Vivado をお勧めする 9 の理由

ザイリンクス背景説明

VIVADO DESIGN SUITE が設計生産性を加速させる 9 の理由

今日の開発チームには、競争力のある一世代先の複雑なシステ
ムを短期間で開発することが求められています。ザイリンクスの

All Programmable Abstraction と自動化

All Programmable デバイスは、従来のプログラマブル ロジック
と I/O に加え、ソフトウェア プログラマブルな ARM® プロセッシ
ング システム、プログラマブルな AMS (アナログ ミックスド シグ
ナル) サブシステム、幅広い種類の複雑な IP コアを集積しており、
これまでの限界をはるかに超えたデザインを実現します。このほ
か、ザイリンクス独自の高性能な 3D スタックド シリコン インター
コネクト (SSI) テクノロジを採用した All Programmable デバイス
は、シリコン ダイの組み合わせによって選択することができます。
一世代先を行くこれらの All Programmable デバイスは、従来の
プログラマブル ロジックの限界をはるかに超え、完全にプログラ
マブルなシステム統合の時代を切り開きます。

新時代の All Programmable デバイスが意味するもの
ザイリンクスの All Programmable デバイスを使用すると、少ないデバイスにより多くのシステム機能を組み込むことができ、厳しい

Time-to-Market の要求を満たしながらシステム性能の向上、システム消費電力と BOM コストの削減を図ることができます。しかしこ
れらの利点を手にするには、強力なハードウェア/ソフトウェア/システム デザイン ツールおよびデザイン フローが欠かせません。ザイ
リンクスは、これらの必要なハードウェア/ソフトウェア/システム デザイン フローを総称して「All Programmable Abstraction」と呼んで
います。

All Programmable Abstraction を使用した一世代先の高度なハードウェア/ソフトウェア/システム開発を支えるバックボーン、それがザ
イリンクス Vivado® Design Suite です。Vivado Design Suite は、システム レベルの統合およびインプリメンテーションで問題となって
いた生産性のボトルネックを解消するためにゼロから開発された、IP とシステムを中心とする一世代先の包括的な SoC 開発環境です。
現在、爆発的な勢いで進行するオンチップ統合に対し、競合のソリューションは用途が限られた旧来型のツールを連携が不十分なまま
拡張して対応しようとしていますが、Vivado Design Suite の開発環境は高度に統合されており、業界最先端の SoC 向けデザイン メソ
ドロジとアルゴリズムを利用して設計生産性を根本的に改善できます。Vivado Design Suite は、ハードウェア、ソフトウェア、システム
エンジニアすべての生産性を向上させます。
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VIVADO DESIGN SUITE が一世代先の設計生産性、
使いやすさ、システム レベルの統合を実現できる 9 の理由
システム インプリメンテーションを加速
理由 1: デバイス使用率が大幅に向上し、より多くの機能集積と高速動作が可能

All Programmable デバイスにより多くの機能を集積できるデザイン ツールを選択すれば、システム デザインに対して必要最小限の容
量を持つデバイスを選択でき、システム レベルのコストと消費電力を直接削減できます。Vivado Design Suite では、アーキテクチャ

/ソフトウェア/ハードウェア開発者が共通の設計環境で作業でき、その相乗効果によって最大限に効率的な結果が得られるため、All
Programmable デバイスのプログラマブル ロジック ファブリックおよび専用のオンチップ ファンクション ブロックの持てる能力を最大限
に引き出すことができます。
ここで、OpenCores.org のイーサネット MAC (Media Access Controller) ブロック デザインを例として紹介します。実験として、ロジッ
ク セル (LC) 数 693,120 個の Virtex®-7 690T FPGA の容量がいっぱいになるまで OpenCores のイーサネット MAC を繰り返しスタン
プしました。次に、ロジック セル数 622k 個の競合デバイスにも同じ実験をしました。これらの結果を図 1 に示します。
「標準の」ロジック セルは、1 個の 4 入力 LUT (ルックアップ テーブル) と 1 個のフリップフロップで構成されます。このロジック セル
数で比較すると、ザイリンクス Virtex-7 690T は競合デバイス (ロジック セル数 622k 個) よりも純粋な容量が 11% 多いだけですが、
図 1 に示すように、Vivado Design Suite
図 1: スタンプ数とファブリック リソース使用率の関係

を使 用してスタンプした Virtex-7 690T
の方がイーサネット MAC ブロックのイ
ンスタンスを 36% 多く集積できていま
す。この実験結果からも、ザイリンクスの

Vivado Design Suite と 7 シリーズ FPGA
アーキテクチャの組み合わせは、競合の
ツール/デバイスの組み合わせよりもはる
かに効率がよいことが分かります。
(注記: 図 1 は、LUT とスライス数の結果でザイリンク
ス 7 シリーズ All Programmable デバイスと競合のプ
ログラマブル ロジック デバイスを比較しています。ザ
イリンクス 7 シリーズ All Programmable デバイスの
スライスは 4 個の 6 入力 LUT、8 個のフリップフロッ
プ、および関連するマルチプレクサーと演算キャリー
ロジックで構成され、1 スライスが 1.6 LC に相当し
ます。)

デバイス使用率を最大限に高める Vivado Design Suite
このように高いデバイス使用率が実現するのは、Vivado Design Suite が高度なフィッタ アルゴリズムを採用していること、そしてザイ
リンクス 7 シリーズのプログラマブル ロジック アーキテクチャでは各スライス内で LUT が完全に独立していることが理由です。図 1 の
グラフに示した結果を見ると、ザイリンクスの 7 シリーズでは LUT とスライスの使用率がほぼ一致しており、どちらも 100% に近い使
用率を達成していますが、競合のプログラマブル ロジックはデバイス使用率が 63% の時点で利用可能なスライスがなくなっています。
このようにデバイス使用率が低いのは、競合デバイスのプログラマブル ロジック アーキテクチャでは、多くの場合、2 個の LUT を 1
つの物理クラスターに配置できないのが理由です。実際のフル デザインでは、1 個の LUT を使用するともう 1 個の LUT はアーキテク
チャ上のピン共有の制限によってデザインの残りのロジックに使用できない状態となり、数多くのクラスターが未使用のまま残ってしま
うのは明らかです。この実験結果からも明らかなように、ザイリンクス 7 シリーズ All Programmable なら、より小容量タイプのデバイ
スで大規模なシステム デザインをインプリメントできます。
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競合の実験結果とは対照的に、Vivado Design Suite は 99% の LUT 使用率を達成しています。しかも、これほど高い使用率にもかか
わらず、タイミング制約を満たした配置配線に成功しています。Vivado の配置配線アルゴリズムは高密度の難しいデザインも扱えるよ
うに設計されており、より多くのロジックをデバイスに含めることができます。これは、システムの BOM コストと消費電力の削減につ
ながります。

理由 2: 強力なパフォーマンス、少ない消費電力、予測性の高い結果

28nm 以降のプログラマブル デバイス アーキテクチャでは、ナノメーター IC デザインにおける物理現象の影響により、インターコネク
トが性能のボトルネックとなっています。Vivado Design Suite は最先端の配置配線アルゴリズムを採用してこのボトルネックを解消して
おり、プッシュボタン形式で簡単に高いパフォーマンスが得られます。

Vivado Design Suite の解析的配置配線アルゴリズムは、タイミング、インターコネクト使用率、配線長などの多変数を並列に最適化す
ることで、予測性の高いデザイン クロージャを実現します。また、Vivado インプリメンテーション エンジンではロジック使用率の高い
大規模なデザインも、デバイス使用率の低いデザインも同じように良好な結果が得られます。また、システム機能の追加によってシス
テム デザインの規模が段階的に大きくなっても、Vivado Design Suite ではツールの実行結果が毎回一貫しており、高いパフォーマン
スを維持しています。
図 2 に示したように、デバイスの使用率が上昇しても Vivado Design Suite は常に競合より高いパフォーマンスを維持しており、より大
規模なデザインも扱えています。
図 2: スタンプ数と正規化後の性能の関係

図 2 からも分かるように、競合のパフォーマンス
結果は Vivado Design Suite に比べ平均 4 倍の
ばらつきがあります。また、競合ソリューションは
デバイスの使用率が上昇するにつれ、パフォーマ
ンスが最大で 3 分の 1 低下しています。これに
対し、Vivado Design Suite はデバイス使用率に
かかわらずすべてのテストにおいて高いパフォー
マンスを維持しており、一貫した結果を出してい
ます。また、大規模なデザインの扱いも Vivado
Design Suite の方が優れており、競合ソリューショ
ンの方が早い時点で限界に達しています。

このように、Vivado Design Suite はよ
り大規模なシステム デザインを扱うこと
ができ、予測性が高く、
タイミング クロー
ジャが容易という利点があります。

Vivado Design Suite によるシステム消費電力の削減
Vivado Design Suite には、システム消費電力の解析と最適化に関するクラス最高のツールが用意されています。アーキテクチャまたは
デバイス選択の時点から、設計者は抜群の使いやすさと高い精度を備えたスプレッドシート形式の XPE (Xilinx Power Estimator) を使
用してシステム消費電力を見積もることができます。XPE のクイック エスティメートおよび IP ウィザードで簡単にデザインを入力して、
複数のインプリメンテーションを横並びで比較できるため、設定をきめ細かく調整して各種シナリオを正確にモデル化できます。
デザインがコンパイル段階に進んでも、Vivado Design Suite の正確な電力解析および推定機能を利用できます。Vivado Design Suite
には、システム デザインのタイミングに影響を与えることなく自動的に消費電力を削減する機能が標準で装備されています。さらに踏
み込んだ消費電力削減のために、Vivado Design Suite にはザイリンクス 7 シリーズの細粒度クロック ゲーティング テクノロジを利用す
る独自の機能があり、システム デザインの全体または一部の消費電力を一層削減できます。
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Vivado Design Suite のインテリジェントなクロック ゲーティング最適化により、
ダイナミック消費電力は平均で 18% 削減されます (図3)。
図 3: インテリジェント クロック ゲーティング最適化によるダイナミック消費電力削減の割合
(削減効果の小さいものから順に表示)

Vivado Design Suite に は、 デ ザ イン を
簡単に解析できる機能の豊富さでも群を
抜いています。最も消費電力の大きいモ
ジュールを特定できるため、システム消
費電力の削減に最も効果のある部分に集
中的に取り組むことができます。これらの
機能はすべて Vivado 統合設計環境 (IDE)
に組み込まれているため、ワンストップで
システム消費電力の最小化を図ることが
できます。
システム消費電力はほとんどの製品設計

で重要な要素となっています。Vivado Design Suite は、ザイリンクスの All Programmable デバイスを補完する一世代先のデザイン ツー
ルを提供します。

理由 3: 圧倒的な実行速度と少ないメモリ使用量
設計生産性は、デザイン ツールの実行速度によって左右されます。最終デザインへの収束を短期間で達成するには、 1 日に複数のコ
ンパイルを実行できる高速なツールが望まれます。Vivado Design Suite は、競合のプログラマブル ロジック デザイン ツールよりもは
るかに高い動作速度とすることを当初から設計目標としていました。
ここで、前述の OpenCores Ethernet MAC ブロックのデザインをもう一度例にとってみます。図 4 に示すとおり、Vivado Design Suite
と競合ツールの実行時間の差は、インスタンス数が増えると最大 3 倍に広がっています。もう 1 つこのデータが示しているのは、

Vivado Design Suite の実行時間はデザイン サイズに対してほぼ一定の割合で増加しており、予測可能性が高いという点です。これに
対し、競合ツールは実行時間の増え方が不規則です。たとえば 94 インスタンスのデザインの実行時間の方が 84 インスタンスの場合
より短くなっています。
図 4: ランタイムの比較
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少ないメモリ量で動作する Vivado
Vivado Design Suite は先進の効率的な
データ モデルおよび構造を採用してお

図 5: メモリ使用量
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の 1/3 の RAM で処理できています。メ
モリ フットプリントが小さいと、大規模なシステムをコンパイルしてもメモリ不足にならないため、設計生産性が大幅に向上します。

システム統合を加速
理由 4: C ベースの IP 生成をサポートする Vivado HLS (高位合成)
現在のワイヤレス、医療、防衛、民生アプリケーションは非常に洗練されており、以前よりもはるかに複雑なアルゴリズムが使用され
ています。現在、業界では C/C++/SystemC などの高位プログラミング言語でアルゴリズムを開発するのが標準となっています。 C/

C++/SystemC で記述したアルゴリズムをハードウェアに合成するには Verilog または VHDL のハードウェア記述に変換する必要があ
りますが、以前はこのプロセスに時間がかかり、エラーも混入しやすいという問題がありました。Vivado Design Suite System Edition
に含まれる Vivado HLS (高位合成) は、このプロセスを簡単に自動化します。

C レベルのハードウェア合成については、これまでにもいろいろな議論がありました。その内容がどうあれ、今や C レベルのアルゴ
リズム合成は、システム レベル デザインの主流となりつつあります。すでに 400 を超えるユーザーが、Vivado HLS を利用して C/

C++/SystemC で記述した仕様からザイリンクス All Programmable デバイス向けのハードウェア IP を作成して成功を収めています。

Vivado HLS は、システムおよびデザイン アーキテクトが短期間でハードウェア IP を作成できるよう、次のような機能を備えています。
• アルゴリズム記述、データ型仕様 (整数、固定小数点、浮動小数点)、インターフェイス (FIFO、AXI4、AXI4-Lite、
AXI4-Stream) の抽象化
• アーキテクチャの種類を認識し、指示子で制御されるコンパイラにより、最大限の QoR (結果品質) を達成
• C/C++ テストベンチ シミュレーション、自動 VHDL/Verilog シミュレーション、テストベンチ生成によるブロック レベル
検証の高速化

• 生成したハードウェア IP は、完全な Vivado Design Suite を使用した RTL ベースのデザイン フロー、Vivado System
Generator for DSP を使用したモデル ベースのデザイン、Vivado IP インテグレーターを使用したブロック ベースの
デザインと容易に統合が可能
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この結果、ハードウェア設計者はデザイン空間の探索により多くの
時間を確保できるようになり、アーキテクチャの候補をいくつも評
価してシステム デザインの困難な問題に対する最適解を見つけるこ
とが可能になります。たとえば、Vivado HLS で業界標準の浮動小
数点 math.h 演算を使用すると、複雑な線形代数アルゴリズムの実
行速度がハードコーディングによる RTL の 10 倍に向上し、QoR (結
果品質) も改善します (表 1)。

表 1: Vivado HLS の QoR

Radar Design

RTL アプローチ

Vivado HLS

設計期間 (週)

12

1

レイテンシ (ms)

37

21

(1024x64 浮動小数点 QRD)

(VHDL)

リソース:

図 6: OpenCV ベースの開発を加速する Vivado HLS
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29,686
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また、Vivado HLS には事前に作成/検証
済みのビジョン/ビデオ関数が OpenCV®
環 境 に 統 合 されており、 ザイリンクス

Zynq®-7000 All Programmable SoC ベー
スのリアルタイム Smarter Vision アルゴリ
ズムも短期間で開発できます。これらの
アルゴリズムは、Zync SoC のデュアルコ
ア ARM® プロセッシング システム上で動
作するソフトウェア、および Zynq SoC の
高速 FPGA ファブリック上のハードウェア
で実行できます (図 6)。

Vivado HLS の Smarter Vision ライブラリ
関数を使用すると、複雑なピクセル処理
インターフェイスや基本的なビデオ解析機能をリアルタイムで実行するハードウェア アクセラレータを短期間で開発できます。

(今すぐ Vivado HLS を導入したい方のために、
『Vivado HLS (高位合成) を使用した FPGA デザインの概要』をご用意しています。こ
れは実際にザイリンクスの主要なお客様で導入実績のあるトレーニングに基づいて作成した包括的なユーザー ガイドです。このガイド
では、ソフトウェア アルゴリズムをプロセッサからザイリンクスの All Programmable FPGA および SoC のプログラマブル ロジックへ
移行することにより、コードの実行速度を簡単に高速化する方法を短時間で学習していただけます。)

理由 5: System Generator for DSP によるモデル ベースの DSP デザイン統合
前述の System Generator for DSP は、Vivado Design Suite System Edition に含まれます。System Generator for DSP は、DSP ア
ルゴリズムを量産品質の高速ハードウェアに変換する高レベルのデザイン ツールとして業界をリードしており、従来の RTL デザイン手
法に比べ非常に短い時間で変換が完了します。Vivado System Generator for DSP では、演算ファンクション、SmartCORE™ および

LogiCORE™ IP、カスタム RTL、Vivado HLS でハードウェアに合成した C ベース ブロックを業界最先端の All Programmable システム
モデリング ツールである MathWorks® 社の Simulink™ および MATLAB™ を使用してシームレスに統合できるため、高度に並列化した
システムを短期間で開発できます。Vivado HLS および Vivado System Generator for DSP を使用して C ベース ブロックを Simulink に
統合するデザイン フローを図 7 に示します。
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システム インプリメンテーションをさら
に加速する機能として、Vivado System

Generator for DSP は、固定小数点ま

図 7: Vivado HLS および Vivado System Generator for DSP を使用して C ベース ブロックを
Simulink に統合

たは浮動小数点ハードウェアの自動生
成、Simulink シミュレーション速度を
最大 1000 倍に加速するハードウェア
協調シミュレーション、RTL ベースの

Vivado デザイン フローで使用するた
めのシステム統合、Vivado IP インテグ
レーターによるブロック ベース デザイ
ンをサポートしています。

理由 6: Vivado IP インテグレーターに
よるブロック ベースの IP 統合

Vivado Design Suite には、業界初となるプラグ アンド プレイ方式の IP 統合デザイン環境である Vivado IP インテグレーターが含まれ
ており、RTL デザインの生産性の壁を打ち破ります。

Vivado IP インテグレーターが提供するグラフィカルおよび Tcl ベースのデザイン フローでは、検証しながら開発を進めることができま
す。Vivado IP インテグレーターは強力なデバッグ機能を内蔵しており、主要 IP インターフェイスのインテリジェントな自動接続、ワン
クリックの IP サブシステム生成、リアルタイム DRC、インターフェイス変更伝搬などの機能を使用するデバイスやプラットフォームに
応じて対話型環境で実行できます。

Vivado IP インテグレーターでは、
「信号」レベルではなく「インターフェイス」レベルの抽象度で作業しながら IP ブロック同士を接続で
きます。このように、インターフェイスをより高い抽象度で扱えるようになることで、設計生産性が大きく向上します。IP インテグレーター
は業界標準の AXI4 インターフェイスを重点的にサポートしていますが、それ以外の一般的なインターフェイスも数多くサポートしてい
ます。
作業はインターフェイス レベルで進められるため、デザイン チームは Vivado HLS や Vivado System Generator for DSP で作成した

IP、ザイリンクス SmartCORE および LogiCORE IP、アライアンス メンバーの IP、ユーザー独自の IP などを利用した複雑なシステム
を短時間で組み立てることができます。Vivado IP インテグレーターと Vivado HLS を組み合わせることにより、開発コストを RTL アプ
ローチの最大 1/15 まで大幅にカットできます。
図 8: Vivado HLS および System Generator for DSP で生成したアクセラレータを使用した
Zynq デザイン

図 8 は、 ザイリンクス Zynq-7000 プロ
セッシング システム、Vivado HLS で生成
したイメージ フィルター アクセラレータ、

Vivado System Generator for DSP で生成
したゲイン コントロール アクセラレータ
を含むシステム レベル デザインを Vivado

IP インテグレーターで表示した画面です。
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システム検証を加速
理由 7: 設計とシミュレーションを一元的にサポートする Vivado 統合設計環境 (IDE)

Vivado Design Suite は、デザイン エントリ、タイミング解析、ハードウェア デバッグ、シミュレーションを包括的にサポートした完全
統合型のツールセットを最先端の IDE として提供します。Vivado Design Suite の IDE のデザイン解析機能はスケーラブルな共有デー
タ モデルを採用しており、きわめて大規模な All Programmable デバイスにも対応できます。Vivado Design Suite はデザイン フロー
全体で単一のデータ モデルを採用しており、デザイン チームはタイミング、消費電力、リソース使用率、配線密集といった主要なデ
ザイン メトリックに対する可視性をデザイン プロセスの早期段階から継続的に確保できます。見積もり精度は設計が進むにつれて向
上するため、デザイン イタレーション回数を減らして短期間でデザイン クロージャを達成できます。
図 9: デザイン フロー全体でスケーラブルな共有データ モデルを
維持する Vivado Design Suite

Vivado Design Suite は、混在言語シミュレータを IDE に統合し
た唯一のデザイン ソリューションです。競合のシミュレータでは、

VHDL または Verilog シミュレーションのどちらかを選択しなけれ
ばなりません。しかし多くの提供元からの IP を組み合わせた最
新のシステム デザインでは、混在言語シミュレータの存在が非
常に重要になります。
また、Vivado Design Suite はシミュレーションとデバッグで共通
の波形ビューアを採用しているため、シミュレーション環境から

ハードウェア デバッグ環境に切り替えてもツールの使用法を学習し直す必要がありません。同じことを競合のソリューションで行おうと
すると、異なる波形を異なるツールで扱う必要があり、ツール習得の手間がかかります。シミュレーションとデバッグの機能が完全に
統合された Vivado Design Suite では、デザイン チームの作業が迅速化し、ミスを防ぐことができます。
同様に、競合の開発ツールはクロスプローブ機能が十分に統合されておらず、強い制約があります。しかも、これらのクロスプローブ
機能は通常、1 つのツール内でしか利用できません。これに対し、Vivado Design Suite には完全なクロスプローブ機能が統合されて
おり、インプリメント済みデザイン、合成済みデザイン、タイミング レポート、そしてデザイン チームの元の RTL コードまで、あらゆ
るデザイン ビューの間で前後にクロスプローブが可能です。
単一データ モデル アーキテクチャを採用した Vivado Design Suite なら、デザイン ソース、回路図ビュー、階層ブラウザー、デザイン
レポート、メッセージ、フロアプラン、Vivado Device Editor の間で広範なクロスプローブ機能を利用できます。この画期的な機能によ
り、システム開発プロセス全体で見つかったデザインの問題はどのようなものでもただちにフィードバックが得られるため、デバッグと
タイミング クロージャを短期間で完了できます。
このほかにも、競合デザイン ソリューションはツール間通信に
複数のディスク ファイルを採用しています。このような方式は
複雑で効率が悪く、ツールの性能低下を招くほか、インターフェ
イスの数が増えてツール間の通信が十分に行えなくなる可能性
が飛躍的に高くなります。Vivado Design Suite は図 10 に示し
たようにデザイン全体を単一の共有データ モデルで扱うため、
このようなリスクはありません。

図 10: あらゆるデザイン タスクをスムーズに統合する Vivado Design
Suites の単一共有データ モデル
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Vivado をお勧めする 9 の理由

理由 8: 包括的なハードウェア デバッグ

Vivado Design Suite のプローブ メソドロジは直観的で柔軟性が高く、反復作業に適しています。設計者は、それぞれデザイン フロー
に最も適したプローブ ストラテジを選択できます。

• RTL デザイン ファイル、合成済みデザイン、XDC 制約ファイル
• ネットリスト挿入
• 対話型 Tcl またはスクリプトによるプローブの自動化

高度なトリガー /キャプチャ機能
Vivado Design Suite には高度なトリガー /キャプチャ機能があり、複雑なイベントを検出できます。デバッグ セッション中にすべてのト
リガー パラメーターにアクセスでき、これらパラメーターを確認することはもちろん、デザインの再コンパイルなしにその場で動的に
変更することもできます。

Zynq SoC のプロセッシング システム (PS) とプログラマブル ロジック (PL) 間でのクロス トリガー
Vivado Design Suite は、Zynq-7000 All Programmable SoC デバイスのプロセッシング システム (PS) とプログラマブル ロジック (PL)
間でのクロス トリガーもサポートしています。この機能を利用すると、Zynq SoC の PS と PL に分散したエンベデッド デザインを、ザ
イリンクス ソフトウェア開発キット (SDK)、Vivado IP インテグレーター、Vivado ロジック アナライザーを使用して協調デバッグできます。
強力なソフトウェア デバッガーの GNU Debugger (GDB) ユーティリティと Vivado IP インテグレーター、Vivado ロジック アナライザー
を組み合わせることにより、ソフトウェアおよびハードウェア アルゴリズムを同時にデバッグできます。Zynq-7000 All Programmable

SoC プラットフォームとザイリンクス ILA (Integrated Logic Analyzer) IP コアを接続するインターフェイス信号が定義されており、シー
ムレスな協調デバッグが可能です。

リアルタイムでのハードウェア読み出し/書き込みをサポートする JTAG to AXI Master
Vivado Design Suite では、ハードウェア デバッグ中に Zynq SoC の PS と PL 間でリアルタイムに読み出し/書き込みトランザクション
を実行できます。使いやすい IP インテグレーター フローと新しいデバッグ IP (JTAG to AXI Master) を組み合わせると、デザインに含
まれる AXI ベースの IP ブロック内のデータに自由にアクセスできます。
これには、次の利点があります。

• デザイン内のペリフェラルに対してシンプルな peek/poke 操作が可能
• 再コンパイルなしにテスト パターンをメモリに書き込める
• AXI インターフェイス経由で IP のテストと校正が可能
• 任意の AXI ペリフェラル デバイス内のデータをチェック可能

Vivado をお勧めする 9 の理由
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シリアル I/O アナライザーを統合
FPGA ベースのシステム デザインでの使用が増えている高速シリアル I/O チャネルも、Vivado シリアル I/O アナライザーなら簡単な対
話型の操作で短時間のうちにセットアップとデバッグが行えます。Vivado シリアル I/O アナライザーは複数の高速シリアル I/O チャネ
ルに対してビットエラー率 (BER) を計測でき、これらのシリアル I/O チャネルを動作させながら高速シリアル トランシーバーのパラメー
ターをリアルタイムに調整できます。リンク ベースの Vivado シリアル I/O アナライザーでは、システム内の任意のトランシーバー トラ
ンスミッター (TX) と任意のトランシーバー レシーバー (RX) を接続できます。しかも、TX と RX の SerDes アーキテクチャが異なって
いてもかまいません。Vivado シリアル I/O アナライザーにはリンクを自動的に検出する機能もあり、カスタム リンクの作成、2D アイ
スキャンの実行、トランシーバー パラメーターのリアルタイム スイープが可能です (図 11)。
図 11 :Vivado シリアル I/O アナライザー

理由 9: C、C++、SystemC により検証スピードが 100 倍以上に高速化
前述のとおり Vivado Design Suite System Edition には Vivado HLS が含まれており、C/C++/SystemC でアルゴリズム デザインを素
早く作成してイタレーションを行い、高レベル プログラミング言語の高いシミュレーション速度を利用して検証を実行できます。Vivado

HLS の固定小数点および業界標準の浮動小数点 math.h ライブラリを使用すると、C で記述した機能仕様から短時間でデザインのモ
デルを作成してイタレーションが行え、クロック周期とスループットを簡単に検討してターゲット デバイスに応じた RTL アーキテクチャ
を作成できます。最初に C/C++/

SystemC 言語を使用してデザイン
/モデリングを行うことにより、RTL

表 2 :Vivado Design Suite でシミュレーション速度が 12,000 倍に向上したビデオ デザインの例

シミュレーションの数千倍という飛

入力

躍的に高いシミュレーション速度が

10 フレームの
ビデオ データ

実現します。表 2 に示したビデオ

RTL シミュレーション時間 C シミュレーション時間
約2日

10 秒

高速化
約 12,000 倍

デザインの例を見ると、10 フレームの処理済みビデオ データのシミュレーション速度は C の方が HDL より約 12000 倍高速になって
います。
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まとめ
ザイリンクス Vivado Design Suite は、システム レベルの統合およびインプリメンテーションにおける生産性のボトルネックを解消する
ためにゼロから開発された、SoC に強く IP とシステムを中心とする一世代先の開発環境です。このデザイン ツールは、少ないデバイ
スにより多くのシステム機能を集積し、システムの性能向上および消費電力と BOM コスト削減の達成を目指しているシステム デザイ
ン チーム向けに設計されています。
これらの目標を達成する上で、Vivado Design Suite は理想的なシステム デザイン ツールです。
その理由として、次の 9 点が挙げられます。

• デバイス使用率が大幅に向上
• 強力なパフォーマンス、少ない消費電力、予測性の高い結果
• 圧倒的なランタイムと少ないメモリ使用量
• C/C++/SystemC による記述を使用して短時間で IP を生成可能な Vivado HLS
• MathWorks 社の Simulink および MATLAB を使用したモデル ベース DSP デザインの統合をサポート
• RTL デザインの生産性の壁を打ち破る Vivado IP インテグレーター
• 設計とシミュレーションを一元的にサポートする Vivado 統合設計環境 (IDE)
• ハードウェア デバッグを包括的にサポート
• C/C++/SystemC を使用して検証速度を 100 倍以上に加速する Vivado HLS

これらの利点を実感していただくため、今すぐ Vivado Design Suite をご活用ください。

TAKE THE NEXT STEP
設計生産性を加速する Vivado Design Suite の詳細と 30 日間の無料評価版および Vivado HLS (高位合成) については、japan.xilinx.

com/vivado をご覧ください。
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