

C O V E R  S T O R Y

Baselining: A Technique for Rapid Design Closure

Baseline XDC
(internal Fmax)

Complete XDC
(include I/O)

Sign-off XDC
Complete constraints.

Exeption, floorplan only if needed

図 2 – ベースライニングによる迅速なタイミング クロージャ
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このタスクを自動化します。この新しいタ
イミング DRC ルール デックも、デザイン
内の制約とクロック ネットワークのリンティ
ングに使用できます。

VIVADO DESIGN SUITE 向け 
ULTRAFAST 設計手法ガイド
　UltraFast 設計手法をよく理解するに
は、最初に『Vivado Design Suite 向け 
UltraFast 設計手法ガイド』をお読みにな
ることを推奨します。 このガイドは全 6 章
で構成され、第 1 章ではガイドの内容の紹
介、第 2 章ではデザイン スイート フロー
の推奨事項を示します。第 3 章～第 6 章
では、UltraFast 設計手法のベスト プラク
ティスを詳しく説明します。
　第 3 章では、ボードとデバイスのプラン
ニングについて説明し、PCB レイアウト、
クロック リソースのプランニングと割り当
て、I/O プランニングのデザイン フロー、
FPGA の消費電力、システムの依存関係に
関する推奨事項を示します。UltraFast 設
計手法では、ボード設計のやり直しを避け
るため、ザイリンクス パワー エスティメー
ターを 使 用して、割り当てられた電 力バ
ジェットに合ったアーキテクチャを調べて見
つけるための概要を説明しています。
　この章では、デザイン プロジェクトの初
期段階における適切な I/O プランニングの
重要性を強調し、ボード プランニングと連
携して ( 少なくとも整合性を維持しながら ) 
I/O プランニングを実行するように推奨し
ています。I/O プランニングとボード プラ
ンニングの整合性を保てないと、プロセス
の後半でシステム レベルのタイミングや電
力分配の問題が生じることがあります。ま
たこの章では、さまざまな電力モード、消
費電力 / 温度解析の推奨事項、PCB の冷
却に関する注意事項についても説明します。
また、マルチダイ デバイスであるザイリン
クス All Programmable 3D IC を接続す
るインターポーザーには独自の要件がある
ため、デザイン プロジェクトで All Pro-
grammable 3D IC をインプリメントする
際の I/O に関する推奨事項も記載されて
います。
　第 4 章「デザインの作成」では、まず、
堅固なデザイン階層の作成とデザインに最
適な IP コアの選択のための戦略とヒント
を示し、それに続く各セクションでは、実

践的な RTL コーディングのガイドラインを
示します。制御信号と制御セット、RAM と 
ROM の推論、適切な DSP の推論と算術
的推論のコーディング、シフト レジスタと
ディレイ ラインのコーディング、すべての推
論されたレジスタ /SRL/ メモリの初期化
に関するセクションがあります。この章に
は、パラメーターの属性と制約に関するセ
クションや、クロッキングとインスタンシ
エートするか推論するかの選択に関するセ
クションも含まれます。
　「設計者がどのように HDL を記述する
かによって、合成機能がどのようにロジッ
クを推論するかに大きな差が出てきます」
と Roane は述べています。「コーディング 
スタイルが適切であれば、デザインはアー
キテクチャ内のハード ブロックを使用して
高い周波数の動作に対応します。ザイリン
クスでは、お客様がこれらのリソースをフ
ルに活用してデザイン全体を高速化できる
ように、これらのコンポーネント ( 特に 
RAM、シフト レジスタ、DSP リソース ) 
の推論に役立つテンプレートを提供してい
ます。これらのテンプレートは Vivado 
Design Suite 2013.3 に組み込まれて
います。」
　この章のもう 1 つのハイライトは、高い
信頼性、パフォーマンスの向上、消費電力
の最 適化を実現するコーディング手法を
個々に解説した 3 つのセクションです。各
セクションに示した制約に関する推奨事項
に従って、Vivado Design Suite の統一さ
れたデータ モデルを上手に利用できます。
　セクション「高い信頼性を実現するコー
ディング スタイル」では、クロック ドメイ
ン クロッシング ( 同期および非同期 )、非
同期リセット、組み合わせループの回避に
関する推奨事項を示します。セクション「パ
フォーマンスの向上」では、ファンアウト
が大きいクリティカル パスとレジスタの複
製に関する推奨事項、デザインにパイプラ
インをインプリメントする際の注意事項を
示します。セクション「消費電力を改善する
コーディング スタイル」では、実証済みの
データパスおよびクロック ゲーティングか
ら、ゲーティング エレメントの最大化や制
御セットの抑制などの細かい推奨事項ま
で、デザインに利用できるさまざまな省電
力化手法を検討します。
　第 5 章では、合成から配線までのインプ

リメンテーション フローに焦点を合わせま
す。この章では、最初にインプリメンテー
ション、合成属性、ボトムアップ フローの
利点の概要について説明します。既に述べ
たように、この章ではタイミング解析につ
いて詳細に検討し、タイミング クロージャ
のためのベースライニングの概念を紹介し
ます。それに加えて、タイミング クロージャ
のセクションでは、起こり得るさまざまな
タイミング問題に対してどのように対処す
るべきかについての重要な推奨事項を示し
ます。また、タイミングが消費電力に及ぼ
す影響についても説明します。
　最後の章となる第 6 章では、コンフィ
ギュレーションとデバッグについて説明しま
す。この章の前半では、ビットストリームを
生成し、ザイリンクス All Programmable 
ターゲット デバイスにビットストリームを
プログラミングする際の最善の手法につい
て順を追って説明します。後半では、フロー
の複数の段階でデザインをデバッグする際
のベスト プラクティスを主に示します。こ
のセクションでは、HDL インスタンシエー
ションによるデバッグ プロービング フロー
をどのようにインプリメントするか、また
ネットリストの挿入によるデバッグ プロー
ビング フローをどのように使用するかにつ
いて説明します。さらに、ターゲット デバ
イスにデザインをロードした後でそのデザ
インをデバッグする場合の戦略も示します。
　このガイドの付録では豊富な追加リソー
スが提供されますが、その中で最も重要な
ものは、UltraFast 設計手法のチェックリ
ストです。このチェックリストは、デザイン 
プランニングからハードウェア デバッグま
で、設計サイクルの各段階で考慮に入れる
べき事項を簡潔にまとめたものです。「デザ
イン上の決定が下流に影響を及ぼしそうな
一般的な分野に関する長い質問のリストが
含まれています」と Roane は述べていま
す。チェックリストにはガイド内の記述や外
部の資料へのリンクが含まれ、リンク先で
は特定のデザイン上の問題に関する的確な
説明が読めます。このチェックリストは、ダ
ウンロード可能なスプレッドシートの形式
でも提供されます。

ULTRAFAST 設計手法のサポート 
　ザイリンクスは、これらのベスト プラク
ティスを非常に便 利な『Vivado Design 
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Suite 向け UltraFast 設計手法ガイド』に
すべて収録した上で、UltraFast 設計手法
の推奨事項の多くを Vivado Design Suite 
2013.3 リリースに組み込みました。Vivado 
Design Suite は、2013.3 リリースで 
UltraFast 設計手法とタイミング DRC 
ルール デックをサポートし、設計サイクルの
ガイド機能を強化するとともに、構築による
修正デザインに最適な HDL と制約のテン
プレートを備えています。
　さらに、ザイリンクスの世界各地のトレー
ニング スタッフとアライアンス メンバーの
エコシステムが、UltraFast 設計手法を積
極的にサポートしています。
　たとえば、Blue Pearl Software 社は、
同社の Analyze RTL リンティング ツール
にザイリンクスの UltraFast デザイン ルー
ルを追加しました。「Blue Pearl 社のツー
ルは、UltraFast 設計手法で定められた 
RTL ガイドラインを自動化しています」と 
Roane は述べています。「このツールは、
言語リンティングの実行以外に、適切なタ
イプのリセットの使用や、ザイリンクスの
ビルトイン ブロックの最適な推論が可能な 
RAM または MAC のコーディングなど、
ザイリンクス デバイスで最適な QoR を実
現するコーディング スタイルを強制的に適
用します。」
　ザイリンクスは、サードパーティ提供の 
EDA のサポート以外に、自社の IP コアの
テストを積極的に実施し、UltraFast 設計
手法および DRC への適合性を確実なもの
にしています。また、アライアンス メンバー
の IP ベンダーにも、同じガイドラインへの
適合性を確認することを積極的に推奨して
います。
　最後に、ザイリンクスは、ザイリンクスお
よび世界各地のパートナー企業によって実
施される一連のトレーニング クラスを開講
しています。また、UltraFast 設計手法の 
新しい QuickTake ビデオも公開していま
す。さらに、すべての新しいザイリンクスの
ビデオに UltraFast ガイドラインを組み入
れています。
　『Vivado Design Suite 向け UltraFast 
設計手法ガイド』 (UG949) の PDF 版の
ダウンロードおよび UltraFast 設計手法の
詳 細 は、http://japan.xilinx.com/prod-
ucts/design-tools/ultrafast/index.
htm をご覧ください。
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XCELLENCE IN NEW APPLICATIONS

新しいリコンフィギャラブル ハードウェア アクセラレータは、
MapReduce プログラミング フレームワークに基づき
アプリケーションの処理を高速化します。

Accelerate Cloud Computing with the Xilinx Zynq SoC

クラウド コンピューティングを加速する
ザイリンクス Zynq SoC
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　ストリーミング ビデオ、ソーシャル ネットワーク、
クラウド コンピューティングなどの新しいウェブ ア
プリケーションは、数千台のサーバーをホスティング
するウェアハウス規模のデータ センターへのニーズ
を生み出してきました。データ センターや他のコン
ピューター クラスター内で大量のデータ セットを処
理する主要なプログラミング フレームワークの 1 つ
に、MapReduce フレームワークがあります [1]。
MapReduce は多数のノードを使用して大量のデー
タ セットを処理するプログラミング モデルです。
ユーザーが「Map」関数と「Reduce」関数を指定し、
MapReduce スケジューラーがそれらのタスクを複
数のプロセッサに配分します。
　MapReduce フレームワークの主な利点の 1 つ
は、それが異なる各種のプロセッサで構成されるヘ
テロジニアス クラスター内でホスティングできるこ
とです。多くのデータ センターは、インテル Xeon 
プロセッサ、AMD Opteron プロセッサ、IBM Power 
プロセッサなどの高性能な汎用デバイスをベースに
しています。しかし、これらのプロセッサは、アプリ
ケーションの演算量がそれほど多くなく、I/O 処理
の方が多い場合にも、大量の電力を消費します。
　最近では、データ センターの消費電力削減の観
点から、マイクロサーバーが代替プラットフォームと
して注目されています。これらの低コスト サーバー
は、一般的にエンベデッド システムに使用されてい
る電力効率の高いプロセッサ (ARM® プロセッサな
ど ) を搭載しています。マイクロサーバーは、高性能
プロセッサからではなくノード間の I/O 処理能力が
十分な個々のサーバーから多くの利益を得る軽量の
アプリケーションや並列処理アプリケーションを主
なターゲットとしています。マイクロサーバー方式の
利点として、取得コストの削減、フットプリントの縮
小、特定のタイプのアプリケーションにおける高い
電力効率が挙げられます。
　この数年、SeaMicro や Calxeda などの複数の
ベンダーが、エンベデッド プロセッサ搭載のマイク
ロサーバーを開発するようになりました。しかし、
MapReduce フレームワークは、エンベデッド プロ
セッサから複数のリソースを割り当てるため、これら
のプラットフォーム上で動作するクラウド コンピュー
ティング アプリケーションの全体的なパフォーマン
スを低下させます。

X C E L L E N C E  I N  N E W  A P P L I C AT I O N S
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　この問題を克服するため、筆者らのチー
ムは、完 全にプログラム可能 なプラット
フォーム内で ARM コアと効率的に組み合
わせることができる、MapReduce フレー
ムワーク用のハードウェア アクセラレーショ
ン ユニットを開発しました。筆者らが提案
しているスキームの開発と評価のために、
デュアルコア Cortex-A9 プロセッサをオ
ンボードにハードワイヤードしたザイリンク
ス Zynq®-7000 All Programmable 
SoC が選ばれました。

MAPREDUCE ハードウェア 
アクセラレータ ユニット
　MapReduce アクセラレーション ユニッ
トは、Reduce タスクの効率的なインプリ
メンテーションを処理します。このユニット
の主なジョブは、すべてのプロセッサから
生成される中間キー / 値のペアを結合する
ことと、新しいキーの挿入とキー / 値のペ
アの更新 ( 累算 ) のための高速アクセスを
提供することです。筆者らは、共有バスを
介してマルチコア プロセッサに拡大できる

一つのコプロセッサとして、MapReduce 
アクセラレータをインプリメントしました。
マルチコア SoC 内部のアクセラレータの
ブロック図を図 1 に示します。
　図に示すように、ハードウェア アクセラ
レータ ユニットは、デュアルコアの ARM 
Cortex ™ -A9 プロセッサを搭載した Zynq 
SoC に組み込まれます。各コアは専用の命
令レベル キャッシュとデータ レベル キャッ
シュを持ち、それぞれが共有インターコネク
ト ネットワークを使用してペリフェラルと

X C E L L E N C E  I N  N E W  A P P L I C AT I O N S
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図 1 – MapReduce ハードウェア アクセラレータのブロック図
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通信します。アクセラレータは、インターコ
ネクト ネットワークに接続された高性能バス
を介してプロセッサと通信します。プロセッ
サはキーと値を放出し、MapReduce アク
セラレータはアクセラレータの特定のレジス
タにアクセスすることによってそれらのキー
と値を更新する必要があります。Map タス
クが終了したとき、アクセラレータは既にす
べてのキーの値を累算しています。プロセッ
サは、キーだけをアクセラレータに送信し、
レジスタから最終的な値を読み出すことで、
キーの最終的な値を取得します。このよう
に、筆者らが提案しているアーキテクチャは、
更新する必要があるキー / 値のペアを含む
ノンブロッキング トランザクションを共有
バスに送信することによって、MapReduce 
処理を高速化します。

プログラミング フレームワーク
　図 2 に、ハードウェア アクセラレータを
使用した MapReduce アプリケーションの
プログラミング フレームワークを示します。
元のコードでは、Map ステージがキー / 値

のペアを放出し、Reduce ステージが CPU 
の数クロック サイクルを費やしてこのキー
を検索し、新しい値を更新 ( 累算 ) します。
それに対して、MapReduce アクセラレー
タを使用すると、Map ステージがキー / 値
のペアを放出するだけで、MapReduce ア
クセラレータがすべてのキー / 値のペアを結
合し、関連するエントリを更新するので、
Reduce 関数は不要になります。
　Linux 上で動作するアプリケーション レ
ベルからハードウェア アクセラレータへの通
信は、メモリ マップ (mmap) システム コー
ルを使用して行われます。mmap システム 
コールを使用して、指定されたカーネル メ
モリ領域をユーザー レイヤーにマップしま
す。これにより、ユーザーはメモリ マップ中
に指定された属性に基づいてメモリの読み出
しまたは書き込みを実行できます。
　制御ユニットを使用してこれらのレジスタ
にアクセスし、キー / 値の要素の更新をシ
リアル化します。キー / 値のペアは、アプ
リケーションの要件に基づいて構成可能な
メモリ ユニットに格納されます。メモリ ブ

ロックには、キーと値およびタグとして使用
される数ビットが含まれます。これらのタグ
は、メモリ ラインが空かどうか、有効かど
うかを指定します。キーにインデックスを付
ける処理を高速化するために、ハッシュ モ
ジュールが最初のキーをメモリ ブロックの
アドレスに変換します。
　現在の構成では、メモリ構造は 2,048 
個のキー / 値のペアを格納するように設計
されています。各キーは最大 64 ビット長 
(8 文字 ) で、値は最大 32 ビット長です。
メモリ構造の合計容量は 2,048 × 104 
ビットです。最初の 64 ビットは、ハッシュ
関数を使用してヒットかミスかを比較するた
めのキーを格納します。次の 8 ビットはタ
グに使用され、次の 32 ビットは値を格納
します。現在の構成では、キーの最大値は 
64 ビットで、ハッシュ関数を使用してキー 
(64 ビット) をメモリ アドレス (12 ビット) 
にマップします。

CUCKOO ハッシング
　ハッシュ関数はキーにインデックスを付け
る処理を高速化できますが、2 つの異なる
キーが同じハッシュ値を持つ場合、競合が
発生することがあります。筆者らは、この
問題に対処するため、ハッシュの競合を解
決する最善の手段として cuckoo ハッシン
グを選択しました。cuckoo ハッシング [2] 
は、ハッシュ関数を 1 つだけ使用する代わ
りに 2 つのハッシュ関数を使用します。新
しいエントリが挿入されると、そのエントリ
は第 1 のハッシュ キーの位置に格納され
ます。その位置が占有されている場合、古
いエントリは第 2 のハッシュ アドレスに移
されます。空のスロットが見つかるまで、こ
のプロシージャが繰り返されます。( ルック
アップはハッシュ テーブル内の 2 つの位置
を調べるだけで済むため) このアルゴリズム
ではルックアップ時間 O(1) は一定に保た
れますが、挿入時間はキャッシュ容量 O(n) 
によって異なります。プロシージャが無限
ループに入った場合は、ハッシュ テーブル
は再構築されます。
　cuckoo ハッシング アルゴリズムは、各
ハッシュ関数につき 2 つのテーブル T1 
および T2 ( 各テーブルのサイズは r) を使
用してインプリメントされます。テーブル 
T1 にハッシュ関数 h1、テーブル T2 に
ハッシュ関数 h2 が使用され、T1 と T2 の
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Original Code:
Map{

Emit_Intermediate(key, value);
}
Reduce(key, value){

search(key);
update(key, value);

}

Accelerator code:
Map{

Emit_Intermediate_Accel(key,value);
}
…
Emit_Intermediate_Accel(key,value)
{

mmapped_addr = mmap(MapReduce_Accel);
send(mmapped_addr + 0x4, key);
send(mmapped_addr + 0x8, value);

}

図 2 – プログラミング フレームワーク
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アドレスが生成されます。すべての要素 x 
は、ハッシュ関数 h1 または h2 を使用し
てテーブル T1 または T2 に格納されます 
( すなわち、T1[h1(x)] または T2[h2(x)])。
したがって、ルックアップは簡単です。ルッ
クアップするそれぞれの要素 x について、
ハッシュ関数 h1 および h2 を使用して

テーブル T1 および T2 内の 2 つの可能
性のある位置をチェックするだけです。
　要素 x を挿入するには、T1[h1(x)] が空
かどうかを確認します。T1[h1(x)] が空であ
れば、この位置に要素 x を格納します。空
でなければ、T1[h1(x)] 内の既存の要素 y 
を x で置き換えます。次に、T2[h2(y)] が

空かどうかを確認します。T2[h2(y)] が空
であれば、この位置に要素 y を格納します。
空でなければ、T2[h2(y)] 内の要素 z を y 
で置き換えます。次に、T1[h1(z)] 内に z 
を配置できるかどうかを確認します。空の
位置が見つかるまで、この操作を繰り返し
ます。
　元の cuckoo ハッシング論文 [2] では、
一定の回数試行しても空の位置が見つから
ない場合、テーブル内のすべての要素を再
ハッシュするように推奨しています。筆者ら
のソフトウェアの現行バージョンでは、演算
がこのようなループに入ると、演算を停止し、
関数呼び出しに 0 を戻します。この場合、
関数呼び出しは再ハッシュを開始するか、あ
るいは元のコードと同様に、ソフトウェア 
メモリ構造に特定のキーを追加するかを選
択します。
　筆者らは、MapReduce アクセラレータ
用の cuckoo ハッシングを図 1 に示すよう
にインプリメントしました。2 つのブロック 
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図 3 – 全体的なシステムのスピードアップはアプリケーションに応じて 1.23 ～ 1.8 倍に向上

表 1 – プログラマブル ロジック リソースの割り当て
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RAM を使用して、2 つのテーブル T1 お
よび T2 のエントリを格納します。これら
の BRAM は、キー、値、タグを格納します。
タグ フィールドでは、1 ビットを使用して
特定の行が有効かどうかを指定します。キー
を BRAM のアドレスにマップする簡単な 
XOR 関数に基づいて、2 つのハッシュ関数
を使用します。BRAM へのアクセスが必要
になるたびに、ハッシュ テーブルを使用し
てアドレスが生成され、2 つのコンパレー
タが、BRAM 上にヒットがある ( すなわち、
ハッシュ キーと RAM 内のキーが一致し、
有効ビットが 1 になっている ) かどうかを
示します。制御ユニットがメモリへのアクセ
スを調整します。制御ユニットは、cuckoo 
ハッシングを実行する有限ステート マシン 
(FSM) としてインプリメントされます。

パフォーマンスの評価
　筆 者らは、提 案するアーキテクチャを 
Zynq SoC 内にインプリメントしました。具
体的には、Phoenix MapReduce フレーム
ワークを Linux 3 上でエンベデッド ARM 
コアにマップしています。プロセッサは、キー
/ 値のペアを更新する必要が生じるたびに、
特定の関数呼び出しによって情報を送信し
ます。システムのパフォーマンス評価には、
ハードウェア アクセラレータを利用して実
行されるように修正された、Phoenix フ
レームワークの 3 種類のアプリケーション 
(WordCount、Linear Regression、
Histogram) を使用しました。
　筆者らが提案しているスキームは構成変
更可能であり、アプリケーションの要件に基
づいて調整できます。Phoenix MapReduce 
フレームワーク アプリケーションのパフォー
マンス評価では、4K メモリ ユニット ( 各 
BRAM に 2,048 個ずつ、合計 4,096 個
のキー / 値のペアを格納可能 ) を備えたア
クセラレータを構成しました。各キーの最
大サイズは 8 バイトです。
　表 1 に MapReduce アクセラレータの
プログラマブル ロジック リソースを示しま
す。ご存知のように、このアクセラレータは
基本的にメモリを多用する構成であり、有
限ステート マシンとハッシュ関数に使用さ
れる制御ユニットは、デバイスのごく一部を
占めるにすぎません。
　図 3 に、元のアプリケーションの実行時
間と、MapReduce アクセラレータを使用

したアプリケーションの実行時間の比較を
示します。測定結果はいずれもザイリンクス 
Zynq SoC のデザインに基づくものです。
　WordCount の場合、元のアプリケーショ
ンでは、Map タスクはワード数をカウント
し、そのデータを Reduce タスクに転送し
ます。Reduce タスクは、すべてのキー /
値のペアを収集し、各キーの値を累算しま
す。アクセラレータを使用する場合、Map 
タスクはワード数をカウントし、そのデータ
を高性能 AXI バスを介して MapReduce 
アクセラレータ ユニットに転送します。キー
/ 値のペアは ( プロセッサごとに異なる ) レ
ジスタに格納され、アクセラレータはメモ
リ構造にアクセスして各キーの値を累算し
ます。

プロセッサの解放
　実行時間が短縮される理由は次のとおり
です。元のコードでは、Reduce タスクは
まずキー / 値のテーブルをロードしてから、
テーブル内を検索して必要なキーを見つける
必要があります。値を累算した後、Reduce 
タスクはキーをメモリに戻して再び格納しな
ければなりません。MapReduce アクセラ
レータを利用すると、このタスクがプロセッ
サから解放されるので、MapReduce アプ
リケーションの総実行時間が短縮されます。
cuckoo ハッシング (O(1)) によってキーの
検索時間はアクセラレータの持ち分となるの
で、キー / 値のペアの更新中にプロセッサ
がブロックされることはありません。
　図 3 に示すように、全体的なスピードアッ
プは 1.23 ～ 1.8 倍に向上します。高速化
の度合いは、各アプリケーションの特性に
よって異なります。マップ関数が複雑な場合
は、MapReduce アクセラレータによる高
速化の効果は小さくなります。実行時間全
体のごく一部が割り当てられるような簡単な
マップ関数のアプリケーションでは、総実行
時間の大部分は Map 関数と Reduce 関数
間の通信に使用されるため、大幅な高速化
が可能です。したがって、このような場合、
MapReduce アクセラレータは非常に大き
な効果を発揮します。その上、MapReduce 
アクセラレータを利用すると、プロセッサ内
で作成される新しいスレッドの数が少なくな
るため、コンテキスト スイッチの回数も減
少し、実行時間の短縮につながります。た
とえば、WordCount の場合、コンテキス

ト スイッチの平均回数は 88 から 60 に減
少します。
　MapReduce フレームワークは、マルチ
コア SoC とクラウド コンピューティング 
アプリケーションの両方のプログラミング 
フレームワークとして広く使用できます。筆
者らが提案しているハードウェア アクセラ
レータを使用すると、ザイリンクス Zynq 
SoC などのマルチコア SoC プラット
フォームと MapReduce フレームワークに
基づくクラウド コンピューティング アプリ
ケーションの総実行時間は、アプリケーショ
ンの Reduce タスクが高速化されること
によって短縮されます。Zynq SoC プラッ
トフォームによるクラウド コンピューティ
ングの高速化の詳細は、主執筆者である 
Christoforos Kachris 博士にお問い合わ
せいただくか、 www.green-center.wee-
bly.com をご覧ください。
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XCELLENCE IN WIRELESS COMMUNICATIONS

Zynq SoC Forms Foundation for LTE Small Cell Basestations

フェムトセルやピコセルなどのスモール セル デザインに
ザイリンクスの Zynq-7000 All Programmable SoC
を使用すれば、これまでにないレベルの統合、柔軟性、
低消費電力を実現できます。

Zynq SoC で LTE スモール セル
基地局の基盤を構築

 16  Xcell Journal 85 号



　スモール セルは、認可された周波数帯域で運用され、
モバイル通信事業者によって管理される低消費電力の
無線基地局です。スモール セルには、フェムトセル ( 通
信範囲 100 メートル以内 ) からピコセル、マイクロセ
ル、メトロセル ( 最大通信範囲数百メートル ) に至るさ
まざまなタイプがあります。現在のスモール セル シス
テムの中枢部は、FPGA や DSP デバイス、そして絶え
間なく進化を続けるワイヤレス標準に準拠したネット
ワーク プロセッサおよびホスト プロセッサの組み合わ
せで構成されています。次世代のスモール セル システ
ムは、これらのエレメントをシステム オン チップ (SoC) 
に統合し、急速に集積度を高めています。
　通信事業者は、スモール セルを使用して、家庭や企
業、大都市および近郊の公共空間における携帯電話の
通信範囲と容量を拡張できます。ますます多くの顧客
が、自宅や職場などどこにいても、固定電話回線が利
用できる状況でも、携帯電話の使用を望んでいます。
彼らは外出先のあらゆる場所で自由に通信ができ、革
新的なモバイル データ サービスを十分な帯域幅で楽
しめることを期待しています。
　データの大部分は屋内で利用され、その量はますま
す増えているにもかかわらず、屋内ではマクロセルの
電波が非常に微弱なことがあります。このため、スモー
ル セルは、通信範囲と容量へのニーズの補完に大きな
役割を果たします。またスモール セルは、通話途切れ
を減らし、データ レートを上げることで、エンド ユー
ザーの体験の質を改善します。一方、事業者にとって、
スモール セルは、施設賃貸、保守管理および電力コス
トの削減を通じて、設備投資および運用コストの削減
に貢献します。
　ザイリンクスの Zynq®-7000 All Programmable 
SoC は、プロセッサのソフトウェア プログラマビリ
ティと FPGA のハードウェア プログラマビリティを組
み合わせて、比類なきレベルのシステム性能、柔軟性、
拡張性を提供するとともに、消費電力の削減、コスト
削減、Time-to-Market の短縮という大きなシステム 
メリットをもたらします。Zynq SoC はソフトウェアと
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ハードウェアの両面でプログラム可能なた
め、従来の SoC プロセッシング ソリュー
ションに比べて卓越したプログラマビリティ
と差別化を可能にします。一方、標準的な 
SoC はソフトウェアのみがプログラム可能
で、デザインの柔軟性と差別化が大きく制
約され、進化を続けるワイヤレス標準への

適応力も限定されます。 

ZYNQ SOC は
LTE スモール セルに最適
　Zynq SoC に搭載された高性能プログラ
マブル ロジックと ARM プロセッサは、現
在および次世代のワイヤレス機器に見られ
る送信帯域幅のとめどない拡大に対応した
デザインを可能にします。設計チームは、プ
ロトコル スタックを Zynq SoC のプロ

セッシング システムにインプリメントし、そ
の動作を確認できます。動作速度が遅すぎ
ると感じたら、Vivado® Design Suite の
高位合成 (HLS) ツールを使用して、その
コードを Verilog または VHDL に変換し、
Zynq SoC のプログラマブル ロジック内で
実行できます。これにより、一部の機能を 
700 倍にも高速化できる上、プロセッサの
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図 1 – 上の図のように従来は 3 つのチップ ( マルチコア SoC、ASSP、小規模 FPGA) を必要としていた
スモール セル基地局のデザインが、1 つの Zynq-7000 SoC で可能に
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のハードウェア アクセラレーションを提供
しますが、これは競合製品に対する大きな
差別化要因になりそうです。Zynq SoC 
ファミリは、ワンチップ インプリメンテー
ションで複数の導入シナリオに対応できる
可能性があります。
　ザイリンクスは、現在の Zynq SoC シリー
ズのプロセッシング機能が優れているので、
非常に大容量のスモール セル向けには、ラ
ジオ +  L1 ベースバンドを PL にインプリ
メントし、関連するタイミングおよび制御を 
PS にインプリメントすることを提案してい
ます。付随のプロセッサは、上位層のプロト
コル スタックとバックホール トランスポー
ト管理を処理します。
　図 1 の上の図に、一般的な 2x2 (2T2R) 
LTE スモール セル デザインを示します。こ
のようなデザインの部品表 (BOM) は、一般
的に、マルチコア SoC、ASSP (DFE 用 )、
小規模 FPGA ( それ以外のロジックおよびメ
モリ用 ) の 3 つのチップで構成されます。下
の図では、すべての機能が 1 つの Zynq 
SoC デバイス (Z-7045 など ) に統合さ
れ、デュアルコアの ARM Cortex-A9 プロ
セッサが LTE L2/L3 スタックを実行して
います。LTE L1 は、IPSec、暗号化処理、
RoHC などを L2 からオフロードするための
ハードウェア アクセラレーションとともに、
FPGA ファブリック上に統合されます。FPGA 
ファブリックには、デジタル フロント エンド 
(DPD、DUC、DDC、CFR) も組み込まれま
す。ワンチップ デザインの採用により、チッ
プ間のレイテンシが短縮され、パケット処理
が最適化されます。その結果、BOM コスト
は 25% 削減でき、システム パフォーマンス
は 2 倍に向上され、総消費電力は 35% 削
減可能となります。
　LTE スモール セル基地局のデザインには、
低コスト、低消費電力、高度の統合、高い信
頼性が要求されます。これらの目標を達成す
るには、全機能の統合、拡張性、柔軟性が非
常に重要です。デュアルコアの ARM プロセッ
サ サブシステム、高いシステム パフォーマン
スと低消費電力のプログラマブル ロジックを
特長とする Zynq-7000 All Programmable 
SoC は、現在および将来のスモール セル基
地局の要件を満たす費用対効果に優れたソ

リューションと言えます。

処理能力をほかのタスクの高速処理に振り
向けられるため、全体的なシステム パフォー
マンスが大きく向上します。
　多くのスモール セルは冷却ファン無しに
動作させる必要があるので、ほとんどのス
モール セルには温度条件が指定されていま
す。Zynq SoC は非常に低消費電力であり、
ファンが不要なだけでなく、高価なヒートシ
ンクも不要になります。またザイリンクスは、
パワー アンプの効率を高める無線用 IP コ
アも用意しています。この IP コアを使用す
ると、スモール セル システムの消費電力を
さらに削減できます。
　ザイリンクスは、各種の OS およびプロ
トコル上で動作する多数のコンピューター
およびデバイスを接続するヘテロジニアス 
ネットワーク (HetNet) の要件を満たすた
めに、All Programmable デバイスの幅広
い製品ラインを供給しています。これらの
製品は、デザインの柔軟性を最大限に高め、
複数の標準および複数の帯域で構成される 
HetNet の要件を 1 つのリコンフィギャ
ラブル デバイスで解決できます。お客様は、
スモール セル アーキテクチャと従来のマク
ロセル アーキテクチャのどちらを設計する
のかに応じて、ザイリンクスのシリコンから
最適なデバイスを選択できます。ザイリンク
スの Zynq SoC デバイスは、ほかのどん
なデバイスよりも高度なシステム統合が可
能なため、特にスモール セル HetNet シ
ステムに最適です。デュアルコアの ARM® 
Cortex ™ -A9 プロセッサは、リアルタイム
処理タスクに必要な処理能力を供給します。
1 つの Cortex-A9 コアがリアルタイム オ
ペレーティング システムの実行と L1 の制
御を行い、もう 1 つの Cortex-A9 コアが
上位層の機能の一部 ( または全部 ) を実行
できます。
　負荷の高いユーザー プレーンの処理は、
ハードウェアでの実行が最適です。ザイリン
クスの広範囲にわたる最適化された LTE 
ベースバンド機能と、エンベデッド 7 シリー
ズ FPGA ファブリックを組み合わせること
で、優れたリアルタイム パフォーマンスをマ
ルチコア SoC よりも少ない消費電力で実現
できます。また、FPGA ファブリックを使用
して L2 ユーザー プレーン機能を高速化し、
ARM プロセッサの作業を解放できます。こ

のため、設計者はファブリック内のハード
ウェアを柔軟に高速化し、上位層のパフォー
マンスを引き上げることができます。この
ファブリックには、デジタル アップコンバー
ジョン/ダウンコンバージョン (DUC/DDC)、
オプションのクレスト ファクター リダクショ
ン (CFR) およびデジタル プリディストーショ
ン (DPD) などのデジタル フロントエンド 
(DFE) 機能も統合できます。このような統
合により、消費電力がさらに削減され、全
体的なエンド ツー エンドのレイテンシが短
縮されます。これは LTE 基地局の設計では

極めて重要な条件です。

スモール セルに適した柔軟性
　ザイリンクスは、ザイリンクス LTE ベー
スバンドと組み合わせて供給可能な、Zynq 
SoC ベースの LTE スモール セル リファレ
ンス デザインを用意しています。あるいは、
必要に応じてお客様が独自の LTE ベースバ
ンドを統合することも可能です。またザイリ
ンクスは、LTE プロトコル スタック、RAN 
セキュリティ、バックホール IPSec、タイミ
ングおよび同期、RoHC (Robust Header 
Compression) などで構成される包括的
なソフトウェア ソリューションも提供して
います。
　Zynq SoC は PCIe® をサポートしてい
るので、LTE スモール セル SoC デザイン
に Wi-Fi を統合するのは簡単です。Zynq 
SoC の高性能なプロセッシング機能と I/O 
は、統合型の無線バックホールを備えた高
性能スモール セル デザインに最適です。さ
らに、JESD204B のサポートにより、LTE 
スモール セル SoC は業界標準規格に基づ
く各種の RF トランシーバーに簡単に接続
できます。
　Zynq SoC は、小 / 中容量のスモール 
セル向けに、統合型 PHY 搭載の高度に
集積されたソリューションを実現します。
このソリューションは、ラジオ + L1 ベー
スバンドをプログラマブル ロジック (PL) 
にインプリメントし、上位層のプロトコル 
スタック、バックホール トランスポート管
理、PHY のタイミングおよび制御をプロ
セッシング システム (PS) にインプリメン
トしたものです。また PL は、容量の最大
化を目的とする一部の上位層の機能のため
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XPERIMENT

Zynq SoC Enables Red Pitaya 
Open-Source Instruments 

Zynq SoC を使用した
オープン ソースの 
Red Pitaya 測定機器の開発

新しい Red Pitaya 構想では、
1 つのプラットフォームから各種の機器を
低コストで簡単に開発できます。

 20  Xcell Journal 85 号



　初期のエレクトロニクス業界では、オシロスコー
プや信号ジェネレーターなどの試験測定機器は出
荷時に機能が固定され、実行するタスクも厳密に
設定された小規模なものに限られていました。過
去数十年にわたり、各メーカーは DSP のプログ
ラマビリティを利用して特定のアプリケーションに
合わせた幅広い機能セットを提供してきました。
しかし、これらの機器のプログラミングと最終的
に決められた機能セットは、製品の出荷前にメー
カーが行ったものに限定されていました。
　現在市販されている機器の大半は、幅広い機能
セットを備えている場合でも、特定のプロジェクト
にちょうど必要な機能を備えているとは限りませ
ん。このことは特に、小規模のサブシステムで構
成される大規模で複雑なシステムの構築に取り組
んでいる ( 測定機器はサブシステムの一部を構成
する )、世界中の研究機関や大学の学際的研究グ
ループで問題となります。こうした場合、設計した
ベンダーの想定よりもはるかにきめ細かなレベル
で機器を使いこなすことが必要不可欠です。通常、
ジッターがほとんどないハード リアルタイム応答
が要求される、2 つ以上の機器サブシステムで構
成される高速フィードバック システムでは、統合
の問題が発生します。多くの場合、統合されたシ
ステムに要求される全体的性能を達成できないの
は、機器へのインターフェイスが不十分であること
が原因です。クローズド ソースで DSP 指向の機
器では、このような問題に対処できません。
　筆者らは Instrumentation Technologies 社
の技術者として、ユーザーがプログラミングとカス
タマイズを行えるオープン ソースの機器 ( たとえ
れば、信号処理プラットフォーム ) の開発を構想し
ていました。この目的のため、オープン ソースの
開発エコシステムによってサポートされる Red 
Pitaya という名前の小型ボードを開発しました。
Red Pitaya システムは、多くの標準的な試験測
定機器を、はるかに低価格の 1 つのリコンフィギャ
ラブル デバイスで置き換える可能性があります。
図 1 に、複数のアナログ入力 / 出力およびデジタ
ル入力 / 出力を搭載した新しい測定 / 信号処理シ
ステムである Red Pitaya のシステム アーキテク
チャを示します。
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システム アーキテクチャ 
　優れた測定機器は、一般的に、アナログ
とデジタルの 2 つのドメインで優れている
必要があります。アナログ ドメインは、ま
すます高周波数域へと移行しながらも、現
在でも測定機器のノイズ フロアと測定パ
フォーマンスを規定しています。一方デジタ
ル ドメインは、高い安定性、ノイズ耐性、
時間不変性のために注目度が高まっており、
標準接続機能との組み合わせによって非常
に複雑な処理を実行する能力があります。
このように、信号処理はますますアナログ
の世界からデジタルへと移行しています。

　新しい信号処理システムの基本的手法で
は、アナログ フロントエンド エレクトロニ
クス側ではできるだけ高い汎用性を確保し、
信号処理チェーンのできるだけ早い段階で
高速 A/D コンバーターを使用して信号をサ
ンプリングします。デジタル側では、信号
処理チェーンのできるだけ遅い段階で信号
を処理して D/A コンバーターに送信し、ア
ナログ バックエンド エレクトロニクス側で
もできるだけ高い汎用性を確保するのがト
レンドです。このようなアーキテクチャでは、
信号処理 / 測定システムの特殊な機能をす
べてデジタル ドメインに集中し、アナログ 

エレクトロニクスの簡素さと高い汎用性を
維持します。大半がデジタル化されたこの
新しいアーキテクチャは、ハードウェアのカ
スタマイズによって複数のアプリケーション
分野にわたる多数のタスクを実行する機会
を大きく広げます。アナログ フロントエン
ドおよびバックエンドの帯域幅と、デジタル 
ドメインのコンピューティング リソース ( 主
に FPGA および CPU リソース ) の制限内
で、どのようなカスタマイズも可能です。
　Red Pitaya 上の信号処理チェーンは、
速度を基準として 2 種類に分けられます。
1 つは、FPGA の極めて高速かつ低ジッター
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図 1 – Red Pitaya のシステム アーキテクチャ
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のハード リアルタイム処理機能を利用した、
帯域幅約 50MHz の信号処理チェーンです。
もう 1 つは、おそらくハード リアルタイム オ
ペレーティング システムが稼働している 
CPU によって実現される、帯域幅約 50kHz 
の信号処理チェーンです。
　筆者らの経験によると、FPGA と CPU 
を信号処理システムの基本ブロックとする
構成は、リコンフィギャラブルな測定機器
に常に成功をもたらしてきました。この組
み合わせにより、高性能な FPGA とプログ
ラムが容易な CPU の間で、信号処理の各
部を非常に自由に分割できます。特に、ほ
ぼあらゆる測定機器は、生のサンプリング 
ポイントから得られる膨大な入力データを、
測定機器の出力ポイント ( たとえば、1000 
ポイントしか保持できないスコープ ダイア
グラム ) に合わせて削減しなければならな
いという問題に直面しています。
　測定結果の代表的な例には、オシロスコー
プの信号プロット、スペクトラム アナライ
ザーの周波数ドメインのプロット、俯瞰カメ
ラの出力の処理によって追 跡されるバス

ケットボール選手の位置座標のストリーム
などがあります。これらの測定結果の出力
はすべて、非常に高い周波数でサンプリン
グされる生の測定機器の入力信号に比べ
て、はるかに少ない量のデータで表現され
ます。したがって、測定機器の入力から得
られるデータを削減して有意義な出力へと
変換することが、測定機器に組み込まれた
デジタル信号処理システムの主なジョブに
なります。
　開発者は信号処理システム上で FPGA と 
CPU の両方が利用可能であれば、DSP 処
理のどの部分を FPGA にインプリメント
し、どの部分を CPU にインプリメントする
かを自由に決められます。それぞれに適し
た処理には若干違いがありますが、どちら
もデジタル信号処理を実行できます。一般
的に、FPGA は簡単な DSP 演算を超高
速で処理できますが、複雑な手続き型の処
理にはやや不向きです。一方 CPU は、低
速ですが、任意の複雑な手続き型処理に最
適です。また CPU は、ウェブ サーバーの
ような標準のインタラクティブ インターフェ

イスを稼 働させるのも得意です。 近年の 
FPGA 開発ツールの大幅な進化にもかかわ
らず、一般的に、FPGA でデジタル構造の 
RTL コーディングおよび合成を行うのに比
べて、CPU 上で動作する手続き型ソフトウェ
アを作成する方が簡単です。
　FPGA と CPU 間で DSP 処理を自由に
分割できることは、性能は限られているが
完全な機能を備えたシステムを迅速にプロ
トタイプ化できるというもう 1 つの利点を
もたらします。DSP の大部分を CPU 上に
インプリメントすれば、開発プロジェクトの
初期段階でプロトタイプのデモが可能とな
り、マーケティング活動に有利です。この戦
略では、プロジェクトの後期段階で DSP 
のうち性能重視の部分を FPGA にスムー
ズに移行し、同じ機能でフルに性能を発揮
する最終製品を完成できます。
　図 2 に、FPGA と CPU 間の DSP ア
ルゴリズムの分割の例を示します。開発サイ
クルの途中で両者の境界を変更することも
可能です。DSP 処理が分割されているの
で、部分的に処理されたデータを FPGA と 
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CPU 間で転送する必要があります。した
がって、処理レイテンシの増大を避けるには、
FPGA と CPU 間のバス スピードが非常に

重要です。

RED PITAYA 
　図 3 に示した Red Pitaya システムは、
ザイリンクス Zynq®-7010 All Program-
mable SoC をベースにしています。Red 
Pitaya は、2 チャネル、125 メガサンプ
ル / 秒の高速信号収集および信号生成機能
を備えており、それらの機能と FPGA ベー
スの DSP 処理を組み合わせて、その中間
にハード リアルタイム フィードバック ルー
プを構成します。このシステムは、高速信号
処理以外に、ザイリンクスの AMS ( アナロ
グ ミックスド シグナル ) テクノロジを利用
した複数の低速 ( 約 100kHz) I/O チャネ
ル ( 図 4) と、複数のデジタル I/O を含ん
でいます。高速シリアル デイジーチェーン コ
ネクタを介して複数の Red Pitaya モジュー
ルをデイジーチェーン接続すると、分散処理
が可能となります。この方法で相互接続さ
れた複数の Red Pitaya サブシステムを使
用して、多数の入力と出力を必要とする複
雑 なシステムを構 築 で きます。CPU は 
Linux オペレーティング システムを実行し、
1000Base-T イーサネット、USB OTG、
Micro SD ストレージおよび USB シリアル 
コンソールなどの標準ペリフェラルをサポー
トします。
　Red Pitaya の初期アプリケーションに
は、2 チャネル、125 メガサンプル / 秒の
オシロスコープ、スペクトラム アナライザー、
信号ジェネレーターおよび PID コントロー
ラーが含まれます。アプリケーションとエコ
システムを備えた Red Pitaya 測定機器
は、2013 年 12 月に発売される予定です。
オープンソースの素晴らしい点は、意欲的な
ユーザーが個々のニーズに合わせてカスタム 
アプリケーションを開発できることです。あ
らゆるオープンソースのカスタマイゼーショ
ンと同様に、おそらく Red Pitaya でも、
変更または刷新された機器やアプリケー
ションはほかのユーザーも利用できそうで
す。さらに多くのアプリケーションが、Red 
Pitaya エコシステムの中で徐々に進化して

いくことが期待されます。
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図 3 – 汎用性の高い Red Pitaya システムのプラットフォーム

図 4 – ザイリンクス AMS テクノロジ (XADC) と PWM ベースの出力の組み合わせ
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　ザイリンクス Vivado® Design Suite のユーザーが増え続け
る中、非展開クロックに戸惑いを感じる方もいらっしゃるようで
す。非展開クロックとは何でしょうか。非展開クロックはどのよう
に関連付けられ、同期されるのでしょうか。非展開クロックを扱
う所定の手法とはどのようなものでしょうか。この記事では、適
切な同期化手法を使用して非展開クロック間のクロック ドメイ
ン クロッシングを安全に行き来する方法を中心に、この問題に
ついて詳しく解説します。
　ザイリンクスは、Vivado ツールのリリースから、業界標準規
格の Synopsys Design Constraints (SDC) 形式のタイミン
グ制約のサポートを導入しました。これにより、タイミング処理
の方法が、ISE® Design Suite ツールから大きく変わりました。
最も根本的な違いは、Vivado Design Suite ではすべてのク
ロックがデフォルトで関連付けられるようになったことです。その
結果、ISE ツールでは制約されなかったタイミング パスが、
Vivado Design Suite では制約されることになります。この制
約により、2 つのクロックが周期的関係を持たない場合、非常に
厳しいタイミング要件が課されることがあります。
　非展開クロックとは、1,000 サイクル以内に互いの周期的関
係を示さないクロックです。Vivado BFT Core のサンプル デ
ザインは、非展開クロックの仕組みを示す良い例です。

ローンチとキャプチャ
　タイミング パスは、ローンチ イベントによって開始され、キャ
プチャ イベントによって終了します。ローンチ イベントは、同期
セルのクロックが非アクティブ状態からアクティブ状態に遷移し
たときに発生します。キャプチャ イベントは、下流の ( キャプチャ
する側の ) 同期セルのクロックが非アクティブ状態からアクティ
ブ状態に遷移したときに発生します。ローンチ イベントからキャ
プチャ イベントまでの時間は、ローンチ イベントの発生後にデー
タがキャプチャ セルのピンの位置で有効になるのに必要な時間
を表すため、「パス要件」と呼ばれます。
　ローンチ クロックとキャプチャ クロックが同じ物理クロック 
ネットである場合、パス要件は単にクロックの周期になります。
たとえば、250MHz クロックの場合、ローンチ セルとキャプチャ 
セルのアクティブ エッジが同じであるとすると ( 立ち上がりエッ
ジから立ち上がりエッジへ、または立ち下がりエッジから立ち下
がりエッジへ )、ローンチ イベントからキャプチャ イベントまで
の時間はちょうど 4ns になります。ローンチ エレメントとキャプ
チャ エレメントのアクティブ エッジが異なる場合は、パスのタイ
ミングをクロック周期の 2 分の 1 にしなければなりません。こ
の場合は立ち上がりエッジから立ち下がりエッジへ、または立ち
下がりエッジから立ち上がりエッジへのクロックの遷移となり、
250MHz クロックでは 2ns のパス要件に相当します。
　ソース クロックとデスティネーション クロックが異なる場合、
タイミング構成はさらに複雑になります。ソース クロックとデス
ティネーション クロックが異なるタイミング パスは、クロック 
ドメイン クロッシング (CDC) パスと呼ばれます。
　ローンチ クロックとキャプチャ クロック間の位相関係が不明な
場合は、パス要件を計算することはできません。既知の位相関係
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クロックの展開の問題は、
ザイリンクス Vivado Design 
Suite のユーザーをしばしば
悩ませていますが、必ずしも
デザインの障害にはなりません。
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が定義されていないため、このようなパスのタイミングは安全では
ありません。安全でないクロッキングは、Vivado Design Suite 
が生成するクロック相互作用レポート内でハイライト表示されます。
ローンチ クロックとキャプチャ クロック間の位相関係がわかってい
る場合は、2 つのクロックが周期的関係を持つかぎり、パス要件
を数学的に推定できます。与えられたローンチ クロックとキャプ
チャ クロックの最小パス要件の算出に使用されるプロセスは、ク
ロック展開と呼ばれます。ただし、2 つの異なるクロックの間に共
通の周期的パターンが常に存在するとは限らないため、2 つのク
ロック間の周期的関係の探索範囲に実際的な制限を課す必要があ
ります。Vivado Design Suite が使用する実際的な制限は 
1,000 クロック サイクルです (2 つのクロックのうち高速な方
で測定 )。クロックを 1,000 サイクル展開しても周期的関係が見
つからない場合、 その 2 つのクロックは「非展開クロック」と呼
びます。
　Vivado Design Suite が 2 つの非展開クロック間で使用するパ

ス要件は、ローンチ クロックとキャプチャ クロックの隣接するアク
ティブ エッジ間の最短時間です。ただし、1,000 サイクルを超えた
ゾーンに、より厳密なパス要件が存在する可能性があることに注意
してください。この理由から、Vivado Design Suite ではこのよう
な 2 つのクロック間の関係を「非展開」と呼んでいます。
　ソフトウェアによる非展開クロックの計算方法をよく理解できる
ように図 1 に示した Tcl スクリプトは、任意の 2 つのクロック レー
トについて立ち上がりエッジから立ち上がりエッジへのパス要件を
計算する展開の詳細を示しています。このスクリプトの出力を図 2 
に示します。この出力は、125MHz と 156.25 MHz で動作する 
2 つのクロックの展開を示しています。
　Tcl スクリプトによって得られた結果を確認するために、Vivado 
BFT Core サンプル デザインを使用してみましょう。BFT Core 
デザインが提供する理想的な設定値を使用して、さまざまなクロッ
ク レートをテストし、2 つのクロックが展開可能かどうかを判断
できます。このコアは、wbClk と bftClk という 2 つの独立した
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図 1 – 展開されたクロックの Tcl スクリプト

図 2 – 125MHz クロックと 156.25MHz クロックのクロック展開
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# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
# Target device : Any family
# Description : 
#   Determine rising-edge to rising-edge setup path requirement for two clocks
# Assumptions :
#   - Clock frequency specified in MHz.
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
# Calling syntax:
#   source <your_Tcl_script_location>/expand_clocks.tcl
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------
# Author  : John Bieker, Xilinx 
# Revison : 1.0 - initial release
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------

proc expand_clocks {clock_freq1 clock_freq2} {

  get_edge_relationship $clock_freq1 $clock_freq2
  get_edge_relationship $clock_freq2 $clock_freq1

}

proc get_edge_relationship {launch capture} {

  set launch_period  [expr [expr round(1000000.0/$launch)]/1000.0]
  set capture_period [expr [expr round(1000000.0/$capture)]/1000.0]

  puts "launch frequency is $launch launch period is [format %.3f $launch_period]"
  puts "capture frequency is $capture capture period is [format %.3f $capture_period]"
  set closest_edge $capture_period
  set capture_edge $capture_period
  set closest_launch_edge 0.000
  set closest_capture_edge $capture_edge
  set terminal_edge [expr 1000 * [expr min($launch_period, $capture_period)]]
  set i 0
  set exit_for_loop 0
  for {set launch_edge 0.000} {$launch_edge < $terminal_edge} {set launch_edge [expr $launch_edge + 
$launch_period]} {
    incr i
    if {[check_edges_aligned $launch_edge $capture_edge]} {
      break
    } else {
      while {[set difference [format %.5f [expr $launch_edge - $capture_edge]]] >= 0.00000} {
        set capture_edge [expr $capture_edge + $capture_period]
        if {[check_edges_aligned $launch_edge $capture_edge]} {
   set exit_for_loop 1
   break
        }
      }
    }
    if {$exit_for_loop == 1} {break}
    puts "loop $i launch edge [format %.3f $launch_edge] capture edge [format %.3f $capture_edge]"
    if {[set tmp [format %.5f [expr $capture_edge - $launch_edge]]] < $closest_edge} {
      set closest_edge $tmp
      set closest_launch_edge $launch_edge
      set closest_capture_edge $capture_edge
    }
  }
          puts "Final loop launch edge [format %.3f $launch_edge] capture edge [format %.3f $capture_edge]"
          puts "WNS Requirement from $launch MHz clock to $capture MHz clock = [format %.3f $closest_edge]"
          puts "Launch edge = [format %.3f $closest_launch_edge] ns"
          puts "Capture edge = [format %.3f $closest_capture_edge] ns"
}

proc check_edges_aligned {edge1 edge2} {
  if {[set difference [format %.5f [expr abs($edge1 - $edge2)]]] <= 0.00100} {
    return 1
  } else {
    return 0
  }
}

図 3 – クロック展開の Tcl スクリプト
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図 4 – 125MHz のローンチ クロックから 156.25MHz のキャプチャ クロックへのクロック展開
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表 1 – クロック展開の例

クロック ソースを備えています。タイミング制約により、wbClk の
周波数は 100MHz、bftClk の周波数は 200MHz に設定されま
す。Vivado タイミング エンジンによって計算される展開関係を見
つけるために、これらのタイミング制約を任意の 2 つのクロック 
レートに変更できます。図 4 に、bftClk を 125MHz、wbClk を 
156.25MHz に設定し、関連するタイミングをレポートした結果を
示します (report_timing -from [get_clocks bftClk] -to [get_
clocks wbClk])。ローンチ エッジ、キャプチャ エッジ、およびタイ
ミング要件が、Tcl スクリプトが予測した結果を裏付けていること
に注意してください。
　表 1 に、前ページ図 3 の Tcl スクリプトを使用して得られた、複
数のクロック レートに対するローンチ エッジ、キャプチャ エッジ、
およびパス要件を示します。

非展開クロックの処理
　非展開クロックは常に非同期クロックとして扱い、適切な同期化
手法 (FIFO、エッジ検出器、シンクロナイザー回路など ) を使用し
て、クロック境界を横断するようにしてください。このような手法
を使 用する場合は、制約内でタイミング例外 ( 通常は、set_
false_path または set_max_delay 例外 ) を使用して、非展開
クロックを処理することを推奨します。
　Vivado Design Suite のタイミング エンジンが使用するパス

要件は、クロック間のエッジ関係によって左右されるため、非展開
クロックについて明確に理解しておくことが重要です。ザイリンク
スでは、開発者がデザイン内のすべての非展開クロックを詳細に検
討し、適切な同期化手法を適用して非展開クロック間のクロック 
ドメイン クロッシングを安全に行き来することを推奨しています。
　ツールとデザイン手法の詳細は、『Vivado Design Suite ユー
ザー ガイド』を参照してください。

　John Bieker は、ザイリンクスに入社する前
は ASIC 設計者として Tellabs 社に 4 年間在
籍していました。1990 年代後半に FPGA の
開発に転じ、RTL デザイン、シミュレーション、
合成、フロアプランを担当しました。FPGA の
デザインに 7 年間携わった後、ザイリンクスの 
SAE チームに参加し、最近 7 年はタイミング 

クロージャとデバイスのフィッティングを中心として幅広いカスタ
マー デザインに取り組んできました。約 2 年前からザイリンクスの
ツールおよびメソドロジ チームに参加し、顧客の Vivado Design 
Suite 導入をサポートしています。John はイリノイ大学シャンペー
ン アーバナ校出身で、電気工学の修士号を取得しています。John 
は、お客様が設計目標に到達できるように、ザイリンクスのツール
の使い方を説明するのを楽しみにしています。
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Implementing Analog Mixed Signal on the Zynq SoC

Zynq SoC 上での
アナログ ミックスド シグナルの
インプリメント

 32  Xcell Journal 85 号



　ザイリンクス Zynq®-7000 All Programmable SoC 
には、2 個の 12 ビット アナログ - デジタル コンバーター 
(ADC) を備えた XADC ブロックが付属しています。これ
らの ADC は、最大 1 メガサンプル / 秒 (MSPS) のサン
プリングが可能で、入力信号の理想的な実効帯域幅は 
500kHz ( 補助入力上では 250kHz) です。XADC は 
17 個の入力と多数の内部電圧および内部温度をマルチプ
レクスできます。デザインで利用できる外部信号用アナロ
グ対応入力のピンが限られている場合は、外部アナログ 
マルチプレクサーを駆動するように XADC を構成し、す
べての入力を希望の順番で順次処理できます。
　XADC はユニポーラ測定またはバイポーラ測定を実行
できるので、デバイスへの各入力は差動入力となります。
17 個の差動入力は、VP/VN と呼ばれる 1 つの専用ペ
アと、アナログまたはデジタル I/O にできる VAUXP およ
び VAUXN と呼ばれる 16 個の補助入力とに分割されます。
入力信号の実効帯域幅は、専用ペアを使用する場合は 
500kHz、補助入力を使用する場合は最大帯域幅 250Hz 
になります。
　XADC のミックスド シグナル性能は非常に高く、データ
シートによると最小 60dB の信号対ノイズ比 (SNR) と 
70dB の全高調波歪み (THD) を実現しています。デバイス
の周囲温度が -55℃ ～ 125℃ の場合は XADC の分解能
は 10 ビット、-40℃ ～ 100℃ の場合は 12 ビットにな
ります。次の式を使用すると、XADC の等価なビット数は 
9.67 となります。

 
ENOB = (SNR–1.76/6.02)

（これらのデバイスの背景にある理論の詳細は、Xcell 
Journal 日本語版 79・80 合併号の記事「FPGA エンジニ
ア ガイド : ADC と DAC の使用法」を参照してください。）
　XADC は、ユーザーが選択可能な平均化機能 (16、
64、または 256 サンプルの平均化 ) により、入力に含
まれるノイズを軽減できます。また、測定されるデバイス

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

Adam Taylor
Chartered Engineer

aptaylor@theiet.org

　この記事は、Adam Taylor 氏による Zynq-7000 All 
Programmable SoC の実践的チュートリアル シリーズ
の 第 4 回に当たります。これまで の 記 事 は、Xcell 
Journal 日本語版 81・82 合併号、83 号および 84 号 
(http://japan.xilinx.com/publications/xcellonline/
index.htm) に掲載されています。Taylor 氏は Xcell 
Journal の常連寄稿者の 1 人であり、今回はデザインの
コミッショニングに関するもう 1 つの記事も寄稿していま
す。Taylor 氏は All Programmable Planet (www.pro-
grammableplanet.com) のブロガーでもあります。

Zynq SoC 内での XADC の
使用により、システム統合を大幅に
強化できます。幸いなことに、
インプリメンテーションは
極めて簡単です。
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ハードウェア インプリメンテーション
　XADC を動作させるには、まず Zynq 
SoC のインプリメンテーションが入ってい
る PlanAhead ™ プロジェクトを開きます 
( 手順については、Xcell Journal 日本語版 
81・82 合併号のカバー ストーリーを参照 )。
作成済みのプロセッサ サブシステムを選ん
でダブルクリックし、Xilinx Platform Studio 
を開きます。プロセッシング システムの修正
は、この XPS 内で行えます。
　XPS を開いたら、プロジェクト ビューの
左側にある [IP Catalog] タブをクリックし、
アナログ メニューの下から [AXI XADC] 
をクリックします。デザインに IP コアを追
加するかどうか尋ねるプロンプトが表示さ
れます。[Yes] をクリックすると、図 1 に
示すような IP コンフィギュレーション ビュー
が表示されます。AXI バス インターフェイス
の最適化に関する複雑な設定に立ち入らな
い場合、ここで設定する内容はそれほど多
くありません。

内部の各パラメーターの最小 / 最大アラー
ム レベルの設定が可能です。

XADC に最適なアプリケーション 
　XADC は、オンボード パラメーター ( 電
圧、電流、温度 ) の簡単なハウスキーピン
グ テレメトリから、タッチ センサー、モーター
制御、または簡単な無線通信プロトコルの
サポートまで、多くのアプリケーションに利
用できます。また、軍用システムやほかのク
リティカルなシステムに使用して、ユニット
に対する不正操作の試みを検出できます。
　XADC の大きな利点の 1 つは、多数のシ
ステム内部パラメーターをモニターし、デザ
インの健康状態を検証できることです。また、
初 期 段 階 で の 検 証を容 易にするために、
Zynq-7000 All Programmable SoC ベー
スのシステム内で XADC を使用し、オン
チップ温度センサーによって記録される温度
と、次の追加パラメーターを測定できます。
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• VCCINT : プログラマブル ロジックの
内部コア電圧

• VCCAUX : プログラマブル ロジックの
補助電圧

• VREFP : XADC の正のリファレンス
電圧

• VREFN : XADC の負のリファレンス
電圧

• VCCBRAM : プログラマブル ロジックの 
BRAM 電圧

• VCCPINT : プロセッシング システムの
内部コア電圧

• VCCPAUX : プロセッシング システムの
補助電圧

• VCCDDR : プロセッシング システムの

ダブルデータレート RAM 電圧

図 1 – Xilinx Platform Studio 内での XADC の追加
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　操作の主な領域は [User] ビューで、プ
ロセッサへの割り込みを含めるか、温度バ
スをイネーブルにするかを指定できます。温
度バスを ( バスがイネーブルにされている
場合 ) メモリ インターフェイス ジェネレー
ターに接続して、タイミングに影響を与えそ
うな温度の情報を取得できます。このシミュ
レーション モニター ファイルは、ISim 内で 
XADC をシミュレートするときに使用され
るファイルです。
　XADC のコンフィギュレーションが完了
したら、IP コンフィギュレーション ビュー
を閉じると、XADC がプロセッシング シス
テムのデザインに追加されます。[System 
Assembly View] 内の [Addresses] タブ
をクリックすると、XADC に割り当てられ
たアドレス範囲が表示されます。アドレス範
囲をロックするには、ティック ボックスをオ
ンにします。
　次の手順では、XADC に接続される外部
ポートの数を設定します。デフォルトでは、

図 2 に示すように、1 個の外部マルチプレ
クサー、16 個すべての補助アナログ入力、
8 個のアラーム出力、1 個の変換スタート
をサポートする XADC が作成されます。
　必要に応じてこれらのポートを削除し、専
用アナログ入力 Vp および Vn と、モニター
する内部チャネルだけを ADC に接続する
ことも可能です。たとえば、ZedBoard は
チャネル 0 およびチャネル 8 上で 2 つの
追加補助アナログ入力をサポートする一方、
XADC 専用の 4 つの GPIO を備えていま
す。これらの GPIO は、必要に応じてアラー
ム出力またはマルチプレクサー出力に接続
できます。外部 I/O を切り離すには、XPS 
内でドロップダウン メニューの [not con-
nected to external ports] オプションを
クリックします。
　一部の補助入力を接続したままにする 
( たとえば、2 つの追加 ZedBoard 入力を
組み込む ) には、システム内に VAUXP およ
び VAUXN チャネルをそのまま残して、RTL 

デザインのトップ レベルでチャネル 0 と
チャネル 8 だけを接続します。これらの補
助入力を組み込んで、その他のポートを外
部ポートから削除するには、図 3 に示すよ
うに、削除する I/O を右クリックして、[no 
connection] を選択します。
　外部接続のコンフィギュレーションが完
了したら、デザイン ルール チェックを実行
します。DRC でエラーが見つからなけれ
ば、XPS を終了して PlanAhead ツール
に戻り、ビットストリームを生成できます。
合成結果を確認してみると、XADC がリ
ソース リストに含まれていることがわかる

はずです。

ソフトウェアの作成 
　インプリメントが完了したら、ボード サ
ポート パッケージを更新するために、この
ハードウェアをソフトウェア 開 発 キット 
(SDK) に再エクスポートする必要があります。
PlanAhead ツール内で、[File] → [Export] 

図 2 – XPS 内の外部接続
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ケンス オプション、パワーダウン モードな
どの定義が含まれています。また、システム
内で使用できる一連の型定義、マクロおよ
び関数も含まれています。

XADC の使用例
　この記事の簡単な例では、システムの内
部温度パラメーターと電圧パラメーターを
読み出し、RS232 リンク上に出力します。
　コード内では、まず初期化される XADC 
のコンフィギュレーションを検索します。こ
れを行うには、XAdcPs_Config 型のポイン
ターが必要です。関数呼び出し XAdcPs_
LookupConfig( ) と、更新された xpa-
rameters.h ファイルから取得したデバイス 
ID を組み合わせて使用すると、コンフィギュ
レーション ( デバイス ID と初期化される 
XADC のベース アドレス ) がポインター内
に格納されます。初期化プロセスの次の手
順は、前に取得されてコンフィギュレーショ
ン ポインター内に格納された情報を使用す

→ [Export hardware for SDK] をクリッ
クします。そうすると、既存のハードウェア
定義が上書きされるという警告が表示されま
す。[Yes] をクリックして上書きします。
　SDK が開かれている場合は、ハードウェ
ア仕様ファイルの変更内容を説明する警告
も表示されます。SDK が開かれていない場
合は、次回 SDK を開いたときにこの警告
が表示されます。
　SDK の警告に対して [Yes] をクリックす
ると、ハードウェア定義が更新され、プロジェ
クトが再構築されます。デザインの構築にエ
ラーがなければ、ここでコードの修正を開始
できます。
　system.xml ま た は xparameters.h 
ファイルを開くと、デザイン内のほかのペリ
フェラルのアドレス範囲だけでなく、XPS 
内で追加した XADC のアドレス範囲も表示
されます。
　system.mss ファイルを開くと、ボード 
サポート パッケージ (BSP) に関する包括的
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な詳細が表示されます。ここで興味があり
問題となるのはペリフェラル ドライバーで
す。ペリフェラル ドライバーの下に、xai_
adc_0 ( または Xilinx Platform Studio 
内で XADC に付けた名前 ) が表示されま
す。その隣に表示されるホット リンクから、
ドキュメントとサンプルの両方を開くことが
できます。
　ザイリンクスは、開発期間を短縮できるよ
うに、これらのデバイスを使用するのに役立
つ多数のドライバーをヘッダー ファイル内に
用意しています。コード内でこれらのドライ
バーにアクセスする必要があります。そのた
めには、BSP の更新時に生成された、次の
ヘッダー ファイルをインクルードする必要が
あります。

#include "xadcps.h"

　このファイルには、XADC レジスタ、サ
ンプリング平均化オプション、チャネル シー

図 3 – 外部接続のカスタマイズ
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ることです。この手順にも XAdcPs 型の
ポインターが必要です。

Status_ADC = XAdcPs_CfgInitialize 

(XADCInstPtr,ConfigPtr,ConfigPtr-

>BaseAddress)

　コンフィギュレーション ポインターには 
ConfigPtr、インスタンシエーション ポイン
ターには XADCInstPtr という名前を付け
ました。XADC の初期化が完了したら、こ
の記事の例のために XADC をコンフィギュ
レーションする必要があります。コンフィギュ
レーション プロセスをセットアップするに
は、次の手順に従います。

1. 関数 XAdcPs_SelfTest() を使用し
てセルフテストを実行し、デバイスに
問題がないことを確認します。

2. XAdcPs_SetSequencerMode() を
使用してシーケンサーの現在の動作を
停止させ、シーケンサーをシングル
チャネルに設定します。

3. XAdcPs_SetAlarmEnables() を使
用して、設定されているアラームをす
べてディスエーブルします。

4. XAdcPs_SetSeqInputMode() を
使用して、希望のシーケンスでシーケ
ンサーを再起動します。

5. XAdcPs_SetSeqChEnables() を
使用して、サンプリングするチャネル
イネーブルを設定します。

　上記の手順が完了したら、実際に ADC 
の使用を開始し、XADC からのデータを受
信できるようになります。XADC からのサ
ン プ ル の 読 み 出 し は、 関 数 XAdcPs_
GetAdcData() を呼び出すだけで簡単に実
行できます。次に、内部温度パラメーターと
電圧パラメーターについて、用意されている 
XAdcPs_RawToTemperature( ) と 
XAdcPs_RawToVoltage() の 2 つのマク
ロを使用して、生の XADC 値を実際の温度
と電圧に変換します。
　これらの実際の値と生の値は、いずれも 
RS232 リンク上に出力されます。図 4 に、
デバイスの温度のみをサンプリングしたとき
の最初の結果を示します。
　サンプリングの対象を内部電力レールと
温度にも広げると、次の結果が返されてき
ます。

• Raw Temp 40696、Real Temp
 39.805603

• Raw VccInt 21677、Real VccInt 
0.992294

• Raw VccAux 39431、Real 
VccAux 1.805008

• Raw VccBram 21691、Real
 VccBram 0.992935

• Raw VccPInt 21649、Real
 VccPInt 0.991013

• Raw VccPAux 39402、Real 
VccPAux 1.803680

• Raw VccDDR 32014、Real
 VccDDR 1.465485

　これらのパラメーターは、すべて Zynq 
SoC が受容可能な動作範囲内にあります。
ただし、これは Zynq SoC を実験室条件下
で動作させたときの期待値です。
　このように、Zynq SoC 内でのアナログ 
ミックスド シグナルのインプリメントと使用
は、非常にわかりやすく簡単です。XADC の
使用によって、All Programmable システム

の統合と機能が強化されることでしょう。

図 4 – XADC から得られた初期温度サンプル
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XPLANATION: FPGA 101

A Pain-Free Way to Bring Up Your Hardware Design

ハードウェア デザインの
ブリングアップを
容易にする設計手法
デジタル ハードウェア デザインのコミッショニングは、
時間がかかる上に緊張を強いられるプロセスですが、
負担を軽減する方法が
あります。
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　エンジニアリング プロジェクトで最もエ
キサイティングな瞬間は、ハードウェアが初
めてラボに到着し、インテグレーション テ
ストの前にコミッショニングの準備ができ
たときでしょう。開発プロセスのこの段階
は、通常は長い時間がかかる上、プロジェ
クトに参加するすべての技術者にかなりの
緊張を強いるものです。しかし、テストの
労力を軽減し、プロジェクトをスムーズに
進めるためのツールや手法もあります。
　この記事では、デザインを次のレベルに
進める際に発生しそうな問題を最小限に抑
え、コミッショニング フェーズを短時間で
終える方法について説明します。

設計の初期段階からテストを
考慮に入れて設計する
　開発が後の段階に進むほど修正のコスト
がかさむことは、すべての技術者が理解し
ています。たとえば、ピン配置のミスを修
正する場合、デザインが最終的に決定され
て製造工程に移行してから修正するよりも、
初期のデザイン レビュー段階で修正する方
が、はるかにコストが少なくて済みます。こ
れはテストと統合についても同様であり、
開発の初期段階からハードウェア、FPGA、
システムなどのテスト方法を考慮に入れ、テ
スト仕様を作成しておけば、エンジニアリ
ング チームが必要なテスト ポイント、フッ
クおよび機能を簡単に組み込むことができ
ます。テストの目的は、ユーザーが指定した
要件を満たす安全なシステムの供給を保証
することです。したがって、これらの要件の
それぞれが、テストによって確実に検証さ
れるようにしなければなりません。このた
め、機能テスト要件は、デザイン要件まで
下流にたどってトレース可能である ( すなわ
ち、各テストがどのデザイン要件を検証す
るのかを示す ) 必要があります。
　テスト、解析、読み出しなど、どのような
方法で各機能要件をテストするかを詳細に
記述したデザイン検証マトリックスの作成を
お勧めします ( 以前にほかのプロジェクト
で要件が選定またはテストされている場
合 )。このドキュメント ( 図 1) は、どのテ
ストがデザインの検証に使用され、どのテ

ストが製造段階で使用されるかも示します。
プロジェクトのライフ サイクルの初期にこ
れらのドキュメントが完成していれば、シス
テム設計チームとテスト機器設計チームは
確立されたベースラインを共有できます。
　ただし、設計技術者は、機能テストを実
施する前に、まず基礎となるハードウェア
に問題がないことを確認する必要がありま
す。これには通常、電圧レール、性能およ
びハードウェアの基本的検証などを含む
ハードウェア レベルのテスト仕様が必要に
なります。後者、ハードウェアの基本的検
証は、機能テストの前に実行されます。
　どのようなテスト機器が必要か、機器に
どの程度の性能が必要かを決めておくこと
をお勧めします。たとえば、パターン ジェ
ネレーターとロジック アナライザーは、十
分なストレージ容量と動作周波数を備えて
いるでしょうか。また、任意波形ジェネレー
ターや高安定周波数リファレンスなど、よ
り専門的なテスト機器の必要性の有無を判

断する必要もあります。

デザイン フェーズで
テスト準備を組み込む 
　ハードウェアの設計段階でいくつかのテス
ト準備機能を組み込んでおけば、ボードの
テストが非常に容易に行えます。これらの要
件には、簡単なものと多少複雑なものがあ
ります。
　最も簡単で、最もよく利用されるテスト準
備は、すべての電圧レール上にテスト ポイ
ントを配置する ( はんだ接合部へのプロー
ブを不要にして接合部の損傷を防ぐ ) こと
です。テストを容易にするために、電圧テス
ト ポイントの近くに、グランド (0V) リター
ンに接続されたパッドを配置することもお
勧めします。このテスト ポイントを高い値
の抵抗で保護すれば、テスト中に誤って短
絡が発生した場合、流れる電流を制限でき
ます。また、後で製造段階で結果を記録で
きるように、自動テスト システムに接続可
能なテスト ピンをこれらのパッドに追加す
ることも検討の対象です。
　クロックとリセットの出力をモニターでき
ることも重要です。この理由で、リセット 
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ルダウン抵抗が 1 つだけ取り付けられてい
るかどうかを確認してください。
　プリント回路基板の構成要素のチェック
が完了したら、次の手順では、ボードに初め
て電源を投入します。これは技術者にとって
非常に緊張を強いられる瞬間です。しかし、
デザイン フェーズで作成したテスト準備機能 
( テスト ポイント、電流検知抵抗など ) が、
ここで非常に役に立ちます。最初の手順は、
POL (point-of-load) およびほかのレギュ
レータの電力出力の短絡によるリターン電
流が発生していないことを確認することで
す。高電流を要求するデバイスを含むレール
上では低インピーダンスが見られるはずで
す。ただし、このインピーダンスは 1Ω より
大きくなければなりません。
　どのレールも短絡していないことを確認し

たら、いよいよ電源を投入します。初期電
源投入を行うときは、2 段階の手法をお勧
めします。最初の段階で、小さな電流で低
電圧 (0.5 V) を印加し、プレーン間および
電圧レール間の短絡を見逃していないこと
を確認します。次の段階で、予想される電流
を考慮に入れて設定した電流制限を使用し
て ( 突入電流を考慮に入れることを忘れず
に )、適切な動作電圧でデザインをパワー
アップします。
　デザインの電源投入に成功したら、次の
作業は、電力レールのシーケンシング、リセッ
トおよびクロックが意図したとおりに動作し
ていることを確認することです。リセットの

ライン上にテスト ポイントを配置することを
お勧めします。未使用のクロック バッファー
を正しく終端してテスト ポイントを追加し、
クロックのプローブを容易にする必要もあり
ます。また、パターン ジェネレーター、ロジッ
ク アナライザーやほかのテスト機器による
信号の注入と抽出ができるように、テスト 
ポートを追加することも検討しましょう。
　プロトタイプ上で電力バジェットのクロー
ジャを容易にするため、可能であれば電圧レ
ギュレータの出力と直列に、低い値の抵抗 
(10mΩ、100mΩ など ) を配置すること
をお勧めします。これにより、レールを流れ
る電流を正確に測定できます。
　新型の最初のデザイン ( 新製品の最初の
実際のビルド ) では、より詳細なデザイン上
の決定を行って、たとえば、電源を下流の電

子回路から切り離すことができます。この方
法で、電源とシーケンシングの適切な動作
を確実なものにし、下流のコンポーネントに
必要以上の負担や損傷を与える危険を低減
できます。初期の詳細設計段階におけるテス
ト準備のもう 1 つの例は、システム内の 
FPGA またはプロセッサのプログラミング
以外の用途にも JTAG ポートを使用できる
ようにすることです。JTAG ポートは、バウ
ンダリ スキャン テストを使用したハード
ウェアの初期検証にも利用できます。バウン
ダリ スキャン テストは、初期テスト フェー
ズでハードウェア設計リスクを解消するのに
非常に便利です。このテストを利用するには、
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バウンダリ スキャン デバイスが最大限にカ
バーされるように、デザインが最適化されて
いる必要があります。
　多くの FPGA デバイスは、ダイの温度をモ
ニターする温度ダイオードを内蔵しています。
このダイオードに一定の電流を供給する回路
を、デザインに組み込む必要があります。低
減ジャンクション温度を達成しようとする場
合、ダイ温度の測定は非常に便利な機能です。

ハードウェアの特性評価 
　システムが最初にラボに到着したとき、ま
ず必要な作業は、テストを先に進める前に、
ハードウェアの基礎となるモジュールの状態
を確認することです。チェックにはモジュー
ルの初期電源投入テストが含まれ、これは
緊張を強いられる作業です。モジュールが到

着したら、初期電源投入の前に、モジュール
の製造状態を確認する必要があります。最
初の手順では、ピン番号 1 の向き、極性を
持つコンポーネントの配置など、すべてのコ
ンポーネントが正しい位置に取り付けられて
いることを確認します。デザインには、取り
付ける必要がない多くのコンポーネントが 
( たとえば同じシリーズのほかの製品やビル
ド オプションのために ) しばしば含まれて
います。すべてのコンポーネントがデザイン
の要求どおりに取り付けられている ( あるい
は、取り付けられていない ) ことを確認して
ください。特に、コンフィギュレーション モー
ドの選択のためにプルアップ抵抗またはプ

図 1 – 各機能要件のテスト方法を詳細に記述した検証マトリックスは、
便利なツールとなります。
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持続時間がすべてのクロックよりも長く続
き、リリースの前に安定状態になることを、
必ず確認してください。
　特性評価の次の段階では、JTAG チェー
ンを介してハードウェアが見えることを確認
します。これにより、FPGA のプログラミ
ングだけでなく、バウンダリ スキャン テス
トも実行できます。バウンダリ スキャン テ
ストは、デバイス間の相互接続の迅速なテス
ト、メモリが正常に動作することの確認、入
力と出力のループバック ( ループバック コネ
クタを開発する場合 ) に効果的です。JTAG 
とバウンダリ スキャン テストにより、より
詳細なテストへと進む前に、デザインからリ

スクの大半を取り除くことができます。

簡略化した RTL を開発する 
　ハードウェアと FPGA の両方のレベルで
複雑なデザインでは、簡略化した短縮版の 

RTL を開発し、ボードと FPGA- ペリフェ
ラル間のインターフェイスのテストに利用す
ることをお勧めします ( 図 2)。特に高速イ
ンターフェイスを設計する場合、この手法が
効果的です。この簡略化された RTL とザ
イリンクス ChipScope ™ ツールを組み合
わせて、スティミュラスとして機能するデー
タ パターンがプリロードされたブロック 
RAM とともに使用し、データをキャプチャ
できます。この手法は、FPGA に接続され
た ADC と DAC を使用する場合に特に効
果的です。この場合、FPGA の再プログラ
ム可能な性質を最大限に利用して、雑音電
力比、スプリアスフリー ダイナミック レン
ジ、有 効ビット 数の 計 算 など、ADC と 
DAC のパラメトリック テストができるデザ
インを開発する必要があります。
　また、FPGA が提供するリソース ( 特に、
ザイリンクス システム モニターとダイ上の

電圧レールのモニタリングに非常に便利な 
XADC) を利用して、設計段階で実行した
パワー インテグリティ解析を検証すること
をお勧めします。これらのテクノロジはダイ
温度も簡単に報告できるので、環境条件の
テストや、ダイ温度に対する消費電力の相
関関係の分析に便利です。
　多くの場合、簡略化した RTL デザインの
開発と FPGA が提供するリソースの利用に
より、意図したとおりに機能していない箇所

を非常に簡単に特定できます。

問題が発生した場合の対処 
　テストを進めていくうちに、問題がいくつ
か見つかり、デバイスが意図したとおりに動
作しなかったり、望みどおりの機能的性能を
満たさなかったりする場合がありますが、あ
わてる必要はありません。根本的な原因と必
要な対策を探すためには、調べる手段はい
くらでもあります。
　このような場合、即座にすべてを変更した
くなる誘惑に屈してはなりません。まず、デー
タ シートを含むデザイン ( 特に回路図と設
計情報 ) に戻って再確認します。FPGA に
関連する問題であれば、ピン制約ファイルと
デザインが正しく関連付けられているかどう
か確認することをお勧めします。ファイルと
デザインの同期が切れている可能性があり
ます。
　明らかに不適当な箇所が見つからない場
合は、インターネットを活用して、ほかの技
術者も同じ問題に出会っていないか確認する
ことをお勧めします。ほかの設計者に質問で
きるウェブ フォーラムもたくさんあります。
Programmable Planet フォーラムとザイ
リンクス フォーラムでは、FPGA ベースの
デザインの幅広いサポートが得られます。
　結局のところ、ハードウェアのコミッショ
ニングは、技術者にとって難しくはあるもの
の、得るものも大きい作業と言えます。設計
の初期段階からテストの容易さを考慮に入
れ、デザインにテスト機能を組み込んでおけ
ば、コミッショニング プロセスの負担はかな
り軽減されます。ChipScope、システム モ
ニターおよび XADC など、システムのデバッ
グに利用可能なすべてのリソースを、従来の
テスト機器と組み合わせて上手に利用すれ

ば、開発の成功につながるでしょう。

図 2 – この簡略化されたコードは、出力を既知の状態に結び付けて Fs/2 の
正弦波の生成を可能にする、簡単な DAC インターフェイスの一部です。

このコードは標準バージョンでは数百行の長さになります。
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TOOLS OF XCELLENCE

Middleware Turns Zynq SoC into Dynamically Reallocating Processing Platform

Zynq SoC を、動的に再構成可能な
プロセッシング プラットフォームへと 
変貌させるミドルウェア
TOPIC 社の Dyplo IP コアは、ソフトウェア デザインとハードウェア デザインの
ギャップを埋め、FPGA のパーシャル リコンフィギュレーションを
自動的に処理します。
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　過去 30 年間で、FPGA テクノロジは、数個のレジスタを搭載し
たプログラマブル ロジック アレイから、現在の先進的な統合型シ
ステム デバイスへと進化してきました。約 10 年前から、FPGA ベ
ンダー各社は、プロセッシング システムとプログラマブル ロジック
間の統合と機能を高度化するため、FPGA 上に 8 ビット、16 ビッ
ト、および 32 ビット ソフト プロセッサを搭載し始めました。や
がてソフト プロセッサの代わりにハード プロセッサがインプリメン
トされ始め、さらに大きなメリットを顧客にもたらしました。ザイリ
ンクスの Zynq®-7000 All Programmable SoC は、このような
デバイスの中でも最先端の製品です。
　Zynq SoC は、ARM® デュアルコア Cortex™ ー A9 MPCore 
プロセッシング システム、FPGA ファブリック、ペリフェラルのす
べてをワンチップで提供し、ハードウェアとソフトウェアの世界をこ
れまで以上に近づけて、システム レベルの統合と機能をかってない
レベルに引き上げました。しかし、こうした緊密な統合の結果、ソ
フトウェア ドメインでの FPGA デザインや FPGA ドメインでのア
プリケーション ソフトウェア開発が必要になり、ソフトウェア デザ
インとハードウェア デザインの境界が曖昧になってきました。
　筆者らが所属する TOPIC Embedded Systems 社は、Zynq 
SoC 上でのシステム開発の時間とコストを大幅に削減する IP ブ
ロックを開発しました。弊社の Dyplo システムのミドルウェア機能
は、ハードウェア デザインとソフトウェア デザインのギャップを解
消し、完全にソフトウェア主導型の開発フローを実現する手段を提
供します。Dyplo は自動パーシャル リコンフィギュレーションを実
行します。これは FPGA レイアウトのハードウェア構成をオンザフ
ライで変更し、特定のタスク向けにパフォーマンスを最適化する先
進のデザイン手法です。グラフィカル ツールにより、各パーティショ
ンに機能を割り当て、プログラマブル ロジックとプロセッサのどち
らで実行するのが最適かを判断できます。

DYPLO : ダイナミック プロセス ローダー
　Dyplo は、個々の FPGA プロセスとプロセッサ上で実行される
ソフトウェア プロセスを、標準的な AXI インターフェイスを介して
スケーラブルなデータ ストリームで結び付けるミドルウェア IP ブ
ロックです。
　Dyplo の背景にあるコンセプトは、開発の観点からうまく説明で
きます。デザイン プロジェクトの始めに、まず顧客のニーズを抽象
的な用語で定義したデザイン要件を取り込む必要があります。この
フェーズでは、要件の変更は比較的簡単です。次の段階では、これ
らの要件をデザイン仕様に変換し、インプリメンテーション アーキ
テクチャのブループリントを開発します。このアーキテクチャ定義
の段階では、どの機能をハードウェアとソフトウェアに組み込むか
を定義し、タイミング目標を設定します。多くの場合、インプリメン
ト可能なアーキテクチャは複数ありますが、予算と期限の制約のた
め、しばしば検討の対象はそのうち 1 つまたは ( 幸運な場合 ) 2 
つに限られます。この段階から、要件の変更に必要な労力が増え始
めます。
　アーキテクチャの定義を終えたら、各種の機能のデザインを開始
します。インプリメンテーションをハードウェアからソフトウェアに
変更あるいはソフトウェアからハードウェアに変更した方がよいと
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いう細かいことに気付くのは、通常はデザイ
ン プロセスのこの段階です。このような変
更問題が発生すると、あってはならない分野
での問題の解決 ( たとえば、DSP タイプの
データ フロー内で複雑な制御機能を実現す
る ) を強いられることになり、開発作業の負
担が増します。顧客の洞察力は時間とともに
デザインの複雑性の理解と並行して進化して
いくので、このようなシナリオは非常に一般
的です。したがって、設計者には、ハードウェ
アとソフトウェアの間で機能を簡単に移動で
きるメカニズムが必要です。
　図 1 に、よくある任意のスケジューリング 
シナリオを示します。上の図では、プロセス
は FPGA ハードウェア上とソフトウェア内に
共通の手法を用いずにマッピングされてい
ます (a)。ソフトウェアとハードウェアをつな
ぐ、構造化された予測可能なインフラストラ
クチャが必要です。Dyplo はこのインフラス
トラクチャを提供します (b)。
　Dyplo は、ハードウェア プロセスとソフ
トウェア プロセス間のストリーミング デー
タ インターフェイスをユーザーに提供しま
す。プロセスのコミュニケーション ( 通信 ) 
は、ソフトウェア プロセス間で個別に行わ
れ、またハードウェア プロセス間で個別に
行われます。そして、それらがハードウェア
/ ソフトウェア プロセスに結合されます。
Dyplo により、リコンフィギャラブル パー
ティション内にハードウェア プロセスを定義
できます。特定のハードウェア機能をイネー
ブルにするには、いずれかのリコンフィギャ
ラブル パーティション上でその機能をアク
ティブにする必要があります。次に、そのパー
ティションとの間の入力ストリームと出力ス
トリームを初期化し、これらのストリームを
ソフトウェア プロセスまたはほかのハード
ウェア プロセスに接続します。データ スト
リームの同期化以外に、フレーミングの境界、
ディスクリート サンプル モーメント、ソフト
ウェア タスクのアライメントなどのイベント
上でプロセスを同期化することも可能です。
　ソフトウェア プロセスの数は、デザイン
がターゲットとするオペレーティング システ
ムとプロセス通信の構成によって制限されま
す。ハードウェア プロセスの数は、FPGA 
上に確保されたリコンフィギャラブル パー
ティションの数によって制限されます。リコ
ンフィギャラブル パーティションの数、サイ
ズおよび位置は、ユーザー設定または自動
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図 1 – 2 つの別々のプロセス (a) でハードウェア設計者が Zynq SoC の論理ブロックに 
HDL を入力し、ソフトウェア設計者がプロセッサ上にソフトウェアを入力する代わりに、

Dyplo はハードウェア機能とソフトウェア機能の両方に使用される 1 つの
コード エントリ ポイント (b) を作成します。

これにより、Linux 環境におけるシステム レベルの協調設計と検証が容易に行えます。

(a)

(b)
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選択で指定できます。
　Dyplo は、スケーラブルなパフォーマンス
を備えたハードウェアおよびソフトウェア通
信バックプレーンによって、プロセス通信と
同期化を処理します。たとえばデフォルトの
構成では、プロセッサとの完全なデータ交換
機能を維持しながら、4 本の HDMI ビデオ 
ストリームを同時にアクティブにできます。
　Dyplo インフラストラクチャ、リコンフィ
ギャラブル パーティション上にマッピングさ
れる機能および完全な Linux ディストリ
ビューションの生成は、Vivado® Design 
Suite の標準プロジェクト フローと互換性
のあるグラフィカル ツール フローを使用し
て実現されます。
　オンザフライでソフトウェア プロセスと

ハードウェア プロセスの実行を停止し、プ
ロセスの機能を置き換え、プロセスの実行
を再開できます。ソフトウェア プロセスの
場合、これはごく簡単であり、設計者は作成
したコードを補強できます。しかしこれは、
プロジェクト用に選択したオペレーティング 
システムの機能によって制限されます。ハー
ドウェア プロセスの場合、パーシャル リコ
ンフィギャラブル プロシージャが実行され、
ほかのプログラマブル ロジックや外部物理
インターフェイスの実行に影響を与えずに、
FPGA の一部の機能を置き換えます。ロジッ
ク モジュールの適切なロードと検証は自動
的に実行されます。
　このように、Dyplo はハードウェア プロ
セスの実行をソフトウェア環境内に統合し、

ソフトウェア プログラマが FPGA 機能のメ
リットをシームレスに利用できるようにしま
す。Zynq SoC だけでも、ハードウェア シ
ステム レベルの統合に大きなメリットをも
たらします。全てソフトウェアでプログラム
できるプラットフォームでは、すべての機能
が利用可能です。ただし、アプリケーション
の観点から見ると、このアーキテクチャから
メリットを得るにはミドルウェア層が必要で
す。Dyplo はそれを可能にします。

簡単に利用できるパーシャル 
リコンフィギュレーション
　Dyplo は FPGA のパーシャル リコンフィ
ギュレーション機能を広範囲にわたって利用
します。FPGA の一部を変更することは、
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図 2 – 球体、立方体および四角錐は、FPGA ハードウェア上またはソフトウェア内で実行できる機能またはプロセスを表します。
これらのプロセスは Dyplo キャンバス ( 図形の周囲の正方形 ) 内にカプセル化されます。矢印は、入力からさまざまなプロセスを

通って出力に至るデータの流れを表します。Dyplo インターフェイスは、このプロセス全体を管理します。
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パーシャル ビットストリーム ファイルのロー
ドと管理は複雑であり、デザイン内で整合
性を維持する必要があるため、設計者にとっ
てパーシャル リコンフィギュレーションは簡
単な作業ではありません。また、物理的依
存関係にある配置と配線には、かなり高度
な FPGA デザイン経験が必要です。
　Dyplo は、すぐに使用できる統合された
パーシャル リコンフィギュレーションのサ
ポート機能を提供します。パーシャル リコン
フィギュレーション可能なパーティションの
領域は、デフォルトでは、必要なパーティショ
ンの数や、特定のリコンフィギャラブル パー
ティションのロジックの複雑性などのコン
フィギュレーション パラメーターに基づいて
用意されます。Dyplo は、このようなリコン

フィギャラブル ブロックの機能の HDL に
よる記述を提供し、パーシャル ビット ファ
イルを自動的に生成します。
　リコンフィギャラブル ブロックは、ソフト
ウェア アプリケーションの一部として、簡単
なソフトウェア命令を発行して機能を取得し
ます。Dyplo は、現在実行中の機能のスムー
ズな終了、新しい機能のプログラミング、デー
タ ストリームの接続、ブロックのコンフィ
ギュレーション、機能のアクティブ化など、
ハードウェア機能の実行に必要なすべての手
順を処理します。

ハードウェア技術者にとってのメリット
　Dyplo フレームワークを統合することは、
FPGA 設計技術者にとってどのような意味

を持つでしょうか。Dyplo は、低水準ソフト
ウェアをサポートする必要を最小限に抑えな
がらプロセッサ環境との統合を処理すること
で、技術者の負担を軽減します。このことは、
デザイン作業の大半を機能のインプリメン
テーションに使用できることを意味します。
FPGA テクノロジのメリットは、特に高速イ
ンターフェイスのデザイン、高データ帯域幅
回路、高速化アルゴリズム処理で発揮されま
す。インターフェイスと高帯域幅回路のデザ
インには常に手作業が必要とされ、FPGA 
デバイスの技術的メリットに関する技術的洞
察も必要です。高速化アルゴリズム処理には、
Vivado HLS ツールのようなシステム レベ
ルの合成ツールがますます重要な役割を持
ち始めています。しかし、高位合成ツールを
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図 3 – 機能的テストベンチ テンプレートはストリーミング入力および出力をインプリメントし、
バス ファンクション モデルは CPU インターフェイスをインプリメントします。
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使用するにしても、インプリメンテーション
の有効性を判断できる多少のデザイン経験
が必要です。
　Dyplo インフラストラクチャは、アルゴリ
ズム処理ブロックを簡単に組み込めるよう
に、アルゴリズム処理ブロック、I/O ブロック、
プロセッサ上にインプリメントされる機能間
のコンフィギュレーション可能な高速プロセ
ス間通信ネットワークを提供します。処理ブ
ロックは、パーシャル リコンフィギュレーショ
ンに適した設計になっています。これらのブ
ロックには、高速相互接続ファブリックを備
えた AXI4 準拠のストリーム データ イン
ターフェイスと、プロセッシング システムに
直接接続される簡略化されたプロセッサ バ
ス インターフェイスという、わかりやすい 2 
種類のインターフェイスがあります。ほかの 
FPGA ロジックまたはデバイス I/O へのリ
ンクは、専用のスケーラブルなインターフェイ
スを使用してインプリメントされます。Dyplo 
は、たとえば複数の 1080p 入力および出
力ビデオ ストリームをサポートするのに十分
な性能を備えており、わずかなコンフィギュ
レーション作業でそれらを接続できます。

ソフトウェア技術者も FPGA に
アクセス可能
　Dyplo を使用すると、HDL のコーディン
グ作業を大幅に合理化できますが、システム 
デザインのソフトウェア側にはさらに大きな
メリットがあります。Dyplo 設計手法は、ハー
ドウェア インプリメンテーションからソフト
ウェア機能を切り離し、ソフトウェア内で機
能をプロトタイプ化して、同じインターフェイ
ス動作を維持してハードウェアへと変換でき
ます。逆に、ソフトウェアの制御下で複数の
異なる機能が同じ FPGA ファブリックを共
有できます。この手法はソフトウェア スレッ
ド動作に相当し、必要なデバイスが小規模に
なるので、FPGA コストを削減できます。
　ソフトウェア システムの観点から見ると、
個々のプロセスとそれらの接続の間のコヒー
レンシは、データとイベントの両方の同期化
メカニズムを備えたプロセス ネットワークと
考えることができます。図 2 に、Dyplo イ
ンフラストラクチャによってソフトウェア プ
ロセスとハードウェア プロセスがどのように
結び付けられるかを示します。
　この手法により、システムの実行コンテキ
ストに応じて同じ機能の複数のインスタンス

が可能になるため、動的なパフォーマンスの
調整 ( スケーリング ) が可能になります。そ
の結果、GPU によって高速化されるプロセ
スの実行に柔軟性が得られ、パフォーマンス
がはるかに向上します。この手法により、イ
ンターフェイス プロトコルが簡単になり、複
雑なデザインを、あまり複雑でなく管理しや
すい複数のブロックに分割できるので、ソフ
トウェア技術者も FPGA にアクセスしやす
くなります。さらに重要なことに、Dyplo シ
ステムは Vivado HLS ツールとの間でイン
ターフェイスに互換性があるため、Vivado 
HLS ツールに完璧に適合し、ソフトウェア
主導型の開発フローへの適応性に優れてい
ます。
　Dyplo を使用すると、テストも簡単に実行
できます。HDL モジュールとの間でストリー
ミングまたは受信したデータをファイルに格
納しておき、HDL テストベンチでこれらの
ファイルをパターン生成に使用できます。つ
まり、検証段階では、設計チームは必要な機
能だけに集中できます

テストおよびデバッグ環境
　複雑なシステム統合には非常に長い時間
がかかり、検証はさらに困難です。筆者らは、
デザインのテストと統合は開発時間の大部
分を占め、開発サイクルの中で最も手間がか
かる作業であることを念頭に置いて、Dyplo 
インフラストラクチャを開発しました。基本
的な Dyplo 環境は、環境設定の時点で検
証用のテストベンチ テンプレートを生成し
ます。たとえば、Dyplo 環境は、インフラ
ストラクチャ内のすべてのリコンフィギャラ
ブル ブロックに対して、ファイルからのスト
リーミング入力 / 出力または通常のエクスプ
レッションと、CPU インターフェイスをイン
プリメントするバス ファンクション モデル
のそれぞれをインプリメントすることで、機
能的テストベンチ テンプレートを生成します 
( 図 3)。これにより、設計者はテスト主導型
の設計手法を導入できます。Dyplo インフラ
ストラクチャにより、シングル ステップでデ
ザインの問題の検出とバックプレーン性能解
析を実行し、ファブリック上のすべての関連
するステート情報を可視化できます。このコ
ンセプトは非常に柔軟なので、Dyplo イン
フラストラクチャの HDL ロジックを停止す
ると、自動的にソフトウェアの実行が同期化
されます。インターフェイスの問題や動的な

問題を特定し、解決するには、この機能が
非常に重要です。

ソフトウェアとハードウェアの
ギャップを埋める
　オランダに本拠を置く TOPIC Embedded 
Systems 社は、長年にわたり、各種の 
FPGA とプロセッサを統合する多くのプロ
ジェクトでエンベデッド システムを開発して
きました。時間の経過とともに、弊社はパー
シャル リコンフィギュレーションなどの先進
的な FPGA 設計手法のエキスパートとして
の地位を確立しました。Zynq SoC は、エ
ンベデッド FPGA テクノロジを利用したマ
ルチプロセッサ プラットフォームとして、エ
ンベデッド システム デザインの有効性を大
幅に向上させます。しかし、多くの設計チー
ムが直面している課題は、ソフトウェアまた
はハードウェア エンジニアリングに関する
設計者の専門知識をベースに、どのように 
Zynq SoC の豊富な機能セットを上手に活
用するかということです。
　Dyplo ミドルウェアは、このギャップを埋
める製品です。GPU をターゲットとするア
プリケーションを、代わりに FPGA ファブ
リック上にインプリメントでき、同等の労力
ではるかに高い柔軟性が得られます。リコン
フィギャラブルな性質を最大限に利用するこ
とで、ソフトウェア アプリケーションの観点
から見た FPGA ファブリックの再利用が非
常に簡単になり、製品コストの削減に貢献し
ます。また、FPGA デザイン レベルとソフ
トウェア デザイン レベルでの低水準のデザ
イン、統合およびテスト作業の多くを自動化
することで、デザイン プロセスを合理化し
ます。つまり、Dyplo ミドルウェア システム
が可能にする生産性、柔軟性、パフォーマン
スの最 適化により、設計チームは Zynq 
SoC を最大限に活用し、革新的なシステム 
デザインを迅速に市場に供給できます。ベー
タ版は、2013 年 12 月 から限られた一部
のお客様に提供されます。このプログラムに
参加をご希望の方は、筆者までご連絡くだ
さい。また商用版は、2014 年 3 月に発売
される予定です。
　Dyplo と Zynq SoC を組み合わせて使
用する方法の詳細は、http://www.topic.
nl/en/dyplo をご覧になるか、+31 (0)499 
33 69 79 または dyplo@topic.nl までお
問い合わせください。 
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ザイリンクス UltraFast 設計手法は迅速で予測可能な
設計サイクルを可能にします。

詳細はこちら :  japan.xilinx.com/ultrascale
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