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〜FPGA が気になるすべての方へ〜

FPGA の設計フロー

FPGAの導入に向けて

● FPGA は一般的に VHDL やVerilog などのハードウェア言語を使って記述しますが、 最近では、 抽象度の高い OpenCL* 規格
に沿って記述したアルゴリズムのうち、 専用ハード化する部分を FPGA に書き込める「OpenCL* コンパイラー」も提供しています。

● また、「DSP Builder for インテル® FPGA」を使って、 MATLAB / Simulink® のモデルベース環境から FPGA 専用 DSP 回路の
コード生成も可能です。

● さらに、 あらかじめインテルやパートナーが開発した回路を機能ブロック化した IP コアや、 リファレンス・デザインなどを使って
開発負荷を低減することができます。

● こうしたさまざまエントリー手法でコード化したデザインを、 インテルの開発ソフトウェア「Quartus® Prime」とプラットフォーム・
デザイナーを使って、 IP ブロックの結線や、 論理合成・配置配線などほとんどの作業を自動で行う事ができます。

FPGA 開発ソフトウェアとして、 Quartus® Prime用意しており、 デザイン要件に基づいて無償版のライト・
エディション、 有償版のスタンダード・エディションおよびプロ・エディションの 3 つを利用できます。
● URL : www.intel.co.jp/fpgadownload  

インテル、 販売代理店、 パートナーよりさまざまな開発キットが販売されています。 スターターキットで 5 千円
から、 標準的なキットでも 20 万円以下で多くの種類からお選びいただけます。
開発キットは、 販売代理店もしくはインテル® FPGA のサイトから購入できます。
● URL : www.intel.co.jp/fpgaboards  

無料のエンジニアによる設計手法解説の動画や、オンライン・トレーニングがいつでもご覧いただけます。また、
インストラクターによるトライアルコース（無償）や FPGA テクニカル・トレーニングで直接学んでいただける
コースも定期的に開催しています。 関連セミナーやワークショップ、 オンサイト・トレーニングも実施しています
ので、 お気軽にお問合せください。
● URL : www.intel.co.jp/fpgatraining 

開発キット

開発ツール

FPGA 入門者向けサイトでは、 関連記事、 資料、 文献、 チュートリアルなど、 FPGA 入門者の方に最適な
情報を多く提供しています。
● URL : www.intel.co.jp/new2fpga 

FPGA  入門サイト
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FPGA とは？

■ 複雑な Intellectual property（IP） ブロックを必要とする複雑なデザインをサポートする高性能コア・ファブリック

■ 1.40Gbps LVDS I/O

■ 1.866Gbps DDR3/L EMIF のサポート

■ 10.3Gbps トランシーバー

■ 最大 134 GFLOP のハード化された IEEE 754 準拠単精度浮動小数点デジタル信号処理（DSP）スループット

■ 自動車用 / 工業用 / 拡張商用グレードのデバイス

■ 最適化された検証済みのインテル® Enpirion® 電源ソリューション

〜FPGA が気になるすべての方へ〜

FPGA（Field Programmable Gate Array）は、 製造後に購入者や設計者が構成を設定できる LSI であり、 広義には 
PLD（プログラマブル・ロジック・デバイス）の一種です。 FPGA は一般にハードウェア記述言語を使って設計するので 
ASIC に近いですが、 ユーザーが出荷後に機能を更新できるので、 設計リスクが低いことが特徴です。 最近では、
FPGA に高性能なマイクロプロセッサーや DSP ブロック、 高速 I/O などが搭載されているため、 柔軟性と性能を高い
電力効率で実現できます。

利用用途がますます広がる FPGA テクノロジー
FPGAは、 通信基地局、 大規模ルーター、 放送機器、 産業機器など高度な処理を行う機器から、 車載機器、 多機能プリンター、
監視カメラ、 ディスプレイ（TV）、 プロジェクター、 携帯端末など、 生活に身近な製品にまで、 幅広く採用されています。
最近では、 データセンターの需要や、 IoT、 人工知能（AI）などの普及に伴い、 画像解析、 画像認識、 さまざまな通信プロト
コルの処理、 ネットワーク通信処理のオフロード、 ベースバンド処理、 人工知能やディープラーニングにおける CNN などのアル
ゴリズムのアクセラレーターなどの用途での次世代システムへの利用も始まっています。

FPGA と他デバイスとの違い
マイコンと比較した FPGA のメリット
• FPGA にワンチップ化することで、 ボード面積の削減、 部品点数の削減、 そして製造コストの削減が可能
• マイコンで発生する最低発注数量を気にせず 1 個から購入可能
• 長期間デバイス供給するためデバイスの製造中止リスクがない
• 処理性能を負荷分散することが可能
• 新たな処理をソフトコア ・プロセッサー （Nios® II）、 IP および FPGA ファブリックで追加実現可能
• 設計資産を柔軟に流用可能

ASIC と比較した FPGA のメリット
• 出荷後も機能を変更できるため、 開発リスクが低い
• 短期間での製品の市場投入が可能
• デバイス開発の初期コスト（NRE）が不要なため総開発コストが低い
• 高額な EDA ツールを購入する必要がなく、 安価な開発環境で設計が可能
• 長期間デバイス供給するためデバイスの製造中止リスクがない
• 1 個から購入可能で少量多品種の開発が可能

専用化と柔軟性の課題を解決する FPGA

インテル® Cylcone® 10 GX のブロック図
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汎用プロセッサー

・ソフトウェアがプログラム可能
・優れた柔軟性
・電力効率は劣る

・プログラムは不可能
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 可能
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・良好な電力効率

柔軟性重視のデバイス 性能性重視のデバイス

性能向上の必要性 柔軟性向上の必要性
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