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　産業機器や車載機器から、 そしてテレビやゲーム機など民生

機器まで、 電子機器に組み込まれる機能の多くが、 マイコンと

その上で動作するソフトウェアによって実現されています。 さま

ざまな機器の価値は、 開発案件に合ったマイコンをいかに選び、

マイコンの特徴をいかに活かして利用できるかで決まります。

　でも、 そんな電子機器開発で重要な位置を占めるマイコンに、

不安や不満を感じ始めている人はいないでしょうか。「今使って

いるマイコンは、 いつまで調達できるのだろうか」「使いたい周

辺回路は搭載されていないのに、 いらない回路がたくさんある」

「マイコンの性能が足りない。 でも上位品を採用するとコストと

消費電力の面で要求を満たせない」「ボード上に散在するデバイ

スの機能を、 1 チップに集積できないのか」。 電子機器やシステ

ムが高度に進化するにつれて、 こんな声が多く聞かれるように

なりました。

安定した入手性
　マイコンや ASSP は、 比較的短い期間で、 製造中止（ディスコ

ン）になってしまうことがあります。 近年では、 メーカーの合併・

吸収・廃業などによって、 使っていたチップが、 突然調達できなく

なる可能性もあります。 FPGA は、 プログラムさえあれば、 実現

したい機能のチップを必ず入手できます。 しかもインテルの 

FPGA は、 市場投入してから平均 15 年間以上、 製品を供給し

続けている実績があります。

比類なき柔軟性
　画像処理、 グラフィックス処理や通信プロトコル処理など、 国

際標準や業界標準の技術規格に準拠すべき処理は数多くありま

す。 ところが、 標準が決まったばかりの技術や特殊用途の仕様

に対応する回路を搭載したマイコンや ASSP を、 タイムリーに

利用することは困難です。 FPGA ならば、 プロセッサー・コアや 

DSP コアの搭載によるソフト処理での柔軟性に加え、 これまで

仕様変更できなかったハードで実現する回路さえも柔軟に変え

ることができます。

圧倒的高性能
　ソフト処理をハード化することで、 性能を劇的に向上できま

す。 マイコンでは、 複雑な処理を実行する場合、 同じ演算器を順

番に使い回して処理します。 このため、 複数処理の並列実行が

苦手です。 さらに、 処理の度にメモリーの読み書きが発生するこ

とも性能向上を阻む要因になります。 一方 FPGA は、 ロジック

セル、 乗算器、 RAM などを組み合わせて専用回路を作ることが

できます。 必要に応じた並列化が可能で、 処理時のメモリーの

読み書きも必要ありません。

万能の集積性
　マイコンに集積されるコアや周辺回路は、 半導体メーカーの

商品企画によって決まります。 このためユーザー側がシステムを

設計するとき、 どうしても過不足が生じます。 足りない機能は別

チップで補われるため、 高性能、 低電力、 低コスト、 高信頼性

に向けて、 1 チップ化を進めようにも限界があります。 これに対

し FPGA は、 チップの規模が許す限り、 必要な機能を必要な分

だけ集積できます。 近年では、 業界標準のプロセッサー・コアな

ど、 ありとあらゆる IP が入手可能になり、 ハード集積の標準プ

ラットフォームと言える存在になっています。

FPGA は、 こうした不安や不満を一気に解消する
可能性を秘めています。

　すでに、 マイコンを FPGA に置き換えることで、 目覚ましい

成果を上げた先進的なマイコンユーザーが続々と現れていま

す。 ここでは、 マイコンでは実現不可能な、 FPGA 固有の利用

法を 4 つ挙げ、 マイコンを FPGA に置き換えることによって成

功を収めた開発事例を紹介します。 FPGA を使うことによって、

新しい価値を持ったシステムがどのように開発されているのか、

先進事例を通じて追体験できます。

A 氏（32 歳）
半導体製造装置メーカーの商品開発部門で、 装置を制御するコントローラーの開発に携わるソフト
技術者。 システム・アーキテクトを目指し、 ハード設計について勉強を始めた。 新しいもの好きで、
ハードを作る手段でありながらプログラマブルな FPGA を一度開発で使ってみたかった。

半導体の組み立て装置のコントローラーに FPGA を採用した
そうですが、 採用に踏み切った動機は。
A 氏：これまで私たちの会社では、 国産の 16 ビット・マイコンをベースに

して、 コントローラーを開発してきました。 でも、 そのマイコンが、 いつ

まで安定して入手できるのか、“EOL（end of life）”に不安を抱えていたん

ですよ。 半導体の製造中止（ディスコン）がいつあってもおかしくないご

時世ですから。

　組み立て装置は 4 年もしくは 5 年置きに新製品を開発・投入している

のですが、 コントローラーの基板自体は 10 年以上に渡って設計を変える

ことなく使い続けます。 今現在マイコンのディスコンが心配というわけで

はないのですが、 十数年に一度の基板の刷新のタイミングになったので、

先回りして EOL の不安を解消しておこうということになったのです。

そこで行き着いたのが FPGA というわけですね。
A 氏：その通りです。 私はソフト技術者ですが、 少しハード設計の勉強も

しなければと、 回路設計の技術誌も読んでいるんですよ。 記事として 

FPGA が取り上げられることが多く、 FPGA にプロセッサー・コアを組み

込むことができることを知りました。 直感的に、 これはマイコンの代わり

に使えるかもと思いましたね。

　早速、 インテルのホームページを見たり、 販売代理店に問い合わせた

りして、 情報を収集しました。 すると、 販売している FPGA は平均 15 年

間に渡って供給し続けてきた実績があると言うのです。 これはすごいと

思いましたね。 ディスコンになる心配はありません。

実際に FPGA を使って基板を設計してみて、 どうでしたか。
A 氏：私自身は、 ハードウェア記述言語（HDL）を使った回路設計をした

経験もなく、 部署に FPGA の開発ツールがあったわけでもありません。

全くゼロからのスタートでしたから、 当然困難の連続でした。 販売代理店

からの技術サポートのおかげで、 何とかゴールまでたどり着けたという

感じです。

　今回の基板開発では、 ローコストの FPGA に、 インテルが供給するプ

ロセッサー・コア「Nios®Ⅱ」を搭載し、 これまでマイコンで実行していた

処理を FPGA に移植しました。 FPGA を使った回路設計は、 ソフト開発

と同様にツール上で進めますから、 作業自体に取っ付きにくさは感じませ

んでした。 Nios®Ⅱ プロセッサーを FPGA 内に組み込む時も、 ブロッ

ク図で表現されたサンプルデザインを入れればよいだけです。

　でも、 気分よく開発が進んでいたのはここまでです。 基板は無事でき

上がったのですが、 どうやったら動くのか、 全くわからないのです。

何が起きたのですか。
A 氏：FPGA にプログラムを書き込むための JTAG のインターフェイス

を、 基板に付け忘れてしまったのです。 FPGA は、 動かす前にプログラ

ムをコンフィグレーション（書き込み）しないと、 設計したハードとして

機能しないことが、 頭から抜け落ちていたのです。 言い訳にもなりませ

んが、 私たちのようなマイコンユーザーから見れば、 JTAG はデバッガー

のポートといった認識ですからね。 使わなければ、 必要ないと考えたの

です。

　JTAG の端子にケーブルを取り付けて、 プログラムをコンフィグレーショ

ンできるよう応急処置することで解決しました。 すると、 また問題が発生

しました。 FPGA のチップが、 触れないほど熱くなってしまったのです。

FPGA の未使用端子の誤設定が原因でして、 たまたま外付けの Ethernet 

スイッチの端子につながり、 常に電流が流れて異常発熱したのです。

それでもゴールにたどり着けたのですから、 今では笑い話ですね。
A 氏：今考えれば、 本当に初歩的なミスばかりで、 販売代理店はよく付

き合ってくれたものだと思います。 でも、 こんな初心者でも、 開発の目的

を達成するところまで導いてくれる、 サポート体制や使い勝手のよい開

発環境が整っている点が、 FPGA のすごいところですね。

安定した入手性を活かし
EOL の不安を解消
半導体製造装置のコントローラー開発事例1
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手順 ❶：マイコンの代替デバイスとして FPGA を知った。
  ↓
 ❷：FPGA で何ができるのか情報収集した。
  ↓
 ❸：利用中のマイコンの機能を代替できる FPGA を選定した。
  ↓
 ❹：FPGA の開発に必要な環境を準備した。
  ↓
 ❺：開発手順や開発環境の操作方法を習得した。
  ↓
 ❻：ハードウェア記述言語の勉強をした。
  ↓
 ❼：サンプルデザインを入手した。
  ↓
 ❽：「Nios®Ⅱ プロセッサー」など、 設計に必要な IP を入手した。
  ↓
 ❾：これまでマイコンで処理してきたソフトを Nios® Ⅱ プロセッサーに移植した。
  ↓
 ❿：動作検証用の環境を準備した。
  ↓
 ⓫：不具合の原因を究明し、 対策した。

Way to FPGA

新しい価値を生んだ ４ つの採用事例
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B 氏（53 歳）
医療機器メーカーの制御システム開発部で、 表示装置のハード設計を担当するベテラン技術者。
これまでにも、 ASIC 開発の試作用デバイスとして、 FPGA を扱ったことがある。 ただし、 ソフト開発
には、 それほど詳しいわけでなない。

医療用検査装置の操作パネルに FPGA を採用したそうですが、
どの部分にどのような動機で採用したのでしょうか。
B 氏：タッチパネルで診断条件を入力し、 同じ画面に診断結果も表示す

るための操作パネルの基板に、 FPGA を採用しました。 具体的には、 診

断装置で画像化した映像を、 表示パネルの仕様に合わせたものに変換

するスケーリング処理や、 そこに診断条件を重ねる OSD（on screen 

display）などの処理を実行するデバイスを FPGA で作りました。

　前世代機では、 診断条件などを処理するマイコンとスケーリング処理

用 ASSP を組み合わせた構成を採っていました。 しかし今回は、 患部の

より些細な異変を見逃さないように、 解像度を上げた特殊仕様のパネル

を採用することになり、 既成品の ASSP では対応できなくなってしまいま

した。 このため、 要求仕様に合ったデバイスを、 カスタム開発する必要が

出てきたのです。

FPGA に搭載した回路は、 すべて自作したのですか。
B 氏：私は、 ASIC 設計の試作で FPGA を使ったことがあったので、 開発

当初は自作を試みました。 しかし、 実際に始めてみると、 スケーリング処

理など画像処理に関わる回路の設計は、 思いのほか高度で、 とても苦労

しました。 悪戦苦闘している中で、 インテルが供給している FPGA 用

ビデオ／画像処理スイート「VIP」を利用すれば、 今回の開発要件に合

うデバイスが簡単に作れることがわかりました。 元々、 自作することが

目的ではなかったので、 すぐに VIP を採用するよう方針変更しました。

　実は、 当初は予定していなかったプロセッサー・コアも、 FPGA に搭載

しました。 画像処理フローを構成する IP を正しく動作させるためには、

それぞれが持っているメモリーマップにアクセスしてレジスターの条件

を設定するための回路が必要になります。 その処理に向けた専用ハード

で作るよりも、 プロセッサー・コア「Nios®Ⅱ」に実行させた方がシンプル

な構成になるという販売代理店の提案を採用しました。

FPGA を使ったデバイスの開発に不安はありましたか。
B 氏：不安はありませんでした。

　今回の開発では、 画像処理用の IP の取り扱いや、 これらを集積する

部分で、 初めて行う作業がいくつかありました。 しかし、 インテルが技術

資料の公開やオンライン・トレーニングをキッチリと用意していることを

知っていましたし、 販売代理店のサポートを期待できることも分かって

いました。

FPGA に搭載した Nios®Ⅱ プロセッサー上で動かすソフトは、
誰が開発したのですか。
B 氏：自分で開発しました。 私は C コードを読むことはできますが、 ソフ

ト技術者ではないので、 マイコンで実行してきた処理を、 Nios®Ⅱ プロ

セッサーで実行できるように移植する作業には不安はありました。 しかし、

IP のレジスターをどのように設定をすれば、 どのように動くのか位は把握

していたので、 今までの組み込みシステム開発で得た知識だけでソフト

を開発できました。

　もちろん Nios®Ⅱプロセッサー固有の記述が必要になる部分もありま

したが、 その部分も事前に販売代理店から入手したサンプルを使ってト

レーニングしたことで、 難なくクリアすることができました。

　私の場合には、 ハード設計者なのでソフト開発に一抹の不安がありま

したが、 何とか目的のデバイスを開発できました。 逆にハード設計に詳

しくないソフト開発者が今回のデバイス開発を担当したとしても、 それ

ほど大きな障害は感じないと思います。

　今回の開発では、 特殊仕様のパネルに柔軟に対応できました。 今後

は、 FPGA の柔軟性を利用して、 画像処理のアルゴリズムを妥協なくブ

ラッシュアップしていきたいと考えています。 診断結果から、 これまで見

えなかったような患部を見つけ出す、 付加価値の高い製品が作れるので

はと期待しています。

比類なき柔軟性を活用して
特殊仕様のハードを実現
医療用検査装置の操作パネル開発事例2
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C 氏（28 歳）
業界大手工作機メーカーのソフトウェア開発部で、 モーター制御用のアルゴリズムの開発に携わる
ソフト開発者。 MathWorks 社の数値解析ソフトウェア「MATLAB*/Simulink*」を使ってアルゴリズム
を検討し、 マイコンで実行するソフトに向けた C コードに変換する作業を担当している。

工作機に組み込むモーターを制御するシステムに FPGA を採用
したそうですが、 どのような動機で採用したのでしょうか。
C 氏：複雑な形状のワークを切削加工するための多軸加工機に搭載する

モーター制御用サブシステムに FPGA を採用しました。

　工作機のモーターの駆動条件を決めるための要素はとても多くありま

す。 しかも、 これらの条件や状況を瞬時に見比べながら、 的確な駆動条

件を導き出すことが重要なのです。 モーター制御の質を上げる上で、 い

かによい制御用アルゴリズムを開発し、 そしてそれをいかに的確な手段

で実装できるかが、 成否に大きな影響を及ぼします。 このため、 アルゴ

リズムは MATLAB*/Simulink* 上でトコトン検討し尽くします。

　今回の開発対象になった製品では、 複雑な演算を多用する FOC

（フィールド指向制御）アルゴリズムを使うことに決まっていました。 FOC

アルゴリズムをハードウェアで並列処理させれば、 演算処理の高速化が

期待できます。 そこで、 開発したアルゴリズムを

ソフト処理する部分とハード処理する部分に分

け、 FPGA にすべて集積してしまおうという目論

見でした。

アルゴリズムをすべて FPGA に集積できる
と思えたのはなぜでしょうか。
C 氏：先ほどお話したように、 開発したアルゴリ

ズムを、 いかに的確な手段で実装するかが、 制

御サブシステムの質を大きく左右します。 このた

め私たちは、 常に貪欲に新しい実装手段を探し

続けています。

　私たちが採用したインテルの FPGA の場合、

開発したアルゴリズムのうち、 ソフト処理する部

分は「Nios®Ⅱ プロセッサー」またはハード IP で

搭載された「ARM* Cortex*−A9 プロセッサー」を利用できることは分

かっていました。 また、 ハード処理をする部分は「DSP Builder アドバン

スト・ブロックセット」を利用すれば、 MATLAB*/Simulink* で開発したア

ルゴリズムを直接ハードウェア記述言語「VHDL」に変換できることも知っ

ていました。

実際に、 アルゴリズムの一部をハード化する作業は
簡単でしたか。
C 氏：一部をハード化したというよりも、 ほとんどをハード化したと言った

方がよいかも知れません。 ソフト処理したのは、 位置センサーで得た位

置情報と速度情報を基にした PI 制御の部分だけです。 結果的には、 か

なりびっくりするような性能が実現できました。

　DSP Builder for インテル® FPGA を使った VHDL への変換は、 期待通り

の簡単さで、 何の障害もありませんでした。 ただし、 でき上がったコンポー

ネントを統合するために使った開発環境「プラットフォーム・デザイナー」に

入れる時、 それぞれのインターフェイスを少し調整する必要がありました。

アルゴリズムのハード化は目論見通り成功したわけですね。
C 氏：これが今回の開発のすべてではありません。 今回開発に用いた 

FPGA には、 モーター制御サブシステムのさまざまな入出力につながる、

駆動回路や産業用 Ethernet につながるインターフェイス回路も集積し

ています。

　こうしたインターフェイス回路は、 動作実績のある IP を入手できるの

で、 簡単に組み込むことができました。 工作機のような産業機器では、

これらインターフェイス回路の仕様・規格を、 用途に応じて変える必要が

あります。 FPGA 上で実装する場合、 柔軟に微調整できるメリットがあり

ます。

　さらに最近の工作機では、 機能安全への対応が求められるようになり

ました。 FPGA ならば、 デバイス、 開発ツール、 IP、 デザイン・メソドロジー

が認証済みであり、 安全認証取得の期間を大幅に短縮できます。

圧倒的高性能を生み出す
ソフト処理のハード化
工作機のモーター制御システム開発事例3
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手順 ❶：開発するシステムの要求に合う FPGA を選定した。
  ↓
 ❷：FPGA の開発に必要な環境を準備した。
  ↓
 ❸：開発手順や開発環境の操作方法を習得した。
  ↓
 ❹：サンプルデザインを入手した。
  ↓
 ❺：自社開発する回路を試行錯誤しながら設計した。
  ↓
 ❻：FPGA 用ビデオ／画像処理スイート「VIP」を入手した。
  ↓
 ❼：「Nios®Ⅱ プロセッサー」など、 設計に必要な IP を入手した。
  ↓
 ❽：これまでマイコンで処理してきたソフトを Nios®Ⅱ プロセッサーに移植した。
  ↓
 ❾：IP を集積した。
  ↓
 ❿：動作検証用の環境を準備した。
  ↓
 ⓫：不具合の原因を究明し、 対策した。

手順 ❶：FPGA に、 どのような DSP を搭載できるのか、 情報収集した。
  ↓
 ❷：開発するシステムの要求に合う FPGA を選定した。
  ↓
 ❸：FPGA の開発に必要な環境を準備した。
  ↓
 ❹：開発手順や開発環境の操作方法を習得した。
  ↓
 ❺：サンプルデザインを入手した。
  ↓
 ❻：インターフェイス回路や「Nios®Ⅱ プロセッサー」など、 必要な IP を入手した。
  ↓
 ❼：これまでマイコンで処理してきたソフトを Nios®Ⅱ プロセッサーに移植した。
  ↓
 ❽：IP を集積した。
  ↓
 ❾：動作検証用の環境を準備した。
  ↓
 ❿：不具合の原因を究明し、 対策した。

Way to FPGA
Way to FPGA

演算処理をハード化

専用の IP コアを使用

Nios®Ⅱ プロセッサーまたは ARM* でのソフト処理

ソフトウェアで
設計

VHDL

C/C++

IP

FPGA

DSP Builder
位置要求 位置

PI 制御
位置

PI 制御

ω

Vq

Vd

Iq

Id

Vα Va
Vb

Ia

Ib

VcVβ

Iα

Iβ

トルク
PI 制御

磁束
PI 制御

逆
パーク
変換

パーク
変換

位置

速度

逆
クラーク

変換

クラーク
変換

パルス
幅変調 インバーター モーター

電流フィードバック

位置フィードバック

ADC

位置センサー
（エンコーダー）

ADC
インター
フェイス

エンコーダー・
インター
フェイス

開発したモーター制御システムの構成

開発した医療用検査装置の操作パネルの構成

プラットフォーム・デザイナーで統合した IP

Nios®Ⅱ

HDHI*
レシーバー

外付け
マイコン

Avalon 
マスター
ブリッジ

フレーム
リーダー

DDR2 SDRAM　コントローラー

DDR2 SDRAM

ビデオ
入力

フレーム
バッファスケーラー

アルファ・
ブレン
ディング・
ミキサー

ビデオ
出力 LVDS 液晶

パネル

FPGA に集積した機能

任意の画面解像度へアップスケール
将来の改版でも柔軟に対応可能
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yharanosono
ハイライト表示
インテル⒭ FPGA　にしますか？



D 氏（36 歳）
大手電機メーカーの産業システム部門で働くロジック設計者。 今回の新しい NC コントローラーの
開発プロジェクトは、 D 氏の他、 基板設計、 電源設計、 ソフト開発など 10 人で構成されていた。
ただし、 FPGA を使ったロジック設計ができるのは D 氏一人だけだった。

NC コントローラーは、 典型的なマイコンの応用システムですが、
なぜ FPGA への代替を考えたのでしょうか。
D 氏：NC コントローラーを構成していたさまざまな基板をまとめ、 大幅

なコストダウンを図ることが今回のプロジェクトの目的でした。 そして、

最もシンプルなかたちに基板をまとめることができる手段が FPGA にマ

イコンなどの機能を集約することだったのです。

　従来製品では NC コントローラーの基板が、 設備を制御する「NC ボー

ド」、 モーターを駆動する「ヘッドボード」、 外部の機器やシステムにつな

ぐ「I/O ボード」の 3 種類に分かれていました。 分散していた機能をなる

べくまとめ、 BOM コストを 6,000 円程度に抑えることが目標でした。

最初から FPGA の採用を想定していたのですか。
D 氏：いいえ。 半導体ベンダーや販売代理店などから情報収集しながら

開発方針を固めていく過程で、 インテルの販売代理店から、 既存のマイ

コンの利用をやめて、 機能をひとつの FPGA に集約してはどうかとい

う提案がありました。

　提案は、 プロセッサー・コア「Nios®Ⅱ」を 3 個搭載し、 それぞれに NC

ボード、 ヘッドボード、 I/O ボードで実行していた制御を割り当てる。 そ

して、 さらに PCI* バスに接続するための IP、 ユーザーロジック、 および

LVDS の送受信回路をそれぞれ 2 つずつ搭載するというものでした。

　ずいぶんアグレッシブな提案だなと思いました。 私たちの会社では、

こうしたシステムの制御は、 すべてマイコンで処理することを前提として

きましたから。 それでも、 私たちのコスト目標だった約 6,000 円を超え、

3,500 円にまで削減できるという販売代理店の試算は、 あまりにも魅力

的でした。 しかも、 1 チップ化すれば、 小型化、 低消費電力化、 発熱の減

少、 信頼性の向上といいことずくめです。

システム構成を変えるに際して、
まずどのようなリスクを感じたのでしょうか。
D 氏：不安の中心は、 ソフト開発に関するものでした。 まず、 3 種類のボー

ドに分散していた既存のマイコンで動作していたソフトを、 Nios®Ⅱ プロ

セッサーに載せ替えることができるのか、 そして FPGA 上に作るプロセッ

サーで既存のマイコンに匹敵する性能が得られるのか、 ということです。

　こうした不安は、 販売代理店の協力を得て解消していきました。 具体

的には、 以前使っていたマイコン向けと Nios®Ⅱ プロセッサー向け、 そ

れぞれのコードの方言対比表を、 一覧にして作ってもらいました。 私た

ちのプロジェクトに参加していたソフト開発者は、 経験豊富な者だった

ので、 Nios®Ⅱ プロセッサーの特徴を理解して、 スムーズに移行すること

ができました。

　また、 3 個の Nios®Ⅱ プロセッサーを FPGA に搭載した時、 それぞれ

のコアにどのような種類のメモリーを、 どのくらいの容量割り当てればよ

いのか、 決める作業もお願いしました。 販売代理店は、 シミュレーショ

ンを繰り返して最適解を見つけ出してくれました。

ソフト開発の部分を販売代理店が支援し、
プロジェクトはスムーズに進んだということですね。
D 氏：実は、 ハード開発で 1 点だけ、 3 種類のボードに分散していた機

能を、 1 チップに集積する作業で少し苦労しました。 これは、 私の知識と

スキルが足りなかったからでもありますが。

　IP コアやロジックの集積には、 当時アルテラ（現インテル）が提供して

いた「Qsys ( 現プラットフォーム・デザイナー )」を使いました。 このツール

を使う場合、 設計者の側で、 各コアのインターフェイスを統一できていな

かったのです。 このため、 FPGA の中でのタイミング収束が困難になりま

した。 そして最終的には、 技術支援を仰ぐことで何とか解決できましたが。

ただしこの点は、 Qsys の後継である「プラットフォーム・デザイナー」で階

層設計に対応したことで、 今は大幅に楽になっているようですね。

Q：FPGA（フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ）とは、
　  どのようなデバイスなのでしょうか？

A：FPGA は、 プログラムを書き込むことで、 思い通りの機能・構成のハード
ウェアを自由に作り出すことができるデバイスです。 小さなロジックセル、 乗
算器、 RAM、 そしてこれらをつなぐ配線を素材とし、 プログラム素子で素材を
つなぎあわせて回路を作ります。 FPGA は、 プログラムを書き換えることで、
機能変更も自由にできます。 プロセッサーのような高い柔軟性と、 専用回路
の高性能を兼ね備えているデバイス、 これが FPGA なのです。

Q：マイコンや ASSP、 ASIC を置き換えできるというのは、
　  本当でしょうか？

A：本当です。 すでに、 マイコンや ASSP、 ASIC の代替デバイスとして、 基幹
系の通信機器や携帯電話の基地局、 放送機器、 薄型テレビなどデジタル家
電製品にも搭載されています。 以前から FPGA は、 その柔軟性の高さを活
かして、 マイコンや ASSP、 ASIC を開発するときの試作用デバイスとして使
われていました。 つまり機能面では、 マイコンや ASSP、 ASIC と同じものを
作る力があったのです。 近年、 FPGA の内部構成が改善され、 最先端の製造
技術で製造されるようになって、 マイコンや ASSP と比べた時のコスト・パ
フォーマンスは見劣りしなくなりました。 ASIC と比較した場合には、 開発費
の高騰によって、 コスト面でも FPGA を利用した方が有利になる事例が増
えています。

Q：FPGA は、マイコンとどこが違うのでしょうか？

A：マイコンには、 マイコンメーカーが開発したプロセッサー・コアと周辺回路
などのハードウェアが、 あらかじめ組み込まれています。 ユーザーは、 こうし
たハードウェアの構成を変更することはできません。 これに対し FPGA は、
ハードウェアの構成を自由に変更することができます。 同じチップを使いなが
ら、 搭載しているインターフェイス回路の仕様を自由に変更することもできま
す。 プロセッサー・コアのアーキテクチャーを変更することさえできます。

Q：FPGA は、 ASIC と比較して、 どこが優れているのでしょうか？

A：柔軟性の高さで、 FPGA は ASIC にはない利用法ができます。 ASIC は、 一
度製造用のマスクを作ってしまうと、 細かい設計変更さえも困難になります。
これに対し FPGA は、 機器を市場投入するギリギリまで、 設計変更できます。
市場投入後に機能変更することもできます。 つまり、 FPGA を搭載した機器
やシステムでは、 常に最新の機能を利用できるようになります。 また、 プログ
ラムをかき分けることで、 同じデバイスを使ってさまざまな機能のハードウェ
アを作ることができます。 これによって、 多品種展開する製品のハードウェア
を統一することもできます。

Q：FPGA を使うと何ができるのでしょうか？

A：マイコン、 ASSP、 ASIC などをベースにしては実現不可能な、 付加価値の
高い機器やシステムを開発することができます。 長期間に渡って製品を供給
していくための「入手性」、 ソフトとハードの区別なく機能をまるごと変更でき
る「柔軟性」、 回路を自由に専用化、 並列化することによる「高性能」、 そして
あらゆるハードウェアを必要に応じて過不足なく 1 チップ化できる「集積性」、
これらは他のデバイスでは得られない、 FPGA 固有の特長です。

Q：FPGA は、 とても高価なデバイスだそうですが、
　  応用機器も限られるんでしょうね？

A：そんなことはありません。 数量にもよりますが、 現在では、 お客様の開発
費とチップ単価を含めたトータルコストは、 ASIC よりも安価なほどです。
元々、 汎用デバイスである FPGA は、 大量生産に向いたデバイスです。 利用
数が増えれば、 価格もこなれてきます。 さらに、 ボード上の BOM コストで比
較した場合、 機能集積による部品削減効果で、 コスト面での優位性が出てき
ます。 加えて、 基板のプラットフォーム化や、 工場や市場でのアップグレード
を実現できれば、 さらにコストを削減できます。

Q：私はソフト開発者で、 これまで回路設計をしたことがありません。
　  FPGA を使ったシステム開発は難しいのでしょうか？

A：心配ありません。 FPGA を使ったハード開発は、 ソフトの開発と同様にコ
ンピューター上で作業を進めます。 開発の手順も、 ソフト開発に似ていると
言えます。 独自の回路を搭載する場合には、 Verilog HDL や VHDL などハー
ドウェア記述言語（HDL）を勉強しておく必要があります。 ただし、 供給されて
いる IP コアを集積することで、 HDL を知らなくても、 開発できます。 さらに、
「MATLAB*/Simulink*」で開発したアルゴリズムを利用する「DSP Builder for 
インテル® FPGA」や、 C ベースの開発言語「OpenCL*」で FPGA を開発する
ための「インテル® FPGA SDK for OpenCL*」など、 ソフト開発者にとって馴染
みやすい開発環境が、 次々と整備されてきています。

Q：FPGA は発熱がひどいという噂を聞きました。 本当でしょうか？

A：心配ありません。 FPGA は、 専用回路を自由に作ることができるため、 実
現する機能のアルゴリズムの特性と回路のタイミングが許す限り、 並列化を
推し進めることができます。 このため、 発熱の増大につながりやすい動作周
波数の向上をすることなく、 性能を維持できます。 また、 FPGA は、 デバイス
の生産を担うファウンドリーの、 新しい世代の生産技術を優先的に適用する
傾向があります。 このため、 発熱と消費電力の面で有利な生産技術を、 他の
デバイスに先駆けて利用できます。 例えば、 TSMC の 28nm 世代の低消費
電力プロセスで生産される「Cyclone® V FPGA」は、 電源電圧 1.1V の駆動で
も高性能を維持可能な製品です。

Q：FPGA はどこから購入できるのでしょうか？

A：インテルまたは販売代理店であるマクニカにご相談ください。

Q：FPGA の開発環境では、 FPGA ベンダーが提供しているツールを
　  利用することが多いようですが、 なぜですか？

A：FPGA の開発では、 チップ内部の構造や機能をよく知った上で、 開発フロー
を考え、 書き込むファイルを作らなければなりません。 このため、 FPGA ベン
ダー製のツールには多くの優位性があります。 FPGA では開発ツールの提供
だけではなく、 IP の供給や技術支援体制も、 FPGA ベンダーを中心としたエ
コシステムが作られています。 一方で FPGA ベンダー主導による開発支援体
制が整っているので、 困ったときの相談先が明確であるメリットがあります。

Q：FPGA では専用回路を作るのだから、 ボード上にマイコンを使って
　 いた時に必要だったようなシステム起動用のメモリーはいらないん
　 ですよね？

A：必要です。 FPGA を搭載したシステムは、 電源を投入した時に、 外部からプ
ログラムを流し込み、 設計した回路を書き込み（コンフィグレーション）します。
このため、 プログラムを搭載したコンフィグレーション用の ROM、 一般的には
フラッシュメモリーを、 基板上に合わせて搭載する必要があります。
　ただし、 チップ内部にコンフィグレーション用 ROM を備えている CPLD と呼
ぶ製品もあります。 CPLD ならば、 回路規模は FPGA よりも小さいのですが、
外付けの ROM は必要ありません。

Q：FPGA のデータシートを見ても、 動作周波数やそれぞれのピンの
　 割り当てがよくわからないのですが？

A：FPGA はハードを自由に構成できるデバイスです。 動作周波数やピンの割
り当ては、 FPGA に書き込むプログラムが定まらないと決まりません。 動作
周波数は設計する回路の構成や開発ツールで指定するパラメーターによって
大きく変動します。 また、 ピンの割り当ても設計ツール上で指定することにな
ります。

万能の集積性を駆使して
すべての機能をひとつに

マイコンユーザーの FPGA 活用
よくある質問、素朴な疑問

NC コントローラー開発事例4
C A S E

手順 ❶：ボード上に散在する機能を集約する手法を検討した。
  ↓
 ❷：ボード上の機能を FPGA に集積する開発チームを編成した。
  ↓
 ❸：開発するシステムの要求に合う FPGA を選定した。
  ↓
 ❹：FPGA の開発に必要な環境を準備した。
  ↓
 ❺：開発手順や開発環境の操作方法を習得した。
  ↓
 ❻：サンプルデザインを入手した。
  ↓
 ❼：自社開発する回路を試行錯誤しながら設計した。
  ↓
 ❽：「Nios®Ⅱ プロセッサー」など、 設計に必要な IP を入手した。
  ↓
 ❾：FPGA に搭載する複数の Nios® Ⅱ プロセッサーに割り当てるメモリーの構成を検討した。
  ↓
 ❿：これまでマイコンで処理してきたソフトを Nios®Ⅱ プロセッサーに移植した。
  ↓
 ⓫：IP を集積した。
  ↓
 ⓬：動作検証用の環境を準備した。
  ↓
 ⓭：不具合の原因を究明し、 対策した。

Way to FPGA

開発した NC コントローラーの構成

FPGA 置き換え前（複数のボードに機能が分散）
NC ボード

FPGA MCU

MCU MCU

MCU I/O

PCI*

フラッシュ

フラッシュ

MCU

PCI* Bus

PCI* Bus

MCU

統一ボード

ヘッドボード I/O ボード

FPGA 置き換え後（統一ボードに集約し周辺部品を削減）

FPGA
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