


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

　エレクトロニクス業界に長年携わり記事を執筆するなかで多くのことを経験してきましたが、咋年 
6 月に Design Automation Conference (DAC) で目撃したのは、誇らしげに涙を浮かべるエレ
クトロニクスや EDA の技術者たちの姿でした。単調になりがちなイベントで、いったい何が起きた
のでしょうか。それは、「You Don't Know Jack」と題された高校生たちのパネル ディスカッショ
ンが、まさに終わろうとしていた瞬間の出来事でした。4 人のパネリストたちが思いがけず感謝の
意を表したのです。「チップとテクノロジの製造に携わっている皆さんに感謝します。私たちがすば
らしい青春時代を過ごせているのは、皆さんのおかげです」と述べたのです。その言葉には、ひとか
けらの皮肉もありませんでした。この発言に、そこに出席していた技術者たちと、筆者自身も皆一様
に強く感動しました。
　「You Don't Know Jack」は DAC で開催されるパネル ディスカッションの中でも、恒例のハイ
ライトの 1 つとなっています。例年同様、 4 人の高校生パネリストに対して、テクノロジの活用法や、
どの製品を支持し、どの製品に不満があるか、今後のガジェットに期待する機能などを質問しました。
このパネル ディスカッションは、10 代という気まぐれで、それでいて消費動向に影響を与える重
要な世代が、テクノロジをどのように活用しているかを垣間見る機会を出席者に与えようというもの
です。この年のパネリストたちはテクノロジとソーシャル メディアを何年も利用しており、傑出し
た成績の持ち主であると同時にマルチタスク スキルも身に付けていました。
　10 代の子供を持つ方々であれば、4 人のパネリスト全員が学校が終わるとすぐにインターネット
にアクセスすると言ってもさほど驚かないでしょう。彼らは全員、Facebook に数十のフォトアル
バムを持っており、そこに何百人もの友人がいると言います。 Facebook のプロフィールに動画を
載せたり、自分の YouTube チャンネルを持ったりもしています。Facebook は彼らにとってソー
シャル ライフの中心になっています。
　彼らは Facebook、Twitter、YouTube、そして Hulu を高く評価する一方で、かつて流行した 
MySpace については、音楽を試聴するだけのサイトになったと辛口に評価しました。全員 iPhone 
が好きでしたが、本体の値段と料金プランが高いことから持っている人はいませんでした。iPad は、

「単に大きな iPod Touch でポケットに入らない」との理由で不評でした。また、ノート PC をデ
スクトップよりも好ましいと言いながら、処理能力が必要なゲームには信頼性やアップグレード性能
の高いデスクトップの方がいいと付け加えています。テレビについては複雑で、テレビ自体を見るこ
とはほとんどなくなった代わりに、インターネットで好きな番組を選んで視聴しています。
　彼らがテクノロジに最も期待している進歩は、現在の IC とシステム設計上の課題におおむね一致
しています。第一に挙げられたのがバッテリ寿命の延長です。僅差で二番目に挙がったのは、マルチ
タスクをより効率的に扱えるデバイスとアプリケーションでした。
　このパネル ディスカッションのデータが意味するものは何か、その解釈は皆さんにお任せします。
ただ 1 つだけ確実なことがあります。皆さんが携
わっているテクノロジは、数多くの若者たちに影
響を与えており、彼らの将来にも同じように影響
を与えるだろうということです。そして、今回の
パネリストたちの言動が将来を示唆するものであ
るなら、その将来は私たちすべてが誇れるものに
なるでしょう。
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　FPGA は 1500 ゲート ASIC に相当
するデバイスとして 1980 年代半ばに市
場に登場して以来、劇的な飛躍を遂げてき
ました。およそ 20 年が経過した今、ザ
イリンクス 7 シリーズ FPGA の登場に
よって、エレクトロニクス業界のメイン
ストリーム ロジック IC として FPGA が 
ASIC に置き換わるという長年の展望を実
現する準備が整いました。ザイリンクスは、
7 シリーズ FPGA によって、中小規模出
荷量のアプリケーションにおいては総コス
トの抑制を、量産アプリケーションにおい
ては従来の ASIC や ASSP と同等の総コ
ストを実現し、PLD メーカーという位置
づけからロジック IC の主要サプライヤー
へと存在感を大きくしています。もちろ
ん、FPGA には、総コストが低いという
だけではなく、従来から開発期間の短縮と
開発リスクの低減というメリットもありま
した。これらの要素があいまって、FPGA 
は多くのアプリケーションにおける事実上
の標準 IC ソリューションとなりつつある
のです。
　ザイリンクスは、7 シリーズ FPGA リ
リースの一環として、これまでの最大であっ
た Virtex-6® ファミリの 2.5 倍に相当す
る 200 万ロジック セルを持つデバイス
の製品化を進めています。対象となるユー
ザー、設計方法、アプリケーションにもよ
りますが、最大規模の 7 シリーズ FPGA は、
1500 ～ 4000 万ゲート ASIC 規模のデ
ザインに大きなインパクトを与えることに
なるでしょう。また、ここ 10 年間にわたっ
て、FPGA の容量を 30 倍に増やす一方で、
同じ価格帯の維持にも努めてきました。
　容量の拡大は 7 シリーズ FPGA の起点
でしかありません。このシリーズは大容量
を誇るだけでなく、従来世代の Virtex-6 
ファミリよりも高速で、しかも電力は半分
しか消費しません。
　「ASIC は終わったわけでもなく、そし
てまた、完全に消えてしまうこともないで

しょう。ただし、量産アプリケーションの
ごく一部でしか生き残っていけないのが実
情です」と、ザイリンクスの最高経営責任
者 (CEO) である Moshe Gavrielov は述
べています。「数多くのユーザーが FPGA 
への移行を提案してきたことがあるでしょ
う。 し か し 今 日 で は、 ユ ー ザ ー 自 身 が 
FPGA の採用を真剣に検討するようになっ
ています」
　新しい 7 シリーズは、Gavrielov の指揮
の下で一から開発された最初の FPGA ファ
ミリです。彼はデザイン ツール プロバイ
ダーである Verisity 社 ( 現 Cadence 社 ) 
の CEO を務めた後、2007 年後半にザイ
リンクスの CEO に就任しました。Verisity 
社の前は ASIC ベンダーである LSI Logic 
社で長年にわたりマネージメント職に就い
ています。Gavrielov は、7 シリーズを
頂点として業界をリードする FPGA 製品
ラインと、ターゲット デザイン プラット
フォーム戦略を成長の原動力に据えながら、
ザイリンクスの経営を積極的な成長路線へ
と舵を切ってきました (Xcell Journal 日
本語版の 67・68 合併号  http://japan.
xilinx.com/publications/archives/xcell/
xcell67_68.pdf を参照 )。
　このような成長を現実のものとするた
め、7 シリーズ FPGA には、拡張性の高
い統一アーキテクチャの採用を始め、主に
大容量化と低電力化に重点を置いて改良点
を加えることでシステム性能全体の向上を
可能にしています ( 図 1)。

　7 シリーズ FPGA が登場するまで、ザ
イリンクス FPGA の製品ポートフォリオ
は、高性能な Virtex ファミリと量産向け
の Spartan® ファミリを中心に構成され
ていました。これらが 1990 年台後半に
初めて市場に導入されたとき、2 つのファ
ミリは異なるアーキテクチャを採用してい
ました。ユーザーの観点からでは、2 つの
ファミリはまったく異なっているため、そ
れぞれのデバイス用に IP を開発したり、
デザイン ノウハウを蓄積していく必要があ
りました。結果、最終製品を Spartan デ

すべては統一アーキテクチャから
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ザインから Virtex デザインに変更する場
合 ( またはその逆の場合でも )、アーキテ
クチャや IP、ピン数の違いが顕在化するこ
とになりました。
　しかし統一アーキテクチャを採用した 
7 シリーズ FPGA であれば、そのような
違いは存在しません。Spartan シリーズ
として新しいデバイスを導入する予定はな
く、その代わり、7 シリーズ FPGA では 
Virtex アーキテクチャをベースとする 3 
つのファミリでラインアップを構成し、低
コストから最高性能まで単一のアーキテク
チャで対応します ( 図 2)。
　 な お、Virtex の 名 前 は 7 シ リ ー ズ 
FPGA のハイエンド ファミリとして存続
します。新しい Virtex-7 ファミリは、最
大 200 万ロジック セルという飛躍的な大
容量と、従来世代と比較して 2 倍以上の
システム性能を実現しています。
　低コスト市場向けに Spartan-6 ファミ
リからの円滑な移行を図るために、新しい 
Artix ™ -7 ファミリが、価格、電力、およ
びパッケージ サイズで業界をリードし、コ
ストと消費電力の要件が厳しいアプリケー
ションに対応します。
　3 番目のファミリはハイエンドの Vir-
tex-7 ファミリと量産向けの Artix-7 ファ
ミリ間のギャップを埋める Kintex ™ -7 
ファミリです。優れたコスト パフォーマン
スを実現すると共に、メイン ストリームと
なっている ASIC や ASSP からの置き換

えを促進するプラットフォームとして位置
づけています。
　ザイリンクスでプログラマブル プラット
フォーム開発を担当するシニア バイス プ
レジデントの Victor Peng は、Kintex-7 
ファミリという強固なミッドレンジ製品
によって包括的な FPGA ラインアップを
ユーザーに提供できるようになり、よりさ
まざまなアプリケーションに対応できるよ
うになると期待しています。
　「これまでザイリンクスは、高性能で大容
量タイプの Spartan FPGA デバイスを作
成する一方で、Virtex ファミリにより低コ
ストで小容量タイプの製品を追加すること
で、ミッドレンジの要件に対応してきまし
た。しかし Spartan ファミリと Virtex ファ
ミリの間には、アーキテクチャ、IP、ピン
数など、多くの違いがありました。一方、7 
シリーズでは Artix ファミリ、Kintex ファ
ミリ、および新しい Virtex ファミリのすべ
てが統一アーキテクチャで設計されている
ため、ファミリ間でスムーズにデザイン移
行が進められるだけでなく、IP 投資の大幅
な効率化にもつながります」(Peng)。
　近々リリースが予定されているエクステ
ンシブル プロセッシング プラットフォー
ム (EPP) も 7 シリーズ FPGA と同じ 
Virtex ロジック アーキテクチャを採用し
ているため、7 シリーズ FPGA で設計し
たロジック ブロックを EPP に移行するこ
とも可能です ( この号の Cover Story を参

照 )。また、共通のロジック アーキテクチャ
は ARM AXI4 (Advanced Extensible 
Interface) プロトコルにも対応していま
す。つまり、ザイリンクス内部の IP 開発
チームや数多くの IP パートナーは、AXI 
準拠の IP をより簡単に 7 シリーズ FPGA 
にインプリメントできることを意味します。
AXI に対応した自社 IP を既に構築してい
る多くのユーザーもまた、ASIC や ASSP 
から 7 シリーズ FPGA へと、スムーズな
デザイン移行を図ることができます。
　統一アーキテクチャは、ユーザーや IP 
パートナーにとって大きなメリットとなる
だけではなく、ザイリンクスにも将来のす
べての開発を一本化できるというメリット
をもたらしてくれると Peng は考えていま
す。「2 種類のファミリに対して開発を進め
る必要があるところを、1 つのアーキテク
チャに集中できることになります」(Peng)。

　ザイリンクスは最先端の IC デザイン
との整合性を高めるためにデバイスの製
造戦略を転換し、7 シリーズ FPGA に
は、台湾のファウンダリである TSMC 社
が提供する 28nm High-k メタルゲート 
(HKMG) の高性能、低消費電力 (HPL) プ
ロセスを選択しました。
　FPGA ベンダーは、これまで、その時
点で利用できる最高性能のシリコン プロ
セスを採用し、ファウンダリによるプロセ
ス提供からほとんど遅れなくデバイスのイ
ンプリメンテーションを進めてきました。
しかし、90nm プロセス テクノロジ以降
リーク電流が大きな問題として表面化し、
65nm、40nm と進むにつれて問題は大
きくなっていました。28nm プロセス ノー
ドに移行するにあたってリーク電流の対策
を行わなければ、消費電力がデバイス全体
の消費電力の 50% にも達する恐れも出
てきました。リーク電流はデバイスが動作
していないときも電力を消費するだけでな
く、動作中には発熱量増加の要因となり、
結果としてさらにリーク電流は大きくな
ります。特に連続稼動の高性能アプリケー

2x Price / 
Performance

FPGA
Market

2x Power
Reduction

2x System 
Performance

2.5x
Capacity

ASICs/ASSP
Market

40nm

7 Series
(28nm)

図 1‐FPGA の境界を超える新しい 7 シリーズ

28nm HPL : 高度にバランスの
とれた消費電力、容量、性能
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ションで顕著な状況ですが、このような悪
循環によってデバイスの寿命が短くなるだ
けでなく、致命的なデバイスの損傷にもつ
ながりかねません。こういった問題は、一
部のアプリケーションでシステムの信頼性
を低下させるだけではなく、FPGA の適用
性にも大きな影響を与えてしまいます。
　各ファウンダリは 28nm の高性能プロ
セスで目を見張るような技術的な進歩を遂
げ、リーク問題に対応してきました。ザイ
リンクスもまた、新しいファウンダリ パー
トナーである TSMC 社と共に、7 シリー
ズ FPGA の実現に向けて一層の低消費電
力化を図りながら微細化によってもたらさ
れる容量増大とシステム性能向上を得るべ
く、TSMC 社の最新 HKMG HPL プロセ
スの改良に協力してきました。
　Peng は、HP ( 高性能 ) プロセスでは
なく HPL ( 高性能、低消費電力 ) プロセ
スの採用によって、3% 未満ではありま
すが性能に影響を与えることになるもの
の、スタティック電流 ( 非動作時電流 ) は 
50% も低減されたと述べています。最終
的 に、HPL プ ロ セ ス と 7 
シリーズ FPGA での包括的
な省電力強化があいまって、
同じ密度の現行世代のデバ
イスと比べておよそ 50% 
の総消費電力が実現されて
います。
　消費電力が 50％少なく
なったことで、ユーザーに
は 2 つの選択肢がもたらさ
れ ま す。「Virtex-6 ま た は 
Spartan-6 ファミリのデザ
インを 7 シリーズ FPGA に
移行して消費電力を半減す
る、あるいは従来の電力バ
ジェットを維持したままで、
7 シリーズ FPGA に入れる
ロジック ファンクションを 
2 倍にすることも可能です。
HPL プロセスの採用によっ
て、活用できる性能とロジッ
ク ゲート容量が増え、ユー
ザーはより多くの機能をイ
ンプリメントできるように

なりました」(Peng)。
　ザイリンクスは、大容量と低消費電力を
両立できる 28nm プロセスを選定したこ
とで、マイクロプロセッサ業界の進歩に
沿って FPGA 業界をリードしていると、
ザイリンクス CEO の Gavrielov は考えて
います。10 年ほど前の時点で、MPU ベ
ンダーは、新しいプロセスを使用して単に
クロック レートを速めただけではリーク電
流の増加や発熱が大きくなり、正常動作が
見込めないデバイスしかできないというこ
とに気づきました。
　「我々は半導体業界におけるプロセッサ
の歴史から多くのことを学びました。高性
能を実現するには、単にクロック周波数を
上げればいいのではなく、集積度や効率性
が重要であり、その結果が今日のプロセス 
テクノロジを形作っているのです。最新の
プロセスを使用して単純に高速化を追求す
れば、消費電力の増加から過度の発熱を招
き、結果として機能や性能は低下してしま
います。ユーザーのアプリケーションに十
分な注意を払い、そこで求められる低消費

電力とシステム性能の要件を適切なバラン
スで満たすことが重要です。7 シリーズ 
FPGA はユーザーの期待に沿える製品であ
り、より高い価値を提供できるものと考え
ています」(Gavrielov)。
　ザイリンクスが HP プロセスを採用して
クロック周波数の向上を目指していたら、性
能面に効果が見られても消費電力はそれ以上
に大幅に増加し、結果的にユーザーは電源周
りや熱設計に多くの時間を割くことになった
だろうと Peng は指摘します。エンド シス
テムに熱拡散、空冷、水冷、さらに関連する
電源回路を備える必要があることで、システ
ム コストが増加していた可能性もあります。
　ただし、HPL はザイリンクスが 7 シリー
ズ FPGA に採用した数多くのテクノロジ
の 1 つでしかないと Gavrielov は言いま
す。たとえば、コンフィギュレーション ロ
ジック電圧を 2.5V から 1.8V に下げたほ
か、HVT、RVT、LVT トランジスタを使
用 し て DSP、Block RAM、SelectIO ™ 
などのハード ブロックを最適化し、性能と
エリアの最も良いバランスを保ちながら静

Unpublished Work © Copyright 2009 Xilinx

3 New Families Based on a Unified Architecture

Industry’s Best 
Price / Performance

Compared to Virtex-6

� Comparable performance

� 50% lower cost

� 50% less power
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System Performance 

and Capacity

Compared to Virtex-6

� 2.5x larger

� Up to 2M logic cells

� 1.9Tbps serial bandwidth

� Up to 28Gbps line rate

� EasyPath cost reduction

Lowest Power 
and Cost

Compared to Spartan-6

� 30% more performance

� 35% lower cost

� 50% less power

� 50% smaller footprint

All Optimized for Power & Improved Price/Performance

Common Logic Cells, BRAMs, Interfaces

Easy Design Scalability

図 2‐低コスト品から最高性能品までスムーズな移行を約束する、統一アーキテクチャで構成
された新しい 7 シリーズ FPGA
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止消費電力の削減を行っています。その結
果、各 DSP スライスは同等のロジック イ
ンプリメンテーションに比べて 1/12 の電
力しか消費しません。FPGA ファブリック
で密に統合されたこれらハード ブロックの
占める割り合いを最適化することで、高い
柔軟性を維持しながら、性能と低消費電力
を最高レベルで実現しています。
　また、ISE®Design Suite 12 に導入
された高度なクロック ゲーティング機能を 
7 シリーズ FPGA に適用すれば、ダイナ
ミック消費電力をさらに 20% 削減するこ
とも可能です。さらに第 4 世代のパーシャ
ル リコンフィギュレーション機能を活用
し、デザインで使用していない部分を効率
的に「オフに」すれば、大幅な消費電力の
削減に繋がります。
　まとめると、HPL プロセスの採用、消
費電力を削減するさまざまな手段、統一
アーキテクチャの採用などによって、量産
向けの低消費電力製品から最高性能と最大
容量を備えた製品まで、包括的なライン
アップが完成しました。

　

　ザイリンクスでマーケティング部のシニ
ア ディレクターを務める Patrick Dorsey 
は、7 シリーズ FPGA の投入によって、
ザイリンクスは ASIC と ASSP の市場か
ら今後大きなシェアを獲得するだけでなく、
低消費電力の医療用機器から高性能のワイ
ヤードおよびワイヤレス ネットワーク機器
まで、数多くのバーティカル市場に一層の
浸透が見込めるとの期待を示しています。
　エントリー レベルは、低消費電力と低
コストを小型フォーム ファクターで実
現した新しい Artix-7 ファミリが担いま
す (Dorsey)。Artix-7 ファミリの容量は 
20,000 から 355,000 ロジック セル
の範囲です。また、Spartan-6 ファミリ
と比較して性能は 30% 優れ、消費電力は 
50% 少なく、価格は 35% も抑えられて
います。Spartan-6 ファミリから Artix-7 
ファミリに移行すれば、静止消費電力を最
大で 85%、ダイナミック消費電力を最大

で 35% 節減できます。
　Artix-7 ファミリには最高 3.75Gbps 
のラインレートをサポートする GTP シ
リアル トランシーバーが用意されていま
す。その他に、従来コンポーネントとのイ
ンターフェイスが可能な 3.3V 対応の I/O 
やコスト削減に寄与するワイヤー ボンディ
ング パッケージ、さらにオプションとして
小型フォーム ファクターに対応するチップ 
スケール パッケージングやプリント基板の
製造コストを下げるボール間隔 1.0mm の
パッケージの採用などが特長として挙げら
れます。
　Dorsey によると、Artix-7 ファミリは 
Virtex アーキテクチャで構成されるため、
Spartan シリーズにはなかった Virtex ファ
ミリの先進機能の多くが利用できるといい
ます。たとえば、XADC ( アナログ機能 ) と
呼ばれる System Monitor アナログ機能が
搭載され、機能、温度、タッチ センサー、モー
ション コントロール、およびシステム内の
リアルワールド アナログ動作をモニターで
きます。XADC テクノロジの統合によって、
ミックスド シグナル アプリケーションに新
たな展開がもたらされるでしょう。
　このようにさまざまな特長を備えた 
Artix-7 ファミリは、低消費電力を要件と
する超音波装置のようなアプリケーション
にも最適です。また、ハイエンド民生デジ
タル カメラのレンズ制御モジュールに求
められる小型かつ低消費電力への要件や、
12V で駆動される次世代オートモーティ
ブ向けインフォテインメント システムなど
の要件にも対応します。さらに、軍用アビ
オニクスや通信システムなどで求められる 
SWAP-C ( サイズ、重量、電力、コスト ) 
の厳しい要件にも適合します。

　新しいミッドレンジの Kintex-7 ファミ
リによって、ザイリンクスは、コスト対
性能比が極めて高い FPGA の製品化を果
たせたと Dorsey は述べています。「Kin-
tex-7 ファミリは、Virtex-6 ファミリに比
べて、価格と消費電力を半分以下に抑えな
がら同等の性能や機能を維持しています」

(Dorsey)。
　Kintex-7 ファミリは優れたコスト効率
が要求される信号処理アプリケーション
市場からも歓迎されるでしょう。それは、
Kintex-7 ファミリが、多数の DSP スラ
イス (120 ～ 1540 個 )、最大 5663k 
ビットの分散 SRAM と 28,620k ビット
の内部ブロック SRAM、4 から 16 個の 
10.3Gbps GTX シリアル トランシーバー
を搭載しているためです。低コストの代替
品を求めている現行の Virtex ファミリの
ユーザーや、システム性能を一段階高めた
いと考えている Spartan ファミリのユー
ザーにとっても、Kintex-7 ファミリは魅
力的な製品となるだろうと Dorsey は述べ
ています。30,000 から 400,000 ロジッ
ク セルの容量を持つ Kintex-7 ファミリ
は、性能の面では Artix-7 ファミリよりも 
40% も高く、Virtex-6 ファミリと同等で、
処理速度の面では Spartan-6 ファミリを
はるかに上回ります。
　LTE (Long Term Evolution) 対応の無
線通信およびベースバンド サブシステム
のインプリメンテーションにも Kintex-7 
ファミリは最適です。また、ザイリンクス
が先日リリースした第 4 世代のパーシャ
ル リコンフィギュレーション機能を活用
すれば、フェムト セル、ピコセル、およ
び基地局まで幅広く展開でき、さらなる
電力とコストの削減が図れます。さらに、
Kintex-7 ファミリはシリアル コネクティ
ビティを搭載し、メモリおよびロジック性
能が高いため、量産型のワイヤード通信ア
プリケーションにも最適です。たとえば、
自宅や自宅周辺に高速ネットワークをもた
らす 10G PON ( パッシブ オプティカル 
ネットワーク ) OLT ( 光回線終端装置 ) ラ
インカードなどの機器にも適しています 
(Dorsey)。
　Kintex-7 ファミリは、さらに民生機器
市場における高解像度 3D フラットパネル 
ディスプレイ、次世代ビデオ オンデマンド 
システムを実現する Video over IP (VIP) 
ブリッジ、軍用アビオニクスや超音波装置
向けの最大 128 チャネルの高分解能チャ
ネルをサポートする高性能画像処理などに
も適しています。

Virtex-7、Kintex-7、および 
Artix-7 の各ファミリ

Kintex-7 FPGA ファミリ
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　最後に紹介するハイエンドの Virtex-7 
ファミリは、業界最高レベルのアーキテク
チャで構成した FPGA で、前世代の Vir-
tex-6 ファミリと比較すると、ロジック容
量は 2 倍となり、性能は 30% 向上し、
消費電力は 50% 削減しています。
　Dorsey によると、Virtex-7 ファミリは
性能、容量、帯域ともに最高クラスを必要
とする通信システムに最適なデバイスと位
置づけられています。サブファミリとして 
Virtex-7T と Virtex-7XT を持つ Virtex-7 
ファミリは、超ハイエンド デバイスとして、
シリアル トランシーバー、DSP スライス、
メモリ ブロック、高速 I/O の数 ( サイズ ) 
と性能の面で FPGA テクノロジの限界を
超え、新たな業界の標準を確立しています。
　Virtex-7 ファミリは、最大 36 個の GTX 
10.3Gbps シリアル トランシーバー、最
高 200 万セルの超ハイエンドのロジック容
量、最大 1200 の SelectIO インターフェ
イス ピンを備えた最高レベルのパラレル I/
O 帯域幅を提供します。このような I/O コ
ンフィギュレーションにより、2,133Mbps 
に対応する 72 ビット DDR3 メモリのパラ
レル バンクを最も数多く使用できます。
　新しい Virtex-7XT ファミリも最高ク
ラスのシリアル帯域幅を単一のデバイスで
実現した FPGA で、13.1Gbps で動作
する GTH トランシーバーを最大 72 個、
または GTH および GTX トランシーバー
を 80 個 ( うち 24 個は 13.1Gbps で
動作、56 個は 10.3Gbps で動作 ) 搭載
しています。加えて、600MHz で動作す
る DSP スライスを最大で 3,960 用い
て 4.7TMAC のスループットを達成し、
DSP 対ロジック比の向上を実現します。
また、オンチップ BRAM 対ロジック比を
最大 65Mb まで向上し、データ バッファ
リングのレイテンシを低減します。この
ファミリには 28Gbps トランシーバーを
搭載したデバイスも追加する予定で、その
詳細は今後発表されます。
　Virtex-7 FPGA は、最高性能のワイヤ
レス、ワイヤード、およびブロードキャス

ト インフラストラクチャのサブシステム
も対象にしています。さらに、teraMACC 
信号処理能力を備えているため、最先端
レーダーや高性能コンピューティング シ
ステムにも最適です。また、ASIC やマル
チチップ セット ASSP ソリューションを 
100GE ラインカードを搭載するシングル 
FPGA のインプリメンテーションで置き換
えることが可能で、消費電力やコストを低
減しながら帯域幅の増大を図ることができ
ます。このほかのアプリケーションとして、
マルチプレクサー / トランスポンダー統合
アプリケーション向けの 100G ビット オ
プティカル トランスポート ネットワーク 
(OTN) マックスポンダー、300G Inter-
laken ブリッジ、400G オプティカル ネッ
トワーク カードなどが挙げられます。
　また、これらの超ハイエンド デバイスは、
次世代のテスト装置や測定機器に求められ
るロジック集積度、性能、および I/O 帯域
幅を提供します。ASIC の採用が妥当と判断
されたシステムでも、Virtex-7 ファミリを
プロトタイピングやエミュレーションで使
用することで、使用するデバイス数を減ら
すことができ、コスト削減、インターコネ
クトやデザインの複雑性緩和に繋がります。

　10 万個以上の中～大規模の量産が見込
まれるアプリケーションにおいては、ザイ
リンクスの EasyPath ™ プログラムを使用
することで総コストが最小レベルに抑えら
れ、7 シリーズ FPGA の価値をさらに高め
ることが可能です (Dorsey)。なお総コスト
とは、開発費用とデバイス単価の合計を意
味します。EasyPath プログラムはユーザー
に、コスト削減以外にも、FPGA の特長で
ある市場投入時間の短縮とリスクの低減と
いうメリットをもたらします。これにより、
戦略的なロジック IC サプライヤーとしての
ザイリンクスの価値はさらに向上します。
　EasyPath プログラムは、ザイリンクス
の FPGA 製造プロセスとユーザーのデザ
インを密接に合わせることでコスト削減を
可能にします。結果、同じ機能を持つ同じ

シリコンですが、特定のデザインでしか動
作は保証されません。EasyPath-7 の場
合、デザイン完了からチップの完成までが 
6 週間であり、最小注文 (MOQ) 要件はな
く、エンジニアリング作業は不要で 35% 
のコストが削減されます (Dorsey)。そし
て、開発 (NRE) コストで 30 万米ドルの
低減が図れると述べています。
　「FPGA デザインのターゲット デバイス
を Kintex-7 または Artix-7 ファミリに
することで、コストは低減されます。そし
て、量産をサポートするためにこれをさら
に削減する必要があれば、EasyPath-7 を
採用する方法があるため、開発時のストレ
スは大きく緩和されます。さらに良いこと
は、FPGA デザインが完成している状態で 
EasyPath プログラムへ移行したい場合
は、単に購入手続きをするだけで、追加の
エンジニアリング リソースが必要ありませ
ん」 (Dorsey)。

　ザイリンクスは、新しいファミリのリ
リースにあわせて第 2 世代となるターゲッ
ト デザイン プラットフォームを発表しまし
た。このプラットフォームは、アプリケー
ションに特化したデザインをサポートする
ことを目的に、2009 年に Virtex-6 およ
び Spartan-6 ファミリのリリースと同時に
発表されました。FPGA デバイス、デザイ
ン ツール、IP、開発キット、ターゲット リ
ファレンス デザインというシステム デザイ
ンに必要な 5 つの要素を統合することによ
り、FPGA ベースのソリューションを開発
するためのよりシンプルで洗練されたデザ
イン手法をシステム設計者に提供します。
　先行カスタマーおよびパートナーに限定
して、新しい FPGA ファミリをサポート
する Early-access ISE Design Suite ソ
フトウェアの提供を開始しています。7 シ
リーズ FPGA の最初の製品出荷は 2011 
年第 1 四半期を予定しています。
　詳細は http://japan.xilinx.com/tech-
nology/roadmap/7-series-fpgas.htm 
を参照してください。

Virtex-7 FPGA ファミリ

EasyPath － さらなるコスト
削減を可能にするオプション

次世代のターゲット デザイン 
プラットフォーム
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　現在、FPGA ユーザーの多くがハード
ウェア エンジニアで占められていますが、
数多くいるエンベデッド ソフトウェア エ
ンジニアもユーザー層に引き込みたいと、
FPGA ベンダーは長年にわたって模索を続
けてきました。というのも、ソフトウェア 
エンジニアの数はハードウェア エンジニア
と比較しておよそ 10 倍にもなると言われ
ているためで、両者にとって使用しやすい
デバイスを作ることができれば、FPGA ベ
ンダーのビジネスに大きなメリットをもた
らすのは明らかです。このような状況を背
景にザイリンクスでは、ARM® マイクロ
プロセッサをベースとし、ソフトウェア設
計者やシステム設計者の実際の開発の進め
方に即した、エクステンシブル プロセッシ
ング プラットフォームと呼ぶ新しいデバ
イスの開発を進めています。FPGA のバリ
アーを打ち破るこの新しいデバイスは、ザ
イリンクスを新しい市場へ、そして新しい
成長へと、いざなうものです。
　ここ 10 年間にわたる FPGA デバイス
およびツールの進化を背景に、エンベデッ
ド プロセッサ (DSP、マイクロコントロー
ラー、マイクロプロセッサ ) のプログラマ
ブル ロジックへの統合が盛んになってきた
結果、エンベデッド システム設計者はミド
ルウェア開発やソフトウェア開発のみなら
ずハードウェア設計言語のスキルを取得す
るようになってきています。このような多
能化が進んだ結果、ハードウェアとソフト
ウェアを適切に組み合わせることで最高の
システム性能、機能、そして消費電力を実
現可能な、アプリケーションに最適でかつ
競争力の高いアーキテクチャを、システム
設計者自身が FPGA を使用して開発する
ことも不可能ではなくなってきました。
　このような複数のスキルを持ったエンジ
ニアがここ 10 年ほどの間に徐々に増加し
ているのも事実ですが、実際は、大半のシ
ステム設計者は、性能、機能、消費電力、
システム コストの最適なバランスを取りな

がらシステムが必要とするハードウェア機
能を設計するのは、ハードウェア エンジニ
アの仕事と捉えています。

　ザイリンクスは、エクステンシブル プロ
セッシング プラットフォームという、最高 
800MHz で動作する 32 ビットの ARM 
Cortex ™ -A9 プロセッサを搭載した新し
い製品クラスのデバイスをリリースする予
定です ( 図 1)。プロセッサ サブシステム
は、出荷時点で起動可能な状態かつプログ
ラム可能な状態です。この新しいデバイス
には、ユーザー システムの要件に応じて
ハードウェア処理とソフトウェア処理を分
担できるように、プロセッサと密に結合さ
れたプログラマブル ロジック拡張ブロック
が搭載されています。すなわち、プログラ
マブル ロジック拡張ブロックに機能をイン
プリメントすることで、さまざまなアプリ
ケーションに最適なシステム オンチップ 
(SoC) を構築できるわけです。
　「このデバイスのアーキテクチャには数
多くのアイデアや設計思想が盛り込まれて
います。当社は、PowerPC ™ ベースの 
Virtex®-II Pro、Virtex-4、Virtex-5 FXT 
などの過去のデバイスから多くのことを学
んできました。また、競合各社の失敗事例
も見てきました」と語るのは、ザイリンク
スのワールドワイド マーケティングおよび
事業開発担当シニア バイス プレジデント
である Vin Ratford です。「これまでのデ
バイスは、ロジック ハードウェアを中心に
据えたシステム デザインを採用していた
か、または単にプロセッサ パワーが不十分
でした。しかし、この新しいエクステンシ
ブル プロセッシング プラットフォームで
は、ソフトウェア設計者が開発にすぐに着
手できるように、プロセッサを中心に据え
たアーキテクチャを採用しています。不要
であれば、プログラマブル ロジック拡張ブ
ロックを使用する必要はありません」。
　もちろん、ソフトウェア設計者とハード
ウェア設計者で構成される設計チームの大
半は、プログラマブル ロジック拡張ブロッ
クを活用することになるでしょう。した

プロセッサ中心のアプローチ
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がってザイリンクスでは、プログラマブル 
ロジック拡張ブロックをハードウェア設計
者のサポートなしにソフトウェア設計者や
システム開発者だけでプログラミングでき
る環境を提供したいと考えており、これを
目標とした設計モデルの確立に向けてさら
なる改善を図っていきます。
　FPGA ロジックが内蔵プロセッサよりも
前に起動するこれまでのアーキテクチャとは
異なり、プロセッサ中心のこの新しいプラッ
トフォームは、設計者がシステム アーキテ
クチャを実際に開発する作業に完全に即した
ものであると、Ratford は指摘します。
　「システム設計者やソフトウェア設計者
は、一般に、システムに搭載したい機能を
まずはソフトウェアで開発し、次に、ハー
ドウェアにインプリメントして向上が必要
な部分を判断するという手順を踏んでいき
ます。そのようにして、システム性能、コ
スト、消費電力を、アプリケーションの最
終的な目標へと近づけていくわけです。具
体的には、まずプロジェクトの開始時点で
製品のコンセプトを決定します。特定顧客
の特定要件に対してチューニングを図るの
ではなく、ハードウェアとソフトウェアで

それぞれできることを把握しながら、でき
るだけ高い自由度を盛り込もうとします。
その後、検討を繰り返してハードウェアで
処理すべき機能とソフトウェアで処理すべ
き機能を決定し、要件に適合するようにそ
れぞれのインプリメンテーションを進めて
いきます。ザイリンクス デバイスはまさに
こうした開発の進め方に合致したものであ
り、スムーズかつ短期間での開発に貢献す
ると期待しています」 (Ratford)。
　なお、新しいエクステンシブル プロセッ
サ プラットフォームは次世代 FPGA と同
じく高性能かつ低消費電力の 28nm プロ
セス テクノロジで提供されます。

　ザイリンクスは ARM 社をパートナーと
して選択しました。その理由には、ARM 
社がエンベデッド プロセッサの分野で確
固たる地位を築いていること、そしてプロ
セッサ IP とソフトウェアの両方の品質に
対して極めて高い評価を得ていることが挙
げられます。実際に ARM アーキテクチャ
は、高性能で低消費電力のマイクロプロ

セッサ コアを必要とする設計者にとって、
事実上の標準となっています。
　「ハードウェアとソフトウェアの機能と性
能、エコシステム、ユーザー数の多さと習熟
度の高さ、消費電力など、あらゆる観点で
プロセッサの検討を進めましたが、ARM 社
以外の選択肢は考えられませんでした。無
線アプリケーションだけではなく有線アプ
リケーションにおいても消費電力が最優先
の検討課題に挙がる今、消費電力が極めて
小さいプロセッサを FPGA に統合すること
でさまざまなトレードオフをもたらします。
たとえば、一部の機能をハードウェア拡張
ブロックに負担させれば、システムの性能
を向上できるでしょう。また、瞬間的には高
いパフォーマンスを実現可能でありながら、
電源切断によってミリ アンペアしか消費し
ないシステムも構築できます」 (Ratford)。
　新しいアーキテクチャの特徴の 1 つが内
部インターフェイスです。ザイリンクスは、
ARM プロセッサ システムとプログラマブ
ル ロジックの接続に、プロセッサ、ロジッ
ク拡張ブロック、そして共有メモリを結ぶ
広帯域なインターフェイスを採用しました。
MPU を搭載した ASSP デバイスに FPGA 
を組み合わせたシステムでは、一般に 100
本以上の I/O 信号をプリント基板上に配線
して両者を接続する必要があります。
　ARM 社は 2010 年 3 月に発表した 
AMBA® バスの AXI (Advanced Exten-
sible Interface) バージョン 4 仕様で、
プログラマブル ロジックに最適化した、拡
張仕様を追加しています。これは AXI-4 
Stream プロトコルと呼ばれ、数多くの周
辺機能の性能を引き出す双方向クロスバー
通信スイッチとして機能します。AXI-4 を
採用したザイリンクスの新デバイスでは、
極めて高いブロック間スループットが実現
されると共に、IP ベンダーやユーザーが 
20 年以上にわたって ASIC および ASSP 
用に開発してきたさまざまな AMBA ベー
スの周辺コアが活用できます。
　新しい AXI-4 ARM プロセッサとプログ
ラマブル ロジック拡張ブロックが密に結合
されているため、たとえばプロセッサでは
最適化が難しい処理が存在する場合、ある
いはコードの高速化が必要となった場合に

図 1‐ARM プロセッサとプログラマブル エレメントで構成されるザイリンクスの　
エクステンシブルプロセッシング プラットフォーム
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は、その機能用のハードウェアを作成し、
業界標準インターフェイスである AXI-4 
を介して、プログラマブル ロジック拡張ブ
ロックに配置できます。
　

　新しいアーキテクチャを開発するにあ
たって、ザイリンクスは、ユーザーからの
要望を盛り込むだけではなく、開発におけ
る作業手順にも配慮しました。
　新しいデバイスでは、リセットでプロ
セッサ システムから最初にブートする方式
が採用されているため、ソフトウェア設計
者はハードウェア設計者の作業と同時進行
でプロセッサのプログラムを始めることが
できます。つまり、ソフトウェアとハード
ウェアの開発を並行して進められるため、
開発期間が短縮されます。
　「新しいデバイスは単体の ARM プロセッ
サとして使用することも可能です」と語るの
は、ザイリンクスでプロセッサ マーケティ
ング ディレクターを務める Keith DeHaven 
です。「ただし、デバイスの価値はユーザーが、
ARM ベース プロセッサ システムの命令や
制御機能、あるいはアプリケーション機能を
活用しながら、プログラマブル ロジックを
同時に使用してカスタマイズや最適化、ある
いは製品の差別化が図れることにあります」。
　新しいデバイスのプロセッサ システム
は、複数のペリフェラル、スイッチ、およ
びメモリ インターフェイスで構成されて
いるため、ソフトウェア エンジニアに一
貫したプログラミング環境が提供されると 
DeHaven は言います。実際に既存の ARM 
ツールや評価ハードウェアなどを使用し、
すぐにでも開発に着手できます ( 表 1)。
　もちろんこのアーキテクチャの真価は、
プロセッサ システム ( ソフトウェア ) とプ
ログラマブル ロジック拡張ブロック ( ハー
ドウェア ) 間で、設計者が柔軟にトレード
オフを決定できる点にあることは言うまで
もありません。これからは、ハードウェア
設計者に限らずソフトウェア設計者も、プ
ロセッサの視点からデバイスの動作を考え
るようになっていくでしょう。たとえば、
ペリフェラルの機能を実行するためにプロ

セッサ システムが拡張ブロック内のデー
タを使用したり、なんらかの制御を拡張
ブロック側に委ねるなどが考えられます。
ハードウェアとソフトウェアの協調シミュ
レーションにより、ハードウェアで実行し
た方が高性能で、低消費電力、そしてコス
ト削減が可能となるかもしれません。ある
いはコードの空き容量を増やすために、変
更される可能性の低いソフトウェア機能を
抽出して拡張ブロック側にオフロードする
ことも考えられるでしょう。
　ハードウェアとソフトウェアそれぞれで
処理すべき機能が決定したら、次にザイリン
クスの ISE®Design Suite を使用し、これ
らの機能を AMBA-AXI 規格インターフェイ
スを介してプログラマブル ロジック拡張ブ
ロックに実装していきます。このようにして
ハードウェア チームが拡張ブロックを設計
している間に、ソフトウェア設計者は引き続
きソフトウェアの開発を進めていきます。
　このように、プロセッサを中心に据えた
アーキテクチャはザイリンクス独自のもの
で、しかも設計方法はソフトウェア エンジニ
アの実際の開発フローに即しています。さら
に、ザイリンクスはより直感的な開発フロー
の実現を目指した取り組みを進めています。
　ザイリンクスは複数のパートナー企業と
共同で、ソフトウェア設計者やシステム設
計者の開発をサポートするために、共通の
標準的なアクセラレーター機能やペリフェ
ラル機能 ( ハードウェアによる IP コア )、
関連ドライバー、および複数の API の開
発を進めています。これらのアクセラレー
ター機能やペリフェラル機能の一部は、新
しいデバイスのリリースと同時に使用でき
る予定です。システム ニーズの取り込みや
製品の差別化を目的とした専用 IP の開発
に集中できるでしょう。
　アクセラレーター機能およびペリフェラル
機能としては、拡張ブロック内で組み合わせ
て使用するような小規模なものから、コネク
ティビティ、DSP、プロセッシングといっ
たターゲット別機能や、オートモーティブ、
インダストリアル、科学、メディカル、航空
宇宙、防衛、有線および無線通信などのバー
ティカル マーケットを対象にした大規模な
ものまで、さまざまな機能を予定しています。

　将来的には、ソフトウェア設計者やシス
テム設計者がソフトウェアとハードウェア
のプログラミング環境間で機能を簡単に移
動できるように、C-to-FPGA コンパイラ 
フローを提供したいと考えています。これ
により、システムの開発、評価、および最
適化に要する時間の大幅な短縮が期待され
ます。「この構想が実現すれば、開発は C 
言語で進めながら、ハードウェアとソフト
ウェアの両方で動作結果を速やかに確認で
きるようになるでしょう」と DeHaven は
期待を寄せています。実際ザイリンクスは、
エンベデッド システムのベンチマークお
よび解析を専門とする BDTI 社が行ってき
た、C レベル合成ツールの利用状況の調査
結果を、これまでも慎重に考察してきまし
た ( この号の BDTI 社の記事を参照 )。
　新しいデバイスでは ARM Cortex-A9 
をサポートする商用の開発ツールが使用で
きる一方で、ザイリンクス独自のツールを
バンドルしてユーザーの開発をサポートす

使い慣れたプログラミング モデル

ベンダー OS

eSol eT-kernel Multi-core Edition

Express Logic ThreadX

Green Hills INTEGRITY 10

Kernel.org Linux 2.6+

Mentor Graphics Nucleus PLUS RTOS

Microsoft Windows Embedded CE

MontaVista Mobilinux 5.0

QNX Neutrino RTOS

Symbian Symbian OS 9+

Wind River VxWorks 6.6 SMP

表 1‐ARM アーキテクチャ用の OS や 
OS 開発ツールに関しては、実績
と信頼のあるエコシステムが築
かれています。ARM Cortex の
エコシステムがサポートする OS 
の一部を示します。
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ることも計画しています。ツール キット
や PCB にバンドルするツールとしては、
Eclipse ベースの統合開発環境、GNU ベー
スのコンパイラ、デバッガー、およびドラ
イバーを予定しています。「さまざまな開
発環境を選択できる点が ARM プロセッサ
の特徴の 1 つです。このデバイス上でも 
Cortex-A9 および ARM CoreSight ™ の
デバッグ インターフェイスをサポートする
サードパーティ ツールや当社の開発ツール
が使用できます」 (DeHaven)。
　ARM のネイティブ サポートに加え、ザ
イリンクスは新しいデバイスを使用するエ
ンジニアに焦点をあて、サードパーティの
ソリューション プロバイダーと協業しなが
らオペレーティング システムや開発ツール
で構成されるデバイス専用のソフトウェア 
スイートの開発を進めています。

　

　ザイリンクスの開発したアーキテクチャ
は、拡張性と柔軟性に優れ、かつアップグ
レード可能なデバイスを強く必要とする
ユーザーを対象としており、ニーズに合っ
た製品を短期間で開発できるでしょう。エ
クステンシブル プロセッシング プラット
フォームを使用することで、機能が固定さ
れた ASSP や ASIC を使用する競合製品
に対し、大きな差別化が約束されます。「既
にこのデバイスを複数ユーザーに先行的に
お見せしましたが、とても強い興味を持っ
ていただいています。今後、新しいデバイ
スを採用されるユーザーの数は、驚くほど
多くなるでしょう」 (Ratford)。
　ザイリンクスは、たとえばインテリジェ
ント ビデオが関わるあらゆるバーティカル 
マーケットで、新しいデバイスの強みが即
座に発揮されると期待しています。インテ
リジェント ビデオ システムでは、ピクセ
ル レベルの前処理など多くの演算処理が必
要なため、プログラマブル ロジックを使用
した並列処理が効果的です。また、エレメ
ント レベルでの解析処理も必要で、並列処
理 ( プログラマブル ロジック ) と直列処理 
(MPU ベース ) との組み合わせが適してい

ます。さらに、アプリケーションに対応し
たフレーム レベルでの処理には、判断機能、
制御機能、通信機能が必要であり、これら
は一般に MPU によって処理されます。
　成長が期待される具体的なビデオ マー
ケットとしては、自動車のドライバー アシ
スト装置、民生用複合機 ( プリンター )、ス
キャナーを搭載した汎用エンベデッド シス
テム、産業用スマート カメラなどのほか、
IP 監視カメラやマシン ビジョン、DVR ( デ
ジタル ビデオ レコーダー )、医療用画像処
理システム、放送用スタジオ カメラやトラ
ンスコーダー、防衛用の暗視装置などが挙げ
られます。
　新しいアーキテクチャからメリットが得
られるであろうインテリジェント ビデオ ア
プリケーションの 1 つがドライバー アシ
スト装置です。この分野のユーザーからは、
ARM ベースの拡張プラットフォームが欲し
いとの要望が以前から寄せられていました。
　新しいデバイスをプログラムし、車両の
周囲 360°に設置した複数センサーそれ
ぞれに同時に複数の機能を実行させなが
ら、各センサーが出力するデータを解析し、
制御することが可能になります。たとえば、
インテリジェント コントロール センサー 
システムでは、道路上の白線の認識、隣接
する車線からの逸脱検出、速度調節による
前方車両との車間維持、歩行者の検出、駐
車時の隙間の認識と駐車位置への誘導な
ど、すべてが同時に処理される必要がある
でしょう。さらに、脅威を検出したらドラ
イバーに瞬時に警告を出すと共に、衝突を
避けるために車両速度を自動的に落とすと
いった制御も考えられます。
　このようなシステムでは一般に、デバイ
スのハードウェアもソフトウェアもプログ
ラム可能なため、Tier 1 ベンダー ( 主要ベ
ンダー ) は複数の自動車メーカーや各メー
カーのさまざまなモデルに対応させた派生
品を、コントロール ユニット全体の構成を
変更することなく開発できます。そのため、
OEM ベンダーの開発期間、工数、開発費
が大幅に削減できると見込まれます。また、
ソフトウェアとハードウェアがプログラム
可能であれば、出荷後の補修やアップグ
レードも可能になるでしょう。

　同様に産業分野では、複数のセンサーや
モーターのデータをリアルタイムに管理お
よび解析し、組み立てライン上の不良品の
検出、機械類のクラックの検出、温度が上
昇したモーターの停止、電力コストを節減
するために稼動していないモーターの停
止、工程の最適化などの制御が行えると共
に、場合によっては作業員の安全を確保す
るシステムの構築にも役立ちます。
　また、新しいデバイスは有線および無線通
信のアプリケーションにも有用で、無線では 
LTE 通信、ベースバンド、エンタープライズ 
フェムトセルなど、有線では、ルーター、ス
イッチ、マルチプレクサーなどのアプリケー
ションで大きな期待が寄せられています。
　さらに、Global Information Grid (Xcell 
Journal 英語版の 69 号の COVER STORY 
を参照 ) に対応したコックピット制御、モニ
ター、あるいは通信機器など、防衛および航
空宇宙産業の案件でも採用が進むでしょう。
　ザイリンクスの古くからのユーザーであ
り新しいデバイスのアルファ カスタマー 
( 先 行 顧 客 ) で も あ る National Instru-
ments 社は、開発プロセスの詳細な調査を
行っており、ザイリンクスはそれら知見の
提供を受けています。現在 National Instru-
ments 社では、リアルタイム プロセッサと
ザイリンクスの FPGA をプリント基板上で
組み合わせ、NI LabVIEW FPGA エンベデッ
ド プラットフォームによってサポートする、
NI RIO (Reconfigurable I/O) 製品を展開し
ています (http://www.ni.com/fpga/)。こ
のプラットフォームは、さまざまなペリフェ
ラル機能や定義済みソフトウェア ライブラ
リを組み合わせてバーティカル マーケット
特有のエンベデッド システムの開発を促進
することを目的としています。スタンドアロ
ン プロセッサから一部の機能を FPGA 上に
移植することで、LabVIEW FPGA では計
装、測定、および制御アプリケーションが必
要とする高速かつ確定的な処理が実現され
ます。LabVIEW FPGA 環境は、FPGA の
専門知識を有さない一般の LabVIEW ユー
ザーやアプリケーション担当者でも開発が
進められるように工夫されています。
　同社の研究開発フェローである Keith 
Odom 氏は、ザイリンクスの新しいアーキ

幅広いバーティカル マーケット に 
最適なデバイス
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テクチャの採用によって、高性能と低消費
電力を両立したエンベデッド製品の開発が
進むと期待を寄せています。
　「National Instruments 社では生産性
の高い当社のグラフィカルなデザイン環境
を、プロセッサ システムとプログラマブ
ル ロジックを結ぶ広帯域のインターコネク
トに対応させる準備を進めています。プロ
セッサを内蔵した FPGA やマイクロコン
トローラー ベースの ASSP と比較して、
極めて大量のデータをプロセッサとプログ
ラマブル ロジック間で転送できるようにな
ります。帯域幅の向上に伴い、従来の機械
制御や音声処理だけではなく、電気関連、
無線関連、映像関連のアプリケーションを
取り込むことができるほか、あらゆるアプ
リケーションで最新のアルゴリズムによる
データ処理が行えると期待されます。つま
りザイリンクスの新しいデバイスは未来へ

の可能性を切り開くものです」 (Odom 氏)。
　Odom 氏は、新しいデバイスは本質的
には 2 個のデバイスを 1 個に集積してい
るため、データのやりとりに伴う消費電力
が少なくて済む点もメリットとして挙げて
います。「プロセッサ ブロックやロジック 
ブロックは数多くの I/O 信号を使用して接
続されますが、データはデバイス内部でや
りとりされるため、高速デバイス間の通信
と比較して消費電力ははるかに少なくなり
ます。また、スタンバイ モードにするこ
とでも消費電力を低減できるでしょう」と 
Odom 氏は述べています。
　また Odom 氏は、ザイリンクスの新しい
デバイスが FPGA よりもむしろプロセッサ
を中心としたアーキテクチャである点を高く
評価しています。「これはとても重要な点で
す。多くのアプリケーションでは、何を実行
するかによって FPGA を再プログラムする

ための制御ソフトウェアが必要です。と同時
に、FPGA ファブリックに依存することな
くプロセッサの動作を継続したいことも多々
あります。ザイリンクスのアプリケーション
は、実行中の処理に応じて、何を FPGA で
実行するかを絶えず切り換えるものであり、
この新しいアーキテクチャはこのようなアプ
リケーションに最適といえるでしょう」
　「今後リリースされるこの新しいデバイ
スがどのように活用されるかが楽しみで
す」と、ザイリンクスの Ratford は期待
を寄せています。「ただし、デバイスが完
全な姿となって性能を発揮するには、もう
少しやるべきことが残っています」。
　ザイリンクスは新しいデバイスの価格と
提供時期を 2011 年の前半に発表する予定
です。このデバイスの情報は japan.xilinx.
com/technology/roadmap/processing-
platform.htm に掲載しています。

ザイリンクス ウェブセミナザイリンクス ウェブセミナ
ニーズに合わせたプログラムで全16本を好評配信中!!

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

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。

ターゲット デザイン プラットフォーム
で生産性を向上
- Virtex-6 & Spartan-6 FPGA -

FPGA / CPLD
概要編！

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

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

FPGA 活用編!

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。

製品の差別化を実現する
開発ツール：
ISE Design Suite

開発ツール編！

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

30 分で判る!  FPGA 入門

15分で判る!  FPGA 採用理由

FPGA 入門編!
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　ここ最近、高位合成ツール (HLST) は、
デザインに FPGA を使用する、または使
用したいと考えているエンジニアにとって、
ぜひとも手に入れたいツールとなりつつあ
ります。高位合成ツールとは、たとえば C 
言語や MATLAB の M 言語で記述された
アプリケーションの高位表現から、FPGA 
を対象とする RTL 回路を HDL (ハード
ウェア記述言語) で生成するツールです。
　高位合成ツールには 2 種類のユーザー
層が関心を寄せています。1 つは要件の厳
しいデジタル信号処理 (DSP) アプリケー
ションを FPGA にインプリメントしよう
と考えているエンジニア層であり、もう 1 
つは、同アプリケーションを高性能 DSP 
プロセッサにインプリメントしようと考え
ているエンジニア層です。その理由は、一
般にデータ レートが高く、かつ高度な並
行処理を必要とする難易度の高い信号処理
は、HLST による FPGA へのインプリメ
ンテーションに適しているからです。
　FPGA ユーザーにとってこれらのツール
は、デザイン プロセスの簡略化と短縮を
約束します。同様に DSP プロセッサ ユー
ザーは、HLST を使用すれば面倒な RTL 
コードに触らずともより強力な処理エンジ
ン (FPGA) に移行できるかもしれない、と
いう大きな期待を抱いています。これを利
用しない理由はどこにもありません。
　過去には、高位合成ツールが生成する 
RTL コードは、リソース使用率という点で
効率的ではない、という大きな課題があり
ました。多くのエンジニアは手作業でコー
ド作成した RTL の性能や効率を HLST の
導入によって犠牲にしたくないと考えてい
るため、このツールの普及はそれほど進ん
できませんでした。それでも導入事例が増

えるに伴い、ザイリンクス FPGA に対応
した最新の HLST は、極めて効率的で使
いやすいという評価が広がりつつあります。
このような矛盾する情報のなかで、ユーザー
は HLST の導入を検討する価値をどのよう
に判断すべきでしょうか。
　これを受けて、ベンチマークおよび分析
を行う企業である BDTI では、 2009 年に

「高位合成ツール認定プログラム」(High-
Level Synthesis Tool Certification Pro-
gram) を開発しました。目的は、FPGA 用 
HLST に関する客観的かつ信頼できる評価
データおよび分析結果を提供すること、そ
して見込みユーザー層が要件の厳しい信号
処理アプリケーションにおけるこのツール
の性能と制約を速やかに把握できるように
することです。HLST からメリットを享受
すると予測されるプロセッサ ユーザーの多
くに共通することですが、彼らは経験を積
んだ DSP ソフトウェア エンジニアであり
ながら FPGA 開発経験がありません。こ
のようなユーザー層の視点から評価を行い
ました。
　 評 価 プ ロ グ ラ ム で は Synfora 社 の

「PICO」 と AutoESL 社 の「AutoPilot」
という 2 種類の HLST 製品を用いました。
2010 年上旬、評価プログラムの最初の結
果を公表しましたが、これは FPGA ユー
ザーにとっても DSP プロセッサ ユーザー
にとっても興味深い内容となっています。

　

　HLST を使用してテスト アプリケー
ションをインプリメントするプロセスで
は、まず対象の機能を高水準言語で記述
し、 続 い て HLST で RTL を 生 成 し ま
す。次にこれをザイリンクスの RTL ツー
ルである ISE® とエンベデッド開発キッ
ト (EDK) を使用して FPGA のインプリメ
ンテーションに必要なビットストリーム形
式に変換します。そして、このビットスト
リームを用いて、I/O とメモリを備えた特
定のハードウェア プラットフォームに搭載
されたザイリンクス FPGA をプログラミ
ングします。開発プラットフォームには、

Spartan®-3A DSP FPGA を 搭 載 し た
ターゲット デザイン プラットフォームの 
1 つである ザイリンクス XtremeDSP ™ 
ビデオ スターター キット Spartan-3A 
DSP 版を使用しました。
　評価の対象は、高位合成ツールに限定
し、デザイン フローにおける RTL から
ビットストリームへの変換は無視すること
もできました。しかし、見込みユーザー達
は、HLST に加えて RTL ツールを必要と
する、アプリケーションの高位記述から 
FGPA インプリメンテーションに至るフ
ロー全体の評価結果について知りたいので
はないかと考えました。そこで、C 言語か
ら RTL への変換だけではなく、ザイリン
クスの RTL ツール チェーンも含めたイン
プリメンテーション フロー全体を評価する
ことにしました。
　一般に、アプリケーションを対象ハード
ウェアにインプリメントする最初の手順
は、初期の C コードを再構築することか
ら始まります。再構築とは、性能よりもわ
かりやすさや読みやすさを目的としてコー
ディングされている最初の C コードを、
対象となる処理エンジンに適する形式に書
き直すことを意味します。たとえば DSP 
プロセッサの場合は、中間データが常に
キャッシュ メモリに入るようにアプリケー
ションの制御フローを適切に並べ直す、と
いった変更がこれに含まれます。FPGA を
ターゲットとして高位合成ツールを使用す
る場合の再構築では、ツールが並行処理結
果としてストリーミングのパイプライン化
されたインプリメンテーションとなるよう
にアプリケーションが書き直されます。
　高位合成ツールは通常、再構築を自動的
に処理できません。そのためこれは手作業
で行われます。実際のところこの作業は 
HLST から完全に独立して進めていくこと
ができます。当社の評価では、たとえば、
C コードの再構築と再検証に Microsoft 
Visual Studio を使用しています。RTL 
を手作業でコード化する場合は再構築と言
語変換が 1 つの手順に混在することにな
りますが、C 言語レベルでの再構築は簡単、
かつ誤りが生じにくいということもあり、
HLST を使用する大きなメリットの 1 つ
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となっています。
　高水準コードの再構築が完了したら、高
位合成ツールを用いて対象ハードウェアの 
RTL を HDL コードの形式で出力します。
続いてザイリンクスの RTL ツール (ISE と 
EDK) で、HLST が出力した RTL コードを
基に合成と配置配線処理を行い、インプリ
メンテーションのリソース使用率を測ると
共に、タイミング問題の有無を確認します。

　高位合成ツール認定プログラムの作成に
あたり、BDTI は 重要な比較ポイントとし
て、2 種類の HLST 見込みユーザー層に
次の 2 点を示すことを念頭に置きました。
まず、HLST ベースの FPGA へのアプ
リケーション インプリメンテーションと、
RTL を手作業でコード化したインプリメ
ンテーションとで、効率 (リソース使用率) 
を比較しようと考えました。これは、開発
時間の短縮を目的に HLST の導入を検討
している既存の FPGA ユーザーにとって
重要な情報です。次に、FPGA で HLST 
を使用するインプリメンテーションと、
DSP プロセッサと関連ソフトウェア開発
ツールを使用するインプリメンテーション
とを比較し、その性能および開発工数を定
量化したいと考えました。DSP プロセッ
サ ユーザーはこの結果を参考にし、テクノ
ロジを切り替えて FPGA ベース デザイン
に移行する場合の難易度を評価できます。
　関連する RTL ツールを含む高位合成
ツール フローの評価には、機能を明確に定
義した「ワークロード」と呼ばれる 2 つ
のサンプル アプリケーションを使用しまし
た。次のセクションで概要を説明しますが、
これらのアプリケーションは高いデータ 
レートと演算処理性能を必要とし、FPGA 
にインプリメントされることの多い要件の
厳しいデジタル信号処理アプリケーション
を代表するものです。なお別のアプリケー
ションを使用すれば、異なる評価結果が得
られると考えられます。
　これら 2 つのアプリケーションは複数の
方法でインプリメントしました。まず各高
位合成ツールとザイリンクス RTL ツールを

使用し、所定のワークロードを対象 FPGA 
にインプリメントしました。これとは別に、
同じワークロードを従来の RTL デザイン手
法を用いて同じ FPGA にインプリメントす
ると共に、DSP 用の開発ツールを使用して 
DSP プロセッサにインプリメントしました 
(それぞれ評価対象となるワークロードに対
応)。このような方法で、ツールとデバイス
を組み合わせ、それぞれの結果品質 (QoR) 
と生産性を比較しました。

　評価に使用したアプリケーションは、
「BDTI オプティカル フロー ワークロー
ド 」 (BDTI Optical Flow Workload) と

「BDTI DQPSK レシーバー ワークロード」 
(BDTI DQPSK Receiver Workload) の 
2 種類です。
　「オプティカル フロー」 (または「オプ
ティック フロー」) とは、ある状況内の物
体の動きや特徴 (エッジなど) を解析するビ
デオ処理アルゴリズムの一種です。BDTI 
オプティカル フロー ワークロードでは、
720p (1280 × 720 プログレッシブ ス
キャン) のビデオ シーケンスを入力とし、
シーケンス内の垂直および水平の動きを特
性化した 2 次元マトリクスを出力します。
このワークロードのデザインでは、ツール
にとって難易度の高いテスト ケースとなる
ように、動的なデータ依存の意思決定と配
列指標付けを組み込みました。
　BDTI オプティカル フロー ワークロー
ドには 2 つの動作ポイントがあり、それぞ
れ同じアルゴリズムを使用しながら異なる
指標に対して最適化を行っています。動作
ポイント 1 は 720p ビデオを毎秒 60 フ
レームで処理する一定ワークロードです。
ここでの目的は、必要とするリソース使用
率を最小限に抑え、指定されたスループッ
トを実現することです (リソース使用率と
はワークロードのインプリメンテーション
に必要な処理エンジン リソースの大きさを
比で表したものです)。
　一方、動作ポイント 2 の目的は、デバ
イス リソースを最大限に利用して最大ス
ループット (毎秒当たりのフレーム数で測

定) を実現することです。
　 第 2 の ワ ー ク ロ ー ド で あ る BDTI 
DQPSK レシーバー ワークロードは、多く
のワイヤレス レシーバーで使用されている
従来の通信ブロックを含む、ワイヤレス通
信レシーバー ベースバンド アプリケーショ
ンです。このワークロードには 1 つの動
作ポイントがあります。この動作ポイント
は、75MHz でクロックされるレシーバー
チェーンを用いて、18.75M サンプル / 秒
の複雑な変調データの入力ストリームを処
理する一定ワークロードです。レシーバー
は 4.6875Mbits/s で復調ビットストリー
ムを出力します。ここでの目的は、FGPA 
のリソース使用率を最小限に抑え、指定さ
れたスループットを実現することです。
　メモリ使用と帯域の要件は各ワークロー
ドで大きく異なります。BDTI DQPSK レ
シーバー ワークロードは、最小限のメモ
リのみを使用します (つまり外部メモリは
不要)。一方、BDTI オプティカル フロー 
ワークロードは、4 フレーム分のビデオ 
(フレーム当たり 1280 × 720 ピクセ
ル) をヒストリとして格納しなければなら
ず、Spartan-3A DSP FPGA のほかに外
部メモリが必要です。オプティカル フロー 
ワークロードの動作ポイント 1 では、1 個
の外部メモリ チップとインターフェイス 
(帯域幅はおよそ 450MB/ 秒) を必要と
し、オプティカル フロー ワークロードの
動作ポイント 2 では、帯域幅の合計がおよ
そ 1.4GB/sec となる 2 個の外部メモリ 
チップとインターフェイスが必要です。
　BDTI オプティカル フロー ワークロード
の場合、通常の FPGA インプリメンテー
ションでは、動作ポイント 1 でクロック 
サイクル当たり 1 ピクセルを処理し、動作
ポイント 2 でクロック サイクル当たり 2 
ピクセルを処理します。BDTI DQPSK レ
シーバー ワークロードのインプリメンテー
ションでは、4 クロック サイクルごとに 1 
つの入力サンプリングを処理します。

　これまでの経験から、要件の厳しいア
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プリケーションを手作業でコード化した 
RTL で FPGA にインプリメントした場
合、生産性は低いものの、一般に性能およ
びリソース使用率の両面で優れた品質結果 
(QoR) が得られることがわかっています。
一方、アプリケーションを DSP プロセッ
サにインプリメントした場合は、生産性は
優れているものの、QoR は相対的に高く
ありません。FPGA をターゲットとした高
位合成ツールは、高い QoR と優れた生産
性の両立を目指しています。そこで今回の
評価では、QoR とユーザビリティの 2 点
を指標として設定しました。
　結果品質はワークロード インプリメン
テーションにおける性能とリソース使用率
を評価する指標です。BDTI オプティカル 
フロー ワークロードからは、HLST-Xilinx 
フローと DSP プロセッサ フローの QoR 
指標がわかります。BDTI DQPSK レシー
バー ワークロードからは、HLST-Xilinx 
フローと手作業でコード作成した RTL デ
ザインを使用する従来の FPGA インプリ
メンテーションの QoR 指標がわかりま
す。この RTL デザインは、ザイリンクス 
CORE Generator ™ ツールが生成する IP 
ブロックを必要に応じて使用し、標準的な
デザイン手法でザイリンクスが開発したも
のです。

　ユーザビリティは HLST-Xilinx デザイ
ン フローの生産性と使いやすさを評価す
る指標であり、BDTI オプティカル フロー 
ワークロードのインプリメンテーション経
験に基づいて評価します。この指標によっ
て、FPGA をターゲットとした HLST-
Xilinx 開発フローの生産性および使いやす
さと、DSP プロセッサと専用のソフトウェ
ア開発ツール チェーンを使用した場合の生
産性および使いやすさが比較できます。こ
こでは、すぐに使用できるか、使いやすさ、
ツール機能の充実度、デザイン手法全体の
効率、技術資料とサポートの品質など、9 
項目の観点で使用ツールを評価しました。
　この評価には、ザイリンクスの Spar-
tan-3A DSP 3400A (XC3SD3400A) 
を使用しました。BDTI オプティカル フ
ロー ワークロードでは XtremeDSP ビデ
オ スターター キット Spartan-3A DSP 
版をターゲット プラットフォームとして使
用しました。またツールには、高位合成ツー
ルのほかに、ISE と EDK のツール スイー
ト ( バージョン 10.1.03、lin64) を含む
ザイリンクス RTL ツールを用いました。
　 一 方、DSP プ ロ セ ッ サ に は、Texas 
Instruments 社の TMS320DM6437 を
使用しました。このデジタル メディア プロ
セッサには、600MHz で動作する C64x+ 

DSP コアと、ビデオ ハードウェア アク
セラレーターが搭載されています ( ハー
ドウェア アクセラレーターは BDTI オプ
ティカル フロー ワークロードの対象外の
ため、今回は使用していません )。評価で
は同社の DM6437 Digital Video Devel-
opment Platform をターゲット プラット
フォームとして、および Code Composer 
Studio IDE ツール スイート ( バージョン 
V3.3.82.13、Code Generation Tools 
のバージョン 6.1.9) を共に使用しました。

　2 種類のワークロードを 2 個のデバイ
スにインプリメントする作業は、使用する
デバイスとツール チェーンに応じて、高位
合成ツール ベンダー、ザイリンクス、お
よび BDTI で分担して行いました。HLST 
ベンダーは これら 2 つのワークロードを
自社ツールとザイリンクス ツールを使用し
てインプリメントし、性能およびリソース
使用率の結果を BDTI に報告しました。当
社は、これらの結果を検証および認定し、
これらに基づいてこの記事で述べている結
果品質 (QoR) 指標を作成しました。
　並行して、HLST ベンダーからトレー
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インプリメンテーション手順と
認定手順
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図 1‐BDTI オプティカル フロー ワークロードのビデオ 
アプリケーションで、HLST を使用する Spartan-
3A DSP FPGA は 720p で毎秒 195 フレームを
達成した一方で、TMS320DM6437 DSP プロセッ
サはわずか毎秒 5.1 フレームにとどまった。

図 2‐BDTI オプティカル フロー ワークロード (720p) 
で、HLST を使用する Spartan-3A DSP FPGA 
のコスト パフォーマンスは、600MHz で動作する 
Texas Instruments 社の TMS320DM6437 DSP 
を大きく上回った。



ションと比較するとおよそ 40 倍性能が
向上しました。このデータにデバイス コ
ストを加味すると、図 2 に示すように、
FPGA のコスト パフォーマンスがおよそ 
30 倍も優れる結果となりました。HLST 
と FPGA を組み合わせた方が、特定タイ
プのアプリケーションでは、性能およびコ
スト パフォーマンスが優れていることは明
白です (結果の詳細は http://www.BDTI.
com/ を参照してください)。
　 同 様 に、 高 位 合 成 ツ ー ル を 使 用 し
て FPGA にインプリメントした BDTI 
DQPSK レシーバー ワークロードにおけ
るリソース使用率と、手作業でコード化さ
れた RTL でインプリメントした場合のリ
ソース使用率とを比較しました。ここでも 
HLST の方が優れた結果でした。表 1 に
示すように、AutoPilot と PICO の両方が、
リソース効率 (リソース使用率) の点にお
いて手作業でコード化された RTL に匹敵
する RTL コードを生成しています。なお、
HLST と手作業でコード化された RTL の
数値結果が類似しているのはおそらく偶然
ではありません。BDTI は AutoESL と 

クスは BDTI DQPSK レシーバー ワーク
ロードをハンド コーディング RTL 手法を
用いて FPGA にインプリメントしました 
(BDTI がのちに検証と認定を実施)。

　図 1 に示すように、高位合成ツールを
使用して FPGA にインプリメントした 
BDTI オプティカル フロー ワークロード
では、DSP プロセッサのインプリメンテー

ニングを受けた当社のエンジニアが高位合
成ツールとザイリンクス ツールを使用し
て BDTI オプティカル フロー ワークロー
ドの一部を独自にインプリメントしまし
た。このインプリメンテーション作業か
ら、BDTI は、ツール チェーンのユーザ
ビリティと、ベンダーが生成した結果品
質に対する直接的な評価を得ることができ
ました。また当社で、DSP プロセッサ上
に BDTI オプティカル フロー ワークロー
ドをインプリメントする一方で、ザイリン
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プラットフォーム
 リソース使用率  

 (小さい値ほど良い)

HLST と ザイリンクス RTL ツール、  

ターゲット デバイスは XC3SD3400A FPGA 5.6% - 6.4%

ハンド コーディング RTL とザイリンクス RTL ツール、 

ターゲット デバイスは XC3SD3400A FPGA 
5.9%

結果品質 : 性能とリソース使用率

すぐに
使用できるか

使いやすさ 機能の
豊富さ

技術資料と
サポートの

品質

ツールの
習得

デザインと
インプリメン
テーション

 (最初の 
 コンパイル)

デザインと
インプリメン
テーション
 (最終的な
 最適化)

プラット
フォーム

インフラ開発

リファレンス
コードの
修正範囲

HLST ＋
ザイリンクス 
RTL ツール

☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

Texas
Instruments

の
ソフトウェア
開発ツール

☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 評価対象外
(既に　

習熟している    
　と仮定)

☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆

表 1‐BDTI DQPSK レシーバー ワークロードでのリソース使用率、75MHz のクロッ
クで入力データ 18.75M サンプル / 秒

表 2‐HLST と FPGA ツールの組み合わせと DSP 開発ソフトウェアのユーザビリティ指標の比較
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デザイン手法の効率



Synfora の各社に、手作業でコード化され
た RTL インプリメンテーションのリソー
ス使用率を評価プロセスの最初に提供して
おり、両社はインプリメンテーションの最
適化を行う際に、その数値を目標として設
定したと考えられます (ただし、そのよう
な情報は HLST の効率的な使用には必要
なく、また、HLST ベンダーには手作業
でコード化された RTL を提供していませ
ん)。
　また、AutoESL と Synfora 各社の高
位合成ツールを使用し、リソース使用率の
結果を確認した設計者からも話を聞きま
した。設計と検証に要した時間が短かっ
たにもかかわらず、手作業でコード化さ
れた RTL で得られた結果と同等のものが 
HLST で生成されたと報告されました。

　ユーザビリティ指標は、高位合成ツール 
フローが DSP プロセッサ ツール チェー
ンと比較して、どの程度使いやすいかを
評価する指標です。指標に設定した各項目
をゼロから 4 つの☆の数で採点しました。
これらの採点では、C 言語アプリケーショ
ンの仕様化に始まり、ターゲット デバイ
ス (FGPA または DSP プロセッサ) への
リアルタイム インプリメンテーションまで
の、プロジェクト デザインの手順全体を対
象としました。表 2 にユーザビリティ指
標を示します。
　PICO と AutoPilot は、FPGA デザ
インに精通していなくても、インストー
ルもわかりやすく、使いやすさにも優れ
ていました。一方でザイリンクスの RTL 
ツールはインストールも使い方も難し
く、FPGA デザインでの評価を進めるに
あたり、経験のある FPGA 設計者を割
り当てざるを得ませんでした。たとえば、
ザイリンクス RTL ツールが出力するエ
ラー メッセージの解釈であったり、高位
合成ツールが生成した RTL モジュールと 
I/O およびメモリ モジュールを接続して 
FPGA で動作するデザインを完成させる
には、FPGA エンジニアが必要でした。
結局、HLST の範囲外で起こるデザイン

問題を解決することは難しいとの判断に
至りました。HLST ユーザーが RTL デ
ザインや RTL ツールに関してスキルを
持っていない場合 (当社のように)、この
ようなデザイン フローの段階で経験を有
するエンジニアのサポートが必要となる
可能性があります。
　デザイン フローでは RTL からビットス
トリームへの変換に関連した課題はあった
ものの、表 2 に示すように、HLST-Xilinx 
開発ツール チェーンからはユーザビリティ
および生産性において DSP プロセッサ フ
ローとほぼ同等の評価が得られました。ま
た、経験のある FPGA エンジニアがデザ
イン フローの一部をサポートするという
前提で、BDTI オプティカル フロー ワー
クロードを 2 種類の高位合成ツールのい
ずれかを使用してザイリンクス FPGA 上
にインプリメントする工数は、Texas In-
struments 社の DSP プロセッサ上にイ
ンプリメントする工数と、総じて同じであ
ることがわかりました。
　これは極めて重要な結論であり、多く
の DSP ソフトウェア エンジニアは驚く
かもしれません。プログラム可能な DSP 
プロセッサと FPGA のいずれを採用する
か迷ってきた多くのシステム設計者にとっ
て、FPGA への移行に伴う開発工数は弊
害の 1 つでした。しかし、高位合成ツー
ルを使用する新しいアプローチによって、
BDTI オプティカル フロー ワークロード
のようなアプリケーションではこのような
障壁が非常に低くなることが当社の評価か
ら明らかとなりました。

　FPGA と DSP プロセッサを対象にし
た初期のベンチマーク テスト (2007 年
発行のレポート『FPGAs for DSP : An 
Independent Perspective』) で は、 従
来の RTL デザイン手法を使用して FPGA 
をインプリメントした場合、アプリケー
ションによっては FPGA の方が性能お
よびコスト パフォーマンスで優れている
ことを示しました。今回の新たな評価で
も、性能におけるメリット ( たとえば、

BDTI オプティカル フロー ワークロード
の場合、40 倍の性能と 30 倍のコスト 
パフォーマンスの向上) が確認され、高
位合成ツールでも同等の性能およびコス
ト パフォーマンスが達成できることを示
しました。さらにリソース使用率の点で
も、今回使用した Synfora 社の PICO と 
AutoESL 社の AutoPilot という 2 種類
の HLST は、RTL の手作業によるコー
ド化と同等になることがわかりました。
RTL の手作業によるコード化と比較した 
HLST での開発期間の短縮効果は直接は
評価されませんでしたが、HLST ユーザー
からの聞き取りも考慮すると、効果は大き
いと考えています。
　RTL の手作業によるコード化という従
来手法を使用して FPGA を設計した場合、
同じアプリケーションを DSP プロセッサ
上のソフトウェアにインプリメントする場
合と比べて、一般に工数は大きくなります。
この点が多くの DSP プロセッサ ユーザー
が FPGA への乗り換えに消極的な理由の 
1 つです。一方で、評価ワークロードを 
(AutoPilot または PICO と ザイリンクス 
ツールとを組み合わせて) FPGA にインプ
リメントする工数と、DSP プロセッサに
インプリメントする工数がほぼ同じだった
という事実は、今回のプロジェクトでの最
大の結論とも言えそうです。
　以上の当社の評価結果から、FPGA ユー
ザーには、高位合成ツールの導入は特に大
きな問題もなく生産性の向上に効果をも
たらすという結論が示されました。また、
DSP プロセッサ ユーザーには、HLST は 
FPGA への切り替えに十分値するテクノロ
ジとの結論が示されました。
　この記事の評価にご協力いただいた Au-
toESL、Synfora、および ザイリンクス
の各社担当者と BDTI の社内スタッフに謝
意を表します。BDTI の高位合成ツール認
定プログラムと同プログラムの結果につい
ては、http://www.BDTI.com/ を参照し
てください。BDTI は信号処理テクノロジ
やツールに関するニュースや分析結果をま
とめたニュース レターを毎月発行していま
す。購読手続きは http://www.bdti.com/
InsideDSP にアクセスしてください。
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ユーザビリティ指標

HLST : ゲームのルールを変える
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ザイリンクスの FPGA でパケット
処理の高速化を実現
パケットのデコード、インスペクション、書き換えを処理する FAST 
プロセッサを搭載した Virtex デバイスで CPU の介在を最小限に

Using Xilinx FPGAs to Speed Packet Processing
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　次世代のネットワーク インフラは、普

及している 10 ギガビット イーサネット 

(GbE) から、40GbE や 100GbE へと向

かっています。このような統合ネットワー

クの登場によって、トラフィックを処理す

るスケーラブルなオープン プラットフォー

ムには新たな課題が課せられるようになり

ました。これは、複雑化するネットワーク

や急成長するアプリケーションを背景に、

数十ギガビットのトラフィックを処理で

きる高性能なテラビット スイッチ ファブ

リックやプログラマブルなコンテンツ プロ

セッサなどが、統合型の次世代ネットワー

ク インフラ装置に必要となってきている

ためです。そこで CloudShield では、パ

ケットのインスペクション、分類、書き換

え、および複製の各機能と、アプリケーショ

ン レイヤーを対象とする動的な処理機能を

搭載した、新しい世代のプログラマブル パ

ケット プロセッサを開発しました。

　CloudShield の Flow Acceleration 

SubsysTem (FAST) では、ザイリンク

スの Virtex® クラスの FPGA を複数個用

いて、Deep Packet Processing および 

Modification ブレードのパケットの前処

理を実現しています。これらの FPGA は、

分類およびキー抽出を行うイングレス プロ

セッサをポート単位に備えた 10 ギガビッ

ト イーサネット MAC、パケット書き換え

を行うイグレス プロセッサ、QDR-SRAM 

を使用したパケットのキューイング、ザイ

リンクスの Aurora ベースのメッセージ 

チャネル、および 3 値連想メモリ (TCAM) 

型サーチ エンジンで構成されています。こ

の FPGA チップセットは、CPU の介在を

最小限に抑えてパケットのキャッシュ処理

を実行し、最高 40Gbps という高性能な

処理を実現します。さらにレイヤー 2 ～ 7 

のフィールド ベース ルックアップを備え、

動的に設定変更可能なルールを使用してワ

イヤ スピードにて柔軟かつ確定的にパケッ

トを書き換えます。

　CloudShield が 現 在 展 開 し て い る 

Deep Packet Processing ブレード製品

には 2 個のブレード アクセス コントロー

ラー FGPA と 1 個のパケット スイッチ 

FPGA が搭載されており、いずれも Vir-

tex-5 LX110T を使用しています。各ブ

レード アクセス コントローラーには、ザ

イリンクス 10GbE MAC/PHY コアを 2 

個、ザイリンクス ChipSync ™ テクノロ

ジを用いたチップ間インターフェイス、お

よび CloudShield 独自の IP コアを使用

したパケット処理機能を搭載し、データプ

レーンの接続を実現しています。また、パ

ケット スイッチ FPGA にはザイリンク

スの標準的な SPI-4.2 IP コアを搭載し、

CloudShield のネットワーク プロセッサ 

(NPU) と IP コア検索エンジンを接続して

います。

　さらに、パケット プロセッシング機能

を搭載したシステム オンチップ デザイン

に注力するために、可能な限りザイリン

クスが提供する標準的な IP コアを使用し

ました。たとえば、4 × 3.125Gbps の 

XAUI 物理レイヤー インターフェイスに

は、10 ギガビット イーサネット MAC 

コアとデュアル GTP トランシーバーを

採用しています。また、NPU インター

フェイスには LVDS 差動ペアあたり最高 

1Gbps をサポートし、ダイナミック位相

アライメント (DPA) と ChipSync テクノ

ロジを備えた SPI-4.2 を採用しています。

当社の主要な独自パケット処理 IP コアは

次のとおりです。

• FAST Packet Processor (FPP) : FPP 

の 1 つである Ingress Packet Proces-

sor (FIPP) は、第 1 レベルでのパケット 

FAST パケット プロセッサの
主な機能
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パーシング、キーおよびフロー ID のハッ

シュ値生成、各ポートにおけるレイヤー 

3 ～ 4 のチェックサム検証を実行します。

もう 1 つの FPP である Egress Packet 

Processor (FEPP) は、イグレス パケッ

トの書き換え、およびレイヤー 3 ～ 4 の

チェックサムの再計算を行います。

• FAST Search Engine (FSE) : イ ン

グレス パケットに対して実行すべき処理

の決定に使用する TCAM および QDR 

SRAM 内のフロー データベースを維持し

ます。各ポートの FIPP からキー メッセー

ジを受信し、そのパケットに対する処理を

決定して結果メッセージを送信元キューに

返します。

• FAST Data Queue (FDQ) : 入力パケッ

トを未スケジュールのホールド バッファー

に格納します。イングレス パケットが 

QDR SRAM に書き込まれると、キューは 

FIPP が出力するキー メッセージを FSE 

に転送します。FSE はこのキーを使用し

てパケットの処理方法を決定し、結果メッ

セージを FDQ に返します。キューは結果

メッセージに基づいて、バッファリングし

たそれぞれのパケットを転送、複製、また

は破棄します。キューは転送パケットおよ

び複製パケットに対して個別にパケット書

き換えを実行することがあります。

　FAST のデータフローを図 1 に示しま

す。重要な FPGA 機能は緑色、パケット 

フローは黄色、コントロール メッセージは

青色、外部デバイスは灰色で示しています。

　最初に 10GbE ネットワーク ポートの

受信パケットからカスタマー トラフィッ

クの先頭を識別します。各ポートが受信し

たパケットはそのパーシング処理および解

析処理のために FIPP に渡されます ( 図 1 

の (1))。FIPP はプロトコルの分類および

カプセル化を行った後、レイヤー 2、レイ

ヤー 3、レイヤー 4 のヘッダー オフセッ

トを探します。次にフロー ハッシングと
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キー抽出を行います ( 送信元の IP アドレ

ス、ポートと送信先 IP アドレス、ポート、

およびプロトコル番号で表わされる 5 タプ

ルなどのフロー選択ルックアップ ルール )。

　この時点でキュー マネージャーは受信パ

ケットを外部 QDR SRAM 内の空いてい

るメモリ ページにバッファーします。こ

の段階での受信パケットは未スケジュール

とみなされます。FAST のスケジューリ

ングを待つ間、受信パケットは外部 QDR 

SRAM に格納されています。FDQ ( 図 1 

の (2)) はパケット ID を割り当てると共

に、キーを使用してフローを決定する FSE 

( 図 1 の (3)) にキー メッセージを送出し

ます。外部 TCAM で一致したフロー エン

トリーは Flow Action Table を格納して

いる関連 SRAM のインデックスとなりま

す。なおフロー アクションは、ユーザーが

あらかじめ設定したアプリケーション サブ

スクリプションによって異なります。

　FSE は FDQ に対して結果メッセージで

応答し ( 図 1 の (4))、ここでスケジュー

ラーは指定された処理に従ってパケットを

出力キューに割り当てます。次に、パケッ

ト キューからパケットを取り出して目的と

する出力ポート ( 図 1 の (5)) に送ります。

ここで FEPP ( 図 1 の (6)) は指定された

処理のとおり、Flow Modification Table 

内の設定ルールに従ってパケットを書き換

えます。

　FSE がユーザー フローとの一致を検出

した場合は指定アクションが発生します

が、不一致の場合はデフォルトのルール (パ

ケットのドロップまたは NPU への送信 ) 

が実行されます。基本処理としては、パケッ

トのドロップ、ネットワーク ポートへのパ

ケットの直接転送、例外パケット ハンド

リング NPU への転送、あるいは個別ルー

ルに基づいたパケットの複製および転送な

どがあります。拡張処理には、パケットの

収縮 ( パケットの一部の削除 )、パケット

の拡張 / 書き込み ( パケットに複数のバイ

トを挿入 )、およびパケットの上書き ( 複

数のバイトを書き換え )、およびその組み

合わせなどがあります。上書きルールの例
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図 2　Ethernet Type II での TCP/IP パケットからの 5 タプル キーの抽出
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では、送信元 MAC アドレスまたは送信先 

MAC アドレスの書き換え、VLAN のイン

ナー タグまたはアウター タグの書き換え、

あるいはレイヤー 4 ヘッダー フラグの変

更などが挙げられます。挿入 / 削除の例で

は、既存の EtherType を削除して MPLS 

ラベルあるいは VLAN Q-in-Q タグの挿

入といった単純なものや、GRE デリバリ 

ヘッダーおよび GRE ヘッダーとして IP 

ヘッダーを挿入するといった複雑なものま

でが挙げられます (GRE (Generic Rout-

ing Encapsulation) はトンネリング プロ

トコルの 1 つです。Internet RFC 1702 

を参照してください )。

　FIPP はすべてのパケットをデコード

し、レイヤー 2、レイヤー 3、レイヤー 

4 のコンテンツを適宜判別します。最初の 

Ethernet レイヤー 2 をデコードした後、

別のレイヤー 2 を処理する場合もありま

す。次にレイヤー 3 に進み、IPv4 パケッ

トまたは IPv6 パケットとして処理しま

す。有効なレイヤー 3 タイプと判断した

場合はレイヤー 4 の処理に進みます。

　パケットのデコード処理と並行してキー

抽出ユニットが、後のフロー ルックアップ

で FSE が使用するサーチ キーの生成用に

キー フィールドを探し、保存します。図 

2 に、Ethernet Type II の TCP/IP パケッ

トの形式と、抽出される標準 5 タプル キー

を示します。図にはこの例で抽出された

キーも示されています。

　また、すべての分類済みパケットに対

して、イングレス プロセッサとイグレス 

プロセッサの両方で、IP、TCP、UDP、

および ICMP のチェックサム計算が実

行されます。Virtex-5 FPGA の 2 つの 

DSP48E スライスでチェックサムの計算

と検証に必要な加算回路を構成していま

す。最初の DSP スライスではデータ スト

リームを 32 ビットごとに区切って総和を

計算し、次の DSP スライスで結果を計算

対象レイヤーの末尾の 16 ビットのチェッ

クサム値に折りたたんで格納します。次に

チェックサムを計算します。再計算処理で

は、入力データ ストリームのチェックサ

ム バイト位置をゼロで埋めた後、ストレー

ジ バッファーを使用してチェックサム結果

の反転値をデータ ストリームに再挿入しま

す。レイヤー 4 のチェックサムに必要な

擬似ヘッダー バイトは、最終計算に含める

ために、入力データ ストリームに多重化さ

れます。

　各出力ポートの FEPP は、ルール テー

ブル ( ルールは内部 BRAM に格納 ) に基

づくパケット書き換えと、レイヤー 3 ～

4 のチェックサム再計算および挿入処理

を実行します。FEPP は従来のパケット

書き換えである「固定機能」方式ではなく、

指定された書き換えルール番号に従って、

パケットの上書き、挿入、削除、丸めなど

の処理を行います。フロー書き換えルール

では動作タイプはオペコードで指定しま

す。すなわち、レイヤー 3 とレイヤー 4 

のチェックサム計算

と挿入、および書き

換えルールの連鎖に、

OpLoc ( 開始位置 )、

OpOffset ( オフセッ

ト )、InsertSize ( 挿

入バイト数 )、Dele-

teSize ( 削除バイト

数 ) を使用します。

　 パ ケ ッ ト の 上 書

き 機 能 は、 送 信 先 

MAC ア ド レ ス、 送

信元 MAC アドレス、

VLAN タグ、あるい

は単一の TCP フラグ

など、既存フィール

ドの単純な書き換え

に使用します。

　 送 信 先 MAC ア

ドレスのみを書き換

えるには、たとえば 

Flow Modification 

Table の Rule 2 (図 

MAC DA MAC SA EtherType L 3 Header PayloadRule 2Rule 2 MAC DA MAC SA L3 Header PayloadEtherType

MAC DA MAC SA EtherType L 3 Header PayloadRule 2Rule 6 MAC DA MAC SA L3 Header L4 Header Payload0 x 0800

MAC DA MAC SA EtherType L 3 Header PayloadRule 2Rule 5 MAC DA MAC SA
MPLS
Label

MPLS
Label

MPLS
Label

MPLS
Label

MPLS
Label L3 Header Payload0 x 8847

図 3　簡単な MAC 送信先アドレスの上書き

図 4　TCP フラグの上書き

図 5　MPLS ラベルの挿入

FAST パケット プロセッサ



3) のように、FEPP がパケットと共に受

信する「処理」を使用します。Rule 2 は、

オペコード ( 上書き )、OpLoc ( パケット

内の位置、たとえばレイヤー 2)、OpOff-

set ( 開始位置からのオフセット )、マス

ク タイプ ( 使用するバイト )、および書き

換えデータ ( 実際の上書きデータ ) を指定

するようあらかじめ設定されているもの

とします。その結果、レイヤー 2 の位置

から始まる 6 バイトが設定済みデータに

よって上書きされます。

　次に、ACK、SYN、あるいは FIN など

特定の TCP フラグの上書き例を Rule 6 

に示します ( 図 4)。このルールでは、オ

ペコード ( 上書き )、OpLoc ( レイヤー 4)、

OpOffset ( レイヤー 4 からのオフセット 

0)、マスク タイプ ( バイト 14 を使用 )、

および BitMask ( バイト内でマスクすべ

きビット ) が使用されるとします。マスク 

タイプを使用して特定のバイトを対象また

は非対象に指定することで、複数フィール

ドに対して上書きを指定できます。

　 上 書 き 機 能 で は、Flow Modification 

Table に保存されているデータに限らず、

関連データとして Flow Action Table 内

に格納されているものも対象になります。

処理の一部として FEPP に渡される関連

データを使用するようにルールを指定でき

るため、書き換えに使用するデータの範囲

は大幅に広くなります。そのため、たとえ

ば VLAN タグ範囲全体を上書きすること

も可能です。

　より複雑なパケット書き換えを行うには

挿入 / 削除機能を使用します。Rule 5 ( 図 

5) は挿入 / 削除機能を使用した例です。オ

ペコード ( 挿入 / 削除 )、OpLoc ( レイヤー 

2)、OpOffset ( バイト 12 から開始 )、

InsertSize ( 挿入サイズ = 22 バイト )、

DeleteSize ( 削除サイズ = 2 バイト )、

および挿入データ (0x8847、MPLS ラ

ベル ) で構成される Rule 5 に対応した複

数処理によって、既存の EtherType が

削除されます。その後、新しいパケット

が MPLS ユニキャスト パケットであるこ

とを示す EtherType = 8847 が挿入さ

れ、挿入データによって指定された一連の 

MPLS ラベルが書き込まれます。

　このパケット プロセッサ デザインでは、

FPGA デザインの複雑さ、配線密度および

リソース使用率の向上、さまざまな IP コ

アの統合、複数のハード ロジック オブジェ

クト (BRAM、GTP、DSP など ) の使用、

およびプロジェクト初期段階での不十分

なデータフロー プランニングなどが大き

な課題となりました。最初にリリースした 

Virtex-5 FPGA の BIT ファイルはリソー

ス使用率が低く、特に BRAM の使用率が

低かったため、タイミング クロージャは

比較的容易でした。その後、さまざまな新

しい機能の追加が進み、また、BRAM 使

用率が 97 パーセントに達したときには、

最適なフロアプランの重要性に気付かされ

ると共に、開発初期の判断がその後に大き

な影響を及ぼすということを実感しまし

た。

　フロア プランニングの本来の目的は、配

線遅延を小さくすることによって、タイミ

ングを改善することです。これには、デー

タ フローとピン配置を考慮したデザイン

解析が極めて重要で、フロア プランニン

グおよびタイミング解析用のツールとして 

ISE® に統合されているザイリンクスの 

PlanAhead ™ デザイン ツールがとても役

立ちました。このツールのインタラクティ

ブな解析やビジュアル化機能によって、リ

ソース使用率が高い複雑な条件でも、効率

よくタイミング クロージャが図れました。

また PlanAhead では、マップ ツールや

配置配線ツールを使用してタイミング要件

を満たすためにデザインに必要となる最小

限の制約条件が提示されました。結果、デ

ザイン領域をブロック単位で制約する意味

や、重要な BRAM を最適に配置すべき意

味がよくわかりました。

　つまり、プロジェクトの初期段階で Pla-

nAhead を使用した what-if ( 仮定の ) シ

ナリオの実行や最適なデータ フローとピ

ン配置のビジュアル化に十分な時間を割い

ていたら、設計工程の後半は比較的スムー

ズに作業を進めることができたと考えられ

ます。

　CloudShield は、高い柔軟性を維持しな

がらパケット インスペクションおよび書き

換えをワイヤー スピードで処理できるだけ

ではなく、アプリケーション レイヤー サー

ビスを対象とする動的なやりとりにも対

応した Flow Acceleration SubsysTem 

(FAST) の開発を通じて、極めて適合性の

高いパケット処理機能を実現しました。そ

のなかで Virtex FPGA は、旧世代 FPGA 

では不可能だったコンテンツ ベースのルー

ティングの高性能化や高度なパケット処理

機能を実行する SoC プラットフォームと

して、FAST の実現において不可欠な構成

要素となっています。

　当社は次世代製品で、さらなる性能の向

上、キャッシング機能の増強、新しい機能

の追加を計画しています。現在の FAST 

チップセットを 1 つの Virtex-6 FPGA 

に集約することで、機能、インターフェイ

ス、そして性能は次世代 FAST が必要と

する新たなレベルへと進化していくでしょ

う。さらに、基板サイズの小型化や電源要

件の緩和も図れると考えられ、シングル

チ ッ プ で の Deep Packet Processing 

コプロセッサ ユニットの実現も可能となり

ます。
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Xcellence in  ISM

　情報通信技術 (ICT) が発達した現在、高い
処理能力が求められる最先端の信号 / イメー
ジ処理アプリケーションの代表的な存在と
して生体情報を利用した自動個人認証シス
テムがあります。事実、個人の認証や識別
を必要とするシステムは銀行の ATM やコン
ピューター、携帯電話など日常生活の至ると
ころで使用されており、最近は自動車にも
こうした認証システムが搭載されるように
なっています。中でも、暗証番号やパスワー
ド、ID カード以上の強力なセキュリティが
要求されるエンドユーザー アプリケーショ
ンには、身体的特徴や行動的特徴などの生
体情報を利用したカーネル法による個人認
証アルゴリズムが多く採用されています。
　今回、開発コンセプトの実証として、ザ
イリンクス Virtex®-4 LX ファミリの 2 番
目に小さい FPGA デバイスに自動指紋認
証システム (AFAS) を実装し、ザイリンク
スの Early Access Partial Reconfigura-
tion (EAPR) のデザイン フローおよびツー
ルを使用しました。この実験では、極めて
要求の厳しい生体認識アルゴリズムも小型
で安価の FPGA に完全に組み込むことがで
きることを実証しました。つまり、デバイ
スのパーシャル リコンフィギュレーション
可能な領域 (PRR) に異なる機能をオンザ
フライで多重化して物理的なインプリメン
テーションを行えば、高いリアルタイム性
と精度を達成できることが確認されました。
今回の成功を受けて、このソリューション
を研究段階から商用化へと前進させること
が十分に可能であると判断しました。最終
的には、既に実績のあるパーシャル リコン
フィギュレーション (PR) 技術をセキュリ
ティが必要な一般消費者向けの商用製品に
広く応用していきたいと考えています。

　

　今日のエンベデッド システムの設計お
よび開発では、演算処理の多い複雑なアプ
リケーションにおいて、リアルタイム処理
能力、動作周波数を抑えた省電力化を図る
こと、低コストで合成できることが不可欠
となっています。そして、その傾向は特に
量産製品ほど顕著です。その点、シングル 

コンテキスト FPGA のダイナミック パー
シャル セルフリコンフィギュレーション
は、リソースの機能密度を高めることがで
き、リアルタイム性、消費電力、コストを
重視するアプリケーションの要件を効率的
にバランスのとれたものにする技術的な選
択肢となります。
　プログラマブル ロジック デバイスのダイ
ナミック パーシャル リコンフィギュレー
ション (PR) 技術を活かした代表的なアプリ
ケーションには、ソフトウェア無線 (SDR)、
航空宇宙ミッション、暗号化などがありま
した。こうした中、我々は新しい試みとし
て PR 技術を生体認識に応用しました。電
子商取引、e- ヘルス、電子パスポート、オ
ンライン バンキング、電子投票システムな
ど、セキュリティが要求されるアプリケー
ションが増えていく現在のデジタル情報化
社会において、PR を利用した生体認識には
大きな可能性があると考えられています。
　しかし生体認識は複雑な分野です。演算
量の多いイメージ / 信号処理をリアルタイ
ムで実行するという厳しい条件に加え、高
い柔軟性も要求されます。しかも、個人認
証アルゴリズムは常に進化しています。こ
の分野には多くの研究者が取り組んでおり、
本人拒否率や他人受入率などの認識精度も
急速に改善されています。消費者の間でも
生体認識システムに対する信頼性が向上し、
普及されつつあります。こうした生体認識
技術の進歩が今後も継続するとすれば、生
体認識技術が採用されている製品で既に市
場に出回っているものは、フィールドでアッ
プグレードできなければすぐに市場に残る
ことができなくなります。このため、オー
プンなシステム アーキテクチャとすること
が重要になり、この意味においても、柔軟
なダイナミック リコンフィギュレーショ
ンをサポートした FPGA デバイスは、さ
まざまな用途にスケーラブルに対応できる
ハードウェアとしてうってつけです。
　さらに、生体認識に PR 技術を使用す
る最も大きな理由がコストの問題です。家
電製品や車載機器など競争の厳しい市場で
は、システムの価格は非常に重要な要素で
す。消費者ニーズを満たすには、コストを
最小限に抑えながら最高レベルのセキュリ

ティを実現する必要があります。
　セキュリティと認識精度を高めるには生
体認識アルゴリズムの演算量を増やす必要
がありますが、それと比例して実行時間や
コスト ( リソース ) も増大します。しかし
ダイナミック PR 技術を利用すれば、新し
く追加する演算処理をパーティションとし
て分割し、既存アプリケーションの逐次実
行フローに新しい処理ステージとしてスケ
ジューリングできます。この方法であれば、
アルゴリズムの機能を変更してもコストは
ほぼ一定に抑えることができます。
　生体認識アルゴリズムは複数の相互排他
的なステージに分割され、あるステージの
出力 ( 結果 ) を次のステージの入力データ
としながら各ステージが逐次的に処理され
ます。これにより、ハードウェア リソー
スをいわば時分割多重化し、各ステージの
タスクごとにカスタマイズした処理を実行
できるため、アルゴリズムの処理に必要な
リソース総量を一定に保ちながら機能密度
を高めることができます。もちろんリコン
フィギュレーションにはある程度のオー
バーヘッドが伴いますが、ハードウェア ア
クセラレーションによって得られる利点を
打ち消すほど大きなものではありません。
　しかも一部のリソースをフィールドで
リコンフィギュレーションしている間、
FPGA のほかのリソース動作には一切影響
が及びません。このため、リコンフィギュ
レーション対象外のリソースは動作を継続
することができ、アプリケーションのライ
フ サイクルにわたって外部とのインター
フェイスを維持することができます。
　今回の実験では、時間と空間の 2 次元の
デザイン抽象化レベルで機能を管理すると
いう点で、PR 技術が生体情報に基づく複
雑な個人認証アルゴリズムの開発に効果を
発揮することを実証します。以降のセクショ
ンで、実験の過程を順を追って説明します。
　

　指紋認証は、生体情報を利用した確実な
個人認証方法として最も広く普及していま
す。基本的に、指紋認証アプリケーション
はエンロールと認識という 2 つのプロセ

生体認識の基礎

自動指紋認証システム
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ス ( ステージ ) で構成され、それぞれを異
なる環境およびタイミングで実行します。
　エンロールとは、システムにユーザーを
登録するプロセスをいいます。ここでは、
システムに接続されたスキャナーでユー
ザーの指紋を読み取り、何段階かの複雑な
イメージ処理工程を経て、指紋の持ち主を
間違いなく認識できる永続的かつ特徴的な
情報を抽出します。これらの情報をユー

ザー ID としてシステム内の
データベースに保存します。
通常、このプロセスは専門ス
タッフの立ち会いのもと、オ
フラインの安全な環境で行わ
れます。
　エンロールの次が認識ス
テージです。ここでは、ユー
ザーの指紋がスキャンされて
データベース内に登録されて
いる正規ユーザーの指紋と一
致するかどうかをシステムが
チェックします。まずエンロー
ルと同じイメージ処理を実行
し、スキャンした指紋のサンプ
ルから特徴情報を抽出します。
次に、この情報に基づいてス
キャンした指紋とデータベー
ス内のユーザー テンプレート
を比較照合し、一致するもの
があるかどうかを判定します。
認識には、データベースのサ
イズに応じて 2 つのモードが
あります。一対一 ( または一対
少 ) の照合を行うものを認証
と呼び、システムに多数のユー
ザーを登録して一対多の照合
を行うものを識別と呼びます。
いずれにしても、認識ステー
ジは一般的にセキュリティが
それほど確保されていないオ
ンライン環境で行われるのが
普通で、処理には高いリアル
タイム性が要求されます。
　エンロールと認識の各ス
テージはどちらも複数の相互
排他的なタスクに分割され、
これらを連続して実行するこ

とによって指紋イメージからユーザーの識
別につながる特徴的な情報を抽出します。
抽出には、イメージ処理 (2 次元畳み込
み、モルフォロジー処理 )、三角関数 (sin、
cos、atan、sqrt) [1]、統計演算 ( 平均値、
分散 ) などの処理を実行します。
　このように生体認識アプリケーション
は、逐次的なフローで実行される複数タス
クで構成されています。あるタスクの出力

データが次のタスクの入力データとして使
用されるため、前のタスクが完了しないと
次のタスクを開始できません。これらのタ
スクのほとんどが、エンロール ステージと
認識ステージで繰り返して実行されます。
　図 1 に、今回のアルゴリズムで実行する
タスクを列挙します。最初に行うのは、イ
メージ取得です。センサーのサイズによっ
て、1 回のタッチで指紋全体のイメージを
取得するものと、指を滑らせてスライスと
呼ばれる細長いイメージに分割して取得す
るスイープ型のものがあります。今回使用
したのは後者のスイープ型センサーで、こ
の場合はスライスから指紋イメージを再構
築する処理が必要になります。つまり、イ
メージの一部が重複するスライスを連続し
て取得し、これらを合成して完全な指紋イ
メージを作成します [2]。
　指紋イメージを再構築したら、次に背景と
前景を分離します。これは、指紋の隆線模
様に基づいて認識に必要な部位のみを切り
出す作業です。今回の実験では、カーネル 
5x5 の Sobel マスクで構成した方向フィル
ターを用いてピクセル単位でイメージを畳
み込み処理しました。続いて、平均および
分散値を用いてイメージを正規化します。
　次に、この正規化したイメージを等方性
フィルターで強調処理します。これは、最
初のイメージ取得時にノイズが混入してき
れいに取得できなかった部位から、カーネ
ル 13x13 を用いて関連性のあるイメージ
情報を取り出す作業です [3]。この処理に
よってイメージ品質が改善されたら、次に
フィールド オリエンテーション マップを
計算します。これは、イメージ前景をいく
つかの部位に分けてそれぞれの隆線模様の
全体的な向きを判定する作業です。ここで
取得したフィールド オリエンテーション
情報を次のフィルター ステージ ( カーネル 
5x5) に送り、さらに高精度のフィールド 
オリエンテーション マップを生成します。
　ここまでの処理はすべて 8 ビットのグ
レー スケール イメージに対して行います
が、次の 2 値化処理では、まずガボール 
フィルター ( カーネル 7x7) を用いてグ
レースケール イメージに畳み込み処理を
行って隆線模様の解像度を改善します。そ

図 1‐Virtex-4 のスタティック領域とリコンフィギュ
レーション可能な領域における AFAS の空
間パーティションとフロアプラン。また、リ
コンフィギュレーション可能な領域は時間的
にアプリケーション処理を分割し、逐次的に
実行。
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の後、グレー スケールの各ピクセルを 1 
ビット (白黒 2 値) のドットに変換します。
次にこのイメージの隆線模様を平滑化して
再描画するループが実行されます。次の細
線化 ( スケルトン化 ) 処理では、白黒の 2 
値イメージを 1 ピクセル幅の黒い隆線に変
換します。このイメージを用いると、指紋
の特徴点 ( マニューシャ )、すなわち隆線の
端点と分岐点を比較的容易に抽出できます。
　最後に、これまでの処理で取得したマ
ニューシャとフィールド オリエンテーショ
ンのデータを用いて指紋テンプレートとサン
プルの位置合わせを行います。ここでは指紋
をスキャンする際の皮膚の弾性による変位と
回転の動き、およびイメージの歪みを考慮し
て総当たり方式で 2 つのイメージが最もよ
く重なり合うように配置します [4]。次にサ
ンプルとテンプレートを照合して両者の一致
度を判定し、この情報に基づいて 2 つの指
紋イメージが同一人物のものかどうかをシス
テムが自動的に判断します [5]。
　図 4 に、これらすべての画像処理を示
します。今回の実験では、Atmel 社製の
スイープ型サーマル指紋センサー「Finger-
Chip」を使用して解像度 500dpi の 8 ビッ

ト グレースケール イメージ ( 最大 280 x 
512 ピクセル ) を取得し、ザイリンクス 
Virtex-4 XC4VLX25 FPGA デバイスで
演算を行いました。

　この AFAS プラットフォームでは、Vir-
tex-4 FPGA デバイスを演算ユニットとし
て使用しています。システムのデータベー
スには不揮発性のフラッシュ メモリを使
用し、ユーザーの指紋テンプレートや生体
認識アルゴリズムのコンフィギュレーショ
ン設定など個々のアプリケーション デー
タを保存します。中間データや各ステージ
で処理したイメージを一時的に格納するた
めには、DDR-SDRAM を使用していま
す。また、FPGA のリソースに合成された 
UART コントローラーに RS-232 トラン
シーバーを接続し、デバッグ用のシリアル
通信リンクを用意しました。これは、各ス
テージで処理したイメージを PC に転送
し、それぞれの画像処理の結果をモニター
上で確認するためのものです。このほか、
生体認識アルゴリズムの入力にはスイープ

型の指紋センサーを使用してユーザーの指
紋を取り込みました。これらのシステム 
アーキテクチャを図 2 に示します。
　演算ユニットについては、図 3 に示すよ
うに FPGA は 2 つの領域に分割されてい
ます。1 つはスタティック領域で、マルチ
プロセッサ CoreConnect バス システム
全体が配置されます。もう 1 つはパーシャ
ル リコンフィギュレーション可能な領域 
(PRR) で、認識アルゴリズムの逐次的な処
理の流れに応じて異なる機能を持つカスタ
ムの生体認識コプロセッサまたは IP が配置
されます。マルチプロセッサ バス システム
の CoreConnect は主に MicroBlaze ™ プ
ロセッサとその他の標準ペリフェラル、カ
スタム リコンフィギュレーション コント
ローラーで構成されています。このカスタ
ム リコンフィギュレーション コントロー
ラーは ICAP ポートに接続されています。
　図 1 に示したように、アルゴリズムの各
タスクはすべて逐次実行順によって 0 ( ス
タティック ) から B までの番号が付けられ
ています。これらの処理はすべてカスタム 
ハードウェア コプロセッサによって PRR 
にインプリメントされていますが、指紋取
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得処理のみはソフトウェアで MicroBlaze 
が実行します。
　このようにハードウェア / ソフトウェア
分割を行う理由は、スイープ型センサーの
場合、連続するスライスを取得するのに 
5 ミリ秒の積分時間が必要となるためで

す。この時間を利用して、ソフトウェアで 
MicroBlaze 制御のもとのイメージをオン
ザフライで直接再構築します。このため、
イメージ再構築の処理はカスタム ハード
ウェア コプロセッサでインプリメントする
必要がありません。

　イメージの取得には、1 スライス当た
り 5ms の速度で合計 100 スライスを
キャプチャします。1 スライスのサイズは 
280 x 8 ピクセルです。連続する 2 つの
スライスの重なり合うピクセル行をソフト
ウェアで検出し、リアルタイムにイメージ
を再構築します。
　それ以外のタスクはすべて、高いリアル
タイム性が要求されるため、FPGA の PRR 
にカスタム ハードウェア コプロセッサとし
てインプリメントしました。1 つのタスク
が完了したら、デバイスのスタティック領域
に配置されたリコンフィギュレーション コ
ントローラーが MicroBlaze プロセッサの
制御のもと、現在 PRR にインスタンシエー
トされているコプロセッサを生体認識アル
ゴリズムの次のステージに対応するコプロ
セッサに置き換えます。これは簡単なジョ
ブで、リコンフィギュレーション コントロー
ラーが新しいパーシャル ビットストリーム 
を PRR にダウンロードし、このデータを 
DDR-SDRAM から ICAP インターフェイ
ス経由で内部 FPGA コンフィギュレーショ
ン メモリに直接転送するだけです。
　なお、スタティック領域と PRR 間は 
FIFO メモリとフリップフロップ レジスタ
を使用した標準インターフェイスで接続
しているのも重要な点です。これにより、
AMBA®、CoreConnect、Wishbone な
どで使用するマルチプロセッサ バスの種類
に関係なく、PRR に配置する標準の生体
認識コプロセッサまたは IP が開発できる
ようになります ( 図 2)。これは、生体認
識アルゴリズムを標準化してほかのプラッ
トフォームへの高い移植性を確保する上で
非常に重要な点となります。

　シングル コンテキスト FPGA に PR シ
ステムを導入する際は、リコンフィギュ
レーション コントローラーを効率よく設
計することが成功の鍵です。PRR のリコ
ンフィギュレーション中は、FPGA のスタ
ティック領域は動作を継続しますが PRR 
のリソースは利用できないため、リコン

図 3‐アプリケーションの実行フローで FPGA に配置されるビットストリーム全体
の構成。スタティック領域 ( 左 ) と PRR ( 中央 ) にインスタンシエートおよび
共有されるダイナミック リコンフィギュレーション可能な生体認識コプロセッ
サの 1 つを組み合わせたものが全体的なビットストリーム ( 右 ) となる。

図 4‐生体認識アルゴリズムで逐次的に実行される各ステージのイメージ処理結果    
( 左側が指紋テンプレートに対する処理、右側が指紋サンプルに対する処理 )

リコンフィギュレーション 
コントローラー
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フィギュレーション プロセスをなるべく
短時間で完了してこのオーバーヘッドを最
小限に抑える必要があります。リコンフィ
ギュレーションにかかる時間は、データ バ
ス幅、リコンフィギュレーションの周波数、
ビットストリーム サイズの 3 つの要因に
よって決まります。最初の 2 つはインター
フェイスに関するもので、3 つ目は PRR 
のサイズおよびそこに格納するパーシャル 
リコンフィギャブル モジュール (PRM) の
複雑さと密接な関係があります。
　今回インプリメントしたリコンフィギュ
レーション コントローラーは、外部メモリ
から FPGA のオンチップ コンフィギュレー
ション メモリにパーシャル ビットストリー
ムをランタイムで転送する際、広い帯域幅
を利用できるようにしています。パーシャ
ル ビットストリームのサイズにも制限を加
えず、外部メモリはシステム バス経由で複
数プロセッサから同時にアクセス可能な共
有リソースとして使用しているにもかかわ
らず、Virtex-4 テクノロジでリコンフィギュ
レーションを行う際の最大スループットに
達する広い帯域幅を確保しています。
　システムの初期化時に、FPGA コンフィ
ギュレーション メモリへランタイムでダ
ウンロードされるパーシャル ビットスト
リームは、外部不揮発性メモリ ( フラッ
シュ ) から外部 DDR-SDRAM へ移動し
ます。このメモリはマルチポート メモリ 
コントローラー (MPMC) に接続されてい
るため、システム内のすべてのマスターお
よびスレーブ プロセッサから共有リソー
スとしてアクセスできます。MPMC には
異なるバスを接続することも可能で、た
とえば CoreConnect PLBv46 バスを接
続して汎用システム バスとして使用した
り、XCL (Xilinx CacheLink) バスを接続
して CPU の高速命令 / データ キャッシュ
として使用することもできます。システム 
CPU (MicroBlaze) はこれら 2 つのバス
が接続されています。
　しかし今回のリコンフィギュレーショ
ン ソリューションには NPI (Native Port 
Interface) という新しいバスを採用しまし
た。これは外部リポジトリーとなる DDR-
SDRAM と ICAP プリミティブ間を高速

に接続する目的で開発されたものです。今
回はリコンフィギュレーション コントロー
ラーの一部として NPI プロトコルを処理
するマスター MMU (Memory Manage-
ment Unit) を設計しました。外部 DDR-
SDRAM ( パーシャル ビットストリーム ) 
と ICAP プリミティブを接続するリンク
は、内部 FIFO メモリを経由します。この
ようにしてデータ バス サイズと動作速度
の異なる 2 種類のカスタム インターフェ
イスをインプリメントし、1 つは NPI プ
ロトコル接続、もう 1 つは ICAP プロト
コル接続に対応させました。
　FIFO の書き込みポートは NPI に接続さ
れており、64 ビット データ バスを使用し
ます。FIFO の読み出しポートは ICAP に接
続されており、32 ビットのデータ幅 (Vir-
tex-4 デバイスの ICAP の最大データ幅 ) 
を使用します。周波数に関しては、FIFO の
読み出しポートと書き込みポート (NPI 側と 
ICAP 側 ) はいずれも 100MHz で動作し
ます。ただし NPI 側は必要に応じてさらに

高い周波数も動作可能です。転送レイテン
シを最小限に抑えるため、マスター MMU 
は内部 FIFO に対するビットストリームの
リコンフィギュレーションを 64 ワード 
(32 ビット ) バースト転送で実行します。
これがデバイスの最大バースト長であるた
め、パーシャル ビットストリームのバース
ト転送に伴うレイテンシは最小限に抑えら
れます。反対側では、リコンフィギュレー
ション コントローラーが、FIFO が空でな
ければ FIFO に格納されたデータを読み出
し、それを ICAP プリミティブに 32 ビッ
ト フォーマットで転送します。リコンフィ
ギュレーション コントローラー ( マスター 
MMU の み ) は DMA (Direct Memory 
Access) を利用して大きな DDR-SDRAM 
メモリ空間にアクセスします。この部分の
セットアップには、もう 1 つのカスタム ス
レーブ MMU コントローラーにインプリメ
ントしたいくつかのコンフィギュレーショ
ン レジスタを使用しました。このコント
ローラーは PLBv46 バスに接続されてお

取得 500.000 500.000 500.000

分離 2.810 232.046 0.672

正規化 0.470 33.087 1.691

強調 7.030 512.171 3.608

フィールド オリエンテーション 2.500 337.419 1.694

オリエンテーションのフィルタリング 0.620 22.178 1.465

2 値化 15.940 774.750 3.572

平滑化 14.220 287.507 1.492

細線化 1.410 417.350 1.794

特徴点抽出 0.630 32.497 8.549

位置合わせ 3224.530 139935.838 158.716

照合 4.220 108.608 21.772

合計 3774.380 143193.451 705.025

自動指紋認証
システム

PC プラットフォーム
SW Core2 Duo 

1.83GHz
SW MicroBlaze 

Virtex-4 100MHz
PR-HW & SW 

Virtex-4 50/100MHz

エンベデッド システム
処理時間 (ms)

表 1‐3 種類の AFAS プラットフォーム (PC を利用した完全にソフトウェア ベースの
アプローチ、ザイリンクス Virtex-4 XC4VLX25 FPGA を利用したエンベデッ
ド ソフトウェア、PR を利用したハードウェア / ソフトウェア協調設計 ) で各
処理に要した時間の内訳 (単位 ms)。
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り、CPU によって直接管理されます。
　結局、CPU の役割は PRR にダウンロー
ドされるパーシャル ビットストリームの
最初のアドレスとサイズを設定し、リコン
フィギュレーションの開始を指示するコマ
ンドを MMU マスターに発行するという 
2 つのみです。このコマンドを受け取ると、
MMU マスターはビットストリームを内部 
FIFO に DMA 転送し、ここから ICAP プ
リミティブに転送します。転送の完了後、
リコンフィギュレーション コントローラー
から CPU に通知されます。
　この結果、CPU が XCL または PLBv46 
バスを介して同時に DDR-SDRAM にア
クセスしてもパーシャル ビットストリーム
を最大スループットで転送することに成功
しました。これは、CPU がプログラム フ
ローを内部 BRAM キャッシュ内で実行し
ているため、リコンフィギュレーション コ
ントローラーが外部 DDR-SDRAM へアク
セスできるためです。ここで重要なのは、

パーシャル ビットストリームとソフトウェ
ア アプリケーションの両方を格納したこの 
DDR-SDRAM メモリは専用リソースでは
なく共有リソースであるという点です。に
もかかわらず、この方式では Virtex-4 テ
クノロジでリコンフィギュレーションを行
う際の最大スループットである 3.2Gbps 
(100MHz の 32 ビット データ バスで
パーシャル ビットストリームを ICAP に転
送 ) を達成できており、従来のリコンフィ
ギュレーション コントローラー方式よりも
優れていることがわかります。

　ここで紹介したエンベデッド自動指紋認
証システムは、並列処理が多くリアルタイ
ムの応答が要求されるという点で、基本的
に高性能イメージ処理アプリケーションの 
1 つと考えることができます。応答のリア
ルタイム性とは、人間工学的にいえば 2 ～

3 秒以内にユーザーの認証プロセスを完了
させることを意味します。
　今回のデザイン フローではいくつかの開
発アプローチを試行しました。最初は、こ
のアルゴリズムを PC 上で MATLAB® 
を使用して完全にソフトウェアで開発しま
した。その後、このソフトウェア コードを 
C 言語でプログラミングしたエンベデッド 
ソフトウェアに移植して上記と同じ PC で
実行し、同じ結果となることを確認しまし
た。次に、このコードを FPGA デバイス
に合成したエンベデッド マイクロプロセッ
サ MicroBlaze で実行してみました。
　Virtex-4 デバイスに MicroBlaze ベース
の完全なソフトウェア ソリューションをイ
ンプリメントし、カスタム ハードウェア コ
プロセッサを一切使用せず実行したところ、
十分なリアルタイム性能が得られませんで
した。そこで、各タスクのプロファイリン
グ結果に基づいてリアルタイム性の改善を
図るために、カスタムの生体認識コプロセッ
サをパーシャル リコンフィギュレーション
可能な領域 (PRR) に配置するハードウェア
/ ソフトウェア協調設計ソリューションへ
切り替えました。この時点で、プログラミ
ング言語 C とハードウェア記述言語 VHDL 
を用いて完全なシステムを開発しました。
　今回の実験では、268 x 460 ピクセル、
8 ビット グレースケールの指紋イメージを
使用して認識テストを実行しました。使用
したのは Virtex-4 ベースの PR システム
と Intel Core 2 Duo プロセッサ T5600 
(1.83GHz) 搭載の PC で、これら 2 つの
プラットフォームで同じテストを実施しまし
た。次に、完全なソフトウェア インプリメ
ンテーションの場合とソフトウェア / ハード
ウェア協調設計の場合で同じアルゴリズムを
実行し、エンロール ステージと認識ステー
ジ両方のパフォーマンスを比較しました。
　予想どおり、認識結果はどちらのプラッ
トフォームでもまったく同じでしたが、処
理にかかった時間は大きく異なりました。
表 1 は、各プラットフォームおよびアー
キテクチャでアルゴリズムの実行にかかっ
た時間をまとめたものです。左端は Intel 
Core 2 Duo 搭載の PC プラットフォーム
を利用したソフトウェア ベースのアプロー

アプリケーション フロー (スタティック) — — 7005 8888 41 4

取得 — 500.000 — — — —

分離 — 0.672 4978 4612 8 20

正規化 0.841 0.850 371 334 0 8

強調 1.045 2.563 5275 5831 5 28

フィールド オリエンテーション 1.025 0.669 3339 3166 5 8

オリエンテーションのフィルタリング 1.046 0.419 2857 2983 7 0

2 値化 1.107 2.465 5462 4166 17 29

平滑化 1.045 0.447 4892 3265 8 0

細線化 0.974 0.820 1013 2821 13 0

特徴点抽出 0.943 7.606 487 3379 3 0

位置合わせ 1.045 157.671 2632 8943 21 0

照合 1.035 20.737 642 4379 14 5

合計 10.106 694.919 38953 52767 142 102

自動指紋認証
システム

PR を利用した HW/SW 協調設計のパフォーマンス

時間 (ms) ハードウェア リソース
リコンフィギュレーション

(100MHz)
処理

(50/100MHz)
スライス

フリップフロップ
4 入力
LUT

18k ビット 
RAMB16

DSP48
ブロック

表 2 ‐ 21,504 のフリップフロップ、21,504 の 4 入力 LUT、72 の RAMB16 ブロック、
48 の DSP48 ブロックで構成される Virtex-4 XC4VLX25 FPGA の PR 技術を
使用した自動指紋認証システムの各タスク実行に要した時間とリソースの内訳

実験結果
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チ、中央は Virtex-4 XC4VLX25 FPGA 
を搭載した ML401 プラットフォームで 
100MHz 動作の MicroBlaze プロセッ
サを使用した完全なエンベデッド ソフト
ウェア ベースのアプローチ、右端は同じく 
ML401 プラットフォームに 50 または 
100MHz 動作の生体認識専用コプロセッ
サを PRR にインスタンシエートし、必要
に応じてリコンフィギュレーションすると
いうハードウェア / ソフトウェア協調設計
によるアプローチを示しています。
　イメージ取得タスクはスイープ型セン
サーの制約により 500ms (5ms の積分
時間で 100 スライスをキャプチャし、オ
ンザフライでイメージを再構築 ) で固定
されていますが、それ以外の処理のレイ
テンシは、PR を使用したアプローチでは 
205ms に抑えられています。一方、PC 
を利用した完全なソフトウェア ベースの
アプローチではレイテンシが 3,274ms 
となっており、PR ソリューションの方が 
16 倍も高速であることがわかります。
　表 1 より、ハードウェア / ソフトウェア
協調設計の場合はリアルタイム認証も十分に
可能であることがわかります。これは、並列
処理とパイプライン実行のほか、短時間でリ
コンフィギュレーションが可能な PR 技術を
利用できるためです。さらに、PR を利用す
るとタスクごとに異なる動作周波数を設定で
きるという利点もあります。この周波数は、
特性の異なる新しいモジュールをダウンロー
ドして PRR をリコンフィギュレーションす
るごとに決定されます。今回の実験では、す
べてのタスクを 50MHz または 100MHz 
動作のハードウェアで実行しました。
　リコンフィギュレーションの処理はすべ
て 100MHz で実行し、1 クロック当たり 
32 ビット ワードを転送しました。これに
より、リコンフィギュレーション レイテン
シを Virtex-4 の最小値に抑えることが保証
されます。1 回のリコンフィギュレーショ
ンにかかる時間は、各 PRR のハードウェア 
コンテキストのビットストリームの複雑さ
によって異なり、今回は正規化の 0.8ms が
最も短く、2 値化の 1.1ms が最も長い結
果となりました。しかし表 2 にも示したよ
うに、リコンフィギュレーションにかかる

時間は生体認識アプリケーションの全体的
な処理時間と比較するとわずかなものです。
　今回 PR ベースのデザインを採用したの
は、リアルタイム性を改善する以外にもう 
1 つの理由がありました。それは、リソー
スを時分割することで低コスト化を図れる
という点です。XC4VLX25 FPGA デバ
イスには 21,504 のスライス フリップ
フロップ、21,504 の 4 入力 LUT、72 
の 18k ビット RAMB16 ブロック、48 
の DSP48 ブロックが用意されていま
す。スタティック領域とパーシャル リコン
フィギュレーション可能な領域 (PRR) で
リソースを分割するに当たり、PRR には 
11,264 のスライス フリップフロップ、
11,264 の 4 入力 LUT、22 の 18k ビッ
ト RAMB16 ブロック、44 の DSP48 
ブロックを使用し、残りのリソースはアプ
リケーションのライフ サイクルを通じて固
定のスタティック領域で使用しました。
　アルゴリズムは 11 種類のタスクで構成
されており、これを PRR で逐次実行します。
表 2 を見るとわかるように、このアプリケー
ションを完全にスタティックなデザインに
合成すると、XC4VLX25 FPGA には収ま
りません。このような場合、十分なリソー
スを備えたより大規模で高価なデバイスを
選択するのが普通ですが、PR を使用すれば
その必要はありません。PR 技術を用いてロ
ジック リソースを再利用すれば、極めて低
コストなデバイスでも自動個人認証が可能
であることが表 2 から読み取れます。
　ツールはザイリンクス Early Access Par-
tial Reconfiguration Tools Lounge で提供
されているもので、ISE® 9.02.04i (PR_12 
パ ッ チ 適 用 )、EDK 9.02.02i、PlanA-
head ™ 9.2.7 を使用しました。また、シス
テムでの検証には実際のシステムでスキャン
した指紋イメージのほか、Fingerprint Veri-
fication Competition の公開データベース
に登録されている同じスイープ型センサーに
よる指紋イメージも使用しました。
　今回の実証実験の成功を受け、このプロ
トタイプを PR 機能に対応したザイリンク
スの最新世代のローエンド 28nm FPGA 
デバイス、Artix ™ -7 ファミリ、および最
近発表された新しい PR デザイン フロー

に移植することを計画しています。そして
最終的には、本格的な生体認識に基づく高
性能なセキュリティ機能をあらゆる家電製
品に低コストで搭載できるシステムを設計
したいと考えています。
　生体認識アプリケーションにおいて、ダ
イナミック リコンフィギュレーションを利
用したコンピューティングがいよいよ実用
段階に入ろうとしています。このプロジェ
クトの詳細については、次の電子メールま
でお問い合わせください {francisco.fons, 
mariano.fons}@estudiants.urv.cat。
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　タイミング要件を満たすこと自体時と
して難しいことですが、タイミングに 
100% 再現性のあるデザインを作成する
となると不可能に思える場合もあります。
そこで設計者は、タイミング結果の再現性
を高めるデザイン フロー コンセプトを利
用できます。タイミング結果の再現性に最
も大きな影響を与えるのは、HDL のデザ
イン プラクティス、合成の最適化、フロア
プラン、インプリメンテーション オプショ
ンの 4 つの領域です。
　非常に高いリソース使用率と周波数 
(QoR) を要件とするデザインで、再現性の
ある結果を得るのはきわめて難しい課題で
す。このようなデザインは、再現可能な結
果フローが最も必要とされるデザインでも
あります。再現性のある結果を得るには、
まず HDL のデザイン フェーズで適切な
プラクティスを使用することです。階層の
境界を適切に記述すれば、ロジックをまと
めやすくなり、変更があっても結果を維持
しやすくなります。1 つのルールとして、
最適化、インプリメンテーション、検証を
必要とするロジックは同じ階層にまとめて
配置します。また、モジュールの入力と出
力にレジスタを付けます。これにより、モ
ジュールに含まれるタイミング パスが維持
され、1 つのモジュールの変更がほかのモ
ジュールに影響を与えることが少なくなり
ます。また、より大きな FPGA リソース 
( ブロック RAM、DSP など ) 内にまとめ
る必要があるすべてのロジックを、同じ階
層レベルに置きます。

　要求する QoR に対してルックアップ 
テーブル (LUT) のロジック レベルが多す
ぎるデザインでは、再現性のある結果を得
ることが非常に難しくなります。LUT の
遅延ではなく、各 LUT 間の配線遅延が問

題になるケースがよく見られます。デザイ
ンで高性能が要求される部分では、この点
は非常に重要です。
　ロジック レベルが多くなる一般的な原
因として、if/else 構文と case 文が多数
存在することが挙げられます。必要に応じ
て、Verilog 指示子の full_case および 
parallel_case を使用して case 文を最適
化し、ロジック数を減らします。通常はこ
の手法によってロジック レベルを削減でき
ます。また、マルチプレクサーやデコーダー
が大きくなると配線が密集するため、再現
できない結果を招く原因となります。レジ
スタ付きのマルチ ステージ マルチプレク
サー / デコーダー パスを使用して、この問
題に対処します。加算器については、レジ
スタ付き加算器ツリーの代わりにレジスタ
付き加算器チェーンを使用することで、パ
フォーマンスが向上可能です。ただし、す
べての加算器にレジスタを使用すると、加
算器チェーンは加算器ツリーよりもレイテ
ンシが大きくなります。
　コーディングの成功事例は、ザイリンク
スのホワイト ペーパー『デザイン パフォー
マンス向上のための HDL コーディング
法 』 (WP231) (http://japan.xilinx.com/
support/documentation/white_papers/
j_wp231.pdf) を参照してください。

　リセット信号の選択は、デザインの性
能、実装面積、消費電力に影響を与えます。
グローバル リセットは、電源投入時の回
路の初期化には不要ですが、デザインで使
用できるリソースに大きな影響を与えるこ
とがあります。HDL にグローバル リセッ
トがあると、シフト レジスタ (SRL) は推
論できません。1 つのシフト レジスタは、
10 個のレジスタよりも再現性のある結果
をより多く生成します。
　また、DSP レジスタとブロック RAM 
レジスタには、同期リセットしか含まれて
いません。コードに非同期リセットを挿入
すると、これらのレジスタは使用できなく
なり、デザインは強制的にコンフィギャブ
ル ロジック ブロック (CLB) レジスタを

使用するようになります。DSP またはブ
ロック RAM、あるいはその両方に CLB
レジスタがパックされていれば、同じ結果
をより簡単に維持できます。
　汎用ロジック上で同期リセットを使用
することで、ロジック レベルを削減でき
ることがあります。スライス レジスタは、
非同期リセットまたは同期リセットのどち
らも持つことができます。デザインが同期
リセットを使用する場合は、同期セットが
組み合わせロジックによって利用可能にな
ります。これにより、1 つの LUT でロジッ
ク レベルの削減が可能になります。
　制御セットは、クロック、クロック イ
ネーブル、セット、リセット、および ( 分
散 RAM の場合 ) ライト イネーブルの各
信号で構成される固有のグループです。レ
ジスタは同じスライス内にパックされる同
じ制御セットを共有する必要があるため、
制御セットの情報は重要です。これがパッ
キングと使用率に影響を与え、結果の再現
性の問題につながることがあります。
　リセット信号の使用方法は、ザイリン
クスのホワイト ペーパー『Get Smart 
About  Reset :Th ink  Loca l ,  Not 
Global』 (WP272) (http://japan.xilinx.
com/support/documentation/white_
papers/wp272.pdf) を 参 照 し て く だ
さい。制御セットについては、ホワイト 
ペーパー『Targeting and Retargeting 
Gu ide fo r  Spartan®-6 FPGAs』 
(WP309) (http://japan.xilinx.com/
support/documentat ion/white_
papers/wp309.pdf) を参照してくださ
い。これは Spartan-6 デバイス向けに書
かれたものです。すべての FPGA に適用
できる有益な情報が記載されています。

　利用可能な FPGA リソースを把握し、
いつそのリソースを使用するのが最良かを
理解することが重要です。通常は、使用す
るリリースを定義する合成指示子が存在し
ます。たとえば、ブロック RAM は深いメ
モリの要件に最適であり、分散 RAM は、
特にリージョナル クロックが高速データ 

ロジック レベル

FPGA リソースの理解

リセット信号とその他の制御信号
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約でも外部クロックを関連付けることがで
きます。関連付けられていないクロックの
うち、デバイス内部で生成されないものに
は、特に注意が必要です。デフォルトでは、
ツールはこのようなクロックを制約しませ
ん。タイミングに関して特に注意が必要な
場合、設計者は FROM:TO 制約を使用し
てパスを適切に制約する必要があります。
また、DATAPATHONLY キーワードを
使用して、論理式にクロック スキューを含
めないようにツールに指示できます。
　詳細は、『制約ガイド』 (UG625) にある

「非同期クロック ドメイン」の章 (http://
japan.xilinx.com/support/documenta-
tion/sw_manuals/xilinx11/cgd.pdf)、
またはホワイト ペーパー『What Are PE-
RIOD Constraints?』 (WP257) (http://
japan.xilinx.com/support/documenta-
tion/white_papers/wp257.pdf) を参照
してください。
　競合状態が発生しないようにすることも
重要です。パスが複数のドメインを通る場
合は、FIFO が有用です。あるいは、1 つ
の ( ただ 1 つの ) 制御信号を二重に同期化
し、その他の信号を受け取る受信クロック 
ドメインではその信号を使用することをお
勧めします。

　高ファンアウト信号は、デザイン内の重
要な問題となることがあります。大半の合
成ツールはファンアウト制御機能を備えて
いますが、より再現性の高い結果が得られ
るように、高ファンアウト信号は HDL 内
で複製することをお勧めします。そしてこ
の手法と指示子を組み合わせて、合成ツー
ルが複製信号を削除しないようにしてくだ
さい。高ファンアウト信号が最上位ロジッ
ク内にある場合の 1 つの方法として、そ
の信号を複製し、各最上位モジュールを別
の信号で駆動します。
　合成ツールのファンアウト制御機能では
望ましい結果が得られず、HDL の修正も
行いたくない場合は、BRAM の MAP ロ
ジック内でレジスタ複製の制約を最大ファ
ンアウト制約とともに使用すると、合成よ

りも良いレジスタ複製の選択ができること
が少なくありません。詳細は、『制約ガイ
ド』 (UG625) の「MAX_FANOUT」章を
参照してください。
　一方、デバッグで一般に重要な点として、
複数の階層を通る際に信号の名前に一貫性
があれば、問題のあるパスをより簡単に追
跡できます。信号名が頻繁に変わると、タ
イミング レポートやその他のデバッグ出力
内で信号の追跡が難しくなります。また、
すべてのモジュールまたはエンティティー
のポート定義で信号の方向を指定すること
も効果的です。

　合成は再現性のある結果に大きな影響を
与えます。合成からの出力ネットリストが
最適でなければ、インプリメンテーション 
ツールで理想的な条件を備えることは不可
能です。設計者は、いくつかの合成手法を
使用してインプリメンテーション結果を改
善できます。
　合成を実行する際はタイミング制約を使
用することが重要です。多くの場合ユー
ザーは、合成段階で制約を過剰に指定し、
ザイリンクスのインプリメンテーション 
ツールでタイミング制約を緩和させていま
す。この手法では、合成ツールの負荷が増
加し、インプリメンテーション ツールの負
荷が軽くなっています。
　合成ツールからのタイミング レポート
を使用してください。合成とインプリメン
テーションでパスがタイミングを満たして
いない場合は、HDL または合成ツールの
オプションを変更して合成後のタイミング
が満たされるようにします。これにより、
インプリメンテーションの実行時間が短縮
されます。
　インプリメンテーション ツールで再現性
の高い結果を得る最良の方法は、合成段階
でこのような結果を確保することです。合
成ツールの多くはボトムアップ フローをサ
ポートしており、デザインの最上位レベル
と、下位レベルの各モジュール用に別々の
合成プロジェクトを適用します。したがっ
てユーザーは、HDL の変更に基づいてどの

クロックである場合に幅の広いバスに適し
ています。ブロック RAM と分散 RAM は、
ファンアウトが大きい制御信号で問題が発
生することがあります。制御信号を複製し、
同じ信号を持つブロックをまとめるように
フロアプランすることで、再現性のある結
果を維持できます。
　シフト レジスタはデザインの使用率を引
き下げ、再現性を向上させることが可能で
す。ただし、注意すべき性能上の問題がい
くつかあります。SRL の clock-to-out は
フリップフロップの clock-to-out より遅
いため、フリップフロップをシフト レジス
タの最終段として使用することをお勧めし
ます。大半の合成ツールはこの処理を自動
的に実行しますが、シフト レジスタを含む
パスに問題がある場合は、最終段がレジス
タとなっていることを確認してください。
　最初のレジスタについても同様の問題があ
ります。SRL の直前にフリップフロップを
配置すれば、配置ツールがタイミングを満た
すための選択肢が増え、結果を保持できます。
大半の合成ツールはこの処理を自動的に実行
しますが、シフト レジスタを含むパスに問
題がある場合は、最初の段がレジスタとなっ
ていることを確認してください。
　FPGA は数多くのレジスタを持つため、
パフォーマンスの向上にはパイプラインが
効果的です。パイプライン化された複数の
フリップフロップでは、SRL の推論を無
効にすることが重要です。
　HDL コーディングの成功事例に関する
上述のホワイト ペーパー (WP231) で
は、ブロック RAM についても説明してい
ます。シフト レジスタについては、ホワ
イト ペーパー『Saving Costs with the 
SRL16E』 (WP271) (http://japan.xilinx.
com/support/documentation/white_
papers/wp271.pdf) を参照してください。

　設計者は、関連付けられていないクロッ
ク ドメインを通るパスを適切に制約する必
要があります。ツールは、同じソース ク
ロック (DCM など) から生成されるクロッ
クを自動的に関連付けます。PERIOD 制

クロック ドメインの問題

高ファンアウト信号

合成の最適化



小さな部分を狭い領域に配置する必要があ
る場合、このネストが必要になることがあ
ります。
　デザインのクリティカルな部分のみをフ
ロアプランし、クリティカルでないロジッ
クの配置はツールに判断させることが重要
です。固定されたリソース (I/O、トラン
シーバー、プロセッサ ブロックなど ) に接
続されるロジックには、フロアプランが有
効です。優れたインプリメンテーション結
果をガイドとして、配置やタイミングの問
題を特定できます。さらに、ザイリンクス
の PlanAhead ™ ソフトウェア ( 図 1) と 
Timing Analyzer を使用してこれらの問
題を視覚的に表示できます。
　各グローバル クロックに使用される領
域の数と各領域のクロック ( リージョナ
ル クロックとグローバル クロック ) の数
を最小限に抑えることは有益です。クロッ
ク領域にロジックを追加する予定がある場
合は、制約を過剰に指定したり、それに

こでは、適切なフロアプランを作成するた
めの一般的なガイドラインを示します。
　すべてのエリア グループで同程度の使用
率を維持します。たとえば、1 つのエリア 
グループの使用率が 60% であるのに対
し、別のグループは 99% などとならない
ようにしてください。さらに、エリア グルー
プが重複しないようにします。例外として、
まとめて配置する必要があるロジック エレ
メントが 2 つの異なるエリア グループに
属する場合は、CLB の 1 ～ 2 行または 1
～ 2 列が重複してもかまいません。この場
合、ユーザーは、両方のエリア グループ制
約に十分なリソースがあることを確認する
必要があります。
　2 つの異なる論理部分を同じ物理ロケー
ションに配置する必要がある場合は、両方
を同じエリア グループ内に配置します。通
常はネスト レベル 1 つ (1 つの親エリア 
グループ内に 1 つの子エリア グループ ) 
を使用できます。大きなエリア グループの
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ネットリストが更新するかを制御できます。
市販されている多くの合成ツールはインク
リメンタル フローをサポートしています。

　フロアプランは、コンポーネントの配置
をデザイン内の特定位置または範囲に固定
します。これにより、配置のばらつきが軽
減され、デザインの再現性が向上します。
フロアプランまたはロケーション制約、あ
るいはその両方を使用すれば、ほとんどの
場合パフォーマンスが向上します。
　一方、フロアプランやロケーション制約
が不適切だと、タイミング要件を満たすの
が非常に難しくなります。フロアプランは
高度な技術であり、ツールとデザインに関
する詳しい知識を必要とします。タイミン
グ要件を満たすインプリメンテーション結
果は、適切なフロアプランを作成するため
のガイドとして使用できます。
　ボード要件を主要基準としてピン配置を
選択する場合、FPGA インプリメンテー
ション ツールで結果の再現性を維持するこ
とは困難です。しかし、これを可能にする
いくつかの手法があります。
　まず、データ フローに着目します。たと
えば、データがセンター I/O からサイド I/O 
に移動できるとします。バスに関連するすべ
てのピンを FPGA の同じ領域に配置し、制
御信号の配線距離を制限します。I/O バスの
制御信号はアドレス バスとデータ バスの近
くに配置します。一括して最適化される信号
は、まとめて配置する必要があります。ボー
ド配線が大きな問題である場合は、I/O 上の
レジスタをパイプライン処理すると、理想的
とは言えないピン配置を持つ FPGA の配線
を改善できることがあります。

　エリア グループのフロアプランは、
FPGA 内でモジュールを配置する場所を
定義する高度なフロアプラン手法です。こ
れを行うのは非常に簡単ですが、しばしば
誤った使い方のために不適切なフロアプラ
ンが作成され、問題が発生しています。こ

エリア グループのフロアプラン

フロアプランの重要性

図 1 - PlanAhead ソフトウェアは、モジュール間の接続を表示し、エリア グループの
フロアプラン作成時のガイドを提供します。



の位置を限定的に指定すると、結果が改善
されることがあります。

　インプリメンテーション ツールのオプ
ションによっても、結果の再現性が向上し
ます。インプリメンテーションを保持する
最も良い方法は、パーティションを使用す
ることですが、この手法はすべてのデザイ
ンに適しているわけではない上、HDL デ
ザインの要件が課せられます。再現性の
ある結果を保持するもう 1 つの方法とし
て、ザイリンクスの SmartGuide ™ テク
ノロジがあります。絶対最大 QoR や使用
率を必ずしも要件としないデザインには、
この方法が最適です。デザインの保持と 
SmartGuide テクノロジがいずれも適合し
ないデザインについては、SmartXplorer 
または PlanAhead ソフトウェア ストラテ
ジを使用してタイミングを維持します。
　QoR 要件が厳しいデザインには、高度
なインプリメンテーションのオプション
が用意されており、タイミングの維持をサ
ポートします。多くの場合、使用率の管理
が再現性のある結果を維持する鍵となりま
す。デザインのサイズが大きくなるほど、
結果の維持は難しくなります。デザイン 
フェーズ全体にわたって同じソフトウェア 
リリースを使用すれば、再現性のある結果
が達成しやすくなります。

　PlanAhead ソフトウェアのデザイン保
持フローでは、パーティションを利用しま
す。再現性のある結果を保証する方法はこ
れ以外にありません。デザイン保持の主な
目標は、モジュールのパフォーマンスを安
定させて、タイミング クロージャの所要時
間を短縮することです。さらにユーザーが
適切なデザイン プラクティスに従うことも
重要です。
　パーティションは、インプリメント済み
のデザインで変更のない部分を保持しま
す。パーティションのネットリストが変更

従ったプランを適用したりしないでくださ
い。クロック領域内のクロックすべてが使
用されていると、有効な配置を見つけるこ
とが難しくなる場合があります。しかし、
PlanAhead ソフトウェアによるクロック
領域のスナップ ショットを使用すれば、こ
のようなフロアプランがより簡単に行えま
す。11 以上のグローバル クロックを持つ 
Virtex®FPGA デザインの場合、現在のイ
ンプリメンテーションで使用されるクロッ
ク領域は、UCF 制約と共に MAP レポー
ト ファイルに示されます。
　 エ リ ア グ ル ー プ フ ロ ア プ ラ ン の 詳
細 は、『PlanAhead ユ ー ザ ー ガ イ ド 』 
(UG632) (http://japan.xilinx.com/
support/documentation/sw_manuals/
xi l inx11/PlanAhead_UserGuide.
pdf) および『フロアプラン手法ガイド』 
(UG633) (http://japan.xilinx.com/
support/documentation/sw_manuals/
xilinx12_1/Floorplanning_Methodology_
Guide.pdf) を参照してください。

　 ブ ロ ッ ク RAM、FIFO、DSP、DCM、
グローバル クロック リソースなどのコア 
コンポーネントの位置を指定することも、
再現性の達成に役立ちます。これには、優
れた配置を参考にし、デザインに関する知
識を活用してコア コンポーネントが適切

な位置に配置されていることを検証しま
す。BRAM、FIFO、DSP コンポーネント
の位置を指定する際には、制御信号とデー
タのフロー ( バスの配置 ) を考慮する必要
があります。既存デザインのクロック領
域の位置を指定する制約は、MAP レポー
ト ファイルにあります。同じクロック領域
を維持すれば、配置ツールがクロック領域
のパーティションを変更したためにデザイ
ンのフロアプランが変更されることはなく
なります。レポートの作成には、コマンド 
reportgen -clock_regions design.ncd 
を使用してください。
　PlanAhead ソフトウェアは、クリティ
カルなモジュール上の配置情報すべてを固
定するロックダウン機能を備えています。
次の実行時には同じ配置となりますが、配
線情報は保存されません。PlanAhead ソ
フトウェアのロケーション制約の詳細は、

『PlanAhead ユーザー ガイド』 (UG632) 
の「デザインのフロアプラン」の章、『フ
ロアプラン手法ガイド』 (UG633)、およ
び『PlanAhead ソフトウェア チュートリ
アル』を参照してください。
　モジュール全体を固定する必要がない
場合は、PlanAhead ソフトウェアでクリ
ティカル パスだけを固定できます。しかし、
この手法はごく限られた場合にのみ使用し
てください。多くの問題が特定パスに起因
する場合は、HDL を変更してタイミング
の問題を解決することをお勧めします。こ
れができない場合、特定のタイミング パス
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ブロック、モジュール、
パスの位置の指定

インプリメンテーションの
オプション

図 2 - デザイン保持フローは、変更のない部分を固定し、それ以外の部分をインプリ
メントします。

デザインの保持



ト レベルの高いオプションを用いてタイミ
ングの最後の数ピコ秒が調整でき、タイミ
ング結果の維持が可能になります。
　LUTS/FFS の使用率の低いデザイン 
(25% 以下 ) や LUTS/FFS の使用率の
高いデザイン (75% 以上 ) では、一貫性
のある配置配線が困難な場合があります。
使用率の高いデザインの場合は、スライ
ス制御セット、リセット ( 通常、FPGA 
では同期リセット / セットは不要 )、ロ
ジックの使用率が予想より高いモジュール 
(PlanAhead ソフトウェアで簡単に実行可
能 )、または SRL/DSP48 を考察します。
　高い使用率のフリップ側は低い使用率に
なります。すべてのコンポーネント タイ
プの使用率が 25% 以下のデザインには、
低使用率アルゴリズムが有効であり、コン
ポーネントを密に配置できます。ただし、
I/O 使用率が 25% を超える場合、インプ
リメンテーション ツールはロジックを I/O 
付近に配置するためにデザインが拡張する
ことがあります。慎重に I/O を配置してエ
リア グループを使用すれば、この問題は最
小限に抑えられます。

　タイミング クロージャのフェーズでは、
同じメジャー ソフトウェア リリースを使
用します。アルゴリズムはリリースごとに
変更されるため、あるリリースで有効な手
法が次のリリースでも有効とは限りませ
ん。また、以前の結果に依存する手法 ( パー
ティションと SmartGuide テクノロジ ) 
は、複数のメジャー リリースにまたがると
機能しなくなる場合があります。
　デザインの再現性を維持する最も良い方
法は、適切なデザイン手法に従い、HDL 
の変更によってタイミングの問題を修正す
ることです。HDL を修正できない場合は、
合成、フロアプラン、インプリメンテーショ
ンが有用となります。また、パーティショ
ンを使用したデザイン保持フローは、イン
スタンスのパフォーマンスを保証します。
以前のインプリメンテーション結果を利用
するもう 1 つのソリューションとして、
SmartGuide テクノロジもあります。

フローのどの段階にいるかによって決まり
ます。SmartGuide テクノロジは、デザ
イン サイクルの最後に小さなデザイン変更
を行う際に最適です。このフローを使用す
ると、提案された変更がデザインに適合す
るかどうか簡単に判断できます。パーティ
ションを使用する場合は、適切なデザイン
階層ルールに従うように、事前に十分考察
しておかなければなりません。設計者は、
HDL の構築を開始する際にパーティショ
ンによるデザイン保持フローを採用するか
どうかを決定する必要があります。ただし、
デザインが既にパーティションの階層ルー
ルに従っている場合は例外です。
　詳細は、『階層デザイン手法ガイド』 
(UG748) (http://japan.xilinx.com/
support/documentation/sw_manuals/
xil inx12_3/Hierarchical_Design_
Methodology_Guide.pdf) を参照してく
ださい。

　SmartXplorer ソフトウェア ストラテジ
と PlanAhead ソフトウェア ストラテジは
類似したツールで、タイミング クロージャ
の達成をサポートします。これらは、異な
るインプリメンテーション オプションを実
行し、デザインに最適なオプションを見つ
けます。これらの結果から、より良いタイ
ミング結果が得られ、かつ適切なエリア グ
ループ フロアプランを作成できる配置が判
断できます。各実行結果から、デザインの
問題点が明確になることもあります。どの
実行においても要件を満たさない同一パス
が存在する場合、HDL を変更してタイミ
ングの問題を取り除くことをお勧めします。
　デザインの初期段階では、MAP と PAR 
にデフォルトのエフォート レベルを使用す
ることが最適です。高度なオプションを最
初から多用すると、HDL の修正で解決す
べきタイミングの問題が表面化されない可
能性があります。デバイスの使用率が増大
すれば、ツールによるタイミングを満たす
ソリューションの絞り込みがさらに困難に
なります。デフォルトのオプションを使用
すると、デザイン フローの後半でエフォー

されていない場合は、インプリメンテー
ション ツールはコピー アンド ペーストに
よって、そのパーティションのインプリメ
ンテーション データを確実に保持します。
この機能でインプリメンテーション結果を
保持することで、保持された部分に影響を
与えずに、修正された部分のみをインプ
リメントできます。図 2 で示す赤色のモ
ジュールは変更されているためインプリメ
ントされますが、それ以外のモジュールは
そのまま固定されます。
　バージョン 12.1 以降、PlanAhead ソ
フトウェアおよびコマンド ライン ツールは
デザイン保持機能をサポートします。詳細
は、『Repeatable Results with Design 
Preservation』 (WP362) (http://japan.
xilinx.com/support/documentation/
white_papers/wp362.pdf) お よ び

『 階 層 デ ザ イ ン 手 法 ガ イ ド 』 (UG748) 
(http://japan.xilinx.com/support/
d o c u m e n t a t i o n / s w _ m a n u a l s /
xil inx12_3/Hierarchical_Design_
Methodology_Guide.pdf) を参照してく
ださい。

　SmartGuide テクノロジは、以前のイ
ンプリメンテーション結果を出発点として
インプリメンテーションを実行します。主
な目的は実行時間の短縮です。ガイドされ
た配置または配線、あるいはその両方を、
デザインの配線またはタイミングを満たす
ために移動できます。SmartGuide テク
ノロジは、限界値を超える QoR や使用率
を要件としないデザインに最適です。
　旧バージョンのインプリメンテーション 
ツールには、exact と leverage ガイド 
モードがありました。exact ガイドを使
用すると、しばしば配線不可能なデザイン
が生成されていました。厳密な保持が必要
な場合は、デザイン保持フローの使用をお
勧めします。SmartGuide テクノロジは、
leverage ガイドに置き換わるものです。
　SmartGuide テ ク ノ ロ ジ と パ ー テ ィ
ションのどちらを使用すべきか判断できな
い場合があります。その答えは、デザイン 

Xperts corner
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SmartGuide テクノロジ

SmartXplorer ソフトウェア

ソフトウェア リリース
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DisplayPort コントローラーの
インプリメンテーションを支える FPGA
DisplayPort コントローラーの
インプリメンテーションを支える FPGA

An FPGA Route Toward Implementing DisplayPortAn FPGA Route Toward Implementing DisplayPort
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Xplanation:FPGA 101

　1 月 に 開 催 さ れ た Consumer Elec-
tronics Show (CES) では、複数のフラッ
ト テレビ メーカーおよびフラット ディス
プレイ メーカーが 3D 対応の高解像度テ
レビや 4Kx2K の大型 LCD モニターを
紹介し、テレビ、ディスプレイ、その他家
庭用電子機器、車載機器、モバイル機器な
どで必要となるデータ量が劇的に膨らんで
いくであろうことが明らかになりました。
スポーツ観戦好きの人であれば、視野角 
176°、コントラスト比 1200:1、真っ
暗な洞窟を照らすにも十分すぎるほどの輝
度 450 カンデラといったスペックの最新
テレビを手に入れたいと思うに違いありま
せん。
　しかし、こういったテレビやそれに接続
される機器を開発するエンジニアにとっ
て、新しい機能にはいずれも厳しい帯域幅
要件が伴います。たとえば、一般的な HD 
テレビの 4 倍の解像度を備えた 800 万画
素 4Kx2K の HDTV ( 家庭でデジタル映

画館の品質を提供 ) で性能をフルに発揮さ
せるには、最先端のテレビやモニターの 4 
倍の帯域幅が必要です。つまり、セット トッ
プ ボックスと HDTV 間で膨大な量のデー
タのやりとりが生じるのです。
　広帯域幅に対する需要はコンシューマー
市場に限った話ではありません。放送機器、
デジタル ディスプレイ、科学、医療など
の各分野では、MRI、CT スキャナー、管
制システム、デイジーチェーン接続された
ディスプレイ、電子看板、さらに DNA、
航空機、気象観測、身体各部などの画像の 
3 次元化が求められており、こうしたアプ
リケーションを背景に帯域幅要件はますま
す高くなっているのが実情です。
　このような広帯域幅を低コストで実現
するために、VESA (Video Electronics 
Standards Association) は 2007 年
に DisplayPort 規格を発表し、その後
もパートナー企業と共にたゆまぬ改良を
進 め て き ま し た。VESA DisplayPort 
1.1a では、各チャネルのデータ レートは 
2.7Gbps で、1 本の DisplayPort ケー
ブルは 4 チャネルで構成されています。
また、DisplayPort 1.2 ではデータ レー
トを 2 倍の 5.4Gbps に高めています。
つまり、3840x2400 ピクセル (60Hz)、
1920x1200 でのモニター 4 台、ある
いは 2560x1600 ピクセル (120Hz) の 
3D ディスプレイなどに対応できます。さ

Carol Fields
Senior Staff Product Marketing Manager
Xilinx, Inc.
Carol.Fields@xilinx.com

Neal Kendall
Marketing Manager
Quantum Data, Inc.

図 1‐東京エレクトロンデバイス提供の Spartan-6 FPGA コンシューマー ビデオ 
キット

Spartan-6 FPGA を
搭載したコンシューマー 
ディスプレイ キットや
 IP で最先端 3D テレビの
設計も簡単に

Spartan-6 FPGA を
搭載したコンシューマー 
ディスプレイ キットや
IP で最先端 3D テレビの
設計も簡単に
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らに DisplayPort は、ノート PC など
の内蔵ディスプレイ接続に加えて、ビデ
オ ソース機器 ( セットトップ ボックス、
DVD プレーヤー、PC グラフィック カー
ド、ノート PC) と、HDMI や Display-
Port の仕様で「シンク」機器として定義
されるディスプレイ機器との接続両方をサ
ポートしています。
　一部の半導体メーカーはこれらのアプ
リケーション向けに標準的ですぐに使用
できるトランスミッターおよびレシー
バーを提供していますが、ザイリンクス
は、LogiCORE DisplayPort v1.1 と
いう、柔軟性が高くプログラム可能な 
VESA DisplayPort v1.1a ソ リ ュ ー
ションをリリースしました (DisplayPort 
1.2 は ISE®Design Suite 12.1 でサ
ポート )。この IP は既に提供中ですが、
設 計 に 着 手 す る 前 に、DisplayPort 規
格の主な機能 (Policy Maker など ) と
ザイリンクス FPGA へのインプリメン
テーション方法について十分に理解され
ることをお勧めします。詳細は、アプリ
ケ ー シ ョ ン ノ ー ト『Implementing a 

DisplayPort Source Policy Maker 
Using a MicroBlaze Embedded Pro-
cessor』(XAPP493) で説明されており、
これは東京エレクトロンデバイス (TED) 
が 提 供 す る Spartan®-6 FPGA コ ン
シューマー ビデオ キット (http://www.
teldevice.co.jp/eng/) にも同梱されて
います。

　DisplayPort プロトコルは、ディスプ
レイ市場の接続技術を大幅に変えるものと
なりました。この変化は、Intel 社主導の 
PC 市場において、パラレル方式の PCI 
バスがシリアル方式の PCI Express へと
移行したのと似ています。ディスプレイ市
場では、VESA が、VGA、DVI、または 
HDMI から、高速シリアル トランシーバー
を使用するパケット ベースのレイヤー 
アーキテクチャ プロトコルを採用した 
DisplayPort への移行を牽引しています。
接続またはリンクの確立や維持は、パケッ
ト ベースのシリアル プロトコルの方がパ

ラレル プロトコルよりもはるかに複雑で
す。VESA の DisplayPort 1.1a 仕様で
は、さまざまな制御機能を Link Policy 
Maker と Stream Policy Maker の 2 
つに分類しました。Link Policy Maker 
は、リンクを管理すると共に、リンク同期
を保持する責任を担います。また、リン
クの発見、初期化、維持もその役目です。
Stream Policy Maker は下層ハードウェ
アの動作シーケンスを制御して伝送の初期
化とアイソクロナス ストリームの維持を
行います。
　これら Policy Maker の構成要素はイ
ンプリメンテーションによって異なり、オ
ペレーティング システム、ソフトウェア 
ドライバー、ファームウェア、あるいは 
FPGA ロジックなどで処理されます。市販
されている DisplayPort デバイスの多く
は、Link Policy Maker や Stream Poli-
cy Maker のインプリメンテーションの詳
細を明らかにしておらず、使用が簡単です。
ディスプレイ要件が市販の DisplayPort 
ASSP で満たされるのであれば、価格と使
い勝手の観点から、敢えてほかを選ぶ必要

Policy Maker で差別化を図る

Xplanation:FPGA 101
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図 2‐DisplayPort Source Policy Maker コントローラー システムのリファレンス デザインと、LogiCORE DisplayPort のソース側
概略ブロック図
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はありません。しかし、製品の差別化を図
りたいと考えているのであれば、FPGA の
出番です。

　MicroBlaze エンベデッド プロセッサ
を使用した DisplayPort Source Policy 
Maker コントローラー システムのリファ
レンス デザインは、市販の DisplayPort 
デバイスと同じ機能をインプリメントし
ますが、ソース コードが提供されている
ためカスタマイズできるという利点があ
ります。また、アプリケーション ノート

『Implementing a DisplayPort Source 
Policy Maker Using a MicroBlaze Em-
bedded Processor』(XAPP493) を 参
考にすれば、Policy Maker の詳細を理解
しなくても、デザイン例をそのまま使用し
て設計を開始できます。
　さらにソース コード デザインだけでな

く、DisplayPort の送信 (Tx) またはソー
ス コアには有限ステート マシン (FSM) 
コントローラー向けのデザイン例が提供さ
れています。
　DisplayPort Tx FSM コ ン ト ロ ー
ラーのデザイン例 ( 最上位ファイル名は 
dport_tx_fsm_cntrl) は、LogiCORE 
DisplayPort のソース デザイン例と共に
提供されます。コンセプトの実証を目的と
したこの簡素なデザイン例には RTL ベー
スの有限ステート マシンが含まれており、
適切なスタートアップ手順を例示するシン
プルな Policy Maker をインプリメント
します。dport_tx_fsm_cntrl デザイン例
は、ほかのデザイン例と比べて、シミュレー
ションに要する時間を短縮できるというメ
リットがあります。
　アプリケーション ノート『Implement-
ing a DisplayPort Source Policy 
Maker Using a MicroBlaze Embed-
ded Processor』 (XAPP493) の Mi-
croBlaze エンベデッド システムを使用

する Source Policy Maker コントロー
ラー システムのリファレンス デザイン
は 5 月後半のリリースを予定しており、
最上位 ISE プロジェクト名は「dport_ 
source_ref_design.xise」 と な り ま す 
(http://japan.xilinx.com/products/
ipcenter/EF-DI-DISPLAYPORT.htm 
か ら ダ ウ ン ロ ー ド 可 能 )。 こ の デ ザ イ
ンでは、必要に応じて Source Policy 
Maker コントローラーのソース コード
を変更できます。またこのデザインは、
DisplayPort v1.2 (ISE Design Suite 
12.1) お よ び TED Spartan-6 FPGA 
コンシューマー ビデオ キットと組み合わ
せて動作します。
　これらの 2 つのデザイン例には、コア
のセットアップ手順と、リンクとストリー
ムを維持するための基本手順が含まれてい
ま す。 な お、TED Spartan-6 FPGA コ
ンシューマー ビデオ キットには Display-
Port ケーブルは同梱されていないことに
注意してください。

Source Policy Maker の
リファレンス デザイン

Xplanation:FPGA 101
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図 3‐DisplayPort Rx のブロック図
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Xplanation:FPGA 101

EDID がもたらす利便性
　EDID (Enhanced Display Identification Data) 構造による自動
認識は当然のものとして捉えられていますが、EDID の重要性を理解す
るために、EDID が存在しない日常生活はどういうものになるかを想像
してみましょう。現代のホーム シアター環境で、HDTV、オーディオ
/ ビデオ レシーバー、ビデオ プロセッサなどのシンク機器が EDID 対
応でなければ、ユーザー自身がそれら機器の仕様を確認し、機能を理解
する必要があります。さらに、ソース機器の音声信号や映像信号の出
力がオーディオ システムやディスプレイの許容範囲を超えないように、
オーディオ / ビデオ フォーマットを設定する必要があります。それら
の仕様を入手できなかったり、または理解できなければ、最適な設定が
見つかるまで試行錯誤を繰り返さなければなりません。
　PC の場合、モニターに EDID を持っていなければ、グラフィック カー
ドがデフォルトの解像度で処理を行います。解像度を変更する必要があ
る場合は、前述のホーム シアター システム同様、ユーザーが手作業で
設定しなければなりません。

EDID に含まれる情報の内容

　EDID は、ディスプレイ機器やオーディオ システムの機能および特
性を説明するさまざまな情報を提供します。データは 128 バイト ブ
ロックの形式で構成されます。VESA 規格では、VGA、DVI、Dis-
playPort 用のブロック 1 つのみが必要です。ただし DisplayPort 
EDID は、ブロック 0 で記述されていない追加機能を定義するために、
拡張ブロックのオプションに対応するよう拡張されます。CEA ( 米国
家電協会 : Consumer Electronics Association) は、元々の VESA 
ブロック (ブロック 0) と 1 つまたは複数の拡張ブロック両方を要件と
しています。したがって、HDMI ディスプレイ機器は、VESA ブロッ
クと CEA 拡張ブロックを共に備えています。
　EDID は、オーディオ / ビデオ レンダリング装置の EPROM に格納
されます。容量が限られているため、EDID はビットまたはバイト形式
でコンパクトに格納されます。スペースの節約のために、値が切り捨て
られたり、省略される場合もあります。
　EDID ベース ブロックには、ディスプレイの機能や仕様が
多くリストされています。たとえば、8 バイトの固定データ
からなるヘッダー、ベンダー / 製品 / バージョンの情報、基
本的なディスプレイ パラメーター (ビデオ入力の定義、画面
サイズ、ガンマ値)、色度や白色点などのカラー特性、タイ
ミング情報が含まれます。タイミング情報には、設定された
タイミングと標準タイミング、タイミングの計算式、詳細タ
イミング記述子が含まれます。VESA E-EDID 規格は、最初
の詳細タイミング記述子を「推奨」ビデオ フォーマットとし、
それ以降の記述子を推奨順に列挙するように定めています。
HDMI インターフェイスを搭載した家電機器には、VESA 
ブロックと少なくとも 1 つの拡張ブロックの両方が必要で
す。拡張ブロックは、HDTV またはオーディオ システムの
さらに重要なオーディオ / ビデオ機能を定義します。

EDID の動作

　ソース機器は、ディスプレイ側のホットプラグと呼ばれる接続イベン
トに応答して、シンク機器の EDID を読み取ります。EDID は、VGA、
DVI、HDMI を使用する家電製品の場合は Display Data Channel 
(DDC) で送信され、DisplayPort インターフェイスを搭載したモニ
ターでは補助チャネルで送信されます (図 A を参照)。ソース機器がディ
スプレイ機器に直接接続されるシンプルな構成では、ホットプラグの
リードがアサートされると EDID が読み取られます。

　ソース機器とシンク機器間にリピータが挿入される構成では (ホーム 
シアターで一般的)、シンク側の接続イベントに応答してオーディオ シ
ステムがホットプラグ パルスを送信したときに EDID が読み取られま
す。リピータは、EDID を直接ソース機器に転送するか、あるいはオー
ディオ システムの場合、リピータのオーディオ EDID に置き換えてソー
ス機器に送信します (図 B を参照)。
　このエコシステムを完成させるには、EDID のインプリメンテーショ
ンの検証が不可欠です。ユーザーにとってのシンプルさや快適さを実現

5V

EDID Read

EDID

HP

5 volts presented HDTV (sink)

“Hot plug” asserted to source

Source requests EDID

Sink sends EDID over DDC

Source

HDTV (Sink)

図 A‐ソース機器 (セットトップ ボックス) とシンク機器 (HDTV) 
間の一般的な EDID の動作
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EDID Read
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EDID
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5 volts presented to AVR & sink

“Hot plug” asserted & forwarded to source

Source & AVR systems request EDID

Sink sends EDID to AVR;
AVR updates & forwards to source

Source
AVR

HDTV (Sink)

図 B‐オーディオ システム (AVR) を介した場合の一般的な EDID の動作



http://japan.xilinx.com/　　51

Xplanation:FPGA 101

する上での EDID の重要さを考えると、適切な EDID のインプリメン
テーションは必須です。そのためにも、さまざまなテストを行い正常に
動作することを確認する必要があります (図 C 参照)。

さまざまなレベルのテスト

　開発ラボ環境で行われる最も基本的なテストは、機能テストです。機能
テストでは、正常に動作するデバイスをテスト装置でシミュレーションし
ます。テスト装置は、EDID が検証されているシンク機器と組み合わせて動
作させます。逆にソース機器を開発する際は、機能テストを用いて、テス
ト装置がエミュレートする検証済みの EDID に対して、ソース機器が正し
く応答することを確認します。多くの場合、開発者は既知の適切な EDID (古
いもの、新しいもの ) に対してソース機器をテストし、正常に動作すること
を確認します。リピータの EDID のテストはより高度で、既知の正常なソー
ス機器とシンク機器の両方をエミュレートできるテスト装置が必要です。
　また、EDID を備えた機器に対して不良テストを行う必要もあります。
不良テストは、より厳密なテストです。このテストでは、一連の変則的
な動作をシミュレーションするようにテスト装置を設定し、最適ではな
い条件下でも機器が予測どおりに動作することを検証します。このテス
トは、相互運用性の確保に重要です。
　ソース機器のテストの場合、テスト装置はレンダリング装置をエミュレー
トし、不備のある EDID で設定します。テスト担当者は、さまざまな例外
を用いて、ソース機器が正常に応答するようにします。不備のある EDID 
を 1 つまたは複数エミュレートするには、テスト装置に EDID エディター 
ユーティリティが必要です。開発者は、このエディターを使用し、既存の 
EDID に修正を加えて、ソース機器が正常に応答することを検証できます。
　シンク機器またはオーディオ システムの入力側の EDID について不良テ
ストを行う際は、通常とは異なる方法で EDID データを要求する必要があり
ます。たとえば、許容されている動作であっても、EDID を一度に 1 バイト
読み出すと、ディスプレイから予想外の応答が返ってくる場合があります。
　オーディオ / ビデオ プロセッサなどのリピータの開発者は、機能テ
ストと不良テストを組み合わせることができます。たとえば、テスト装
置を使用して、シンク機器の既知の不正な EDID と既知の正常なソー
ス機器の両方をエミュレートできます。
　不正な EDID は相互運用性において重大な問題の原因となるため、

HDMI ロゴを取得する HDMI デバイスは、ATC ( テスト センター : 
Authorized Test Center) のコンプライアンス テストに合格する必要
があります。先頃 VESA では、DisplayPort デバイスについて同様の
コンプライアンス テストを承認しました。今後 DisplayPort ロゴを使
用するには、このテストの合格が必要になります。
　コンプライアンス テスト仕様は、デバイスが規格に従って正常に動作
するかを判断する一連のテストを定義しています。EDID のコンプライ
アンス テストは、シンク機器の対象機能を定義することから始まります。
これらの機能は、テスト装置のコンプライアンス テスト アプリケーショ
ンに入力またはインポートされ、各テストの合格 / 不合格の結果は、レポー
ト形式で表示されます。不合格の場合、設計者はその結果は正しいもので、
不適切な構成によるものではないことを慎重に確認する必要があります。
　テストのために製品の提出を繰り返すのはコストと時間がかかるため、
開発者が各自のラボ用にテスト装置を持ち、プリコンプライアンス テスト
を行うのが最善の方法です。通常、ATC で使用されているテスト装置と同
じものがそれぞれのラボに導入されています。これにより、ATC のテスト
に不合格となる可能性が大きく減ります。EDID コンプライアンス テスト
については、Quantum Data 社から HDMI 用の承認済みテスト ツールが
発売されています。また同社からは、DisplayPort 向けに VESA が承認し
た EDID コンプライアンス テスト ツールもまもなく発売される予定です。
　コンプライアンス テストの目的はデバイスの相互運用性を確実にす
ることですが、機器の種類とサプライヤーは多岐にわたるため、コンプ
ライアンス テストだけでは不十分な場合があります。したがって、追
加の相互運用性テストがしばしば必要になります。たとえば下位互換性
の検証では、相互運用性テストが重視されます。
　既存のソース機器との下位互換性をサポートするために、新しい 
EDID は過去のバージョンに含まれていたすべてのフィールドとブロッ
クを持つ必要があります。CEA 拡張ブロックには、古いソース機器が
新しい、サポートしていないデータ ブロックを飛ばすことができるよ
うに、長さフィールドがあります。開発中のシンク機器を使用して下位
互換性を検証することも可能ですが、通常はテスト装置を使用する方が
便利です。これは、テスト装置を用いれば、テスト用にエミュレートさ
れているシンク機器の EDID をより迅速に更新できるためです。
　新しいソース機器を開発する際は、古いシンク機器の EDID との相
互運用性を検証する必要があります。これには、さまざまな古い EDID 
をエミュレートできるテスト装置を所有していることが不可欠です。
　機能テスト、不良テスト、コンプライアンス テスト、特に相互運用
性テストなど、ラボで行われるあらゆるテストの実行中に、EDID トラ
ンザクションをモニターできます。これにより、特にタイミングやホッ
トプラグ イベントへの応答など、EDID に関連する相互運用性の問題
の根本的な原因を容易に特定できます。
　EDID は、PC と家電機器の両方の環境でユーザーにとってのシンプ
ルさや最適さを実現するために不可欠な、複雑なデータ セットで構成さ
れています。EDID が正しくインプリメントされているかどうかを確実
にすることは開発における重要なプロセスです。Quantum Data 社は、
EDID のインプリメンテーションの検証に関して定評ある企業です。同
社のテスト装置とそれに関連するテスト アプリケーションは ATC で採
用され、世界中の開発者に利用されています。

— Carol Shields、Neal Kendall
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図 C‐ソース機器のテストのセットアップ (ディスプレイ機器を
エミュレートするテスト装置を使用)



Maker リファレンス デザインを記載して
います。このデザインは即座にハードウェ
アに展開できます。なお、設計者が変更で
きるように、リファレンス デザインのソー
ス コードも提供予定です。
　Source Policy Maker コントローラー 
デザインの「処理ロジック」は Micro-
Blaze 上で動作し、I2C コマンドを使用
してリンク、ストリーム、およびコンフィ
ギュレーション空間を制御します。Policy 
Maker 命令コントロール、高位インスタ
ンシエーション ファイル、およびエンベ
デッド開発キット (EDK) は C コードで
インプリメントされています。また、デザ
インをより自由にインプリメントできるよ
うに、ソフトウェア開発キット (SDK) の
プロジェクト ファイルも提供しています。
さらに、Policy Maker の C ソース コー
ドも提供し、既存のコントロール プレー
ン プロセッサを使用したアプリケーション
に対応しています。このソース コードは 
FPGA の内部または外部の既存コントロー
ル ソフトウェアに追加可能です。このコー
ドをコアと共に使用する限り、コントロー
ラー部分を FPGA の外部 ( すなわち外部
プロセッサ ) にインプリメントしてもライ
センス上は問題ありません。
　XAPP493 のデザインを変更するには、
Xilinx Platform Studio (XPS) のエンベ
デッド開発キット (EDK) か、ソフトウェ
ア開発キット (SDK) を使用します。一般
に、FPGA 設計者は EDK を使用し、ソフ
トウェア設計者は SDK を使用する傾向が
あります。
　EDK フローでは、デザインのインプリ
メンテーション前に最上位 ISE プロジェ
クトに統合できる中間ネット ファイル 
(NGC) が生成されます。NGC ファイル
には BRAM 初期化の一部として Micro-
Blaze コードが含まれています。

　EDK フローは一般に、ソフトウェアを
変更すると、より多くの時間を要します。
ただし、ネットリストの生成後は EDK も 
SDK も必要ありません。SDK フローでは 

よび AUX Channel プロトコルと呼ばれ
るアトミック リンク機能に分割していま
す。Main Link はプライマリ ビデオ ス
トリームの配信を担います。Secondary 
Channel はブランク期間に Main Link 
に対してオーディオ情報を配信する役割
があり、ザイリンクスでは今後のリリース
でコアに追加する予定です。最後の AUX 
Channel は、ソースとシンク間に専用の
通信チャネルを確立する機能を担います 
( 図 2 参照 )。
　デザイン例を FPGA に簡単にインプリ
メントできるように、ユーザー データ イ
ンターフェイスにライン バッファーを追
加しています ( 図 2、3、4 参照 )。図 3 
のシンク側にある Device Controller は 
Policy Maker に相当し、シンク側のデ
ザイン例の一部であり、CORE Genera-
tor ™ ツールで提供されています。

　ザイリンクスは、コアと共に使用し、
ASSP DisplayPort ソース デバイスとほ
とんど同じように機能する Source Policy 
Maker コントローラーを設計しました。リ
ンクの初期化および維持が適切に図れるよ
うに、MicroBlaze エンベデッド プロセッ
サまたは外部プロセッサの使用を推奨し
ています。XAPP493 では、FPGA 内の 
MicroBlaze プロセッサにインプリメント
したコンフィギュレーション済みの Policy 

　ソースおよびシンクのディスプレイ仕
様 は 共 に Policy Maker を 使 用 し ま す
が、ザイリンクスは、DisplayPort Logi-
CORE IP に対して両者を異なる条件でイ
ンプリメントしています。シンク (Rx) 側
の Policy Maker 機能はソース (Tx) 側の
機能よりもずっと単純です。そこでザイリ
ンクス LogiCORE では、シンク Policy 
Maker 機 能 の ほ と ん ど を LogiCORE 
IP 内にインプリメントし、残りの部分
は RTL ベースのシンク コントローラー
で提供されています。ソース側の Policy 
Maker の機能はより複雑なため、リファ
レンス デザインでソース コードとして提
供されています。
　それではソース側の Policy Maker を
詳細に見ていきましょう。このリファレ
ンス デザインでは、機能とインプリメン
テーションの両方において、設計者は最大
限の自由度を得ることができます。最上位
のデザイン例にはコアの 2 つのインスタ
ンシエートされた高位コンポーネントが
含まれています。それぞれ、XAPP493 
の MicroBlaze エンベデッド システムを
使 用 し た DisplayPort Source Policy 
Maker コントローラー システムのリファ
レンス デザインと、DisplayPort コア 
ソース (Tx) デザインです。ザイリンクス
では、コアのインプリメンテーションを 
Main Link、Secondary Channel、 お
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FPGA のビットストリームを書き換え、
BRAM 内の MicroBlaze コードのみを
更新します。ソフトウェア変更にかかる時
間は短縮されますが、ビットストリームを
生成するたびに SDK を使用する必要が
あ り ま す。 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ノ ー ト 
XAPP493 に、デザインでの SDK の使
用方法がまとめられています。
　シミュレーション ライセンス、フルシス
テム ハードウェア評価ライセンス、製品版
ライセンスの各取得方法、およびテクニカ
ル サポートについては、『スタートアップ 
ガイド』で説明されています。また、デザ
イン例の生成に使用するスクリプト ファイ
ルや、サンプル テストベンチおよびサンプ
ル パターン ジェネレーターを使用したシ
ミュレーション方法についても記載されて
います。
　デザインでは LogiCORE DisplayPort 
の評価版または製品版のどちらも使用で
き、DisplayPort FPGA メザニン カー
ドが同梱された TED Spartan-6 FPGA 
コンシューマー ビデオ キット (http://
www.xilinx.com/products/devkits/
TB-6S-CVK.htm) にダウンロードされて
います。
　 ソ ー ス 側 の Policy Maker に は、
AMBA®APB ポ ー ト ま た は AMBA-
to-PLB ブ リ ッ ジ 経 由 の 32 ビ ッ ト 
PLBv46 を介してプロセッサと接続され
るステートマシンがあります。命令セッ
トは BRAM に格納されていて変更可能
です。ザイリンクスがリンク トレーニン
グに使用している C++ コードは、GNU 
C++ コンパイラでコンパイルされており、
EDK の Xilinx Platform Studio を用い
て FPGA にインプリメントされたソフト 
MicroBlaze プロセッサ上で十分に検証さ
れています。リファレンス デザインには 
SDK プロジェクトがすべて収められてい
ます。サンプル テストベンチでは、VID 
クロックに 135MHz クロックを接続し、
APB クロックに 100MHz クロックを接
続しています。ザイリンクスはすべての入
力が適切に接続されていることを確認して
います。リセットは最上位ブロックで利用
できます。

　DisplayPort の 重 要 な 機 能 と し て、
VESA の EDID (Enhanced Display 
Identification Data) 構造を介するデバ
イス間のインターフェイスがあります。
EDID は特に新しい概念ではありません。
実際にかなり以前から、EDID のようなイ
ンターフェイスを用いて、シンク機器の
パラメーターの読み出しが行われていま
した。ただし、このような初期のインター
フェイスや関連するインターフェイス技
術は、高性能かつコンフィギュレーショ
ン可能の通信チャネルが含まれていませ
んでした。これに対して VESA は、ソー
ス機器 ( セットトップ ボックス、DVD 
プレーヤー、PC グラフィック カードな
ど ) とシンク機器 ( ディスプレイ モニ
ターなど ) 間でネゴシエーションを行っ
て通信パラメーターの最適化が図れるよ
うに、DisplayPort にさらなる技術を反
映 さ せ ま し た。DisplayPort v1.1a の 
EDID では、レーン数 (1、2、4)、レー
ンあたりのデータレート (1.62Gbps ま
たは 2.7Gbps)、電圧振幅 (0.2V、0.6V、
0.8V、1.2V)、4 レベルのチャネル プ
リエンファシス量、リンク クロックのダ
ウン スプレッドなどの変数がネゴシエー
ション対象のパラメーターとなっていま
す。
　CORE Generator ツ ー ル か ら Logi-
CORE で提供される Rx シンクのデザイン
例には、ソース機器によって読み込まれる 
EDID 例が含まれるため、シンク機器が確
実に最適表示されます ( 図 3)。
　シンク側のデザイン例は、FPGA 内部
の BRAM 内に EDID データ構造をイン
プリメントします。DisplayPort ソース 
コードによって AUX Channel を介し
た I2C プロトコルが有効になります。図 
3 と図 4 に、ソースに接続される Dis-
playPort シンクのブロック図を示しま
す。シンク側の Link Policy Maker と 
Stream Policy Maker はシンク コア
の一部ですが、ソース側の Link Policy 

Maker は複雑な構造となるため、リファ
レンス デザインでソース コードとして提
供される予定です。EDID と Rx シンク
側のインターフェイスには I2C を使用し
ます。
　I2C プロトコルは EDID データ構造と
の通信に最適であり、このタイプのアプリ
ケーションで広く使用されています。I2C 
コントローラーは、EDID 内のデータを特
定して読み出し、シリアル インターフェイ
ス、I2C インターフェイス プロトコルを
介して (AUX Channel を経由 ) EDID 情
報をシンク コアに渡します。動作モード
では EDID のアクセスを気にする必要はあ
りません。ROM の内容をモニターするに
は I2C バスをプローブします。デバッグ 
モードでは、I2C コントローラーを変更し、
EDID ROM に格納されている 3 ビットの
内容を上書きできます。I2C は制御信号を
提供しますが、これらの信号を適切なオー
プン コレクターの出力に接続すると I2C 
マスター インターフェイスが構成されま
す。
　シンクには、DisplayPort コンフィギュ
レーション データ (DPCD) と呼ばれる
データ構造が含まれ、これはコンフィギュ
レーション データを格納すると共に、シン
クとソースの両方から読み出し / 書き込み
可能の通信メール ボックスとして動作しま
す。ソースは一般に AUX チャネル全体で、
DPCD の内容を消費します ( 図 3 と図 4 
参照 )。

　DisplayPort 上のリンクを確立する処
理を「リンク トレーニング」と呼びます。
リンク トレーニング中、コアは、通信開
始時点からエラーを最小限に抑えながらリ
ンク速度と消費電力を最適な状態に保ちま
す。データ転送中に問題が生じた場合は、
コアは自動的に条件を変えてリンク トレー
ニングを繰り返します。ソースとシンク間
のパケット通信には AUX チャネルが使用
され、通信方式は双方向半二重で、速度は 
1Mbps です。なお、ビデオ データとオー
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ディオ データは、ギガビット トランシー
バーで構成された高速チャネルの Main 
Link レーン (1、2、4) でソースからシン
クへ転送されます。
　コアは 2 つの工程でリンク トレーニン
グを実行します。第 １ 工程はクロック リ
カバリーで、第 2 工程は、チャネル イコ
ライゼーション、シンボル ロック、そして
レーン間アライメントです。第 1 工程で、
レシーバーの PLL は入力信号にロックさ
れ、リンク クロックが復元されます。第 2 
工程では、システムがチャネル イコライ
ゼーションを最適化し、シンボル ロックお
よびレーン間アライメントを確立します。
　ソース側とシンク側の両 Policy Maker 
の一般的な動作シーケンスを示します。

1. Tx Link Policy Maker はホットプラ
グ検出をモニターし、検出した場合は 
Stream Source Policy Maker に通
知 し ま す。Stream Source Policy 
Maker は AUX チャネルを介してシ
ンクの EDID を 読み取ります。

2. Tx Link Policy Maker は、AUX チャ
ネルを介してシンクから Display-
Port コンフィギュレーション データ
を読み取ります。ソースおよびシンク
の機能に応じて、シンク DPCD のリ
ンク コンフィギュレーション フィー
ルドにコンフィギュレーション パラ
メーターを書き込み、シンク DPCD 
の TRAINING_PATTERN_SET バ
イトを書き込んでリンク トレーニン
グを開始します。続いて、トレーニン
グ パターンの送信を開始します。

3. Tx Link Policy Maker は、Rx Link 
Policy Maker からのフィードバック
から判断し、必要に応じて電圧振幅
とビット レートを調整し、クロック 
リカバリー シーケンスを制御します。
コアがクロック リカバリーを達成す
ると、リンク トレーニング処理はチャ
ネル イコライゼーションへと進み、
ここで Rx Link Policy Maker が要
求した場合はプリエンファシス量を調

整します。また、レシーバーはシンボ
ル ロックとレーン間アライメントを
確立します。

4. コアは、リンク トレーニングの完了 
( すなわち、システムがビット ロック
とシンボル ロックを確立 ) を DPCD 
によって示します。Tx Link Policy 
Maker は Tx Stream Policy Maker 
にトレーニング ステータスを報告し、
ストリーム属性を用いたアイソクロナ
ス ストリーム データを転送します。

　Tx Link Policy Maker は、リンク ト
レーニングへの関与のほかに、レシーバー
が出力する IRQ HPD 信号を用いてシン
ク イベント通知をモニターし、DPCD の
リンク ステータスをチェックして割り込
み原因を把握します。リンク ロックが失
われた場合、Tx Link Policy Maker は
リンクの再トレーニングを行います。ま
た、レシーバーが要求した場合は、Main 
Link のレーン数を増減させてリンクを再
構成します。
　また、Link Policy Maker は、1 つの
トランザクションが終わるまで次のトラ
ンザクションを開始しないため、複数の 
AUX リクエスト トランザクションがあ
る場合は処理順を決定します。シンクは 
NACK または DEFER で応答することが
あり、その場合、Policy Maker は次の処
理を決定します。また、AUX トランザク
ションは 16 バイト データに制限されて
いるため、Policy Maker は大きなトラン
ザクションを 16 バイトを超えない複数
のトランザクションに分割します。
　ここまでに説明したネゴシエーション
機能とリンク設定の最適化機能のおかげ
で、DisplayPort はさまざまな条件下で
も最適な性能が保証されています。Link 
Policy Maker と Stream Policy Mak-
er の制御機能によって処理工程が連動し、
最先端の高速ビデオ送信およびオーディ
オ送信が実現されます。MicroBlaze エ
ンベデッド プロセッサを使用したザイリ

ンクスの Source Policy Maker コント
ローラー システムのリファレンス デザイ
ンは、これらの新しい機能を全面的に引き
出すように設計されており、高機能なディ
スプレイ製品の市場投入をサポートしま
す。DisplayPort LogiCORE は、EDID 
例 と TED Spartan-6 FPGA コ ン
シューマー ビデオ キットにダウンロード
できるソース コードを含む、自由度の高
いソースおよびシンク ソリューションを
提供しています。この IP の評価版は無償
で入手できます。デザインを開始するにあ
たって必要なすべての環境や、アプリケー
シ ョ ン ノ ー ト『Implementing a Dis-
playPort Source Policy Maker Using 
a MicroBlaze Embedded Processor』
(XAPP493) へのリンク情報は、http://
japan.xilinx.com/products/ipcenter/
EF-DI-DISPLAYPORT.htm を参照して
ください。

参考資料

1. Xilinx IP Center – LogiCORE Display-

Port: http://japan.xilinx.com/prod-

ucts/ipcenter/EF-DI-DISPLAYPORT.

htm

2. Quantum Data 882E Video Test In-

struments, http://www.quantumdata.

com/pdf/882E_DP_DS_RevI.pdf

3. VESA DisplayPort Standard, v1.1a, 

January 2008

4. I2S Bus Specification, Philips Semi-

conductors, June 1996 (I2S バスにつ

いては、http://www.nxp.com/acrobat_

download/various/I2SBUS.pdf)

5. 『Virtex®-5 FPGA RocketIO GTP トラン

シーバー ユーザー ガイド』(UG196) およ

び『Virtex-5 FPGA RocketIO GTX トラ

ンシーバー ユーザー ガイド』(UG198)

6. 『Spartan-6 FPGA GTP トランシーバー 

ユーザー ガイド』(UG386)

　この記事の査読を引き受け、情報を提供して

くれた、ザイリンクスの Carl Rohrer、Matt 

Ouellette、Tom Strader、Chris Arndt と、

Quantum Data 社の Craig Bezek の各氏に

謝意を表します。
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ザイリンクス トレーニング スケジュール

ザイリンクス販売代理店オリジナル トレーニング

2011年 3月 4月以降のスケジュールは
Webを参照してください!!

ザイリンクスでは、大規模、高速 FPGA を対象にした FPGA 設計のための各種トレーニングを各地で開催しております。是非ご利用ください。

販売代理店各社のオリジナル 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。

コース名 受講料 スケジュール
FPGA デザイン

ISE デザイン ツール フロー 無償 * 各販売代理店にて実施中　（詳細は下記より各社 Web サイト参照）

FPGA 設計導入 無償 * 各販売代理店にて実施中　（詳細は下記より各社 Web サイト参照）

FPGA 設計実践 70,000円（税別） 16日～17日
（大阪）

17日～18日
（横浜）

30日～31日
（東京）

アドバンスド FPGA 設計 70,000円（税別） * 現在改訂中　4月公開開始予定

Virtex-6 ファミリ デザイン 無償
キャンペーン中

8日～9日
（東京）

24日～25日
（東京）

29日～30日
（広島）

Spartan-6 ファミリ デザイン 無償
キャンペーン中

10日～11日
（大阪）

15日～16日
( 東京 )

17日～18日
( 東京 )

22日～23日
（横浜）

24日～25日
（東京）

PlanAhead による
デザイン パフォーマンスの向上 導入編 70,000円（税別） 11日

（東京）
16日

（東京）
24日

（横浜）
25日

（大阪）
PlanAhead による
デザイン パフォーマンスの向上 応用編 70,000円（税別） 24日～25日

（東京）

ChipScope Pro ツールを使用したデバッグ 70,000円（税別） 22日～23日
（東京）

コネクティビティ デザイン

PCI Express デザイン 70,000円（税別） 24日～25日
（東京）

MGT シリアル I/O を使用した設計 70,000円（税別） 17日～18日
（東京）

DSP デザイン
System Generator for DSP を使用した
DSP デザイン 70,000円（税別） 22日～23日

（東京）
ザイリンクス FPGA 向け 
DSP デザイン手法入門 70,000円（税別） 15日～16日

（東京）
エンベデッド デザイン

エンベデッド システム開発 70,000円（税別） 8日～9日
（東京）

14日～15日
（大阪）

エンベデッド システム ソフトウェア開発 70,000円（税別） 30日～31日
（東京）

マーケット特化デザイン
コンシューマ ビデオ キットでの
映像信号処理入門 42,000円（税別） 11日

（東京）
29日

（東京）

* すべてのトレーニングは、ザイリンクス認定インストラクターによるオフィシャル トレーニングです。
* 日程および会場は、都合により変更となる場合もございます。最新情報はザイリンクス トレーニング Web サイトをご覧ください。

詳細とご登録はこちらから ▶▶  http://japan.xilinx.com/support/education-home.htm

東京エレクトロン デバイス http://ppg.teldevice.co.jp/ 新光商事 https://xilinx.shinko-sj.co.jp/training/index.html

アヴネット ジャパン http://www.avnet.co.jp/services/Training/index.asp PALTEK http://www.paltek.co.jp/seminar/index.htm

NEW

NEW

NEW

* すべてのトレーニングは、ザイリンクス認定インストラクターによるオフィシャル トレーニングです。
* 日程および会場は、都合により変更となる場合もございます。最新情報はザイリンクス トレーニング Web サイトをご覧ください。






