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SoC における
リアルタイム性の課題と機会
ホワイトペーパー
高度なプロセス・テクノロジとシステム統合が、シリコン・コンバージェンスを推し

進めています。FPGA は、この方向に高速に進んでおり、SRAM メモリ、デジタル信

号処理 (DSP) ブロック、乗算器ブロック、シリアル・トランシーバ、メモリ・コント

ローラ、高度な I/O 機能が既に統合されています。プログラマブル・テクノロジにお

ける最新の進歩は、SoC に含まれています。SoC は、アルテラ FPGA に ARM® アプ

リケーション・プロセッサを統合するだけでなく、充実したペリフェラル・プロセッ

サ・サブシステムも統合しています。これらのテクノロジが融合されることによって、

リアルタイム組込みシステム・デザインに新しい課題と機会がもたらされています。

はじめに
このホワイト・ペーパーでは、高度な産業用ドライブ装置またはインバータ・アプリ

ケーションを検討し、シリコン・コンバージェンスがリアルタイム・デザインに与え

る影響を紹介します。高度に集積化されたソリューションが登場する前は、図 1 に示

されているドライブ装置の 4 つの主要機能で、それぞれ独自のインストラクション・

セットと開発環境を持つ独自のプロセッサまたは DSP ブロックが使用されていまし

た。例えば、モーター制御では単純な 32 ビット・プロセッサを使用する場合があり、

ネットワーキング・インタフェースは独自の 32 ビット・プロセッサを利用する場合

があります。何より、優先されるのは、システム自体の損傷やオペレータのけがを防

ぐ安全機能です。

シリコン・コンバージェンスにより、産業用ドライブ装置のこれらの機能がすべて、

費用効率の高い 1 つのプログラマブル SoC に統合されました。このシステムは、最も

高度なリアルタイム・システムと同様に、次のような処理を行います。

 4 つの主要機能ブロックのそれぞれから信号を収集します。

 収集した信号を処理して関連データを抽出します。

 演算を多用する解析を適用してデータ駆動型の決定を行います。

 決定内容を実行するために動作します（すべて最大レイテンシ要件の制約を受け

ます）。

図 1. 産業用ドライブ装置およびインバータの 4 つの基本機能
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ページ 2 時間を短縮しながら処理件数を増やすという課題
自動車運転支援、リアルタイム金融取引、誘導システムなどの他の各種アプリケー

ションでも、この同じリアルタイム処理モデルが登場します。

時間を短縮しながら処理件数を増やすという課題
システムの応答性は、リアルタイム・アプリケーションにおいてもっとも重要です。

システムがリアルタイム・イベントにどれだけすばやく一貫して応答できるかや、シ

ステムが毎回決まった特定の時間内に必要なタスクを実行できるかどうかが重要と

なります。組込みエンジニアは、総時間を短縮しながら、実行する機能と計算をさら

に高度化することを目指し続けています。 

最初、エンベデッド・ハードウェアは、単純な比例・積分・微分 (PID) モーター制御

を行っていました。図 2 に示されているように、時間の経過と共にモーター制御の高

度化が進み、モデル・ベースのモーター制御ソリューションが含まれるようになりま

した。モーション・アダプティブ・モーター制御では、システムは、変化するシステ

ム条件にインテリジェントに適応し、センサーのフィードバックを基に制御パラメー

タを返すことができます。最終的に、ファクトリ・オートメーション環境において、

複数のモーターが通信を行い、応答と複雑な動きを調整するようになりました。例え

ば、安全に関わる例外により停止シーケンスがトリガされ、そのシーケンスでは、シ

ステムのダウンタイムを最小限に抑えるために、各種装置の動きを調整してオペレー

タと下流工程の機械の両方を保護する必要がある場合などがあります。必然的に、こ

うした高度なコンピューティングすべてを実行する時間は徐々に短縮されることに

なります。

高度化に伴い、アルゴリズムでも、より多くの計算、より大きなデータ・セット、よ

り多くの DSP 能力が必要になっています。データの保存場所とそのデータへの通信

帯域幅は重要な意味を持ち、システムの応答性に直接影響を与えます。

図 2. 時間を短縮しながら処理件数を増やすことが求められる組込みアプリケーション
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スケジューリングの競合という課題 ページ 3
スケジューリングの競合という課題
スケジューリングの競合も、リアルタイム・システム・デザインで避けられない課題

です。従来のデザイン手法では、図 3 に示されている 4 つの主要な産業用ドライブ装

置の機能がそれぞれ独自の専用プロセッサを持ち、基本的にはそれぞれが独立して動

作します。一方、コンバージェンス・ソリューションでは、これら 4 つの機能グルー

プが 1 つのシステムに統合されますが、それぞれは依然として同期せずに動作しま

す。すべての割り込みが 1 台のデバイスに送られるため、スケジューリングが競合す

る可能性があります。割り込みは性質上ランダムで非同期的であるため、適切に処理

しなければ、アプリケーション・プログラム内でスケジューリングが衝突し、結果と

して応答性が低下する可能性があります。スケジュールの競合を避けるために鍵とな

る要素は、ジッタの管理とより確定性の高い動作の確保です。

産業用ドライブ装置アプリケーション全体を 1 つのプロセッサに統合した場合には、

図 3 に示すように、計算時間の大半は、紫色で示されている電流制御ループの実行に

費やされます。その間にシステムは他の各種モーター制御およびネットワーキング機

能を実行するため、システム内で安全イベントがトリガされる可能性があります。安

全性が何よりも優先されるので、システムは故障状態を検出、診断し、即座に応答し

て適切な安全措置を実行し、円滑に停止する必要があります。システムの実際の応答

速度が重要となります。

システムの応答性の測定
リアルタイム応答性はどのように測定するのでしょうか。応答性は、以下の 2 つの要

素で構成されています。

 割り込みレイテンシ — イベント発生後、発生したイベントをシステムが認識でき

る速度。プロセッサ・ベースまたは DSP ベースのアプリケーションの場合、割り

込みレイテンシ (I) とは、割り込みがアサートされた瞬間から、プロセッサが現在

実行中の機械命令を完了して割り込みサービス・ルーチン (ISR) の 1 行目に分岐す

る瞬間までの時間です。

 実行時間 — イベント認識後、認識したイベントをシステムが処理できる速度。プ

ロセッサ・ベースまたは DSP ベースのアプリケーションの場合、実行時間 (E) と
は、プロセッサが特定の ISR 内に含まれるすべての命令を完了し、通常の動作に

戻るために必要な時間です。

図 3. 産業用ドライブ装置アプリケーション
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ページ 4 リアルタイム・プロセッサおよびリアルタイム・ツール
図 4 に示されているように、割り込みレイテンシを割り込み実行時間に足す (I + E)
と、合計応答時間を求めることができます。

リアルタイム・プロセッサおよびリアルタイム・ツール
アルテラのプログラマブル・テクノロジは、アルゴリズムを高速化する独自の機能と

システムのリアルタイム応答を改善する機会を提供します。プログラマブル・ロジッ

ク・エレメント (LE) 上で実装される超並列ハードウェア・ソリューション、DSP ブ
ロック、または 1 つ以上のハード・プロセッサまたはソフト・プロセッサで実行され

るソフトウェア・ソリューション間で、スピードが重視されるアルゴリズムを効率的

に分割できます。 

表 1 に要約されているアルテラのリアルタイム・プロセッサおよびリアルタイム・

ツールを使えば、組込みシステムの設計者は、ハードウェアとソフトウェアのトレー

ドオフを検討し、リアルタイム性能に関する厳しい課題を解決する新しいソリュー

ションを開発できます。リアルタイムに関する課題を解決するソリューションは、以

下の要素で構成されるアルテラのリアルタイム・プロセッサおよびリアルタイム・

ツール全体へのハードウェア実装とソフトウェア実装間にリアルタイム・アルゴリズ

ムを慎重に分割することで実現できます。

 ハード・プロセッサ (ARM Cortex™-A9 プロセッサ )

 ソフト・リアルタイム・プロセッサ (Nios® II プロセッサ )

 DSP ブロック ( 可変精度ハードウェア乗算器およびアキュムレータ )

 ステート・マシン (コア・ファブリック内の LE を使用するカスタム・ハードウェア )

図 4. 割り込みレイテンシとプロセス実行時間
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表 1. アルテラのリアルタイム・ツールのコンポーネント

ソリューション
割り込み

レイテンシ
実行速度

データ・
セット

確定性
デザイン

手法

ARM Cortex-A9 
プロセッサ

中程度 高速 非常に大きい 中程度 C

Nios II ソフト・
プロセッサ

短い
( ベクトル割り込み

コントローラ )
中程度 大きい 高い C

DSP Builder + 
Intellectual Property (IP) 短い

高速～
非常に高速

限定的
非常に高い

( ジッタなし )
MATLAB/ 
Simulink

ハードウェア・ベース
のステート・マシン

非常に短い 超高速 小さい
非常に高い

( ジッタなし )
FPGA デザイン、

HDL ツール
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リアルタイム・プロセッサおよびリアルタイム・ツール ページ 5
アルテラの ARM Cortex-A9 ベースのハード・プロセッサ・サブシステム (HPS) は、実

行速度またはスループットによりリアルタイム応答時間が決まるシステムにおいて

リアルタイム性能を改善できます。非対称型マルチプロセッシング (AMP) 手法を活

用することで、一般的に 1 台の Cortex-A9 プロセッサでオペレーティング・システム

と主なアプリケーション・プログラムを実行しながら、2 台目の Cortex-A9 プロセッ

サがスピード重視のリアルタイム機能専用となります。

アルテラの Nios II ソフト・プロセッサは、FPGA のリソースを使用します。そのた

め、Nios II プロセッサの最大クロック周波数は、特定の FPGA のコア・ファブリック

性能による制約を受けます。例えば、Cyclone® V デバイスでは、100 ～ 150 MHz とい

う Nios II プロセッサのクロック・レートが一般的です。Nios II プロセッサは、以下

のような注目すべき利点をリアルタイム処理に提供します。

 ベクトル割り込みコントローラにより割り込みレイテンシを短縮できます。

 アプリケーションで使用できる Nios II プロセッサの数は、FPGA ファブリックの

サイズによってのみ制限されます。

 1 つの Nios II プロセッサをスピードが非常に重視される 1 つの機能専用にするこ

とで、確定性の高い割り込み応答時間を保証し、ARM Cortex-A9 プロセッサを解

放して他の機能で利用できるようにすることができます。

 Nios II プロセッサは、重要なリアルタイム・アルゴリズム・コードの格納場所と

して最適な密結合メモリ（オンチップ・メモリ）を使用できます。

 Nios II プロセッサには、FPGA ハードウェア・ベースのアクセラレータがリアル

タイム機能を実装し、プロセッサのパイプラインに結果を直接返すことができる

ようになるカスタム命令インタフェースが備わっています。

アルテラの可変精度 DSP アーキテクチャは、行列演算、フィルタ、変換、および DSP
演算によりリアルタイム応答時間が決まるシステムで、最も強力なリアルタイム性能

を実現します。 FPGA のプログラマブル・アーキテクチャの超並列性と多数の可変精

度 DSP ブロックをブロック SRAM と組み合わせることで、多くのアプリケーション

で極めて優れた性能が実現します。例えば、アルテラの Stratix® シリーズ FPGA は、1
teraFLOPS (TFLOPS) を超える浮動小数点 DSP 性能を提供します。これは、ARM ベー

スのどのプロセッサの性能よりも大幅に優れており、これに匹敵するのはハイエンド

GPU だけです。 

1 追加情報は、オンライン・セミナー 『28 nm FPGA で実現する 1-TFLOP 性能』をご

覧ください。 

アルテラの DSP Builder デザイン・ソフトウェアは、広く普及している

MATLAB/Simulink ソフトウェアのプラグインです。DSP Builder により、設計者はモ

デル・ベースのエントリ手法を使用して RTL を自動的に生成し、固定小数点性能と

浮動小数点性能のトレードオフおよびダイナミック・レンジを評価できます。同様に、

ループをアンロールして最大性能を実現したり、またはフォールドしてロジックを再

利用し FPGA リソースを節約できます。

最後に、FPGA のコア・ファブリックとアダプティブ・ロジック・モジュール (ALM)
は、最高の性能と確定性を実現するために、高速で効率的なハードウェア・ベースの

ステート・マシンを提供しています。VHDL または Verilog HDL でカスタム・デザイ

ンすることで、FPGA は、特定のアプリケーションやデータ・セットが比較的小さい

アプリケーションに対し、他の追随を許さない応答時間を実現できます。ただし、デ

ザイン・エンジニアが HDL の知識とタイミング・クロージャに関するデザイン制約

の知識を持っていることが必要です。
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ページ 6 ベンチマークの例 — FOC
ベンチマークの例 — FOC
ハードウェアとソフトウェアのトレードオフにより実現される性能向上は、もっぱら

アプリケーションに左右されます。この影響を最もよく示すのは、現実世界のベンチ

マークの例です。このモーター制御ベンチマークの例では、図 5 に示されているベク

トル制御 (FOC) が使用されています。ここでのアルゴリズムは、2 種類の制御ループ

で構成されています。外部制御ループは、モーターの位置と速度を測定し処理速度は

低速で問題ないため、従来のプロセッサ・ベースのソリューションに最適です。

これに対し、内部制御ループは計算がはるかに複雑で大変です。モーターからの電流

フィードバック測定を用いて、内部制御ループはパーク／クラーク・データ変換とそ

れらの逆変換により、トルクと磁束を計算します。このトルクと磁束の計算結果から、

モーターを駆動する空間ベクトル変調 (SVM) の値が最終的に計算されます。内部ルー

プの演算は、はるかに高速な処理速度を必要とし、計算が複雑です。

このベンチマークの例は、SoC で利用できる以下のハードウェアとソフトウェアの比

較ソリューションを使用して実装されています。

 C コードを使用して、ARM Cortex-A9 プロセッサだけを使用する FOC ベンチマー

クを実装します。

 C コードを使用して、Nios II プロセッサだけを使用する FOC ベンチマークを実装

します。

 FPGA ベースの Nios II プロセッサ処理と DSP Builder を利用するハードウェア・ア

クセラレーション手法を適用します。

 固定小数点または浮動小数点ソリューションを比較検討します。

 重要ループをアンロールまたはフォールドしたソリューションを検討します。

最後に、結果として作成されたソリューションのリアルタイム応答と確定的動作を比

較および対比します。

図 5. FOC のベンチマーク
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ソリューション 1 — ARM Cortex-A9 プロセッサのみ
この実装では、FOC モーター制御のベンチマーク・コード全体を C 言語で記述し、

SoC の ARM Cortex-A9 MPCore™ プロセッサ上のみに実装します。このデザインはオ

ペレーティング・システムのない「ベア・メタル」ソリューションのため、オペレー

ティング・システムによって曖昧さが増加する可能性を排除できます。

Cortex-A9 の割り込み応答特性

Cortex-A9 プロセッサの応答時間に影響を与える主な要素は、割り込みです。図 4 に

示されているように、SoC 内の Cortex-A9 プロセッサは、ARM の汎用割り込みコント

ローラ (GIC) からの割り込みを受け付けます。割り込みは、片方または両方の CPU に
送られます。GIC は、主に ARM のアプリケーション・クラス・プロセッサ向けに設

計されています。ARM のリアルタイム・プロセッサである Cortex-R および Cortex-M
ファミリでは、割り込みレイテンシを短縮するベクトル割り込みコントローラを採用

しています。

図 6. SoC 上のデュアルコア Cortex-A9 MPCore プロセッサ
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割り込みイベントはいつでも発生する可能性があります。しかし、図 7 に示されてい

るように、現在実行中の機械命令が完了するまで ARM CPU は割り込みイベントを認

識しません。800 MHz では、各命令は一般的に短時間で終了しますが、CPU が現在処

理しているデータへのアクセス時間で最も大きなばらつきが起こります。例えば、プ

ロセッサ・レジスタへのアクセスが最速で、次に速いのが L1 キャッシュへのアクセ

スです。同様に、L2 キャッシュへのアクセスはこれより低速になり、最も遅いのは

DDR メモリ・コントローラがリフレッシュ・サイクルを開始する際に同時に発生す

る外部メモリへのアクセスです。割り込み認識後は、Cortex-A9 プロセッサが 800 MHz
で ISR を高速実行します。

重要度の低い状態 LED を点滅させることがバックグラウンド・アプリケーション・

コードで決定され、その LED の状態変数がリフレッシュ・サイクルの途中でたまた

ま外部 DDR メモリに保存されたのと同時に、セーフティ・クリティカルな割り込み

イベントが届いたことを想像してください。この優先順位の高い割り込みは、重要度

の低い LED を点滅させるという現在の命令を CPU が終了するまで待たなければなり

ません。どうすればこのような状況を回避できるでしょうか。

ワースト・ケースの割り込みレイテンシは、ワースト・ケースのデータ・アクセス・

タイプによって決まります。データ・アクセス・タイプを制限すると、割り込みレイ

テンシを短縮できます。SoC のデュアルコア・プロセッサには、2 つの CPU がありま

す。AMP 手法を使用して、1 つのプロセッサをスピード重視のリアルタイム機能の高

速割り込み応答専用とし、残ったプロセッサをオペレーティング・システム、アプリ

ケーション・プログラム通信に使用します。

図 7. 現在の命令のデータ・アクセスによって異なる割り込みレイテンシ

プロセッサ・
レジスタ

L1 データ・
キャッシュ
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サイクル

現在の命令の完了 ISR の実行

ISR

割り込みイベントの認識

現在の命令が完了するまで割り込みイベント

よって決まります。
現在の命令およびデータ・アクセス・タイプに
は認識されません。最大割り込みレイテンシは、

と ISR への分岐
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以降の 3 つの例では、バックグラウンド・コードと ISR を高速メモリのみに制限する

ことで割り込み応答時間がどのような影響を受けるかを示します。当然のことなが

ら、最高の性能を実現するために、バックグラウンド・コードは while(1) ループと

してください。

これらのすべての例では、重要コードとして FOC ベンチマークを使用します。すべ

ての実装は、オペレーティング・システムによって不確実性が増加しないようにする

ために「ベア・メタル」ソリューションとなっています。このケース・スタディでは

選択した FOC ベンチマーク・コードを AMP モードでベア・メタル・コードとして実

行しましたが、デュアルコア ARM Cortex-A9 プロセッサは、プロセス処理用に RTOS
または Linux などのハイレベル OS を使用する単一の実行エンジンとして ( 対称型マ

ルチプロセッシング (SMP) モードで ) 一般的に使用されます。

ベスト・ケース・シナリオ — 重要コードとバックグラウンド・コー
ドを 32 KB 未満に制限

デュアルコア ARM Cortex-A9 プロセッサで可能な最高の割り込み応答は、図 8 で示

されているように、2 つの CPU のうち 1 つを重要な割り込み処理専用とすることによ

り実現できます。全体が CPU の L1 命令キャッシュに収まるように、バックグラウン

ド・コードと重要コードを 32 KB 以下に制限し、すべてのデータ構造をレジスタまた

は CPU の L1 データ・キャッシュに割り当てる必要があります。

図 8. ARM Cortex-A9 の最高の割り込み応答: 32 KB 未満の重要コードとバックグラウン
ド・コード
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表 2 は、コードを L1 キャッシュから直接実行した場合の FOC ベンチマーク・テスト

の結果を示しています。この平均は、割り込みルーチンを 1,024 回個別に実行した結

果です。ジッタは、最も速い応答と最も遅い応答の差です。表 2 と図 9 に示されてい

るように、この分割の割り込み応答時間は 1 μs 未満です。これは、ベクトル割り込み

コントローラのないアプリケーション・プロセッサとしては驚異的な数字です。この

並はずれた性能の最大の理由は、800 MHz で ISR を高速実行する Cortex-A9 プロセッ

サです。

ARM Cortex-AP の割り込み応答時間はかなり一貫しており、ジッタ ( 最小時間と最大

時間の差 ) はわずか 0.06 μs、つまり 60 ns と、ないも同然です。この特例的な手法は

優れた割り込み応答時間を実現しますが、一部のアプリケーションには適用できませ

ん。結局、SoC で追加できる ARM Cortex-A9 プロセッサは 1 つだけであり、割り込み

ルーチンすべてを 32 KB 以内に完全に収める必要があります。後述する FPGA ベース

のソリューションとは異なり、性能低下を招かずにこの手法をデザインで使用できる

のは 1 回だけです。他の ISR を追加すると、コードが 32 KB の制限を超え、全体的な

応答が遅くなる可能性があります。

表 2. ARM Cortex-A9 の割り込み応答時間 (32 KB 未満のコード )

最小 平均 最大 ジッタ

割り込みレイテンシ、I (μs) 0.16 0.170 0.19 0.03

FOC ベンチマーク・コード、E (μs) 0.70 0.705 0.73 0.03

合計 ISR 実行時間、I+E (μs) 0.86 0.875 0.92 0.06

図 9. ARM Cortex-A9 の割り込み応答時間 (32 KB 未満のコード)
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256 KB 未満の重要コードとバックグラウンド・コード

この記事で使用する FOC ベンチマーク・コードは 32 KB の制限内にうまく収まりま

すが、32 KB では収まらない割り込みルーチンも存在します。性能上の次の境界は、

図 10 に示されているように、コードとデータを L2 キャッシュの 256 KB 内に収める

ことです。SoC は、コードとデータをこのキャッシュ内に封じ込め、重要ルーチンに

対して高速アクセスを保証できます。

この評価では、32 KB を上回る大きなバックグラウンド・タスクを実行中に発生する

エビクションをエミュレートするために、L1 キャッシュをフラッシュしました。割

り込みイベント発生後、CPU が割り込みを認識する前に、バックグラウンド・タスク

が L2 キャッシュ内に保持されているデータにアクセスし、現在の機械命令を完了す

る必要がある場合もあります。この結果、表 3 と 図 11 に示されているようにベスト・

ケースの 0.165 μs からワースト・ケースの 1.30 μs まで、割り込みレイテンシ (I) が最

大でほぼ 8 倍にまで増加します。

図 10. 256 KB 未満の重要コードとバックグラウンド・コード
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表 3. ARM Cortex-A9 の割り込み応答時間 (256 KB 未満のコード )

最小 平均 最大 ジッタ

割り込みレイテンシ、I (μs) 0.165 0.86 1.30 1.135

FOC ベンチマーク・コード、E (μs) 0.700 0.71 0.79 0.090

合計 ISR 実行時間、I+E (μs) 0.865 1.57 2.09 1.225
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表 2 と 表 3 を比較すると、一部の演算で L2 キャッシュへのアクセスが遅いので、こ

れらの条件では ISR はわずかに長い時間を必要とします。コードとデータ全体が 32
KB 内に収まる前の例では、割り込みハンドラ全体が L1 キャッシュに収まるので、合

計応答時間は短くなりました。 

図 11 から、ベスト・ケース・シナリオと比べるとジッタ ( 割り込み応答のばらつき )
がはるかに大きいことは明らかです ( 最大 1.215 μs のジッタ )。ただし、ワースト・

ケースの合計割り込み応答は 2.09 μs と非常に良い数字に留まっています。

図 11. Interrupt Response: Critical and Background Code <256 KB
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256 KB 未満の重要コードとデータおよび 256 KB を上回るバックグ
ラウンド・コード

この最後の例では、図 12 に示されているように、バックグラウンド・コードとデー

タが大きすぎて L2 キャッシュに収まらず、外部 DDR メモリへのアクセスが必要な状

態を想定しています。重要な割り込みハンドラ・コードは 256 KB 未満のままで、L2
キャッシュ内に封じ込められます。L1 および L2 キャッシュは、外部 DDR メモリへ

のデータ・アクセスを高速化します。ただし、ワースト・ケースでは、DDR メモリ・

コントローラがリフレッシュ・サイクルを実行中に一部のアクセスが遅れることがあ

ります。DDR メモリのリフレッシュ動作により、合計アクセス時間が 200 ns 増加し

ます。

重要コードは 256 KB 未満で L2 キャッシュ内に保持されるため、この状態でも FOC
ベンチマーク・コードはすばやく実行されます。表 4 に示されているように、割り込

み応答全体が、外部メモリにアクセスするバックグラウンド・タスクを含めても

2.29 μs という良い数字に留まっています。

図 12. 256 KB 未満の重要コードとデータおよび 256 KB を上回るバックグラウンド・
コード
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表 4. ARM Cortex-A9 の割り込み応答時間 (256 KB 未満の重要コードとデータおよび 256 KB を上回るバック
グラウンド・コード )

最小 平均 最大 ジッタ

割り込みレイテンシ、I (μs) 0.41 0.89 1.50 1.09

FOC ベンチマーク・コード、E (μs) 0.70 0.71 0.79 0.09

合計 ISR 実行時間、I+E (μs) 1.11 1.60 2.29 1.18
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図 13 に示されているように、リフレッシュ遅延が発生した場合は最大割り込み応答

時間が増加しますが、実は、前のシナリオと比べ合計ジッタが若干縮小されます。  

ARM Cortex-A9 の結果のまとめ

Cortex-A9 のベンチマーク実装の結果を検討すると、以下のようないくつかの重要な

ポイントが明らかになります。

 割り込みレイテンシは、バックグラウンド・タスクによるデータ・アクセス場所

の影響を直接受けます。

 最高の性能を実現するには、2 つの Cortex-A9 プロセッサのどちらかを重要な割り

込みルーチンの排他処理専用とします。

 重要ルーチン専用の Cortex-A9 プロセッサでは、重要ループだけを実行するように

します。他のバックグラウンド・タスクは、重要ルーチンを処理するための割り

込みレイテンシに影響します。

 割り込み実行時間 (E) は、コードの場所とプロセッサのクロック周波数によって決

まります。

 最高の確定性を実現するには、重要ルーチンを 32 KB までに抑え、L1 キャッシュ

内に保存します。

 コードのサイズと性能の最適な妥協点を実現するには、重要ルーチンを 256 KB ま
でに抑え、L2 キャッシュに封じ込めます。

図 13. 割り込み応答: 256 KB 未満の重要コードとデータおよび 256 KB を上回るバック
グラウンド・コード

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

1.11

0.41

0.70

1.60

0.89

0.71

1.50

0.79

最大平均最小

2.29

割り込み
応答時間 

(µs)

FOC ベンチマーク・コード、E (µs)
割り込みレイテンシ、I (µs)
2013 年 1 月 Altera Corporation SoC におけるリアルタイム性の課題と機会



ソリューション 2 — FOC アルゴリズムを実行するスタンドアロン Nios II プロセッサ ページ 15
ソリューション 2 — FOC アルゴリズムを実行するスタンドアロ
ン Nios II プロセッサ 

SoC ごとの ARM Cortex-A9 プロセッサの最大数は 2 つです。1 つが重要ルーチン専用

でも、アプリケーションによってはスピードが重視される演算を複数個同時に行うこ

とを要求する場合があります。C コードとの完全互換性を維持しながら重要な機能を

オフロードする比較的単純な方法は、Nios II プロセッサを使用することです。

最適なリアルタイム応答を実現するには、図 14 に示されているように、FPGA ファ

ブリック内の密結合ブロック RAM メモリから重要コードを実行します。同じように、

割り込みレイテンシ (I) を最小化するには、ベクトル割り込みコントローラのソフト

IP を使用します。Nios II プロセッサは FPGA ファブリックから構築されているため、

その最大性能は、基盤となる FPGA アーキテクチャ (Cyclone V または Arria® V デバ

イス ) の最大性能によって決まります。Cyclone V FPGA では 150 MHz の性能も簡単

に達成可能ですが、このベンチマークの例では、控えめな 100 MHz で Nios II プロセッ

サを実行しました。

この実装では、FOC ベンチマークは固定小数点演算を使用しました。Nios II プロセッ

サは FOC ベンチマークの排他処理専用なので、バックグラウンド・タスクの負荷が

Nios II プロセッサにかかることはありません。結果として、Nios II ソリューションは

数千回のテスト実行でもジッタをほぼ、またはまったく発生させずに ( 表 5) ほぼ絶対

的な確定性を実現します。

図 15 に示されているように、100 MHz Nios II プロセッサを使用したソリューション

は、800 MHz ARM Cortex-A9 プロセッサの魅力的な高速実行時間を実現することはあ

りませんが、良好なリアルタイム性能を実現するために特別に設計され広く普及して

いる 180 MHz ARM Cortex-R4F プロセッサより好ましい結果をもたらします。Nios II
プロセッサ・ソリューションのように、Cortex-R4F には、割り込みレイテンシを短縮

するベクトル割り込みコントローラが含まれています。それにもかかわらず、Nios II

図 14. 最高のリアルタイム応答を実現するように構成されている Nios II プロセッサ 
(DSP Builder によるアクセラレーションはなし)

ベクトル割り込み
コントローラ IP

Nios II
ソフト・プロセッサ

重要コードは
密結合ブロック 

RAM に保存

表 5. Nios II プロセッサの割り込み応答時間 ( アクセラレーションなし )

最小 平均 最大 ジッタ

割り込みレイテンシ、I (μs) 0.93 0.93 0.93 0

FOC ベンチマーク・コード、E (μs) 4.50 4.50 4.50 0

合計 ISR 実行時間、I+E (μs) 5.43 5.43 5.43 0
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ページ 16 ソリューション 2 — FOC アルゴリズムを実行するスタンドアロン Nios II プロセッサ 
プロセッサを使用したソリューションは、この高性能モーター制御アプリケーション

例で「良好」の尺度となる 10 μs をかなり下回る時間で割り込み応答を完了します。

Nios II プロセッサ FOC の実行時間は、カスタム命令を使用してプロセッサをオフ

ロードすることでさらに短縮できます。例えば、三角カスタム命令はジッタがない状

態を維持しながら 4.5 μs のうち 3 μs を削ることができます。

ベクトル割り込みコントローラにより、重要コードが 32 KB 未満の専用 Cortex-A9 プ
ロセッサを使用したベスト・ケース・シナリオを除き、Nios II プロセッサの割り込み

レイテンシは他のソリューションより短くなります。特に最もタイミング重視の演算

を ISR 内のより初期の命令にまとめた場合、Nios II プロセッサ・ソリューションは一

般的にすばやく応答します。

図 15. 割り込み応答: Cortex-A9 MPCore および Cortex-R4F プロセッサと比較した、アクセラレーションを行
わない Nios II プロセッサ・ソリューション
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ソリューション 3 — ハードウェアとソフトウェア間での FOC アルゴリズムの分割 ページ 17
ソリューション 3 — ハードウェアとソフトウェア間での FOC ア
ルゴリズムの分割

ソリューション 2 では、内部制御ループを含む FOC ベンチマーク全体を Nios II プロ

セッサ上でソフトウェアとして実行しました。SoC 内部の FPGA ロジックでアプリ

ケーション全体を高速化することは可能でしょうか。以降のいくつかの例では、図 16
に示されているように位置と速度をモニタする FOC ベンチマークの外部制御ループ

を Nios II プロセッサのソフトウェアで実行します。ただし、性能重視の内部制御ルー

プ機能は、アルテラのリアルタイム・デザイン・ツールに含まれる DSP Builder を使

用して作成した FPGA ハードウェア・アクセラレータを使用して実行します。パーク

／クラーク変換およびそれらの逆変換や SVM 機能などが高速化されます。

図 16. ハードウェアおよびソフトウェア分割を使用した FOC ベンチマーク
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ページ 18 ソリューション 3 — ハードウェアとソフトウェア間での FOC アルゴリズムの分割
図 17 は、以降の各ソリューションの全般的なブロック図です。Nios II プロセッサは

外部ループを処理して、FPGA ベースのハードウェア・アクセラレータとやりとりす

るデータ・フローを制御します。内部ループは、DSP Builder で作成した FPGA ベー

スのハードウェア・アクセラレータにオフロードされます。Nios II プロセッサは、

Avalon® Memory-Mapped (Avalon-MM) インタコネクト・バスでデータとコマンドを

ハードウェア・アクセラレータに送信します。

Avalon-MM インタコネクトにより、データがインタコネクト・ロジックを Nios II プ
ロセッサから DSP Builder で構築され高速化された機能に伝送するために必要なク

ロック・サイクル分、追加レイテンシが発生します。この追加レイテンシにより、合

計割り込みレイテンシ (I) も増加します。1、2、4、または 16 本の FOC 制御軸の合計

レイテンシは直線的には増加せず、クロック・サイクルごとの新しい軸の結果は初期

レイテンシ終了後に取得されるため、ハードウェア・アクセラレータを複数の軸にパ

イプライン化することもできます。プロセッサだけの実装では、合計レイテンシが軸

の増加に伴い直線的に増加します。

FPGA ベースのハードウェア・アクセラレータでは、各種実装スタイルが推奨されま

す。例えば、デザイン・エンジニアは、DSP Builder にて、最高のハードウェア効率、

最小レイテンシ、または最大性能のいずれかを提供するソリューションを選択するこ

とができます。DSP Builder は、固定小数点と浮動小数点ソリューションの両方をサ

ポートしています。浮動小数点計算では追加クロック・サイクルが発生するもののダ

イナミック・レンジがはるかに広いのに対し、固定小数点計算はより高速で必要なリ

ソースがより少なくなります。

DSP Builder により、設計者は必要なスループットの割に比較的高い FPGA クロック

周波数を利用して、特定の機能が消費する FPGA リソースとロジックの再利用により

発生する追加レイテンシのトレードオフを図ることもできます。最大性能を実現する

ために重要ループをアンロールする ( フォールドしない ) こともできますが、余分な

リソースが必要になります。重要ループをフォールドすると FPGA リソースを節約で

きますが、クロック・サイクルが追加されます。フォールディングにより、リソース

を最大 10 分の 1 に節約できます。

図 17. DSP Builder によるハードウェア・アクセラレータを使用する Nios II プロセッ
サ・ソリューション
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ソリューション 3 — ハードウェアとソフトウェア間での FOC アルゴリズムの分割 ページ 19
表 6 と 図 18 は、各種ハードウェア・アクセラレーション・ソリューションの性能上

の利点を示しています。すべての例で、ベクトル割り込みコントローラを搭載した同

一の Nios II プロセッサ・コアを使用します。比較の基準は、DSP Builder によるアク

セラレーションを一切行わないソフトウェアだけの Nios II プロセッサ・ソリューショ

ンです。

DSP Builder ハードウェア・アクセラレータでは、Avalon-MM インタコネクト特有の

レイテンシが追加されるため割り込みレイテンシ (I) が増加します。ただし、このア

クセラレータは全体的な性能を著しく向上させ、実行時間 (E) を短縮するため、結果

的に全体的な割り込み応答時間 (I + E) が短縮されます。単精度浮動小数点実装でもソ

フトウェアのみの Nios II プロセッサ固定小数点ソリューションより高速です。さら

に高速なのは 16 ビット固定小数点ソリューションです。フォールディングなしの ( ア
ンロールされた ) ループは全体的な性能を最大化しますが、追加の FPGA リソースが

必要になります。

表 6. ハードウェア・アクセラレーションを行う Nios II プロセッサ・ソリューション ( 固定小数点、浮動小数
点、フォールディングあり、フォールディングなし )

クロック・レート 100 MHz

ハードウェア・アクセラレーション DSP Builder なし

データ・タイプ 16 ビットの固定小数点 単精度浮動小数点 固定小数点

フォールディング
フォールディ

ングなし
フォールディ

ングあり
フォールディ

ングなし
フォールディ

ングあり
なし

割り込みレイテンシ、I (μs) 1.68 0.93

FOC ベンチマーク・コード、E (μs) 0.22 0.88 1.00 1.73 4.50

合計 ISR 実行時間、I + E (μs) 1.90 2.56 2.68 3.41 5.43

図 18. 割り込み応答—ハードウェア・アクセラレーションを行う Nios II プロセッサ・ソリューション (固定小
数点、浮動小数点、フォールディングあり、フォールディングなし)
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ページ 20 結果の概説
これらのベンチマーク例で使用される FOC アルゴリズムは、FPGA アーキテクチャ固

有の並列性を特に活用しているわけではありません。他のアルゴリズムのほうが、従

来のソフトウェアのみの実装よりさらに大きなハードウェア・アクセラレーションを

享受できる場合があります。

DSP Builder ソリューションには注目すべき利点があります。何よりもまず、ほぼ絶

対的な確定性を持つソリューションが提供されます。割り込み応答時間のばらつきは

ほぼ、またはまったくありません。これは、数千回の実行でもジッタもほぼ、または

まったく発生しないことを意味します。DSP Builder の浮動小数点機能により、レイ

テンシが若干増加し、スループットも若干低下しますが、ダイナミック・レンジを大

幅に拡張し精度を高めることができます。

結果の概説
図 19 に、このベンチマーク例で調査したハードウェアとソフトウェアのソリュー

ションの範囲を示します。すべてのソリューションは、この高度なモーター制御デザ

インに必要な 10 μs 未満で完了しました。非常に制約の多い専用 800 MHz ARM
Cortex-A9 ソリューションでは最速の割り込み応答を実現できましたが、重要コード

を 32 KB 内にきっちり収め、全体を L1 キャッシュから実行する必要があります。こ

れが 1 μs 未満で完了した唯一のソリューションでした。ただし、この特例的なソ

リューションは、非常に制約の多い条件下でのみ使用できます。

他のソリューションでも良好な結果となります。16 ビット固定小数点でフォールディ

ングなしの DSP Builder アクセラレータを使用する 100 MHz Nios II プロセッサ・ソ

リューションは、わずか 2 μs 未満で完了しました。すべてのソリューションは 6 μs 未
満で完了しました。

図 19. 調査したソリューションの割り込み応答時間
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結論 ページ 21
動きが緊密に調整される複雑なシステムでは特に、確定的割り込み動作もリアルタイ

ム・アプリケーションの重要な基準です。図 20 に、調査した各ソリューションの最

大割り込み応答ジッタ ( 最大応答時間と最小応答時間の差の合計 ) を示します。ハー

ドウェア・アクセラレーションの有無にかかわらず、Nios II プロセッサをベースとす

るソリューションは、最小限のジッタで最も一貫した応答時間を提供します。これに

最も近いアプリケーション・プロセッサ・ソリューションは、Cortex-A9 プロセッサ

のうちの 1 台が高速割り込み応答専用で、L1 キャッシュの 32 KB 内に ISR 全体が収

まっている非常に制約の多い特例的なソリューションです。より一般的な用途では、

ARM ベースのソリューションの割り込みジッタは 1 μs を上回ります。

結論
アルテラのプログラマブル・テクノロジ・ベースの SoC は、最も厳しいリアルタイ

ム・アプリケーション向けに高性能で確定的かつ汎用的なプラットフォームを提供し

ます。アルテラの SoC、プロセッサ、およびツールを使用することで、設計者はハー

ドウェア (LE および DSP ブロック ) とソフトウェア (ARM Cortex-A9 または Nios II プ
ロセッサ ) 間でリアルタイム・アルゴリズムを分割し、対象アプリケーションの性能、

消費電力、コスト、およびジッタ要件をすべて満たすことができます。これらのテク

ノロジの融合は、リアルタイム組込みシステム・デザインにおいて以下の利点をはじ

めとする新しい機会をもたらします。

 SoC は、ARM アプリケーション・プロセッサ、FPGA ファブリック、シリアル・

トランシーバ、エンベデッド・ブロック RAM メモリ、および DSP ブロックが組

み合わされた高度に統合されたプラットフォームを提供します。

 柔軟な SoC アーキテクチャにより、対象アプリケーションの性能、パワー、コス

ト、およびジッタ要件を最も満たす、各種ハードウェアおよびソフトウェア・ソ

リューション間でのリアルタイム・アルゴリズムの分割を実現できます。

図 20. 調査した各ソリューションの割り込み応答ジッタ
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ページ 22 詳細情報について
 SoC のデュアルコア ARM Cortex-A9 MPCore プロセッサは、高速実行時間と最大

のデータ・スループットを実現するように構築されています。このプロセッサは、

実行時間と割り込みレイテンシによって決まる機能に対し優れたリアルタイム性

能を提供します。L2 キャッシュにデータを封じ込め、重要ではないバックグラウ

ンド・タスクを避けることで、最適な結果を達成できます。

 非常に汎用的な Nios II プロセッサは重要なリアルタイム機能専用とすれば、ジッ

タを最小限に抑えた確定的な割り込み応答を実現できます。

 DSP Builder を使用することで、設計エンジニアはモデル・ベースのフローを使用

して、演算を多用する DSP 指向のリアルタイム機能向けのハードウェア・アクセ

ラレータを作成できるので、やはり確定性の高い性能を実現できます。

 DSP Builder は、FPGA リソースをフォールドまたは再利用する機能を備えていま

す。この機能によりリソース要件を大幅に削減できる可能性がありますが、全体

的な性能は若干低下します。

詳細情報について
 SoC FPGA の概要

www.altera.co.jp/devices/processor/soc-fpga/proc-soc-fpga.html

 AN 595: ベクトル割り込みコントローラの使用とアプリケーション
www.altera.co.jp/literature/an/an595_j.pdf

 Nios II Custom Instruction User Guide:
www.altera.co.jp/literature/ug/ug_nios2_custom_instruction.pdf

 Using Tightly Coupled Memory with the Nios II Processor Tutorial:
www.altera.co.jp/literature/tt/tt_nios2_tightly_coupled_memory_tutorial.pdf

 オンライン・セミナー：28 nm FPGA で実現する 1-TFLOP 性能
www.altera.co.jp/education/webcasts/all/wc-2010-floating-point.html

謝辞 
 Nirmal Kari, Product Marketing Manager, Embedded Products, Altera Corporation

文書改訂履歴
表 7 に、本資料の改訂履歴を示します。

表 7. 文書改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2013 年 1 月 1.0 初版
2013 年 1 月 Altera Corporation SoC におけるリアルタイム性の課題と機会

http://www.altera.co.jp/devices/processor/soc-fpga/proc-soc-fpga.html
http://www.altera.co.jp/literature/an/an595_j.pdf
http://www.altera.co.jp/literature/ug/ug_nios2_custom_instruction.pdf
http://www.altera.co.jp/literature/tt/tt_nios2_tightly_coupled_memory_tutorial.pdf
http://www.altera.co.jp/education/webcasts/all/wc-2010-floating-point.html
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