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マイコン・ユーザーのための、
FPGA設計ガイド 

～ステップ・バイ・ステップでFPGAにトライ！～ 

ここではFPGA（Field Programmable Gate Array）を利用するにあたっての基礎知識と開発の
手順を紹介します。FPGAはどのような局面で使われるのか、FPGAの設計はマイコンのソフト
ウェア開発とどこが異なるのか、といった疑問に答えます。また、FPGAの選定、ロジック設
計、CPU（Central Processing Unit）機能のFPGAへの実装について、ステップ・バイ・ステップ
で説明していきます。

（S さん）「本日付けでこちらの部署に配属となりました S です。前の部署では、FA
（Factory Automation）機器の組み込みソフトを作っていました」

（H 主任）「開発経験は何年くらいかな？」

 「3 年です。工業用モータの制御プログラムとUI（User Interface）の開発を担当して
いました」

 「ソフト開発の経験者は大歓迎だ。うちの部署のメンバは、ガチガチのハード屋ばかり
だからね。……じゃあ、まずは FPGA の設計を担当してもらおうか」

 「FPGAですか？ マイコンの性能が上がっているこの時代に？」

 「確かに市販のマイコンの処理能力は向上している。周辺機能のバリエーションも多い
し、値段も安い。でも、マイコンだけでは実現できないことがあるんだよ」

 「……そうなんですか？」

イントロダクション：FPGAの使いどころは？

春の人事異動の季節。とあるシステム開発企業の技術部門におけるひと幕。

納得しかねる様子のSさんです。
でも、本当にFPGAでなければ出来ないことって何なのでしょう？

https://www.altera.co.jp/products/fpga/new-to-fpgas/beginner.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
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アクセラレータと高速伝送に有効

　組み込み機器（例えば冷蔵庫や電子レンジなどの家電製品、工業用モータや加工機など
の機械制御装置、ルータなどのネットワーク機器）の多くは、1チップ・マイコンや組み込み
プロセッサがシステムの中心にあり、データ処理を行ったり、外部の入出力デバイスを制御・
管理したりしています。

　身の回りのたいていの機器に入っているマイコンですが、時には要求される機能や性能
が、入手可能なチップの仕様からはみ出ることがあります。市販の特定用途向けLSIやサブ
プロセッサ（画像処理LSIや通信インターフェースLSI、ディジタル信号処理プロセッサなど）
を外付けして問題を解決できるのであれば、それにこしたことはありません。しかし現実に
は、パズルのピースのように「ピタリとはまる」仕様のチップはなかなか見つからないもので
す。

　こうした局面で妥協するのか、工夫するのか。

　工夫してなんとかしようということになると、FPGAの出番です。FPGAの設計を手がけて
いるSさんの会社も、システムの仕様について妥協せず、技術力で勝負するタイプの企業な
のでしょう。

　組み込み機器におけるFPGAの使い方は多岐にわたります。すべてを説明するのは不可能
なので、そのうちの典型的なものを二つ、紹介します。

　一つめは「ハードウェア・アクセラレータ（ハードウェア化して処理速度を高める機能）」と
しての使い方です。これは「オフロード・エンジン（負荷を軽減する機能）」とも呼ばれてい
ます。プロセッサによるソフトウェア実行では処理が間に合わない、あるいはバスの帯域を
圧迫して処理が滞るといった時、ソフトウェアの中の一部の処理を切り出し、それをハードウ
ェア化して（具体的には、ハードワイヤード構成の論理回路に置き換えて）実行します。

　これはシステム設計のポピュラーな考え方で、プロセッサ技術が登場した当初から幅広く
適用されてきました。そして、現在の半導体技術の中で、ハードウェア化する際の器（うつわ）
として「ピタリとはまる」デバイス技術の一つがFPGA、というわけです。

　容量の大きなデータを非常に高速に（あるいは、リアルタイム制約のもとで）処理しなけれ
ばならないアプリケーション、すなわち高解像度の画像処理や高速な通信処理、高精度の計
測・制御処理などで、マイコンといっしょにFPGAが使われています。

注：組み込み機器ではありませんが、TCP/IPやHTTPなどのプロトコル処理やファイル・システム処理を
FPGAでハードウェア化して実現した、大量アクセス（高負荷）に強いWeb配信サーバが製品化されていま
す。また、ミリ秒以下の速度で株の動きを判断して自動発注を行う高頻度取引用コンピュータなどでも、
FPGAを使って株取引のアルゴリズムを高速処理しています。

図1-1　ハードウェア・アクセラレータ
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二つめは「高速インターフェース」としての使い方です。

　最近の1チップ・マイコンにはシリアル・インターフェースやUSBインターフェース、Ether-
netインターフェース、CANインターフェースなどの入出力回路が組み込まれています。しか
し、世の中にはそれ以外にも多くのバス・インターフェースや通信インターフェースの標準規
格（PCI Express®、Fibre Channel、Infiniband、Serial RapidIO® など）が存在します。こ
れらの規格は数年ごとに改版が行われ、仕様が変わります。そのため、タイムリーに最新版
の規格に対応したマイコンやインターフェースLSIが入手できるとは限りません（またこうした
チップは、往々にして少量では購入できない）。

　また、接続相手が特定されることの多い組み込み機器では、必ずしも規格で規定された
すべての機能を実装する必要がありません。必要十分なサブセットの機能を実装して無駄な
処理や開発の手間を省きたい、というケースもあります。

　ここでもまた、FPGAの出番となります。ちょっとしたデータ形式の変換やデコード、異なる
通信方式の間のインターフェース、といった処理には、昔からFPGAが用いられてきました。
大量データの並列処理も得意とするところです。さらに、最近のFPGAの中には、ギガビット
伝送の高速信号を取り扱える入出力インターフェースを搭載しているものもあります。

例えば、高速インターフェースを備える工業用の画像処理ボードや組み込み制御ボードなど
で、FPGAがよく使われています。

注：その他のFPGAの使いどころとして、複数のチップの機能を1チップのFPGAに集約することにより、全
体の部品コストを下げるケースが挙げられます。例えば別チップだったマイコンの機能を丸ごとFPGAに取
り込む、というケースが出てきています。また、標準品のチップがディスコン（生産中止）になるのを嫌っ
て、FPGAを採用するケースもあります。FPGAでは中身の回路を別のFPGAへ移すことにより、設計資産
を容易に延命させることができます。

図1-2　FPGAで実現するPCI Expressインターフェース
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デフォルト機能と後のせ機能

マイコン（プロセッサ） FPGA

ソフトウェア処理 ハードウェア処理

CPUと豊富な周辺機能を搭載
中身は空っぽ
（各種機能を後からユーザが作り込む）

　ここでは、1チップ・マイコン（または組み込みプロセッサ）とFPGAを対比しながら、FPGA
開発に必要な知識をおさらいします。

　マイコンと比べると、FPGAはまったく異質な処理エンジンのように見えます。例えば、次の
ようなイメージを持つ人が多いようです。

　ただし、現在では、「中身は空っぽ」というイメージは正確とは言えなくなっています。
FPGAはもともと、SRAMや入出力インターフェース、クロック/電源周りの機能を内蔵してい
たのですが、それに加えて、積和演算器や乗算器、前述のギガビット伝送の高速インターフ
ェースなどを搭載したものが主流となっています。また品種数は少ないですが、フラッシュ
ROMを搭載した製品や、A-Dコンバータなどのアナログ機能を搭載した製品もあります。

（Sさん）「自信をなくしました。分からない言葉だらけです」

（H 主任）「FPGA はもともと、半導体ユーザが自身でカスタム IC を設計する ASIC
（Application Specific Integrated Circuit）の設計文化の中で育ってきたデバイスだか
らね。標準品の典型であるマイコンの文化とはかなり違うだろうね」

「これを一から勉強しなければならないのかと思うと、めげてしまいそうです」

 「ソフト開発の素養のある技術者だからこそ、FPGA 設計の本質を理解して、その良
さを引き出せる部分があるんだよ」

 「そうでしょうか」

 「例えば、ぼくらのようなハード出身の技術者は、回路の細かい構造にばかり目を奪わ
れがちだ。長年、そうやって問題を解決してきたからね。確かにそれも大事だけど、シス
テムを抽象化し、全体を俯瞰（ふかん）して見たり、どの部分が性能向上のボトルネッ
クになっているのかを検討したりするという観点では、複雑なシステムの取り扱いにな
じんでいるソフト技術者に一日の長がある」

FPGAについての勉強を開始したSさん。しかし、出だしから頭を抱えているようです。

　H 主任は Sさんの肩をポンポンとたたきながら自分の席にもどって行きました。
FPGA そのものの知識は不可欠です。しかし、FPGA 開発では、ソフト開発の知識やスキル、
経験も役に立つのです。

準備編：ソフトの知識と経験が役に立つ
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　さらに、最近注目を集めているのが、CPUやメモリ、バスなどを含むプロセッサ・サブシス
テムを搭載したFPGA（SoCタイプのFPGA）です。こうなると、もはやFPGAの中にプロセッサ
が入っているのか、プロセッサの中にFPGAが入っているのか分からない状態です。
　そういう意味で、現在のFPGAは以下のようなデバイスであると言えます。

　ここまでは、買ってきたばかりのデバイスにどのような機能が搭載されているか、という話
でした。しかし、FPGAがその本領を発揮するのは、デフォルトで用意されている機能
（FPGAベンダがデバイス製造時に組み込んだ機能）ゆえ、ではありません。

　FPGAには、個々のユーザが必要とするカスタム機能を作り込むための「プログラマブル・
ロジック」と呼ぶ回路領域が存在します。そして、FPGAベンダ（およびサード・パーティ）によ
って、この領域に実装できるメモリ・コントローラや入出力インターフェース、ディスプレイ・コ
ントローラ、画像圧縮・伸張、ネットワーク処理、暗号処理などの回路部品（IPコア）のライブ
ラリが用意されています。これらの部品を組み合わせることにより、FPGAは汎用的なプロセ
ッサになったり、画像処理エンジンになったり、通信処理エンジンになったり、暗号処理エ
ンジンになったりします。

　ただし、必要なすべての回路部品がライブラリとして提供されているとは限りません。足り
ない機能は、ユーザが自身で設計したり、外部に開発を依頼したりする必要があります。マイ
コンのソフトウェア開発になぞらえると、以下のようなイメージになります。

図2-1　ハードウェア機能の実現方法

マイコン（プロセッサ） FPGA

CPUと豊富な周辺機能を搭載
一部の機能を搭載
（それ以外の機能を後からユーザが作り込む）

マイコン（プロセッサ） FPGA

関数やサブルーチン、デバイス・ドライバ、
ファイル・システム、プロトコル・スタック
などのライブラリを利用

メモリ・コントローラや入出力インターフェ
ース、画像処理、ネットワーク処理などの
（ハードウェア）ライブラリを利用

ライブラリにない機能は、ユーザがプログ
ラミングする

ライブラリにない機能は、ユーザが回路
設計する

https://www.altera.co.jp/?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
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FPGAの開発・評価に必要なもの

マイコン（プロセッサ） FPGA

・開発用パソコン
・IDE（統合開発環境）
・プログラマ、JTAGデバッガ
・マイコンを搭載した開発・評価ボード

（開発用パソコン、ダウンロード・ケーブル、開発・評価ボード）

・開発用パソコン
・FPGA開発環境
・ダウンロード・ケーブル
・FPGAを搭載した開発・評価ボード

　FPGAの開発には、マイコンのソフトウェア開発と同じように、いくつかの道具が必要となり
ます。両者と比較すると、開発に使用されるものは、以下のように分類されます。

図2-2　FPGAの開発に必要なもの その1

（FPGA開発環境）

図2-3　FPGAの開発に必要なもの その2
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　それぞれの役割は、マイコンの開発環境の場合とほぼ同じです。開発用パソコンにFPGA
開発環境（開発ツール）をインストールし、ダウンロード・ケーブルで開発用パソコンと開
発・評価ボードの間を接続します。

　FPGA開発環境は、FPGAベンダが無償（もしくは有償）で提供しています。

　ダウンロード・ケーブルは、FPGAに所望の機能を書き込むためのデータ（コンフィグレー
ション・データ）を転送するケーブルです。マイコンのプログラマやJTAGデバッガ（JTAGエミ
ュレータ）を使用する場合でも、同じようにダウンロード・ケーブルで、パソコンと基板の間を
接続します。FPGAメーカの純正品は価格がやや高い（価格は数万円程度）のですが、サー
ド・パーティが安価な互換品を販売しています。後述する開発・評価ボードの中には、ダウン
ロード・ケーブルの機能をボード上に装備しているものもあります。

　FPGAを搭載した開発・評価ボードは、一般にFPGAのシリーズ（ファミリ）ごとに用意され
ています。デバイスの評価を行う場合は、最小限の入出力インターフェースを備える安価なボ
ード（価格は数千～数万円程度）を使うことが多いようです。

　一方、実際の製品開発では、多様な入出力インターフェースを搭載したものや、アプリケー
ション（ビデオ信号処理や高速インターフェース処理など）を意識した機能を装備したもの
（価格は数万～数十万円程度）が利用されます。

図2-4　最小限の入出力インターフェースを備えた開発・評価ボードの例

（アルテラのMAX  10 FPGA評価キット EK-10M08E144ES/P）®

図2-5　多様な入出力インターフェースを備えた開発・評価ボードの例

（アルテラのMAX 10 FPGA開発キット DK-DEV-10M50-A）

https://www.altera.co.jp/products/design-software/fpga-design/quartus-ii/overview.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/design-software/fpga-design/quartus-ii/overview.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/kit-max-10-evaluation.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.com/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/max-10-fpga-development-kit.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
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FPGA選定 ステップ・バイ・ステップ

（マクニカのOdyssey MAX 10 FPGA評価キット、上のボードにBluetoothモジュールや
各種センサが、下のボードにFPGAが搭載されている）

図2-6　IoT（Internet of Things）アプリケーションを意識した周辺機能を搭載する開発・
　　　 評価ボードの例

多くの場合、こうした開発・評価ボードには、リファレンスとなるサンプル・デザインが付属しています。

　FPGAが内蔵する機能や性能は、FPGAベンダ、および各社のシリーズ（ファミリ）によって
異なります。使用するデバイスを選定するにあたっての検討事項を、以下にまとめます。

Step 1：推奨部品ルールの確認
　量産開発に半導体デバイスや電子部品を使用する場合、会社によっては購買部門などが
部品の調達方法や推奨部品（量産開発に使ってよい部品）についてのルールを定めているこ
とがあります。使用するFPGAについて、こうした制約がないかどうかを確認します。

Step 2：デバイスに搭載されている機能の確認
　デバイスにデフォルトで搭載されている機能を確認します。乗算器や高速インターフェース
（PCI Express など）、アナログ機能など、要求に合った回路を備えるデバイスが存在する場
合は、それを選びます。

Step 3：使用できるライブラリ（回路部品）の確認
　デフォルトで搭載されていない機能については、ライブラリとして必要な機能の回路部品
（IPコア）を入手できるかどうかを確認します。回路部品には以下のものがあります。
　・FPGAベンダが無償で提供しているもの
　・FPGAベンダが有償で提供しているもの
　・サード・パーティが有償で提供しているもの
　・有志のコミュニティ・サイトが無償で提供しているもの

　また、社内に過去に設計した再利用可能な回路部品が存在することもあります。無駄な設
計工数が発生しないように、よく確認してください。

　Step 2、Step 3を検討したあと、ユーザ自身で回路設計する機能が決まります。

Step 4：ロジック規模、メモリ容量、I/O数、パッケージの確認
　使用する回路部品（IPコア）、およびユーザ自身で回路設計する機能を考慮し、必要なロ
ジック規模とメモリ容量を見積もります。こうした回路規模の見積もりでは、過去の開発の経
験から推定したり、ラフな設計データを用意し、実際に開発環境でコンパイルしてみたりしま
す。そして、必要なロジック規模とメモリ容量を備えたFPGAの品種を選択します。

　また、適当な数のI/Oピンを備えているか、基板設計の要求を満たすパッケージが用意さ
れているか、などを確認します。

http://www.m-pression.com/solutions/boards/odyssey-fpga
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Step 5：性能、消費電力の検討
　要求される性能を出せるか、消費電力が大きくなりすぎないかを検討します。FPGAの性
能や消費電力の見積もりを行うには、ある程度の開発の経験が求められます。

Step 6：テスト、製造上のルールの確認
　ボード・テスト（バウンダリ・スキャンなど）、システム・テスト、製造・組み立て工程などの
ルールに抵触しないかどうかを確認します。

Step 7：コストの確認
　FPGAの調達コストが、開発するシステム全体のコストに見合っているかどうかを確認します。

　ここでは、FPGAのロジック設計の概要について説明していきます。ここで「ロジック」と
は、すべての計算処理をディジタル信号の“0”、“1”で実現する「論理回路（Logic Circuit）」
のことを指します。これは「ディジタル回路」とほぼ同義です。FPGAの内部にある、カスタム
機能を作り込むための領域を「プログラマブル・ロジック」と呼ぶのも、その実体が論理回路
であるためです。

2値論理とブール演算の世界

（Sさん）「感覚的にですが、ディジタル回路の設計は並列処理プログラミングに似てい
ませんか？」

 （H 主任）「確かに、マルチタスクやマルチプロセッシングに対応したソフトウェアの開
発経験があれば、理解しやすいかもしれないね」

 「学校で概念は勉強したのですが、実際の仕事では、あまり並列処理を意識したこと
がありません」

 「回路設計では並列動作があたりまえ。前提条件みたいなものだ。その上、クロックと
いう、ソフトウェアにはない時間の刻みもある。ソフト系の技術者にとって、これが一
番大きな壁かもしれないね」

 「どうすれば早く理解できるようになりますか？」

 「シミュレータを動かすだけじゃなく、実際にボードを動かしたり、信号の変化を目で
追ったりしながら、勉強していくしかないだろうね。ただ、いったん習得してしまえば、
実際の設計では開発ツールがいろいろと助けてくれる。それほど深刻に考えなくても
大丈夫だよ」

　HDL（Hardware Description Language；ハードウェア記述言語）設計の教科書を読み
始めたSさん。C言語のプログラミングには慣れているので、文法を理解するのは早いよう
です。HDLシミュレータを使いながら、動作を確認しています。

　笑いながら、H主任は去っていきます。実際のところ、FPGAの回路の設計って難しいので
しょうか？

注：論理回路の動作は、ブール代数や真理値表、カルノー図などで表現されます。実際の論理回路では、
“0”、“1”の2値以外に“X（不定）”や“Z（高インピーダンス）”の状態も考慮する必要があります。

基礎編：FPGAロジック設計入門
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Cに似た言語でコーディング

　用意されたライブラリの回路部品（IPコア）をFPGAに組み込むだけであれば、ロジック設
計の知識はほとんどいりません。しかし、以下のような場合にロジック設計の知識が必要に
なります。

　・ライブラリにない機能を作ってFPGAに追加する必要があるとき
　・FPGAが思ったとおりに動作しなかったとき（実機上での不具合解析が必要なとき）
　・回路規模や性能、消費電力のチューニングが必要になったとき

　マイコンもFPGAも、中身は（内蔵A-DコンバータやPLLなどを除いて）基本的にディジタ
ル回路とみなせます。マイコンの場合、プログラミング言語やコンパイラ、デバイス・ドライ
バ、OSなどによりハードウェアの細部は隠ぺいされています。一方、FPGAの場合、昔と比べ
ると抽象化されてきているとはいえ、それでも回路や信号のふるまいを無視して設計するこ
とはできません。

　ただし、どのような複雑な処理もそれが論理回路で実現されている限り、その基本構成や
動作は単純です。トランジスタが集まって論理ゲート（NAND、NORなど）やレジスタ（メモ
リ）が構成され、論理ゲートやレジスタが集まって加算器やシフタ、カウンタ、ステートマシ
ンなどが構成され、これらの機能素子が集まってCPUや各種コントローラ、入出力インター
フェースが構成され、これらの機能ブロックが集まってマイコンや組み込みプロセッサが構
成されています。多くの機能が階層的に積み上げられているので途方もなく複雑に感じられ
ますが、“0”、“1”の二進数操作のかたまりであることにはかわりありません。

　「コンパイラ」と言いましたが、C言語をオブジェクト・コード（機械語）に変換するソフト
ウェア開発のコンパイラとは別物です。FPGAのツール・チェーンについては、後述します。

　シングルコアCPUで実行するソフトウェア・プログラムはシーケンシャルな処理が基本にな
りますが、論理回路は並列処理が得意です。マルチタスクやマルチスレッド、マルチコアいっ
た並列処理の概念とやや似ています。クロック・レベルの並列化、パイプライン並列化、デ
ータ並列化など、ロジック設計における並列処理の単位は多岐にわたります。

　並列処理（の回路構成）で設計する場合、複数の機能ブロックを実装して、処理を複数に
分散させるので、高速化が図れますが、回路規模が増大し、FPGA内部の回路リソースが不
足することがあります。逆に、単一の機能ブロックだけで設計する場合、処理は分散されな
いので、低速ですが小規模な回路構成となります。ソフトウェア開発の場合も、処理手順と
データ構造などの検討がきちんとなされていないと、性能が低下したり、必要なメモリ容量が
増えたりすると思います。それと同じことがFPGAでも起こります。

　また、ライブラリ（の回路部品）を有効に使えば、設計の手間が減ったり、バグ混入の機会
が減ったりする点は、マイコンのソフトウェア開発もFPGAのロジック設計も同じです。ライブ
ラリの品質については、事前にきちんと確認する必要があります。「適切なマニュアルが用意
されていない」、「バグが残っていることがある」といった状況は、ソフトウェア開発でも経験
することだと思います。

　FPGAの設計では、このような複雑な論理回路をコンパイラで生成します。入力はHDLと
呼ばれるプログラミング言語です。HDLにはいくつか種類がありますが、Verilog HDL（ベリ
ログ・エッチ・ディー・エル）という言語を使うケースが一番多いようです。文法はC言語に似
ています。

注：Verilog HDLのほかに、VHDLやSystemVerilog、SystemCといった言語がFPGA設計に使われていま
す。それぞれ利害得失があるのですが、最初はC言語に似たVerilog HDLを習得するのがおすすめです。
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　ここで、マイコンのプログラミングとFPGAのロジック設計の違いを以下にまとめます。

　FPGAのロジック設計の手順を紹介します。ここでは、FPGA開発環境としてアルテラの
「Quartus  II 開発ソフトウェア」を、開発・評価ボードとして「MAX 10 FPGA評価キット」を
利用します。

図3-1　MAX 10 FPGA評価キットの外観

図3-2　MAX 10 FPGA評価キットのブロック図

マイコン（プロセッサ） FPGA

C言語でコードを記述 HDL（ハードウェア記述言語）でコードを記述

多くの場合、シーケンシャルな処理が中心 並列処理が得意

設計に問題があると、性能が低下したり、
メモリ容量が増えたりする

設計や制約に問題があると、処理速度が低
下したり、回路規模が増大し不足したりする

FPGAロジック設計 ステップ・バイ・ステップ

®

https://www.altera.co.jp/products/design-software/fpga-design/quartus-ii/overview.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/kit-max-10-evaluation.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
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　最初に、ボードに搭載されているMAX 10 FPGAについて簡単に説明します。
　MAX 10 FPGAは、回路規模はやや小さめですが、フラッシュROM内蔵の1チップ・マイコ
ン（フラッシュ・マイコン）に似た構成を採るユニークなFPGAです。フラッシュ・マイコンと同
じように、電源を供給すると、初期化処理（内部のフラッシュROMからコンフィギュレーショ
ン・データをプログラマブル・ロジックの領域へ転送し、回路を実現する）を実行し、即座に
起動します。

　SRAMやフラッシュROM（コンフィギュレーション用の領域とは別に、ユーザ領域が用意
されている）のほか、1Mサンプル/秒の12ビットA-DコンバータやDDR2/DDR3 SDRAMイン
ターフェースなどの周辺機能を内蔵しています。回路を実現するためのコンフィギュレーショ
ン・データは、2通り記憶できます（2通りの回路構成を切り替えて使用できる）。最大約
50,000LE(Logic Element)の論理回路規模を持ち、このくらいのサイズがあれば、マイコン相
当の機能をまるごと実現できます。

　比較的小規模な組み込みソフトウェアを開発している方の多くは、単体テストや結合テス
トを省略し、実機上でのデバッグに力を注いでいると思います。一方、OSを利用する組み込
みソフトウェアや高い信頼性が要求される組み込みソフトウェアを開発している方は、パソコ
ン上でのテストの比重が高いかもしれません。FPGAの開発フローは、どちらかと言えば後者
に似ています。パソコン上で稼働するシミュレーション環境（HDLシミュレータ）での動作確
認やタイミング解析を入念に行った後に、実機上でのデバッグ作業に入ります。

注：FPGA開発に使用されるHDLシミュレータは、論理回路の動作（論理機能、信号変化のタイミング）を
模擬するシミュレータです。組み込みソフトウェアの開発環境で言うと、マイコン・ベンダが提供するISS（命
令セット・シミュレータ）、あるいは周辺機能も含めてプロセッサ全体の動作を模擬するバーチャル・プラッ
トフォーム（オープン・ソースのQEMU、Synopsys社のVirtualizerなど）に近い位置づけのツールです。

※ LEは、アルテラのFPGAで用いられている、論理回路の規模を表す単位。1 LEは、10～12個分の論理ゲー
トに相当します。その実体は、4入力のルックアップ・テーブル（LUT）やプログラマブル・レジスタ、桁上げ用
の信号線などで構成された回路ブロックです。

図3-3　マイコン、FPGAの開発フロー

　FPGAのロジック設計の手順は、以下のようになります。

https://www.altera.co.jp/products/fpga/max-series/max-10/overview.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
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　それでは、ロジック設計の工程を順番に説明します。

Step 1：開発環境の準備
　最初に開発用パソコンを用意し、アルテラのFPGA開発環境「Quartus II 開発ソフトウェア」
をダウンロードしてインストールします（ユーザ登録が必要）。Quartus II 開発ソフトウェアに
は無償版（ウェブ エディション）と有償版（サブスクリプション エディション）があり、どちら
でもMAX 10 FPGAを開発できます。対応OSはWindows 7/8、Red Hat Enterprise Linux 5/6、
Window Server 2008 R2で、それぞれ64ビット版が必要です（32ビット版では動作しない）。

　また、作成した回路の動作をパソコン上で確認するためのシミュレータ「ModelSim  
-Altera 」もインストールします。ModelSim-Alteraは、Mentor Graphics®社が開発したHDL
シミュレータ（ModelSim）のAltera専用版です。64ビット版OSで動作させる際には、32ビット
のライブラリ・ファイルを要求されることがあります。他のツール・ベンダが提供するHDLシミ
ュレータのライセンスを持っている方は、そちらを利用してもかまいません。

　これらのツールは、アルテラのWebサイト（ダウンロード・センター）からダウンロードでき
ます。ここでは、各エディションのページから以下のファイルをダウンロードします。

　・Quartus II Software (includes Nios II EDS) 
　・ModelSim-Altera Edition (includes Starter Edition) 
　・MAX 10 FPGA device support

　Quartus II 開発ソフトウェアのインストールが終わったら、アルテラのダウンロード・ケー
ブルである「USB Blaster™」のドライバをインストールします。自動インストールには対応し
ていません。Windows環境の場合、USB BlasterをパソコンのUSBポートに接続した後、「コン
トロール パネル」から「デバイス マネージャー」のウィンドウを開きます。警告マークが付い
たUSB Blasterの項目があるのでこれを選択し、ドライバを手動で検索してインストールしま
す。ドライバはQuartus II 開発ソフトウェアをインストールした場所の下の「¥altera¥（バージ
ョン番号）¥quartus¥drivers¥usb-blaster」にあります。

Step 2：設計、HDLコーディング
　設計の工程はソフトウェア開発の場合と同じです。要求分析や要件定義を行って仕様を策定
し、機能設計（外部設計）、詳細設計（内部設計）を行い、必要なドキュメントを作成します。

　設計が終わったら、実装（コーディング）の工程に入ります。

　まず、Quartus II 開発ソフトウェアでプロジェクトを作成します。Quartus II 開発ソフトウェ
アを起動します。

®

®

https://www.altera.co.jp/products/design-software/fpga-design/quartus-ii/overview.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/design-software/fpga-design/quartus-ii/quartus-ii-web-edition.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/design-software/fpga-design/quartus-ii/quartus-ii-subscription-edition.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/design-software/model---simulation/modelsim-altera-software.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/design-software/model---simulation/modelsim-altera-software.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/downloads/download-center.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
http://dl.altera.com/?edition=web?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
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　「File」メニューの「New Project Wizard」を選択します。Wizard画面に従って、必要事項
を入力していきます。Working Directoryの場所とプロジェクト名を入力します。

　Project Typeは、ここでは一から作り始める「Empty project」を選択しますが、この他にア
ルテラで用意されている様 な々デザイン例を利用する「Project template」も非常に簡単で
便利です。次のAdd Filesも最初はデザイン・ファイルがないので、空欄になります。Family 
& Device Settingsで使用するFPGAを選択します。ここでは、「MAX 10（DA/DF/DC/SA/S-
F/SC）」を指定し、下の一覧の中からMAX 10 FPGA評価キットのボードに搭載されている
「10M08SAE144C8GES」を選択します。

図3-5　プロジェクト名を登録

図3-4　Quartus II 開発ソフトウェアを起動
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　EDA Tool Settinsは、Quartus II 開発ソフトウェアといっしょに使用するツールを設定する
画面です。ここではSimulationのTool NameにModelSim-Alteraを、FormatにVerilog-HDLを
設定します。これで設定は終了です。

　続いてHDLのコーディングです。「File」メニューの「New」を選択します。作成できるファ
イルの一覧が表示されます。ここでは「Verilog HDL File」を選択します。

　Quartus II 開発ソフトウェアの画面の中央にエディタが開きます。ここでコーディングを行
います（使い慣れたテキスト・エディタで作成し、ファイルを読み込んでもかまわない）。

　大規模な回路を設計する本格的な製品開発では、HDLコーディングの後、シミュレーショ
ンを行って動作を確認します。ですが、ここではFPGAの初心者向けに話を分かりやすくする
ため、コンパイル後にシミュレーションするケースを説明します。

図3-6　デバイスを選択

図3-7　Verilog HDLファイルを新規作成
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　続いて、ピン割り当ての設定を行います。Quartus II 開発ソフトウェアの「Assingnments」
メニューから「Pin Planner」を選択します。HDLデータの入力ピン、出力ピン、双方向ピンを
FPGAの対応するピンに割り当てます。

　これで準備は終わりです。コンパイルを行います。

　Quartus II 開発ソフトウェアがコンパイル中に行っているのは、以下の処理です。
　・HDLデータの構文解析、文法チェック
　・論理合成（HDLデータを論理回路へ変換、論理機能を維持したまま無駄な論理素子
　   を削減）
　・配置配線（ターゲットとなるFPGAの物理的な回路構造に合わせて論理素子を配置、
　   論理素子間を結線）

図3-8　Verilog HDLでコーディング

図3-9　ピン割り当てを設定

Step 3：コンパイル
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図3-10　コンパイルを実行

　・コンフィギュレーション（デバイスへの書き込み）用ファイルの生成
　・タイミング解析
　・他のツールで使用するデータ（各種ネットリスト）の生成
　
　Quartus II 開発ソフトウェアの「Processing」メニューから「Start Compilation」を選択し
ます。コンパイルが始まります。

　コンパイル・エラーがなくなるまで、HDLコードやピン割り当ての設定を確認・修正します。

　コンパイルが終わったら、HDLシミュレータによって作成した回路が正しく動作するか
どうかを確認します。すなわち、設計仕様の通りに、クロック信号の変化に合わせて、論理
回路の信号（“0”、“1”）が正しく変化しているかを確認します。

　シミュレーションでは、外から回路へ与えられる信号（クロック、リセットなど）をHDLで
記述する必要があります。また、回路から外へ出て行く信号が期待通りの値になっている
かをチェックしないと、回路が正しく動作しているかどうか判定できません。このような期
待値比較の仕掛けもHDLで記述します。シミュレーションだけで使用するこのような検証
用途のHDLコードを「テストベンチ」と呼びます。そして、設計した回路のHDLコードとテ
ストベンチのHDLコードをいっしょにシミュレーションします。

　Quartus II 開発ソフトウェア本体にはHDLシミュレータが付属していません。ここでは
Quartus II 開発ソフトウェアといっしょに提供されているModelSim-Alteraを起動します。
Quartus II 開発ソフトウェアの「Tools」メニューから「Run Simulation Tool」→「RTL 
Simulation」を選択します。

Step 4：シミュレーション
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　コンフィギュレーション・データをFPGAに書き込みます。まず、開発用パソコンとMAX 
10 FPGA評価キットのボードの間をUSB Blusterで接続します。また、ボード上には電源供
給用のUSBポート（mini-B）があります。手持ちにUSBケーブルで、これと電源供給元（パ
ソコンや電源アダプタのUSBポート）を接続します。

　ModelSimの「File」メニューから「New」→「Project...」を選択し、プロジェクト名と作業
用ディレクトリを設定します。続いて、「Add Existing File」のアイコンを選択し、回路とテス
トベンチのHDLデータを選択します。ModelSimの「Compile」メニューから「Compile All」
を選択します。これでシミュレーションの準備は終わりです。

　ModeSimの「View」メニューから「Wave」を選択して波形ビューワを表示します。Objects
ウィンドウの中から、動作を確認したい信号をWaveウィンドウへドラッグアンドドロップし
ます。シミュレーションする時間を指定し、実行（Run）すると波形が表示されます。

図3-11　ModelSim-Alteraを起動

図3-12　開発用パソコンとボードを接続

Step 5：デバイスへの書き込み
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図3-13　Programmerを起動・実行

　Quartus II 開発ソフトウェアの「Tools」メニューの「Programmer」を選択します。
Harware Setup画面のCurrently selected hardwareは「USB Blaster」を選択します。なお、
リストにUSB Blasterが表示されない場合、デバイス・ドライバのインストールに失敗し
ている可能性があります。デバイス・ドライバを再インストールしてみてください。

　最後に左上の「Start」をマウスでクリックします。コンフィギュレーション・データのデバイスへ
の書き込みが始まります。

　ボード上の動作を確認します。正しく動作しない場合、パソコンとボードの接続を確認し
たり、HDLコードやピン割り当ての設定を確認・修正したりします。

Step 6：実機上での動作確認、デバッグ

（Sさん）「FPGA の中に CPUとメモリと I/O を入れてみました。これならすぐにソフト
で動かせそうです」

 （H 主任）「ITRONも使えるようにしておいてね」

 「リアルタイムOS が使えるんですか？」

 「もちろん。普通のマイコンと変わらないよ」

 「やっと自分の出番が来た、という気分です」

 「実は、来年の新機種からなんだけど、外販している工業用ロボットと自動搬送機の制
御基板に CPU 入りの FPGA を載せることになってね。うちの部署にはソフト開発の
経験者がほとんどいなかったから、上にかけあって、きみに来てもらえるように根回し
してもらってたんだよ」

 「……そうだったんだ」

　FPGA設計の一連の流れを理解したSさん。暗闇を手探りで進むかのような状況から一転し、
今は楽しそうに仕事に取り組んでいます

　CPUと周辺機能が入ったFPGAは、まさに1チップ・マイコンそのもの。こうなると、組み込み
ソフト開発の経験のあるSさんの独壇場です。次の製品開発に向けて、ソフト環境やライブラリ
の整備にいそしむSさんでした。

応用編：CPU機能をFPGAへ組み込む
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　ソフトIPは、それを合成し直せば、FPGAが世代交代しても使い続けられます。標準品のマ
イコンは、メーカの方針によりディスコン（生産中止）になることがあります。一方、ソフトIPの
CPUを使うと、設計資産を比較的容易に延命させることができます。実際、このような点を評
価して、産業用機器や通信機器などのメーカがソフトIPのCPUを採用するケースが増えてい
ます。例えば小規模・単機能の機器のメイン・プロセッサ、あるいはシステム管理・保守用の
サブプロセッサとして使われることが多いようです。

　ソフトIPのCPUには、ある程度FPGAの設計が進まないと動作周波数が確定しないという
問題があります。しかし、いったんFPGAへの実装が完了すれば、マイコンのCPUと差異はあ
りません。ソフトウェアはIDEで開発し、デバッグにはJTAGデバッガを使えます。リアルタイム
OSも動作します。ただし、標準品のマイコンと比べると、サポートしているサード・パーティの
数はやや少なめですが、市場に浸透しているベンダを中心に、技術分野として、ひと通り網羅
しています。

　FPGAには、デフォルトで用意されている機能と、ユーザが後載せする機能があると述べま
した。専門用語では、前者のタイプの回路部品（IPコア）を「ハードIP」、後者のタイプを「ソ
フトIP」と呼んでいます。

　FPGAにソフトIPのCPUを実装する手順を紹介します。ここでは、MAX 10 FPGA評価キッ
トのボードにアルテラのCPUである「Nios   II プロセッサ」を実装します。

ディスコンに困らないCPU

CPU実装 ステップ・バイ・ステップ

注：これはハードウェア、ソフトウェアとは関係ありません。どちらもハードウェアとして実装されます。半
導体マスクのレベルで最適化されており、後から改変のきかないものを「ハードIP」、最初に抽象度の高
い表現（HDL）で機能を記述し、段階的に詳細化・具体化していくもの（要求仕様に合わせて、回路規模
や性能をカスタマイズしやすい。また、別のデバイス技術や製造プロセスに移植しやすい）を「ソフトIP」
と呼んでいます。

　ハードIPとソフトIPの両方の形態で提供されている回路部品の一つがCPUです。SoCタイ
プのFPGAは、CPUとその周辺機能をハードIPの形態で搭載しています。ソフトIPのCPUにつ
いては、FPGAベンダが自社の顧客向けに提供しているものがよく使われています。

注：ソフトIPのCPUは、「ソフトCPU」、「ソフトマクロCPU」、「ソフトコア・プロセッサ」と呼ばれることもあ
ります。

図4-1　Nios II の機能ブロック図

®

https://www.altera.co.jp/products/processors/overview.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
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　Nios II Gen2はRISCアーキテクチャを採る32ビットCPUで、高性能な「Nios II/f」と回路
規模の小さい「Nios II/e」の2品種が提供されています。

　このCPUは、FPGAのプログラマブル・ロジックの領域を使ってカスタム命令やカスタムの
周辺機能（ハードウェア・アクセラレータなど）を追加する仕組みを備えています。この仕組
みをうまく使いこなすと、処理性能を1桁以上引き上げることができます。

　FPGAへのCPUの組み込みには、Quartus IIの中に含まれるシステム統合ツール「Qsys」を使
用します。このツールは、使用する回路部品（IPコア）とその間の接続情報を与えると、前述した
FPGAのロジック設計に必要なすべてのHDLコードと各種ファイルを自動生成します。

　Nios II Gen2を実装する手順を以下に示します。

　左上のIP Catalogウィンドウが回路部品（IPコア）のライブラリです。CPUや周辺機能、I/Oなど
の一覧が表示されています。右側のSystem Contentsタブには、クロックを供給するClock Source
（clk_0）が最初から表示されています。この下に、使用する回路部品が並びます。

　Quartus II 開発ソフトウェアの「Tools」メニューの「Qsys」を選択し、Qsysを起動します。

Step 1：Qsysの起動

　CPUを選択します。左上のIP Catalogの「Processors and Peripherals」の左の[＋]をマウスで
クリックして下の階層を表示し、さらに「Embedded Processors」の下の階層も表示します。

Step 2：Nios II Gen2の選択

注：ライセンス料は、Nios II/eが無料、Nios II/fが有料です。製品に搭載したときのロイヤリティ（チップ1
個あたりの利用料金）はいずれも無料です。

図4-2　Qsysを起動

図4-3　IP CatalogのNios II を表示
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　以下の二つの項目が出てきます。
　・Nios II (Classic) Proessor
　・Nios II Gen2 Processor
　上はNios II の第1世代品で、このCPUはMAX 10 FPGAに対応していません。ここでは
「Nios II Gen2 Processor」をマウスで選択してダブルクリックするか、または下の「＋Add...」
をクリックします。Nios II Gen2 Processorウィンドウが開きます。

　左側にはブロック図のシンボルが表示されています。右側には多くのタブが存在します。
それぞれ、以下のような項目を設定する画面になっています。

　・Main：Nios II/e、Nios II/fの選択
　・Vectors：リセット・ベクタや例外ベクタの設定
　・Caches and Memory Interface：キャッシュ・サイズや密結合メモリの設定
　・Arithmetic Instructions：乗算器やシフタ/ローテータ、除算器の実装方式の設定
　・MMU and MPU Settings：MMU（Memory Management Unit）とMPU（Memory
　   Protection Unit）の設定
　・JTAG Debug：JTAGデバッガのハードウェア・ブレークポイントやトレース方式などの設定
　・Advanced Features：ECC（誤り訂正コード）や割り込み、分岐予測などの設定

　必要な設定を行ったら、右下の「Finish」をマウスでクリックします。Nios II Gen2 Processor
ウィンドウが閉じます。また、QsysのSystem ContentsタブのClock Sourceの下に、新たに
Nios II Gen2 Processor（nios2_gen2_0）が表示されています。

図4-4　Nios II Gen2 Processorウィンドウが開く

図4-5　Nios II プロセッサが追加された
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　再度、Nios II Gen2の設定を行いたい場合、「Nios II Gen2 Processor」の行をマウスでダブ
ルクリックすると、Nios II Gen2 Processorウィンドウが開きます。

　Step 2と同じ手順で、IP Catalogから使用する周辺機能やI/Oなどを選択します。

　例えば、内蔵RAMを使用する場合、IP Catalogの「Basic Functions」の下の階層の「On Chip 
Memory」の下に「On-Chip Memory (RAM or ROM)」という項目があります。これを選択して
ダブルクリックすると、On-Chip Memory (RAM or ROM)ウィンドウが開きます。

　Memory Typeは「RAM(Writable)」を選択します。また、必要に応じてデータ幅やメモリ・
サイズなどを設定します。設定が終わったら、右下の「Finish」をマウスでクリックします。Nios 
II Gen2の場合と同じように、QsysのSystem ContentsタブにOn-Chip Memory (RAM or 
ROM)が表示されているはずです。
　このようにして、すべての周辺機能やI/OなどをSystem Contentsタブに配置します。

Step 3：周辺機能やI/Oなどの選択

　System ContentsタブのConnectionsの列は、回路部品の間の接続を示しています。矢印の向
きは信号の方向に対応します。ここで、クロック、リセット、バスなどの配線を行います。

　例えばクロックの場合、Clock SourceのClock Outputピンから伸びている線と、Nios II 
Gen2 ProcessorのClock Inputピンから伸びている交点をマウスでクリックし、白丸を黒丸
へ変更します。黒丸は接続している状態を示しています。同じ方法で、Clock Sourceとメモ
リの間、Clock Sourceとその他の周辺機能の間の交点を黒丸にします。

Step 4：配線とアドレスの修正

図4-6　On-Chip Memory (RAM or ROM)ウィンドウが開く
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　リセットやバスの配線も同じ方法で行います。なお、ハーバード・アーキテクチャーのNios 
II Gen2では、命令バスとデータ・バスが分かれています。

　ここでQsysのAddress Mapタブを選択すると、エラー（赤丸に×印）が表示されていると思
います。アドレスが重なり合っている個所を修正する必要があります。System Contentsタブ
のBaseの列の数値がアドレスの先頭番地です。これを調整して、アドレスが重ならないよう
にします。

　必要に応じてNios II Gen2や周辺機能、I/Oなどの設定を修正し、Qsysのエラー表示がな
くなれば作業は終了です。

図4-7　クロックを接続

図4-8　アドレスを修正

　Nios II Gen2や周辺機能、I/OをFPGAへ組み込むために必要なデータを生成します。Qsys
の右下の「Generate HDL...」をマウスでクリックすると、Generationウィンドウが開きます。

Step 5：HDLコードと各種ファイルの生成
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　Synthesisの欄で生成する言語（ここではVerilog HDL）を選択し、データを出力するディレ
クトリを設定します。右下の「Generate」をマウスでクリックします。

　Quartus IIを使い、Verilog HDLで最上位階層のモジュールを作成します。そして、Qsysで生
成したVerilog HDLファイルを、その下位のモジュールとして記述します。あとは、FPGAのロジ
ック設計のところで説明した手順でコンパイルし、デバイスへの書き込みを行います。

　Quartus II 開発ソフトウェアには、Nios IIで実行するソフトウェアの統合開発環境「Nios II 
SBT（Software Build Tools）for Eclipse」が付属しています。これは、オープン・ソースの
Eclipse統合開発環境（IDE）をベースに、Nios II専用のツールをEclipseプラグインとして追加し
たものです。Eclipseはマイコンや組み込みプロセッサの統合開発環境として利用されているの
で、操作に慣れている方も多いと思います。

　Nios II SBT for Eclipseは、Quartus II 開発ソフトウェアの「Tools」メニューから「Nios II 
Software Build Tools for Eclipse」を選択し、作業ディレクトリを設定すると起動します。

Step 6：最上位階層の作成

図4-9　Generationウィンドウが開く

図4-10　Nios II SBT for Eclipseの画面

EclipseベースのIDEが付属
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　例えば「File」メニューの「Nios II Application and BSP from Template」を選択し、Qsysが
生成したsopcinfoという拡張子のファイル、プロジェクト名、およびテンプレートを設定する
と、プロジェクトが生成されます。その中に、テンプレートの内容に沿ったCのサンプル・コー
ドやMakefileなどが用意されています。

　本記事の内容に関連するオンライン資料、セミナー、オンライン・トレーニングを以下に示
します。

オンライン資料（日本アルテラ）
・MAX 10 FPGA関連
・Quartus II 関連
・Nios II 関連
・Qsysシステム・デザイン・チュートリアル

オンライン・トレーニング（日本アルテラ）
・はじめてのFPGA設計
・Quartus II 開発ソフトウェア基礎編：スタート・ガイド
・Nios II & Qsys（システム統合ツール）基礎編

セミナー（アルテラ販売代理店）
・カスタムマイコン設計トライアル ～MAX 10 FPGA を使った組込み設計を体感！～（無料）

参考資料

https://www.altera.co.jp/products/fpga/max-series/max-10/support.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/products/design-software/fpga-design/quartus-ii/support.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/support/literature/lit-nio2.html?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
https://www.altera.co.jp/content/dam/altera-www/global/ja_JP/pdfs/literature/tt/tt_qsys_intro_j.pdf?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
http://wl.altera.com/education/training/courses/OJDSW1010?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
http://wl.altera.com/education/training/courses/OJFNDSTART?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
http://wl.altera.com/education/training/courses/OJEMB1116?utm_source=Altera&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAX_10_Production_Nios&utm_content=JP_MCU2FPGA-SbyS
http://www.elsena.co.jp/elspear/seminar_workshop/max10_seminar.html
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