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

　私が業界ジャーナリストとして IC 設計を対象にし始めた頃、ASIC 市場はすでにその全盛期を迎えて
おり、カスタム デジタル IC ビジネスは、利益幅を拡大する手段として ASSP SoC へと急速にシフト
しつつありました。性能、電力、およびデバイスのゲートにハードウェア実装される固有の機能など、最
終製品の性能と機能セットの差別化の大部分がハードウェアに依存していた頃には、ASIC は大きな勢力
を誇っていました。それでも、ASIC ビジネスは長続きしませんでした。それはなぜでしょうか。
　Quicklogic 社 の前 CEO で現会長の Tom Hart 氏 が、数年前の対談においてこの問いに対する答
えを最も的確に述べています。「半導体ビジネスで利益を上げるために重要なのは、1 種類のチップを
多くのさまざまな顧客に大量に販売することです。」と Hart 氏。「ASIC は利鞘の少ないビジネスです。
そして、想定の上に想定を重ねるようなものです。ASIC ビジネスでは、開発する ASIC の供給先顧客
が適切な市場に向けて適切な製品を開発しているのだ、と想定しなければならないのです。」
　2000 年代初頭までに、シリコン プロセス テクノロジとゲート数は、企業がマイクロプロセッサや
他の IP コアなどを自社のカスタム デジタル デザインに組み込むことができるまでに進歩しました。
これは、SoC ( システム オン チップ ) として急速に知られるようになりました。そしてこの SoC によっ
て、半導体ベンダーは、単一のデバイスを開発し、より多くの顧客に販売できるようになりました。この
ビジネスは今日、ASSP と呼ばれています。ASSP では通常、搭載されたハードウェアがハードウェア
の最小要件を満たし、顧客の差別化はソフトウェアで行われます。ASSP ビジネスは一般的になってい
ますが、このビジネス モデルには、主に顧客から見た欠点があります。
　最大の問題は、規格が確定して市場が確立されるまで、通常、半導体ベンダーは標準 ASSP を開発
しないというところにあります。そのため、ある顧客が最初に市場に参入し、最高の ASSP 製品を入手
して利益を最大化しようとする場合、独自チップを差別化するために、カスタム ハードウェアとソフトウェ
アを作成しなければなりません。さらに、顧客が市場を支配する期間を最大化し、最初に市場に参入し
た時点の価格を維持するには、最終製品を差別化する必要があります。このことは、標準 ASSP ビジ
ネス モデルに別の欠点があることを示しています。あるベンダーから購入できる標準 ASSP は、他の
顧客も購入できます。ASSP が入手できれば、ソフトウェア機能を差別化することは比較的容易であり、
短期間に行えるのは間違いありません。ところが、その独自開発したデザインの類似品を、競合他社
がまったく同じハードウェアを使用して低コストで開発し、さらには改良さえも加えるということも比
較的簡単にできてしまいます。このように、特定市場への参入機会がまだ残っているうちに類似製品を
市場投入し、すこしでもシェアを獲得しようとする企業にとっては、ASSP は格好のビジネスであるこ
とが証明されています。
　高騰するシリコン開発費に直面した多くの企業は、利益を最大化するために、プラットフォーム ビ
ジネス モデルにシフトしようとしています。つまり、まず特定のシリコン プロセス ノードでカスタム 
チップを開発し、次に、IP コアとデザインの再利用により低コストの派生製品を開発します。ASIC、
独自 ASSP、または ASSP を使用してプラットフォームを構築できますが、これらの選択肢は、上述
した問題をそのまま引き継いでいます。そのため、ますます多くの顧客が、半導体の進化の次の段階を
見据えて、Xilinx® の受賞歴のある Zynq®-7000 All Programmable SoC を採用したプラット
フォームの構築に着手しています。カバーストーリーでも紹介しているとおり、Zynq SoC は間違い
なく最も賢明なビジネスであり、差別化された製品プラットフォームを構築して収益性の基盤を最大化
するために利用できる技術的な選択肢なのです。
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Products, Profits Proliferate on Zynq SoC Platforms
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での製品、利益の拡大

 4  Xcell Journal 88 号



C O V E R  S T O R Y

　ザイリンクスが 2011 年後半に Zynq®-7000 All Program-
mable SoC を出荷して以来、多くの製品に恩恵がもたらされま
した。現在 Zynq SoC は、世界中の自動車、医療、およびセキュ
リティ ビジョンの分野における最新かつ最先端の製品、さらには
工場における安全性の向上、環境負荷の低減、効率化を可能にす
る高度なモータ制御システムの重要なパーツとして多数採用されて
います。Zynq SoC は、次世代の有線および無線通信インフラ機器、
ならびに新しく生まれた「モノのインターネット」を支える多様なア
プリケーションの受け皿としても採用されています。　
　ワンチップ上にデュアルコア ARM® Cortex ™ -A9 MPCore プ
ロセッサ、プログラマブル ロジックと重要なペリフェラルのすべて
を統合したデバイスの比類ない汎用性を直接経験することで、ます
ます多くの顧客が、Zynq SoC の用途を、プロセッサ選択のため
の 1 つの受け皿から、製品ライン全体のプラットフォーム選択へ
と拡大しています。Zynq SoC とハードウェア/ ソフトウェアの再
利用を活用するプラットフォーム戦略を展開することによって、多く
の派生製品やバリエーション製品を短期間に開発することができま
す。その結果、設計の生産性が向上し、利益がさらに拡大します。
　それでは、プラットフォーム エレクトロニクスのトップ企業が収
益性を改善するために何を実践しているかを見てみましょう。また、
Zynq SoC が ASIC、スタンドアロン ASSP はもとより、2 チッ
プ ASSP+FPGA プラットフォーム実装と比較しても極めて優れて
いる理由、および企業が高い利益を上げるために Zynq SoC を有
効に活用する方法についても説明します。
　多くの人にとって、「プラットフォーム」という言葉は使い古され
たマーケティング用語になっています。それでも、エレクトロニク
ス業界では、アップル、インテルやシスコシステムズなどの多くの
企業がプラットフォーム ビジネス戦略を効果的に実行し、エレクト
ロニクス業界のリーダーとして高収益を実現しています。プラット
フォーム戦略の展開において、各企業は、エレクトロニクス製品プ
ラットフォームの初期バージョンとして設計したブロックの作成とド
キュメント化にかなりの額の先行投資を行います。その後、企業は、
これらのデザイン ブロックを IP (Intellectual Property) コア ブ
ロックに作り変え、派生製品ライン、各モデル、および次世代製品
に簡単かつ短期間に展開するために、IP コア ブロックを再利用し
ます。これらの派生製品は、より早く、少ない労力で提供でき、設
計コストと使用リソースを節約することができます。

Products, Profits Proliferate on Zynq SoC Platforms 顧客は、ザイリンクスの 
Zynq SoC を中心として
製品ポートフォリオを構築する
ことにより、売上を最大化できる
ことを理解しています。

Mike Santarini 
Publisher, Xcell Journal 
Xilinx, Inc. 
mike.santarini@xilinx.com
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Initial design cost at 28nm averages $130 million. Derivative design cost at 28nm averages $35.6 million.es $130 million Derivative design co

Rising IC Design Costs

図 1 – IC 開発の初期コストは、新しい各製造プロセス技術の導入とともに増加します。
それに比べて、同じノードでの以降の派生製品の開発コストは大幅に低下し、最終製品において設計コストの 10 倍の売上目標を

  達成することがはるかに容易になります。企業は、プラットフォーム デザインを使用することで、派生デザインを短期間で開発し、
収益性を高めることができます。

Revenue target of 10x initial design cost at 28nm is $1.3 billion. Revenue target of 10x derivative design cost at 28nm is $356 million.enue target of 10x initial design cost at 28nm is $1.3 billion.g g $ Revenue target of 10x derivative design cost at 28nm is $356 millig g $

Rising Revenue Requirements to Support Rising IC Design Costs
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Source: International Business Strategies, Inc. (IBS) (2013/2014)
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利益を達成するための課題   
　調査会社 International Business Stra-
tegies (IBS) の 2013 年のレポート「Fac-
tors for Success in System IC Business」
は、最新の プロセス技術を駆使した ASIC 
または ASSP デバイスの製 造コストは、
28nm 製 造 ノード か ら 20nm、16nm、
10nm 製造ノードへのシフトとともに増え
続け、独自チップを製造する各企業が従来
の最終製品の売上目標 ( 初期研究開発投資
額の 10 倍強 ) を達成するのは、ますます
困難になると結論付けています。しかし多
くの企業は、各ノードで複数の派生製品を
作成することによって、この 10 倍の目標
の達成に向けて大きく前進しています。
　「派生デザインのコストは、初期デザイン
のコストの 20% に抑えることができます。
つまりこれが適用されれば、開発費が極め
て高い新製品ファミリに関しては、非常に低
いコストで派生デザインを実装することがで
きます。売上と利益を最適化するには、企

図 2 – 派生デザインによって time-to-marketの短縮化、およびコストが減少し、利益目標の達成が容易になります。

業が複数の派生デザインを 1 種類のテクノ
ロジ ノードで実装した方が有利です」と報
告しています。「1 種類のテクノロジ ノー
ドで 1 つまたは 2 つのデザインしか実装し
ない場合、先行投資の費用が極めて高くな
り、良好な投資収益を得る上でのリスクが
高まります。」
　「新製品の実装コストを低減する新しい
設計概念によって、半導体業界の構造が劇
的に変化する可能性があります」とレポー
トは続けています。「ただし、新しい設計手
法が出現するまでは、半導体企業は、自社
のビジネス モデルを、加工寸法が小さくな
るに従って変化する半導体業界の財務指標
の現実に適応させる必要があります」［出典 
: International Business Strategies, 
Inc. (IBS) (2013 年 /2014 年 )］
　IBS の調査では、28nm の ASIC または 
ASSP の ( 初期製品の ) 設計コストは 1.3 
億ドルとなっています ( 図 1)。一方、派生製
品の設計コストは大幅に低く、3,560 万ド

ルとなっています。したがって、両方のタイ
プのデバイスで 10 倍の売上目標を達成す
るには、複合デバイスに 13 億ドルの投資
をした場合、派生デバイスに対しては 3.56 
億ドルで済ませる必要があります ［出典 : 
International Business Strategies, Inc. 
(IBS) (2013 年 /2014 年 )］。
　IBS の調査では、28nm で複合 ASIC 
を設計するには、650 人 / 年の費用がか
かることが示されています。これに対して、
28nm の派生 ASIC デザインの開発には、
169 人 / 年しかかかりません (1/3.8 に
低減 )。
　ASIC チームがムーアの法則に従って 2 年
の開発サイクルで新しいデザインを開発する
と仮定すると、28nm の複合 ASIC を 2 年
で開発するには、325 人のエンジニアが必
要になります。一方、28nm の派生 ASIC 
を 2 年で開発する場合は、85 人のエンジニ
アで済みます。あるいは 325 人のエンジニ
ア全員で同じ派生 ASIC を開発した場合は、
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market、および設計工数をさらに削減すると
ともに、各派生製品や次世代製品の収益性
を改善します。
　IBS の調査では、派生デザインの開発は
企業が「売上と利益を最適化する」ための
手段である、ということが示されています。
また、複数の派生製品を、プラットフォーム
手法を用いて同じノードで ( つまり、一つの
派生製品から次の派生製品へ ) 開発するこ
とによって、企業はさらに売上と利益を最適
化することができます。これは、後の各デザ
インで、前のデザインを再利用し、学習した
ことや経験を活用して、顧客の要求をより正
確に理解することができるためです。

プラットフォームの成功を左右する
処理システムの選択 
　企業がプラットフォーム戦略を展開する上
で最も重要な 2 つのビジネス上の決定は、
実は技術に関連した決定なのです。それら
は、多くの処理システムのうち、どれを自社
の製品プラットフォームの中核部分にするの
か、および、その処理システムのどのシリコ
ン実装が収益性を改善するのに最適である
か、ということです。
　プラットフォーム戦略では、処理システム
は、最低限アプリケーション ソフトウェア
とシステムの要件を満たす必要があります。
処理システムは、スケーラブルで容易に拡張
できる必要があり、大規模で確立されてい
て、成長を続けるエコシステムが存在する
必要があり、設計者とエンジニアが以前の
デザインを活用できる必要があります。最後
に、処理システムは、ロード マップを持ち、

作業を 6 カ月で完了させることができます 
( 図 2)。
　さらに、表 1 に示すように、325 人の
エンジニアによって初期複合デザインで 10 
倍の売上 13 億ドルを回収できたと仮定す
ると、対応可能な市場がより小さい ( 売上
規模が初期 ASIC の市場の 80% (10.4 
億ドル )) 派生デザインでは、2 年間で製品
を開発するのに 85 人のエンジニアしか必
要とせず、初期 ASIC デザインの NPV (Net 
Present Value ＝正味現在価値 ) よりもは
るかに優れた NPV を達成できます（NPV 
は、現在の資金収入と資金支出の差として
定義されます。この概念は、投資やプロジェ
クトの収益性を分析するために資本予算で
使用されます )。
　さらに、派生 ASIC は、初期 ASIC よ
りも「収益性指数」、つまり PI (NPV を研
究開発費で割った値 ) が非常に優れていま
す。派生デザインが初期デザインの半分の
規模 (6.5 億ドル ) の市場に対応する場合で
も、基本的に PI は同じになり、NPV は初
期 ASIC よりも良好な値になります。

プラットフォーム : 収益性の高い
派生製品のための最善の戦略  
　半導体企業およびエレクトロニクス シス
テム企業では、研究開発費の高騰、競争
の激化、すべてに対してより良いものを求
める顧客の要求といった課題に対処するた
め、短期間で派生製品を開発して利益を最
大にする手段として、プラットフォーム戦略
にシフトする傾向が増えています。プラット
フォーム戦略は、製品開発期間、time-to-

そのロード マップから逸脱したことがなく、
かつ常に正誤表を公表している、実績のあ
る安定したサプライヤから供給される必要
があります。これらの資格の一部を満たす
候補はいくつか存在しますが、これらすべて
の資格を満たすか上回るような候補となる
のは、ARM マイクロプロセッサ アーキテ
クチャです。
　ARM は、PC 以外のほぼすべての機器に
おいて、組込み処理アーキテクチャのデファ
クトスタンダード（事実上の業界標準）になっ
ています。携帯電話から、自動車、医療機
器まで、高度な組込み処理を使用する現在
の大部分のエレクトロニクス システムでは、
ARM プロセッサ コアが採用されています。
特に、ARM の Cortex-A9 プロセッサ アー
キテクチャは、多くの種類の SoC (System 
on Chip) の中核部分になっています。この
アーキテクチャは、通常は最先端のスマート
フォンやタブレットのような量産向けで高付
加価値の製品のための ASIC デザイン、ま
た通常は機能に差がないため価格競争の激
しい、すでに確立されている小規模生産か
ら中規模生産までの市場に参入しようとする
企業向けの多くの ASSP デザインに見るこ
とができます。
　これらの製品を差別化するために、多く
の企業は、 FPGA を ARM 処理システム 
ベースの標準 ASSP と組み合わせて、製品
プラットフォームを構築しています。この構
成では、企業は幅広い機能セットを開発す
るか、柔軟でアップグレード可能な高性能
の最終製品を開発し、ハードウェアおよび
ソフトウェアで差別化することができます。

Lifetime
Revenue*

($M)

R&D Spend
($M)

NPV***
($M)

Profitability
Index 

Initial Complex ASIC $1300 $130 $260 $12.85 0.1
Derivative #1 (80% size market) $1040 $35 $208 $74.78 2.14
Derivative #2 (50% size market) $650 $35 $130 $34.47 0.98

* Assumes 7 years
** Assumes profit margin 20%
*** Assumes 15% discount rate

Lifetime
Net Profit**

($M)

表 1 – 派生デザインを開発すると、NPV が大幅に改善されますが、PI (収益性指数) の改善はさらに顕著です。
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これによって、ソフトウェア プログラマブル
のみの ASSP 実装で類似品を提供する競
合他社に勝つことができます。ザイリンクス
の FPGA をこれらの ASSP に追加するこ
とで、多くの企業が自社の製品を市場で差
別化することができました。

理想的なプラットフォーム 
ソリューション : Zynq SoC 
　ザイリンクスは、Zynq-7000 All Pro-
grammable SoC で、大多数の組込みアプ
リケーションに適した、強力な ARM Cortex- 
A9 をプラットフォームに実装しています。表 
2 に示すように、Zynq SoC には、ASIC、
ASSP だけでなく、ASSP と FPGA の組み
合わせさえも凌ぐシリコン プラットフォーム
としてのメリットがあります。他の ARM 処
理システムのハードウェア実装と比較して、
Zynq SoC は、NRE 費用、柔軟性、差別
化、生産性 /time-to-market、低コストの
派生製品、全体的なリスク緩和などの点で、
優れた特徴を持っています ( 表 3 )。
　さらに、Zynq SoC には、他のプラット

フォーム実装よりも優れた、大きなコスト上
のメリットがあります。具体的な数字を挙げ
て説明します。
　Barrie Mullins ( ザ イ リ ン ク ス の All 
Pro-grammable SoC 製品マーケティング
部長兼経営担当取締役 ) によれば、28nm 
ASIC デザインの平均コストが 1.3 億ド
ルであるため、このデザインの売 上目標
は 10 倍の 13 億ドルになります。ところ
が、Zynq SoC ベースの標準的な設計プ
ロジェクトの全体的な設計コストは、本質
的に ASIC 実装コストよりもはるかに低く、
time-to-market も短いと Barrie Mullins 
は述べています。これは、Zynq SoC が、
事前に設計され、テストされ、特性が確認
され、検証されて製造された SoC を提供
するからであり、差別化するためのソフト
ウェア、ハードウェア、I/O の性能および柔
軟性を提 供するからです。さらに、Zynq 
SoC では、ザイリンクスのハードウェアお
よびソフトウェアのデザイン ツールが安価
であり、高度に統合されているというメリッ
トを享受します。これに対して、ASIC のツー

ル フローは複雑で、相互運用性と互換性に
大きな問題があり、しかも多額の運用コス
トがかかる複雑なライセンスを必要としま
す。ザイリンクスの設計フローは、設計者
がザイリンクスの推奨する UltraFast ™ 手
法を使用した場合に、特に高効率が期待さ
れます。Mullins によれば、それに加えて、
ザイリンクスのエコシステム IP が既に設計、
検証されており、ザイリンクスのツールがミ
ドルウェアを生成するため、IP 認定コスト
が抑えられます。
　その結果、標準的な Zynq SoC プロジェク
トのコストは 2,300 万ドルになると Mullins 
は述べています。したがって、設計プロジェ
クトで標準的な 10 倍の売上目標を達成す
るには、製品ライフサイクル全体での売上が 
2.3 億ドルになればよいのです。この売上目
標は、ASIC 実装コストの 10 倍の売上目標
の達成に必要な 13 億ドルと比較して、実現
の可能性がはるかに高くなります ( 表 4)。
　IBS のデータを分析しながら上で述べた手
法を用いて、Zynq SoC で実装された初期
複合デザインが同じ 13 億ドルのターゲット

表 2 - Zynq-7000 All Programmable SoC は、プラットフォーム戦略を実装しようと試みる顧客に、
最適な特性の組み合わせを提供します。

Total System
Cost Flexibility RiskDi�erentiation Time-to-Market

Cost of 
Derivatives

ASIC

Zynq
SoC

ASSP
+

FPGA

ASSP

Low +
best value

Most �exible: HW and
SW programmable 

+ programmable I/O

Highest degree of
programmability,
HW/SW co-design

Fastest for
integrated HW &

SW dierentiation

Fastest if ASSP
requires HW

dierentiation

Fastest if SW-
only dierentia-

tion required

Lowest &
riskiest

Best HW 
dierentiation but 

limited SW 
dierentiation

Lowest due to 
HW & SW 

programmability

Predictably 
low risk

Highest
Terrible
(respins)

Can be Lowest
 if SW-only 

programmability 
is su�cient  

Once manufactured
only limited SW 

�exibility

Higher than Zynq 
SoC (system 
dependent)

High to prohibitive

Lowest if SW-only 
programmability 

is su�cient  

Good but SW-
programmable only

HW and SW
programmable,

ASSP-dependent

Limilted to SW 
programmable only

- easy cloning

Low to high
depending on
FPGA vendor

Highly �exible but 
ASSP I/O limited 

compared to 
Zynq SoC

Low to high 
depending on 
FPGA vendor

Lowest if SW-only
derivatives needed

Best platform attributes
Good platform attributes
Passable platform attributes
Worst platform attributes
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市場を 100% 獲得できると仮定した場合、
製品の完成に必要な投資額は、2 年間に 57 
人のエンジニアを使用して、わずかに 2,300 
万ドルです。
　初期 Zynq SoC デザインが、初期 ASIC 
デザインと同じ 20% の利益幅を持つと仮定
すると、初期 Zynq SoC デザインの NPV 

は 1.0727 億ドル、PI は 3.7 になり、初期 
ASIC の 1,285 万ドルの NPV、0.1 の PI 
よりも劇的に向上します。 同じ 20% の利益
幅において、Zynq SoC の派生製品の NPV 
と PI は、さらに顕著に向上します ( 表 5)。
　ザイリンクスの顧客は、Zynq SoC プラッ
トフォーム戦略における派生製品のコスト

が、通常は初期デザインよりも 60% 低い
ということを示しました ( 補足記事を参照 )。
　ASIC プラットフォームの派生製品と同じ 
20% の利益幅で、初期デザインの 80% 
の市場規模を対象とする Zynq SoC プラッ
トフォームの派生製品を比較すると、Zynq 
SoC プラットフォームの NPV は 9,666 万

表 3 – 低い NRE 費用や柔軟性などの要素が、Zynq SoC をもって、プラットフォーム戦略に最適な処理の選択肢にしています。

Lowest NRE, Best Risk
Mitigation

✔ Already
 manufactured silicon

✔ Negligible
 development & 
 design tool costs

✔ Xilinx IP library +
 third-party IP

✔ Extensive
 development boards

Greatest Flexibility
& Differentiation Streamlined Productivity & Fast TTM

Lowest Cost of
Derivatives & Highest
Profitability

✔ All Programmable
 HW, SW & I/O

✔ Anytime field
 programmable

✔ Partial
 reconfiguration

✔ System Secure
 (encryption)

✔ Instant HW/SW co-development

✔ All Programmable Abstractions (C, 
 C++, OpenCV, OpenCL, HDL, model- 
 based entry)

✔ Vivado Design Suite, Vivado HLS, IP
 Integrator & UltraFast Methodology

✔ Broad and open OS & IDE support
 (Open-source Linux & Android,
 FreeRTOS, Windows Embedded, Wind
 River, Green Hills, & many others)

✔ IP standardized on
 ARM AMBA AXI4

✔ Reuse precertified
 code (ISO, FCC, 
 etc.)

✔ Reuse & refine 
 code & testbenches

✔ Volume silicon,
 power circuity,
 PCBs & IP licensing

表 4 - Zynq SoC プロジェクトのコストは、同等の ASIC プロジェクトのコストよりも大幅に低減できます。

28nm ASIC (IBS Data) Zynq SoC (Xilinx Estimates)

Hardware
IP qualification
Architecture
Verification
Physical design
Subtotal hardware (design
engineering resources)

Software
Prototype cost ($M)
Validation of prototypes

Total

Approximate
Engineering

Months

% Total Cost
($M)

Approximate
Engineering

Months

Total Cost
($M)

%

26
8

53
13

100

704
209

1431
350

2694
 

4296

815
 

7805

4.0
2.1
3.0
0 

9.1
 

10.0

2.8
 

22.9

11.8
4.2

28.9
6.9

51.8
 

59.8

16.6
 

130.3

20
45
35
0

100

240
100
160

0

500
 

720
 

140
 

1360

 2.1 1.0
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ドル、PI は 8.33 になります。これは、NPV 
が 7,478 万ドル、PI が 2.14 である ASIC 
派生製品よりも大幅に改善されています。同
様に、初期 Zynq SoC デザインのターゲッ
ト市場の半分の市場規模を対象にする派
生 Zynq SoC デザインの NPV は、5,634 
万ドル、PI は 4.86 になります。これは、
ASIC プラットフォームの派生製品の値よりも
はるかに優れています。
　ASIC プラットフォームの利益幅を 20% 
のままとし、その結果を ( おそらく比較的高
い Zynq SoC の単価を考慮して ) さらに低
い 15% の利益幅を仮定した Zynq SoC プ
ラットフォームと比較した場合でも、Zynq 
SoC は、利益最大化へのはるかに優れた道
筋を示します。15% の利益幅において、初
期 Zynq SoC デザインの NPV は 7,367 万
ドルになり、PI は 2.45 になります。これは、
ASIC の利益幅が 20% もある場合の初期 
ASIC の 1,285 万ドルの NPV、0.1 の PI 
よりも大きく改善されています。

　初期 Zynq SoC のターゲット市場での収
益の 80% の市場規模 (10.4 億ドル ) を対
象にする Zynq SoC プラットフォーム デザ
インの場合、Zynq SoC ベースの派生製品
を開発するには、2 年間で 23 人のエンジニ
アが必要になります。最終的に、この製品の 
NPV は 6,978 万ドル、PI は 6.02 になり
ます。これを ASIC 派生製品の 7,478 万ド
ルの NPV と比較すると、Zynq SoC 派生
製品の NPV の方がわずかに低下していま
す。ただし、15% の利益幅での Zynq SoC 
派生製品の PI は、ASIC の利益幅の方が高
い (20%) にも関わらず、ASIC 派生製品の 
2.14 の PI よりも大幅に改善されています。
　さらに、初期 Zynq SoC デザインのター
ゲット市場の半分の規模の市場を対象に
する ( 同じく 15% の利益幅を持つ ) 派生 
Zynq SoC デザインは、3,955 万ドルの 
NPV と 3.41 の PI を達成します。これは、
ASIC 派生製品の 0.98 の PI よりも優れて
いるだけでなく、初期 Zynq SoC の PI よ

りも優れています。
　利益幅が特定の市場で必要とされる生産
量によって変わるとはいうものの、大量生
産アプリケーションの場合でも、Zynq SoC 
が優れたプラットフォームの選択肢になるこ
とがデータで示されていることに注意して
ください。20% という高い利益幅を持つ 
ASIC プラットフォームと、利益幅が 15% 
の Zynq SoC プラットフォームを比較した
場合でも、Zynq SoC の方が、経済的にも
技術的にも、はるかに優れたプラットフォー
ム ソリューションになります。生産量が少な
い場合は、当然、Zynq SoC プラットフォー
ムは、利益を最大にする最も優れたプラット
フォームの選択肢になります。

Zynq SoC によって実証された
プラットフォームの成功  
　現在、多くの顧客がさまざまなアプリケー
ション分野で、Zynq SoC をプラットフォー
ム戦略の中核部分として活用することに

表 5 – NPV および収益性指数は、Zynq SoC が ASIC ベース プラットフォームよりも
はるかに優れたプラットフォームの選択肢であることを示しています。

Lifetime
Revenue*

($M)

R&D Spend
($M)

NPV***
($M)

Profitability
Index 

Initial Complex Zynq SoC design $1300 $23 $195.00 $73.67 2.54
Derivative #1 (80% size market) $1040 $9.2 $156.00 $69.78 6.02
Derivative #2 (50% size market) $650 $9.2 $97.50 $39.55 3.41

* Assumes 7 years
** Assumes profit margin 15%
*** Assumes 15% discount rate

Lifetime
Net Profit**

($M)

Zynq SoC Platform at 15% Profit 
Margin

Lifetime
Revenue*

($M)

R&D Spend
($M)

NPV***
($M)

Profitability
Index 

Initial Complex Zynq SoC design $1300 $23 $260.00 $107.27 3.70
Derivative #1 (80% size market) $1040 $9.2 $208.00 $96.66 8.33
Derivative #2 (50% size market) $650 $9.2 $130.00 $56.34 4.86

* Assumes 7 years
** Assumes profit margin 20%
*** Assumes 15% discount rate

Lifetime
Net Profit**

($M)

Zynq SoC Platform at 20% Profit 
Margin
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　ナショナルインスツルメンツは、早期に Zynq 
SoC を採用した企業であり、このデバイスをプ
ラットフォームとして活用することで、いかに効率
が向上して利益が増えるかを、既に示しています。
　「弊社で Zynq プラットフォームを使用して行っ
ているのは、独自プラットフォームの構築です」
と James Smith 氏 ( ナショナルインスツルメン
ツ ( テキサス州オースティン ) の組込みシステム
製品マーケティング担当取締役) は述べています。

「弊社は、科学者とエンジニア向けのツール プロ
バイダです。弊社は、開発プラットフォームを構
築しており、顧客はその上で設計を行うことがで
きます」
　ザイリンクスとナショナルインスツルメンツは、
ザイリンクス製品のロード マップにおいて、長期
に渡り綿密な協力を行ってきました。この協力は、
ザイリンクスが Zynq SoC を開発した際に特に
行われました。ナショナルインスツルメンツは、
2011 年 11 月にこの新しいデバイスの出荷を最
初に受領した顧客であり、このデバイスをプラッ
トフォームとして既に活用しています。
　ナショナルインスツルメンツは、2013 年夏
に、Zynq SoC をベースにした 1 つではなく 
3 つの新製品を発表しました。それらは、ハ
イエンドのソフトウェア設計済みコントローラ 
CompactRIO-9068、学生を対象にした廉価
版の myRIO、First Robotics Competition 向
け製品の roboRIO です。
　「ナショナルインスツルメンツは、この 10 年間
に、主にザイリンクスの FPGA を標準マイクロ
プロセッサと組み合わせてプラットフォーム手法
を使用してきました」と Smith 氏は述べていま
す。Smith 氏は、Zynq SoC がナショナルイン
スツルメンツの RIO 製品ラインに最適なプラット
フォームであるとも。
　「弊社は、Zynq SoC を使用することによって、
従来の処理プラットフォームを上回る他に類のな
い多くの恩恵を受けました」と、Chris Rake 氏
( ナショナルインスツルメンツの CompactRIO 
ハードウェアのシニア グループ マネージャ ) は
述べています。「Zynq デバイスは高付加価値製
品であり、弊社の旧世代の類似製品の約 4 倍の
性能を提供するプロセッサと、極めて高機能な 
Xilinx 7 シリーズ ロジック ファブリックを内蔵
しており、さらに DSP リソースが追加されてい
ます。これらは、すべて非常に競争力のある価格

マブル ロジック テクノロジの使用に関心のある
チームのために、十分確立された技術的先導者
がいます。それらの先導者は、社内設計チーム
にとって連絡先の役目を果たし、設計および検証
を補助します」と、Rake 氏は述べています。「初
期 Zynq SoC ベース プラットフォームを開拓し
たチームは、現在、Zynq デバイス に関する質問
に回答可能な豊富な知識により、貴重な人材チー
ムになっています。これらの人材によって、派生
製品の開発が促進されます。ナショナルインスツ
ルメンツでは、派生製品の開発は、初期製品開
発チームとの共同作業になっています。」
　初期製品の後のチームは、プラットフォームの
回路図または回路図 + レイアウトおよび実際の
ハードウェア コンポーネントを、開発中の新製品
に活用して再利用することができます。「そのた
め、初期作業の後、今後数年間は、その投資によ
る恩恵を受けることができます。ロード マップ上
に新製品を公開することに加え、その他の派生
製品を短期間に開発して、将来のロード マップに
追加することもできます。」と、Rake 氏は述べて
います。
　この企業は、2014 年 1 月までに、初期 Zynq 
SoC ベース プラットフォーム上に構築された 2 
つの派生製品を既に公開しました ( 公開間もない
派生製品は、58 ページ（英文の Xcell Journal）
で紹介されています )。「各製品を既に公開してお
り、それらの製品からの派生製品を現在開発し
ています」と、Smith 氏は述べています。「まる
で樹木のように、このリファレンス デザインを幹
として開発が始まり、そこから枝が成長し、さら
にその枝から別の枝が成長します。」
　製品の time-to-market を大幅に短縮するこ
とに加え、Zynq SoC プラットフォームは、最終
損益に直接的な影響を与えています。2013 年
第 3 四半期の収支報告で、ナショナルインスツ
ルメンツは、cRIO-9068 および sbRIO ( シン
グルボード ) アナライザ製品ラインによって第 3 
四半期の売上が伸び、myRIO がナショナルイン
スツルメンツの学術部門の第 3 四半期売上新記
録の達成に貢献したことを報告しました。Smith 
氏は、各派生デザインのコストが元のアーキテク
チャよりも約 60% 少なく、time-to-market が
約 30% 短縮されると見積もっています。
　ASIC で同じ設計を行った場合は、コストが
はるかに高くなったでしょう。

で提供されています。」
　プロセッサとロジックが同じチップ上に存在す
るため、Rake 氏は次のように述べています。「弊
社では、プロセッサの性能が向上しただけでな
く、DMA ( ダイレクト メモリ アクセス ) の性能
が劇的に向上しました。DMA のスループットを 
2 倍以上に増やし、プロセッサとプログラマブル 
ロジックの間を行き来する DMA チャネルの数を
飛躍的に増やすことができました。これらは、従
来使用していたプラットフォーム アーキテクチャ
では、いずれも不可能でした。従来のプラット
フォーム アーキテクチャで同等の製品を開発した
場合、法外な価格になったでしょう。」
　プロセッサと FPGA をワンチップに内蔵したこ
とによってフォーム ファクタを小さくすることも
できました、と Rake 氏は述べています。「パッ
ケージを 2 つや 3 つに分けるのではなく、1 つ
のパッケージでアーキテクチャの中核部分を表現
すことができ、サイズを劇的に縮小できます」と、
Rake 氏。「Zynq デバイスを使用すると、市場に
投入する必要のある各製品を適切な価格で開発
できます。」
　さらに Rake 氏は、次のように述べています。

「新しいプラットフォームへの移行は常に高い初
期コストを伴いますが、Zynq SoC への移行も
例外ではありませんでした」「プロジェクトは、
Zynq デバイスがまだ開発中のときに、ソフトウェ
ア スタックを ARM デュアルコア A9 プロセッ
サに移植することから始まりました」「ザイリン
クスの初期開発プラットフォームを使用して、移
行作業を進めるとともに、市販されているもの
でデュアルコア A9 を内蔵する ASSP を使用し
ました。」
　「その後、実際の製品が提供されると、ナショ
ナルインスツルメンツは Zynq-7020 を使 用
して LabVIEW RTOS 全体の NI Linux Real-
Time への移植を開始しました。」「弊社は、すべ
てを前もって行う必要があり、大変な労力を要し
ました。ところが、現在は、ナショナルインスツ
ルメンツ全体の複数の開発チームが新規デザイ
ンの開発に使用できる、コア、標準アーキテクチャ
を入手したことになります」と、Rake 氏は述べ
ています。
　ナショナルインスツルメンツでは、すべてのプ
ロジェクトの回路図とレイアウトが中央保管所に
保存されています。「このプロセッサとプログラ

ケース スタディ 

ナショナルインスツルメンツは 
Zynq SoC によって新たな効率を達成
Mike Santarini
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よって劇的な経済規模の拡大を達成してい
ます。その最も良い例は、世界的に有名な
ハイエンドの自動車産業向け電子制御装置 
(ECU) のメーカーです。この顧客は、Zynq 
SoC をプラットフォーム ソリューションとし
て標準化しています。
　この企業は、Zynq SoC を活用し、緊
密に結合されたハードウェア IP コアとソフ
トウェア IP コアを大幅に再利用して、柔
軟性の高い ECU プラットフォームを構築
しました。このプラットフォームは、複数
の自動車メーカーの固有のニーズ、さまざ
まなライン、モデル / 構成、および装備品
に合わせて素早くカスタマイズすることが

できます ( 図 3)。Zynq SoC を中心的な
プラットフォームとして使用することによっ
て、この企業は、最大の経済的規模を達成
し、予算を削減しながら、増え続ける顧客
に提供する製品の数を増やすことができ、
その結果各顧客に合わせた ECU を短期間
で提供することができました。
　Zynq SoC を収 益 性 向 上のため のプ
ラットフォームとして使用している別の企業
の詳細な調査については、補足記事「ケー
ス スタディ : ナショナルインスツルメンツ
は Zynq SoC によって新たな効率を達成」
を参照してください。
　Zynq-7000 All Programmable SoC 

は、ほとんどの組込みアプリケーションに
対してプラットフォーム戦略を実装するのに
最適なデバイスです。ARM 処理と、FPGA 
ロジックおよび I/O のプログラマビリティと
の間の比類ない統合により、Zynq SoC は
あらゆるレベルの企業が開発力を調和させ、
競合他社に先駆けて高度に差別化された製
品ラインを市場に投入することを可能にしま
す。Zynq SoC プラットフォームによって、
これらの顧客は高い収益性を実現できます。
　Zynq SoC プラットフォームの詳細につい
ては、http://japan.xilinx.com/products/
silicon-devices/soc/zynq-7000/index.
htm をご覧ください。

Automotive Adaptive
Cruise Control ECU

Derivatives of
derivatives

Car Co. A Car Co. C

Initial product

Derivative product

Base platform with greatest
potential for scalability
• Longer development time
• High initial design cost

Expand to multiple customers
• Fast development time
• Low design cost (design reuse)
• High profitability

Expand to multiple product
lines - luxury to economy 
for each customer
• Fast development time
• Lowest design cost
• Highest profitability

Luxury car

SUV

Sports car

Trucks

Economy

Luxury car

SUV

Sports car

Trucks

Economy

Luxury car

SUV

Sports car

Trucks

Economy

Car Co. B

図 3 – ザイリンクスの顧客は、Zynq SoC プラットフォームを使用して複数の自動車メーカーにメーカーごとの
複数のラインとモデルを提供し、収益性を改善することによって、初期デザイン投資の効果を最大化しました。
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重力波と暗黒エネルギー
の探索
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　異分野混成の科学者チームが南極においてビッグバンの痕
跡の調査を行ってきましたが、今年の 3 月 に、BICEP2 実
験により宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) の B モード偏光に
重力波の証拠を初めて発見したと発表しました。
　現在、科学者達は別の証拠、つまり、CMB マイクロ波光
子のかすかならせん状の偏光に記録された重力波の証拠を探
しています。このらせん状の偏光を検出することで、ビッグバ
ン理論のインフレーションの側面が確認されると考えられて
います。インフレーションとは、宇宙の年齢が 1 ピコ秒に達
するよりもかなり早く、宇宙が光よりも極めて早い速度で膨
張したという仮説です。理論上は、この超光速 ( 光よりも高速 ) 
の宇宙インフレーションによって重力波が生まれ、その痕跡
が、ビッグバンで発生した光子の偏光に残されていると考え
られています。
　科学者チームが重力波の研究に利用する特殊カメラは、超
伝導転移端センサー (TES) ボロメータを使用して E モード 
( 渦なし ) と B モード ( 傾斜なし ) の両方のマイクロ波放射を
測定します。このカメラは、Xilinx® Virtex®-4 FPGA をベー
スにしたマギル大学の第二世代 DFMUX ボードを中心にして
構築されています。
　世界中の宇宙物理学者が、同じザイリンクスのボードを実
験に使用しています。一方、Kintex®-7 デバイスで更新され
た新しいバージョンのカメラを試行している研究者もいます。
Kintex 版のカメラは、カナダの科学者が暗黒エネルギーの
調査に使用する予定の巨大望遠鏡にも搭載されています。

ビッグバンの残響 
　CMB マイクロ波光子の偏光変動は、B モード信号と呼ば
れており、その痕跡は極めてかすかです。CMB 黒体全体の
温度は 2.73 ケルビンですが、B モード信号は、おおよそ 1 
ケルビンの 1000 万分の 1 です。
　B モード信号は、非常に大きい根源的な「E モード」偏光
信号に対する重力レンズ効果によって小角度スケールで生成
され、CMB とビッグバンのインフレーション期に生成された
重力波の背景放射との相互作用によって大角度スケールで生
成されます。
　CMB の重力レンズ効果によって発生した B モード偏光は、
10 メートル南極点望遠鏡 (SPT) に設置された SPT 旋光
計 (SPTpol) カメラによって、2013 年に初めて検出されま
した。10 メートル南極点望遠鏡は、国際科学チームによっ
て運用されています ( 図 1)。SPT は、アムンゼン スコット
基地で BICEP2 ( 近日中に BICEP3 に移行 ) 実験および 
Keck Array CMB 実験に共同利用されています。
　CMB 放射は、ビッグバンに伴う巨大なエネルギー爆発
の最後の残響です。Arno Penzias と Robert Wilson は、
1964 年にベル電話研究所 ( ニュージャージー州、ホルム
デル ) で電波ノイズ源を調査するために極低温受信機を使用
して実験しているときに、CMB 放射を偶然発見しました。

ザイリンクスの
デバイスを武器に、
深淵な宇宙の真理に
迫ります。
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CMB は、2 人の科学者が実験データから
除去できなかった 1 つのノイズ源でした。
CMB 放射の発見によってビッグバン宇宙論
が確認され、Penzias と Wilson は1978 
年にノーベル物理学賞を受賞しました。
　1960 年代初頭の実験装置の分解能の限
界で、CMB は全方向で均一であり、昼夜を
通して常に一定であると思われていました。
この特徴は、CMB がビッグバンの残響であ
るという理論を裏付けるものでした。さらに
微細な測定、特に宇宙背景放射探査衛星に
よって行われた測定では、全天の CMB 量
が超高分解能でマッピングされ、CMB に微
小変動 ( 異方性 ) が存在することが示され
ました。この発見は、CMB がビッグバンの
証拠だという理論の正当性をさらに後押しし
ました。この発見によって、George Smoot 
と John Mather は、2006 年にノーベル
物理学賞を受賞しました。

ヘリウム冷却偏光センサー  
　超電伝導体内の電熱平衡と、入射電磁エ
ネルギーを測定するその能力は、1940 年

ことによって、熱が発生します。この蛇行経
路は、アルミ - マンガン合金でできている 
TES センサーに熱的に接続されています。
これらの TES デバイスは、超電導転移の中
央部で動作するため、入力光強度の微小な
変化に極めて敏感です。
　90GHz CMB センサー モジュールは、
アルゴンヌ国立研究所で開発された、個別
にパッケージ化された二重偏光旋光計で構
成されています。各 90GHz ピクセルは、
曲線形状に加工されたフィードホーンを経由
して望遠鏡に結合されています。このフィー
ドホーンは、CMB 放射を抵抗性 PdAu 吸
収バーに導きます。この抵抗性吸収バーは、
モリブデン / 金 2 層 TES に熱結合されて
います ( 図 2 を参照 )。
　150GHz センサーと 90GHz センサー
の両方で、マイクロ波エネルギー吸収によっ
て生じる熱変動が、各 TES の抵抗に、数
ヘルツのオーダーの緩やかな変化を引き起
こします。この抵抗の変化によって、1,536 
個の各 TES ボロメータを流れる搬送電流
が変調されます。これらの電流は、その後、

代に発見されていましたが、TES 検出器が
広く使用されるようになったのは 1990 年
代になってからでした。現 在、TES 検出
器は、CMB 実験に広く採用されています。
SPTpol カメラのヘリウム冷却超電導焦点
面マイクロ波センサーは、アンテナを結合し
た 1,536 個の TES ボロメータを対にした、
768 個の偏光感応ピクセルで構成されてい
ます。そのうち、180 ピクセルは 90GHz 
マイクロ波放射に感応し、588 ピクセルは 
150GHz マイクロ波放射に感応します。
　150GHz CMB センサー モジュールは、
アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) ( コロ
ラド州ボルダー ) で製造された波形のフィー
ドホーンを結合した TES ボロメータで構成
されています。各 150GHz TES ボロメータ 
モジュールは、数百ミリケルビンの温度で動
作する 84 個の二重偏光ピクセルを備えた
検出器配列を内蔵しています。入射マイクロ
波エネルギーは、共平面導波路を通ってマ
イクロストリップ伝送路に向かい、金製の損
失蛇行経路 ( 熱抵抗 ) に入力されます。入
射マイクロ波エネルギーが蛇行経路を流れる

図 1 – アムンゼン スコット基地の南極点望遠鏡
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極低温超伝導量子干渉計 (SQUID) によっ
て増幅されます。1,536 個のすべての測定
を、焦点面センサーと SQUID 配列の極低
温環境から、相対的に温暖な南極に持ち込
む必要があります。そのため、ザイリンクス
の Virtex-4 FPGA で実装された革新的な
デジタル周波数分割多重化 (DFMUX) 方式
を開発する必要がありました。
　SQUID は高帯域幅を持っているため、こ
のアプリケーションでは周波数分割多重化
配置を容易に使用できます。この多重化方
式によって、SQUID の共有が可能になり、
各ボロメータのノイズ性能を低下させること
なく、焦点面センサー配列を冷却する低温
保持装置を横切る配線の数を最小限に抑え
ます。DFMUX は、南極点望遠鏡を運用す
る組織のうちの 1 つである、モントリオール
のマギル大学で開発されました。この他の運

図 2 – 南極点望遠鏡マイクロ波の焦点面配列。内部の 7 個の 6 角形のモジュールは 150GHzの配列であり、
外側のリングは 90GHzの配列です。すべてのピクセルは個別に独自のホーンを備えており、

このホーンで光がピクセルの 2 つの TES ボロメータと結合されます。

用組織には、シカゴ大学、カリフォルニア大
学バークレー校、ケース ウェスタン リザーブ
大学、ハーバード / スミソニアン宇宙物理観
測所、コロラド大学ボルダー校、カリフォル
ニア大学デービス校、ルートヴィヒ マクシミ
リアン大学 (ドイツ、ミュンヘン )、アルゴン
ヌ国立研究所、NIST、などがあります。

センサー データの解読
　SPTpol カメラは、ザイリンクスの Virtex-4 
FPGA をベースにしたマギル大学の第二世代 
DFMUX を使用しています。FPGA でダイレ
クト デジタル合成 (DDS) を使用して、12 の
搬送周波数を組み合わせた搬送波コムをデジ
タル合成します。搬送波コムは、単線上の焦
点面低温保持装置に入り、12 個の TES ボ
ロメータを駆動します。個別のアナログ LC 
フィルタによって、これら 12 個の TES ボロ

メータが狭い周波数帯域に調整されます。各
ボロメータは、0.1Hz ～ 20Hz の周波数
範囲で変化する抵抗を使用して、時間とと
もに変化する入射 CMB 放射に応答します。
TES ボロメータの変化する抵抗によって、
ボロメータを流れる搬送電流が変調されま
す。その後、12 個の TES ボロメータの電
流が加算されて1 つの変調された「天空信号」
を形成します。
　「無効化」コムと呼ばれる 2 番目の DDS 
周波数コムは、SQUID 増幅器への入力で加
算ノードを駆動します。無効化コムの位相と
振幅は、相殺的干渉によって搬送波コムを打
ち消し、ボロメータによって検出された信号
と、わずかな残余搬送波電力のみを残すよう
に設定されます。1 つの SQUID によってこ
の信号が増幅され、ある電圧に変換されて、
室温の電子機器に戻され、FPGA によって
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1 つの FPGA を使用して搬送周波数コムと
無効化周波数コムの両方を生成し、天空信
号を復調するということは、すべての信号が
ロックステップで動作するということです。
コム生成と復調が互いに相対的にドリフトす
るのは不可能です。これは、これらの信号が 
FPGA の同じマスター クロックから発生し
ているためです。そのため、クロック ジッタ
は大きなノイズ源にはなりません。これは、
測定によって確認されています。

完全に利用される FPGA 
　FPGA 内には、主要な 2 つのブロック
が実装されています。それらは、デジタル
多周波シンセサイザー (DMFS) およびデジ
タル多周波復調器 (DMFD) です。システ
ム デザインでは、周波数合成に 2 つの同じ 
DMFS ブロックが使用されています。1 つ
の DMFS ブロックによって搬送周波数コム
が生成され、もう 1 つの DMFS ブロック
によって無効化信号が生成されます。これら
の周波数シンセサイザーは 200MHz で動
作し、25M サンプル/ 秒で動作する 16 ビッ
ト D/A コンバータを使用します。各シンセ

フィルタ処理、A/D 変換、および復調が行
われます。図 3 にシステム ブロック図を示
します。
　A/D コンバータのデジタル出力は、Virtex
-4 FPGA に直接入力されて復調されます。
この復調方式は、GSM 携帯電話通信に使用
されるデジタル アップコンバージョン (DUC) 
とデジタル ダウンコンバージョン (DDC) の
アルゴリズムに似ていますが、次の 2 つの違
いがあります。1 つ目は、各 TES ボロメー
タ チャネルの帯域幅が非常に狭い ( 数 10 
ヘルツのオーダー ) ということです。2 つ目
は、搬送波コムが、Virtex-4 FPGA で生成
される合成された正弦波搬送波でできてい
るということです。搬送波の変調は、低温保
持装置の TES ボロメータ内で行われます。
　1 つの Virtex-4 FPGA が、SPTpol カメ
ラの 12 個のボロメータの多重セットのうち
の 4 つを操作します。DFMUX のデザイン
では、Virtex-4 FPGA の内蔵ロジック、メ
モリ、および DSP の機能を、デジタル周波
数合成、復調 ( ダウンコンバージョン、フィ
ルタ処理、デシメーション )、タイムスタン
プ、およびバッファリングに使用しています。

サイザーは、ザイリンクスの DDS コンパイ
ラによって生成された 11 ビット、2 の補数
のダイレクト デジタル シンセサイザーに基
づいています。チャネルあたりの周波数分解
能は、0.006Hz です。 
　天空信号の復調は、デジタル ダウンコン
バージョンから開始されます。入力信号はリ
ファレンス波形と混合され、個別のベースバ
ンド信号が生成されます。各リファレンス波
形の周波数と位相は互いに独立しています。
　復調された天空信号は 25M サンプル /
秒で、14 ビット解像度でサンプリングされ
ています。ただし、対象となる帯域幅は、こ
のサンプリング レートのナイキスト帯域幅よ
りも極めて小さくなります。そのため、復調
されたベースバンド信号は、FPGA 内の加
算器と累算器で構成されたカスケード接続
積分器櫛形 (CIC) デシメーション フィルタ
を通ります。第 1 段の CIC フィルタは、28 
ビット精度を使用して、ベースバンド信号を 
1/128 にデシメート ( データを間引き ) しま
す。このフィルタの出力は、17 ビットに切り
詰められます。
　DFMUX は、8 つのボロメータ チャネル 
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図 3 – CMB 放射を測定するための DFMUX ベースの TES ボロメータ システムのブロック図
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(25M サンプル / 秒 ) を時間領域で多重化し
て、200MHz で動作する CIC1 に送ります。
CIC1 フィルタは、内部 28 ビット データ幅
と 24 ビット出力を備えています。すべての
ボロメータ チャネルは、CIC1 でフィルタ処
理された後に、一緒に多重化されて、1 つの 
CIC2 に送られます。CIC2 は、可変の 6 
つのデシメーション レート (16、32、64、
128、256、および 512) を持っています。
CIC2 フィルタで処理された後に、152 タッ
プ FIR フィルタで処理されます。
　チャネル識別子とタイムスタンプが FIR 
フィルタの出力に追加され、その後、回転
バッファ リストを備えたデュアルポート バッ
ファ ストレージに送られます。SDRAM の
大きなバッファ容量によって、FPGA ベース 
MicroBlaze ™ ソフト プロセッサのレイテ
ンシ要件が緩和されます。このプロセッサ
は、Linux を動作させ、システムを流れる
データ フローを監視します。緩和されたレ
イテンシによってプロセッサの MMU の起
動が可能になり、Linux OS の動作が大幅
に改善されます。
　DFMUX ボードの外部制御は、Micro
Blaze プロセッサ上で動作する 2 つの Web 
サーバを使用して、HTTP インターフェイス
を介し、イーサネット接続を経由して行われ
ます。DFMUX ボードを制御するために必要
なものは Web ブラウザだけです。Python 
スクリプト環境によって、ボードレベル制御
レジスタに直接アクセスすることができ、機
器の調整などの詳細な作業を行うことがで
きます。

DFMUX による今後の研究 
　SPTpol カメラは、CMB 放射を調べる
複数の実験の 1 つです。このカメラで使
用されているのと同じ DFMUX ボードは、
EBEX 観測気球の「E および B 実験」、お
よ び チリの James Ax 観 測 所 の Huan 
Tran 望遠鏡に搭載される POLARBEAR 
CMB 偏光実験にも組み込まれています。
ザイリンクス Kintex-7 FPGA をベースに
した ICEboard と呼ばれるさらに高度な 
DFMUX ボードが、新しい CMB 実験と、
CHIME (Canadian Hydrogen Intensity 
Mapping Experiment) 電波望遠鏡に配備
され始めたところです。
　CHIME は、カナダのブリティッシュコロ
ンビア州ペンチクトンの近くの人里離れた渓

谷に設置された新しい電波望遠鏡です。こ
の望遠鏡は、スノーボード競技のハーフパ
イプのサイズと形状に近い 5 つの巨大な 
100x20 メートルの部分円筒反射体で構成
され、各部分円筒の焦点に沿って複数の電
波受信器を備えています。可動部分は ( 地
球を除いて ) ありません。配備が完了すれ
ば、CHIME は地球の自転に従って、毎日、
天空の半分以上を測定する予定です。
　ただし、CHIME は CMB の調査を行いま
せん。CHIME は、70 億光年～ 110 億光年
の範囲の巨大な 3 次元宇宙空間内の 21cm 
(400 ～ 800MHz) の電波放射を調査する
ことによって、暗黒エネルギーの証拠を探索
する予定です。CHIME は、「バリオン音響振
動 (Baryon Acoustic Oscillations)」、つま
り BAO を測定します。この BAO は、水素
ガスから成る巨大な宇宙構造における周期的
密度変動です。BAO 物質のクラスタリング
は、宇宙学者に、広大な距離の測定に使用
される約 4.9 億光年の「標準的定規」を提
供します。BAO 信号の変動が暗黒エネル
ギー作用の証拠であるということが証明さ
れるかもしれません。少なくとも、それが希
望です。
　CHIME は、基本的に、フェーズドアレイ
電波望遠鏡です。CHIME は、固定アンテ
ナ配列の電磁信号を記録し、2 次元相間お
よび干渉分光法を用いてデータから頭上の
天空を再構成することによって画像を合成
します。CHIME は、数テラバイト / 秒で受
信した BAO 信号データを処理するために、
相互接続された 160 個の Kintex-7 FPGA 
を必要とします。

超光速
　インフレーション宇宙論では、宇宙がビッ
グバン後の 10 ～ 35 秒の間に急激な膨張
を経験したということが仮定されています。
この物理的な膨張は、光の速度を超えてい
ます。これは、光の速度が絶対的であると
考えているほとんどの人にとって、受け入れ
がたい仮説です。ビッグバン理論の一部で
は、インフレーションの後に CMB に加えて
宇宙重力波背景放射 (CGB) が残されたこ
と、および CGB が CMB の偏光の痕跡に
影響したことが示唆されています。BICEP2 
実験の結果によって、初めてこの理論が確
かめられます。
　SPTpol カメラからのその他の結果、EB-

EX、POLARBEAR、Keck Array、および 
BICEP3 の各実験によって、この発見が補強
されることが期待されています。その一環と
して、CHIME が暗黒エネルギーの調査を開
始すれば、宇宙論的な知識の探求にさらに
新たな次元が加わるでしょう。
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　2 年前の IEEE からのレポートでは、現在の傾
向が続く限り 2015 年までに 1Tbps、2020 
年までに 10Tbps の容量要件に対応することが
通信ネットワークに求められると結論づけられて
います。2012 年 7 月のレポートによれば、来
年までに固定および移動ネットワーク デバイス、
マシーン・ツー・マシーン (M2M) 接続の数が約 
150 億に達すると予想されています。光伝送ネッ
トワーク (OTN) アプリケーションの場合、コア 
ノードの帯域幅 / 波長は、2015 年には 100G 
～ 400G、2020 年には約 400G ～ 1T に増
加すると見込まれています。
　Xilinx® Virtex® UltraScale ™ All Pro-
grammable FPGA は、1Tbps システムの実
装を可能にするハイエンド FPGA 製品ラインの
拡張版です。Virtex UltraScale 製品ラインは、
有線通信、テストや測定、航空宇宙や防衛、デー
タ センターなどの各種アプリケーションにかつ
てないレベルの性能、システム統合、および帯
域幅を提供します。
　多くの企業が、ネットワーク用 1Tbps アプリ
ケーションの必要性を表明しています。これら
のアプリケーションは、配線可能性、クロストー
ク、差動挿入損失、インピーダンス整合などの
理由により、25G/28G バックプレーンを直接
駆動できるトランシーバを必要とします。Virtex 
UltraScale デバイスは、リタイマーなしで 
25G/28G バックプレーン動作を可能にするこ
とによってこれらの課題を克服し、1Tbps アプ
リケーションをサポートします。

ザイリンクスの UltraScale 
デバイスは、その 28Gbps 
バックプレーン能力によって
1Tbps のネットワーク通信速度を
実現します。
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1Tbps デザインの例 
　図 1 は、一般的な 1Tbps システムのハ
イレベルなブロック図の例です。図に示す
ように、1Tbps 未満の帯域幅を持つ複数 
( ここでは 2 つ ) のトリビュタリ カードが、
25G/28G で動作するバックプレーンを経
由して、1T ライン カードとインターフェイス
をとっています。
　図 2、3、および 4 に、1Tbps イーサネッ
トおよび OTN アプリケーションの 3 つの
詳細なブロック図の例を示します。これらは
すべて、Virtex UltraScale FPGA を中心
にして構築されています。33Gbps GTY ト
ランシーバは、CFP2/4 LR4 光モジュール
および 25G/28G バックプレーンとインター
フェイスをとることができます。示されてい
る 16Gbps GTH トランシーバは、高速メ
モリとインターフェイスをとっています。
　これらの 1T アプリケーションは、25G/
28G 対応のバックプレーン トランシーバが
なければ、いずれも実現不可能です。10G 
リンクを持つバックプレーンは、配線可能性、
クロストーク、差動挿入損失、およびインピー
ダンス整合において問題があります。
　これらの 1T アプリケーションは、バック
プレーンを経由して 25G/28G で直接動作

(2.5 倍 ) に増やす必要があります。そのた
め、1Tbps ライン カードおよびトリビュタ
リ カードごとのバックプレーン チャネル
の数が 40 から 100 に増えます。25 枚の
トリビュタリ カードとライン カードを必要
とするシステムでは、その結果チャネル数が 
100 x 25 = 2,500 にもなり、配線は極め
て困難です。
　約 3.65 の誘電率と 7 ミルの標準トレー
ス幅を持つパナソニックの Megtron-6 など
のバックプレーンの誘電材料を使用した場合、
100 Ωの奇数次モードの差動インピーダン
スを得るには、差動ストリップライン ペア
あたりのスタックアップの高さは、16 ミル
になります。
　バックプレーン コネクタに対して標準的な 
2mm ピッチを仮定すると、1 層あたり、コ
ネクタ ピン間におよそ 1 チャネルを配線で
きます。したがって、バックプレーンの各層は、
1 層あたり、コネクタごとに 10 チャネル (Tx 
+ Rx) をサポートできます。25Gbps の場
合、通常、16 配線層が必要になり、ボー
ドの合計の厚さは 16 ミル x 16 配線層 = 
0.256 インチになります。10Gbps の場合、
ボードの合計の厚さは 0.640 インチ ( 配
線層数 = 16 x 2.5 = 40、ボードの合計の

できる FPGA によってのみ、可能になりま
す。外部リタイマーを使用すると、信頼性の
問題が発生するとともに、プリント回路基板
内にかなりの実装面積が必要になり、非常に
コストがかかります。バックプレーン リタイ
マーを使用するということは、追加コンポー
ネントをライン カードとトリビュタリ カード
に配置する必要があるということです。バッ
クプレーン リタイマーが動作するためには、
電圧レギュレータ モジュール、配電ネット
ワーク、DC ブロッキング コンデンサ、およ
びリファレンス クロックを配置しなければな
らないため、プリント回路基板内にこれらを
実装できるスペースが必要になります。

配線可能性の問題  
　上述の例では、25G/28G でバックプレー
ンを経由して動作する 40 チャネルを示し
ており、合計帯域幅は 40 x 25Gbps = 1 
Tbps になります。標準的なバックプレーン
は、コネクタを圧入するという機械的要件、
および多数のチャネルの配線をサポートする
必要性という 2 つの要因により、おおよそ 
0.25 インチの厚さになります。バックプレー
ン インターフェイスが 10Gbps 動作のみを
サポートする場合、チャネルの数を 25/10 
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図 1 – この高度なテラビット システムの概念では、複数のサブ 1Tbps トリビュタリ カードが 
1Tbps ライン カードにデータを供給します。
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図 2 – 1Tbps イーサネット アップリンク モジュールには、複数のサブ 1TbE 
トリビュタリ カードから 25G バックプレーン リンクを介してデータが供給されます。
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OTN リンクを経由してペイロードを分散します。
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厚さ = 16 ミル x 40 層 = 0.640 インチ ) 
になります。ところが、バックプレーンの最
大厚さは、通常、ビア ホールのアスペクト
比によって左右されます。標準的な穴あけさ
れたビア ホールの直径は 15 ミル、アスペク
ト比は 25:1 です。つまり、バックプレーン
の厚さの上限は、おおよそ 14 x 25 = 350 
ミルになります。したがって、1T アプリケー
ションをサポートする 10G バックプレーンを
製造することはできません。

クロストークの問題 
　1T アプリケーションにおいて、10G バッ
クプレーンと比較した場合の 25G バックプ
レーンのもう 1 つの重要なメリットはクロス
トークです。クロストークは、チャネル間の
距離に反比例します。バックプレーンのトレー
スの数が増えるほど、大きいクロストークが
発生する可能性が高まります。1,000 本の 
25G チャネルが存在するバックプレーンの
クロストークは、2,500 本の 10G チャネ
ルが存在するバックプレーンよりも小さくな
ります。
　ただし、ほとんどの誘電体が全体的に均
質でないため、ほとんどの誘電材料には遠
端クロストーク (FEXT) の成分が存在しま
す。それに加えて、バックプレーン コネクタ
の周辺のビア ホール領域のクロストークは、
通常、遠端クロストークです。
　バックプレーン システムのクロストークに
は、NEXT と FEXT の両方の成分が存在す
るため、設計者は、合計ノイズ予算に対する
クロストーク ノイズの寄与を減らすように十
分注意する必要があります。相互容量 Cm 
( 電場 ) と相互インダクタンス Lm ( 磁場 ) 
の両方が、被害者ラインと加害者ラインの間
に存在します。相互インダクタンスによって、
加害者ラインの反対側の被害者ラインに電
流が発生します ( レンツの法則 )。相互容量
によって、相互容量に電流が流れ、この電流
が被害者ラインの両方向に流れます。近端お
よび遠端の被害者ラインの電流が合算され、
NEXT 成分と FEXT 成分が生成されます。

I(Next) = I(Cm) + I(Lm)

I(Fext) = I(Cm) – I(Lm) 

　NEXT は常に正です。FEXT は正または
負のいずれの値にもなりす。
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図 4 – 1Tbps OTN ライン カードは、28G バックプレーン リンクを介した
  サブ 1Tbit OTN トリビュタリ モジュールからの供給データを多重化します。
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差動挿入損失
　チャネルの挿入損失は、信頼性の高いリ
ンクを確立するための重要なパラメータで
す。IL は、導体損失および誘電損失という 
2 つの要因に支配されます。パナソニックの 
Megtron-6 のような誘電材料を使用する
場合、正接損失は 0.004 になります。図 5 
に、1 メートルのトレースの挿入を示します。
表面粗さは 1 ミクロンです ( 極めて平坦 )。
バックプレーンの最大厚さが 0.350 インチ
に限定されるため、40 層がバックプレーン
の 0.350 インチの厚さに収まり、100 Ω
の奇数次モードの差動インピーダンスを維持
できるようにするために、10G バックプレー
ンのトレース幅は、わずか 3 ミルに減少して
しまいました。25G バックプレーンの場合、
7 ミルのトレース幅によって、必要な 16 配
線層を 0.350 インチの最大厚さの範囲内
に収めることができます。

　図 5 は、10G バックプレーンの差動挿入
損失が 25G バックプレーンの差動挿入損失
よりも大きいことを示しています。これは、バッ
クプレーンの最大厚さの範囲内での配線層数
が増えることにより、10G バックプレーンで
許容されるトレース幅が狭くなるためです。
　以上、Virtex UltraScale デバイスが、リ
タイマーなしで 25G/28G バックプレーン
動作を可能にすることによって、1Tbps ア
プリケーションをサポートすることを示しま
した。今後登場する 1Tbps アプリケーショ
ンは、配線可能性、クロストーク、差動挿入
損失、およびインピーダンス整合の問題に
より、25G/28G バックプレーンを直接駆
動できるトランシーバを必要とするでしょう。
ビア ホールのアスペクト比に関係する製造
信頼性の問題に加えて、過剰な層数とより大
きなコネクタという問題によっても、同様の
必要性が生じます。
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図 5 – 各ナイキスト周波数での 25G および 10G バックプレーンの
挿入損失を示します。
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Goodbye DDR, Hello Serial Memory

Tamara I. Schmitz 
Director of Memory and 
Power, Technical Marketing 
Xilinx, Inc. 
tschmit@xilinx.com

さようなら DDR、
ようこそシリアル メモリ
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　現在、メモリ業界は大きな転換期を迎えてい
ます。驚異的な普及率を誇る DDR メモリ製品 
( ザイリンクスの顧客の 90% が使用している基
本的なバッファ、図 1 を参照 ) の供給が DDR4 
をもって終了するのです。このことが直ちに大混
乱を招くことはありません。DDR3 は大多数の
システム ボード上で安定した地位を占めており、
その後継として採用されるようになった DDR4 
はゆっくりと減少はするものの、今後数年間は
その役目を果たすでしょう。それでも、DDR4 
を引き継ぐものがないことを知り得た顧客は、
次のメモリ群に注目しており、帯域幅、容量、消
費電力削減などのトレードオフを検討していま
す。PDDR3/4 が後継になる可能性があり、特
定のアプリケーション領域ではハイブリッド メモ
リ キューブ (HMC) などのシリアル DRAM ソ
リューションが好まれるでしょう。
　メモリにおける重要な変化を理解するために、
まず、これらのデバイスに影響を与える市場動向、
および圧倒的に普及していながら供給が停止さ
れる DDR にはどのような限界があるのかにつ
いて見てみましょう。その後、DDR の代替とな
る、LPDDR からシリアル メモリ までの新しい
種類、および設計者が最新情報を知りたいと思
う新しい概念を検討します。

市場動向の変化 
　通常顧客は、次世代製品の設計において、よ
り大きな容量、速度、スループットが得られる同
じメモリの次世代製品に注目します。これに関し
て、現在および予測される DRAM の市場シェ
アの動向を図 2 に示します。DDR3 は現在、
DRAM 市場全体のほぼ 70% を占めています。
2009 年～ 2010 年の 40% という急激な市
場シェアの拡大によって DDR3 の市場における
圧倒的な地位が決定的になりました。DDR4 の
普及の度合いはこれよりも緩慢でした。これは、
LPDDR とも呼ばれる Mobile DRAM が市場に
流入したことが一因になっています。LPDDR が
無線市場のニーズを満たしている場合、DDR4 
は単純にその分の市場シェアを失います。
　グラフを見ると、DDR4 の市場シェアは確か
に上昇しています。これは、DDR4 には、消費
電力を削減する低電源電圧に加え、より高速で
あるというメリットがあるためです。そのため、
DDR4 は、最終的にほぼすべての市場で DDR3 
を引き継ぎ、PC の領域で普及が拡大するでしょ
う。PC による DRAM の消費が 70% を超え
なくなっているにもかかわらず、PC は最大の

ザイリンクスの顧客の 90% が
使用している一般的な DDR メモリ製品
ラインは DDR4 をもって終了します。
そして今、多くの競合企業が、
大きな DDR 市場シェア獲得を
競っています。
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汎用デバイスセグメントです。メモリ ベンダー
によれば、いまのところ DDR4 の使用は個
人用電子機器よりもサーバに多く集中してい
ます。多くのデザインにとって、DDR4 はい
まだに優れた選択肢です。DDR4 は既知の
メモリ タイプであり、特に引き継ぐものがな
いため、相当長い間にわたって使用されるこ
とでしょう。

DDR4 が最後になる理由 
　では、SDDR5 はなぜ存在しないのでしょ
うか。最終顧客は、新しい機器を購入する場合、
より多くのメモリを要求します。顧客は、メモ
リの帯域幅に関して妥協しません。MP3 プ
レーヤーは、昔のカセット テープに収まるよ
うな数十曲ではなく、10,000 曲を保存でき
る必要があります。スマートフォンに保存され
る画像や動画の数にも同じことが当てはまり
ます。これらの期待によって、通常は、部品数
とボード面積が増大します。皮肉なことに、顧
客は容量や性能に比例して電子機器のサイズ
が大きくなることを必ずしも望みません。技術
の進歩によって、同じサイズ、あるいはさらに
小さいサイズに、そしてより多くの容量が搭載
されることを彼らは期待しています。
　Xilinx® FPGA と共にメモリを使用する場
合、適切なマージンとシステム全体の成功を

図 2 – DRAM メモリの市場動向は、LPDDR (Mobile DRAM) の大きなシェア拡大を示しています。

図 1 – この円グラフは、Vivado Memory Interface Generator (MIG) の
GUI を介して 2013 年に測定された、ザイリンクスの顧客の

メモリ使用状況を示しています。
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保証するために、ボードのレイアウト方法に関する固有のガイドライ
ンが存在します。たとえば、トレース長、終端抵抗、配線層などにつ
いてのガイドラインです。これらの規則は、デザインをどこまで小型
化できるか、または各部品をどれだけ相互に近づけて配置できるか
を制限します。
　ボード デザインを最小化する代替案として、最先端のパッケージ 
タイプの使用があります。ところが、シリコン貫通電極 (TSV) を使
用したダイ スタックなどの新しいパケージング技術は、大幅なコス

トの上昇を招きます。DDR メモリは、単純に製造インフラの経済的
スケール メリットに基づく低コストのデバイスであり、革新的なパッ
ケージング技術を採用したり、価格の上昇を吸収したりすることはで
きません。そのため、これらの改良が、近い将来の DDR3 または 
DDR4 システムの助けになる可能性はほとんどありません。
　顧客は、速度面での改善も要求します。より高速にシステムが動
作するということは、ボード デザインに関してさまざまな意味を持
ちます。DDR は、適切な終端が必要なシングルエンド信号で動作

ザイリンクスの ULTRASCALE のメモリ性能への対応方法 

　Xilinx® UltraScale ™ FPGA は、いずれのメモリにも必要となる高性能と優れた柔軟性を提供するように設計されています。
DDR4 が 2,400Mbps ですでにそれを実証しています。この速度は世界初であり、Agilent 社がインターポーザーを設計した際
に確認されました。このインターポーザーは、メモリ デバイスの下に挿入され、動作中にシステムのアイ ダイアグラムを測定しま
す。DDR4 では擬似オープン ドレイン (POD) と呼ばれる新しいタイプの I/O 構造が使用されているため、ザイリンクスは POD を 
UltraScale に追加しました。この構造を、1.2V の I/O 電圧用の DDR4 プロトコル呼び出しと併用することで、メモリ インターフェ
イス I/O システムは、同程度の速度を持つ DDR3 システムと比較して、最大 35% の電力を削減することができます。

　UltraScale は、DDR3 と DDR4 に加え、LPDDR3、RLDRAM3、QDRII+、および QDRIV というパラレル メモリを幅広くサ
ポートしています。シリアル メモリの領域では、UltraScale は、HMC および MoSys 社の Bandwidth Engine を最大 120 個 ( ほ
とんどのアプリケーションで十分な数 ) のトランシーバを使用してサポートしています。

　さらに、UltraScale は、メモリ インターフェイス性能と FPGA の I/O バンク使用率を改善するためにその内部が改良されています。
使用率を改善するために、ザイリンクスは、I/O バンクごとに 2 つの PLL を使用して、バンクあたりの I/O 数を増やしました。さらに、
5 ピコ秒というより細かいタップ遅延機能も備えています。また、I/O バンクあたり 4 バイト レーン （レーンあたり 13 ピン） がサポー
トされています。ザイリンクスは、I/O のプリエンファシスとイコライゼーション （均等化） のための回路も追加しました。

　クワッドランク DIMM モジュールと x4 デバイスが、現在、この世代でサポートされ、可能なメモリ アクセス深度を 4 倍にしてい
ます。物理層 (PHY) のレイテンシの改善によって、さらに高速なデータ アクセスが可能になりました。この一連の重要な改良によって、
メモリ アーキテクチャは、市場の性能要求を満たすように最適化されるでしょう。

　UltraScale FPGA は、主要なメモリ規格をすべてサポートしています。MIG IP ウィザードを含む Vivado® Design Suite によっ
て、実装期間を短縮でき、問題の解決ではなくソリューションそのものに集中する必要のある顧客に恩恵をもたらします。 

          　　　　　— Tamara I. Schmitz

UltraScale メモリ インターフェイスには多くの改良が施され、システム デザインとシステム性能の両方に貢献しています。
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するメモリです。システムを高速化したい場合、適切な機能を保証
するために、メモリから FPGA までのトレースを短くする必要があ
ります。つまり、メモリ デバイス自体を FPGA に近づけて配置す
る必要があるということです。FPGA からの距離の制約は、デザイ
ンで使用できるメモリ デバイスの数を制限します。多くの DDR4 
デザインでは、この制限の範囲内で可能な限り多くのメモリ デバイ
スを FPGA の周囲に詰め込もうとするでしょう。
　より多くのメモリが必要な場合はデバイスの数を増やす必要があり
ます。より速く動作させたい場合は各デバイスを近づける必要があ
ります。限られた空間に搭載できるメモリ デバイスの数には限界が
あります。DDR5 で速度が向上したとしても、メモリ デバイスに使
用できる面積が減少し、その結果、使用できる容量が減ります。

DDR3 の後継
　DDR4 は DDR3 を完全に置き換えるでしょうか。おそらく、必
ずしもそうなるとは言えないでしょう。サーバ市場では DDR4 が
採用されていますが、PC 市場ではいまのところ低コストの DDR3 
が引き続き主要な選択肢になっていることが傾向として示されてい
ます。速度とメモリ容量に対する消費者の要求が増え続けることは
間違いなく、いずれ PC は DDR4 に移行するでしょう。
　DDR5 がないとすれば、他に何を選択できるでしょうか。DDR3 
と DDR4 に置き換わる可能性の最も高いものは LPDDR4 です。
LP は、「Low Power ( 低消費電力 )」の意味です。Low-Power 
DDR4 は、実はダブルデータレート メモリの一種であり、無線市
場向けに最適化されています。LPDDR の利点は、一般に普及して

図 3 – 設計者は、LPDDR4 と HMC などのシリアル メモリとの
間のトレードオフを検討する必要があります。

いてよく知られており、仕様が定義されて
いて、利用可能であるということです。低
消費電力に最適化したことで、LPDDR4 
は DDR よりもや や高 価になっており、
DDR が使用する I/O ピンを同様に使用し
ます。これにより、LPDDR4 は DDR と
同じ周波数範囲で動作するため移行が容易
になっています。
　ただし、最大のトレードオフはその寿命
にあります。無線市場の製品は 6 ～ 9 ヶ
月おきに大きく変化するため、LPDDR メ
モリも短期間で変わります。ある大手企業
が 10 ～ 15 年間のスパンで製品を販売す
る場合、6 ～ 9 ヶ月ごとにメモリが変わる
ことは受け入れられません。おそらくメモリ 
メーカーは、このような企業に対して、1 
つのバージョンのメモリ デバイスを、特別
な契約の下で 10 ～ 15 年間供給すること
を保証できます。現在はそのようなビジネ
ス モデルが存在しないため、特別な契約を
結ぶ必要があります。当然、そのような契
約にはプロセス フローの維持が含まれ、ま
た費用もかかることから、製品の販売数量
が十分に見込まれないのであればこの契約
にはメリットがありません。

LPDDR 以外の候補
　LPDDR 以外にも、次世代メモリの座を狙うメモリが存在します。
有望な候補として登場したシリアル メモリでは、メモリに対する考
え方がまったく異なっています ( 図 3)。
　FPGA に関する限り、メモリは最後の未開拓分野であり、シリア
ル メモリを活用する最後の領域です。未開拓である理由はレイテン
シにあります。データをパラレル ストリームからシリアルに変換して
シリアル リンクで送信し、再びシリアルからパラレルに変換するた
めに要する時間は、常に長くかかりすぎます。アプリケーションに
よっては、シリアル リンクを使用することから生じるトレードオフを
許容できます。たとえば、CT スキャナー用の試験測定システムや
天空をスキャンする望遠鏡のような、多くの書き込みに対して読み
取りが少ないアプリケーションなどです。一方、データを書き込み、
その同じデータを即座に読み取ることが品質の基準である場合、シ
リアル メモリは、いかなる形式でもパラレル データと同じ性能を発
揮しないでしょう。ただし、メモリの評価基準が、高い帯域幅を持ち、
大量の動画を保存したり、インターネットを経由して大量の情報を
送信したりすることである場合、シリアル メモリは魅力的です。
　レイテンシはさておき、シリアル メモリの他のトレードオフも調
査する価値があります。製品寿命は問題になりません。これらの製
品は、利用期間の短い LPDDR とは異なり、需要がある限り製造
されます。実際、シリアル メモリの需要が増えた場合、複数のベン
ダーがシリアル メモリの製造ビジネスに参加する可能性があります。
　シリアル メモリは、I/O ピンを使用する代わりに、シリアル化 /
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デシリアル化 （serdes） 技術を活用します。FPGA では、シリアル 
インターフェイス (トランシーバ ) を使用して高速に実行することが
可能です。つい最近、複数のベンダーが、レイテンシを減らす必要
性に基づき、性能の問題にも対処しました。この十分に発展したシ
リアル技術は、15Gbps という極めて高いスループットに対応でき
ます。次世代製品 (HMC の場合 ) では、30Gbps を達成するこ
とが計画されています。人は誰でも「新しいもの」を好むと同時に、
慣れないものに対して恐れを抱きます。一方、新しいということに
よって、生産レートは制限され、初期価格が高くなります。

ハイブリッド メモリ キューブ (HMC)
　DDR DRAM に置き換わる最も有力なシリアル メモリの候補で
あるハイブリッド メモリ キューブ (HMC) は、HMC コンソーシア
ムおよびマイクロン社によって推進されています ( 図 4 を参照 )。
HMC の支持者達は、HMC のすばらしい宣伝活動を行っています。
一般的に、この頭文字 (HMC) は、「シリアル メモリ」を代表する
ものとして使用され始めました。ところが実際には、HMC はシリ
アル メモリの一種に過ぎません。
　HMC の他に、MoSys 社はシリアル SRAM の一種である Band-
width Engine を開発しており、Broadcom 社は各種シリアル イ
ンターフェイスの TCAM を提供しています。将来的な他の方向性と
しては、サムスン社と SK Hynix 社が広帯域メモリ (HBM) を推進
しています。このメモリは、極めて広いパラレル インターフェイスを
持つ TSV ベースの DRAM スタックです。この選択肢は、パラレル 
インターフェイスを使用しているため、リスクが低いと考えられます。
　ただし、現時点では、DDR3 と DDR4 から市場シェアを奪う
最も有力な候補は HMC です。HMC では、2G または 4G パッ

ケージを作成するために、4 つまたは 8 つの DRAM のスタックが 
TSV 技術を使用してロジック層の上で相互に接続されます。ロジッ
ク層によって、使い勝手の良いインターフェイスが作成されます。
　さらにメモリ容量を増やす必要がある場合は、最大 8 つのデバ
イスをデイジーチェーン接続できます。256 ビットでアクセスでき、
1 ～ 4 リンク (1/2 リンク刻み ) の能力があることを考えれば、膨
大なスループットを利用できます。各リンクは、16 (1/2 リンクの
場合は 8) トランシーバで構成され、すべて 15 Gbps の処理能力
を持ちます。これは、従来のメモリ設計者が使用できなかった桁外
れの帯域幅の量です。
　DDR ソリューションを超える帯域幅の向上を確認するには、表 
1 に示す 3 つのデザインを参照してください。3 種類のメモリ 
(DDR3、DDR4、および HMC) は、それぞれ 60Gbps をサポート
するようにサイズが決められています。HMC ソリューションでは、
ピン数が 1/8 以下に減っていることに注目してください。これに
よって、ボードの複雑さと配線数が大幅に低減します ( 図 5)。シリ
アル化 / デシリアル化リンクの高帯域幅によって、デバイスの数を
減らすことができ、図に示した例では 1 つになっています。この 1 
つのデバイスと 1 つの FPGA によって、ボード面積がほぼ 1/20 
に減少します。最後に、HMC ソリューションでは、1 ビットあた
りの消費電力が 1/3 になります。これらの数字には、従来 DDR4 
に割り当てられていた市場の一部を HMC が獲得すると識者に想
像させるのに十分な説得力があります。

その他のシリアル メモリ 
　「HMC」と「シリアル メモリ」という用語は、しばしば同義語と
して混用されたり、何か新しい広帯域メモリを表す言葉として誤って

図 4 – ハイブリッド メモリ キューブは、シリコン貫通電極 (TSV) 構造に基づいています。
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使用されたりすることさえあります。そのため、これから登場するそ
の他の新しいメモリを調べることが役立ちます。このカテゴリで有力
な 3 つの候補は、MoSys 社の Bandwidth Engine、Broadcom 
社の TCAM、および サムスン社、SK Hynix 社、インテル社が推進
する HBM です。
　MoSys 社の Bandwidth Engine (BE2) は、シリアル DRAM 
ではなく、シリアル SRAM に似ており、16Gbps を実現するため
にトランシーバを使用します。ただし、BE2 が DDR に置き換わ

図 5 – 2x100GE デザインのモックアップは、左側では DDR3 を使用し、右側では HMC を使用 。
ボード面積の削減と配線の簡略化の点でメリットがあります。

表 1 – 60Gbps をサポートするのに、3 つのメモリ タイプで
必要になるリソースの比較

る可能性はありません。その代わり、72 ビッ
ト アクセスと低いレイテンシを持つこの技術
は、QDR または RLDRAM をターゲットにし
ています。このデバイスのアプリケーションは、
DDR の場合のようなパケット バッファではな
く、パケット ヘッダまたはルックアップ テーブ
ル用のストレージです。
　TCAM は、Ternary Content-Addressable 
Memory を表しています。この特殊な高速メ
モリは、高性能ルータや高性能スイッチで見ら
れるパターン マッチングの広域検索を実行し
ます。高性能の代償として、価格が上昇し、消

費電力、発熱量が増加します。TCAM は、高速であることに加え
て、本質的にパラレルです。高速を実現するために、シリアル化 /
デシリアル化を使用していません。ただし、Broadcom 社は、この
メモリのシリアル版を提供しています。それによって、シリアル メ
モリの特徴である少ないピン数および高速であるというメリットは、
TCAM ソリューションにも結び付けることができます。
　第 3 のメモリ タイプは、HBM です。HMC と HBM の間でしば
しば行われる議論に惑わされないようにしてください。HBM デバ

 DDR3 DDR4 HMC

Pin counts (power and  715 592 70ground not included)
 
Board area 8,250 mm2 6,600 mm2 378 mm2

Power (memory + FPGA) 49 pJ/bit 34 pJ/bit 36 pJ/bit

Bandwidth 18 MB/pin 29 MB/pin 857 MB/pin
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イスを購入できないということが一般に理解されていません。HBM 
を採用したい場合、実際は、たとえば SK Hynix 社からダイを購入
し、そのダイをパッケージ内のインターポーザー上またはシリコン基
板上に実装する必要があります。この高帯域幅のパラレル メモリを
有効にするには、デバイスとメモリの間の接続をインターポーザー 
デザインに含める必要があります。
　このメモリ タイプが市場を引き継ぐには、各企業が、共有する
内容を企業秘密として決定する必要があり、採用する規格 ( イン
ターポーザーのデザイン、高さ、インターフェイス、許容誤差など ) 
に合意する必要もあります。これらの詳細を決定するのは可能です
が、まだ実現していません。一方、HBM のレイテンシは小さくな
るでしょう。これは、電子の移動距離が、パッケージの範囲内に収
まるため、驚くほど短くなるからです。これはすばらしいアイデア
ですが、実用化は当分先になるでしょう。

生産への移行 
　これらのソリューションのいずれか、またはすべてが成功した場
合、多くのサプライヤが業界のための先駆的な役割を担って参入し
てくることは間違いありません。現在製造中のソリューションの 1 
つは、MoSys 社の Bandwidth Engine (BE2) です。HMC は

サンプル出荷中であり、今年の終わりまでにフル生産に入る予定
になっています。LPDDR4 は、今年の中頃にはサンプル出荷が
されるでしょう。HBM は、スタンドアロン パッケージとしては提
供されませんが、シリアル化された HBM を独自パッケージにす
る可能性について話し合われています。HBM のダイを購入し、そ
れを自社のパッケージに組み込む場合は、サムスン社、Hynix 社、
またはその他の小規模のベンダーにいつでも相談できます。現在、
いくつかの顧客がそれを行っているところです。
　非常に強力な DDR3 という存在が失われる一方、DDR4 はま
だ成長と採用の段階にあります。DDR4 も、製品としての持久力
を示し、普及した DDR3 よりも長い間存続するでしょう。これは
単に、DDR4 が大きな成功を収めてきたメモリ製品群の最後の
製品であるということだけの理由です。LPDDR4 は、ギャップを
埋める可能性が最も高い候補ですが、極めて高速な読み取り / 書
き込みの反復が可能でなければ、すべての領域で DDR4 を置き
換えることはないでしょう。
　これ以外に、シリアル メモリが新たな製品として注目されてい
ます。HMC は、DDR に置き換わる準備ができており、Band-
width Engine は、QDR および RLDRAM に置き換わるシリア
ル ソリューションです。
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　現代の通信システムでは、そのさまざまなレベルで
プロトコル処理が実行されています。これは、どのよ
うな情報交換にも何らかの通信プロトコルが必要に
なるためです。このプロトコルには、通常パケットが
含まれます。パケットは送信側で作成し受信側でリア
センブルしますが、いずれもプロトコル仕様に従う必
要があります。そのため、あらゆる状況でプロトコル
処理は欠かせないものになり、FPGA 設計者のプロ
トコル処理に対する関心は特別なものとなっていま
す。したがって、プロトコル処理機能を効率的に実装
することは FPGA では極めて重要になります。
　設計者は、高位合成をビデオ処理と信号処理の領
域で使用し、大きな成功を収めてきました。HLS で
は、高級プログラミング言語を使用してハードウェ
ア機能を表現できます。ザイリンクスはこの技術
がパケット処理でも有効であることを試すために、 
Vivado® HLS ツールを使用して完全なプロトタイプ 
システムを構築し、非常に素晴らしい結果を示しま
した。Vivado HLS によって開発期間が半減し、使
用するリソースが低減し、レイテンシが減少しました。
使用したサンプル システムは、ping とアドレス解決
プロトコル (ARP) リクエストに応答して、IP アドレ
スクエリを解決する簡単な ARP/ICMP サーバです。
　以下では、プロトコルを処理する際に設計者が直
面する重要な問題を、Vivado HLS を使用してどの
ように解決できるかについて詳細に説明します。こ
の技術の利点を理解するには、まず Vivado HLS 
を詳細に調べ、その動作機能を理解することが役
立ちます。

抽象化レベルの向上 
　Vivado HLS は、システム デザインの抽象化レ
ベルを上げることによって、具体的なメリットを設
計者に提供します。これは、主に次の 2 つの方法
で行われます。

●  C/C++ をプログラミング言語として利用し、こ
れらの言語で使用できる上位構造を活用します。

● 追加のデータプリミティブを提供します。設計者
は、これによって基本的なハードウェア ビルディ
ング ブロック ( ビット ベクタ、キューなど ) を簡
単に使用できます。

　これらの特徴によって、設計者は Vivado HLS を
使用して RTL よりもはるかに簡単にプロトコル シス
テム デザインに共通する問題を解決することができ
ます。その結果、システム構築が簡単になり、FIFO 
とメモリ アクセスが簡略化され、制御フローの抽象
化が可能になります。アーキテクチャの調査とシミュ
レーションが容易になるということも、この技術の
主要なメリットです。

ザイリンクスの高位合成ツールを導入すると、
設計者はパケット処理システムを
記述することができます。その記述は、
高度なプログラミング構造を使用した
ソフトウェア開発と同じ手法で行われます。
これは RTL で実現するのが難しい領域です。
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　Vivado HLS は C++ の関数をモジュールとして扱い、モジュー
ルの RTL 記述と等価の関数定義およびモジュールのインスタンス
化と等価の関数コールを使用します。この方式では、記述するコー
ド量が減ることによって、システムを記述する構造的なコードが大
幅に簡略化され、その結果、システム構築期間が短縮されます。
　Vivado HLS では、適切なオブジェクトのメソッド ( たとえば、
stream オブジェクトの read メソッドまたは write メソッド ) を使
用するか、単に標準 C の配列にアクセスすることで、メモリまたは 
FIFO にアクセスできます。これらは、合成ツールによってブロック 
RAM または分散 RAM として実装されます。合成ツールは、その
他の信号伝達、同期、またはアドレス指定を必要に応じて処理します。
　制御フローに関しては、Vivado HLS は簡単な FIFO インター
フェイスから完全な AXI4-Stream までの一連のフロー制御対応
インターフェイスを提供します。これらすべてのインターフェイスで、
設計者は、バック プレッシャーやデータの有効性をチェックしなく
ても、簡単にデータにアクセスできます。Vivado HLS は、正確
な関数の実行を保証しながら、あらゆる事態を想定して、関数の実
行を適切にスケジューリングします。
　また Vivado HLS では、設計者がアーキテクチャの調査を簡単
に行えるメリットがあります。pragma ディレクティブをコード ( ま
たは、GUI あるいはバッチ モードを使用する場合は Tcl コマンド ) 
に挿入することで、デザイン上で実装したい機能を合成ツールに伝
達することができます。このように、実装コード自体を変更しなく
ても、膨大なアーキテクチャのオプションを調査できます。これら
のオプションは、モジュールのパイプライン化のような基本的な問
題から、FIFO のキューの深さのようなよくある問題までを対象に
しています。
　最後に、C と RTL のシミュレーションの段階においても、Vivado 
HLS のメリットが発揮されます。デザインは、2 ステップのプロセ
スで検証されます。最初のステップは C シミュレーションです。この
シミュレーションでは、C/C++ がコンパイルされ、標準の C/C++ 

プログラムのように実行されます。検証の 2 番目のステップは、C/
RTL 協調シミュレーションです。ここで、Vivado HLS が C/C++ 
テストベンチから自動的に RTL テストベンチを生成し、RTL シミュ
レーションをインストルメント化して実行します。これによって、実
装の正しさをチェックできます。
　これらの利点をすべて活用することによって、Vivado HLS コー
ドの非常にコンパクトな性質により、システム デザインに関して、
開発期間や生産性だけでなく、コードのメンテナンス性や可読性に
おいて大きなメリットを得ることができます。また、高位合成を使
用してもアーキテクチャとその機能に対する制御は引き続き維持で
きます。この制御を実現するには、Vivado HLS の pragma を正
しく理解して使用することが基本となります。
　高位合成は、ザイリンクスが提供するパケット処理ソリューション
の階層の中間的な位置にあります。高位合成は、Vivado SDNet 
によって補完されます (Xcell Journal 87 号 , ページ４のカバース
トーリーを参照 )。Vivado SDNet は、プロトコル処理システムを
表現するための、制約は多いが非常にシンプルな手段を提供するド
メイン固有言語、および Vivado HLS では表現できない極めて広
範囲なシステム ( たとえば、DCM や差動信号を使用した詳細なク
ロック管理が必要なシステム ) の実装を可能にする RTL を使用し
ます。このような制限はありますが、Vivado HLS は、結果の品
質や設計者の柔軟性に悪影響を与えることなくほぼすべてのプロト
コル処理ソリューションを実装する効率的な手段です。

簡単なシステムの設定 
　新しい設計を開始する場合に行う最も基本的な作業は、まず構造
を決定し、次にそれを Vivado HLS で実装することです。Vivado 
HLS では、システムの基本ビルディング ブロックは C/C++ の関
数になります。モジュールとサブモジュールで構成されるシステムを
構築するということは、基本的に、最上位の関数が下位の関数を呼
び出すということです。図 1 に、極めて簡単な 3 段パイプライン

moduleOne moduleTwo moduleThree

Top-Level Module

図 1 – 簡単な 3 段パイプライン
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を示します。このパイプラインを例として使用し、Vivado HLS で
のシステム構築の背後にある基本的な考え方を紹介します。通常、
プロトコル処理はパイプライン化されたデザインで実行され、パイ
プラインの各段が処理の特定の部分を引き受けます。

例 1 - Vivado HLS での簡単なシステムの作成

1 void topLevelModule(stream<axiWord> &inData, 
stream<axiWord> &outData) {
2 #pragma HLS dataflow interval=1
3 
4   #pragma INTERFACE axis port=inData
5   #pragma INTERFACE axis port=outData
6 
7 static stream<ap_uint<64> > modOne2modTwo;
8 static stream<ap_uint<64> > modTwo2modThree;
9 
10 moduleOne(inData, modOne2modTwo);
11 moduleTwo(modOne2modTwo, modTwo2modThree);
12 moduleThree(modTwo2modThree, outData);
13 }

　例 1 のコードは、他のすべてのサブ関数を呼び出す最上位モジュー
ル関数を作成します。この最上位モジュール関数は 2 つのパラメー
タを使用し、それらは両方とも stream クラス (Vivado HLS ライ
ブラリが提供するテンプレート クラスの 1 つ ) です。stream はイ
ンターフェイスを表す HLS のモデリング構造であり、データがそ
のインターフェイスを経由してストリーミング方式で交換されます。
stream は FIFO キューまたはメモリとして実装できます。stream 
は、任意の C++ の構造で使用できるテンプレート クラスです。こ
の場合、例 2 に示す axiWord という名前のデータ構造 ( 構造体 ) 
を定義しています。

例 2 – stream インターフェイスで使用するための 
C++ 構造体の定義

struct axiWord {
   ap_uint<64>  data;
   ap_uint<8>   strb;
   ap_uint<1>        last;
};

　この構造体を使用して AXI4-Stream インターフェイスのフィー
ルドの一部が定義されています。Vivado HLS は、この種のイン
ターフェイスを自動的にサポートします。pragma ステートメントを
使用して、このインターフェイスを指定できます。pragma は、高
位合成ツールに対するディレクティブであり、必要な結果を得るた
めに、このツールの制御に役立ちます。例 1 の 4 行目と 5 行目の 
pragma では、両方のパラメータ ( 基本的に、最上位モジュールの
入力ポートと出力ポート ) が AXI4-Stream インターフェイスを使
用することを Vivado HLS に指示しています。AXI4-Stream イ
ンターフェイスには、2 つの必須信号 (VALID 信号と READY 信

号 ) が含まれています。これらの信号は、宣言された構造体には
含まれていません。これは、Vivado HLS AXI4 インターフェイス
がこれらの信号を内部で処理するためです。つまり、これらの信号
はユーザ ロジックに対して透過的です。前述したように、AXI4-
Stream インターフェイスを使用する場合、Vivado HLS はユーザ
からのフロー制御を完全に抽象化します。
　もちろん、インターフェイスに AXI4-Stream を使用しなくても
構いません。Vivado HLS は豊富なバス インターフェイスを提供
しますが、ここでは、パケット処理に使用できる一般的で標準化さ
れたインターフェイスの例として AXI4-Stream を選択しています。
　デザインの実装の次の作業は、確実に 3 つのモジュールを相互
接続することです。この接続は、stream を通じて行うこともでき
ます。ただし、この場合、stream は最上位モジュールの内部にあ
ります。7 行目と 8 行目では、この目的のために 2 つの stream 
を宣言しています。これらの stream は、Vivado HLS のもう 1 
つの構造である ap_uint を使用しています。ap_uint は、基本的
に符号なしの 1 次元ビット配列であり、そのように操作できます。
ap_uint もテンプレート クラスであるため、この配列の幅も指定
する必要があります。この場合は、最上位モジュールの入力およ
び出力インターフェイスのデータ メンバーの幅に一致する 64 ビッ
トを使用しています。ここで詳細な説明が必要なのは、これらの 
stream がスタティック変数として宣言されているということです。
スタティック変数は、複数の関数呼び出しにわたって値を維持しま
す。最上位モジュール ( および、そのすべてのサブモジュール ) は、
逐次的な C/C++ プログラムとして実行され、各クロック サイク
ルごとに 1 回呼び出されます。そのため、あるサイクルから次のサ
イクルまで値を変えずに維持する必要のあるすべての変数は、スタ
ティックとして宣言する必要があります。

パイプライン化されたデザインの作成
　最後に説明する pragma は、おそらく最も重要なものです。2 行
目の dataflow pragma は、Vivado HLS に対して、この関数のす
べてのサブ関数を並列に実行するようにスケジューリングすることを
指示しています。パラメタータ「interval」は、このモジュールの開
始間隔 (II : Initiation Interval) を設定します。II は、このモジュー
ルがどの程度の新しい入力データ ワードを処理できなければならな
いかを Vivado HLS に対して指示することによって、デザインのス
ループットを定義します。この設定は、モジュールが内部でパイプラ
イン化され、1 を超えるレイテンシを持つことを妨げません。II = 2 
は、モジュールが 2 サイクルでデータ ワードの処理を完了してから
新しいデータ ワードを読み取る必要があるということを意味します。
これによって、Vivado HLS は生成されるモジュールの RTL を簡
略化できます。それはそれとして、標準的なプロトコル処理アプリケー
ションでは、デザインは各クロック サイクルで 1 つのデータ ワード
を処理できる必要があるため、以降では II = 1 を使用します。
　問題解決のための最後の鍵は、各関数自体の呼び出しです。Vivado 
HLS では、この処理はモジュールのインスタンス化に対応しています。
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各モジュールに渡されるパラメータによって、基本的にモジュールの
通信ポートが定義されます。この場合、入力を 1 番目のモジュール
に接続し、1 番目のモジュールを stream modOne2modTwo を
介して 2 番目のモジュールに接続するというように、3 つのモジュー
ルのチェーンを作成します。

簡単なシステムの設定
　プロトコル処理は、通常、前回や現在の処理の状態を把握しなが
ら行われます。多くのクロック サイクルを経てバスに到着する一連
のパケット ワードを読み取り、パケットの一部のフィールドに従って
次の処理を決定する必要があります。この種の処理を扱う一般的な
方法は、ステート マシンを使用し、必要な処理をパケットに繰り返
し適用することです。簡単なステート マシンを例 3 に示します。こ
のステート マシンでは、前のステージからの入力に応じて、パケッ
トの削除または転送のいずれかを実行します。関数は、(1) inData 
ストリーム上のパケット データ、(2) パケットが有効かどうかを示す 
validBuffer ストリーム上の 1 ビット フラグ、(3) outData という
名前の出力パケット データ ストリームという、3 つの引数を受け取
ります。Vivado HLS 関数内のパラメータがリファレンスとして渡
されていることに注意してください。これは、Vivado HLS の複合
クラス stream を使用する場合は必須です。ap_ uint のような簡
単なデータ タイプは、その値で渡すこともできます。
　2 行目で使用されている pipeline pragma は、開始間隔1 (II = 1) 
を実現するために、この関数をパイプライン処理するように Vivado 
HLS に指示しています。つまり、各クロック サイクルごとに 1 つの
新しい入力データ ワードを処理できるようにします。Vivado HLS 
は、デザインを調べ、必要なスケジューリング制約を満たすために
デザインに導入する必要のあるパイプライン ステージの数を決定

します。

例 3 – Vivado HLS を使用した有限ステート マシン

1  void dropper(stream<axiWord>& inData, 
stream<ap_uint<1> >& validBuffer,  
stream<axiWord>& outData) {

2 #pragma HLS pipeline II=1 enable_flush
3
4  static enum dState {D_IDLE = 0, D_STREAM, D_
DROP} dropState;

5  axiWord currWord = {0, 0, 0, 0};
6
7 switch(dropState) {
8 case D_IDLE:
9    if (!validBuffer.empty() && !inData.empty()) {
10     ap_uint<1> valid = validBuffer.read();
11     inData.read(currWord);
12     if (valid) {
13       outData.write(currWord);
14        dropState = D_STREAM;
15     }
16   }

17   else
18     dropState = D_DROP;
19   break;
20  case D_STREAM:
21   if (!inData.empty()) {
22      inData.read(currWord);
23      outData.write(currWord);
24      if (currWord.last)
25        dropState = D_IDLE;
26   }
27   break;
28  case D_DROP:
29      if (!inData.empty()) {
30        inData.read(currWord);
31      if (currWord.last)
32         dropState = D_IDLE;
33      }
34      break;
35   }
36 }

　4 行目では、この有限ステート マシンのステートを表すのに使用
されるスタティック列挙型変数を宣言しています。列挙型変数の使
用は任意ですが、各ステートに固有名詞を付けることができるため、
コードの可読性を高めます。ただし、任意の整数または ap_uint 
変数を使用しても同じ結果が得られます。5 行目では、axiWord 
タイプの変数を宣言しています。入力から読み取られたパケット 
データは、この変数に格納されます。
　7 行目の switch ステートメントは、実際のステート マシンを表
しています。switch の使用は推奨されますが、必須ではありませ
ん。if-else 決定木によっても同じ機能を実行できます。switch ス
テートメントを使用すると、ツールがより効率的にすべてのステー
トを列挙し、生成されるステート マシンの RTL コードを最適化す
ることができます。
　有限ステート マシンは、D_IDLE ステートから実行を開始し、
10 行目と 11 行目で 2 つの入力ストリームからの読み取りを行い
ます。これらの 2 行は、どちらも stream オブジェクトの read メ
ソッドの使用を示しています。両方のメソッドは、指定されたスト
リームから読み取り、その結果を指定された変数に格納します。こ
のメソッドは、ブロッキング読み取りを実行します。つまり、メソッ
ド呼び出しの実行が失敗した場合、この関数の残りのコード実行が
中止されます。これは、空のストリームから読み取ろうとした場合
に発生します。

ストリームの分割とマージ 
　プロトコル スタックの一部のフィールドに従って、パケットを
別々のモジュールに転送し、それらの異なるストリームを再結合し
てから送信する機能は、プロトコル処理において極めて重要です。
Vivado HLS では、上位構造を使用して、この転送処理を簡単に
実現できます。例 4 のコードで、ストリームをマージする場合の例
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有限ステート マシンとして実装され、前に導入したのと同じ構造を
使用して記述されます。
　有限ステート マシンの最初のステートは、入力ストリームの選択
時の公平さを保証します。これは、ラウンドロビン アルゴリズムを
使用してキューを調べることによって実行されます。このアルコリズ
ムは、前にアクセスしたキューの後の次のキューから新しいデータの
検索を開始します。17 ～ 19 行目のコードで、ラウンドロビン アル
ゴリズムが実装されています。定数 NUM_MERGE_ STREAMS 
は、マージ対象のストリームの数を指定しています。その後、20 行
目で、tempCntr 変数で特定された現在のストリームの内容がテス
トされます。現在のストリームが空でない場合、現在のストリーム
がアクティブ ストリームに設定されます (21 行目 )。このストリー
ムからデータが読み取られ (22 行目 )、このデータ ワードが最後で
ない場合 (24 行目でチェック )、ステート マシンは M_STREAM 
ステートに移行します。このステートでは、このストリームの残りの
データ ワードが出力されます。最後のデータ ワードが処理される
と、有限ステート マシンは M_IDLE ステートに戻り、前の処理を
繰り返します。
　このモジュールでは、array_partition という名前の新しい pragma 
ディレクティブが導入されています。この pragma によって、Vivado 
HLS に対して、スループットを改善するために配列を複数のサブ
配列に分割するかどうかを指示します。これが指定されない場合、
Vivado HLS は 2 ポートの BRAM を使用して配列にアクセスしま
す。1 クロック サイクルで 3 回以上配列にアクセスする場合、ツール
は II の値を適切に増やさなければ、そのようなアクセスをスケジュー
リングできません。この例では、array_partition pragma を省略し、
NUM_MERGE_STREAMS の値 8 に設定した場合、II = 4 という
結果が得られます。しかし、目標の II = 1 を実現するために、各クロッ
ク サイクルで streamEmpty 配列のすべての要素にアクセスできる
ようにするには、配列を完全に分割する必要があります。この場合、
配列はフリップフロップベースのレジスタ セットに実装されます。
　入力ストリームの分割は、あるストリームから入力されたデータ 
ワードをストリーム配列に適切に転送する処理とよく似ています。

フィールドの抽出と再アライメント
　フィールドの抽出と再アライメントは、パケット処理における最も
基本的な処理の 1 つです。通常パケットは、バスを経由して複数
のクロック サイクルを経てモジュールに到着するため、目的のフィー
ルドが、到着したデータ ワード内で正しくアライメントされていな
いか、あるいは複数のデータ ワードを生成することがよくあります 
( 多くの場合、両方が発生します )。そのため、これらのフィールド
を処理するには、データ ストリームからフィールドを抽出してバッ
ファリングし、再アライメントする必要があります。

例 5 – ソース MAC アドレスの抽出の例

1 if (!inData.empty()) {
2    inData.read(currWord);

を示します。

例 4 – 簡単なストリームのマージの例

1  void merge(stream<axiWord> inData[NUM_MERGE_
STREAMS], stream<axiWord> &outData) {

2 #pragma HLS INLINE off
3 #pragma HLS pipeline II=1 enable_flush
4
5  static enum mState{M_IDLE = 0, M_STREAM} 
mergeState;

6  static ap_uint<LOG2CEIL_NUM_MERGE_STREAMS> 
rrCtr = 0;

7  static ap_uint<LOG2CEIL_NUM_MERGE_STREAMS> 
streamSource = 0;

8 axiWord inputWord = {0, 0, 0, 0};
9
10 switch(mergeState) {
11   case M_IDLE:
12     bool streamEmpty[NUM_MERGE_STREAMS];
13  #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=stream-

Empty complete
14     for (uint8_t i=0;i<NUM_MERGE_STREAMS;++i)
15       streamEmpty[i] = inData[i].empty();
16     for (uint8_t i=0;i<NUM_MERGE_STREAMS;++i) {
17       uint8_t tempCtr = streamSource + 1 + i;
18       if (tempCtr >= NUM_MERGE_STREAMS)
19          tempCtr -= NUM_MERGE_STREAMS;
20       if(!streamEmpty[tempCtr]) {
21          streamSource = tempCtr;
22           inputWord = inData[streamSource].

read();
23          outData.write(inputWord);
24          if (inputWord.last == 0)
25              mergeState = M_STREAM;
26       break;
27       }
28     }
29     break;
30   case M_STREAM:
31       if (!inData[streamSource].empty()) {
32          inData[streamSource].read(inputWord);
33            outData.write(inputWord);
34            if (inputWord.last == 1)
35                 mergeState = M_IDLE;
36        }
37        break;
38 }
39        }

　この例は、モジュール merge の使用を示しています。このモジュー
ルは、入力としてストリーム配列 (inData)、出力として 1 つのスト
リーム (outData) を備えています。このモジュールの目的は、公平
な方法で複数の入力ストリームを読み取り、読み取ったデータを出
力ストリームに出力することです。このモジュールは、2 ステートの
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3    switch(wordCount) {            
4       case 0:        
5          MAC_DST = currWord.data.range(47, 0);                   
6           MAC_SRC.range(15, 0) = currWord.data.

range(63, 48);            
7          break;               
8       case 1:
9           MAC_SRC.range(47 ,16) = currWord.

data.range(31, 0);              
10          break;
11       case 2:
12 ……

　例 5 に、ごく簡単なフィールドの抽出と再アライメントの例を示し
ます。ここでは、ソース MAC アドレスをイーサネット ヘッダから抽
出しています。データは、inData という名前の 64 ビット ストリー
ムで到着します。各クロックでデータが読み込まれます (2 行目 )。
その後、読み取られたデータ ワードに応じて、適切なステートメン
トが実行されます。5 行目で、ソース MAC アドレスの先頭の 16 ビッ
トが抽出され、MAC_SRC 変数の先頭にシフトされます。次のクロッ
ク サイクルで、MAC アドレスの残りの 32 ビットがバスに到着し、
MAC_SRC 変数の上位 32 ビットに配置されます。 

複数レベルの階層によるシステムの作成
　Vivado HLS を使用した簡単な 3 段パイプラインの実装方法を説
明しました。ただし、標準的なパケット処理システムは、階層内の複
数の層に分散された多数のモジュールを含む場合があります。その
ようなシステムの例を図 2 に示します。この例では、階層の第 1 レ
ベルが 2 つのモジュールで構成され、そのうちの 1 つのモジュール
に 3 つのサブモジュールが含まれています。この例の最上位モジュー
ルは、簡単なシステム構築の例で説明した最上位モジュールに似て
います。ただし、3 つのサブモジュールを含む下位モジュールでは、

INLINE pragma を使用して関数が展開され、各サブモジュールが
最上位に昇格しています。これを例 6 に示します。

例 6 - Vivado HLS の中間モジュール

1  void module2(stream<axiWord> &inData, 
stream<axiWord> &outData) {

2 #pragma HLS INLINE
3 

4 ………

　Vivado HLS が合成を行った後、システムは基本的に図 3 のよ
うになります。その結果、Vivado HLS は各モジュールからデータ
フロー アーキテクチャを正しく作成し、すべてのモジュールをパイ
プライン化して、同時に実行できます。関数のインライン処理後に、
同じモジュール名と信号名が維持されます。

高級言語の構造の使用
　高位合成の主要なメリットの 1 つは、高級言語の構造を使用して
複雑なオブジェクトを表現できるため、従来の RTL デザインよりも
大幅に抽象化のレベルを上げることができるということです。その
一例は、小さいルックアップ テーブルの記述です。
　例 7 は、連想メモリ (CAM) クラスの宣言のためのコードを示し
ています。このコードは、クラス オブジェクトを使用してテーブル
を作成します。このテーブルは、プロトタイプ システムの ARP デー
タの格納と読み出しに使用されます。このクラスには、1 つのプラ
イベート メンバーが含まれています。このプライベート メンバーは、
エントリ数が noOfArpTableEntries 個の arpTableEntry タイプ
の配列です。このタイプは構造体であり、MAC アドレス、対応する 
IP アドレス、およびこのエントリに有効なデータが含まれているか
どうかを示す 1 ビットで構成されています。

Top-Level Module

Module 1

Module 2

Sub-
module 3

Sub-
module 1

Sub-
module 2

図 2 – 2 レベルの階層を持つサンプル デザイン
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Top-Level Module

Module 1 Sub-
module 3

Sub-
module 1

Sub-
module 2

図 3 – パイプライン化された Vivado HLS デザイン内で分解された中間階層レベル

例 7 – CAM クラスの宣言

1 class cam {
2 private:
3  arpTableEntry filterEntries[noOfArpTableEn-

tries];
4 public:
5    cam();
6    bool write(arpTableEntry writeEntry);
7    bool clear(ap_uint<32> clearAddress);
8     arpTableEntry compare(ap_uint<32> 

searchAddress);
9 };

　このクラスには、このテーブルを操作する 4 つのメソッド ( そ
のうちの 1 つは構造 ) も含まれています。そのうちの 1 つ、
compare メソッドには、実際のルックアップ機能を実装します。
この例では、IP アドレスが指定され、それに対応する MAC アド
レスを返す必要があります。これは、for ループを使用してテーブ
ル内のすべてのエントリを調べ、同じ IP アドレスを含む有効なエ
ントリを検索することによって実行されます。その後、検索され
たエントリがそのまま返されます。何も見つからなかった場合は、
無効なエントリが返されます。デザインが目標の II = 1 を達成す

るには、ループを完全に展開する必要があります。

例 8 – CAM クラスの compare メソッド

1  arpTableEntry cam::compare(ap_uint<32> searchAd-
dress) {

2   for (uint8_t i=0;i<noOfArpTableEntries;++i) {
3     if (this->filterEntries[i].valid == 1 && 

searchAddress == this->filterEntries[i].ipAd-
dress)

4      return this->filterEntries[i];
5   }
6   arpTableEntry temp = {0, 0, 0};
7   return temp;
8 }

　筆者たちの経験とサンプル デザインを使用した以上の説明で、
Vivado HLS を使用して高級プログラミング構造を活用し、ソフト
ウェアに似た方法でパケット処理システムを記述できるということ
を明らかにしました。これを RTL で実現するのは、容易ではあり
ません。

10Gbps でのプロトコル処理 

　Vivado HLS では、C/C++ 使用して、従来の RTL と比べて
高い高級言語の生産性を活用し、素早く簡単に FPGA にプロトコ
ル処理デザインを実装できます。その他の利点には、C 関数を使
用した労力が少なくて済むシステム構築、標準化された FIFO 方式
のインターフェイスを提供するストリーム上でのデータ交換、ツー
ルをして望ましいアーキテクチャに導く自由なフロー制御と HLS 
pragma などがあります。これらの機能をすべて使用して、ソース 
コードを書き換えることなく、さまざまなデザインのトレードオフ
を素早く調査することができます。
　このようなデザインの基本概念を説明する手段として、ping と 
ARP リクエストに応答して、IP アドレス検索を解決する簡単な 
ARP サーバについて説明しました。その結果、Vivado HLS によっ
て設計されたモジュールが 10Gbps 以上のライン レートでプロト
コル処理を実行できるということが実証されています。 
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In FPGA Design,Timing Is Everything

FPGA デザインでは
タイミングがすべて
タイミング パフォーマンス目標の効率的な達成に役立つツールと手法があります。
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　FPGA デザインのタイミング パフォーマンス
が目標に届かない場合、その原因は明白ではな
いことがあります。この問題を解決するには、タ
イミングの目標に合わせてデザインを最適化する 
FPGA 実装ツールの能力だけでなく、設計者が
最初に目標を設定し、下流工程でタイミング問題
を診断して分離する設計者の能力も求められま
す。ここでは、クロックを設定し、シノプシス社
の Synplify Premier のようなツールを使用して
タイミング制約を正しく設定した後、パラメータ
を調整して Xilinx® FPGA デザインのパフォーマ
ンス目標を達成するまでの一連の作業で役に立
つヒントやノウハウを紹介します。
　これは、次のようないくつかの観点で取り組む
必要があります。

● 完全かつ正確なタイミング制約やクロック仕様
などの適切なデザイン設定

● より優れたパフォーマンスを実現するための慎
重な RTL コーディング、デザイン上、パフォー
マンスにとって最も難しい問題となる部分のグ
ループ化、後からデザインを調整する際の反復
実行時間の削減など、時間を節約する設計手法

● より良いタイミングの品質結果 (QoR) とタイミ
ング クロージャを実現するための、合成のタイ
ミングと配置配線のタイミングの相関関係

　以下では、これら 3 つのカテゴリに含まれる
いくつかの手法を紹介し、タイミング目標を達成
するための手法の使用方法について説明します。

ステップ 1 : 適切なデザインの設定 
　正しく完全なデザイン制約を指定することが、
最大の効果をもたらします。制約によって、設計
意図およびデザインのパフォーマンス目標を合成
ツールに伝えます。デザインが合成されると、そ
れらの制約およびクリティカル パスの情報は、さ
らに確実にタイミングを満たす目的で Vivado® 

Design Suite の配置配線 (P&R) ツールに自動
的にフォワード アノテーションされます。
　合成ツールは、困難な合成前の制約設定作業
を補助します。行う必要のある設定は次のとおり
です。

Angela Sutton 
Staff Product Marketing Manager, FPGA 
Synopsys 
sutton@synopsys.com

Paul Owens 
Corporate Applications Engineer, FPGA 
Synopsys 
powens@synopsys.com

タイミング パフォーマンス目標の効率的な達成に役立つツールと手法があります。
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1. クロックの指定

2. クロック グループとクロック間関係の識
別および作成

3. クロック制約の設定

4. デザインの入力および出力の制約の設定

5. マルチサイクル パスおよびフォルス パス
の定義

　デザインに十分かつ完全な制約を設定し
ており、過剰な制約を設定していないこと
をチェックする必要があります。過剰に制約
を設定すると、実行時間が長くなり、間違っ
たクリティカル パスがレポートされる可能性
があります。必ずマルチサイクル パスとフォ
ルス パスを指定し、生成されたクロック
に対して制約を設定してください (define_
path_delay、define_false_path)。

Vivado フローに対する初期制約ファイ
ルの設定
　制約の設定という困難な作業を支援する
ために、合成ソフトウェアは、出発点の役
目を果たす基本的な制約と構文を含む初期
制約テンプレートを提供します。たとえば、
Synplify  合成ソフトウェアでは、次の TCL 
ユーティリティを実行して特定のデザイン用
の初期 FDC ファイルを作成します。

TCL: create_fdc_template  

　この処理で生成される制約ファイル (*.fdc) 
の例を図 1 に示します。この例では、クロッ

証手法を適用することを推奨します。役に立
つ制約チェックの種類に関するアイディアを
得るために、Synplify ソフトウェアが実行
するチェックについて説明します。
　最初に、「構文チェック」、つまり、制約構
文エラーをすべて検出して除去するために、
組み込まれた「get_XX」コマンドや「all_
XX」コマンドなどの制約の簡易チェックを
実行します。各エラーはログ ファイルに表示
され、そのハイパーリンクをクリックして、エ
ラーの説明と修正方法が記載されたエラー 
マニュアルに移動することができます。Tcl 
コマンド check_fdc_query を使用します。
　2 番目に、不正にコード化されたフリップ
フロップなどのハードウェア関連のエラーを
検出するために、「合成チェック」を実行し
ます。これらのエラーは、別のログ ファイル
にレポートされます。
　3 番目に、宣言されたクロック、生成さ
れたクロック、推測されたクロックを含めて
クロック設定の問題をチェックする基本的な

「高速合成」を実行します。高速合成によっ
て、クロック設定のチェックを実行できます。
これは、高速合成によってクロック レポー
トとタイミング レポートの両方が生成され、
クロック設定の問題点が明らかになるため
です。
　一部の合成ツールでは、「高速」モードで
合成を実行できます。高速モードでは、実
行時間を短縮するために一部の合成最適化
が無効化されます。Synplify Premier 合成
ソフトウェアでは、次のコマンドを使用して
これを実行できます。

クの宣言、クロック グループ ( クロック間の
関係 )、入力 / 出力遅延などの重要な項目が
設定されています。

Vivado Design Suite フローでの制約
設定のベスト プラクティス
　Vivado Design Suite フローで制約を設定
する場合、必ず以下のことを行ってください。

● 入力ポートまたは入力ポートに接続された
ネットに対してすべてのプライマリ クロック
を定義する。

● ブラックボックス出力ピンに対してクロック
を定義する。

● 各ネットに対して生成されるクロックを定
義する。

● ゲーテッド クロックは定義しない。

● 適切なクロック制約を指定する : 過剰な制
約を設定せず、関係のない ( 非同期の ) ク
ロックは必ず別々のクロック グループに配
置する。

● フォルス パスやマルチサイクル パスなどの
タイミング例外を定義する。

　ヒント : Vivado Design Suite では、Xilinx
ISE® Design Suite フローの場合と同じく、
できるだけ (BUFG ではなく) ソース クロッ
クの近くになるようにクロック制約を適用し
てください。

制約の正しさの確認
　デザインの設定段階で、4 種類の制約検

図 1 – Synplify 合成ソフトの初期入力制約ファイルでは、基本的なクロック設定と I/O 制約要件を設定します。
各制約は、Vivado 配置配線ツールにフォワード アノテーションされます。

###==== BEGIN Clocks – {Populated from tab in SCOPE, do not edit)
create_clock –name {clock} [get_ports {p:clock}] –period 10 –waveform {0 5.0}
###==== END Clocks - {Populated from tab in SCOPE, do not edit)
###==== BEGIN Inputs/Outputs - {Populated from tab in SCOPE, do not edit)
set_input_delay {p:porta[7:0]} 1 –clock {c:clock} –add_delay
set_input_delay {p:portb[7:0]} 1 –clock {c:clock} –add_delay
…
set_output_delay {p:porto[7:0]} .5 –clock {c:clock} –add_delay
…
###==== END Inputs/Outputs - {Populated from tab in SCOPE, do not edit)
###==== BEGIN Registers - {Populated from tab in SCOPE, do not edit)
…
set_clock_groups –disable –asynchronous –name {clock_group} –group {clock} –comment 
 {Source clock clock group}
 

 44  Xcell Journal 88 号



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

set_option –fast_synthesis 1

　合成コンパイラは、合成レポートのクロッ
ク サマリを作成します。このサマリには推
測されたクロックに関する情報が含まれ、
この情報を使用してクロックの識別、定義、
および制約設定を行うことができます。
　4 番目に、完全な「制約チェック」を実行
します。このチェックでは、クロックの関係、
制約が設定されていない始点 / 終点、クロッ
クが使われていない I/O、制約が設定され
ていない I/O などの、制約設定の問題点が
調べられます。
　完全な制約チェックでは、制約とインスタ
ンス名が正しく適用されているかどうかも
調べられます。たとえば、存在しないタイプ
または無効なタイプの引数およびオブジェク
トに適用されたタイミング制約には警告が
出されます。その後、ツールは、制約ファイ
ルを修正できるようにするために、適用で
きない不適切な制約および見つからなかっ
たインスタンスに関する詳細な解説レポート

図 2 – 構文チェック、合成チェック、および制約チェックを実行することで、
制約およびクロックの設定の初期エラーを検出し、短期間での QoR の達成を支援します。

を生成します。Synplify 合成ツールは、合
成の事前マッピング段階でこのようなチェッ
クを自動的に実行します。あるいは、合成
の開始時に、次の TCL コマンドを使用して
制約チェックを実行することもできます。

TCL: project -run constraint_check

　これらの基本的なチェックを実行すること
によって、潜在的なエラーが合成サイクルの
初期段階で特定され、品質結果 （QoR） が
向上します ( 図 2)。
　合成を実行した場合、合成後のタイミン
グ レポートに重要な情報が表示されるため、
必ずこのレポートを分析してください。たと
えば、Synplify ソフトウェアを使用した場
合、タイミング レポートのスターティング ク
ロックのセクションの「System Clock」に
は、一部の I/O に制約が設定されていない
可能性があることが示されます。このレポー
トのインターフェイス情報で、これが事実か
どうかを確認できます。

ステップ 2 : RTL コーディング スタイル
およびクリティカル パスの調整   

　良好なタイミングに収束するために、有限
ステート マシン、RAM、数学 /DSP 関数、
クロック ツリー、およびシフト レジスタに特
定のコーディング スタイルを使用することを
推奨します。そうすることで、合成ツールが 
FPGA のプリミティブ ビルディング ブロック
を使用して実装をより適切に推測できるよう
になるため、タイミング QoR が改善されます。
　さらに、これらのコーディング スタイル
によって、推測されたラッチ、RAM に対
する読み出し / 書き込みチェック ロジック、
DSP プリミティブにパッキングすることが
できたロジックなどの、不要なロジックが
作成されなくなります。このトピックで繰り
返し述べているように、合成ツール内のコア
ジェネレータ機能の使用は、検討するべき
重要なポイントです。たとえば、Synplify ソ
フトウェアには、バイト イネーブル RAM に
必要な RTL コーディング スタイル を自動
生成する SynCore IP ウィザードが含まれ
ています。ザイリンクスの IP Catalog、シノ
プシス社の Synphony Model Compiler ま
たはシノプシス社の DesignWare coreTools 
および DesignWare Building Blocks など
の他の IP ジェネレータも、IP コアをコンフィ
ギュレーションし、多くの DSP と数学関数
を実行し、適切な RTL コーディング スタイ
ルを作成できます。ハンドコーディングする
場合は、以下に注意してください。

有限ステート マシンに関して
● ザイリンクスのフローでは、起動後に同期

リセットを使用してハードウェアを有効な
ステートに設定するか、動作中にハード
ウェアをリセットします。

● 組み合わせ always ブロックからシーケン
シャル ブロックを分離します。

● 次ステート変数を、可能な ( 存在する ) す
べてのステートに割り当てます。 

ブロック RAM に関して
● 可能な限り同期 RAM をコーディングしま

す。通常、同期 RAM の方が高いクロック
周波数で動作するためです。

● ネットリスト レベルでのデバッグを容易に
するために、RAM のコードを別のモジュー
ルに配置します。
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SRL に関して
シフト レジスタをザイリンクスの select_

srl SRL プリミティブにパッキングするか、
それらをレジスタに実装します。

● パッキングは自動的に行われます。シフト
レジスタ チェーンの場合、Synplify ソフ
トウェアは、タイミング QoR を最適化す
るために、必ずチェーン内の最後のレジス
タをパッキングされる select_srl から除
外します。

● 他に方法がない場合は、syn_srlstyle 属
性を使用して SRL の実装方法を制御し
ます。

クロック ツリーに関して
● これらは合成時に自動的に推測 （インファー）

されないため、フェーズロック ループ (PLL)、
クロック ジェネレータ、またはクロック マ
ルチプレクサーを RTL にインスタンス化
することを推奨します。

● PLL の入力クロックのタイミング制約は、
PLL 出力ピンに対して、生成されたクロッ
クの制約を自動的に生成します。

　クロック制約を確認するために、それら
を回路図ビューアで調べます。たとえば、
Synplify の HDL Analyst ツールは、クロッ
ク ツリーに対してフィルタを実行し、クロッ
ク ツリーとクロック制約の観察およびデバッ
グを可能にします ( 図 3)。

● 特定のリセット条件を持つ RAM、デュア
ルポートまたはバイト イネーブル RAM、
非対称 RAM を使用することを決める前
に、推奨されるコーディング スタイルを
調べ、推測 ( インファレンス ) がサポートさ
れているかどうかを確認してください。サ
ポートされていない場合、ネットリストが
多くの制御ロジックを作成する可能性があ
ります。

● 同一クロック サイクル内で、書き込むアド
レスと同じアドレスから読み取らないでく
ださい。

● 他に方法がない場合は、属性 (Synplify
ソフトウェアの場合は syn_ramstyle) を
使用して小さい RAM を強制的にレジス
タに実装し、タイミングがクリティカルな
RAM またはより大きい RAM で使用する
ために RAM のリソースを解放します。

DSP ブロックに関して
これらのプリミティブを使用して、フィル

タおよびカウンタ、加算器、乗算器、減算
器などの数学関数を実装できます。

● ネットリスト レベルでのデバッグを容易に
するために、DSP のコードを別のモジュー
ルに配置します。

● 他に方法がない場合は、属性 (Vivado
Design Suite フローでの Synplify の場
合は syn_ dspstyle) を使用して強制的に
実装します。

モジュール方式の使用によるクリティカル 
パスのパフォーマンスの改善
　デザインの特定の部分のタイミングが他の
部分よりもクリティカルである場合がありま
す。その場合、パフォーマンスを満たしてい
ない部分を調整し、少しずつ改善する必要
があります。RTL およびネットリストの段階
で適用して調整を素早く行うことができる手
法の 1 つは、単一のブロック内またはサブ
プロジェクト内のクリティカル パスを分離す
ることです。これを逐次繰り返し、少しずつ
改善することができます。また、Vivado 配
置配線ツールを使用して各要素を強制的に
近づけて配置すると、タイミング QoR をさ
らに確実なものにできます。このようなモ
ジュール方式を可能にするために、合成時に
必要に応じて使用できる機能としては以下の
ものがあります。

● 合成前に、RTL パーティション ( Synplify 
ソフトウェでは、「コンパイル ポイント」と
呼ばれます ) を指定するか、階層的なサブ
プロジェクトを作成します。

● 合成後に、階層的なプログラム管理フロー
を使用して、デザイン上でパフォーマンス
を満たしていない部分のみをサブプロジェ
クトとして分離 ( エクスポート ) します。こ
れを繰り返し適用し、修正し、結果を再び
組み入れます。

● クロス SLR 遅延を防ぐために、合成ソフ
トウェアから Vivado 配置配線ツールに

図 3 – クロック ツリーを正確に表示する回路図ビューアを使用して、クロック ツリーとクロック制約をデバッグします。
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対して、クリティカル パスを Virtex®-7
2000T FPGA などのマルチ SLR デバ
イスの同じダイ上に配置するように指示し
ます。

ステップ 3 : 最終的なタイミング 
クロージャの達成
　全体的なタイミングを、合成後および配
置配線後にレポートすることができます ( 図 
4)。たとえば、Synplify ソフトウェアでは、
TCL コマンド (report_timing) を使用して
デザインの関心のある特定の部分に関して
レポートできます。
　さらにタイミング QoR を改善するには、
特にタイミング クリティカル パス上の始点
と終点の過剰なマージンについて、合成後
のタイミング結果と配置配線後のタイミン
グ結果を比較して調べることを推奨します。
たとえば、Synplify Premier 合成ソフトウェ
アでは、合成後のタイミングと配置配線後の
タイミングのレポートを横に並べて表示し、

タイミング結果を調べることができます。
　比較 （コリレーション） ツールを使用して、
始点、終点および必要な期間の状況を横に
並べて比較することができます。各パスは、
終了クロックに対してレポートされます。指
定した「過剰なマージン」の基準の範囲内で
配置配線前のタイミングと配置配線後のタイ
ミングが十分に相関していないパスは、「相
関不一致」として警告されます。そのため、
それらのパスに対して対策を行うことができ
ます。通常の対策は、合成ツールに対して「～
配線」制約と呼ばれる制約を指定し、合成
時のみのタイミング パス制約を厳しくする
ことです。次に例を示します。

合成時に使用される FDC 制約入力ファイル :  
set_clock_route_delay {c:clka} 1.4

　これらの制約は、合成ツールに対して「さ
らに処理を向上させて」各パスのタイミング 
パフォーマンスを満たすように指示します。
その結果、さらに良い相間と QoR が得ら

れます。
　タイミング相関比較機能のメリットは、問
題を引き起こしている正確なパスを詳細に
確認できるということです。たとえば、表示
するパスの数を終点ごとに変更できます。特
定のクロックまたは対象のインスタンスを検
索し、それらのタイミング パスを表示でき
ます。タイミングの相関比較をさらに補助す
るために、各クロックを比較し、表示するこ
ともできます ( 図 5 を参照 )。
　このように、Vivado Design Suite フロー
において妥当な時間の範囲内で良好なタイミ
ング パフォーマンスを達成するには、いくつ
かの手順を実行する必要があります。ここで
その概要を説明した手法は、クロックと制約
の設定の問題を早期に捕えるとともに、デザ
インおよび RTL 内のタイミングを調整して
比較し、早期にタイミング クロージャを達成
するための多様な技術を提供します。
　詳細および例については、http://japan.
xilinx.com/fpga をご覧ください。

図 4 – デザイン内の特定のノードをデバッグするために、タイミング レポートを生成できます。

図 5 – タイミング相関比較レポートを使用して、合成後と配置配線後とでタイミングの不一致を比較し、
パス タイミング結果とクロックを横に並べて表示し、フィルタ処理できます。
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ウェブセミナー

ニーズに合わせたプログラムを各種取り揃えて好評配信中!!

FPGA入門編

FPGA/SoC
活用編

開発ツール編

FPGA/SoC
概要編

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

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

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

30分で判る! FPGA入門

UltraScale 
アーキテクチャ概要
UltraScale 
アーキテクチャ概要

AMBA AXI4 テクニカルセミナー

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

Zynq SoC を使用した最先端 エンベデッド システムの設計

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

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

15分で判る! FPGA採用理由

7 シリーズ ターゲット デザイン プラットフォーム

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

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

New!!New!!

Web Seminar

新セミナー登場

Zynq-7000 SoC アーキテクチャとエコシステム

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

～アクセレータでのソフトウェア 
　ボトルネックの解消方法～

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



基本のFPGAアーキテクチャ E-Learning
・ スライスおよび I/Oリソース
・ メモリおよびクロッキングリソース
・ Architecture Wizard および Foorplan Editor

VHDL 基礎

VHDL 中級

Verilog 基礎 System Verilog での設計

Verilog 中級

Vivado デザインツールフロー

VivadoでのFPGA設計導入

開発言語

コネクティビティデザイン
基礎

アヴネット・インターニックス

新光商事

東京エレクトロンデバイス

パルテック

エッチ・ディー・ラボ

詳 細とご登 録はこちらから

System Verilog での検証

VivadoでのFPGA設計実践

7シリーズデザイン

Chip Scope Pro ツールを
使用したデバッグ法

FPGA 低消費電力
設計のコツ

アナログミックスシグナル
（AMS）設計

メモリインターフェイス
設計

マルチギガビット
シリアルIO

Simlink基礎
（MathWorks社開催）

Cコードベース設計 : Vivado HLS
を使用した高位合成

SystemGenerator を
使用したDSPデザイン

DSPデザイン
基礎

Zynq
システムアーキテクチャ

Zynq エンベデッド
システムソフトウェア開発

Zynq
エンベデッドシステム開発

エンベデッドデザイン
基礎

Vivado でのアドバンスド
FPGA設計

パーシャルリコン
フィギュレーション

エンベデッドマイクロブレーズ
Linux開発

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

avnetinternix.co.jp/training.aspx

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

ppg.teldevice.co.jp/

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

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

Japan.xilinx.com/training/
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Xilinx Introduces
Vivado® Design Suite 向け
UltraFast™ 設計手法

ザイリンクス UltraFast 設計手法は迅速で予測可能な
設計サイクルを可能にします。

詳細はこちら :  japan.xilinx.com/ultrafast
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