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拡大するザイリンクスの
エコシステム
本号には、ザイリンクス Zynq®-7000 SoC および Zynq UltraScale+™ MPSoC をベースにしたシ
ステム開発をサポートする企業のエコシステムの劇的な拡大に関する記事が掲載されています。ザイリンク
スは、2016 年 2 月にドイツのニュルンベルグで開催された Embedded World カンファレンスでこのエ
コシステムの拡大について発表しました。この展示会のザイリンクス ブースでは、ザイリンクスとザイリン
クスのエコシステム メンバー企業およびザイリンクスの顧客が開発した、次のような多数のアプリケーショ
ンのデモを行いました。
■■ Zynq UltraScale+ MPSoC を使用した 4K ビデオ処理
■■ ADAS 開発アシスタント (Xylon 社提供)
■■ リアルタイム分析機能を備えたアイスキャン テスト (EyeTech Digital Systems 社提供)
■■ IIoT 向けインテリジェント ゲートウェイ
■■ マシン ビジョンと制御 (National Instruments 社提供)
■■ マシン ビジョン向け OpenCV ハードウェア アクセラレーション
■■ 画像分類トレーニング ソフトウェア

(Xylon 社および eVS embedded Visions Systems 社提供)
■■ リアルタイムのマルチオブジェクト検出 (Xylon 社および eVS 社提供)
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■■ スマート カメラ向けリアルタイム 3D マルチオブジェクト認識 (iVeia 社提供)
■■ Zynq UltraScale+ MPSoC を活用したロボティクス
■■ プログラマブル ロジックによるソフトウェア アクセラレーション

皆様の次のデザインがこれらのデモのどれかに似ている可能性は大いにあることでしょう。それは、これ
らのデモに使用されているザイリンクスとエコシステムの IP コアが、皆様のデザインにも簡単に応用でき
るという意味です。Aaron Behman と Dan Isaacs が執筆した本号のカバー ストーリー「ザイリンクス
のエコシステムの拡大による、エンベデッド ビジョンと IIoT システム デザインの未来の再構築」(8 ページ)
では、この重要なエコシステムの拡大について詳しく説明しています。
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ウェブセミナー
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。

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 !!

注目のセミナー

Artix®-7 FPGA 搭載のエンベデッド キット

ARTYのご紹介
FPGA 入門編

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。

30分で判る! FPGA入門

15分で判る! FPGA採用理由

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。

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

FPGA/SoC
活用編

次世代マシンビジョン システムの最新構築方法

All Programmableで実現するハイエンド組込みヒューマン マシン インターフェイス
ザイリンクス All Programmable ソリューションで実現する機能安全

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

開発ツール編

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 ～

AMBA AXI4 テクニカルセミナー
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。

FPGA/SoC
概要編

UltraScale アーキテクチャ概要
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
セミナー内容の詳細／ご視聴は今すぐこちらから
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幅広い IP コア、
ソフトウェア、ハードウェア、
デザイン サービスの提供で、
ザイリンクス All Programmable
デバイスベースの、よりスマートで、
接続性の高い、差別化された
システムが実現できます。

		

最先端のソフトウェア ベース インテリジェンス、最適化
されたハードウェア、any-to-any コネクティビティを備えた
システムが、エンベデッド ビジョンとインダストリアル IoT
(IIoT : Industrial Internet of Things) の未来を形作りま
す。2016 年 2 月にドイツのニュルンベルクで 開催された
Embedded World で、ザイリンクスはザイリンクスの All
Programmable デバイスをベースにした IIoT システムとエ
ンベデッド ビジョン システムの開発をサポートするエコシステ
ムの強化と拡大を発表しました。この展示会で、ザイリンクス
とエコシステム パートナー各社は、よりスマートで、接続性の
高い、差別化された各種システムの開発を容易化する製品の
デモンストレーションを行いました。
Embedded World におけるエコシステムについての発表
は、この 1 年でザイリンクスが達成した 3 つのマイルストー
ンを締めくくるものと言えます。2015 年 3 月 にザイリン
クスは SDSoC™ 開発環境を発表しました。SDSoC 環境に
より、C/C++ プログラムを作成する設計者コミュニティーが
ザイリンクス Zynq®-7000 SoC を利用できるようになりま
す。この環境がターゲットにするのは、Verilog または VHDL
を使用してハードウェア内部の回路を変更した経験は多くな
いが、ザイリンクスのデバイスの優れたパフォーマンスと 1
ワット当たり性能からメリットが得られるアルゴリズム開発者で
す。ザイリンクスは2015 年 9 月に、Zynq UltraScale+™
MPSoC の販売を開始しました。さらに、2016 年 2 月 には、
エンベデッド ビジョンと IIoT の分野で Zynq ベースのデザイ
ンをサポートするエコシステムの強化と拡大を発表しました。
産業用/エンベデッド ビジョンと IIoTでは、注目すべきアプ
リケーションが、工業、科学、医療、業務用 A/V、消費者、
航空宇宙/防衛、自動車の各市場分野に登場しています。
ザイリンクス All Programmable デバイスの 優 れたパ
フォーマンスと 1 ワット当たり性能の特性を利用する場合に
は、これまでプログラミング モデルが主な障壁になっていまし
た。C/C++ ユーザーは、CPU と (最近では) GPU 向けの
コードの作成に慣れています。ソフトウェア定義ハードウェア用
のザイリンクスの Vivado® 高位合成 (HLS) ツールと、ソフ
トウェア定義システム開発用の SDx™ 環境を使えば、はるか
に多くのシステム開発者が、ザイリンクス Zynq-7000 SoC
ファミリと Zynq UltraScale+ MPSoC ファミリのソフトウェ
ア定義型 All Programmable デバイスを利用できます。ザ
イリンクスのエコシステムの拡大により、優れたパフォーマン
スと 1 ワット当たり性能を備えたザイリンクス製品が、CPU
や GPU と同じくらい簡単に使用できるようになります。

http://japan.xilinx.com/

7

COVER STORY

エンベデッド ビジョンと IIoT の処理フロー

システムは、通常 4 台 ～ 6 台またはそれ

もちろん CPU または GPU を使ってこう

は大部分が共通しています。どちらの処理も

以上のビデオ カメラから収集したビデオ スト

したシステムを設計する方法はたくさんあり

センシングとデータ収集から始まります。エ

リームを結合して単一の鳥瞰図を生成し、運

ますが、差別化されたシステムを設計する

ンベデッド ビジョン システムでは、収集され

転者に 360°2D 平面ビジョンまたは 3D 球

場 合、 ザイリンクス Zynq-7000 SoC と

るデータは一連の画像またはビデオ ストリー

面ビジョンを提供します。ビジョン システムは、

Zynq UltraScale+ MPSoC は次のような

ムの形式をとります。 IIoT システムの検出

ローカル ディスプレイを駆動するだけでなく、

大きな優位性と利点を提供します。

データには、ビデオのほか、加速度と振動、

ローカルで処理したビデオの保存やほかのビ

音波/超音波、化学物質とガス、電気/磁気、

デオ ストリームと結合し、さらなる処理の実

流量、力/負荷/トルク/歪み、湿度と水分、

行のためにクラウドに送信します。

漏出量と水位、マシン ビジョン、光、動き/

IIoT システムは、ビデオとその他の検出

速度/変位、位置/存在/近接性、圧力、温度

データを組み合わせて、必要な処置を定義

などの多種多様な検出パラメーターが含まれ

することができます。 たとえば、System-

ます。

on-Chip engineering (SoC-e) 社 の 新 し

1. 非常に高い1 ワット当たりの性能。ザイリ
ンクス All Programmable デバイスは、
プログラム可能なハードウェア、ソフトウェ
ア、I/O を組み合わせることで、2、3、
または 4 チップ デザインをワンチップに
統合可能で、最大限のシステム性能と消
費電力の削減を両立させます。

い CPPS-Gate40 Smart Gateway (12

センサー フュージョンの
ニーズの高まり

ページの記事を参照) は、産業用制御シス

2. センサー フュージョン。ザイリンクス All

テムで広く使用されている各種の I/O ポー

Programmable デバイスは、温度や圧

一部のエンベデッド ビジョン システムと

トとローカルな高速データ処理機能を統合

力などの低ビットレートのデータから、複

IIoT システムは、センサー フュージョンが

した製 品であり、 得られたデータを High-

数の同時高精細/超高精細ビデオ ストリー

必要です。センサー フュージョンとは、さま

Availability Seamless Redundancy/

ムなどの高ビットレートのデータまで、各

ざまなタイプの複数のセンサーから得られる

Parallel Redundancy Protocol (HSR/

種の情報を取り込んで処理できる独自の

データを処理、結合し、実践的なインテリ

PRP) を使って二重冗長方式の光イーサネッ

機能を備えています。

ジェンスに変換することです。 エンベデッド

ト リング上に送信します。IIoT システムを定

ビジョン システムの場合、複数のビデオ スト

義する特徴は、検出したデータを高速リアル

リームを結合して、より利用しやすい (または

タイム制御に使用できる能力にあり、これは

より有用性の高い) ビデオ ストリームに変換

クラウドベースの処理と意思決定に依存して

できます。たとえば、車両搭載型のビジョン

いたのでは可能になりません。

Programmable Logic
Image
Sensor
Image
Sensor
Image
Sensor

MIPI

MIPI

MIPI

Image
Sensor

MIPI

Image
Sensor

MIPI

Vehicle
Sensors

Sensor Fusion
Acceleration
Object List
Processing

LPDDR4

MPSoC の プ ログ ラ マ ブ ル I/O 機 能
は、各種のビデオ インターフェイス規格

DA Application
Processing

Driver
Monitoring

Blind Spot
Detection

Zynq-7000 SoC と Zynq UltraScale+

Processor System

Pedestrian
Detection

Lane
Departure

3. any-to-any コネクティビティ。ザイリンクス

A53

A53

A53

A53

R5

R5

Driver
Assist

Safety Critical &
Control Decisions

GPU
Images Warping &
Graphics Overlay

DisplayPort

On-Chip
Memory

Zynq UltraScale+
Hardened Feature
Ecosystem Provided IP
Xilinx IP
External Component

Scratchpad
Memory

16nm

図 1 – この ADAS デザインは、Zynq UltraScale+ MPSoC の ARM Cortex コアのヘテロジニアス プロセッシング機能を利用します。
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(MIPI や HDMI など) からインテリジェ

に、Zynq UltraScale+ MPSoC ベースの

ント センサー インターフェイス (I2C や

標準的な ADAS デザインを示します。

ビデオ監視システム内で、各種のビデオ カメ
ラを含む複数のセンサーに接続されます。ブ

SPI な ど)、 高 速 A/D コ ン バ ー タ ー

図 1 に示すように、このデザインは、ザ

ロック図の赤いボックスは、MIPI インターフェ

(JESD204B や LVDS な ど) に 至 る

イリンクス Zynq UltraScale+ MPSoC 内

イス方式のビデオ カメラおよびディスプレイ

まで、想定可能なほぼあらゆるセンサー

のクワッドコア ARM Cortex-A53 アプリ

用と、ほかのタイプのセンサーを接続する各

I/O の要件に対応する卓越した能力を備

ケーション プロセッサとデュアルコア ARM

種 I/O インターフェイスに対応するザイリン

えています。

Cortex-R5 リアルタイム プロセッサのヘテ

クスのインターフェイス IP コアを示していま

ロジニアス プロセッシング機能を利用します。

す。全体が青の 6 つのボックスは、ザイリン

図の 5 つの赤いボックスは、ザイリンクスが

クスのエコシステム パートナーが提供してい

4. マルチレベルのセキュリティとマルチレイ
ヤーの安全性。ハードウェア セキュリティ機
能を搭載した Zynq UltraScale+ MPSoC
の ク ワ ッド コ ア ARM® Cortex™-A53
アプリケーション プロセッサとデュアルコ
ア ARM Cortex-R5 リアルタイム プロ
セッサは、セキュリティ プロトコルと機能
安全プロトコルをインプリメントするため
の独自の機能を提供します。

直接提供している MIPI ビデオ インターフェ

るプロセッシング IP コアを示しています。2

イス IP コアを示しています。6 つの青いボッ

つの 赤/青のボックスは、ザイリンクスと拡大

クスは、ザイリンクスのエコシステム パート

されたエコシステム パートナーの両方が提供

ナーが提供している、歩行者検知、運転者監

している IP ブロックを示しています。

視、車線逸脱監視、ブラインド スポット検知、

多彩に機能を変えるこの All Programmable

センサー フュージョンなどの高度な機能をイ

システムの 1 ワット当たり性能は、大手競合

ンプリメントする高速 IP 処理ブロックを示し

他社製の CPU/DSP/GPU ベースのシリコ

ています。

ンを使った同等クラスのシステムに比べて約

5. 「 カメレ オ ン 」の ように 多 彩 に 機 能 を

図の ADAS システムは、Zynq UltraScale+

5 倍優れています。ARM TrustZone® 機

変 え る All Programmable プ ラ ット

MPSoC の any-to-any コネクティビティを

能とデバイスのハードウェア ベースの AES

フォー ム。Zynq-7000 SoC と Zynq

フルに活用して、ビデオ カメラ用 MIPI な

暗号 化など、Zynq UltraScale+ MPSoC

UltraScale+ MPSoC のハードウェア処

どのセンサー インターフェイスとの通信を

の安全機能とセキュリティ機能は、この監視

理、ソフトウェア処理と I/O の柔軟性を利

行います。 競合ベンダーの非プログラマブ

システムのようなセキュリティ アプリケーショ

用して、低コストのシステムから高性能の

ル デバイスを新しいセンサー インターフェイ

ンには特に効果的です。

システムまで、最終製品ファミリの費用曲

スに対応させるには、I/O チップを追加して

線の範囲を高低どちらにも調整、拡張で

追加の I/O インターフェイスとプロトコルを

きる、再利用可能なソフトウェア定義のハー

処理させる必要があります。さらに、Zynq

ドウェア プラットフォームを開発できます。

UltraScale+ MPSoC は優れたハードウェ

ターゲットとする変電所自動化システムです。

また、多機能の製品ラインを揃えたブラン

ア ベースのビデオ処理性能を備えているた

これは変電所のパラメーターを監視する各種

ドで新しい市場に参入できます。これは仮

め、競合他社の標準デバイスよりも多くのビ

センサー コンポーネントから送られる複数の

例 3 : スマートグリッド変電所自動化
第3 の例は、スマートグリッド デザインを

説の上での利点ではなく、ザイリンクスの

デオ チャネルを処理できます。競合デバイス

イーサネット ストリームを処理する IIoT アプ

多くの顧客が既に実践していることです。

とは 異 なり、Zynq UltraScale+ MPSoC

リケーションです。図3 に、この多彩に機能

は処理するビデオ ストリームの数をプログラ

を変える All Programmable システムの例

ムできます。

のシステム ブロック図を示します。

多彩に機能を変える All Programmable
プラットフォームの 4 つの例を次に示します。

Zynq UltraScale+ MPSoC は非常に柔

異なる市場をターゲットとするこれらの例は、

軟な I/O と高い処理能力を備えているため、

準化された IEEE-1588 Precision Timing

す べ て ザ イリン ク ス Zynq UltraScale+

センサーと外部メモリを除いて、MPSoC そ

Protocol (PTP) と IEC 62439 HSR/PRP

MPSoC を利用しています。

れ自体の外部のハードウェアはほとんど必要

を採用した標準的な産業用イーサネット シス

ありません。このシステムの 1 ワット当たり

テムを介して変電所全体の多数のインター

例 1 : 先進運転支援システム

の性能は、大手競合他社製の CPU ベース

フェイス ユニットに接続する機能にあります。

のシリコンを使用した同等クラスのシステムに

このシステムは、ザイリンクスのエコシステム

比べて約 3 倍優れています。

パートナーである SoC-e 社が提供する IP コ

例 2 : 4K ビデオ監視

プログラマブル ロジックにインスタンシエー

先進運転支援システム (ADAS) は、複数
のビデオ カメラから収集したデータと、慣性
航法装置のデータと GPS マップ データなど
の車載センサーのデータを組み合わせて、ブ

この例の IIoT システムの主な特長は、標

アを使って Zynq UltraScale+ MPSoC の

レーキ、ステアリング、ドライバー アラート

Zynq UltraScale+ MPSoC は、図 2

トされた、互換性のある産業用イーサネット

に関する決定を行います。図 1 のブロック図

に示す 4K マルチチャネル、マルチセンサー

スイッチを介してこの接続を行います。この
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図 2 – この 4K マルチチャネル/マルチセンサー ビデオ監視システムは、
Zynq UltraScale+ MPSoC の安全機能とセキュリティ機能を利用します。

イーサネット スイッチは、図の大きな青いボッ

の ARM プロセッサ コアのうち 1 つ以上で

クスで示されます。 各種のセンサー ソース

実行される処理アルゴリズムで処理されます。

数は 2 分の 1 に削減されます。明確に、セ

から送られるデータは、性能要件に応じて、

Zynq UltraScale+ MPSoC の強力なプ

キュリティ アプリケーションは悪意ある攻撃か

倍に達し、デザインに必要とされるチップの

ザイリンクスとザイリンクスのエコシステム

ログラマビリティ、処理能力、I/O の優れた

ら電力グリッドを保護しなければなりません。

パートナーが提供する高速 IP ブロック (図の

柔軟性により、このシステムの 1 ワット当たり

し た がって、Zynq UltraScale+ MPSoC

赤/青のボックスで表示) で処理されるか、ま

性能は競合他社製の CPU/DSP シリコンを

に内蔵された機能安全とセキュリティ機能は、

たは Zynq UltraScale+ MPSoC の 6 個

ベースとする同等クラスのシステムの約 1.2

このアプリケーションには特に効果的です。

GTP
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GTP
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(High Availability)
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Security/Transport
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System
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SD
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図 3 – このスマートグリッド変電所自動化システムは、Zynq UltraScale+ MPSoC のプログラマブル ロジックにインスタンシエートされる
産業用イーサネット スイッチに、ザイリンクスの IIoT エコシステム パートナーである SoC-e 社の IP コアを利用します。
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例 4 : 産業用オートメーション

3. ハ ードウェアの 迅 速 な 開 発と量 産 の た

エコシステムの内容

多彩に機能を変える All Programmable

これらの 4 つの例はすべて、ザイリンクス

めの、Zynq-7000 SoC または Zynq

システムの最後の例は、産業用制御システム

とエコシステム パートナーが提供するハード

UltraScale+ MPSoC ベースのモジュー

です。このシステムは、モーション コントロー

ウェア/ソフトウェア IP コアを潤沢に利用して

ル、評価ボード、量産対応システム オン

います。この IP コアは、特に多彩に機能を

モジュール (SOM)

ラー システム、プログラマブル ロジック コン
トローラー (PLC) システム、またはヒューマ

変えるプラットフォームを使用して、1 つの

ン マシン インターフェイス (HMI) システム

ハードウェア プラットフォームで構築される各

の形をとります。この IIoT の例では、Zynq

製品の中でどの IP コアを使用するかを選択

設計チームは、性能のさらなる向上と製品

UltraScale+ MPSoC を使用して、従来な

する場合、先進のインテリジェント システム

機能の複雑化を要求される一方、開発期間短

4. デザイン サービス

ら 4 個のチップ (CPU、
機能安全プロセッサ、

の開発作業を容易にするために必要不可欠

縮のプレッシャーにさらされています。すべ

シャフト エンコーダー、高速電力変調とモー

です。

てを迅速にこなせる設計チームは存在しませ

ター制御用の FPGA) が必要なシステム全

ザイリンクスのエコシステム パートナーは、

体を 1 つのデバイスに統合しています。そ

次の 4 つの主なカテゴリのハードウェア IP

の結果、1 ワット当たり性能は 30% 向上し、

コアとソフトウェア IP コアを提供しています。

システム回路基板の実装面積は大幅に縮小
されます。図 4 にシステム ブロック図を示し

1. エンベデッド ビジョンと IIoT アプリケー
ション用のドメイン固有のハードウェア/ソ

ます。

フトウェア IP コアと、各種のリアルタイ

ほかの 3 つの 例と同 様に、この 産 業

ム オペレーティング システム

用 制 御 シ ス テ ム は、Zynq UltraScale+
MPSoC の any-to-any コネクティビティと、

コシステムの拡大により、製品設計チームは、
大胆なプロジェクト目標を、同じくらい大胆な
プロジェクト日程の枠内で、従来よりも簡単に
達成できるようになりました。
ザイリンクスの拡大強化されたエコシス
テ ム の 詳 細 は、http://japan.xilinx.com/

alliance/featured-solution-partners/

2. 各種のハイレベル デザイン ツールなどの

統合されたデュアルコア ARM Cortex-R5

ん。今回新たに発表されたザイリンクスのエ

デザイン実現化ツール

solutions-by-megatrend.html を参照して
ください。

プロセッサのロックステップ機能に具体化され
た機能安全の恩恵を受けています。
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図 4 – この IIoT 向け産業用オートメーション デザインは、ザイリンクス Zynq UltraScale+ MPSoC を使用して、
従来なら 4 個のチップを必要としていたシステム全体を 1 つのデバイスに統合します。
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インテリジェント ゲートウェイの導入で
よりスマートな工場を実現

12

Xcell Journal 94 号

XCELLENCE IN INDUSTRIAL

Armando Astarloa
Founding Partner and CEO
System-on-Chip engineering S.L.
armando.astarloa@soc-e.com

		

Zynq SoC を搭載した
インテリジェント
ゲートウェイは、
最先端の製造工場の
生産性を向上させます。

インダストリアル IoT (IIoT : Industrial Internet of
Things、情報の共有を目的としてすべてのシステムを
世界規模でネットワーク接続する構想) は急速に現実に
なっています。現在、ますます多くの企業が (特に産業
用装置市場において) センサー、プロセッシング、通信
を統合してインテリジェント ファクトリー、スマート エネ
ルギー グリッド、スマート シティを形成する複雑なシス
テムの開発に取り組み、IIoT を一歩先へと進めていま
す。IIoT の発展は、生産性と収益を向上させ、人々の
生活を豊かにします。
ザ イ リ ン ク ス Zynq®-7000 All Programmable
SoC にインプリメントされた新しいテクノロジは、IIoT
の製造業部門へのインテリジェント システムの導入を支
援します。System-on-Chip engineering S.L. (SoC-e)
社が設計したスマート ゲートウェイは、生産性の向上と
ともに、Microdeco 社などの企業でネットワーク接続
の信頼性とセキュリティの強化を実現しています。
工場は最大限の収益を上げるために、レイアウトの柔
軟性の向上、プロセスと製造物に関するより多くの情報
の収集、データ処理のインテリジェンス強化、人の体験
/相互作用の効果的な統合を追求しています。しかし、
工場部門に新しいテクノロジを導入する場合、テクノロ
ジの開発者は若干の規則を尊重する必要があります。
最初の、そして最も重要なことは、生産を停止させて
はならないということです。新しいテクノロジは、古い
システムとの互換性を確保し、複数ベンダー間の相互
運用性を促進しなければなりません。さらに、これらの
ソリューションは自動化を一歩先に進める手段を提供し、
より自律的分析または分散型分析を実行できるようにす
る必要があります。
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「第 4 の産業革命」と呼ばれる変革を実現

します。 他方、マニュファクチャリング エン

たゲートウェイ、ブラック ボックス、産業用ス

するには、自動化生産のために IT とエレクト

タープライズ システム (MES) は、生産のス

イッチとも通信しなければならないので、こ

ロニクスを活用できるインフラストラクチャと

ケジューリングを担当します。MES は ERP

の問題はさらに複雑になります。したがって、

システムを工場に導入する必要があります。

の出力を利用し、工場の装置と通信して、何

工場が「plug-and-work (プラグインしてす

多くの工場は第 3 の産業革命の波の中で自

をするかを装置に指示します。

ぐに動作する)」の運用に必要な簡潔さと柔

動化されましたが、多くのシナリオでは両方
の段階 (自動化の第 3 の進化と第 4 の進化)
を同時に進めることが必要です。この状況は、
スマート ファクトリーの新たな要件に適合し、

軟性を欠くため、急速にヘテロジニアス構成

スマート ファクトリーの
ネットワーキング、プロセッシング、
センシング

の悪夢に陥るおそれがあります。SoC-e 社
の CPPS-Gate40 (図 2) のようなインテリ
ジェント ゲートウェイは、マシンと IT の両世

IT インフラストラクチャを統合するには好都

かつ多くの世代の異なる標準に準拠し、共存

Microdeco 社は自動車業界向けの小型金

合と言えます。 図 1 に、需要に適応して生

している装置間を相互に接続することは、そ

属部品を製造している企業です。同社は生産

産を最適化する、業界で広く使用されている

んなに簡単ではありません。これらの工場装

性向上の方法を常に模索し、インテリジェン

標準的な生産システムを示します。エンター

置は、企業の IT ネットワーク (エンタープラ

ト システムの活用では最前線に位置していま

プライズ リソース プランニング (ERP) ソフ

イズ ネットワークまたはインターネット、ある

す。Microdeco 社は、スペインのエルムア

トウェアは、商用データベースをサポートす

いはその両方)、PC ベースのシステムの組

にあるパイロット工場で、ネットワーキング、

るツールで構成され、何を製造するかを定義

み合わせ、複数のプロトコルにより構築され

プロセッシング、センシングを同一システムに

MILLISECONDS, SECONDS

SECONDS DAY
MINUTES MONTH
HOURS
SHIFT

多くの企業が異なるタイプの工場装置を提
供し、ベンダー各社提供の製造時期が異なり、

EVENT REACTION TIME

第 3 の産業革命の時代の生産スケジューリン
グ システムおよび自動化システムに対応する

図 1 – ERP/MES による生産のスケジューリング
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界間での安全で透過的な運用の実現に重要
な役割を果たします。
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図 2 – SoC-e 社の CPPS-Gate40 スマート ゲートウェイ

結合するスマート ゲートウェイの概念を基盤

を実行する柔軟なトライスピード イーサネッ

に基づいた「ゼロ遅延リカバリ タイム」のイー

としたネットワーキング インフラストラクチャ

ト ポート、Modbus や Profibus などの広

サネット ソリューションにより、作業員は、工

を構築しました。

く使用されている産業用プロトコルを実行す

場内のその他のノードや装置に悪影響を及ぼ

るシリアル ポートの高速スイッチングが含ま

さずに任意の装置をリングから切り離すこと

れます。

ができます。この真の「plug-and-work (プ

スマート ファクトリーの実現に向けた最優
先課題の 1 つは、多様なシステムの接続に
あります。この工場は、さまざまなサイバー

図 3 は、各マシン (CPPS エリア) に設置

ラグインしてすぐに動作する)」運用により、

フィジカル生産システム (CPPS) エリア (す

された各スマート ゲートウェイが、1 本の光

工場のレイアウト変更が容易に行えます。さ

なわち、マシン、センサー、アクチュエーター

ファイバー リンクを使って次のゲートウェイに

らに、HSR は、マイクロ秒以下の同期精度

からなる各生産グループ) を相互に接続する

どのように接続されるかを示しています。この

を提供する冗長 IEEE 1588v2 プロトコル

高速光リンクを備えています。インテリジェン

インフラストラクチャは、High-Availability

をサポートします。これにより、システムの同

ト ゲートウェイは、すべての通信インフラス

Seamless Redundancy (HSR) プロトコ

期が簡単にとれるようになり、サンプリングし

トラクチャを担当します。これには、
ファイバー

ルを実行する単一のリング内ですべてのデバ

たセンサー データまたは制御タスクのインプ

リンク、各セル内で通常のイーサネット プロ

イスを接続することによって完成されます。

リメンテーションの正確な再構築を実行でき

トコルまたは産業用イーサネット プロトコル

この標準規格 (IEC 62439-3 の第 5 節)

ます。
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各 HSR ノードは、シームレスな冗長性を

フレームがリング内を循環するのを防ぐた

(PRP) と組み合わされて) 高可用性イーサ

提供するために、リングの両方向にイーサネッ

め、ユニキャスト通信の場合、フレームを受

ネット プロトコルとして推奨されています。軍

ト フレームを送信します。この手法により、

信したノードがリングからフレームを削除しま

事や航空宇宙といったその他の市場でも、こ

ケーブルまたは装置の「ホットプラグ」接続と

す。マルチキャスト トラフィックとブロードキャ

れらのレイヤー 2 ソリューションが採用され

切断が可能となります。各ノードは両方向へ

スト トラフィックの場合、送信側ノードが送信

ています。

のフレーム転送を担当し、IEEE 1588v2 の

したフレームを冗長ポート上で再度検出する

スマート ゲートウェイは、イーサネット ポー

サポートが滞留時間とリンク遅延時間を修正

と、送信側ノードはそれらのフレームを削除し

トとシリアル ポートから HSR インフラスト

してネットワーク全体のタイミング精度を確保

ます。循環フレーム (破損したフレームなど)

ラクチャ リングへのハードウェア スイッチン

します。したがって、すべてのノードで一定の

に関する追加の規則が適用され、ネットワー

グを提供します。図 3 では 2 台のスマート

低レイテンシを実現するには、フレームのハー

クの安定性が確保されます。

ドウェア処理が必須です。実際に、IEC 標準

ゲートウェイが左右に配置されて冗長ボック

世界の最重要セクターの 1 つである変電

ス (Red-Box) として機能し、HSR リングと

はリング内のフレーム転送に「カットスルー」

所の自動化に関する標準では、HSR が (多

イーサネット ベースのエンタープライズ ネッ

手法を推奨しています。

くの場合 Parallel Redundancy Protocol

トワークを接続しています。機能的には右側
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Ethernet Switching port
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192.168.2.12
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図 3 – Microdeco 社工場の旋盤セクション
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図 4 – Zynq SoC インプリメンテーションのブロック図

のアクセス ポイントは省略可能ですが、この

の管理、MES システムのサポート、リアル

これらの課題に対応できるのは、各工場へ

アクセス ポイントを使用して、(ネットワーク

タイム制御用のソフト PLC の実行を行う必

のインプリメンテーションを考慮に入れた、多

上で RedBox を 1 台だけ使用した場合に発

要があります。これがすべてではありませ

層型のサイバーセキュリティ手法のみです。

生する可能性がある) 単一箇所を原因とする

ん。顧客は、このようなシステムが複雑なセ

すべてのプロジェクトに共通の要素は、暗号

システム全体の障害を回避できます。高可用

ンサー データの前処理とフィルタリングを装

化と認証を使ってセキュア ブートとセキュア

性が必要な場合や、エンタープライズ ネット

置内で実行し、(言うまでもなく) 高度なサイ

ストレージのサポートが必要なことです。この

ワークの重要なノードで PRP フレーム (IEC

バーセキュリティを運用することを期待してい

機能は、
安全なソフトウェアと安全なネットワー

62439-3 の第 5 節) を管理する必要があ

ます。

クのインプリメンテーションの信頼性を高めま

る場合は、デュアル ボックス構成にすること
をお勧めします。

この種の高度な製造施設におけるサイバー

す。デバイスの数と多様性の増大により、信

セキュリティの要件はさまざまです。 生産そ

頼のおける組み込みシステムの保護はますま
す難しくなります。

さらに、ゲートウェイ内には SoC デバイス

れ自体の状態を保護し、いずれかのサイバー

のプロセッシング エレメントに対する内部ネッ

インフラストラクチャ (デバイス、ネットワー

これらのシステムは、認証用とネットワー

トワーキング ポートがあります。通常、工場

ク、ソフトウェア、またはハードウェア) によっ

ク セキュリティ用として、現在 IT の世界に

の世界と IT の世界を結び付けるのに「ダム」

て発生する悪意ある妨害や偶発的な中断を防

存在する多くのソリューションを直接使用で

スイッチング手法は役に立ちません。データ

ぐには、高度なセキュリティ機能が必要です。

きます。IEEE 802.1X と RADIUS の 組

とネットワークの形式が均一でないため、直

また、情報または重要な操作にアクセスして

み合わせのように、有名な認証メカニズムは

接接続することは困難です。必要なのは、
ロー

いるユーザーとデバイスを認証する必要もあ

格好の例です。 高度なオペレーティング シ

カル データベース、エンタープライズ デー

ります。さらに、工場のネットワークは社内や

ステムを搭載した多くの組み込みシステム

タベース、またはクラウド データベースとや

社外のより大規模な IT ネットワークに接続さ

は、(OpenSSL などの) 暗号ライブラリを

り取りできる、高性能な統合されたプロセッ

れるため、この情報と制御プロトコルは認証

実行し、安全なデータ交換に便利な、すべて

シング システムです。さらに、このようなシ

とプライバシーに関して保護される必要があ

のセキュアなレイヤー 3 プロトコルとアプリ

ステムは、プロトコルの変換、HMI システム

ります。

ケーションをサポートします。しかし、厳密な
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リアルタイム要件を備えたレイヤー 2 産業用

はインテリジェント ゲートウェイを通過するた

プロトコルのセキュリティを確保する必要があ

め、トラフィックに潜在的な脅威がないかを監

変革を促進する SoC プログラマブル
プラットフォーム

る場合、大きな問題が発生します。これらの

視する際は、これらの 3 種類のリンクが重要

ハイエンドのネットワーキング機能、強力

シナリオの分析結果によると、暗号化アルゴ

な役割を果たします。

リズムを適用して (暗号化アクセラレータを使

なプロセッシング機 能とセンシング機 能 の

最後の概念は、センサー インターフェイス

統合という「魔術」は、SoC プログラマブ

用しても) これらのフレームを保護するソフト

スイートの統合です。すでに説明したように、

ル プラットフォームによって実現されました。

ウェア手法は簡単ではありません。多くの場

テクノロジの進化はインストールを複雑化す

CPPSGate40 という名前の SoC-e 社の

合、カスタム ハードウェアの処理が必要とさ

るのではなく、簡単にしなければなりません。

製品には、SoC-e 社の SMARTzynq OEM

れます。

この要求を満たすために、筆者らはすべての

モジュールに装着されたザイリンクス Zynq-

ここに示したトポロジでは、ネットワークと

標準デジタル インターフェイスとアナログ イ

7000 All Programmable SoC デバイス

ユーザーの観点から見て、3 種類のネットワー

ンターフェイスをゲートウェイに組み込みまし

が組み込まれています。このデバイス上のデュ

ク リンク (冗長 HSR/PRP、10/100/1G

た。さらに、高度な振動センサー用のハイエ

ア ル コ ア ARM® Cortex™-A9 MPCore™

スイッチング ポート、サービス ポート) のセ

ンド インターフェイスと、Zynq SoC デバイ

は、各種のメモリ リソース (DDR3、フラッ

キュリティを認証メカニズムで確保する必要が

スへの直接アクセス機能を備えた高速データ

シュ、大容量ストレージ ユニットなど) および

あります。さらに、すべての工場トラフィック

収集インターフェイスも搭載しました。

ハードウェアで補完され、複数の高速ネット

Software block diagram
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図 5 – スマート ファクトリー ネットワークのソフトウェア インフラストラクチャ
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ワーキング リンクをサポートします。これらの

ます。すべての外部ソフトウェアとデバイス外

このゲートウェイは、ローカル データ分析の

アプリケーションの課題に対処するためにハー

部のビットストリームに対して (ブートローダー

目的でテンポラル データベースを搭載してお

ドウェア処理とソフトウェア処理を分割する際

と OS についても) 格納、AES-256 暗号

り、生産プロセスの障害またはその他の定義

に、このインフラストラクチャは大きな自由度

化、HMAC 認証が実行されます。この機能

済みの動作を予測してローカルで対処できま

を提供します。

は、デバイスに搭載されたその他のハードウェ

す。Juxt.io 社が提供するビッグデータ分析

ハ ードウェア の 観 点 から 見 ると、Zynq

ア セキュリティ保護機能との組み合わせによ

ソフトウェアが、マシンの動作に関連する予測

SoC のプログラマブ ル ロジックは、 低レ

り、サイバー インフラストラクチャ全体のデー

分析を実行します。

イテンシのネットワーキング タスクと IEEE

タが信頼できる発生源から来ていることを保

1588v2 のハードウェア サポート ユニット

証します。

ネットワーク管理は、SoC-e 社の Portable
Tools API により、SNMP でサポートされ

を組み合わせてインプリメントするには理想

さらに、各 CPPS-Gate40 内にインストー

ます。このサイバーセキュリティ インフラスト

的です。図 4 に、Microdeco 社のシステム

ルされた SIEM エージェントは、新しい接続/

ラクチャは、SoC-e 社の IP コアのハードウェ

における CPPSGate40 の SoC インプリ

認証の試行/SSH 接続/解析ツールへのアク

ア サポートと、ネットワークとユーザー アク

メンテーションのブロック図を示します。この

セスの監視、ウィルス/マルウェアの検出、ネッ

ティビティの監視用の統合型 SIEM エージェ

ネットワークのスイッチング インフラストラク

トワーク攻撃の識別、ARP トラフィックの分

ントを基盤として構築されています。

チャは、SoC-e 社の HSR/PRP/イーサネッ

析など、セキュリティに関連するタスクを実行

ト スイッチ (HPS) IP コアによって調整され

します。

テクノロジを活用し収益の増大化

ます。この IP コアは、リングの各ノードに

また、センサー インターフェイスが、プロ

ドイツのフラウンホーファー工場操業・自動

550 ナノ秒の一定の転送時間を保証し、内

グラマブル ロジック セクション (高速データ

化研究所は、インダストリー 4.0 は 2025

部および外部のトライスピード イーサネット

収集、デジタル フィルタリング、FFT) に、

年までに 20 ～ 30%の生産性向上をもたら

ポートを統合します。

Zynq SoC のプロセッシング システム上に

すと予測しています。しかし、工業セクター

存在する標準通信チャネルの一部 (UART、

に必要なのは、漸進的な変革と親しみやすい
テクノロジやソリューションです。たとえば、

内部ポートは、PTP スタックのサポートを
提 供 す る Precise Time Basic (PTB) IP

I2C、SPI) を介してインプリメントされます。

コアによって傍受され、タイムスタンプ処理さ

この機器にインプリメントされるソフトウェ

Microdeco 社の工場は、柔軟なネットワー

れます。この IEEE 1588v2 インフラストラ

ア インフラストラクチャは、デバイス上での

キング インフラストラクチャと強力な処理能

クチャにより、スマート ゲートウェイは、マス

Linux OS Ubuntu ディストリビューションの

力を備えたプロセッシング インフラストラク

ター、スレーブ、透過クロック、境界クロック

シームレスな統合の恩恵を受けます。Linux

チャを自社の生産ラインに統合できるハイエ

として機能できます。したがって、最終的には

がサポートする機能は広範囲にわたります。

ンドのテクノロジの恩恵を受けています。

各装置内で、タイムスタンプ処理、同期、制

図 5 に、Microdeco 社の特定のシステムで

こうした手法の推進要因となるのは、ネット

御用に、また Time-Sensitive Networking

Linux OS の上にインプリメントされる最も重

ワーキングとデータ フォーマットのオープン

(TSN) ネットワークを実現するための共通の

要なソフトウェア サービスの概要を示します。

規格の採用、拡張可能で再分割可能な SoC

タイム リファレンスとして、同期化された 64

Python ベ ースの PLC エミュレーター

リコンフィギャラブル デバイスの利用、高水

は、有名な Modbus TCP 方式でセンサー

準の生産性を提供する一連のソフトウェア フ

インターフェイスをマッピングするための主要

レームワーク (組み込み Linux 上の Python

リメントされたこれらのネットワーキング コア

なツールとして開発されました。この手法に

など) です。さらにメーカー各社は、現在提

は、IEEE 802.1X 認証などのサイバーセ

より、サードパーティ製 MES ソフトウェアと

供されている、直ちに使用可能な付加価値

キュリティ機能をサポートできます。このメカ

の通信が簡単に行えます。これと並行して、

ハードウェア IP コアにより、この新しい市場

ニズムは、外部認証サーバーとの組み合わせ

SQL クライアントが生のセンサー データ パ

の獲得に向けた Time-to-Market を劇的に

ビット タイマーを使用できます。
Zynq SoC の FPGA セクションにインプ

により、ネットワーク ポートへの非認証接続

ケットと前処理されたセンサー データ パケッ

短縮できます。またもちろん、このシステム

を保護します。Zynq SoC のプログラマブル

トをリモート SQL サーバーに送信します。

は、デバイス、ソフトウェア、ネットワーキン

ロジックは、IEEE 1588v2 透過クロックの

特定のアラームと選択されたデータは、クラ

グの各レベルで最高レベルのサイバーセキュ

操作に必要な認証のように、レイヤー 2 制

ウドベースの couchDB データベース内で

リティを備えている必要があります。

御に関連するフレームのオンザフライでのセ

直接公開されます。データ分析は、エンター

キュリティ確保にも重要な役割を果たします。

プライズ サーバーまたはクラウド サーバー

サイバーセキュリティは、Zynq SoC の

内でリモートにより実行することも、スマート

セキュア ブート機能によってさらに強化され

		

SoC-e 社の IIoT IP コア製品ラインの詳
細は、www.soc-e.com をご覧ください。

ゲートウェイ内でローカルの実行も可能です。
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ザイリンクスの Vivado HLS ツールにより、
ワイヤレス フロントホール
ネットワーク インフラストラクチャの
急増するコストを抑制できます。
ワイヤレス ネットワーク事業者は、自社の

CPRI (Common Public Radio Interface)

ネットワークの容量と密度を向上させながら

プロトコルを使って光ファイバー上にインプリ

収益を維持するという難題に直面しています。

メントされます。CPRI プロトコルは一定のビッ

無線インターフェイスの圧縮方式は、必要な

ト レートを要求するため、CPRI 仕様の最大

フロントホール ネットワーク インフラストラク

データ レートは、長年にわたって帯域幅需要

チャ投資を削減することで、この問題の解決

の増大に合わせて引き上げられてきました。

に役立ちます。

ネットワーク事業者は現在、使用する光ファイ

筆者らは、Vivado Design Suite の高位

バー数を増やさずにデータ レートを大幅に向

合成 (HLS) ツールで E-UTRA I/Q データの

上でき、基地局に関連する設備投資と運用コ

ORI (Open Radio Equipment Interface)

ストの増加を抑制できるテクノロジを探してい

規格の圧縮方式を評価し、信号忠実度、レイ

ます。

®

テンシの発生、インプリメンテーション コスト

ネットワーク事業者は、長期的なソリュー

に与える影響を推定しました。その結果、ザ

ションの提供に取り組みながら、フロントホー

イリンクスの Vivado HLS ツールが、選択し

ル帯域幅の削減のためにベースバンド処理ユ

た圧縮アルゴリズムの評価およびインプリメン

ニットと無線ユニット間のインターフェイスを

ト用の効率的なプラットフォームを提供するこ

再設計するなど、代替的なネットワーク構成

とがわかりました。

を検討しています。しかし、ネットワークを機
能面で再構成した場合、一部の無線インター

無線帯域幅のプレッシャー
無線帯域幅への需要の増大は、高次 MIMO

フェイス仕様の厳格な性能要件の達成がさら
に困難になるおそれがあります。

(Multiple-Input, Multiple-Output) 構成や

帯域幅削減のもう 1 つの方法は、利用可能

キャリア アグリゲーションといった新しいネッ

なスループット付近またはそれを超える無線

トワーク機能へのニーズを高めています。そ

インターフェイスに対応する圧縮/伸張 (コー

の結果としてネットワークの複雑性が増したた

デック) 方式をインプリメントすることです。

め、事業者はベースバンド処理の集中化によっ

達成可能な圧縮比は、ノイズ レベル、ダイナ

てネットワーク リソースの使用率を最適化す

ミック レンジ、オーバーサンプリング レート

るなど、アーキテクチャの改革に取り組んで

などの具体的な無線信号特性によって決まり

います。ベースバンド処理リソースの共有化

ます。

は、ベースバンド処理のコストを削減する一

この記事では、E-UTRA IQ データ (送信

方、フロントホール ネットワークの複雑性を

される変調シンボルの実数成分と虚数成分)

高めます。

用の ORI 準拠の圧縮方式について詳しく説

これらのフロントホー ル ネットワークは、

明します。図 1 に示すアプリケーションの簡

ベースバンド ユニット (BBU) とリモート ラジ

略図は、CPRI IQ 入出力インターフェイス

オ ヘッド (RRH) の間で変調されたアンテナ

上の圧縮/伸張モジュールの配置を示してい

搬送波信号を伝送する機能を持ち、通常は

ます。

http://japan.xilinx.com/
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IQ 圧縮アルゴリズム

サンプルを 10 ビットの量子化された値に変

低コストのソリューションであり、デザインの

ORI 規格は、オープンな BBU/RRH イ

換します。NLQ は、指定した標準偏差を持

複雑性と達成可能な再構築信号忠実度のト

ンターフェイスの実現のために CPRI 仕様

つ累積分布関数 (CDF) を使って、発生頻度

レードオフが可能です。

を改良したものです。ORI の最新リリース

の高い振幅を発生頻度の低い振幅よりも細か

は、10MHz、15MHz、 ま た は 20MHz

い粒度で表現し、量子化誤差を最小限に抑え

のチャネル帯域幅についてタイム ドメインの

ます。図 2b の結果に示すように、量子化さ

E-UTRA データの lossy 圧縮手法を規定し

れたコンステレーションは、図 2a に示す入

筆者らのプロトタイプ構成の目的は、圧縮アル

ています。固定 3/4 レートのリサンプリング

力コンステレーションよりも、削減された数

ゴリズムをスケールアップして 9.8304Gbps

と 15 ビット IQ サンプルの非線形量子化の

値範囲の大幅に高い比率を占め、線形量子

の CPRI リンク (ライン ビット レート オプショ

組み合わせにより、帯域幅要件の 50% 削

化方式に比べて量子化誤差を最小限に抑えて

ン 7) をフルに活用することです。ORI で圧

減が達成され、たとえば 1 本の 9.8Gbps

います。通常はルックアップ テーブル (LUT)

縮した E-UTRA サンプルの仕様では、16

CPRI リンク上で 2 セクターをカバーする 8

内にインプリメントされる I サンプルと Q サ

の圧縮した IQ チャネル (それぞれ独立して圧

x 8 MIMO 構成が容易になります。

ンプルは、対応する分布関数を使ってそれぞ

縮した 32 の I チャネルと Q チャネル) を 1

れ独立して量子化できます。

本の 9.8G CPRI リンク上で伝送できます。

リサンプリング ステージには、入力 I スト

コーデック アーキテクチャの
スケールアップ

リームと Q ストリームの補間、補間された

筆者らは、ORI IQ 圧縮の性能を、ITU-T

CPRI クロック当たり 3 個の圧縮されたサン

データのローパス フィルター処理、出力デー

勧告 G.711 で規定された Mu-Law 圧縮ア

プルという目標スループットは、32 ビットの

タ ストリームのデシメーションが含まれます。

ルゴリズムのインプリメンテーションと比較し

ザイリンクス LogiCORE™ IP CPRI IQ イン

フィルター設計プロセスは、ダウンサンプリ

ました。Mu-Law も非線形量子化手法であ

ターフェイスを完全にパックするのに十分であ

ング ステージとアップサンプリング ステージ

り、対数関数を使用して、量子化された値

り、必要な 737.28 メガサンプル/秒の圧縮

による信号損失を最小限に抑えるために特

を利用可能な数値範囲内に再分布させます。

IP コア出力が得られます。

定のチャネル特性を利用します。 たとえば、

入力サンプルの統計的分布を考慮した CDF

筆者らは、シングル クロック ドメインをター

30.72MHz でサンプリングされた 20MHz

ベースの量子化とは異なり、Mu-Law で量

ゲットにして、1 クロック サイクル当たり 3

E-UTRA ダウンリンク チャネルの OFDMA

子化された出力は、それに対応する入力サン

サンプルの出力レートを満たすリサンプリング

出力の実効帯域幅は 18.015MHz です。こ

プル値と指定された伸張値の関数です。

フィルターを設計する必要がありました。 入

れは 3/4 リサンプリング レートでの理想的

同等の圧縮比 50% で比較するために、

力サンプル ストリームを 0 で補間すること

なローパス フィルターのロスレス応答を意味

16 ～ 8 ビットの Mu-Law エンコーダー

で、結果に影響を与えない入力サンプルを無

しています。

を検討しました。Mu-Law 圧縮はリサンプ

視できました。出力ストリームは、補間率と (各

非線形量子化 (NLQ) プロセスは、正規

リングが不要なため、レイテンシとインプリ

サブフィルターが FIR 係数の一部を使用す

分 布 を 示 す 15 ビットの ベ ー スバンド IQ

メンテーション リソースのコストについては

る) サブフィルター数の関数になります (係数

Downlink

I/Q

I/Q

L3

MAC

CPRI

PHY
I/Q

I/Q

Uplink
図 1 – CPRI 準拠の IQ 圧縮を利用したワイヤレス システムの簡略図
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I/Q Input Constellation (15-bit I/Q Samples)

Rescaled Compressed I/Q Constellation

Quadrature Amplitude

Quadrature Amplitude

16384

0

NLQ using CDF (15-to-10-bit)
NLQ using Mu-Law (16-to-8-bit)
16384

0

In-Phase Amplitude

In-Phase Amplitude

図 2 – リファレンスとなる 20MHz E-UTRA DL チャネル入力フレーム (a) と圧縮された IQ データ (b) の IQ コンステレーション。
各コンステレーションの数値範囲の有効使用率がわかるようにスケール調整済み。

高レベル モデリングと
インプリメンテーション フロー

の総数/補間率)。4 つのパラレル フィルター

できます。あるいは、実際の信号レベルの測

のそれぞれがチャネルの一部を処理し、全体

定値またはより高レベルのネットワーク パラ

的なスループットは必要な 1 クロック サイク

メーターに基づいて、チャネルの一部をそれ

ル当たり 3 個の圧縮されたサンプルに等しく

ぞれ独立して量子化できます。伸張について

GNU の 信 号 処 理 パッケ ージと統 計 パッ

なります。検討中のアーキテクチャは、高ス

は、分位関数 (逆 CDF) を使用して逆 NLQ

ケージを利用して GNU Octave 言語を

ループットとともに、各サブフィルター内で係

テーブルを計算しました。このテーブルのサ

使ってシングル チャネル圧縮/伸張モデル

数の一部だけを使用するため、リサンプリン

イズは 2 エントリの 14 ビット値に制限さ

を開発することから始めました。このモデ

グ レイテンシを削減します。

れます。

ルの 出 力は、 便 利な検 証 用リファレンス

9

インプリメンテーションのプロセスは、

圧縮パス上で、累積分布関数 (CDF) を

インプリメントされたコーデック アルゴリズ

データ ポイントを提供するほか、一連の

使用して NLQ 量子化テーブルを計算しまし

ム は、MATLAB® LTE System Toolbox

FIR フィルター係数と量子化テーブルを生

た。 対称的な IQ 分布を前提として、NLQ

で 生 成 し た 20MHz LTE E-UTRA FDD

成しました。

エント

チャネル スティミュラスを使ってテストしまし

ルックアップ テーブルのサイズを 2

14

Vivado HLS ツールは、高レベルの数学

リの 9 ビットの量子化された値に縮小しまし

た。次に Keysight VSA を使用して、収集

モデルに基づいて、検討中のアーキテクチャ

た。このデザインには 1 クロック サイクル

した IQ データを復調し、出力波形のエラー

で達成可能なハードウェア性能とコストを評

当たり 3 回のパラレル ルックアップが必要な

ベクトル振幅 (EVM) を測定して圧縮ステー

価する明快な移行パスを提供します。筆者ら

ため、同じ量子化値を利用する 3 個のパラ

ジと伸張ステージによる信号歪みを定量化し

は、圧縮関数と伸張関数を使って入力デー

レル ルックアップ テーブルをインプリメント

ました。筆者らは、レポートされた出力 EVM

タ ストリームを処理する C++ テストベンチ

しました。量子化のレベルは、標準偏差の予

の測定値 (理想信号と測定された信号の差を

をセットアップしました。圧縮関数と伸張関数

想値または観察値を使用して、I サンプルと

表す) とリファレンス入力信号の EVM を比較

は CPRI リンクの両端に物理的に配置される

Q サンプルについてそれぞれ独立して計算

しました。

ため、これらの関数はそれぞれ独立して合成
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Multi-Channel
Resampling Filter
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Multi-Channel
Resampling Filter

I/Q Compression IP

Multi-Channel
Resampling Filter
Multi-Channel
Resampling Filter
Multi-Channel
Resampling Filter

CPRI IP
(9.8Gbps)

Parallel FIR
Filter

Parallel
Inverse
NLQ
I/Q Data Unpacker
(CPRI IP I/Q I/F  Compressed Samples)

RF
Analog Front End
Digital Front End

Multi-Channel
Resampling Filter
8 Ch. 4/3 Interpolation

3x10-bit
I/Q Samples
(CPRI Rate)

Inverse NLQ Look-up Table
2^9x14-bit I/O Values

4x15-bit
I/Q Samples
(CPRI Rate)

I/Q Decompression IP

図 3 – コーデックの IP インターフェイスでのサンプル処理レートを示す IQ コーデック アーキテクチャ (ダウンリンク パスのみ)
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しました。簡単な C++ ループで管理される

性能の測定

よく適合します。こうしたテストベンチの主な

インターリーブ チャネル データフローを含む

Keysight VSA の測定では、144 個の

利点は、ハードウェア システム モデルの C

HLS ストリームを使用して、すべての外部お

FIR 係数を含むコーデック構成で 0.29% の

レベル シミュレーションを高速で実行できる

よび内部関数インターフェイスをインプリメン

平均 EVM をレポートしました。EVM RMS

ことです。IQ 圧縮および類似のアプリケー

トしました。

が 0.18%の元の入力データと比較すると、

ションでは、シミュレーションの実行時に高レ

筆者らは、Vivado HLS FIR IP コアを使

圧縮/伸張処理チェーンに起因する追加 EVM

ベルのパラメーターまたは入力データ セット

用して、リサンプリング フィルターを試作し

は 0.23%です。これに比べて、同等の入力

の頻繁な変更が発生するため、高速フィード

ました。このデザインの高スループットの要

データ セットを処理する Mu-Law 圧縮アルゴ

バックが必要不可欠です。

件を満たすために、パラレル シングルレート

リズムの平均 EVM は 1.07% になります。

測定結果は、検討中の ORI 圧縮方式が

FIR フィルターをインプリメントし、ループ

Mu-Law 圧縮ではレイテンシとリソース使

20MHz E-UTRA ダウンリンク チャネルにつ

ベースのフィルター出力デシメーションを使用

用率のコストが削減されるため、LTE ダウン

いて 0.25% 以下の信号歪みを実現できるこ

しました。

リンク信号処理チェーン全体で 8% のEVM

とを示しています。圧縮性能は入力チャンネ

多相リサンプリング フィルターをインプリメ

バジェット のうち約 1% を IQ 圧縮に配分で

ルの特性の影響を受けますが、ORI 圧縮方

ントすることにより、よりリソース効率の高い

きる状況では、検討中の ORI 方式の IQ 圧

式は、フィルター デザインと量子化パラメー

リサンプリング フィルターを得ることが可能で

縮よりも良い選択肢になりそうです。ただし、

ターの最適な組み合わせを選ぶことで、一定

す。ORI リサンプリング レートをサポートする、

追加の信号歪みが発生する場合は、その他の

の範囲で性能をチューニングできます。

すぐに使用可能な代替手段の 1 つとして、ザイ

システム コンポーネントの性能目標をより厳

筆者らのプロトタイプは、16 のアンテナ

リンクス アプリケーション ノート XAPP1236

しく設定する必要があります。したがって、た

搬送波データ ストリームすべてに共通の静

(英文)『Multi-Channel Fractional Sample

とえばデジタル フロントエンド コンポーネン

的なデザイン パラメーター セットを使用しま

Rate-Conversion Filter Design Using

トとパワーアンプのコスト増によって、IQ 圧

す。実際のシステムでは、信号特性は前もっ

Vivado-High-Level Synthesis.』で説明し

縮コストに関して達成可能なメリットが相殺さ

てわかっているかまたは測定可能なので、こ

ているマルチチャネル分数比サンプル レート

れるかもしれません。

変換フィルターが挙げられます。

Vivado 高位合成ツールは、イニシエーショ

れを使ってデザインを調整できます。あるい
は、最小限必要な信号忠実度を維持するよ

検証データ セットが大規模な場合、C レ

ン インターバル (トップ レベルのタスクが新

うに量子化テーブルを再構成することにより、

ベルの高速シミュレーションのメリットはさら

しい入力データを受け入れる準備ができるま

圧縮性能を動的に調整できます。

に明らかになります。VSA ツールを使用し

でのクロック サイクル数) に関してレポートさ

要求される圧縮性能とともに、圧縮と伸

て EVM を測定するには、少なくとも 1 つ

れた、必要なスループットが得られることを確

張の実行に必要なインプリメンテーション リ

の無線フレーム全体のデータ (1 チャネル

認しました。また筆者らは、エクスポートされ

ソースと追加レイテンシのコストも検討する

当たり 307,200 IQ サンプル) が必要な

た Vivado IP インテグレーター コアが、ター

必要があります。リサンプリング フィルター

ため、このことは IQ 圧縮アルゴリズムを評

ゲットになる Kintex UltraScale™ プラット

のサイズとレイテンシは、コーデックのコスト

価する場合に非常によく当てはまります。筆

フォームのタイミング要件を満たすことを検

全体に大きな影響を与えます。また EVM の

者らの 観 察によると、C シミュレーション

証しました。

許容誤差を大きくすると、デザインのフィル

は C/RTL 協調シミュレーションに比べて約

®

このプロジェクトでは、検討の範囲を少数

ター係数が少数で済みます。

100 倍高速です。圧縮 IP テストの実行で

の構成と入力データ ベクトルに限定しました。

は、協調シミュレーションに 9 時間かかった

しかし、システム モデルとそれに対応する C

を重視して、ORI ベースの IQ コーデックの

のに対して、C シミュレーションは 5 分で完

モデルが完成すれば、代替構成のカスタマイ

概念実証を作成しました。この方式の詳細は

了しました。

ズ、インプリメント、評価をわずか数分で実

ザイリンクスのWebサイトに掲載されており、

行することが可能です。

デザイン ファイルへのアクセスが可能です。

HLS テストベンチのもう 1 つの大きな利
点は、HLS ストリームと組み合わせてファイ
ルを利用して、入力データの使用と出力デー

ザイリンクスは、Time-to-Market の条件

http://japan.xilinx.com/applications/

代替デザインの検討

wireless-communications/wireless-

設計ツールの観点から見て、Vivado HLS

connectivity.html をご覧になるか、 ザイ

として、C++ テストベンチ内で VSA ツール

は実用的なハードウェア プロトタイピング パ

リンクスのコネクティビティ担当ワイヤレス

を使用したデータ分析またはOctave モデル

スを提供します。高レベルのテストベンチは、

ビジネス マーケティング マネージャーであ

の出力との直接の比較のためのインターフェ

複数の設計ツールや検証ツール間のデータ

る Perminder Tumber (Permind@xilinx.

イスを提供できました。

フローが必要なデザイン フレームワークに

com) までお問い合わせください。

タの収集が容易に行えることです。その成果
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アイルランドのベル研究所で、
汎用 MIMO ベースの
ワイヤレス通信システム用に
高性能FPGA を使った周波数依存性
プリコーディング コアを作成しました。
マッシブ MIMO ワイヤレス システムは、

Generator お よ び MATLAB®/Simulink®

5G ワイヤレス ネットワークの最適な基盤アー

を 備 えた ザ イリンクス の Vivado Design

キテクチャとして注目を浴びています。MIMO

Suite 2015.1 です。

(Multiple-Input, Multiple-Output) 方式多
重伝送アーキテクチャの恩恵を受けるには、
低レイテンシのプリコーディング インプリメ

汎用 MIMO システム内での
プリコーディング

ンテーション方式が重要です。筆者らのチー

携帯電話網内では、特定の周波数の各トラ

ムは、ザイリンクス System Generator と

ンスミッターとレシーバー間のいわゆるチャネ

Vivado® Design Suite により、シンプルで

ル応答により、汎用 MIMO トランスミッター

スケーラブルな低レイテンシの高速プリコー

から放射されるユーザー データ ストリームが

ディング コアを作成しました。

空気中で「形成」されます。つまり、異なるデー

マッシブ MIMO システムは、固有のマル

タ ストリームは異なる経路を通って空間の反

チユーザー空間多重化伝送機能により、従来

対側にあるレシーバーに到達します。同じデー

のシングルアンテナ ユーザー機器と進化した

タ ストリームであっても、周波数ドメイン内の

マルチアンテナ ユーザー端末のどちらでも

異なる「体験」のために、特定の時間での挙

SINR (Signal-to-Interference-and-Noise

動が異なります。

Ratio) を大幅に向上させます。その結果、
ネッ

MIMO ワイヤレス伝送に固有のこの現象

トワーク容量、データ スループット、スペクト

は、特定の周波数応答を持つ有限インパルス

ル使用効率が向上します。

応答 (FIR) フィルターを各データ ストリーム

しかし、マッシブ MIMO テクノロジにはい

に適用するのに相当します。その結果、ワイ

くつかの課題があります。マッシブ MIMO を

ヤレス チャネルによって周波数の「歪み」が発

使用する場合、放射フェーズド アレイ ベース

生するため、システム性能が低下します。ワ

の複数の RF トランシーバーと複数のアンテ

イヤレス チャネルを大きなブラック ボックスと

ナを作成する必要があります。また、いわゆ

して扱う場合、システム レベルでは入力 (ト

るプリコーディング機能を実行するデジタル処

ランスミッターの出力) と出力 (レシーバーの

理能力を活用する必要があります。

入力) だけが認識されます。実際には、逆チャ

筆者らのソリューションは、集中型および

ネル応答を備えたプリイコライゼーション ブ

分散型のマッシブ MIMO アーキテクチャで

ラック ボックスを MIMO トランスミッター側

レゴ ブロックのように使用できる、低レイテ

に追加し、チャネルのブラック ボックス効果を

ンシのスケーラブルな周波数依存性プリコー

あらかじめ補償できます。このカスケード シ

ディング ブロックの知的設計資産 (IP) コアを

ステムは、レシーバー機器側で妥当な「修正

作成することでした。この DSP 研究開発プ

済み」データ ストリームを提供します。

ロジェクトのカギとなったのは、高性能なザ

このプリイコライゼーション手法はプリコー

イリンクス 7 シリーズ FPGA と、System

ディングと呼ばれます。プリコーディングとは、

http://japan.xilinx.com/
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基本的にはトランスミッター チェーン側に「再

1. 1つ の デ ー タ ストリー ムを、 異 なる

さらに、特定のデザインの機能要件に注意

形成」係数のグループを適用するという意味

係数セットを持つ複数分岐型パラレル

を払うだけでなく、ハードウェア リソースの制

です。たとえば、NTX (トランスミッターの数)

データ ストリームへとプリコーディング

約にも配慮する必要があります。つまり、リ

本のアンテナを使って、互いに独立した NRX

する必要がある。

ソースを多用しないアルゴリズムのインプリ

個のデータ ストリームを送信する場合、NTX
個の RF 信号を空気中に放射する前に、NRX
× NTX 回の一時的な複素線形畳み込み演算
とそれに対応する組み合わせ演算のコストを
かけて、プリイコライゼーション プリコーディ
ングを実行する必要があります。

2. タップ長が 100 以 上 の 複 素 非 対 称
FIR 関数を各分岐に配置し、十分なプ
リコーディング性能を提供する必要が
ある。
3. プリコーディング係数を頻繁に更新する

わかりやすい低レイテンシの複素線形畳み
込みインプリメンテーションとして、タイム ド
メイン内の FIR 型複素離散デジタル フィル
ターが挙げられます。

必要がある。
4. 設計されたコアは、各種のスケーラブ
ルなシステム アーキテクチャをサポー
トするように、容易に更新、拡張でき
る必要がある。

システムの機能要件

メンテーションを作成することは、ザイリンク
ス FPGA 上の専用ハードウェア乗算器である
DSP48 などの限られたリソースの面から見
て有益と言えます。

高速で低レイテンシのプリコーディング
(HLP) コアのデザイン
基本的には、高速で低レイテンシのプリコー
ディング コアのデザインを始める前に、主要
機能としてスケーラビリティに取り組む必要が
あります。スケーラブルなデザインは、長期
的にはインフラストラクチャの持続的な進化

低レイテンシのプリコーディング IP コアの

5. プリコーディング レイテンシは、所定の

作成に取り組む筆者のチームは、次の複数の

リソースの制約の下で最小限に抑える

最適な導入戦略につながります。スケーラビ

要件に直面しました。

必要がある。

リティを高めるには、デザインをモジュール化

を可能にし、短期的には費用対効果に優れた

Top-Level High-Speed Compact Asymmetric FIR Filter Core Evaluation
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図 1 – Simulink によるトップ レベルのプリコーディング コアの評価
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stream will be precoded into 4 data streams by a 4-branch Linear Convolution core,
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図 2 – FPGA_HLP_Core のトップ レベル

		
		

Full
Parallel

Full
Serial

Partial
Parallel-A*

Partial
Parallel-B

Required FCLK
(MHz)

30.72 x 1
= 30.72

30.72 x 128
= 3932.16

30.72 X 16
= 491.52

30.72 X 8
= 245.76

1-branch LC core

128 CM

1 CM

8 CM

16 CM

4-branch LC core

512 CM

4 CM

32 CM

64 CM

* 推奨 HLP コアのアーキテクチャ

表 1 – 128 タップの複素非対称 FIR フィルターの複素乗算器 (CM) 使用量の比較

する必要があります。この考え方に沿って、

ます。 表 1 に、各種インプリメンテーショ

ますが、最先端 FPGA での動作可能なクロッ

筆者らはザイリンクス System Generator

ン アーキテクチャで 128 タップの複素非対

ク レートでは非現実的です。

を 使って、Simulink 内 で モジュー ル 化 さ

称 FIR フィルターに使用される複素乗算器

現実的なソリューションは、長いシーケン

れた汎用複素 FIR フィルター評価プラット

(CM) の比較を示します。IQ データ レートは

シャル フィルター チェーンを複数のセグメ

フォームを作成しました。

30.72 メガサンプル/秒 (20MHz 帯域幅の

ント化されたパラレル ステージに分割する、

LTE-Advanced 信号) と仮定します。

部分的にパラレルなインプリメンテーション

図 1 にトップ レベルのシステム アーキテ
クチャを示します。Simulink_HLP_core は、

完全なパラレル インプリメンテーション

アーキテクチャを選択することです。表 1 に

Simulink 内で離散デジタル フィルター ブ

アーキテクチャは、ダイレクト I FIR アーキテ

2 つの例を示します。 筆者らは、最小限の

ロックを使って多分岐型複素 FIR フィルター

クチャに対するマッピングがシンプルなため、

CM 使用量で十分なクロック レートが得られ

を記述します。FPGA_HLP_core は、図 2

非常に容易にインプリメントできますが、大量

るプラン A を選びました。データ レート、ク

に示すように、System Generator 内でザ

の CM リソースを使用します。完全なシリア

ロック レート、シーケンシャル ステージの数

イリンクスのリソース ブロックを使って多分岐

ル インプリメンテーション アーキテクチャは、

を次の式のように操作して、最終的なアーキ

型複素 FIR フィルターを実現します。

時分割多重化 (TDM) 方式により 128 個の

テクチャを実際に決定できました。

FIR インプリメンテーション アーキテクチャ
ごとに、FPGA リソースの使用量は異なり

		

演算が同じ CM ユニットを共有することで、
CM リソースの使用量は最小限に抑えられ

FCLK = FDATA×NTAP÷NSS

http://japan.xilinx.com/
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3. 4B-LC モジュール : このモジュールに

ここで、NTAP はフィルターの長さ、NSS は
シーケンシャル ステージの数を表します。
次に、次の 3 つのメイン モジュールを作
成しました。
1. 係数格納モジュール : 高性能なデュア
ル ポート ブロック RAMを利用して、
FIR 係数 RAM に読み込む必要がある
IQ 係数を格納しました。ユーザーは、
いつこのストレージに係数をアップロー
ドするか、いつ FIR フィルターの係数
を更新するかを、wr および rd 制御信
号によって選択できます。

イン化された効率的な 3 乗算器アーキテク

は互いに独立した 4 つの複素 FIR フィ

チャを選択し、6 サイクルのレイテンシのコス

ルター チェーンが含まれ、各チェーン

トで複素乗算を実行します。

が同じ部分的にパラレルなアーキテク

次に、複素加算ステージは、複数の CM

チャでインプリメントされます。たとえ

の出力を 1 つのストリームに集約します。最

ば、図 3 に分岐 1 を示します。

後に、セグメント化された累積/ダウンサンプ

分 岐 1 に は、FIR 係 数 RAM (cRAM)

ル ステージは、一時的なサブストリームを16

シーケンシャル ライト/パラレル リード ス

サイクルの間累積して、それに対応する 128

テージ、複素乗算ステージ、複素加算ステー

タップ FIR フィルターの線形畳み込みの結果

ジ、セグメント化された累算/ダウンサンプル

を計算し、高速ストリームをダウンサンプリン

ステージの 4 つのサブプロセッシング ステー

グしてシステムのデータ サンプリング レート

ジが含まれ、各ステージはタイミング向上の

(この場合は 30.72MHz) に一致させます。

ためにレジスタによって分離されています。

デザインの検証

2. データ TDM パイプライン処理モジュー

コアの I/O 数を最小限に抑えるため、最初

ル : 30.72MHz サンプリング レートの

のステージでは、ストレージから FIR cRAM

IP コアの検証は 2 つの手順で実行しまし

入 力 IQ データを多 重 化し、30.72×

へ TDM 方式で係数を読み込むシーケンシャ

た。 最初に、FPGA_HLP_core の出力と、

128÷8 = 491.52MHz にサンプリン

ル ライト操 作を生 成します (各 cRAM が

Simulink 内の基準となる倍精度多分岐型

グ レートを上げた 8 つのパイプライン

16 = 128/8 個の IQ 係数を保持)。筆者ら

FIR コアの出力を比較しました。 その結果、

化された (NSS = 8) データ ストリーム

は、これらの FIR 係数を CM コアに同時に

16 ビット分解能バージョンでは 0.04% 未

を作成しました。次に、これらのデータ

供給するパラレル リード操作を設計しました。

満の相対振幅誤差を達成したことがわかりま

ストリームを 4 分岐線形畳み込み (4B-

複素乗算ステージでは、DSP48 の使用

した。データ幅を広げれば、リソースのコス

LC) モジュールに供給しました。
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図 3 – 部分的にパラレルな複素 FIR モジュール
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機能検証の完了後、
シリコン性能を検証しま
した。第 2 の手順では、作成した IP コアを

491.52MHz の内部処理クロック レートで

に示すように、4 つの HLP コアと追加のパ

容易に達成できました。

イプライン化されたデータ アグリゲーション

Vivado Design Suite 2015.1 内で合成し、

ステージ 1 段を挿入することにより、4 x 4

スケーラビリティの例

Zynq -7000 All Programmable SoCのFPGA
®

ファブリック (Kintex xc7k325tffg900-2

プリコーディング コアを容易に作成できます。

筆者らが設計した HLP IP を使用して、より

®

効率性とスケーラビリティ

と同等) をターゲットにしてインプリメントし

大規模なマッシブ MIMO プリコーディング コ

ました。 明確な登録済み階層を備えた、完

アを容易に作成できます。表 2 に、選ばれた

この 記 事では、 ザイリンクス System

全にパイプライン化されたデザインが作成さ

アプリケーション シナリオと主なリソースの使

Generator と Vivado 設計ツールを使用し

れていたため、Vivado ツー ル内の合成さ

用量を示します。最終的なプリコーディング結

て、効率的でスケーラブルな DSP 線形畳み

れた全階層とデフォルトのインプリメンテー

果を得るには、アグリゲーション ステージを 1

込みアプリケーションをマッシブ MIMO プリ

ション設定を使用して、必要なタイミングを

段追加する必要があります。たとえば、図 4

コーディング コアの形式で迅速に作成する方

		

法について説明しました。部分的にパラレル
なアーキテクチャ内のシーケンシャル ステージ
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OUT-B2

OUT-B2

OUT-B3

OUT-C2

OUT-B4

OUT-D2

OUT-C1

OUT-A3

OUT-C2

OUT-B3

OUT-C3

OUT-C3

OUT-C4

OUT-D3

OUT-D1

OUT-A4

OUT-D2

OUT-B4

OUT-D3

OUT-C4

OUT-D4

OUT-D4

+

DOUT-1

ることにより、このコアを拡張し、さらにタップ
長の大きい FIR アプリケーションをサポートで
きます。クロック レートを上げる場合、実際の
インプリメンテーション アーキテクチャに関す

+

DOUT-2

るターゲット デバイスのボトルネックとクリティ
カル パスを特定すると効果的です。また、
ハー
ドウェアの使用量を削減できるコンパクトなプ
リコーディング アルゴリズムの開発など、ハー

+

DOUT-3

ドウェアとアルゴリズムの協調最適化は、シ
ステム性能を調整するための優れた手法です。
この初期プロジェクトでは、レイテンシを最
小限に抑えたプリコーディング ソリューション

+

DOUT-4

の開発に重点を置きました。次のステップで
は、リソース使用量と消費電力を改善した代
替ソリューションを検討する予定です。 詳細
は、著者 (lei.guan@ieee.org ) までお問い

図 4 – 4B-LC コアをベースにして拡張したプリコーディング アプリケーションの例

合わせください。

Massive MIMO
Number of
Complex
Distributed
Configuration
HLP Cores
Multiplier
Memory
(NRX x NTX)			
(Kb)

Block
Memory
(RAM18E)

4x4

4

128

16

4

4x8

8

256

32

8

4 x 16

16

512

64

16

4 x 32

32

1024

128

32

表 2 – 推奨 HLP コア ベースの各種アプリケーション シナリオのリソース使用量の例
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Drone Platform Soars with the Zynq SoC

Zynq SoC を利用した
ドローン プラットフォームの
開発
Aerotenna 社は、ザイリンクスの
Zynq SoC デバイスの処理能力および
I/O 機能を利用して、同社初の
ArduPilot 互換 UAV の飛行を実現しました。
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無人航空機 (UAV) およびドローン業界は急速な成長期にあり、商用
や消費者向けの新たな市場を広げています。UAV によって実現可能と
考えられる範囲は、3D モデリング、軍事支援、配送サービスなど、創
造的な新しいアプリケーションへと拡大し続けています。
問題は、これらのアプリケーションが複雑化の一途をたどり、ますます
多くの処理能力と I/O (入出力) インターフェイスが必要不可欠となる反
面で、利用可能な UAV プラットフォームがそのペースに追いついていな
いことです。飛行に必要なソフトウェアとハードウェアが進化を続けるにつ
れて、大部分の UAV プラットフォームは機能の限界に達しようとしてい
ます。
Aerotenna 社 の 開 発 チ ー ムは、 ザ イリンクス Zynq®-7000 All
Programmable SoC をベースに開発したボード搭載の UAV の飛行に
成功しました。このプロジェクトは、高い処理能力が要求されるマイクロ
波検知製品のリリース計画の端緒になるものです。筆者らが Zynq SoC
を採用したのは、同じクラスのほかのソリューションでは必要な処理能力
が得られなかったためです。筆者らは、この新しいプラットフォーム (図 1)
にマイクロ波ベースの衝突回避システムを導入し、無人飛行体験を向上
させていく予定です。

現在の UAV テクノロジの限界
従来の UAV 業界が主に重視していたのは、機能の簡素化により不要
な機能をすべて省略し、できる限り低コストで無人飛行を実現することで
した。必要な作業を最も簡単な方法で実行するだけの製品を購入したい
のであれば、この方針は間違っていません。しかし、筆者らのように新し
い複雑なアプリケーションを追求している開発者は、取り組みの幅を広げ
て、アイデアの実現に必要な処理速度を提供する独自の UAV プラット
フォームを新たに開発する必要がありました。
現在の標準的な UAV プラットフォームのもう 1 つの大きな制約は、
プロセッサに対する入出力接続が不足していることです。このため、飛
行制御システムはすぐにプロセッサと I/O 機能の最大容量に到達してしま
い、新しいセンサーや新しいアプリケーションに対応する余裕がなくなっ
てしまいます。
標準プロセッサ ボードに搭載されている I/O の大部分は、飛行に必要
な各種コンポーネントに既に使用されています。これらの機能には、機体
の向きを定量化するための慣性計測センサー、高度を判断するための気
圧計と高度計、ユーザーの入力をデコードするための RC レシーバーが
含まれます。残りの I/O を使ってその他の機能を追加しようとしても、提
供できるオプションはそれほど多くはなく、通常はカメラやナビゲーション
用 GPS などの最も普及が進んだ機能に限られます。非常に広範囲にわ
たるセンサーと外部インターフェイスに単一のプラットフォームで対応す
る製品は、現在のところ市場に提供されていません。

http://japan.xilinx.com/
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Aerotenna 社では、これらの制限を克服

Zynq SoC チップに搭載されたデュアルコア

Zynq SoC の優位性は、処理能力と I/O

するのに、新しいボード デザインをゼロから

ARM Cortex™-A9 APU は、比類のない

機 能 の 両 面 で 明らか で す。 デュア ルコア

開発するしかないと考えました。他のプラット

プロセッサ速度を提供します。手ごろな価格

ARM プロセッサと FPGA ロジックの組み合

フォームが対応できない領域で優れた成果を

帯の UAV プラットフォーム ソリューション

わせにより、ハードウェア/ソフトウェアの協

上げる、新しい UAV プラットフォームの完成

向け市販チップの中で、チップの構造、マル

調設計手法が可能となり、タイミングが重視

®

に取り組んできた筆者らは、この目標をザイ

チプロセッサ機能、I/O アクセス速度の面で

される処理タスクの一部をプログラマブル ロ

リンクスの Zynq SoC デバイスを使って達

Zynq SoC と肩を並べるものは見当たりませ

ジックに配置できます。I/O ペリフェラルとメ

成しました。Zynq SoC デバイスの優れた

ん。したがって、Zynq SoC は次世代プラッ

モリ インターフェイスは、MCU ベースのプ

デザインは、次世代 UAV に必要な大幅に強

トフォーム向けの完璧なソリューション候補に

ラットフォームよりも高い汎用性を提供します。

化されたプロセッサ速度と I/O 機能を提供し

なり得ます。

ます。

Zynq SoC を採用した理由

Zynq SoC を選んだもう 1 つの理由とし

現 在 販 売 さ れ て い る 飛 行 制 御 プ ラット

て、Zynq SoC なら、非常に高速な CPU

フォームの大部分は、マイクロコントローラ

に必要とされる、負荷の大きい飛行制御プロ

ユニット (MCU) に基づいています。MCU

グラムの複雑性を容易に扱えることが挙げら

筆者らは、Aerotenna 社の強力なプラッ

ベースのアーキテクチャでは、処理能力と

れます。Zynq SoC デバイスは処理能力に

トフォームを構築するための基盤として All

I/O 拡張機能が限られているため、センサー

大きな余裕があるため、飛行制御プログラム

Programmable Zynq SoC を選びました。

フュージョンに対応する能力が制限されます。

の拡張にも十分に対応できます。

図 1 – Aerotenna 社が開発してきたコンセプト ドローンは、高度なセンシング テクノロジと、
Zynq SoC を活用した強力なプロセッシング プラットフォームを備えています。
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飛行制御ソフトウェア プログラムには多く

Zynq SoC による劇的な改善

より 多 く の 機 体 で Zynq SoC ベ ー ス の

のタイプがあり、それぞれに動作と複雑性

2014 年、(Google のドローン ディスカッ

フライト コントローラをテストする予 定で

が異なります。 筆者らが採用を決めた飛行

ション グループの John Williams 氏が主導

す。Aerotenna 社 は、 ま も な く OcPoC

制御ソフトウェアは、Dronecode の APM

した) ArduPilot をZynq SoC に移植する

(Octagonal Pilot On Chip) プラットフォー

(Autopilot Machine) プロジェクトによって

最初の取り組みが、同じザイリンクス プラッ

ムの一部としてこのプラットフォームを発売し
ます。

提供される ArduPilot です。このソフトウェ

トフォームに APM を移植する道を開きまし

アは他のほとんどのソフトウェアよりも複雑で

た。Williams 博士は、UAV の驚異的な新

すが、ウェイポイント ナビゲーションや、ユー

しい世界の端緒として、Zynq SoC がカスタ

ザーのアプリケーションの要件に応える複数

ム I/O とリアルタイム画像処理機能を提供す

の飛行モードなど、簡単なプログラムでは対

る可能性に気付きました。 興味深いことに、

ムの開発を全くのゼロから始めるのは、技術

応できない多くの機能を提供します。

Williams 氏は最初の PetaLinux ツールを

者の完璧なチームを編成し、多くのことを学

開発したPetaLogix 社の創業者でもありま

習しなければ達成できない野心的な取り組

した。 ザイリンクスは 2012 年に同社を買

みです。 ゼロから設計を始める場合、シス

収しました。

テムに関して多くの意思決定が必要になりま

ArduPilot とは
ArduPilot は、UAV 用に作成されたオー

野心的な取り組み
カスタマイズされた飛行制御プラットフォー

プンソースの自動操縦ソフトウェア プログラ

Aerotenna 社 の チ ー ム は、 ハ ードウェ

す。飛行制御プログラムを実行するには、オ

ムです。ArduPilot は、開発者とユーザー

アとファームウェアの両面でこれらの設計作

ペレーティング システムの使用が必要になり

の大規模なコミュニティによって更新と改良が

業 を 引 き 継 ぎ、2015 年 10 月に Zynq

ます。リアルタイム オペレーティング シス

続けられています。当初はオープンソースの

SoC を採用した ArduPilot の最初の飛行に

テム (RTOS) は、データが入力されると即

Arduino マイクロプロセッサ向けに開発され

成功しました。 筆者らのカスタム ボードは、

座にデータを処理するため、バッファリング

たはるかにシンプルなソフトウェアとして始め

PetaLinux オペレーティング システム上で

の遅延はほとんど発生しません。 その結果、

られたこの APM プロジェクトは、はるかに大

ArduPilot 飛行制御ソフトウェアを実行しま

RTOS は、飛行制御のように遅れが許され

規模で複雑なものへと成長し、現在では多く

す。この印象的な業績は、UAV のテクノロ

ないタスクの実行に適しています。RTOS の

の UAV プラットフォームとの互換性を備えて

ジと機能の飛躍的な向上を示すものです。

欠点は、データ処理タスクの一部をオペレー

います。現在、ArduPilot プログラムは 70

Zynq SoC に 搭 載 さ れた デュア ルコア

ティング システムそれ自体に再インプリメン

万行以上のコードを含み、精緻な飛行制御シ

ARM プロセッサにより、Aerotenna 社の飛

トする必要があるため、この種のシステムと

ステムとなっています。

行制御ソリューションは、処理能力と I/O 機

ArduPilot のインターフェイスをとるのが難

ArduPilot のコードは、
上位レイヤーとハー

能において同等クラスの他社 UAV ソリュー

しいことです。

ドウェア抽象化レイヤー (HAL) の2つの主な

ションよりもはるかに先を行くものです。この

そこで筆者らは、RTOS の代わりに Linux

部分に分けられます。上位レイヤーは、タス

大きな飛躍は、より高度な処理能力を必要と

オペレーティング システムを選 びました。

クのスケジューリングと、入力データに基づ

する多くの新しい UAV アプリケーションの扉

Linux はリアルタイム オペレーティング シス

いた意思決定を担当します。HAL は、ハー

を開きます。Aerotenna 社は、ユーザーと

テムではありませんが、ハードウェア/ソフト

ドウェアのメモリにアクセスする下位コードで

開発者用に開発された豊富なハードウェア イ

ウェア協調設計内にインプリメントするのがは

す。コード構造をこのように分離することで、

ンターフェイスを備えたソリューションを、確

るかに容易で、システムの汎用性を最大限に

プラットフォーム固有のメモリ アクセス用に

実に提供しようとしています。Linux はプロ

高められます。ザイリンクスは、Zynq SoC

HAL だけを変更することにより、システム全

グラマビリティと汎用性に優れているため、

などのザイリンクス デバイスと互換性のあ

体をほかのプラットフォームに移植できます。

Linux オペレーティング システム上で動作す

る、PetaLinux と呼ばれる強力な Linux エ

上位コードは、すべてのプラットフォームに共

る UAV プラットフォームは、非常に広範囲に

ンベデッド オペレーティング システムを提供

通の方法で、HAL からデータを取得します。

わたるアプリケーションに対応する高い柔軟

しています。

オープンソース コミュニティがこの APM

性を備えています。ユーザーがプログラムで

このシステムを稼働させるまでのロードマッ

プロジェクトに多くの機能を追加していくにつ

きる最も強力なオペレーティング システムの

プは複雑に入り組んでおり、筆者らは多くの

れて、ArduPilot 飛行制御システムの複雑性

1 つである Linux により、筆者らのチームは、

困難な課題を解決する必要がありました。こ

は増大し続けます。その結果、UAV 業界は

ニーズに完全に一致したシステムをカスタマ

のプロセスは、FPGA 開 発ソフトウェアを

ハードウェアの限界に到達し、成長を継続可

イズできます。

使ったシステム デザイン開発と、ドライバー

能な次のプラットフォームの登場を待っている
状態です。

		

筆者らは、既製の商用 DJI F550 エアフ
レームで飛行テストに成功しました。 今後は

インターフェイス用の新しい知的設計資産
(IP) コアの記述および作成から始まりました。
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これらのコアは、非常に高速にデータを処理

安定性を確保するには、機体の慣性と高度

するため、キャリブレーションが必要になりま

するハードウェア レベルのエンベデッド プロ

を計測することが重要です。これらのすべて

す。したがって、各コンポーネントが生成する

セスです。次に、カスタム システム デザイン

のセンサーは、適切な通信プロトコルを使っ

値の最大値と最小値を定義しなければなりま

を使用して PetaLinux オペレーティング シ

て FPGA ハードウェア デザイン内でコンフィ

せん。Aerotenna 社のチームは、このプロ

ステムを導入しなければなりません。最後に、

ギュレーションし、最終的に PetaLinux オペ

セスをスムーズで持続的な飛行という形で最

PetaLinux と新しいプラットフォーム上で実

レーティング システムに組み込む必要があり

終的に終えました。

行できるように、ArduPilot システムをコン

ました。

パイルし、修正しました。

ArduPilot プログラムは 70 万行以上の

OcPoC の紹介

筆者らは段階的に問題を解決し、概念実証

コードで構成されるため、全く新しいプラット

OcPoC プロジェクト (図 2) は、Aerotenna

に到達しました。そして、最初に RC 信号の

フォーム上でシステムを機能させることは 1

社の UAV 飛行制御プラットフォームです。

受信と検出、次にシングル モーターへの電

つの大きな課題でした。慣性センサー、モー

筆者らは、OcPoC で大幅に強化される処理

力供給に取り組みました。最終的にこの概念

ター、RC コントローラを容易にキャリブレー

能力、I/O の拡張、ほかのソリューションより

実証を実行した後、ArduPilot が利用する

ションできるインターフェイスがないため (こ

はるかに柔軟なプログラミングにより、ドロー

センサーと OcPoC の間のインターフェイス

の作業は、ほかのプラットフォームでは通常

ン コミュニティのニーズに応えていく予定で

が機能するように拡張する作業に進みました。

は使いやすいグラフィカル ユーザー インター

す。Zynq SoC を活用した飛行制御システ

独自のデバイス ドライバーをゼロから作成す

フェイス内で行われる)、格納された数百個

ムは、ArduPilot の現行リリースの運用には

ることは大きな挑戦でした。飛行を成功させ

のパラメーター値を微調整して、システム全

十分すぎるほどの性能をもたらしそうですが、

るのに最も重要なセンサーには、加速度計、

体を手作業でキャリブレーションする必要があ

筆者らは UAV 業界が拡大し続けることを予

ジャイロスコープ、気圧計が含まれます。マ

りました。それぞれのハードウェア コンポー

想して、まもなく利用されることになる潜在

ルチローター ビークルは当然不安定なため、

ネントは多少異なり、多少異なる出力を生成

能力を確保しようとしています。

図 2 – OcPoC システムは、Zynq SoC チップを搭載した初めての市販飛行制御プラットフォームとなります。
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図 3 – OcPoC は、外部デバイスとのインターフェイスとなる汎用性の高い I/O を備えた、
(IMU センサーおよび GPS と統合された) ただちに飛行可能なボックスとして設計されています。

このアーキテクチャは、開発者がすべての

飛行可能な「ボックス」を作成します (図 3)。

タイム ビデオ ストリーミング、マイクロ波近

必要な処理能力を備えたシステムを創造、設

また、あらゆるタイプの無線ナビゲーション

接センサー、Bluetooth など、はるかに広

計できる道を開きます。この新しいプラット

制御に対応する統合型ナビゲーション イン

範囲にわたる外部インターフェイスおよびセ

フォームにより、筆者らは、OcPoC と互換

ターフェイスを提供します。このプラットフォー

ンサー オプションに対して I/O 機能を拡張す

性のある画像処理、マッピング、近接検知の

ムは、Zynq SoC を介して外部センサー デー

ることが含まれます。

分野でマイクロ波テクノロジの新しいアプリ

タを転送し、ArduPilot プログラムと同時に

筆者らの望みは、新しいアイデアのテスト

ケーションを導入する予定です。筆者らのシ

高速データ処理を実行する機能において、ほ

と開発を容易にするプラットフォームを開発す

ステムは、Zynq SoC チップのプロセッシン

かのプラットフォームを一歩先へリードしてい

ることで、多くの企業や個人が、現在利用可

グ機能によってオンボードでのデータ収集と

ます。これは MCU ベースのプラットフォー

能なハードウェアの処理能力の制約にとらわ

分析も実行できます。

ムでは不可能なことです。

筆 者らのプラットフォームは、 統 合 型 の

Zynq SoC の余裕の処理能力は、複雑な

IMU データ収集機能を提供します。これによ

飛行制御システムを処理し、UAV の性能を

り、追加のセンサー設定を行わずにただちに

きめ細かく調整できます。これには、リアル

		

れず、ドローン業界の新たな創造に貢献でき
るようにすることです。
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一部のアプリケーションでは、
デバイスの仕様に定められた
最大動作ジャンクション温度よりも
高温でエレクトロニクスを動作させる
必要があります。その代表例として、
油井用カメラのデザインが挙げられます。
あらゆる電子機器の寿命は、動作温度の影

このプロジェクトは非常に難しく、かつ興

響を受けます。高温ではデバイスの劣化が速

味 深 いものがありました。 この 記 事では、

まり、寿命が短くなります。しかし、一部のア

筆者らがどのようにしてこのシステムの各要

プリケーションでは、デバイスの仕様に定めら

素を統合したかを説明します。最初に、ジャ

れた最大動作ジャンクション温度を超える温度

ンクション温度、熱抵抗およびその他の現象

でエレクトロニクスを動作させる必要がありま

を含む、温度に関するいくつかの概念につい

す。 石油/ガス業界の事例から、この問題と

て説明します。次に、デバイス内の温度上昇

その解決方法を理解できます。

の原因について検討し、温度上昇を抑えるた

Aphesa 社の開発チームは、ある顧客か

めの対策を示します。また、起こり得る熱溜

ら油井内で動作する耐熱カメラの設計依頼を

まりの問題について説明し、その解決策を提

受けました (図 1)。このデバイスにはかなり

案します。

大きな FPGA が必要であり、少なくとも最

特にこのプロジェクトでは、熱電冷却の使

大 125℃ (システムの動作温度) の耐熱性能

用が制限されていたため、ほかの解決策を見

が必要でした。筆者らは、カスタム カメラと

つける必要がありました。

(FPGA コードおよび組み込みソフトウェアを
含む) カスタム エレクトロニクスの開発に携わ

温度の変動

るコンサルタントとして、高温環境での機器

電子機器には通常、最大ジャンクション温

動作に関する経験を積んできました。しかしこ

度の仕様が定められています。残念なことに、

のプロジェクトには、従来の経験を超えた対

システム設計者に課せられるのは周囲温度の
条件です。周囲温度とジャンクション温度の差

策が必要でした。
この製品は油井検査用に設計されたダウ

は、パッケージの熱伝導性能と、システム筐

ンホール デュアル カラー カメラ (図 2) で、

体の外部へ熱を放散する冷却システムの性能

組み込み型画像処理、カラー復元および通

によって決まります。

信を実行します。またこのシステムは、メモ

熱抵抗は、特定の物質が熱の流れにどれだ

リ、LED ドライバー、ハイダイナミックレン

け耐えるかの尺度となる熱特性です。電流の

ジ (HDR) イメージング機能を備えています。

流れのために抵抗の両端で電圧が一致しない

このプロジェクトでは、温度範囲の広さ、堅

のと同様に、熱抵抗があるために熱が流れる

牢性、小型パッケージ、大容量エンベデッド

コンポーネント内部と外部の温度は一致しま

メモリ、セル数が豊富なことから、ザイリン

せん。本体の内部と外部で 20℃ の温度差

®

クスの XA6SLX45 デバイス (Spartan -6

がある場合、最大ジャンクション温度 125℃

LX45 オートモーティブ) を採用しました。

のデバイスは、最大 105℃ までの環境で

http://japan.xilinx.com/
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動作可能です。熱抵抗は 1 ワット当たりの温

使用します。アクティブ冷却ソリューションは、

のに役立ちます。しかしペルチェ冷却には、

度で表されます。1W の熱を放散する場合、

デバイス上の熱を吸収する冷気を入れ換える

大きな外部電源が必要とされるという大きな

熱抵抗は内部と外部の温度差に等しくなりま

ために、通常は気流を強制的に発生させます。

欠点があります。

す。この関係は図 3 の公式で表されます。

空気が熱を吸収する能力は、空気とデバイス

このプロジェクトでは、筐体内の空気量が

の温度差と、空気の圧力によって決まります。

限られ、空気の温度が素早く一様になるため、

ス、回路、クロック周波数、デバイス内で実

その他のソリューションとして、
空気を液体 (通

気流は利用できません。また水源とツール間

行されるコードによって決まります。したがっ

常は水) で置き換えて効率を向上させた液体

の距離が離れているため、水冷方式もあまり

て、デバイスの内部 (ジャンクション温度) と

冷却が挙げられます。ある質量の空気または

現実的ではありません。したがって筆者らに

その環境 (周囲温度) の温度差は、デバイス、

流体が熱を吸収する能力は、図 4 の熱吸収

とっては、ペルチェ効果が冷却方式の唯一の

コード、回路図によって決まります。

の式で表されます。

熱として放散されるエネルギーは、デバイ

選択肢でした。周囲温度が固定されているた

設計者がしばしば使用する最後の手法は、

通常の冷却ソリューション

め (流体の質量が非常に大きいので、大量の

ペルチェ効果 (半導体材料に接続された 2 個

流体の温度が図 3 の公式のように上昇する

冷却が必要なデザインでは、ほとんどの場

の電極の間に電圧を印加することで生じる温

ことはあり得ない)、熱電クーラーは実際にエ

合、設計者はパッシブ冷却 (空気と接触する表

度差) を利用して、冷却プレートの片面を加

レクトロニクスの温度を下げるはずです。 残

面積を広げることで空気中への放熱を促すヒー

熱しながらもう片面を冷却する熱電冷却です。

念なことに、冷却デバイスには大きな電流が

ト シンク) またはアクティブ冷却のどちらかを

この現象は冷却するデバイスから熱を奪う

必要ですが、非常に長い導体を使って地表と

Wireline (telemetry camera)
or slickline (recording camera)

Wellbore camera head

Derrick
Ground

Ground

Rotating
section
for head
Side field
of view of
camera
and light

Pipe

Wellbore camera
Drilled well

Front field of view
of camera and light

図 1 – (図の左に示した) 油井の内部で動作する耐熱カメラのデザインでは、デバイスの検証済みの最大温度を超えて
動作温度を拡大する必要がありました。右にカメラの拡大図を示します。
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図 2 – 耐熱カメラと耐熱プロセッシング ボードはザイリンクス Spartan-6 FPGA を搭載しています。

ツールの間を接続することになり、実際には

不可能になりました。取り得る唯一の手法は、

します。スタティック消費電力は、デバイス

限られた電流しか冷却に使用できず、その結

FPGA 内部のピーク温度を抑えるように設計

のタイプ、コア電圧、テクノロジによって変わ

果、わずかな温度の低下しか得られません。

することでした。

ります。この電力はコアまたは I/O によって

しかも、筆者らのデバイスはカメラであり、
温度の上昇に伴って画質が急激に低下します。
したがって、FPGA、メモリ、LED ドライバー、

消費されます。

熱溜まりと温度上昇の原因
デジタル デバイスの消費電力には、ダイナ

空間内のある点で熱が生成されると、熱は
周辺に広がり、周辺領域の温度を上昇させま

電源回路などのほかのデバイスではなく、で

ミック、スタティック、ジュール効果の 3 つ

す。周辺領域が熱源でない場合、熱は拡散し、

きる限り画像センサーの温度を下げるように、

の発生源があります。ダイナミック消費電力

温度の上昇は制限されます。十分に長い時間

冷却手法を最適化する必要がありました。

は、ゲートがトグルする際のルート キャパシタ

待つことで、温度は最終的にデバイス全体で

ペルチェ冷却を画像センサーにのみ使用

ンスの充電と放電に必要な電力です。この電

均一になります。周辺の領域がほかの熱源で

することにしたため、FPGA の冷却はほぼ

力はクロック レートと総キャパシタンスに比例

構成されている場合は、各熱源からほかの熱

		

源に熱が伝わるため、温度は最終的に上昇し
ます。
多くの熱源が小さな領域に集まっている場

Tj = Ta +(Rth ,package+Rth ,ambient). P

合、その領域の温度はほかの場所よりも上昇
し、熱溜まりが発生します。
デバイスのジャンクション温度は制限されて

図 3 – 周囲温度とジャンクション温度の関係。ここで、Tj はジャンクション温度、
Ta は周囲温度、Rth, package はジャンクションとパッケージの外表面の間の熱抵抗、
Rth, ambient はパッケージの外表面と周囲空気の間の熱抵抗 (ヒートシンクも
気流もない場合、この値はゼロ)、P はデバイスの消費電力です。

いるため、これは実際には、最も高温の熱溜
まりの温度が最大ジャンクション温度を超えて
はならないという意味です。デバイスの消費
電力とパッケージの温度がわかっている場合、

http://japan.xilinx.com/
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自動車にて動作の検証済みデバイスは、高

Q = mc∆T

温で長寿命を維持し、産業用アプリケーショ
ンで使用した場合の寿命短縮も許容範囲内で
す。筆者らは XA (オートモーティブ用) シリー

図 4 – 吸収の式。ここで、Q は吸収可能な最大熱量、m は熱を吸収する物質の質量、
c は物質を表す定数、ΔT は熱を吸収する物質の周囲温度の最初と最後の温度の差です。
この公式は、熱を吸収する物質と吸収される熱の総量が変わらない場合に有効です。
これは非現実的な状況ですが、圧力 (質量)、物質の種類 (c)、外側の温度が
冷却効率に影響を与えることを既に示しています。

ズの LX25 デバイスと LX45 デバイスで
コードを評価し、総消費電力とデバイス本体
の温度を測定しました。場合によっては、平
均デバイス温度が高くても、ピーク温度が低
ければ許容範囲内です。また、加速エージン
グ テストで寿命を評価しました。
次に筆者らは、デバイスの使用に制限を設

推定できるのはジャンクションの平均温度だけ

製造プロセスまたはパッケージング プロセス

けることにしました。デバイスが放散する熱を

です。

で残った一部の汚染物質です。輸送中、はん

減らすために、使用可能なロジック セルとメ

熱の最後の発生源は、ジュール効果
を生み出す導体内の電流の流れに関連します。

最大温度を超えた場合の影響

だ付け、組み立て工程で人の皮膚やその他

モリを全部使用することを避けました。デバ

の化学物質と接触することも、有害な原子に

イスの使用していない部分にはスタティック

よる汚染の原因となることがあります。

消費電力のみが発生し、ダイナミック消費電

異種の物質が接合されると、電位が貴な方

力は発生しません。

動作温度が上昇するにつれて、デバイスの

の物質に対して電位が卑な方の物質が腐食し

寿命は短くなり、部品の劣化が速まります。

ます (ガルバニック腐食)。このタイプの腐食

ダイナミック消費電力はクロック レートの影響

エレクトロマイグレーションや腐食など、一部

は、長期的な劣化のもう 1 つの原因です。

を受けるため、
クロック ゲーティングを使って、

のエージング プロセスは高温でのみ発生し
ます。
エレクトロマイグレーションは、湿度と電
場が存在する場合、導体の原子がイオン化し
て元の位置からどこかほかの場所に移動し、

ジャンクション温度が仕様を超えると、デバ

また、クロック ゲーティングを実行しました。

使用されていないブロックのダイナミック消費

イスの寿命は保証対象外となり、急激に短く

電力を削減できます。クロック ツリーがトグル

なることがあります。温度が上がり続けると、

しなければ、デバイスのその部分の消費電力

デバイスがただちに故障することがあります。

は減少します。

デバイスの性能も温度の影響を受けます。

また、使用する I/O の数を最小限に抑えま

ギャップ（欠損）が残ったときに発生します。

高温ではデバイスの動作は低速になる傾向が

した。その結果、I/O バンクの消費電力を削

このギャップにより、その位置で導体の有効

あり、したがって最大クロック レートは低下し

減できました。

な幅が狭くなり、局所電場の増加を招くため、

ます。

次に、一部の I/O を仮想グランドとして使

さらにエレクトロマイグレーションが誘導され

Spartan-6 XA (オートモーティブ用) FPGA

用することで、デバイス内の電流の移動距離

ます。この連鎖反応の結果、原子が欠けた場

の動作温度範囲が 125℃ までに制限されて

を短縮し、これによって電力配線内のジュール

所にクラック (断線) が発生するか、原子が再

いるのは、最小限の寿命要件 (信頼性の問

効果を削減しました。この仮想グランドには、

配置された場所 (デンドライト) に短絡が発生

題) と保証されたクロック周波数 (性能要件)

グランド プレーンへの熱伝導効果もあります。

します。水の分子が数層分重なるだけで、金

を維持するためです。 その他の理由として、

I/O とロジック セルの全リソース使用は避

属のイオン化プロセスを開始させてエレクト

RAM セルの漏れ電流と、その結果としての

けて、デザインを 2 個の FPGA に分散しま

ロマイグレーションを引き起こすのに十分で

ビット エラーを防ぐことが挙げられます。

した (図 5)。これにより、熱はそれぞれ 2
箇所のFPGAから放散されます。

す。この現象は温度を急激に上昇させます。
腐食は、鉄が錆びる現象でもわかるように、

各種のソリューション

また、複数のグランド プレーンを使用しま

水分と有害ガスが関わっています。半導体材

油井用カメラのデザインで直面したこれら

した。この手法により、高温のエリアから低

料は保護パッケージに密閉されています。こ

の多様な課題を解決するために、筆者らはい

温のエリアへの熱伝導が促進され、追加の熱

のパッケージは通常は水分を吸収しやすいで

くつかの対策を講じました。

容量も確保できます。温度変化のサイクルで

すが、容易に腐食性のイオン溶液を発生させ

最も重要な判断の 1 つは、適切なサイズ

発生するデラミネーションに対して、ボードの

ない物質で構成されています。この腐食は主

のデバイスを選択したことです。大きなデバ

信頼性を保てるようにサーマル プレーンを設

にリード フレームとボンド ワイヤに影響を与

イスほどスタティック消費電力は大きくなりま

計することは重要です。

えます。最も重要な有害物質は、シリコンの

すが、デバイス内に熱が拡散しても熱溜まり

パッシベーション層に含まれるリンと、半導体

が発生しにくくなります。
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図 5 – I/O とロジック セルを全部使用しないですむように (上図)、このデザインでは 1 個ではなく
2 個の Spartan-6 FPGA を使用します。これにより、熱は別々の 2 箇所から放散されます。

レートを下げると、消費電力が削減され、デ

かの部品より早く劣化すると思われる部品 (早

は、新しいデバイス上のデザイン用の消費電

バイスがより高温時でも動作が可能になりま

期故障品) を不合格とし、良品のみを残しま

力予測ツールを備えています。しかし、実際

す。例として、筆者らは低速のパラレル デザ

した。

インと高速のパイプライン化されたデザイン
のトレードオフを評価しました。

のデバイスを使用した消費電力の測定とコー

このデザイン プロセスでは、巡回冗長検査
(CRC) などの各種のエラー検出/訂正手法の

ドの各バージョンの比較は、最も正確な最善
の手法であることが実証されました。

デバイスの腐食を防ぐため、最終的な組

使用も重要でした。メモリ セルまたは通信の

み立ての前にコンポーネントの乾燥状態を確

ビット エラーを回復 (あるいは少なくとも検

認し、水分をはじく保護コーティングを施しま

出) するために、デザインのさまざまな箇所

上記のすべての手法を組み合わせて、SDRAM

した。

でこれらの手法を使用しました。ステート マ

管理、通信バス、画像処理機能を備えた、(仕

シンが最後に未使用ステートになる場合は、

様によりジャンクション温度が最大 125℃ に

高温ではデバイスの劣化が速まります。製
品検証プロセスで、温度に対するデバイスの
実際の寿命を測定できます。

ステート マシンも復元されます。

熱電冷却は不要

制限されていたとしても) 125℃ の周囲温度

筆者らは、デザインを実行する最初の段階

で動作可能なカメラが完成しました。しかも

また、生産時にバーンイン プロセスを実施

で Xilinx Power Estimator (XPE) の有効

筆者らは、熱電冷却を使用せずに 125℃ を

し、デバイスを事前にエージングさせて、ほ

性を確認しました。Vivado Design Suite

達成したのです。

		

®
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入力チャネル当たり 1 つの抵抗と
1 つのキャパシタを使うだけで、
高周波数アナログ入力信号を
デジタル化できます。

		

最新のザイリンクス FPGA 上の LVDS (低電圧差動信号) 入
力を使用して、1 つの抵抗と 1 つのキャパシタだけでアナログ
入力信号をデジタル化できます。 最新世代のザイリンクス デ
バイスは数百の LVDS 入力を搭載しているため、理論的には
1 チップの FPGA で数百のアナログ信号をデジタル化すること
が可能です。
筆者らのチームは先頃、128 エレメントの超音波リニア アレ
イ トランスデューサーの信号出力をデジタル化する手法を調査
中に、帯域制限された入力信号を中心周波数 3.75MHz、分解
能 5 ビットでデジタル化することにより、可能なデザイン空間の
一隅を調べました。この記事では、このデモンストレーション プ
ロジェクトについて詳しく説明します。
2009 年にザイリンクスは、最大周波数 1.205kHz の入力
をデジタル化できるアナログ/デジタル コンバーター (ADC) を
(外部コンパレータ、1 つの抵抗、1 つのキャパシタと組み合わ
せて) インプリメントする LogiCORE™ ソフト IP コアを発表し
ました。[1]
外部コンパレータの代わりに FPGA の LVDS 入力を使用し、
デルタ変調器型 ADC アーキテクチャを組み合わせると、より高
周波のアナログ入力信号を 1 つの抵抗と 1 つのキャパシタだけ
でデジタル化できます。

ADC のトポロジと実験用プラットフォーム
ザイリンクス FPGA の LVDS 入力を使用してインプリメン
トされた、1 チャネル デルタ変調器型 ADC [2] のブロック
図を図 1 に示します。この図で、アナログ入力は LVDS_33
非反転バッファの入力を駆動し、入力信号範囲は基本的に 0
～ 3.3V です。LDVS_33 バッファの 出 力 は 入 力ア ナログ
信号よりもはるかに高いクロック周波数でサンプリングされ、
LVCMOS33 出力バッファと外部 1 次 RC フィルターを介し
て、LVDS_33 反転バッファの入力にフィードバックされます。
適切なクロック周波数 (F)、抵抗 (R)、キャパシタンス (C) を選
択すれば、この回路だけでフィードバック信号は入力アナログ信
号に追従します。
例として、図 2 に、F = 240 MHz、R = 2K、C = 47pF
の場合の入力信号を黄色 (チャネル 1)、フィードバック信号を青
(チャネル 2) で示します。この図に示した入力信号は、Agilent
33250A ファンクション ジェネレーターで周波数 200MHz、
分解能 12 ビットの任意出力ファンクション機能を使用して生成
したものです。 筆者らが使用した Tektronix DPO 3054 オ
シロスコープで計算される入力信号のフーリエ変換は、赤 (チャ
ネル M) で示します。これらの周波数では、オシロスコープ プ
ローブの入力キャパシタンス (およびグランドに関連する問題) に
より、オシロスコープのトレースに示されるフィードバック信号の
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インテグリティは劣化しておりますが、図 2

Spartan®-6 XC6SLX4 FPGA を搭載した

は回路の動作例を示しています。

Digilent Cmod S6 開発モジュール [3] を

筆者らは、1Vpp の 3.75MHz 正弦波に

多数のタップ
バンドパス有限インパルス応答 (FIR) フィル

使用して、図 2 に示すプロットを得ました。

ターをビットストリームに適用することで、ア

対して Blackman-Nuttall window を適用

各チャネルは 50Ω 抵抗でグランドに並列終

ナログ入力信号の N ビットのバイナリ表現 (す

することで、図 2 に示す帯域制限された入

端され、信号ジェネレーターからの同軸ケー

なわち、ADC の出力) を生成できます。ただ

力信号を定義しました。この理論的な窓化

ブルを適切に終端します。この性能を達成す

し、デジタル ビットストリームはアナログ入力

信号に関連するノイズ フロアは中心周波数

るために、図 5 のVHDL ソース コード例に

信号よりもはるかに高周波数なので、タップ

に関連する振幅よりもほぼ 100dB 低いの

示すように、LVCMOS33 バッファのドライ

数が多い FIR フィルターを使用する必要があ

に対して、Agilent 33250A ファンクショ

ブ ストレングスを 24mA、スルー レートを

ります。フィルターが適用されるデータの値

ン ジェネレーターのサンプリング周波数は

FAST に設定したことに注意してください。

は 0 と 1 しかないため、乗算器は不要です

200MHz、分解能は 12 ビットであるため、

このカスタム プロトタイプ ボードは、FTDI

(FIR フィルター係数を加算する加算器のみ)。

実際の信号軌跡とはかけ離れた信号波形しか

FT2232H USB 2.0 ミニモジュー ル [4]

図 4 に示した ADC の出力は、無償のオ

生成表示することができません。中心周波数

の使用もサポートします。筆者らは、このモ

ンラインの TFilter FIR フィルター設計ツー

が 3.75MHz 付近の多くの超音波トランス

ジュールを使用して、パケット化されたシリア

ル [5] で設計した中心周波数 3.75MHz の

デューサーが生成する出力信号は、トランス

ル ビットストリームを分析のためにホスト PC

801 タップ バンドパス フィルターを使用し

デューサーの機械的特性のために必然的に帯

に転送しました。図 2 のアナログ信号が供給

てホスト PC 上に生成されました。このフィ

域幅が制限されるため、この手法で使用する

されたときにこのプロトタイプ ボードが生成し

ルターは、2.5 ～ 5MHz のパスバンド範囲

には理想的な信号源です。

た、ビットストリームのフーリエ変換の振幅を

外では 36dB 以上の減衰、3 ～ 4.5MHz

筆者らは、最大 8 つの信号を同時にデジ

図 3 に示します。240MHz のサンプリング

の範囲では 0.58dB のリップルを発生しま

タル化するシステムの試作が可能な、8 つの

周波数の副高調波に関連するピークと、入力

した。

R/C ネットワークおよび入力コネクタ付きの小

信号に関連する 3.75MHz のピークがはっき

型カスタム プリント回路基板にザイリンクスの

りと見えます。

図 4 に示した ADC 出力信号の分解能は
約 5 ビットです。この値は最終的にはオーバー

Xilinx FPGA
LVDS_33

ADC Out
(sig)

N

FILTER

Q

D

+
–

Analog Input (sigin_p)

(sigin_n)

CLK

CLK

LVCMOS33
(sigout)

R
C

図 1 – 1 チャネル デルタ変調器型 ADC は 1 つの外部抵抗と 1 つの外部キャパシタを使用します。
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図 2 – このオシロスコープのプロットは、Agilent 33250A ファンクション ジェネレーターが生成した 3.75MHz の入力信号を
黄色 (チャネル 1) で示し、F = 240MHz、R = 2K、C = 47pF の場合のフィードバック信号を青 (チャネル 2) で示します。
Tektronix DPO 3054 オシロスコープで計算した入力信号のフーリエ変換は赤 (チャネル M) で示します。

サンプリング レートの関数であり、より低い

生成しました。LVDS_33 入力バッファは直

デルタ シグマ アーキテクチャとして言及して

入力周波数に最適化されたデザインでは、よ

接インスタンシエートされ、アナログ入力信

いましたが、その呼び方は不正確です [7]。

り高い分解能が得られます。

号 sigin_p とフィードバック信号 sigin_n に

しかし、真のデルタ シグマ ADC にはそれ

接続されます。内部信号 sig は LVDS_33

なりの利点があると言っても、筆者らの手法

240MHz で厳密にオーバーサンプリングさ

バッファの出力によって駆動され、暗黙的な

の簡潔さとコンポーネント数の少なさは、ア

れ、ADC 出力帯域幅の削減のためにデシメー

フリップフロップによってサンプリングされて

プリケーションによっては魅力的です。また、

また、図 4 に示した ADC 出力信号は、

ション可能です。バンドパス フィルターとデシ

sigout を生成します。信号 sigout はシリ

LVDS_33 入力バッファは入力インピーダン

メーション ブロックのハードウェア インプリメ

アル ビットストリームであり、フィルターが

スが比較的高いため、多くのアプリケーショ

ンテーション内では、デシメーション係数 16

適用されると N ビットの ADC 出力を生成し

ンではプリアンプやバッファを介さずにセン

で 15MHz の実効サンプル レート (帯域制

®

ます。 筆者らは、無償のザイリンクス ISE

サーの出力を FPGA の入力に直接接続でき

限された入力信号内の最高周波数よりも 3

Webpack ツールを使用してこのプロジェクト

ます。このことは多くのシステムで非常に有

倍高速) まで下げる場合、16 番目ごとのフィ

をインプリメントしました [6]。

利です。

ルター出力値のみを計算することが可能で、
ハードウェア要件が軽減されます。

図 5 に、VHDL コードと、図 1 の回路に
関連する UCF ファイルの一部を示します。

図 5 に 示 す VHDL ソ ー スと Digilent
Cmod S6 開発モジュールを使用して、図 2

筆者らの手法のもう 1 つの利点は、重ね
合わせによって複数のシリアル ビットストリー
ムを「混合」し、1 つのフィルターを適用して

少数のコンポーネント

出力信号を復元できることです。たとえば、

に示したフィードバック信号と、図 3 のフー

この記事で説明してきた ADC アーキテ

アレイ ベースの超音波システムでは、シリ

リエ変換に関連するビットストリーム データを

クチャについて、最近のいくつかの記事では

アル ビットストリームを遅延させてフォーカス
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| DFT | in dB vs. F in MHz
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図 3 – このグラフは、図 2 に関連する構成で生成されたビットストリームのフーリエ変換を示します。

Bandpass Filter Results (Fc = 3.75 MHz)
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図 4 – この ADC 出力は、中心周波数 3.75MHz の 801 タップ バンドパス FIR フィルターを使用して生成しました。

した アルゴリズムをインプリメントし、次にビッ
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VHDL SOURCE
LIBRARY
USE
LIBRARY
USE

IEEE ;
IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
UNISIM ;
UNISIM.VCOMPONENTS.ALL ;

ENTITY deltasigma IS
PORT (clk
sigin_p
sigin_n
sigout
END deltasigma ;

:
:
:
:

IN
IN
IN
OUT

STD_LOGIC ;
STD_LOGIC ;
STD_LOGIC ;
STD_LOGIC) ;

ARCHITECTURE XCellExample OF deltasigma IS
SIGNAL sig : STD_LOGIC ;
BEGIN
myibufds:IBUFDS
GENERIC MAP (DIFF_TERM
=> FALSE,
IBUF_LOW_PWR => FALSE,
IOSTANDARD
=> “DEFAULT”)
PORT MAP (O => sig,
I => sigin_p,
IB => sigin_n);
mydeltasigma:PROCESS(clk)
BEGIN
IF (clk = ‘1’ AND clk’EVENT) THEN
sigout <= sig ;
END IF ;
END PROCESS mydeltasigma ;
END XCellExample ;

UCF FILE
NET “clk”
LOC = J1 |IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “sigin_p” LOC = N12|IOSTANDARD = LVDS_33;
NET “sigin_n” LOC = P12|IOSTANDARD = LVDS_33;
NET “sigout” LOC = P7 |IOSTANDARD = LVCMOS33|
SLEW = FAST|DRIVE = 24;
図 5 – VHDL ソース コードと UCF ファイルの内容
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FMC+ と呼ばれる新しいメザニン カード規
格は、FPGA と高速 I/O を使ったエンベデッ
ド コンピューティング デザインを進化させる
重要な仕様であり、現行の FMC 規格との下
位互換性を維持しつつ、カード内のギガビット
トランシーバー (GT) の総数を 10 から 32
へ拡張し、最大データ レートを 1 秒当たり
10 ギガビットから 28 ギガビットへ高速化し
ます。
これらの機能は、JESD204B シリアル イ
ンターフェイス規格に準拠した新しいデバイ
ス、10G および 40G 光ファイバー、高速シ
リアル メモリなどに最適です。FMC+ は、非
常に高度な I/O 要件にも対応し、
メザニン カー
ドの柔軟性とモノリシック デザインの I/O 密
度の両方の利点を兼ね備えたソリューションを
開発者に提供します。
FMC+ 仕様は 2015 年を通して開発と改
良が進められました。VITA 57.4 ワーキン
グ グループはこの仕様をすでに承認しており、
2016 年前半に ANSI での採択のために提
案する予定です。この記事では、この重要な
新しい規格について詳しく説明し、FMC+ が
先進のエンベデッド デザインに与える影響を
もう少し詳しく考えてみます。

メザニン カードの利点
メザニン カードは、エンベデッド システムに
特殊な機能を追加する目的で広く使用されて
いる効果的な方法です。
メザニン カードは、
バッ
クプレーンに直接接続するのではなく、ベース
カードまたはキャリア カードに装着されるため、
簡単に交換できます。したがって、システム設
計者はシステムの構成を柔軟に変更でき、アッ
プグレードされた技術への移行も容易です。し
かし、この優れた柔軟性は、コネクティビティ
の問題や、ボードへの装着に必要な追加面積
のために、通常は機能の制約という代償を伴
います。
FPGA の主なオープン規格は、FPGA メザ
ニン カード (FMC) 仕様とも呼ばれる ANSI/
VITA 57.1 です。FMC+ (正 式には VITA
57.4) と呼 ば れる新しい バ ージョンは、 現
行の FMC 規格の機能を拡張し、ギガビット
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シリアル インターフェイスの機能を大幅に強

または 80 個の差動パラレル I/O 信号を許

化しています。

高速、高分解能 I/O に対応しますが、特にパ

容し、LPC (Low-Pin-Count) デザインでは

ラレル インターフェイスを使用する高速デバ

FMC+ は、モノリシック ソリューションと

その 2 分の 1 の数の信号を許容します。ま

イスについてはトレードオフがあります。

比較したメザニン ベース I/O の欠点の多く

た、最大 10 の全二重 GT 接続を指定して

たとえば、Texas Instruments 社の

を解決し、優れた柔軟性と性能の両方を提供

います。GT 接続は光ファイバーやその他の

ADC12D2000RF デュアルチャネル 2 ギ

します。同時に FMC+ 規格は、FMC に対

シリアル インターフェイスに便利です。さら

ガサンプル/秒 (Gsps) 12 ビット ADC は、

する下位互換性をサポートすることで、FMC

に、FMC 仕様は主要なクロック信号を定義し

1:4 の多重化バス インターフェイスを使用し

の歴史と導入実績を尊重しています。

ています。現在ほとんどのホストは完全なコ

ます。したがって、ホスト FPGA に対してバ

ネクティビティをサポートしていますが、この

ス スピードが速すぎることはありません。こ

I/O はすべてオプションです。

のデジタル データ インターフェイスだけで、

FMC 規格は、長い歴史を持つ XMC およ
び PMC に対して幅と高さがほぼ同じで長さ
が約 2 分の 1 の小型メザニン カードを定義

メザニン カードによって定義される主電源

96 個の信号 (48 対の LVDS ペア) が必要

します。つまり、FMC はオープン規格フォー

はホストから供給されますが、FMC 仕様は電

です。FMC の信号数は 160 個までに制限

マットよりもコンポーネントの実装面積が小

源入力の組み合わせも定義しています。この

されているため、このクラスのデバイスにつ

さくなります。しかし、FMC には、ボード全

方式を機能させるには、メザニンに部分的に

いては、2 つ以上の ADC のスペースが十分

体の多くの面積を必要とすることからスペー

電源を投入し、ホストが FMC に照会すると、

にあったとしても、それらの ADC のうち 1

スの問題となり得る PCI-X などのバス イン

FMC は VADJ の電圧範囲を定義することに

つしかサポートできません。8 ビット データ

ターフェイスは不要です。代わりに、電源の

よって応答するようにします。ホストがこの範

パス搭載デバイスのように (より高速でも) よ

要件が簡素化された、ホスト FPGA に対す

囲を供給できると仮定すれば、何も問題は起

り低分解能のデバイスは、バランまたはアン

るダイレクト I/O を備えています。 つまり、

こりません。メザニン上の主電源レギュレー

プのフロントエンド アナログ カップリング、ク

FMC はサイズが小さいにもかかわらず、実

タを省略することで、スペースを節約し、メ

ロッキングなどの要件は増えますが、より多く

際には同クラスの XMC よりも大きな I/O 容

ザニンの消費電力を削減できます。

のチャネルを許容できます。

アナログ I/O 用の FMC

～ 6Gsps (50Gbps 以上のスループット)

パラレル インターフェイスを使用して約 5

量を提供できます。PMC と XMC の仕様と
同様に、FMC と FMC+ は空気冷却と伝導
冷却の両方のオプションを定義しているため、

設計者は、デジタル I/O、光ファイバー、

商用市場と防衛市場の安全かつ堅牢なアプリ

制御インターフェイス、メモリ、追加の処理

ケーションに使用できます。

で 8 ビットを超える分解能を提供するアナ
ログ インターフェイスでは、FMC 仕様の限

など、FPGA に接続されるあらゆる機能に

界が見え始めます。 市場の観点から見ると、

FMC 仕様の構造はシンプルです。この規

FMC を使用できます。しかし、FMC テクノ

チャネル密度、通信速度、分解能の面で主流

格は、HPC (High-Pin-Count) デザインで

ロジの最も一般的な用途はアナログ I/O で

の FMC のスループットは、25 ～ 50Gbps

は最大 160 個のシングルエンド I/O 信号

す。FMC 仕 様は、 非 常に広 範 囲にわたる

の範囲に収まります。この機能は、物理的

図 1 – JESD204B による FMC 上のパッケージ縮小の影響
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Function

FMC

FMC+

FMC+ with HSPCe extension

Maximum # parallel I/Os

80 diff/160 single ended

80 diff/160 SE

80 diff/160 SE

Clocks

4

4

4

Maximum # GTs

10

24

32

GT clocks

2

6

8

Miscellaneous

JTAG, SYNC, power
good, geographic
address

JTAG, SYNC, power
good, geographic
address

JTAG, SYNC, power
good, geographic
address

Power supplies

VADJ* (4 pins), 3V3
(4 pins), 12V (2 pins),
3V3 Aux (1 pin)

VADJj* (4 pins), 3V3
(8 pins), 12V (4 pins),
3V3 Aux (1 pin)

VADJ (4 pins), 3V3
(8 pins), 12V (4 pins),
3V3 Aux (1 pin)

* VADJ : メザニンによって電圧レベルは定義されるが、電源はホストより供給

表 1 – FMC と FMC+ のコネクティビティのまとめ

パッケージ サイズとホスト FPGA に対する利

12 ビット ADC には、多数の I/O 信号が必

よりも多くのデバイスを搭載する余裕ができ

用可能なコネクティビティのトレードオフに由

要です。この要件はパッケージ サイズに直接

ます。FMC 仕様で定義された最大 10 本

来しています。

影響を与え、この場合は寸法が約 27mm x

の GT リンクは、実用的な容量です。この限

FMC 仕 様は、パラレル接 続 以 外に、 最

27mm の 292 ピン パッケージが必要にな

られた数の GT リンクによって80Gbps を提

大 10 本 の 全 二 重 高 速 シリア ル (GT) リ

ります (ただし、新しい世代のピン配置では

供可能にし、パラレル I/O に必要とされるピ

ンクをサポートします。 これらのインター

パッケージ サイズを約 20mm x 20mm 以

ンのわずかを使うことで、さらに多くのスルー

フェイスは、光ファイバー I/O、イーサネッ

下に縮小可能)。

プットを提供します。

ト、ハイブリッド メモリ キューブ (HMC) や

JESD204B で接続される同等のデバイ

Bandwidth Engine などの新しいテクノロ

スは、10mm x 10mm の 68 ピン パッ

ず、シリアル接続型の I/O デバイスの出現は、

JESD204B を使用するデバイスに限ら

ジ、JESD204B インターフェイスを使用す

ケージで提供でき、消費電力も削減されます。

デジタル無線周波数メモリ (DRFM) など、

る新世代のアナログ I/O デバイスなどの機能

FPGA が提供する GT リンクはますます数

一部の電子戦アプリケーション分野では不利

に役立ちます。

が増え、ますます高速化していくため、この

な面があります。シリアル インターフェイス

ようなパッケージ サイズの劇的な縮小のため

はデータ パイプラインが長くなるため、必ず

JESD204B への対応
JESD204 シリアル インターフェイス
(現在はリビジョン B) は少し前に登場した規
格になりますが、最近では市場に広く普及し、

には、進化を続ける FPGA との相性が最適

追加のレイテンシが発生します。DRFM アプ

です。図 1 に、パッケージ サイズと FMC/

リケーションでは、データ入力からデータ出

FMC+ ボード サイズの例を示します。

力までのレイテンシは基礎的な性能パラメー

JESD204B インターフェイスを使用する

ターです。シリアル接続デバイスのレイテン

新しい世代の高サンプリング レート データ

標準的な高速 ADC および DAC は、サンプ

シはデバイスごとに大きく異なりますが、新し

コンバーター向けのシリアル インターフェイ

リング レート、分解能、アナログ I/O チャネ

い世代のデバイスはますます高速でデータを

スとして採用されています。デバイスの小型

ル数から必要とされるデータ スループットに

パイプライン処理するようになり、一部のデ

化、省電力化、低コスト化を求める通信業界

応じて、それぞれ 3 ～ 12Gbps で動作す

バイスにはパイプライン段数を調整する機能

の需要が、この規格の広汎な普及を後押しし

る GT リンクを 1 ～ 8 本搭載しています。

が搭載される予定です。レイテンシがどの程

ました。
既に説明したように、パラレル インターフェ
イスを搭載したデュアルチャネル 2Gsps、

		

FMC 仕様で定義しているメザニン カード

度改善されるかは、現時点では不明です。

は比較的小型ですが、JESD204B デバイ

サンプリング レートが 1Gsps を超える、

スの登場により、利用可能な実装面積に従来

一部の標準 ADC デバイスのレイテンシは、

http://japan.xilinx.com/
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Connector-limited

Channels

8
6
4

FM

C

FM

C

Pa

ra
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ra

2

lle

2

lle

lw

ith

lI

O

4

H

SS

6

8
10
12
14
16
Sample rate per channel (GSPS)

18

20

22

24

図 2 – FMC デジタイザーと FMC+ デジタイザーのスループットの比較

現在では 100 ナノ秒未満になっています。

することにより、FMC に対する完全な下位互

実装面積バジェットに何個のデバイスが収ま

ソフトウェア定義無線 (SDR)、レーダー警

換性を維持しています。

るかなどのトレードオフはあるものの、チャネ

報受信機やその他の SIGINT 分野のアプリ

追加の行は拡張されたコネクタの一部にな

ル数がそれほど多くなければ、実現可能なス

ケーションでは、この程度のレイテンシは許容

るため、利用可能な実装面積への影響は最小

ループットは現行の FMC 仕様よりも飛躍的

されるか、または問題になりません。これら

限に抑えられます。FMC+ 仕様は、利用可

に向上します。

のアプリケーションは、大衆市場向け通信イン

能な GT リンクの最大数を 10 から 24 に増

フラストラクチャの分野で進化したテクノロジ

やし、オプションでさらに 8 本のリンクを追加

である最新世代の RF ADC および DAC を

できるので、合計 32 本の全二重リンクを提

これからの 数 年 間に、 高 分 解 能 の ADC

使用することで、大きなメリットが得られます。

供します。追加のリンクには、HSPCe と呼

と DAC は 10Gsps の壁を打ち破り、L バ

FPGA コミュニティの外部では、新しい

ばれる別のコネクタを使用します (HSPC が

ンド、S バンド、C バンド周波数で直接 RF

DSP デバイスも JESD204B を採用し始め

メイン コネクタ)。表 1 に、FMC と FMC+

サンプリングにより非常に広帯域の通信をサ

ています。しかし、FPGA はワイドバンド ア

のコネクティビティを示します。

ポートすると予想できます。10Gsps 以下

次世代の ADC と DAC

ナログ I/O デバイスの機能をフルに活用する

独立した複数のシグナル インテグリティ

では、12 ビット、14 ビット、 および 16

点で優位性を保ちそうです。これは、FPGA

チームが、28Gbps の高データ レートの特

ビット分 解 能 のコンバーターが登 場してお

の方が優れた並列化性能で大量のデータを処

性評価と検証を行いました。 最大全二重ス

り、その一部は複数チャネルをサポートして

理できるからです。

ループットは、パラレル インターフェイスを

います。これらのデバイスの大半は、より新

含めた場合、各方向で 900Gbps を超えま

しい世代のデバイスで通信速度がさらに向上

FMC+ の進化

した。FMC と FMC+ の各種機能をサポー

するまでの間、12Gbps チャネルを使った

トするデジタイザー ソリューションについて

JESD204B (またはより新しいバージョン)

FMC を新たなレベルへ引き上げるため、GT

予想される正味スループットの概要は、図 2

方式の信号伝送を使用するはずです。こうし

リンクの数を増やし、より高速で動作させる

を参照してください。

た急速な進化を促進しているのは通信業界で

VITA 57.4 ワーキング グループは、

仕様を策定しました。FMC+ は、ボードのプ

設計者は、FMC+ が実現する高スループッ

ロファイルや機構を全く変えずに、FMC コネ

トを利用して、大きな I/O 帯域幅を提供する

重量、電力、コスト) 要件を満たすためにこれ

クタの外側の列を増やして追加の信号に対応

新しいデバイスを使用できます。メザニンの

らの技術を利用できます。
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図 3 – FMC+ を搭載したザイリンクスの KCU114 デモ ボード

FMC+ のその他の利点と用途
FMC+ は、FMC のように、主に ADC、

分野になりそうです。ファイバー 1 本当た
り 28Gbps の 帯 域 幅 が 得られるため、1

今後も活用される規格
新しい世代のFMC 仕様は既に発表され、

DAC、トランシーバー製品に使用されそうで

個 のメザニン上 のスループットは、まもな

シリアル接続デバイスが主導する新しいテク

すが、FPGA によって提供される GT 密度

く 100G および 400G のスピードを超え

ノロジに適合しています。FMC 業界の主要

の向上により、FMC+ はその他の機能にも

るでしょう。 現 行 の FMC 方 式では、 現 在

なプレイヤーは、既にこの仕様の採用を始め

便利になります。注目すべき 2 つの機能とし

100G の光スループットが登場しています。

ています。図 3 に、FMC+ を搭載した初め

て、光ファイバーと新しいシリアル メモリが
挙げられます。

FMC+ に最適なもう 1 つの新しい分野

てのザイリンクスのデモ ボード (KCU114)

は、ハイブリッド メモリ キューブや MoSys

を示します。FMC 規格は、更新され実現化

JESD204B と同様に、より高速で高密

社の Bandwidth Engine などのシリアル

された FMC+ を通じて現在も活用され、次

度な光ファイバーに対する需要が高まってい

メモリです。これらの新しいデバイスは、全

世代の高性能な FPGA ベースのアプリケー

ます。 光ファイバー リボン ケーブル ベー

く新しい高性能メモリのカテゴリを代表して

ションへの準備を整えています。

スの製品が、最も小さな部品を提供します。

おり、GT コネクティビティを利用すること

FMC+ のフットプリントは 24 本の全二重

で、かつてないシステム性能と帯域幅を実

光ファイバー リンクをただちにサポートする

現します (これらの新しいタイプのメモリに

ため、このアプリケーションは、FMC+ で

ついては、Xcell Journal 日本語版 88 号

サポートされる高速通信が最初に実現される

を参照)。

		

http://japan.xilinx.com/
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新しい Vivado HLx Edition で
高い生産性を実現
ザイリンクスは、設計者の作業効率の改善に向けた取り組みの中で、自社の製品、IP コア、設計ツー
ルの改良を継続的に進めています。この記事では、Vivado® Design Suite を含むザイリンクスの設
計ツールの最新のアップデートについてレポートします。Vivado Design Suite は、ザイリンクスの
All Programmable デバイスの設計を加速するためにゼロから開発された、システム/IP 中心型の革
新的な設計環境です。Vivado Design Suite の詳細は、japan.xilinx.com/vivado をご覧ください。
ザイリンクスの設計ツールは、アップデートのたびに大幅に強化され、新しい機能が追加されています。
常に最新リリースをインストールしておけば、最善のデザイン結果を簡単に得ることができます。

Vivado Design Suite HLx Edition
ザイリンクスは、All Programmable SoC
と FPGA の設計プロセスで極めて高い生産

Vivado Design Suite HLx Edition は、
ザイリンクス ダウンロード センター (japan.

関連情報
詳細は、Vivado Design Suite 2015.4

xilinx.com/download/) から入手可能です。

リリース ノートをご覧ください。

16nm UltraScale+ ファミリの
ツールを一般公開

QuickTake ビデオ チュートリアル

性を実現するために、Vivado Design Suite
2015.4 のリリースで Vivado Design Suite
HLx Edition を発表しました。HLx Edition

Vivado Design Suite QuickTake ビデ

には、C/C++ ライブラリを含む Vivado 高

ザイリンクスは、2015 年 9 月に Zynq®

オ チュートリアルは、Vivado Design Suite

位合成 (HLS)、Vivado IP インテグレーター

UltraScale+™ MPSoC の顧客向け初出荷

の機能と UltraFast 設計手法について解説

(IPI)、LogicCORE™ IP サブシステム、完

を発表したのに続いて、FinFET ベースのプ

する How-To ビデオです。

全な Vivado インプリメンテーション ツール

ログラマブル デバイスである UltraScale+

すべての QuickTake ビデオは、japan.

スイートが含まれます。新しい『UltraFast™

ファミリ向 け の ツ ー ル を Vivado Design

xilinx.com/training/vivado/ でご覧になれ

高生産性設計手法ガイド』と併せて使用すれ

Suite 2015.4 リリースで初めて一般公開

ます。

ば、従来の手法に比べて 10 ～ 15 倍の生

すると発表しました。

産性を実現できます。この手法により、次の
ことが可能です。
• IPI と コネクティビティ IP サブシステムを
使用して、接続性の高いプラットフォームを
迅速に作成する
• HLS と C/C++/OpenCL ベースのライ
ブラリを使用して、差別化されたロジック
を迅速に開発する

UltraScale+ デバイスは、Vivado Design
Suite HLx Edition、エンベデッド ソフトウェ

トレーニング
Vivado Design Suite、UltraFast

設

ア開発ツール、Xilinx Power Estimator で

計手法などに関するインストラクター主導に

サポートされます。UltraScale+ 製品ライ

よるトレーニングについては、japan.xilinx.

ンでは 1 ワット当たりの性能が 28nm 製品

com/training/ をご覧ください。

に比べて 2 ～ 5 倍に向上することを、設計
者は各自のデザインで検証できます。
今回の発表は、16nm デバイス向けのツー
ルを業界で初めて一般公開し、市場での幅広
い採用を可能にするものです。

Vivado Design Suite HLx Edition は、
japan.xilinx.com/download/ から 今 すぐ
ダウンロードできます。

ザイリンクス トレーニング カリキュラムパス
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

開発言語

VHDL 基礎

Verilog 基礎

System Verilog での設計

VHDL 中級

Verilog 中級

System Verilog での検証

Vivado デザインツールフロー
VivadoでのFPGA設計導入
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

コネクティビティデザイン
基礎
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

Vivado でのアドバンスド
FPGA設計

DSPデザイン
基礎

エンベデッドデザイン
基礎

Simlink基礎
（MathWorks社開催）

Zynq
システムアーキテクチャ

SystemGenerator を
使用したDSPデザイン

Zynq
エンベデッドシステム開発

Cコードベース設計 : Vivado HLS
を使用した高位合成

Zynq エンベデッド
システムソフトウェア開発
エンベデッドマイクロブレーズ
Linux開発

パーシャルリコン
フィギュレーション
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。

アヴネット
（株）

www.avnet.co.jp/training.aspx

新光商事（株）

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

（株）パルテック

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

（株）エッチ・ディー・ラボ

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

詳 細 とご 登 録 はこちら か ら

Japan.xilinx.com/training/

X P E D I TE

ザイリンクス アライアンス
プログラム パートナーが
最新の優れたテクノロジを提供
ザイリンクス アライアンス プログラムのエコシステムが提供する
最新テクノロジのハイライトをご紹介します。
ザイリンクス アライアンス プログラムは、メンバーとして認証された各国の企業で構成される世界規模のエコシステムであり、ザイリンクスと共同
にて All Programmable テクノロジのさらなる発展を目指しています。ザイリンクスは、オープンなプラットフォームと規格を利用して、顧客のニー
ズを満たすためにこのエコシステムを構築し、その長期的な成功に尽力しています。ザイリンクス アライアンス プログラムのメンバーである IP プ
ロバイダー、EDA ベンダー、エンベデッド ソフトウェア プロバイダー、システム インテグレーターおよびハードウェア サプライヤの各企業は、顧
客の設計環境において生産性の向上とリスクの軽減をもたらす様々なソリューションを提供しています。ここではメンバー企業 9 社のハイライトを
紹介します。尚、日本での販売価格については、パートナー各社もしくはそれぞれの販売代理店にお問い合わせください。

4K/UHD HDMI Over IP トランス
ポートを提供する業務用 AV ボード

FPGA モジュールは、その名称が示すように、
ザイリンクスの Virtex UltraScale VU440
®

Virtex-7 FPGA と Freescale
Power プロセッサを統合した
VPX モジュール

4K HDMI Over Internet Protocol トラン

をベースにしています。このプロトタイピング

スポート用の Barco Silex Viper-HV-4K OEM

ボードは、3,000 万 ASIC ゲート相当の容

X-ES (Extreme Engineering Solutions)

ボ ード は、Zynq -7000 All Programmable

量を備えています。この FPGA プロトタイピ

社の XPedite2470 は、800MHz Power

SoC を中心に構成された製品であり、ハー

ング ボードは、ドーターボード (メモリ ボード、

アーキテクチャ e500-2 マイクロプロセッ

ドウェア ベ ー ス のリア ル タ イ ム SMPTE

インターフェイス ボードなど)、相互接続ケー

サ コアをベースにした Freescale P1010

2042 VC-2 LD High Quality (視覚的損失

ブル、または顧 客 独自のアプリケーション

QorIQ プロセッサと、高い処理能力と柔軟

なし) ビデオ圧縮方式を使用して 4K/UHD

ボード用に、1,327 のユーザー I/O を含む

なプログラマブル I/O を備えたザイリンク

ビデオを圧縮し、1Gbps イーサネット上に送

10 の拡張サイトを提供します。この製品は、

ス Virtex-7 FPGA を、わずか 100mm x

®

信します。業務用 AV システムの開発者は、

proFPGA 社 の uno、duo、 また は quad

160mm の高耐久性、空冷式 3U VPX モ

このボードを使用して、広く普及した低コスト

マ ザ ーボードと組 み 合 わ せ て 動 作します。

ジュール 1 個に統合した製品です。このモ

の IP ネットワーキング機器と低コストの標準

uno、duo、quad マザーボードは、拡張を

ジュー ルは、P1010 プロセッサに接 続さ

イーサネット ケーブルでポイント ツー ポイン

続ける proFPGA 社の FPGA プロトタイピ

れる最大 512 メガバイトの DDR3L-800

ト ユニキャストまたはマルチキャスト分配ネッ

ング ボード ファミリ製品をそれぞれ 1 個、

SDRAM、1 ギガバイトの NAND フラッシュ

トワークを作成できます。

2 個、4 個搭載しています。quad マザー

メモリ、16 メガバイトの NOR フラッシュ

ボ ードに 4 個 の UltraScale XCVU440

メモリと、Virtex-7 FPGA に接続される最

ご覧ください。

FPGA モジュールをフルに搭載した場合、1

大 4 ギガバイトの DDR3L SDRAM および

億 2,000 万 ASIC ゲートに相当するプロト

128 メガバイトの NOR フラッシュ メモリを

3,000 万 ASIC ゲート相当の容量を
備えた FPGA プロトタイピング ボード

タイピング容量が得られます。

搭載可能です。

詳 細は、http://www.barco-silex.com/ を

proFPGA 社の UltraScale™ XCVU440
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詳細は、http://www.prodesign-europe.com/

profpga/ をご覧ください。

詳細は、http://www.xes-inc.com/ をご覧
ください。

堅牢な XMC フォーム ファクタに
Zynq SoC を搭載した Cardsharp
SBC

S2C 社は、1 個のザイリンクス Kintex

• 1Hz ～ 10MHz ネットワーク アナライザー

UltraScale XCKU115 FPGA と、5,520

(ボーデ、ナイキスト、ニコルス伝達線図)

個の拡張された UltraScale DSP48E2 スラ

• パワー スペクトラム/スペクトル測定 (ノイ

Innovative Integration 社の Cardsharp

イスをはじめとするオンチップ リソースを大量

ズ フロア、SFDR、SNR、THD など) を

シングルボード コンピュータ (SBC) は、ザイ

に搭載した、Single KU115 Prodigy Logic

実行するスペクトラム アナライザー

リンクスの Zynq-7000 All Programmable

Module の 販 売を開 始しました。Prodigy

SoC (Z-7045 デバイス) と 3 ギガバイトの

KU Logic Module は、高い計算能力を必要

I²C、UART、パラレル) と 2 つのプログラ

DDR3 SDRAM、16 メガバイトの QSPI

とするアプリケーションに非常に適しており、

マブル電源 (50 ～ 700mA で 0 ～ +5V

フラッシュ メモリ、32 ギガバイトの eMMC

S2C 社によると、市場に流通するプロトタ

と 0 ～ -5V、最大 500mW) も含まれます。

フラッシュ メモリを 149mm x 74-mm の

イピング ボードの中でも最多の DSP リソー

XMC フォーム ファクタに搭載し、堅牢性が

スを提供します。Single KU115 Prodigy

要求されるアプリケーションに対応させた製

Logic Module は、数千個の DSP スライ

品です。1Gbps イーサネット ポートと USB

スのほか、48 個の 16.3Gbps GTH トラン

2.0 ポートを内 蔵したこのカードは、 最 大

シーバー (ザイリンクス Kintex UltraScale

非常にお買い得な 975 ドルの
Kintex UltraScale FPGA 開発キット

限に柔軟なインターフェイスが得られるよう

KU115 FPGA により供給) を備え、高速通

次のシステム デザインが今すぐ始められる

に、HPC FMC I/O サイトに対する 8 個の

信を実現します。

12.5Gbps GTX トランシーバー ポートすべ
てを含む Zynq SoC のプログラマブル I/O

詳細は、http://www.s2cinc.com/jp/home
をご覧ください。

をご覧ください。

ザイリンクスのデバイスで
スマート カードを読み書きできる
DSMART IP コア

詳 細 は、http://store.digilentinc.com/ を
ご覧ください。

ように、ザイリンクスの最先端の FPGA アー
キテクチャをただちに利用したいが、開発予
算に負担をかけずに購入できるソリューショ
ンをお探しの設計者のために、Avnet 社が

ピンの多くを動作させます。
詳細は、http://www.innovative-dsp.com/

各種のデジタル バス アナライザー (SPI、

DSO、ロジック アナライザー、
電源を統合した Analog Discovery 2

メート ル Kintex UltraScale XCKU040-

新しい開発キットを用意しました。20 ナノ

ちょうど 1 年前、Digilent 社は、ザイリン

1FBVA676 デバイスを搭載した、975 ド

クス Spartan®-6 FPGA をベースにした極

ルのザイリンクス Kintex UltraScale 開発

めて汎用性の高い Analog Discovery 多機

キットです。このデバイスのサイズは 27mm

能計測器を発売しました。今回 Digilent 社

x 27mm (Kintex UltraScale デバイスの
中で最小)、ボール ピッチは 1mm です。

チップと PIN を組み合わせた暗号セキュリ

は、追加機能をインプリメントした新バージョ

ティに基づいたスマート カードは、ヨーロッ

ン の Analog Discovery 2 を 発 表しまし

パでは既に広く普及し、今や米国でも必需品

た。追加された機能には、14 ビットの分解

になりつつある、安全な金融取引とそれに関

能と差動入力を備えた 2 チャネル、100 メ

詳細は、http://www.avnet.co.jp/kits/Xilinx/

AES-KU040-DB-G-J.aspx をご覧ください。

連する取引の主要な世界標準です。Digital

ガサンプル/秒 USB デジタル オシロスコー

Core Design (DCD) 社 の DSMART IP

プ、AM/FM 変調機能付きの 2 チャネル、

コアは、ISO/IEC 7816 - 3 : 2006 およ

100Msps、10MHz 任意波形ファンクショ

Raspberry Pi のフォーム ファクタに
Zynq SoC を搭載した 99 ユーロの
開発ボード

び EMV 4.1 セキュリティ標準に準拠してお

ン ジェネレーター、外部ヘッドフォンまたはス

99 ユーロの Trenz Electronic TE0726

り、FPGA のプログラマブル ロジックを使用

ピーカーを駆動するステレオ オーディオ アン

ZynqBerry 開 発 ボ ー ド は、Raspberry

して接触型スマート カード リーダーをインプ

プが含まれます。また、次の機能もオンボー

Pi 互換フォーム ファクタにザイリンクスの

リメントすることを可能にします。このコアは、

ドに搭載しています。

Zynq-7010 SoC を 1 個搭載し、64 メガ

Digital Core Design 社のライセンシーに

• 16 チャネル、100Msps デジタル ロジッ

バイトの LPDDR2 SDRAM、4 個の USB

より、ザイリンクス Artix -7 FPGA を使用
®

してテストおよびインプリメントされています。
詳細は、http://www.digitalcoredesign.com/
をご覧ください。

ク アナライザーとバス デコーダー
• 16 チャネル、100Msps パターン ジェ
ネレーター
• ボタン、スイッチ、LED 用の 16 チャネ
ル仮想デジタル I/O ポート

大量の DSP によるプロトタイピン
グ機能を持つ S2C 社の KU115
Logic Module
		

• 複数の計測器を連動させる 2 入力/出力デ
ジタル トリガー
• シングル チャネル DVM (AC、DC、±25V)

ポート (ハブ構成)、100Mbps イーサネット
ポート、HDMI ポート、MIPI DSI コネクタ
と CSI-2 コネクタ、PWM デジタル オーディ
オ ジャック、コンフィギュレーションおよび動
作用の 128 メガビットのフラッシュ メモリを
統合した製品です。
詳 細 は、http://www.trenz-electronic.de/
をご覧ください。

http://japan.xilinx.com/
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Xcell Journal を拡充。
新たに Daily Blog を追加

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

Xcell Daily Blog（英文）を始めました。このブログでは、コンテンツを頻繁に更新し、
技術者の皆様がザイリンクスの製品とエコシステムの多岐にわたる機能が活用でき、

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

Recent（最近の記事）
■■「IEEE

Micro」誌にザイリンクス Zynq UltraScale+ MPSoC の技術的な記事を掲載

■■

Avnet 社、IBM Watson と接続可能な MicroZed IIoT スターター キット ($299) を提供

■■

QuickPlay：
「FPGAs for the Masses？」EE Journal 記事抜粋

■■

Zynq MPSoC で「Doom」を実行

■■

Adam Taylor の MicroZed クロニクル (パート 130) : National Instruments 社の Zynq ベース RIO 評価キット

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

