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ザイリンクスのエコシステム メンバーが 
開発環境の幅広い選択肢を提供

ザイリンクスは 30 年以上にわたってハードウェア設計者に FPGA ベースの開発ツー
ルを提供してきました。また過去数年間、Verilog や VHDL などのハードウェア記述言
語の経験の少ない開発者が C/C++ および OpenCL™ などのソフトウェア言語でザイリ
ンクスのデバイスをプログラムできるように、SDSoC™、SDAccel™、SDNet™ 開発
環境を含む SDx™ シリーズのツールを開発してきました。このようなツールを供給してい
るのは、ザイリンクスだけではありません。ザイリンクスのデバイス向けに広く普及した設
計環境を提供している注目すべきサードパーティとして、MathWorks® 社 (MATLAB™ 
と Simulink™)、National Instruments 社 (LabVIEW と LabVIEW FPGA)、Topic 
Embedded Products 社 (Dyplo) が挙げられます。

筆者はこの冬にドイツのニュルンベルグで開催された Embedded World カンファレン
スで Topic 社の ザイリンクス Zynq®-7000 SoC 対応 Dyplo のデモを拝見し、強い
感銘を受けました。Dyplo (Dynamic Process Loader の意味) は、ユーザーのプロ
グラムにより、Zynq-7000 SoC のパーシャル リコンフィギュレーション機能を使用して
プログラム可能な Zynq-7000 SoC のプログラマブル ロジックに対して、カスタム コン
パイルしたハードウェア アクセラレータ ブロックを入れ替えられるようにする製品です。筆
者が Xcell Daily blog の投稿に書いたように、「これは非常に巧みな手法です」 (「Zynq-
7000 SoC をマルチタスク処理ハードウェア/ソフトウェア実行エンジンに変貌させる 
Topic Embedded 社の Dyplo フレームワーク」を参照)。

ザイリンクス デバイス用のコードをどのように開発するかに関する従来の考え方は、今
や根本から一新する必要があります。SDSoC およびその他のザイリンクス SDx 開発
環境についてご検討ください。特に、MathWorks 社、National Instruments 社、
Topic Embedded 社の製品にぜひ注目してください。

Mike Santarini 氏への謝辞
Xcell Journal とザイリンクスは、過去 8 年にわたって本誌の発
行人を勤めた Mike Santarini 氏の功績に多くを負っています。
Santarini 氏は既にザイリンクスを離れましたが、氏の貢献は非常
に大きなものでした。私たちは Santarini 氏に深い感謝の意を捧
げるとともに、氏の今後の活動が実り多いものとなるよう願ってい
ます。
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ウェブセミナー

ニーズに合わせたプログラムを各種取り揃えて好評配信中!!

FPGA入門編

FPGA/SoC
活用編

開発ツール編

FPGA/SoC
概要編

FPGA の基本を理解したい方へ FPGA の全体概要を解説した入門編と、ものづくりにチャレンジする経営者、
技術管理者の方へ FPGA を採用する利点をご説明します。

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

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

30分で判る! FPGA入門

Artix®-7 FPGA 搭載のエンベデッド キット　
ARTYのご紹介

AMBA AXI4 テクニカルセミナー

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

All Programmableで実現するハイエンド組込みヒューマン マシン インターフェイス

ザイリンクス All Programmable ソリューションで実現する機能安全

Zynq SoC を使用したマルチチャンネル リアルタイム ビデオ プロセッサの設計

次世代マシンビジョン システムの最新構築方法

Zynq® All Programmable SoCとAnybus IPで産業用ネットワーキングの問題を解決

15分で判る! FPGA採用理由

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

All Programmable FPGA、 SoC、 3D IC の世界的なリーディング プロバイダーの
ザイリンクスが提供するプログラマブル ロジックからプログラマブル システム 
インテグレーションのさまざまな機能と活用方法をご紹介します。
コストを抑え、最大のパフォーマンスを実現するための最新情報を手に入れてください。

注目のセミナー注目のセミナー

Zynq-7000 SoC アーキテクチャとエコシステム

UltraScale アーキテクチャ概要

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

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

http://japan.xilinx.com/webseminar/
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Running Doom on the Zynq MPSoC

Zynq MPSoC で  
Doom を実行
この楽しいチュートリアルで、ザイリンクスの  
Zynq UltraScale+ MPSoC 上で動作する  
Xen ハイパーバイザーについて理解できます。

Zach Pfeffer
Director of Embedded Software Development 
Xilinx, Inc.
zachp@xilinx.com

Edgar Iglesias 
Sr. Staff Software Engineer 
Xilinx, Inc. 
edgari@xilinx.com 

Alistair Francis
Software Engineer 
Xilinx, Inc.
alistai@xilinx.com

Nathalie Chan King Choy
Staff Software Engineer 
Xilinx, Inc.
nathalie@xilinx.com

Rob Armstrong Jr.
Embedded Specialist Field Application Engineer 
Xilinx, Inc.
ra@xilinx.com
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ザイリンクスのシステム ソフトウェア チームと 

DornerWorks 社は、ザイリンクスの Zynq® Ultrascale+™  

MPSoC 上で Xen Project ハイパーバイザーを動作

させるプロジェクトを実施した際、1993 年の人気ビ

デオゲームの Doom を利用してシステムのデモンスト

レーションとテストが行えることに気付きました。ビジュ

アルが印象的なこのゲームにより、ザイリンクスのチー

ムは、将来のハイパーバイザー ユーザーに知識と経験

を継承することを目的として、Xen の技術的トピックを

検討できました。

筆者らのチームは、QEMU (オープン ソース Quick 

Emulator) で利用可能な Zynq UltraScale+ MPSoC  

のエミュレーション モデルを使用して、Doom のデモ

ンストレーション用のソフトウェアを準備しました。これ

により、シリコンの到着後 (数日ではなく) 数時間で、

Doom のデモを立ち上げることができました。

Zynq UltraScale+ MPSoC 用の QEMU を基盤

として Xen ハイパーバイザー上で Doom を実行する

手順を詳しく説明する前に、ハイパーバイザーとは何で

あり、Zynq UltraScale+ MPSoC 上のプロセッサに

対してどのように機能するかについて説明します。

ハイパーバイザーとその機能
ハイパーバイザーとは、プロセッサを仮想化するコン

ピューター プログラムです。仮想化されたプロセッサ

上で実行されるアプリケーションおよびオペレーティン

グ システムは、システムを完全に所有しているように見

えます。しかし実際には、メモリやプロセッシング コア

などの物理マシン リソースへの仮想プロセッサのアク

セスは、ハイパーバイザーが管理しています。ハイパー

バイザーが広く使用されているのは、システム上で実

行される互いに独立したソフトウェア要素の間で、デザ

インのコンパートメント化と分離を実現するからです。

仮想化をサポートするには、物理プロセッサが、ハイ

パーバイザーを実行するための特殊な「モード」を備え

ていなければなりません。したがって、ハイパーバイ

ザーがこの魔法のようなプロセッサの仕組みを実現す

る方法を理解するには、最初にプロセッサ モードにつ

いて説明する必要があります。
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すべてのプロセッサは、レジスタに格納された値の操作とメモリの

読み書きを実行できる命令を備えています。プロセッサのモードとは、

プロセッサの命令とレジスタの集合体に、これらの命令を使ってレジス

タとメモリにアクセスするための規則を組み合わせたものです。ここ

では例として汎用プロセッサについて説明し、アーキテクチャに依存し

ない用語を使用することにします。

この例では、プロセッサは特定のレジスタ、命令、モードを備え

ています。レジスタは RegisterA、RegisterB、RegisterC、 

UserProgramCounter、Register-Super、SuperProgramCounter  

で構成されます。命令には次のものが含まれます。

ADD Register3 Register1 Register2 は、Register1 を 

Register2 に加算し、その結果を Register3 に格納します  

(すなわち、Register3 = Register1 + Register2)。

MOVTO Register2 Register1 は、Register1 内のアドレスの 

メモリの内容を Register2 に移動します。

MOVFROM Register2 Register1 は、Register1 の内容を 

Register2 内のアドレスのメモリに移動します。

ENTERSUPER は、プロセッサの SUPER モードに移行します。

EXITSUPER は、SUPER モードを終了して USER モードに移行し

ます。

USER モードでは、プロセッサの命令は、USER モードで実行でき

ることのみに制限されます。この例では、命令は RegisterSuper と 

SuperProgramCounter を除くすべてのレジスタの読み書き (操作) 

を実行でき、プロセッサは EXITSUPER を除くすべての命令を実行

できます。また、USER モードでは、すべての命令はメモリの一部 (た

とえば、アドレス 0x0000_0100 ～ 0x0FFF_FFFF) の読み書き

だけを実行できます。USER モードでは、プログラムが実行できない

命令を実行しようとするか、アクセス権を持たないレジスタまたはメモ

リ上の位置にアクセスしようとすると、プロセッサは規則違反の命令に

より停止します。

SUPER モードでは、プロセッサの命令は、RegisterSuper と 

SuperProgramCounter を含む上記のすべてのレジスタの読み

書きが可能です。EXITSUPER を含む上記のすべての命令が実行

でき、追加の命令 ENTERHYPER (詳細は後述) も実行できます。

さらに、SUPER モードでは、命令はシステム内のすべてのメモリ 

(0x0000_0000 ～ 0x7FFF_ FFFF) にアクセスできます。

プロセッサが複数のモードを備えていれば、デザインのコンパート

メント化を利用して、ソフトウェア エンジニアリングの問題を簡単に

解決できます。上記の例では、SUPER モードに移行する唯一の方

法は、ENTERSUPER 命令を実行することです。同様に、SUPER 

モードを終了する唯一の方法は、EXITSUPER を実行することで

す。さらに、USER モードではプログラムはマシンのメモリの一部

にしかアクセスできません。この方式により、プロセッサが複数の 

USER モード プログラムを同時に実行できるようなプログラムを作

成できます。この「オペレーティング システム」 (OS) プログラムは、

SUPER モードで実行され、USER モードで実行されるプログラム

を管理します。

OS の実行時に、OS は実行する必要があるすべての USER モー

ド プログラムを監視し、実行するプログラムを 1 つ選択します。次に、

EXITSUPER などの命令を使用して、USER モードに切り替えてそ

のプログラムを実行するようにプロセッサに指示します。選択された

プログラムは、プロセッサを SUPER モードに戻すイベントが発生す

るまで実行されます。このようなイベントは、USER モード プログラ

ムが発行する ENTERSUPER 命令か、USER モードで動作してい

るプログラムに警告せずにプロセッサを SUPER モードに切り替える

タイマーなどの外部イベントです。切り替えがどのように行われるか

に関係なく、何らかのポリシーに従って、イベントが発生するたびに 1 

つずつ順番に USER プログラムを選択して実行するように、OS を

構築できます。切り替えが高速で行われると、ユーザーからは複数の 

USER プログラムが同時に実行されているように見えます。

SUPER プロセッサ モードは、各 USER プログラムが、SUPER 

モードで動作しているプログラムやほかの USER モードのプログラム

に干渉することを防ぎます。USER モードのプログラム側のエラーや

誤動作は、そのプログラムのインスタンスのみに隔離され、SUPER 

モードでの動作用に確保されたシステム メモリとレジスタを破壊また

は妨害することはありません。

これは便利な手法ですが、もう 1 つモードを追加すれば、さらに便

利になりそうです。

このマシンを少し拡張して、HYPER モードを導入できま

す。HYPER モードでは、元のレジスタのすべて (RegisterA、

RegisterB、RegisterC、UserProgramCounter、RegisterSuper、 

SuperProgramCounter) と、2 つの追加レジスタ (RegisterHyper  

と HyperProgramCounter) の読み書きが可能です。HYPER モー

ドの命令には、次に示す元の命令セットと斜体で示した追加命令が含

まれます。

XCELL SOFTWARE JOURNAL: COVER STORY
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ADD Register3 Register1 Register2 は、Register1 を 

Register2 に加算し、その結果を Register3 に格納します  

(すなわち、Register3 = Register1 + Register2)。

MOVTO Register2 Register1 は、Register1 内のアドレスの 

メモリの内容を Register2 に移動します。

MOVFROM Register2 Register1 は、Register1 の内容を 

Register2 内のアドレスのメモリに移動します。

MOVTOPHYS Register2 Register1  は、Register1 内の物理

アドレスのメモリの内容を Register2 に移動します。

MOVFROMPHYS Register2 Register1  は、Register1 の内

容を Register2 内のアドレスの物理メモリに移動します。

ENTERSUPER は、プロセッサの SUPER モードに移行します。

EXITSUPER は、SUPER モードを終了して USER モードに移行し

ます。

ENTERHYPER は、プロセッサの HYPER モードに移行します。

EXITHYPER は、プロセッサの HYPER モードを終了します。

SWITCHSUPER RegisterHyper  は、RegisterHyper 内の値を

使用して、次に実行される SUPER プログラムに切り替えます。

SUPER モードでは、プロセッサは、USER モードで実行されるプ

ログラムを切り替えることができます。同様に、HYPER モードの追

加の命令とレジスタにより、プロセッサは、SUPER モードで実行され

るプログラムを切り替えることができます。HYPER モードの 1 つ

の機能として、SUPER モードからどのメモリを認識できるかを切り

替えることができます。HYPER モードで実行されているプログラム

が SWITCHSUPER RegisterHyper を実行した時点で、基盤と

なるメモリは完全に切り替えられます。つまり、HYPER モードのプ

ログラムが EXITHYPER を実行した後に次の SUPER プログラム

が実行されるとき、SUPER モードから認識される実際の物理メモリ

は、SUPER モードで実行される別のプログラムが使用している物理

メモリとは異なります。SUPER モードのプログラムは依然として同

じアドレスを使用してメモリにアクセスしますが、そのアドレスは異な

る物理的位置を指します。図 1 に、プロセッサが SWITCHSUPER 

RegisterHyper を実行する前後の、プロセッサから見たメモリを示し

ます。

HYPER モードが便利なのは、多数の SUPER モード プログラム

の実行を許可するからです。SUPER モードで実行される各プログ

ラムは、通常は OS です。これらの OS それ自体が、多数の USER 

モード プログラムが並行して実行されることを許可します。つまり、た

とえば同じハードウェア上で複数の OS (Windows や Linux など) 

を実行することも、1 個のプロセッサ上で 20 インスタンスの Linux 

を実行することも、その中間でプログラムを自由に組み合わせて実行

することも可能です。仮想化された OS の各インスタンスはほかの 

OS インスタンスを認識できないため、1 つの OS がクラッシュして

も、ほかのインスタンスがクラッシュすることはありません。このよう

な HYPER モードの機能は、ほかの用途にも応用できます。すなわち、

複数の OS 間でのシステム リソースの分割、HYPER モードからの

各 OS の実行状態の監視とクラッシュ時の再起動、仮想化された OS 

の実行中のシステム ステータスの監視が可能です。

プロセッサが USER モードから SUPER モードに移行し、さ

らに SUPER モ ードから HYPER モ ードに移 行 するのに伴っ

て、実行中のコードにはより多くの権限が与えられます。この例で

は、USER モードのプログラムは、4 つのレジスタ (RegisterA、 

RegisterB、RegisterC、UserProgramCounter) と 4 つの命令 

(ADD、MOVTO、MOVFROM、ENTERSUPER) のみを使用する権

限を持ちます。また USER モードのプログラムは、0x0000_0100  

～ 0x0FFF_ FFFF の 範 囲 のメモリだけを読 み 書きできます。

SUPER モードに移行すると、プロセッサは、命令が RegisterSuper 

と SuperProgramCounter を操作することを許可し、EXITSUPER 

と ENTERHYPER の実行を許可します。また SUPER モードのプ

ログラムは、0x0000_0000 ～ 0x7FFF_FFFF の範囲のメモリに

アクセスできます。

最後に、プロセッサが HYPER モードに移行すると、命令は 

RegisterHyper と HyperProgramCounter を操作できるように

なり、プログラムは SWITCHSUPER と EXITHYPER を実行でき

ます。また HYPER モードでは、プロセッサはすべての仮想メモリ 

(0x0000_0000 ～ 0xFFFF_FFFF) と実際の物理メモリの読み書

きを許可されます。これらの特権レベルは、通常はリングとして視覚

化されます (図 2)。マスターである HYPER リングは、下位のリング

にパーミッションを与え、最終的にはシステム全体を制御します。

理論から実践への対応
ARM® プロセッサは、ARM 社が開発したデザインに基づいて 

ARM 社のパートナー企業が製造したチップです。ARM プロセッサは 
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1 つ以上のコアを内蔵しています。各コアは ARM アーキテクチャを

インプリメントしています。

たとえば、Zynq UltraScale+ MPSoC は、4 個の ARMv8-A 

物理コア (図 3) を組み合わせた 1 個の ARM Cortex™-A53 プロ

セッサ複合体を内蔵しています。

ARM プロセッサの資料とコードを参照する場合、この区別が重要で

す。すなわち、ARM コアを搭載した「チップ」について完全に理解す

るには、アーキテクチャ (たとえば、ARMv8-A) に関する資料とプロセッ

サ (たとえば、Cortex-A53) に関する資料を参照する必要があります。

ARMv8 アーキテクチャには、次の4 つの例外レベルがあります (出

典 : 『ARM アーキテクチャ リファレンス マニュアル』 (D1-1404))。

1. 例外レベル 0 (EL0) : 特権なしで実行します。

2. 例外レベル 1 (EL1) : OS と、特権命令を実行するほかのすべて
のプログラムを実行します。

3. 例外レベル 2 (EL2) : ハードウェアの仮想化を許可します。
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図 1 – HYPER モードでの SWITCHSUPER RegisterHyper の実行前と実行後
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4. 例外レベル 3 (EL3) : セキュアなプロセッサ ステートと非セキュ
アなプロセッサ ステートの切り替えを許可します。

『ARM アーキテクチャ リファレンス マニュアル』 (D1-1404) で

説明されているように、次の各プログラムは、通常は次の各モードで

実行されます。EL0 : アプリケーション。EL1 : OS カーネルとそれ

に関連する (通常は特権付きとして記述される) 関数。EL2 : ハイパー

バイザー。EL3 : セキュア モニター。

この理論的な例は、ARMv8 の実行モード EL0 ～ EL2 に直接

対応付けられます。USER は EL0、SUPER は EL1、HYPER は 

EL2 です。ARM は 第4 の特権レベル (EL3) を追加しています。

EL3 を使用して、セキュアなコンテキストでの操作と非セキュアなコ

ンテキストでの操作の間で EL0 と EL1 を切り替えることができま

す。EL3 の使用はアーキテクチャに高度な機能を追加する重要な項

目ですが、この例の目的に照らしてここでは EL3 を無視し、EL0 ～ 

EL2 に焦点を合わせてハイパーバイザーによる仮想化について説明

します。ただし、コンピューターがどのように金融取引のセキュリティ

を確保するかに関心がある方は、ARMv8 EL3 の資料 (無償、オープ

ン登録が必要) で詳細を確認することを推奨します。

例外モード間の移行
実際のシステムでは、モード間の移行はこの例よりも多少複雑になり

ます。ARM は、ARMv8-A アーキテクチャの動作をリファレンス マニュ

アルにまとめています。その説明によると、例外の発生時または例外か

らの復帰時にのみ、例外レベル間で実行を移行できます。例外の発生

時には、例外レベルは上がるか、または同レベルにとどまります。例外か

らの復帰時には、例外レベルは下がるか、または同レベルにとどまります。

次の例外レベルをターゲットにする例外を生成する命令は、EL1 を

ターゲットにする例外を生成する SVC (Supervisor Call)、EL2 を

ターゲットにする例外を生成する HVC (Hypervisor Call)、EL3 を

ターゲットにする例外を生成する SMC (Secure Monitor Call) の 

3 つだけです。これらの命令は 0 ～ 65,555 の範囲の値をとり、例

外レベル当たり 216 個の一意のシステム コールを許容します。これ

らの命令は、次の例外レベルをターゲットにします。下位の例外レベ

ルで実行されているプログラムが上位の例外レベルで実行されている

プログラムに対して何かを要求できるメカニズムは、これ以外にありま

せん。筆者らの理論的な例では、SVC は SWITCHSUPER に対応

し、HVC は SWITCHHYPER に対応します。
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図 2 – リングとして表現された各モード
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前のセクションでは、USER モード (EL0) で動作しているプログラ

ムを SUPER モード (EL1) に移行させるイベントについて説明しま

した。USER モードで実行されているほとんどのプログラムが生成

する 1 つのイベントは、メモリの要求です。EL0 で実行されている

ユーザー空間プログラムが EL1 で実行されている OS にメモリを要

求する場合、そのユーザー空間プログラムの C コードは、多くの場合 

malloc() などの関数を呼び出します。この関数は mmap() または 

sbrk() を呼び出し、利用可能なメモリへのポインターを OS に要求し

ます。ARMv8-A アーキテクチャの Linux 上では、この操作はバッ

クグラウンドで SVC システム コールに変換されます。このシステム 

コールは、プロセッサを EL1 に移行させて、OS に制御を返します。

OS は呼び出しを解釈し、適切な応答 (この場合は要求されたメモリ

領域に対するポインターか、利用可能な追加メモリがないことを示す

エラー) を返します。

デモの作成とツール
ここで、筆者らのチームが Zynq UltraScale+ QEMU モデル上

で Doom を実行した手順について説明します。この手順は、デモの

実行に必要な各コンポーネントをどのように取得し、構築するか、各コン

ポーネントをどのような順序でどのように実行するか、どのようにデモを

操作するかを示します。このデモが正常に終了すれば、エミュレートされ

た Zynq UltraScale+ MPSoC 上で動作する Xen ハイパーバイザー
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図 3 – Zynq UltraScale+ MPSoC
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の実験用の環境は完成しています。このデモを Zynq UltraScale+ 

MPSoC シリコンに移植する作業は、皆様の今後の練習課題となります。

このプロセスを容易に進められるように、ザイリンクスはベース ルー

ト ファイル システムを提供しています。これにより、ユーザーが自分

でファイル システムを構築する時間と労力は不要になります。この

デモに必要なすべてのファイルは、http://www.wiki.xilinx.com/

Doom+on+Xen+Demo からダウンロードできます。

このデモでは、最初にザイリンクスが提供するコンパイル済みの

ルート ファイル システム (rootFS) を更新し、必要なコンポーネント

を組み込みます。次に、ザイリンクスの PetaLinux ツールを使用し

てデモを実行します。rootFS には、Linux システム上で実行される

プログラムの大部分 (具体的には、システムを起動する一連のスクリ

プトと、システムをインプリメントする一連のアプリケーションおよび

ライブラリ) が含まれています。このデモのベース rootFS を拡張す

るために、Buildroot と PetaLinux の 2 つのツールを使用します。

Buildroot を使用して、ザイリンクスが提供するベース rootFS 用に 

Doom バイナリを構築します。PetaLinux を使用して、rootFS の

その他の部分を作成し、デモをブートします。

Buildroot
Buildroot は、Linux システム向けの rootFS 作成用の簡単なビ

ルド システムです。このツールは、「make menuconfig」インター

フェイス (Linux カーネルそれ自体をコンフィギュレーションする広

く普及した手法) を使用します。Buildroot は、このデモに役立つ 

PrBoom をデフォルトでサポートします (PrBoom は筆者らが使用

している Doom ゲームの GNU General Public License [GPL] 

版。ここでは PrBoom と Doom という用語を同じ意味で使用す

る)。Buildroot は、Xen の構築に必要なすべてのライブラリとツー

ルチェーンを作成しますが、Xen の構築をネイティブでサポートしま

せん。このため、ザイリンクスはコンパイル済みの Xen、Xen ツール、

Xen ライブラリと、プロセスを簡単に進めるのに必要なその他のライ

ブラリを用意しました。

PetaLinux
PetaLinux ツールには、ユーザーがザイリンクスの FPGA および 

SoC 上で Linux システムを簡単に作成、拡張できる一連のコマンド

が含まれます。このデモは、petalinux-build コマンドと petalinux-

boot コマンドを利用します。petalinux-build コマンドは、すべて

の必要なコンポーネントを作成します。petalinux-boot コマンド 

(+ 少数の引数) は、QEMU エミュレーター上で実行されるすべての

コンポーネントを起動します。PetaLinux ツールに含まれるすべて

のコマンドの説明はこの記事の対象範囲を超えていますが、このデ

モ システムを使用すれば、これらのコマンドやほかのコマンドが何を

実行できるかを簡単に確認できます。詳細は、『PetaLinux Tools 

Documentation — Reference Guide (v2015.4)』(UG1144) 

を参照してください。

プロジェクトの前提条件
このプロジェクトには、Linux を搭載したワークステーションま

たは仮想マシンが必要です。UG1144 (v2015.4) で説明した 

PetaLinux ツールのインストール要件を満たす環境に、ザイリンクス

の PetaLinux ツール v2015.4 が インストールされている必要が

あります。

手順 1 : rootFS の構築
最初に、rootFS を構築する必要があります。ザイリンクスのウェ

ブサイトから doom_demo.tar.gz をダウンロードし、ダウンロード 

ディレクトリでターミナルを開きます。すべての必要なファイルは、

http://www.wiki.xilinx.com/Doom+on+Xen+Demo にありま

す。ここではダウンロード ディレクトリを <down_dir> と呼びます。

アーカイブを展開します。

$ cd <down_dir>

$ tar -xzf doom_demo.tar.gz && cd doom_demo

1 つのフォルダーが現れます。このフォルダーにルート ファイル シ

ステム (1 つは Dom0 用、もう 1 つは DomU 用) を構築します。

ここで PrBoom を構築し、rootFS 内にコピーする必要があります。

最初に、後で rootFS を構築できるように、Linux カーネルをダウ

ンロードする必要があります。ここでは v4.3 タグを使用します。

$ git clone -b v4.3 https://github.com/torvalds/

linux.git

Buildroot のソースをダウンロードし、Buildroot ディレクトリに切

り替えます。

$ git clone https://git.buildroot.net/buildroot && 

cd buildroot

ここで、使用可能なパッケージを構築するように Buildroot を設定

する必要があります。
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$ make menuconfig

次のオプションを選択します。

[Target options] → [Target Architecture] → [AArch64 

(little endian)]

[Target packages] → [Games] → [prboom] → [*]

[Target packages] → [Games] → [shareware Doom WAD 

file] → [*]

すべての必要なライブラリが自動的に選択されます。

$ make # (マシンによっては、この処理に数分かかる)

ここで、PrBoom に関連するすべてのファイルを targetfs ディ

レクトリにコピーします。buildroot ディレクトリの下の ./output/

target/ ディレクトリにいることを確認します。

$ for i in $(find ./ -name ‘*oom*’); do cp ${i} 

<down_dir>/doom_demo/targetfs/${i}; done

これで Buildroot を使用した作業は完了しました。1 レベル上の 

doom_demo ディレクトリに移動します。

$ make # Build the host and guest rootFS. (マシンによっ

ては、この処理に数分かかる)

注記 : 使用するカーネルのバージョンによっては、ザイリンクスが供給

するコンフィギュレーション ファイルによって事前に選択されていない追

加のコンフィギュレーション オプションが存在する可能性がありますが、

デフォルトのオプションを使用すれば問題ありません (Enter を押す)。

手順 2: ベース セットアップの構築
次に、ブート ローダー、ARM Trusted Firmware (ATF)、Linux 

カーネル、デバイス ツリーなど、プラットフォームに合わせた rootFS 

以外のエンベデッド システム ソフトウェアを構築します。ザイリン

クスの PetaLinux ツールを使用して、このプロセスを簡単に実行

できます。ここではザイリンクス ZCU102 ボードをターゲットと

する PetaLinux プロジェクトを作成します。QEMU と MPSoC 

用 PetaLinux に関するクイックスタート ガイドとして、UG1144 

(2015.4) と AR#66249 を参照してください。japan.xilinx.com 

に進み、ZCU102 BSP (ボード サポート パッケージ) をダウンロード

します。ダウンロードした場所を <petalinux_bsp_dir> と呼びます。

$ cd <down_dir> 

$ petalinux-create --type project -s <petalinux_

bsp_dir>/ Xilinx-ZCU102-v2015.4-final.bsp 

--name doom_demo_zynqMP

これで、<down_dir>/doom_demo_zynqMP にPetaLinux プ

ロジェクトが作成されます。

PetaLinux プロジェクトに進み、PetaLinux を構築します。

$ cd <down_dir>/doom_demo_zynqMP

$ petalinux-build

ここで、このユース ケースに合わせてデバイス ツリーを手作業で編

集する必要があります。

xen-overlay.dtsi ファイル (subsystems/linux/configs/device- 

tree/xen-overlay.dtsi) を編集します。

dom0 の下の次の行を、

reg = <0x0 0x80000 0x3100000>;

次の行に置き換えます。

reg = <0x0 0x80000 0x4100000>;

chosen の下の次の行を、

xen,xen-bootargs = “console=dtuart dtuart=serial0 dom0_

mem=512M bootscrub=0 maxcpus=1 time r_slop=0” ;

次の行に置き換えます。

xen,xen-bootargs = “console=dtuart dtuart=serial0 dom0_

mem=512M bootscrub=0 maxcpus=4 timer_slop=0” ;

chosen の下の次の行を、

xen,dom0-bootargs = “console=hvc0 earlycon=xen 

earlyprintk=xen maxcpus=1” ;

次の行に置き換えます。

xen,dom0-bootargs = “rdinit=/bin/sh console=hvc0 

earlycon=xen earlyprintk=xen maxcpus=4” ;

zynqmp.dtsi ファイル (subsystems/linux/configs/device-

tree/zynqmp.dtsi) を編集します。

XCELL SOFTWARE JOURNAL: COVER STORY
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uart0 の下の次の行を、

compatible = “cdns,uart-r1p12” ;

次の行に置き換えます。

compatible = “cdns,uart-r1p8” , “cdns,uart-r1p12” ;

ここで Xen デバイス ツリーを手作業で構築します。

$ dtc -I dts -O dtb -i ./subsystems/linux/

configs/device-tree/ -o ./images/linux/xen.dtb ./

subsystems/linux/configs/device-tree/xen.dts

最後に、PetaLinux によって構築された rootFS を、以前に構築した 

rootFS で置き換える必要があります。この手順を実行する必要がある

のは、PetaLinux には PrBoom が含まれないため、ザイリンクスが独自

の rootFS を供給しているからです。また、Xen のバージョンと Xen ツー

ルのバージョンは一致していなければならないため、xen.ub イメージを、

ザイリンクスが事前に構築したイメージで置き換える必要があります。

$ rm <down_dir>/doom_demo_zynqMP/images/linux/

Image && rm <down_dir>/doom_demo_zynqMP/images/

linux/xen.ub

$ cp <down_dir>/doom_demo/Image <down_dir>/doom_

demo_zynqMP/images/linux/Image && cp <down_dir>/

doom_demo/xen.ub <down_dir>/doom_demo_zynqMP/

images/linux/xen.ub

u-boot ブートローダーを使用してブートします。

$ petalinux-boot --qemu --u-boot --qemuargs=”-net 

nic -net nic -net nic -net nic -net user,net=192.1

68.129.0,dhcpstart=192.168.129.50,host=192.168.129

.1,hostfwd=tcp:127.0.0.1:5900-192.168.129.50:5900”

> setenv serverip 192.168.129.1

> tftpb 4000000 xen.dtb; tftpb 0x80000 Image; tftpb 

6000000 xen.ub; bootm 6000000 - 4000000

# /boot.sh

# /xen-doom.sh 1

手順 3 : 起動
ここで、Virtual Network Computing (VNC) ビューアを起動

し、QEMU を実行しているマシン上で localhost:5900 に接続して 

Doom ゲームを表示できます。(注記 : 上記のコマンド ラインはポー

ト 5900 にリダイレクトするだけなので、デモの起動時に Doom の

最初のインスタンスに接続することのみ可能です。複数のインスタン

スに接続する場合は、QEMU に対して追加の hostfwd 引数を指定

し、次の利用可能なポートに接続してから [次のインスタンスはポート 

5901、その次のインスタンスはポート 5902、以下同様]、対応する

インスタンスに接続します。)

Doom が起動したら、キーボードとマウスを使用してゲームを制御

できるはずです。なお、エスケープ キーを押してゲームを開始しなけ

ればならない場合があります。また前回 Doom で遊んだときからか

なり長い時間がたっているため、あまり上手にプレイできないかもしれ

ませんが、失望する必要はありません。構築したシステムは、間違い

なく正常に機能しています。

Xen ハイパーバイザーの掘り下げた分析
「Zynq MPSoC と Xen ハイパーバイザーのサポート」 (Xcell 

Journal 日本語版 93 号) で説明したように、タイプ 1 ハイパーバ

イザーはハードウェア上でネイティブに実行されるのに対して、タイプ 

2 ハイパーバイザーはソフトウェアの最下位層ではなく、OS 上でホス

ティングされます。Xen はタイプ 1 ハイパーバイザーです (図 4)。

この記事の前半では仮想プロセッサ (仮想マシンとも呼ばれる) に言

及しました。Xen では、仮想プロセッサはドメインと呼ばれます。最

上位の特権を持つドメインは Dom0 と呼ばれます。特権を持たない

ゲスト ドメインは DomU ドメインです。

Dom0 は、Xen ハイパーバイザーがブート時に作成する最初のドメ

インです。このドメインは特権ドメインで、プラットフォーム上のデバイス

を駆動します。Xen は、CPU、メモリ、割り込み、タイマーを仮想化し、

1 つ以上の仮想 CPU を備えた仮想マシン、システムのメモリの一部、

仮想割り込みコントローラー、仮想タイマーを提供します。Dom0 は

すべてのデバイスに直接アクセスしてデバイスを駆動できます (この

設定が変更された場合を除く)。Dom0 は、準仮想化 (PV) バックエン

ドと呼ばれる一連のドライバーを実行し、非特権仮想マシンにディスク、

ネットワークなどへのアクセス権を与えます。Xen は、検出と初期通信

設定に使用されるすべてのツールを提供します。DomU として動作し

ている OS は、Dom0 のバックエンド ドライバーに対応する PV フロン

トエンド ドライバーを実行することにより、一連の汎用仮想デバイスへ

のアクセス権を取得します。存在する DomU の数に応じて、1 つのバッ

クエンドで複数のフロントエンドにサービスを提供できます。すべての

一般的なデバイス クラス (ディスク、ネットワーク、コンソール、フレーム 
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バッファ、マウス、キーボードなど) について、1 対の PV ドライバーが

あります。PV ドライバーは、通常は OS カーネル (すなわち、Linux) 

内に常駐します。少数の PV バックエンドは、ユーザー空間内 (通常は 

QEMU 内) で実行可能です。フロントエンドは、メモリ内の共有ページ

上で簡単なリング プロトコルを使用してバックエンドに接続します。

Dom0 のハイパーバイザーと対話するには、(システム コールによ

く似た) 定義済みのハイパーバイザー コールを使用するプログラムが

必要です。Xen は、Xen ツールと呼ばれる (xen-tools として記述

される場合もある) ライブラリを備えたリファレンス ツールセットを提

供します。xen-tools には xl と呼ばれるプログラムが含まれ、このプ

ログラムは主にステートの検査とゲストの作成を実行します。

xl の「create」コマンドは、ゲストを記述するコンフィギュレーショ

ン ファイルを使用します。ゲストが VNC セッションでサポートされる

仮想フレーム バッファ (VFB) を要求するようにコンフィギュレーショ

ン ファイルに指定されている場合、xl は Dom0 ユーザー空間内で

仮想化コードを (デモ内の 1 つのゲストにつき 1 つ) 自動的に開始し

ます。

Doom VM のコンフィギュレーション ファイルは次のようになります。

# Guest name

name = “guest1”

# Kernel image to boot

kernel = “/boot/Image”

# Kernel command line options

XCELL SOFTWARE JOURNAL: COVER STORY

Dom0 DomU

Xen

Hardware

PV front endsPV back ends

HW drivers

DomU

PV front ends

DomU

PV front ends

図 4 – Xen はタイプ 1 ハイパーバイザーとしてハードウェア上でネイティブで実行され、 
仮想マシンは Xen の上で実行されます (出典 : ホワイト ペーパー「Xen ARM with Virtualization Extensions」)。
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extra = “console=hvc0 rdinit=/doom.sh”

# Initial memory allocation (MB)

memory = 56

# Number of VCPUS

vcpus = 1

vfb = [ ‘type=vnc, vnclisten=0.0.0.0’ ]

Xen 内のデバイス
ゲストに対してデバイスを公開するには、エミュレーション、準仮想

化、パススルーの 3 つの一般的な方法があります (図 5)。

デバイスのエミュレーションでは、エミュレートされるデバイスのメ

モリにゲストがデータを書き込むと、その書き込みによってトラップが

トリガーされます。このトラップは通常はページ フォルトです。このト

ラップにより、プロセッサはハイパーバイザーに切り替えることができ、

ハイパーバイザーがデバイスをエミュレートします。エミュレーション

は柔軟性に優れていますが、頻繁にトラップが発生するため、処理が低

速になります。さらに設計者は、エミュレーションを要求するすべての

デバイスを表すモデルを記述する必要があります。エミュレーション

は完全にソフトウェアによる手法であり、ハードウェア アクセラレーショ

ンはほぼ存在しないため、エミュレーションを高速化する手法を見つけ

ることも困難です。

デバイスの準仮想化では、ハイパーバイザーとゲストの間に通信の

進捗方法に関する合意が成立します。通常は、デバイスのように見え

る共有メモリ エリア (それに加えてプロトコル) があり、ハイパーバイ

ザーはこのエリア上で要求を処理します。たとえば、Linux 上で準仮

想化されたフレーム バッファをサポートする場合、Linux フロントエン

ド ドライバーは、ユーザー空間から取得したフレームのバッファを共有

メモリ エリアに書き込みます。次にフロントエンド ドライバーは、ハイ

パーバイザー コールを使用して、バックエンド ドライバーを介してフ

レームを出力するようにハイパーバイザーに指示します。ゲストは、準

仮想化ドライバーを介してのみホスト (Dom0) およびその他のゲスト 

(DomU) と通信できます。この手法の利点として、多数のゲスト間で

デバイスを共有できること、処理が高速なこと、ゲストがほとんど変更

されていないカーネルを実行できることが挙げられます。必要な変更

は標準インターフェイスの下で行われるため、カーネルのそれ以外の

部分やアプリケーションから見ると、フロントエンド ドライバーは、通

常のネットワーク インターフェイス、ディスク、またはその他のデバイ

スのように見えます。ゲスト通信のサポートに広く使用されるプロトコ

ルは、Xen Bus と VirtIO の 2 つです。

パススルー モードでは、ホストがゲストにデバイスを「与えます」。

つまり、一度に 1 つのゲストだけがデバイスを使用できます。

デバイスの性能とセキュリティ
一般的に、エミュレートされるデバイスはパススルーで提供されるデ

バイスよりも性能が低くなります。また、準仮想化手法で十分な性能

が得られる傾向があります。準仮想化手法とエミュレーション手法の

利点は、ハイパーバイザーにより、エンティティ同士は互いに見えない

ようにして、デバイスが複数のエンティティにアクセスできることです。

Speed Device Sharing Security

Emulated Slow Yes Yes

Paravirtualized Medium Yes Yes

Pass-through Fast No Yes (but only if you have an SMMU*)
*System Memory Management Unit

図 5 – エミュレーション、準仮想化、パススルーの各手法の比較
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Dom0

Model of ARM Cortex-A53

DomU0 DomU1

Virtualization
code

Virtualization
code

PrBoom
(Doom)

VNC
Server

VNC
Server

net

Linux Kernel Linux Kernel

GIC SMMU Generic
Timers

Buffer

Buffer

UART
Xen (EL2)

EL1

EL0

Zynq MPSoC 
Hardware

SDL

libSDL
(1.2)

/dev/fb0
xen-fbfront

PrBoom
(Doom)

Linux Kernel

SDL

libSDL
(1.2)

/dev/fb0
xen-fbfront

VNC ViewerVNC Viewer

図 6 – デモの内部構造 : QEMU は x86 プロセッサ上で実行される PetaLinux ツールから起動される
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デモの内部構造
Zynq UltraScale+ MPSoC 上 の Doom のプロセッシング 

コンテキストは、多くの層から成るタマネギに似ています (図 6)。

Cortex-A53 クラスター内には 4 つの ARMv8 コアがあります。各

コア上では、ハイパーバイザーが EL2 内で実行され、ゲスト (Dom0 

または DomU) が EL0/EL1 内で実行されます。各 DomU ゲスト

が Linux を実行し、Doom (PrBoom) はユーザー空間内で実行さ

れます。Doom は Simple Direct Media Layer (SDL) を使用し、

SDL は (最終的に) SVC 命令を使用してフレーム バッファのフロント

エンド ドライバーと通信します。フレーム バッファのフロントエンドは、

Dom0 によってセットアップされた共有メモリ エリアにバッファを書き

込みます。フロントエンド ドライバーは、(最終的に) HVC 命令を使用

して、Xen Bus や VirtIO などのプロトコルを介して Dom0 上で実

行される仮想化コードと通信します。Dom0 上で実行される仮想化

コードは、表示用バックエンドを提供します。このバックエンドは、仮想

化コードの VNC サーバーによってエンコードされ、ネットワーク経由

で VNC クライアントに送信されます。

この記事の内容とデモは、ハイパーバイザーのさらなる研究と実

験に優れた基盤を提供します。QEMU 上のエミュレーション環境

でデモの実行に成功したら、PetaLinux ツールを使用して Zynq 

UltraScale+ MPSoC シリコン上でデモを実行できます。

その他の優れた開発者向けリソースについては、ザイリンクスのソフ

トウェア開発者ゾーンをご覧ください。■

Xilinx GO の紹介
このアプリで、ビデオ、ニュース、ブログなどの
最新情報へ簡単にアクセスできます。

参照 URL
http://japan.xilinx.com/about/app-download.html

19

http://japan.xilinx.com/products/design-tools/software-zone.html
http://japan.xilinx.com/products/design-tools/software-zone.html
http://japan.xilinx.com/about/app-download.html


Software-Defined Radio  
from Concept to Deployment

ソフトウェア定義無線の 
概念から導入まで
Avnet社 PicoZed SDR の 
自動化されたワークフローにより、 
開発期間の短縮とデザインの差別化を実現

XCELL SOFTWARE JOURNAL: XCELLENCE IN SDR
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ワイヤレス通信は、自動運転車の運行管理から数百万個
の産業用センサーを接続するヘテロジニアス ネットワークに
至るまで、広範囲にわたる新しいテクノロジで重要な役割を
果たします。これらのアプリケーションには、変調方式、周
波数帯、システム プロトコルを使用中に変更できる再構成
可能なソフトウェア定義無線 (SDR) が必要です。Avnet 
社の PicoZed SDR は、クリティカルな RF 信号パスと高
速プログラマブル ロジックを、完全に検証済みのシステム 
オン モジュール (SOM) に統合することにより、カード サイ
ズのデバイスでソフトウェア定義無線の柔軟性を提供し、各
種の固定およびモバイル SDR アプリケーションに対応する 
70MHz ～ 6.0GHz の範囲の周波数アジャイル型ワイドバ
ンド 2x2 送受信パスを実現します。

PicoZed SDR は、Analog Devices 社の AD9361 統
合型 RF Agile Transceiver™ とザイリンクスの Z-7035 
Zynq®-7000 All Programmable SoC を組み合わせた
製品です。[1] このアーキテクチャは、デジタル フロント エ
ンド (物理層) をプログラマブル ロジックにインプリメントし、
上位プロトコル層をデュアル ARM® Cortex™-A9 プロセッ
サ上のソフトウェアで実行するデジタル レシーバーなどの
複雑なアプリケーションのソフトウェア/ハードウェア複合型
インプリメンテーションに理想的です。ここでは、PicoZed 
SDR のソフトウェアに関連する機能について、開発プロセ
ス全体を通して説明します。

PicoZed SDR Radio-In-The-Loop による 
高速な概念実証

PicoZed SDR の潜在能力をフルに活用するには、RF 
アナログ電子回路からベースバンド デジタル アルゴリズム
まで、信号チェーン全体をモデル化する堅牢なマルチドメイ
ン シミュレーション環境が必要です。これは MathWorks® 
社のモデルベース デザイン手法の基本的な価値です。モ
デルベース デザインでは、要件の定義からデザイン、コー
ド生成、インプリメンテーション、テストに至るまで、システ
ム モデルが開発プロセスの中心になります。Avnet 社は、
Analog Devices 社および MathWorks 社と協力して、
初期プロトタイピング フェーズから始まるデザイン プロセス
の各局面で PicoZed SDR をサポートするインフラストラ
クチャを開発しました。[2]
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開発サイクル短縮への絶えざるプレッシャーに直面してい
る技術者は、定評あるハードウェア上で高速、高精度の概念
実証を実行し、「現実の」条件下で製品の実現可能性を実証
できるソリューションを求めています。MathWorks 社は、
System object™ と呼ばれる MATLAB® ソフトウェア構
造を使用して、ザイリンクス Zynq ベースのソフトウェア定
義無線のサポート パッケージを作成し、PicoZed SDR を 
RF フロント エンドとしてすぐに使える形で SDR デザインを
プロトタイプ化できるようにしました。大きなデータ ストリー
ムを処理する反復計算に最適化された System object 
は、Radio-In-The-Loop (RITL) と呼ばれるコンフィギュ
レーションでの PicoZed SDR と MATLAB/Simulink® 
環境間のデータ ストリーミングを自動化します (図 1)。

オブジェクト指向プログラミングの概念によく似た 
System object は、MATLAB コード内で (あるいは 
Simulink ブロックとして) クラス名に対するコンストラク
ター呼び出しによって作成されます。System object が
インスタンシエートされると、各種のメソッドを起動して、
シミュレーション中に System object を介してデータ
をストリーミングできます。MathWorks 社が提供する
ザイリンクス Zynq ベースのソフトウェア定義無線用の 
Communications System Toolbox™ サポート パッ
ケージには、PicoZed SDR レシーバーおよびトランス

ミッター用の定義済みクラスが含まれます。各クラスは、
RF 中心周波数やサンプリング レートなど、AD9361 の
調整可能なコンフィギュレーション属性を定義します。図 2 
のコード例は、AD9361 のローカル オシレーター周波数
を 2.5GHz、ベースバンド サンプリング レートを 1 メガ
サンプル/秒 (Msps) に設定して、シングル チャネル上で
データを受信する PicoZed SDR レシーバーの System 
object を作成します。キャプチャされたデータはログを使
用して保存されます。

Libiio ライブラリ
Analog Devices 社は、PicoZed SDR SOM 上の 

AD9361 など、Linux インダストリアル I/O (IIO) デバ
イスとのインターフェイスをとるソフトウェアを簡単に開
発できるように、Libiio ライブラリ [3, 4] を開発しまし
た。このオープンソース (GNU Lesser General Public 
License V2.1) ライブラリは、ハードウェアのレベルの低
い部分の詳細を抽象化し、高度なプロジェクトにも使用でき
る、シンプルではあるが完全なプログラミング インターフェ
イスを提供します。

このライブラリは、図 3 に示すように、高レベルのアプリ
ケーション プログラミング インターフェイスと一連のバック 
エンドで構成されます。
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図 1 — System object を使用した PicoZed SDR によるデータのストリーミング
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• ローカル バック エンドは、Linux カーネルの sysfs 仮
想ファイル システムを介して Linux カーネルとインター
フェイスします。このバック エンドは C、C++、Python 
へのバインディングを持ち、PicoZED SDR 上で実行さ
れるリモートから導入されたアプリケーションをサポートし
ます。

• ネットワーク バック エンドは、ネットワーク リンクを介し
て IIO デーモン (iiod) サーバーとインターフェイスしま
す。ネットワーク バック エンドは複数のオペレーティング 
システム (Linux、OS X、Windows) をサポートしてお
り、MATLAB/Simulink [5]、GNURadio [6]、または 
IIO Oscilloscope [7] などのアプリケーションが実行さ
れる、より高性能なホスト プラットフォーム上でリモート 
GUI ベースのデバッグを実行できます。

物理層 (QPSK、QAM、OFDM など) またはメディ
ア アクセス コントローラー (MAC) 全体をモデル化でき
る、MATLAB、Simulink、または GNURadio などの
ツール内のモデルとの間でサンプルをストリーミングする

ために、プロジェクトのプロトタイピング フェーズで Libiio 
を使用して PicoZED SDR とインターフェイスできます。
Libiio は、中程度のデータ レート (約 8Msps) でのスト
リーミング (サンプルの損失なし) と、最大データ レート 
(61.44Msps) でサンプルのバースト (最大 1 メガサンプ
ル、バースト間のデータは失われる) をキャプチャするバー
スト モードの両方をサポートします。通常、PHY 開発作業
の段階では低めのデータ レートのストリーミングを使用し、
HDL/C コードを生成する前に高速でデザインを検証する
ときはバースト モードを使用します。

PicoZED SDR のハードウェア/ソフトウェア 
協調設計によるシステム統合

PicoZed SDR の Radio-In-The-Loop を使用したア
ルゴリズム モデルの検証が完了したら、次のフェーズでは 
HDL/C コードを生成し、より大規模なシステムへの統合の
ために IP (知的設計資産) コアをパッケージングします。た
とえば、MATLAB および Simulink でモデル化されたワ
イヤレス レシーバー サブシステムを使用して、PicoZed 

図 2 — PicoZed SDR レシーバーの MATLAB System object
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SDR キャリア カードに装着された Avnet カメラ モジュー
ルからリアルタイム ビデオをストリーミングする 2 点間無
線リンクを構築する場合を考えます。

MathWorks 社が提供する HDL Coder™ のハードウェ
ア/ソフトウェア協調設計ワークフローにより、Zynq SoC 
をターゲットとするソフトウェアとハードウェア間でデザイン
の最適な分割を検討できます (図 4)。プログラマブル ロ
ジックにインプリメントされる部分は、ARM AMBA® AXI4 
または AXI4-Lite インターフェイスからアクセス可能なレ
ジスタ、AXI4 または AXI4-Lite インターフェイス、AXI4-
Stream ビデオ インターフェイス、外部ポートなどのハード
ウェア インターフェイス コンポーネントを含めて、IP コアと
して自動的にパッケージングできます。MathWorks HDL 
Workflow Advisor の IP コア生成ワークフローにより、

ザイリンクスの Vivado® 統合設計環境 (IDE) 内の定義済
みの組み込みシステム プロジェクトに、生成された IP コア
を挿入できます。[8] HDL Workflow Advisor には、ユー
ザーが生成するカスタム IP コアとエンベデッド ソフトウェ
アを除いて、Vivado IDE が SoC プラットフォームにデザ
インを導入する際に必要なすべての要素が含まれています。

MathWorks Embedded Coder® のライセンスをお
持ちであれば、ソフトウェア インターフェイス モデルの生
成、このモデルからのエンベデッド C/C++ コードの生成、
Zynq SoC 内の ARM プロセッサの Linux カーネル上で
の実行ファイルの構築と実行までを自動的に完了できます。
生成されるエンベデッド ソフトウェアには、HDL IP コアを
制御する AXI ドライバー コードが含まれます (AXI ドライ
バー ブロックから生成される)。あるいは、設計者がエンベ
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図 3 — Libiio の API とバック エンド
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デッド ソフトウェアを記述し、ARM プロセッサ用に手作業
で構築することも可能です。

IIO Oscilloscope
ADI IIO Oscilloscope (osc) は、Linux システム内の

各種の Linux IIO デバイスとのインターフェイスをとる方
法を示すアプリケーションの例です。このアプリケーション
は、キャプチャされたデータを 4 つのモード (タイム ドメイ
ン、周波数ドメイン、コンステレーション、クロス相関) でプ
ロットでき、複数の IIO デバイスの設定の表示と変更も可
能です。

osc アプリケーションは、Linux、Windows、OS X を
サポートします。osc は HDMI ビデオ ディスプレイ、さら
にはグラフィック環境をサポートしているため、リモート接
続されたホスト PC 上または PicoZed SDR FMC キャ
リア カード上で実行できます。Linux 上での osc アプリ
ケーション構築用の命令が利用可能で、事前に構築済みの 
Windows バイナリもあります。

図 5 に、PicoZED SDR の 2 チャネル (I/Q) の FFT 
と、シングル トーン信号の分析および高調波の測定用にセッ
トアップされたマーカーを示します。

PicoZED SDR 上に osc を直接構築する手順は簡単
です。(1) ソースをダウンロードします。

> git clone https://github.com/

analogdevicesinc/iio-oscilloscope.git

> cd iio-oscilloscope

> git checkout origin/master

(2) プログラムを構築し、インストールします。

rgetz@pinky:~/iio-oscilloscope$ make

rgetz@pinky:~/iio-oscilloscope$ sudo make 

install

強力なプロセッシング システム (動作周波数 1GHz の
デュアル ARM Cortex-A9 プロセッサに加え、1 ギガバ
イトの DDR3 SDRAM) を自由に利用できるため、Zynq 
SDR SOM 上でのネイティブ コンパイルのプロセスは迅
速です。

PicoZed SDR によるリアルタイム ビデオ キャプチャ
自動運転車、軍用ビジョン システム、監視システム、ドロー

ンなどのワイヤレス アプリケーションの分野では、高性能
ビデオがインテリジェント システムの主要なコンポーネント
になっています。これらのアプリケーションは、高ピクセル 

MATLAB and Simulink
Algorithm and System Design

HDL IP Core
Generation

Embedded System
Tool Integration

SW Interface 
Model Generation

FPGA Bitstream SW Build

SoC Platform

図 4 — MathWorks ハードウェア/ソフトウェア 
協調設計ワークフロー

図 5 — ADI IIO Oscilloscope
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レートのビデオ キャプチャと、純粋なソフトウェア ベースの
インプリメンテーションでは性能上対応できないリアルタイ
ム分析機能を組み合わせています。Zynq SoC とザイリ
ンクスの SDSoC™ 開発環境により、エンベデッド ビジョン 
システム設計者は、高精細ビデオを高フレーム レートでリア
ルタイム処理するハードウェア アクセラレーションによって、
既存のソフトウェア ベースの画像処理アルゴリズムの豊か
な資産を活用できるようになり、ハードウェアとソフトウェア
の両面から最良の成果が得られます。

Avnet ON PYTHON-1300 カメラ モジュールは、
SXGA 解像度 (1,280 x 1,024 ピクセル) のビデオを 1 
秒当たり 210 フレーム処理できる ON Semiconductor 
社の PYTHON-1300 カラー イメージ センサーを搭載
しています。[9] Avnet 社は、(ビデオ分析結果を無線通
信で伝送するための) PicoZed SDR を含む、同社の複
数の Zynq SoC ベース開発プラットフォーム上で、この
カメラ モジュールをサポートします。システム設計者は、
Video4Linux2 API 仕様 (V4L2) に準拠した Avnet ソ
フトウェア ドライバーを使用して、このカメラ モジュールを
完全な Linux システムに統合できます (図 6)。V4L2 フ
レームワークは、パイプラインと呼ばれる完全なビデオ デー
タ パスをインプリメントできます。標準的なキャプチャ パ
イプラインは、カメラ レシーバーからビデオをキャプチャし、

オプションによりビデオを処理した後、ビデオ DMA エンジ
ンを使用してその内容を外部フレーム バッファに送信しま
す。Avnet 社は、Vivado IP インテグレーターと互換性の
ある HDL ソース コード付き「カメラ レシーバー」 IP コア 
(ロイヤルティ不要で無償で提供) と、Linux パッチとして利
用可能な V4L2 サブデバイス Linux ドライバーを提供し
ています。

この記事で説明したように、Avnet 社の PicoZed SDR 
で提供される自動化されたワークフローにより、設計者は概
念設計から導入までの開発期間を大幅に短縮しながら、自
社の SDR 製品を差別化する機能に集中できます。■

参考資料
1. PicoZed SDR 開発キット
2. MATLAB によるワイヤレス通信のデザイン
3. libiio とは
4. analogdevicesinc/libiio GitHub
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6. GNU Radio
7. IIO Oscilloscope
8. ADI リファレンス デザイン HDL ユーザー ガイド
9. Avnet ON PYTHON-1300-C カメラ モジュール
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図 6 — Avnet ON PYTHON-1300 カメラ モジュールを使用した V4L2 キャプチャ パイプライン

26

http://zedboard.org/product/picozed-sdr-development-kit
http://www.mathworks.com/solutions/wireless-systems/
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/libiio
https://github.com/analogdevicesinc/libiio
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/libiio/clients/matlab_simulink
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/gnuradio
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/iio_oscilloscope?rev=1453737524
https://wiki.analog.com/resources/fpga/docs/hdl
http://www.em.avnet.com/en-us/design/drc/Pages/ON-Semiconductor-PYTHON-1300-C-Camera-Module.aspx


業界初、ASIC クラスのプログラマブル アーキテクチャ

■アヴネット(株)  TEL (03) 5792-8210   EVAL-KITS-JP@avnet.co.jp　■(株)ＰＡＬＴＥＫ  TEL (045) 477-2001   info_pal@paltek.co.jp
©Copyright 2016  Xilinx, Inc. All rights reserved. ザイリンクスの名称およびロゴは、米国およびその他各国のザイリンクス社の登録商標および商標です。

詳細はこちら



AMP up Your Next SoC Project

AMP を利用して 
次の SoC プロジェクトを 
向上
Scott McNutt
Senior Software Engineer
DesignLinx Hardware Solutions, LLC
smcnutt@designlinxhs.com

XCELL SOFTWARE JOURNAL: XCELLENCE WITH LINUX

28

mailto:smcnutt@designlinxhs.com


リアルタイム OS の 
パフォーマンスと  
Linux の充実した機能を 
共に活用できます。

エンベデッド システムは、通常は厳しいリアルタイ
ム性能が要求されるものとそうでないものとに分類さ
れます。従来、設計者は「go to」型のリアルタイム 
オペレーティング システム (RTOS) のパフォーマンス
か、お気に入りの Linux ディストリビューションの充実
した機能セットのいずれかを選ばなければならず、そ
れぞれの欠点の克服に苦労していました。

今日では、エンベデッド システム開発者がこのよう
な二者択一を強いられることはありません。非対称型
マルチプロセッシング (AMP) を使用すれば、RTOS 
のパフォーマンスと Linux の充実した機能の両方の
利点を活用できます。

最新のシステム オン チップ (SoC) 製品には、複
数の CPU、各種の標準 I/O ペリフェラル、プログラ
マブル ロジックを統合したものがあります。たとえ
ば、ザイリンクス Zynq-7000® All Programmable 
SoC ファミリは、デュアルコア ARM® Cortex™-A9、
標準ペリフェラル (ギガビット イーサネット MAC、
USB、DMA、SD/MMC、SPI、CAN など)、大きな
プログラマブル ロジック アレイを搭載しています。設
計者は、高い柔軟性を提供する Linux/RTOS AMP 
システムの基盤として、これらの SoC 製品を使用で
きます。

標準的な AMP コンフィギュレーションは、多くの
点で PCI ベースのシステムに似ており、Linux ドメイ
ンがホスト、RTOS ドメインがアダプターとして機能
し、2 つのドメイン間の通信に 1 つ以上の共有メモリ
領域を使用します。ただし PCI とは異なり、AMP コ
ンフィギュレーションは、より簡単に (かつ動的に) い
ずれかのドメインにリソース (標準ペリフェラルとカス
タム ロジック) を割り当てることができます。さらに、
Linux/RTOS AMP システムは、各種の外部デバイ
スの有無といった実行時の要件に基づいて、プログラ
マブル ロジックを動的に再コンフィギュレーションでき
ます。
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このような高いレベルの柔軟性には、AMP システムの立
ち上げが相当に複雑で困難な作業になるのではないかとい
う懸念が伴いがちです。ご安心ください。Linux 開発コミュ
ニティは、AMP のコンフィギュレーションと使用を大幅に簡
素化する多くの機能を、既に Linux カーネルに導入してい
ます。

Linux マルチプロセッシングの概要
マルチプロセッシングに関して、Linux カーネルにはユ

ニプロセッサ (UP) カーネルと対称型マルチプロセッサ 
(SMP) カーネルの 2 つのタイプがあります。UP カーネ
ルは、利用可能なコア数に関係なく、シングル コア上での
み実行可能です。AMP システムには、2 つ以上のユニプ
ロセッサ カーネル インスタンスを組み込むことができます。

他方、SMP カーネルは、1 つのコア上で実行すること
も、複数のコア上で同時に実行することも可能です (図 1)。
オプションのカーネル コマンド ライン パラメーターにより、
システムの初期化後に SMP カーネルが使用するコア数を
制御します。カーネルの実行中は、各種のコマンド ライン 

ユーティリティにより、カーネルに割り当てられるコア数を
制御できます。カーネルが使用するコア数を動的に制御で
きることは、AMP 開発者が UP カーネルよりも SMP カー
ネルを好む主な理由になっています。

リモート プロセッサ フレームワーク
リモート プロセッサ (remoteproc) フレームワークは、

個々のコア (リモート プロセッサ) の起動および停止と、
AMP システムへのコアのソフトウェアのロードを担当する 
Linux コンポーネントです。たとえば、remoteproc の機
能を使用して、図 1 に示す SMP システムを動的に再コン
フィギュレーションして図 2 に示す AMP システムに変更
し、その後再び SMP に戻すことができます。

設計者は、ユーザー空間のアプリケーションまたはシステ
ム初期化スクリプトにより、再コンフィギュレーションを完全
に制御できます。再コンフィギュレーションの制御により、
ユーザー アプリケーションは、システムの動的なニーズに
基づいて各種の RTOS アプリケーションを停止、再ロード、
実行できます。
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図 1 — 対称型マルチプロセッシング。 
SMP カーネルは複数のコアで同時に実行可能
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図 2 — Linux SMP カーネルによる AMP
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コアのソフトウェア (この例では RTOS とユーザー ア
プリケーション) は、リソース テーブルと呼ばれる特殊な
セクションを含む標準 ELF (Executable and Linkable 
Format) ファイルからロードされます。リソース テーブル
は、RTOS に必要なリソースを記述する点で PCI コンフィ
ギュレーション空間に似ています。これらのリソースの中で、
RTOS のコードとデータに必要なメモリは特に重要です。

トレース バッファ
トレース バッファは、Linux ファイル システム内のファイ

ルとして自動的に作成されるメモリ領域です。その名前が
示すように、トレース バッファはリモート プロセッサに対す
る基本的なトレーシング機能を提供します。リモート プロ
セッサは、トレース、デバッグ、ステータスの各メッセージを
トレース バッファに書き込みます。これらのメッセージは、
Linux コマンド ラインまたはカスタム アプリケーションに
よる検査に利用可能です。

リソース テーブル内のエントリは、1 つ以上のトレース 
バッファを要求する場合があります。トレース バッファは通
常は平文を保持しますが、アプリケーションのステート情報
やアラーム表示などのバイナリ データも保持する場合があ
ります。

仮想 I/O デバイス
リソース テーブルを使用して、仮想入出力デバイス 

(VDEV) を定義することもできます。VDEV は、基本的に
は Linux カーネルとリモート プロセッサ間のメッセージ転
送をサポートする共有メモリ キューのペアです。VDEV の
定義には、キューのサイズを決めるフィールドと、プロセッ
サ間の合図に使用される割り込みが含まれます。

Linux カーネルは仮想 I/O キューの初期化を処理しま
す。リモート プロセッサ上で実行されるソフトウェアで必要
になるのは、リソース テーブルに VDEV の記述を含み、実
行の開始後に VDEV キューを使用することだけです。そ
れ以外のことはカーネルが処理します。

リモート プロセッサ メッセージング フレームワーク
リモート プロセッサ メッセージング (rpmsg) フレーム

ワークは、Linux カーネルの仮想 I/O システムをベースに

したソフトウェア メッセージング バスです。このメッセージ
ング バスはローカル エリア サブネットワークに似ており、
その中では個々のプロセッサが共有メモリを介して参照可
能なエンドポイントの作成とメッセージの交換を実行でき
ます。

Linux カーネルの rpmsg フレームワークはスイッチとし
て機能し、メッセージに含まれるデスティネーション アドレス
に基づいて、適切なエンドポイントにメッセージを転送しま
す。メッセージ ヘッダーにソース アドレスが含まれるため、
各種のプロセッサ間にその都度の接続を確立できます。

ネーミング サービス
プロセッサは、rpmsg フレームワークのネーミング サー

ビスにメッセージを送信することにより、特定のサービスを
動的にアナウンスできます。ネーミング サービス単独で
の利便性はごく限られています。しかし、rpmsg フレーム
ワークは、サービス名をデバイス ドライバーにバインドして、
特定のドライバーの自動ロードおよび初期化をサポートし
ます。たとえば、リモート プロセッサがサービス service 
dlinx-h323-v1.0 をアナウンスした場合、カーネルはその
名前にバインドされたドライバーの検索、ロード、初期化を
実行できます。これにより、サービスがリモート プロセッサ
上に動的にインストールされるシステム内で、ドライバーの
管理が大幅に簡素化されます。

割り込みの管理
特にコアの起動時と停止時には、割り込みの管理に多少

工夫が必要です。最終的には、システムはリモート プロセッ
サの起動時にリモート プロセッサ ドメインに対して特定の
割り込みを動的にリダイレクトし、リモート プロセッサの停
止時にそれらの割り込みを再利用する必要があります。ま
た、システムは、誤ってコンフィギュレーションされた可能性
のあるドライバーによって誤って割り当てられないように、
割り込みを保護する必要があります。つまり、割り込みはシ
ステム全体で管理されていなければなりません。

Linux SMP カーネルでは、このような割り込み管理が
ルーチン化されています。このことは AMP コンフィギュ
レーションで SMP カーネルが推奨されるもう 1 つの理
由です。リモート プロセッサ フレームワークは、デバイス 
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ドライバーからの最小限のサポートで割り込みを上手に管
理します。

デバイス ドライバー
デバイス ドライバーの開発には、すぐには手に入らない

スキル セットが要求されるため、懸念がつきものです。幸
いにも、負担の大きい作業の大部分は Linux カーネルの 
remoteproc フレームワークと rpmsg フレームワークが
やってくれるため、ドライバーには少数の標準ドライバー 
ルーチンをインプリメントするだけで済みます。わずか数百
行のコードで、完全な機能を備えたドライバーを記述できま
す。カーネル ソース ツリーに含まれるサンプル ドライバー
は、エンベデッド システム開発者が各自の要件に合わせて
調整できます。

オープンソースの汎用デバイス ドライバーも各ベン
ダーから提 供されています。DesignLinx Hardware 

Solutions 社は、Linux と FreeRTOS の両方に対応する
汎用 rpmsg ドライバーを提供しています。この汎用ドライ
バーは、交換されるメッセージに関して特定のフォーマット
を前提にしていません。したがって、エンベデッド システム
開発者は、このドライバーを修正せずに各種の AMP アプ
リケーションに利用できます。

PCB から SoC への移行
Linux カーネルによるマルチプロセッシングのサポート

は、ホモジニアス マルチプロセッシング システム (同じ
種類のプロセッサだけを使用するシステム) だけに限られ
ません。上記の機能はすべて、ヘテロジニアス システム 
(異なる種類のプロセッサを搭載したシステム) でも使用
できます。これらのマルチプロセッシング機能は、既存の
デザインを PCB からSoC へ移行する場合に特に効果的
です。
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図 3 — PCB 上の個別のエレメントを SoC の「ピンの内部」へ移行

32



最新の SoC 製品では、設計者が各種のハードウェア デ
ザインをプリント回路基板からシステム オン チップへ簡単
に移行できます (図 3)。従来は個別のプロセッサとコンポー
ネントの集合体として PCB 上に実装されていたデザイン
全体を、SoC のピンの内部に実装できます。

たとえば、図 3 に示した元の PCB ハードウェア アーキ
テクチャをザイリンクスの Zynq-7000 AP SoCファミリ
にインプリメントする場合、ARM プロセッサのうち 1 つを
制御用 CPU として使用し、プログラマブル ロジック内の 

(ザイリンクス MicroBlaze™ プロセッサなどの) ソフト プ
ロセッサで個別のマイクロプロセッサを置き換えることがで
きます。もう 1 つの ARM プロセッサは、Linux SMP カー
ネルの実行に使用できます (図 4)。

元のデザインに Linux を追加することで、ARM コアとソ
フト コア プロセッサの両方に対して、上記のすべての標準
マルチプロセッシング機能 (起動、停止、再ロード、トレース 
バッファ、リモート メッセージングなど) を利用できるように
なります。また、Linux の幅広い機能セットが利用可能にな
ります。いくつか例を挙げると、各種のネットワーク インター
フェイス (イーサネット、Wi-Fi、Bluetooth)、ネットワーキ
ング サービス (ウェブ サーバー、FTP、SSH、SNMP)、ファ
イル システム (DOS、NFS、cramfs、フラッシュ メモリ)、
その他のインターフェイス (PCIe、SPI、USB、MMC、ビ
デオ) がサポートされます。これらの機能により、信頼性が
実証されたアーキテクチャに大きな変更を加えずに、新しい
機能を簡単に利用できます。

マルチコア SoC の拡張
過去数年間、エンベデッド システム市場をターゲットにし

た、AMP コンフィギュレーションに最適なマルチコア SoC 
製品が増え続けています。

たとえば、ザイリンクス UltraScale+™ MPSoC アー
キテクチャは、64 ビット クワッドコア ARM Cortex-A53、
32 ビット デュアルコア ARM Cortex-R5、グラフィックス 
プロセッシング ユニット (GPU)、その他のペリフェラルの
ホスト、そして (もちろん) 処理を強力に支援するプログラ
マブル ロジックを搭載しています。このアーキテクチャは、
リアルタイム オペレーティング システムのパフォーマンス
と Linux カーネルの充実した機能セットを組み合わせて利
用する方法を理解している設計者に、潤沢なリソースを提供
します。

Linux/RTOS AMP システムのデザインの詳細は、
DesignLinx Hardware Solutions 社にお問い合わせく
ださい。ザイリンクス アライアンス プログラムのプレミア 
メンバーである DesignLinx 社は、システム デザイン、回
路図キャプチャ、電子機器パッケージング/機械工学デザイ
ン、シグナル インテグリティを含む、FPGA のデザインと
サポートに特化した企業です。■
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図 4 — SoC 内部のマルチプロセッシング
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A Recipe for Embedded Systems

エンベデッド  
システムのための 
レシピ
エンベデッド システムが 
至る所で使われている現在、 
これまで蓄積してきた開発知識を
活用すれば、より良いシステムを 
構築できるはずです。
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開発プロジェクトにおいて、技術者は品質、スケジュール、
予算目標の重要性を常に意識させられます。エンベデッド 
システム開発者のコミュニティが長年蓄積してきた教訓を活
用すれば、次のエンベデッド システム開発プロジェクトでは
これらの目標を確実に達成できるはずです。この記事では、
エンベデッド システム開発のベスト プラクティスにつながる
いくつかの重要な教訓について説明します。

体系的な思考
システム エンジニアリングは、たとえば航空母艦や人工衛

星から、それらの高性能を可能にするエンベデッド システム
まで、あらゆる製品の開発を扱う幅広い分野です。システム 
エンジニアリングの手法を応用して、概念設計から使用終了
時の廃棄に至るまでのエンベデッド システムのエンジニアリ
ング ライフ サイクルを管理できます。

システム エンジニアリング手法の最初の段階は、一般に
考えられているようなシステム要件の定義ではなく、システ
ム エンジニアリング管理計画の作成です。この計画では、
システムのエンジニアリング ライフ サイクル、開発チーム
が実行するデザイン レビュー、それらのレビューから得られ
る予想される入力と出力を定義します。この計画は、プロジェ
クト管理、エンジニアリング コミュニティ、顧客コミュニティ
用に、一連のエンジニアリング イベントと各段階の前提条件
について明確に定義します。つまり、この計画はプロジェク
トで期待されることと成果物を定義します。

エンジニアリング ライフ サイクルについて明確に理解し
たら、体系的な思考の次のステップとして、開発中のエンベ
デッド システムの要件を定義します。適切な要件セットは、
機能要件、非機能要件、環境要件の 3 つの領域に対応しま
す。機能要件は、エンベデッド システムがどのような機能を
実行するかを定義します。非機能要件は、各種規制の遵守
や信頼性などの要件を定義します。環境要件は、動作温度
および衝撃/震動などの要件と電気的環境 (たとえば、EMI 
および EMC) を定義します。
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エンベデッド システムのこれらの要件は、より大きな開
発作業の中で、システム仕様またはサブシステム仕様など
の上位の仕様からのフローダウンとトレースが可能です (図 
1)。上位の仕様が存在しない場合は、開発の関係者と協議
して一連の明確なステークホルダー要件を定義した後、こ
れらの要件に基づいてエンベデッド システム要件を定義す
る必要があります。

適切な要件セットを作成するには、要件が次の基準を満
たすように、それぞれの要件を十分に検討する必要があり
ます。

1. 必要性　この要件はプロジェクトの成功に不可欠か。

2. 検証可能性　検査、テスト、分析、またはデモを行って、
要件の実現可能性を検証する必要がある。

3. 達成可能性　与えられた制約条件の下で、この要件は技
術的に可能か。

4. トレーサビリティ　下位の要件からのトレースと上位の
要件へのトレースが可能か。

5. 独自性　要件が互いに似通ったものにならないようにする。

6. 簡潔性と明確性　各要件が 1 つの機能を指定しているか。

また、要件を定義する際は、意図を示す特定の用語を使
用することが一般的です。通常、英文では絶対的に必須の
要件には SHALL (しなければなりません) を使用し、必須

でない要件には SHOULD (するべきです) を使用します。
必須でない要件は、望ましいシステム属性を表現します。

要件のベースラインを設定したら、次のベスト プラクティ
スとして、各要件のコンプライアンスを記述したコンプライ
アンス マトリックスを作成します。また、各要件に検証手法
を割り当てることにより、検証戦略の策定を始めることがで
きます。使用される検証手法は、一般にテスト、分析、検査、
デモ、リード アクロスです。コンプライアンス マトリックス
および検証マトリックスと組み合わせて要件を作成すると、
次のことが可能になります。

• システムの動作を明確に理解する。

• 内部のテスト チームと外部の顧客の両方に対して検証手
法をデモンストレーションする。これにより、難しいテスト
手法を開発の早期段階で特定し、必要なリソースを決定
できます。

• 技術的業績尺度を確認する。これらの尺度はコンプライ
アンス マトリックスから得られ、コンプライアンスに違反
するリスクのある要件を示します。

エンジニアリング バジェットの配分
すべてのエンジニアリング プロジェクトには、複数のバ

ジェットが含まれます。これらのバジェットは、アーキテク
チャ内で特定される各ソリューションに配分する必要があり
ます。バジェットの配分により、プロジェクトが全体的な要件
を達成することと、各モジュールのデザイン リーダーが適

XCELL SOFTWARE JOURNAL: XCELLENCE IN EMBEDDED DEVELOPMENT

Customer System Subsystem
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Requirements Flow Down & Reviews SRR, SDR, PDR
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SRR = System Requirement Review
SDR = System Design Review
PDR = Preliminary Design Review
CDR = Critical Design Review 

MRR = Manufacturing Review 
TRR = Test Readiness Review
TRB = Test Review Board 
DRB = Delivery Review Board 

図 1 — 開発作業の中で、要件は上位の仕様からのフローダウンとトレースが可能
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切なソリューションを作成するためにそのモジュールに割り
当てられたバジェットを理解することが可能になります。バ
ジェットが割り当てられる代表的な領域として、機能の総質
量、機能の総消費電力、平均故障間隔または成功確率とし
て定義される信頼性、デザイン内の信号タイプ間の許容さ
れるクロストークが挙げられます (一般的に、複数の機能に
適用可能な共通の規則のセット)。エンジニアリング バジェッ
トの設定で最も重要な条件の 1 つは、不測の事態に備え
てバジェットの配分に十分な余裕を確保することです。ただ
し、これはスケジュールとコストに大きな影響を与える技術
的要因になるため、余裕の上に余裕を重ねる誘惑に負けて
はなりません。

技術的リスクの管理
コンプライアンス マトリックスとエンジニアリング バ

ジェットの作成により、技術的に困難な要件を特定できます。
これらのリスクのある要件のそれぞれについて、その要件
をどのように達成するかを示す明確なリスク軽減計画が必

要です。そのための最善の方法の 1 つは、技術成熟度レ
ベル (TRL) を利用することです。基本原則の遵守 (TRL 1) 
から完全な機能およびフィールドへの導入 (TRL 9) まで、
デザインの成熟の進行度を記述する 9 つの TRL レベルが
あります。

コンプライアンス マトリックスと組み合わせて、アーキ
テクチャに使用される各テクノロジに TRL を割り当てるこ
とで、技術的リスクがどこにあるかを判定できます。次に、
TRL 開発計画を策定し、プロジェクトの進捗につれて低い 
TRL の領域を望ましい TRL まで向上させます。この計画
では、プロジェクトの進捗とともに適切な機能のインプリメ
ントとテストを実行するか、あるいはプロジェクトの進捗中
に機能テストまたは環境/動的テストを実行するように指定
します。

アーキテクチャの作成
エンベデッド システムの必須の動作を理解したら、ソ

リューションのアーキテクチャを作成する必要があります。

Isolating
DC/DC

Intermediate
Voltage

IP Voltage Switching
Regulator

Switching
Regulator

Switching
Regulator

Linear
Regulator

Reset Reset

I/O Voltage

Core Voltage

図 2 — この電源アーキテクチャの例では、モジュールからの出力レールにサブ調整が必要
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アーキテクチャは、機能ブロックごとにまとめられた要件で
構成されます。たとえば、アナログ入力または出力を処理
するエンベデッド システムでは、アーキテクチャにアナログ 
I/O ブロックが含まれます。その他のブロックは、電力調整、
クロック生成、リセット生成など、より理解しやすいものです。

アーキテクチャはハードウェア (電気的) ソリューションだ
けに限られず、FPGA/SoC およびそれに関連するソフト
ウェアのアーキテクチャも含まれます。もちろん、モジュラー 
デザインのカギになるのは、モジュールに対するインター
フェイスと機能的動作を適切に定義することです。

アーキテクチャの重要な条件の 1 つは、システムがどの
ようにインプリメントされるかをエンジニアリング チームが
容易に理解できるように、システムがどのように作成される
かを大きく示すことです。この手順は、運用期間を通してシ
ステムをサポートするためのカギでもあります。

アーキテクチャを決定する際に、現在のプロジェクトで
デザイン モジュールを再利用するだけでなく、将来のプロ
ジェクトでも再利用できるようなモジュラー手法を検討する
必要があります。モジュラリティを実現するには、モジュー
ルが再利用される可能性を最初から考慮に入れて、独立し
たユニットとして各モジュールを定義する必要があります。
内部 FPGA/SoC モジュールの場合、ARM® AMBA® 
Advanced Extensible Interface (AXI) などの一般的
なインターフェイス規格を採用すれば、再利用が容易になり
ます。

モジュラー デザインの重要な利点は、一部の要件に汎用
市販 (COTS) モジュールを使用できる可能性があることで
す。COTS モジュールによってシステム開発を迅速化でき
るため、専門知識が付加価値をもたらすプロジェクトの局面
に作業を集中できます。

システムの電源アーキテクチャは、十分に検討する必要
がある領域の 1 つです。多くのエンベデッド システムには、
エンベデッド システムの障害が外部に伝搬されないように、
絶縁型 AC/DC または DC/DC コンバーターが必要です。
図 2 に電源アーキテクチャの例を示します。このモジュー
ルからの出力レールには、プロセッシング コアと変換デバ
イスに電圧を供給するためのサブ調整が必要です。これら
の段階でスイッチング損失と効率が大きく低下しないように
注意する必要があります。効率が低下すると、システムの

放熱量が増加するため、適切に対処しないとユニットの信頼
性に影響を与えるおそれがあります。

使用するリニア レギュレータの動作と、電源ラインの追
加フィルタリングの要件についても注意深く理解する必要
があります。これが必要になるのは、FPGA やプロセッサ
などのデバイスは、リニア レギュレータの制御ループの対
応能力をはるかに超える周波数でスイッチングするからで
す。周波数内でノイズが増えるにつれて、リニア レギュレー
タのノイズ除去能力は低下し、フィルタリングとデカップリン
グを追加する必要が生じます。この関係を理解しないと、ミッ
クスド シグナル機器内で問題が発生します。

特に複数のボードを同期させる必要がある場合、もう 1 
つの重要な考慮事項は、クロックおよびリセット アーキテク
チャです。アーキテクチャ レベルで、クロック分配ネットワー
クを検討する必要があります (1 つのオシレーターを複数
のボードに使用するのか、同じ周波数のオシレーターを複数
使用するのか)。クロック分配の安定性を確保するには、次
の条件を考慮に入れる必要があります。

• オシレーターの起動時間　必要に応じて、オシレーター
の起動時間全体にわたってリセットをアサートする必要が
あります。

• オシレーターのスキュー　1 つのオシレーターを複数の
ボードに使用する場合、各ボードはタイミング クリティカ
ルでしょうか。タイミング クリティカルな場合は、コネク
タによって発生する回路カード上のスキューと、バッファ 
デバイスそれ自体によって発生するスキューの両方を考
慮に入れる必要があります。

• オシレーターのジッター　ミックスド シグナル デザイン
を開発する場合、ジッターが増えるとミックスド シグナル 
コンバーターの信号対ノイズ比が低下するため、低ジッ
ターのクロック ソースを確保する必要があります。マル
チギガビット シリアル リンクを使用する場合も、リンク上
で良好なビット エラー レートを得るには、低ジッターのク
ロック ソースが必要です。

リセット アーキテクチャにも注意を払い、実際に必要な
箇所にのみリセットを適用する必要があります。たとえば、
SRAM ベースの FPGA には、通常はリセットは不要です。
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リセットを非同期でアサートする場合は、リセットを削除し
たときにメタステーブル状態で出力が不安定にならないよ
うに注意する必要があります。

インターフェイスの明確な定義
内部インターフェイスと外部インターフェイスの両方の

正式な文書化により、インターフェイスが機械的、物理的、
電気的レベルで (プロトコルおよび制御フローとともに) 明
確に定義されます。これらの正式な文書は、インターフェイ
ス管理文書 (ICD) と呼ばれます。もちろん、できる限り標
準的な通信インターフェイスを使用するのがベスト プラク
ティスです。

インターフェイスの定義で最も重要な領域の 1 つは、外
部インターフェイスの「コネクタ接続」です。このプロセス
では、必要なコネクタのピン配置、コネクタ ピンの電力定
格、必要な挿抜回数を、シールドの要件とともに考慮に入れ
ます。

システムのコネクタ タイプを検討する際は、サブシステ
ム内で同じタイプのコネクタを使用したために不注意による
誤接続が起こらないようにする必要があります。異なるタイ
プのコネクタを使用するか、または (サポートしている場合) 
異なるコネクタ キーイングを使用することにより、誤接続を
防止できます。

コネクタ接続は、既に開発した各種のバジェットを最初に
使用する領域の 1 つです。特に、ピン配置を定義する際は、
クロストーク バジェットをガイドとして使用できます。

図 3 の例は、このプロセスの重要性を示しています。ピ
ン配置を変更して信号 1 と信号 2 の間にグランド基準電
圧 (GND) ピンを配置すると、相互インダクタンスが減少し、
したがってクロストークも減少します。

特に外部 EMC が要求されるプロジェクトでは、ICD はシ
ステムのグランドを定義する必要もあります。この場合はノ
イズの多いシグナル グランドを放射しないように注意しな
ければなりません。

技術者とプロジェクト マネージャーは、品質、コスト、ス
ケジュールの要件を満たすエンベデッド システムを実現す
るために、多くの手法を自由に使用できます。ただし、プロ
ジェクトが困難に直面したときは、プロジェクトを大きく変更
していない場合、プロジェクトの過去の実績が将来の実績
の良い指標になると考えて差し支えありません。■
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3. 「Design Reliability: MTBF Is Just the Beginning」、
Xcell Journal 英語版 88 号、38 ～ 43 ページ。

Signal 1

Signal 2

Signal 1

Signal 2

GND GND

図 3 — コネクタ接続は、インターフェイスの定義で最も重要な要因の 1 つ
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Next Disruptive Digital Business Model Innovation: Neuroplastic Clouds 

今までのデジタル ビジネス モデルの 
概念を覆す次のイノベーション :  
ニューロプラスチック  
クラウド

FPGA ベースのインフラストラクチャは、
IaaS に神経の可塑性を導入し、 
設計段階からセキュリティを追求した 
カスタマイズ型の高性能なクラウド  
コンピューティング サービスを実現します。
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かつて神経科学者は、人間の脳の構造は不変であり、幼
児期以降は脳のニューロンは固定されてしまうと考えていま
した。しかしそれ以降の研究で、脳が実際に可塑性を持つこ
とが証明されました。脳は、環境刺激への反応と思考活動
それ自体により、構造、機能、神経接続を動的に変化させて、
神経新生によって新しいニューロンを成長させます。さらに、
このような神経の可塑性は老年期にも持続します。

実証された脳の可塑性は、柔軟で高性能なテーラーメイ
ドのクラウド コンピューティング IaaS (Infrastructure as 
a Service) を基盤にした革新的なデジタル ビジネス モデ
ルに刺激を与えています。カスタマイズ可能なクラウドベー
スの IaaS は、要求されるサービスに対して最適化された計
算を統合することで革新的な製品の差別化を実現し、特定
のサービス品質 (QoS) を提供することでエンドユーザーに
付加価値をもたらします。このパラダイムでは、演算量の多
い機能またはアプリケーションをサポートするコンピュータ 
アーキテクチャのパフォーマンス、カスタマイズ、セキュリ
ティなどのデザイン パラメーターに特に注意を払う必要が
あります。リコンフィギャラブル ハードウェア テクノロジの 
DNA の中に既に存在していたこれらの技術的特徴は、現在
では FPGA ベースのクラウド コンピューティング インフラ
ストラクチャに導入可能になり、デジタル ビジネスのゲーム
の規則を変えようとしています。

神経の可塑性とクラウド コンピューティング
近年の神経科学の進歩は、思考と行動の新しいパターン

を採用するだけで脳神経の再配線が可能になることを示しま
した。脳と神経系が行動のナビゲーションに使用する神経
経路は、比較的遠距離にある脳の領域を接続します。それ
ぞれの経路は、特定の領域または動作に関連付けられてい
ます。新しい思考と技能は、新しい経路を形成します。私た
ちが何かを思考し、知覚し、行動するたびに、それに関連付
けられた経路が反復と練習によって強化され、ついには行動
が習慣になります。

神経科学による脳の理解が進むのと並行して、過去 10 
年間にクラウド コンピューティング テクノロジが進化し、イ
ンターネットを介して世界中の数十億人のユーザーにコン
ピューティング、ネットワーキング、ストレージのサービスを
提供するようになりました。個人、企業やその他の組織は、
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ストレージ、ビデオ、メッセージング、ソーシャル ネットワー
キング、オンライン ゲーム、ウェブ検索などのクラウド サー
ビスを受容しています。クラウド コンピューティングは、単
なる IT 現象にとどまらず、ますます企業のビジネスの成長
とコスト削減の推進力になり、急拡大する処理能力によって
イノベーションとビジネスの変革を促進しています。業界
ウォッチャーは、今後数年間の IT 支出の大部分がクラウド 
プラットフォームとアプリケーションに投入されると予測して
います。

そうは言っても、神経の可塑性の発見とクラウド コン
ピューティングの爆発的な増大の間に、新しいデジタル モ
デルに刺激を与えるような関係を見つけられるでしょうか。

人の神経系に備わっている神経の可塑性を抽象し、その
概念をクラウド コンピューティング インフラストラクチャ
に直接移植することを想像してください。FPGA および 

SoC デバイスで利用可能なリコンフィギャラブル ハード
ウェア テクノロジによってサポートされる、今までの概念を
覆すような IaaS モデルは、任意の時点における消費者の
計算処理ニーズに応じて、データ センター内に配置される
クラウド コンピューティング インフラストラクチャ サーバー
のコンピュータ アーキテクチャを最適化し、その処理に付
加価値を与えます。筆者らは、神経科学との類似性を強調
したニューロプラスチック クラウドという用語を使用して、
プロセッサ ソフト コアとプログラマブル ロジック (FPGA) 
を結合してヘテロジニアスなハードウェア/ソフトウェア プ
ロセッシング エコシステムを構成する物理的クラウド コン
ピューティング インフラストラクチャについて説明していま
す。このエコシステムにより、データ センター サーバーは、
クラウド内で使用されている特定のアプリケーションに対し
て、処理能力をカスタマイズして適応させます (図 1)。
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この構想は、クラウド コンピューティングのパラダイム 
シフトを促します。つまり、コンピュータの「頭脳」の適応
性が、クラウドに移植されるテーラーメイドのコンピュー
ティング ユニットとしてリコンフィギャラブル ハードウェア
に統合されると、現在の標準的なクラウド ソリューションで
は通常達成できないほど厳しい個別の処理要件下でクラ
ウド サービスを提供するデジタル ビジネスに、明確な競
争優位性をもたらします。この手法の恩恵を受けるアプリ
ケーション分野として、金融トレンドの分析、リアルタイム
の医療画像処理、バイオインフォマティクス、計算生物学、
ゲノム シーケンシング、エネルギーのリアルタイム制御、
石油/ガス供給、ビッグデータ分析、ディープ ラーニングが
挙げられます。

クラウド コンピューティングにリコンフィギャラブル ハー
ドウェア テクノロジを導入する構想は、学術研究に端を発
しています。リコンフィギャラブル コンピューティング コ
ミュニティは、しばらく前から FPGA と汎用プロセッサを
組み合わせる機会を探求してきました。多くの研究グルー
プが、FPGA は、クラウド コンピューティング サーバー
内のアプリケーション固有のアクセラレータを将来実現す
るカギになると考えています。この認識は、広く利用可
能な商用ソリューションとしてはまだ実現されていません
が、Microsoft 社、IBM 社、Intel 社、Qualcomm 社、
Baidu 社など、クラウド テクノロジのリーダー各社は、
FPGA ベンダーとともに、データ センターのワークロード
の FPGA による最適化を強く提唱しています。

デジタル サービス経済がクラウド コンピューティングの
成長を促進する状況の中、クラウド コンピューティングの
関係者は、データ センターへの FPGA の導入により、現
在確立されている代替手段よりも消費電力当たりの性能
が向上すると考え始めています。つまり、クラウド サービ
ス プロバイダーは、(応答時間、サイバーセキュリティ、そ
してもちろんパフォーマンスなどの重要な QoS パラメー
ターによって定量化される) 顧客ごとのニーズに合わせて
調整されたコンピューティング インフラストラクチャを提
供するための新たな手法を、まもなく自由に利用できる
ようになります。デジタル企業のクラウド コンピューティ
ング インフラストラクチャは、リコンフィギャラブル ハー
ドウェア テクノロジの導入によって劇的に変貌し、各企業

はインフラストラクチャをコモディティとして扱うことを
やめて、ビジネスのバリュー チェーンの主要な輪として利
用するでしょう。

リコンフィギャラブル ハードウェアに基づいたニューロプ
ラスチック クラウド コンピューティング インフラストラク
チャは、高性能 (結果を得るまでの時間の短縮)、柔軟性 (実
行される特定のアプリケーションに完全に適応したアーキ
テクチャによる最適化された計算処理)、セキュリティ (サイ
バーセキュリティの脅威に対抗する、データ プライバシー、
暗号化、保護を追求した設計) の 3 つの固有の特性によっ
て支えられます。これらの特性を組み合わせて利用すれば、
デジタル ビジネス時代の破壊的なイノベーションを活性化
できます。

クラウドへ移行する HPC
ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) は、基本

的に、並列処理を利用して先進のアプリケーション プログラ
ムを高い効率、信頼性、迅速性で実行する手法です。従来、
HPC の利用者は、研究者、技術者、科学者に限られてい
ました。実際、HPC は事実上、理論的な物理モデルのシ
ミュレーションに使用される複雑な計算を実行するスーパー
コンピューティング センターを指す用語になっていました。
HPC の代表的なアプリケーションは、気候モデリング、衝
突シミュレーション、バイオインフォマティクスなど、大量の
演算を必要とする分野で構成されていました。

クラウド コンピューティング現象の進行とともに、HPC 
は誰もが利用できるものになっています。HPC の処理能
力への要求は、日ごとに従来のスーパーコンピューティング 
センターの枠を超えて、パブリック、プライベート、ハイブリッ
ド、コミュニティの各種クラウドや、ユーザーがポータブル 
(あるいはウェアラブル) エンベデッド デバイスからアクセス
するパーソナル クラウドにまで広がっています。

多くのサービスとアプリケーションの側から見ると、処
理能力への要求のとめどない増大は、応答時間への厳し
い要求を意味します。このためプロバイダー各社には、自
社のコンピューティング プラットフォームを最新のテクノ
ロジで更新することが求められます。低レイテンシと応答
時間の短縮がエンド ユーザーの QoS 評価に大きく貢献
するアプリケーションには、リアルタイム画像処理、ビデオ 
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ストリーミング、ビッグデータ分析などがあります。大企業
から中小企業 (SME) や新興企業まで、先進のコンピュー
ティング インフラストラクチャが競争優位性をもたらすと考
える企業はますます増えています。HPC が一般的になる
につれ、無限のコンピューティング リソースに対する弾力
的な共有アクセスを可能にするクラウド コンピューティング
は、(特にクラスターとグリッド コンピューティングを既に使
用している科学技術アプリケーションでは) HPC サービス
の提供に必要不可欠になっていきます。

クラウド インフラストラクチャのワークロードが増大し、
コンピューティング機能、柔軟性、電力効率の向上が要求
される状況において、先駆的な FPGA ベースの代替手段
は、業界のニーズを超える高性能ソリューションを提供で
きます。リコンフィギャラブル ハードウェア テクノロジに
よる並列処理機能を採用したコンピューティング プラット
フォームは、特にリアルタイム データの超高速処理が要
求されるアプリケーションで、バランスのとれたソリュー
ションをただちに実現します。FPGA ベンダーは、主な
関係者とのコラボレーションにより、レイテンシの劇的な
削減を目的として FPGA ロジックに統合されたアクセラ
レータと既存のプロセッサを組み合わせることで、より高
性能で電力効率の高いデータ センターの実現に取り組ん
でいます。

データ センター内の柔軟なコンピューティング
エンド ユーザーが各自の個人データをクラウドにホスティ

ングすることに慣れ、その機能に依存するにつれて、クラウ
ド コンピューティングが IT デリバリの既定の手法になるこ
とが予想されます。これに関連する動向として、製品のサー
ビスへの転換が挙げられます。サービスはユニットに分解
され、従量制料金のビジネス モデルで顧客の正確な要件
に合わせて再結合されます。IaaS は、クラウド コンピュー
ティングのハードウェア インフラストラクチャ (サーバー、ス
トレージ、ネットワーク、オペレーティング システム) を、イ
ンターネットを介してオンデマンド サービスとして提供する
手法です。多くの企業はクラウド ハードウェア インフラスト
ラクチャが自社のビジネスに不可欠であることを認めていま
すが、競合他社も基本的には同じテクノロジを使用して同じ 
QoS を提供しているため、クラウド インフラストラクチャ

は競争優位性をもたらさないコモディティとして扱われい
ます。

リコンフィギャラブル ハードウェア テクノロジは、このモ
デルの概念を覆すものです。このテクノロジは、単位ワット
当たりの性能の大幅な向上と総コストの削減を実現し、任意
のワークロードにオンデマンドで最適化可能なスケーラブル
なリコンフィギャラブル アクセラレーション プラットフォー
ムとして機能するため、明確な差別化が可能です。FPGA 
デバイスを搭載したデータ センター サーバーは、特定の計
算処理に最適化されるハードウェア/ソフトウェア コンピュー
ティング プラットフォームを推進します。特定アプリケーショ
ン用に設計されたハイパフォーマンス コンピューティングな
ど、クラウド インフラストラクチャに強く結び付いた充実し
た機能をエンド ユーザーが利用できるようにするには、ハー
ドウェアの柔軟性がカギになります。

クラウド内の柔軟なコンピューティングへの移行には、複
数の要因が有利に働きます。FGPA の並列処理機能は、1 
つの明確な利点です。さらに、FPGA を使用してクラウド
内にヘテロジニアスなハードウェア リソースを統合すること
で、継続的な CPU 性能の拡張に依存せずに計算効率を改
善させる機会が得られます。

また、特定の計算タスクのスループットを向上するには、
多くの場合、FPGA リソース内でそのタスクのインプリメ
ンテーションをパイプライン化することが可能です。柔軟な
ハードウェアを使用してエンド ユーザー アプリケーションを
注意深くパイプライン化すれば、性能を最適化してカスタマ
イズしたソリューションを実現できます。

さらに、FPGA のハードウェア リソースのパーシャル リ
コンフィギュレーションを利用して、実行時に特定のリソー
ス上で各種のカスタム コプロセッサを入れ替え、要求さ
れたアプリケーション アルゴリズムの最も演算量の多いス
テージを (さまざまな方法で、オンデマンドで動的に) 計算
できます。この手法により、実行時間をほとんど低下させ
ずに、エリアとパフォーマンスのバランスのとれた、費用対
効果に優れたソリューションを実現できます。

これまでのことを要約すると、テーラーメイドのクラウ
ド コンピューティングにより、多くの分野のプロバイダー
と実務家が重要な差別化を実現できます。たとえば証
券会社は、標準的なインフラストラクチャの代わりに独自
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のコンピュータ インフラストラクチャを採用した金融コン
ピューティング アプリケーションにより、金融トレンドの分
析を高速化し、競合他社よりも素早く株式を売買できます。
医療スタッフは、必要なリアルタイム処理アルゴリズムの実
行に最適化されたコンピュータを使用すれば、遠隔手術に
おける医療画像の品質と応答時間を改善できます。レイテ
ンシとオーバーヘッドで測定される高い QoS が明確な競
争優位性をもたらすコンピューティング分野として、畳み込
みニューラル ネットワーク上のビッグデータ分析とオンライ
ン ゲームが挙げられます。

信頼性の高いクラウド コンピューティング
サイバーセキュリティとデータ プライバシーの問題は、ク

ラウド コンピューティングの全面的な採用に対する主な障
壁です。クラウド インフラストラクチャは、程度の差はあっ
ても常にオープンな共有リソースであるため、内部の関係
者や部外者による悪意ある攻撃の標的になります。現在、
共有リソース上での特定の処理の実行と機密データの格納
にはセキュリティの懸念があるため、重要なアプリケーショ
ンでのクラウド コンピューティングの利用は推奨されていま
せん。現在のクラウド プラットフォームおよびインフラスト
ラクチャ内では、サイドチャネル攻撃、ID の乗っ取り、悪意
あるコードの配布がすべて観察されています。したがって、
いつでもどこでも誰でも利用できるカスタマイズ可能なク
ラウド コンピューティングを実現する取り組みには、こうし
たセキュリティ違反を防ぐ信頼性の高いクラウド コンピュー
ティング ソリューションが重要です。

クラウドベースの IaaS にリコンフィギャラブル ハード
ウェアを採用すると、クラウド コンピューティングの利用と
カスタマイズが容易になるだけでなく、ソフトウェア ベース
のソリューションよりもセキュリティが強化されます。従来ク
ラウドで使用されてきたソフトウェア ベースのソリューショ
ンに比べて、設計上 FPGA デバイスはかなり小型で、攻撃
を受けやすい面が明確に定義されています。FPGA ベー
スのクラウド コンピューティング インフラストラクチャの設
計者は、クラウド システム アーキテクチャの設計基準の最
上位にセキュリティを位置付けることができます。ハードウェ
アで強化された信頼性の高いクラウド コンピューティングに
は、次の要因が有利に働きます。

• ハードウェア セキュリティ プリミティブと改ざんに対
する保護　FPGA は、鍵ストレージに代わるメカニズ
ムとして各 IC に固有の識別子を付与する、物理的複
製防止機能 (PUF) などのセキュリティ機能を備えて
います。FPGA は、暗号鍵の作成に必要な真の乱数
ジェネレーター (TRNG) のインプリメントにも適して
います。

• 暗号化アルゴリズムのハードウェア ベースのインプリメン
テーション　AES (Advanced Encryption Standard) 
および楕円曲線暗号 (ECC) は、ハードウェア内で実行さ
れる暗号化アルゴリズムの例です。このようなアルゴリズ
ムの暗号プリミティブ (ローテーション、XOR 演算など) 
は、CPU 上のソフトウェアでシーケンシャルに実行する
よりも、FPGA ハードウェアに導入する方が効率的です。
たとえば AES は、シーケンシャルに実行される一連の
段階または手順に分解され、各段階は内部で基本演算の
ループとして分解されます。これらのループをハードウェ
ア内でアンロールし、並列実行を利用すれば、ループの
実行を高速化できます。さらに、手順をパイプライン化し
てパフォーマンスを向上できます。これらの手法により、
ハードウェアへの暗号化アルゴリズムの統合が最適化さ
れます。

• データ プライバシーの常時保護 (転送中のデータ、使用
中のデータ、保管時のデータ)　セキュリティ ソリューショ
ンを開発する場合、主にパフォーマンスの低下が問題に
なります。ハードウェアはデータの暗号化と復号化を低
レイテンシで (事実上オーバーヘッドなしで) 実行できる
ため、ハードウェア ベースのソリューションはソフトウェア
による手法よりもパフォーマンス面で有利です。これに
より、アプリケーションがクラウドを介して管理するすべ
ての情報を、暗号化した状態で (すなわち、平文ではなく
暗号文として) 送信、受信、格納し、サイバー攻撃から保
護できます。

• ハードウェア ベースのファイアウォール　ハードウェア 
セキュリティ モジュールは、システムの通信バスを通るす
べてのデータをフィルタリングし、特定の種類の攻撃に対
するデータの耐障害性を強化します。
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• 電子署名　ハードウェアによる手法は、ユーザー認証とと
もに検証可能なアテステーションと証明書管理をサポート
し、信頼のルート (RoT) を強化します。

その他の利点
業界のユース ケースは、ハードウェア ベースのクラウド 

ソリューションが、セキュリティ、高性能、柔軟性という主要
な特性をどのようにサポートするかを示しています。これら
のユース ケースとして、Google Project Vault (ハード
ウェアに統合された暗号化コンピューティングを microSD 
デバイスに組 みこむプロジェクト)、FPGA ベ ースの 
Microsoft Azure SmartNIC (ソフトウェア定義のネット
ワーキング機能を CPU からオフロードする、サーバー内で
割り当てられるカード)、Catapult Project (Microsoft 社
が推進する、FPGA テクノロジによって Bing 検索エンジ
ンを高速化するプロジェクト)、Bitfusion Cloud Adaptor 
イニシアチブ (開発者がクラウド内で FPGA を使用できる
ようにする構想) が挙げられます。データ センター サー
バー内のニューロプラスチック クラウド ベース コンピュー
ティングの概念実証には、FPGA テクノロジが既に利用可
能です。ザイリンクス Kintex® UltraScale™ FPGA とザ
イリンクス Zynq® Ultrascale+™ MPSOC デバイス シ
リーズがその例です。

FPGA ベースのクラウド コンピューティング インフラス
トラクチャのその他の利点には、次のものが挙げられます。

• スケーラビリティ　クラウド コンピューティングは、デー
タ センターの規模の経済性を利用して、大きなコスト削
減効果をもたらします。FPGA ベースのクラウド コン
ピューティング ソリューションは、CPU と GPU をベー
スにしたソリューションに比べて、はるかに容易に拡張可
能です。

• 低消費電力　データ センター環境においては、消費電力
を考慮に入れない性能よりも 単位ワット当たりの性能の
方が重要です。データ センターが要求する高性能は、デー
タ センター サーバーの電力要件の範囲内で実現される
必要があります。FPGA ベースのソリューションは、単位
ワット当たりの性能が市販の他の代替手段よりもはるかに
優れています。明らかに、データ センターの運用コスト

を抑制しながら信頼性を向上させるには、単位ワット当た
りの性能を最大限に高めることが必要不可欠です。

• 環境への優しさ　FPGA ベースのクラウド コンピュー
ティングは、消費電力の削減の延長線上で、コンピュータ
の二酸化炭素排出量削減の優れた方法として注目されて
います。

• 冗長性　ヘテロジニアスなハードウェア リソースを管理
する FPGA テクノロジにより、開発者は、カスタマイズさ
れたソリューションに必要な冗長性を組みこむことができ
ます。

IT サービスの消費者は、モビリティ、接続性、情報への
簡単なアクセス、即時の計算結果、セキュリティを追求した
設計などのすべての利点を望んでいます。クラウド コン
ピューティングにより、各企業は自社のローカルな IT インフ
ラストラクチャから最適化されたリモート コンピューティング 
クラスターへとタスクを移転する手段を手に入れます。しか
し、クラウドの潜在能力をフルに活用して今日のテクノロジ
に詳しいユーザーにサービスを提供するには、スケーラブ
ルでカスタマイズ可能なコンピューティング、ネットワーキン
グ、ストレージの各リソースを組み合わせてすべての顧客の
ために価値を創出する、新しいビジネス モデルが必要です。

ニューロプラスチック クラウド コンピューティングは、ヘ
テロジニアスなリソースを備えた精緻な FPGA デバイスの
上に、高性能で信頼性の高いコンピューティング アーキテ
クチャを重ねて、計算処理能力、柔軟性、セキュリティを向
上させます。ハードウェアの神経の可塑性は、クラウドの確
立された接続機能およびモビリティ機能に、個々に調整され
た顧客別のコンピューティング機能を追加することにより、
デジタル ビジネスの戦略に革命をもたらします。

既に進められている熱心な取り組みから判断すると、ク
ラウドへのリコンフィギャラブル ハードウェア テクノロジの
急速な融合は、遠からず実現されそうです。データ セン
ター サーバーの CPU 上で実行されるソフトウェア コード
と、ハードウェア内で直接処理されるアプリケーションのクリ
ティカル セクションの組み合わせにより、エンド ユーザーに
明確な競争優位性をもたらす技術的な差別化が可能になる
はずです。■
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基本のFPGAアーキテクチャ E-Learning
・ スライスおよび I/Oリソース
・ メモリおよびクロッキングリソース
・ Architecture Wizard および Foorplan Editor

VHDL 基礎

VHDL 中級

Verilog 基礎 System Verilog での設計

Verilog 中級

Vivado デザインツールフロー

VivadoでのFPGA設計導入

開発言語

コネクティビティデザイン
基礎

アヴネット（株）

新光商事（株）

（株）パルテック

（株）エッチ・ディー・ラボ

詳 細とご登 録はこちらから

System Verilog での検証

VivadoでのFPGA設計実践

7シリーズデザイン

Chip Scope Pro ツールを
使用したデバッグ法

FPGA 低消費電力
設計のコツ

アナログミックスシグナル
（AMS）設計

メモリインターフェイス
設計

マルチギガビット
シリアルIO

Simlink基礎
（MathWorks社開催）

Cコードベース設計 : Vivado HLS
を使用した高位合成

SystemGenerator を
使用したDSPデザイン

DSPデザイン
基礎

Zynq
システムアーキテクチャ

Zynq エンベデッド
システムソフトウェア開発

Zynq
エンベデッドシステム開発

エンベデッドデザイン
基礎

Vivado でのアドバンスド
FPGA設計

パーシャルリコン
フィギュレーション

エンベデッドマイクロブレーズ
Linux開発

ザイリンクス販売代理店 /認定トレーニングプロバイダ オリジナルトレーニングの内容およびスケジュールは、
各社のWebサイトをご覧ください。

www.avnet.co.jp/training.aspx

www.shinko-sj.co.jp/xilinx/traning/index.html

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

www.hdlab.co.jp/web/x500x/

Japan.xilinx.com/training/

ザイリンクス トレーニング カリキュラムパス

http://www.avnet.co.jp/training.aspx
http://www.shinko-sj.co.jp/xilinx/traning/index.html
http://www.paltek.co.jp/seminar/index.htm
http://www.hdlab.co.jp/web/x500x/
http://japan.xilinx.com/training/


Xcell Journal を拡充。
新たに Daily Blog を追加
Xcell Journal を拡充。
新たに Daily Blog を追加

Recent （最近の記事）

ブログ : www.forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily/bg-p/Xcell

ザイリンクスは、数々の受賞歴がある Xcell Journal をさらに拡充し、エキサイティングな 

Xcell Daily Blog（英文）を始めました。このブログでは、コンテンツを頻繁に更新し、

技術者の皆様がザイリンクスの製品とエコシステムの多岐にわたる機能が活用でき、

All Programmable システムおよび Smarter System の開発に役立つ情報を提供します。

■■ AMD、ARM、Huawei、IBM、Mellanox、Qualcomm、ザイリンクスが新しい規格 CCIX (Cache Coherent 
Interconnect for Accelerators) の策定に協力

■■ ザイリンクス UltraScale+ All Programmable デバイスのメモリ帯域幅が 3D-on-3D HBM 技術により 10 倍向上
■■ Nutaq 社の LTE デモ ビデオ : Matlab LTE System Toolbox を使用して 16 エレメントの MIMO に接続された FPGA ベースの PicoSDR 8x8
■■ Amiga 2000 向け高性能グラフィック カード！2016 年にSpartan-6 FPGA で実現した奇妙な話
■■ ザイリンクスの MicroBlaze プロセッサを使用してエンベデッド システム デザインの SWAP-C (サイズ、重量、消費電力、コスト) を最適化

http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/bg-p/Xcell
https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/AMD-ARM-Huawei-IBM-Mellanox-Qualcomm-and-Xilinx-collaborate-on/ba-p/700420
https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/AMD-ARM-Huawei-IBM-Mellanox-Qualcomm-and-Xilinx-collaborate-on/ba-p/700420
https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/Xilinx-UltraScale-All-Programmable-Device-Memory-Bandwidth-Takes/ba-p/700405
https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/Nutaq-LTE-demo-shows-FPGA-based-PicoSDR-8x8-working-with-Matlab/ba-p/699949
https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/A-High-Performance-Graphics-Card-for-the-Amiga-2000-In-2016-A/ba-p/699730
https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/Optimize-SWAP-C-in-your-Embedded-System-Design-with-a-Xilinx/ba-p/699687



