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インテル® Agilex™ FPGA を基盤にコスト効果と
効率性の高い5G 無線ネットワークを構築

通信の世界で「5G」 と言えば、ブロードバンド移動通信網の第 5 世代技術標準規格を指します。
5G は既存の 4G ネットワークの後継として計画されたものです。 4G が提供するネットワーク接
続は現在、 世界の大多数の携帯電話で利用されています。 5G は、 ワイヤレスから、 コンピュー
ティング、クラウドまで、多様なネットワーク同士を結び付ける新しいネットワークでもあります。

この分野には専門用語が多く、またネットワークのさまざまな部分ごとに区分された機能は常に
変化と進化を続けているため、基本的な定義をいくつか明確にしておくと、理解が深まるのでは
ないでしょうか。 例えば、 無線アクセス・ネットワーク （RAN） は、 モバイル通信システムの一部
ですが、概念上はコア・ネットワーク （CN） と携帯電話などの無線接続デバイスの間に存在し、こ
の無線接続デバイスをユーザー機器（UE） と呼ぶこともあります。 長い年月をかけて RAN の技
術は進化し、現在 5G RAN（と最近になって敷かれた一部の 4G RAN） には、これまでの RAN 標
準規格に比べて大幅に進歩した仮想化ネットワーク技術が組み合わさり、 重要な役目を担うよ
うになりました。

オープン RAN（O-RAN） は、 異なるベンダーから提供される移動通信網機器間でも相互運用
を可能にする、 独自仕様ではない RAN の実装です。 O-RAN のコンセプトを提唱する O-RAN 
Alliance は、モバイル・ネットワークの事業者、ベンダー、研究機関、学術機関からなる世界的な
コミュニティーとして、RAN 業界で運営されています。

集中型無線アクセス・ネットワーク （C-RAN） は、4G、5G、そして将来のワイヤレス通信規格を
サポートする、クラウド・コンピューティングをベースとする集中型 / 協調型の RAN 向けアーキ
テクチャーです。

第 3 世代パートナーシップ・プロジェクト （3GPP） は、モバイル通信用のプロトコルを開発する
標準化機関のグループを指す総称です。 通信標準規格の策定を行う国または地域の計 7 機関を
プライマリー ・メンバー（「機関パートナー」） とし、その他のさまざまな組織をアソシエイト・メン
バー（「市場代表パートナー」） とするコンソーシアムを形成しています。 5G NR（New Radio） は、
3GPP が5G 向けに開発した新しい無線アクセス技術（RAT） で、5G ネットワークのエア・インター
フェイスの世界標準となるように設計されました。

4G から 5G への RAN の進化
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network （E-UTRAN） の RAN、 つまり 4G や
LTE と呼ばれる RAN の場合、リモート無線ヘッド （RRH） として知られる 1 つまたは複数の無線
基地局がベースバンド・ユニット （BBU） に接続され、BBU 自体がコア・ネットワークに接続され
ます。 この場合、 「フロントホール」 という用語は、RRH と BBU の間をつなぐファイバー接続を指し、
「バックホール」 という用語は、BBU とコア・ネットワークの間の接続を指します（図 1a）。

インテル® Agilex™ FPGA が 
選ばれる理由
•  消費電力当たりのファブリック性能

が競合 7nm FPGA の最大 2 倍 *

•  5G O-RU の機能は競合 7nm FPGA
よりも平均で 15% ～ 20% 高速 *

•  ファブリック性能はインテル® Stratix® 
10 FPGA に比べて平均で50% 向上 *

•  総消費電力はインテル® Stratix® 10 
FPGA に比べて最大40% 削減 *

•  コストと消費電力をさらに低く抑えら
れるインテル® eASIC™ デバイスへの
移行により TCO 削減が可能

*  構成の詳細については、 http://www.intel.com/
performanceindex/（英語） を参照してください。

ホワイトペーパー
インテル® FPGA
5G O-RU

インテル® Xeon® D プロセッサー、インテル® Agilex™ FPGA、インテル® eASIC™ デバイス、
ASIC テクノロジーを備えたインテルは、5G 無線アクセス・ネットワーク向けにエンドツーエンドの
シリコン・ソリューションを提供する世界で唯一の企業です。

http://www.intel.com/performanceindex/
http://www.intel.com/performanceindex/
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次世代無線アクセス・ネットワーク （NG-RAN）、 つまり 5G RAN の多
くのユースケースでは、 フロントホールの帯域幅を大幅に拡大する必
要があります。 この要件を軽減して、フロントホールの帯域幅を削減す
る 1 つの方法は、BBU から無線機に機能を移動することです。 5G RAN
アーキテクチャーでは、4G BBU の機能を 3 つの論理ノードに分割し（図
1b）、その機能の一部を無線ユニット （RU） に移動して、残りの機能を
分散ユニット （DU） と集約ユニット （CU） に配分します。 このシナリオ
で「フロントホール」 が指すのは RU と DU の間の、通常はファイバー接
続の部分です。 「バックホール」 は CU とコア・ネットワークの間の接続
を指し、DU と CU の間の接続を表すために「ミッドホール」 という用語
が新しく登場します。

なお、図 1 は大幅に簡略化した図であり、実際には考え得るトポロジー
は数多くある点に注意が必要です。 例えば 4G RAN の場合、 複数の
BBU が存在し、それぞれの BBU に接続する複数の RRH が構成される
場合もあります。 同様に、5G RAN の場合、複数の DU が存在し、各 DU
に複数の RU が接続される構成も考えられます。 また「ミッドホール」
という用語は、DU と CU の間の接続のほかに、DU 間の接続を表すこと
もあります。

5G NR RAN アーキテクチャーは、ユースケースが異なれば、それに応
じてネットワーク構成を変えたほうが効果的に機能するという事実も
示しています。 「3GPP の機能分割」 という表現は、 3GPP では 5G NR 
RAN スタックの機能を DU と RU に分配（「スプリット」） する豊富な選
択肢があることを意味し、ここで 5G O-RAN に対応する最適な選択肢
を提供するとして、最も頻繁に使用されるのは Split Option 7.2 です。

エンドツーエンドの 5G シリコン・ソリューション
インテルは、 O-RAN RU（O-RU）、 O-RAN DU（O-DU）、 O-RAN CU
（O-CU）、 さらに RU と DU の組み合わせで構成される O-DRU な
ど、 5G O-RAN アーキテクチャーのあらゆる側面に対処できるシリ
コン ・ テクノロジーを提供しています。 これらのテクノロジーには、
インテル® Agilex™ FPGA、インテル® Xeon® D プロセッサー、インテル® 
Optane™ パーシステント・メモリー（大容量、高速、不揮発性）、イーサ
ネット・ソリューション （インテル® Agilex™ FPGA を基盤とするプログ
ラマブル・アクセラレーション・カード （PAC） によるネットワーク・ア
ダプター、カード、コントローラー、アクセサリー） などが含まれ、これ
らのハードウェア・テクノロジーを、 FlexRAN ソフトウェア・スタック、
インテルの仮想 RAN（vRAN）イネーブルメント・パッケージといった
補完的なソフトウェア・ソリューションで拡張、強化しています（図 2）。

インテル® FlexRAN ソフトウェア・スタックは、 どのインテル® Xeon® 
プロセッサー上でも実行できる、4G と 5G の L1 リファレンス・デザイン
です。 対応 CPU には、 最新世代の Ice Lake （新しい Sunny Cove マ
イクロアーキテクチャーを採用した第 10 世代インテル® Core™ モバ
イル ・ プロセッサー ・ ファミリーとサーバー向け第 3 世代インテル® 
Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーの開発コード名）、 Sapphire 
Rapids （インテルの最新プロセス 「Intel 7」 を採用したサーバー向
け次世代インテル® Xeon® プロセッサーの開発コード名） も含まれ
ます。 FlexRAN によって、エンドツーエンドの O-RAN ソリューションを、
インテル® Xeon® プロセッサー、 FPGA、 インテル® eASIC™ デバイス、
イーサネット ・ テクノロジーを使用して作成できます。 FlexRAN を

図 1. 5G RAN アーキテクチャーでは、基地局を 3 つの論理ノードに分割

図 2. インテルは 5G RAN 向けのエンドツーエンドのシリコン・ソリューションを提供
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補完するのが、 OneAPI と呼ばれる、 グラフィックス ・ プロセシング ・
ユニット （GPU）、人工知能（AI）アクセラレーター、FPGA など、異なる
演算アクセラレーター（コプロセッサー）アーキテクチャー間での使用
を目的とした統合アプリケーション・プログラミング・インターフェイス
（API） のオープン・スタンダードです。

インテル® Agilex™ FPGA は、大規模な並列化により FlexRAN（vRAN）
5G RAN アルゴリズムを高速化し、 それによって消費電力を比較的低
く抑えながら、極めて高い性能を実現します。 また、インテル® Agilex™ 
FPGA 内のプログラマブル・ファブリックによって、 システムが現場に
導入された後のリモート・アップデートを含め、 開発者は急速に変化
する標準規格や進化する RAN プロトコルに対応することができます。
これに比べると、 ASIC 実装の場合、 設計を更新してプロトコルの変更
に対応するには、設計、検証、テープアウトのプロセスを最初からやり
直さなければならず、 これではリソースと時間に加え、 コストも避けら
れません。

さまざまなビジネスモデルや開発モデルに対応するため、 インテルは
市場トップクラスのインテル® eASIC™ デバイスと ASIC のオプション
も提供しています。 インテル® eASIC™ デバイスは、 ストラクチャード
ASIC に分類される、 FPGA とスタンダード・セル ASIC の中間に位置
するテクノロジーです。 もう 1 つ代替手段として、半導体の世界的な需
要拡大に対応すべく、完全に垂直型の独立した事業として設立された、
インテルのファウンドリー事業「Intel Foundry Services」 を利用して、
スタンダード・セル ASIC を製造することもできます。

インテル® eASIC™ デバイスの性能は、 FPGA 実装と ASIC 実装の中間
に位置します。 インテル® eASIC™ デバイスを使用すると、 FPGA 実装
と同じ動作周波数を維持したまま消費電力を低減することも、 同じ熱
設計 / 消費電力の制約内で性能を向上させることも可能です。 また、ス
タンダード・セル ASIC に比べると、 市場投入までの期間（TTM） が短
く、開発費（NRE） の削減にもつながります。 一方、最も低い消費電力で
最も高い性能を実現するのはスタンダード・セル ASIC です。 いったん
インテル® Agilex™ FPGA にデザインを実装して実証した後で、 そのデ
ザインを低コストで低消費電力のインテル® eASIC™ デバイスや、 さら
に低い消費電力で性能の高い ASIC にハード化することができます。
場合によっては、 まずインテル® Agilex™ FPGA にデザインを実装し、
インテル® eASIC™ デバイスに移してから、 もう一度 ASIC へ完全に移
植しなおすことも可能です（図 3）。
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図 3.  インテルは、コスト削減、消費電力の低減、性能向上を図る、FPGA
から eASIC や ASIC への移行パスを提供  

 
このホワイトペーパーの後半で示すとおり、 FPGA 実装に関しては、
市場で最高レベルの 5G RAN 向けソリューションを提供できるの
はインテル® Agilex™ FPGA です。 これを、 FPGA から eASIC、 さらに
ASIC への移行によるコスト削減、 消費電力の低減、 性能向上という、
ほかの企業にはできないパスで補強しています。 こうした理由からも、
インテル® Xeon® D プロセッサー、インテル® Agilex™ FPGA、インテル® 
eASIC™ デバイス、ASIC テクノロジーを備えたインテルは、5G RAN 向
けのエンドツーエンドのシリコン・ソリューションを提供できる世界で
唯一の企業と言えます。

5G RAN を実現するインテル® Agilex ™ FPGA
インテル® Agilex™ FPGA が実現する性能上のアドバンテージは計り
知れず、エッジからクラウドまで、つまりエッジやエンドポイント・デバ
イスからハイパースケール・データセンターに至るまで、広範囲にわた
ります。 5G RAN の場合、 RU 内のカスタムのプリント基板（PCB） に
組み込む RAW デバイスとしても、 インテル ® FPGA PAC N3000 や
N6000 などインテル® FPGA ベースのプログラマブル・アクセラレー
ション・カード （PAC） へも配置でき、 低レイテンシー、 広帯域幅の 5G
アプリケーションを支えるネットワーク・トラフィックの高速化に使用
できます。 いずれの PAC も、 PCI Express（PCIe）Gen4 や Gen5 をサ
ポートしており、 開発者は vRAN やコア・ネットワークのワークロード
に合わせてカスタム調整したソリューションを構築でき、 業界標準の
オーケストレーションやオープンソース・ツールのサポートにより市場
投入までの期間を短縮することも可能です。

インテル® Agilex™ FPGA では、インテルのヘテロジニアス3D システム・
イン・パッケージ （SiP）テクノロジーが採用され、これはインテルのエン
ベデッド・マルチダイ・インターコネクト・ブリッジ （EMIB）1 を特長とし
ます。 EMIB は、ヘテロジニアスなチップでインパッケージの高密度イン
ターコネクトを実現する、コスト効果の高い卓越した手法です。 このケー
スでは、 コアの FPGA ダイとトランシーバーなどその他のダイ （別名：
タイルまたはチップレット） の接続に EMIB を採用し、この方法によって
最も適切なプロセス技術で各機能を実装できるようになっています。

インテル® Agilex™ FPGA は、 10nm SuperFin テクノロジーで構築さ
れた初の FPGA ファブリックで、インテルが提供する第 3 世代の FinFET
テクノロジーとなります。 この FPGA デバイスには第 2 世代のインテル® 
Hyperflex™ FPGA アーキテクチャーも採用され、このアーキテクチャー
によって、データセンター、ネットワーキング、エッジ・コンピューティン
グのアプリケーションで、従来のインテル® Stratix® 10 FPGA に比べて
平均 50% のファブリック性能の向上と最大 40% の消費電力低減が実
現されています。 競合の7nm FPGA 製品に比べると、ワット当たりのファ
ブリック性能は最大 2 倍です。 インテル® Agilex™ SoC FPGA は、 64
ビットのクアッドコア Arm Cortex-A53 プロセッサーを内蔵しており、
ハード・プロセッサー ・システム （HPS） とも呼ばれるこのプロセッサー
が高いレベルでシステムの統合を可能にしています。

インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアは、インテルが提供する
FPGA デザイン用のソフトウェア・スイートです。 インテル® Quartus® 
Prime 開発ソフトウェアを利用するとハードウェア記述言語（HDL）
デザインの解析と合成を行うことができ、開発者はデザインのコンパイ
ル、 タイミング解析の実行、 レジスター転送レベル （RTL）設計図の評
価、条件を変化させた場合のデザインの応答検証、ターゲットデバイス
のコンフィグレーションなどが可能になります。 インテル® Quartus® 
Prime 開発ソフトウェアは Verilog と VHDL に対応しており、 論理回
路を視覚的に確認して編集したり、ベクトル波形のシミュレーションを
行うこともできます。

5G RAN には多種多様なデジタル信号処理（DSP） が伴います。 DSP 
Builder for インテル® FPGA は、 DSP アルゴリズムの HDL コードを
MathWorks 社の Simulink 環境から直接生成できる DSP 設計ツール
です。 開発者はこのツールを使用して、高い抽象化レベルでデザインを
記述でき、 その後に MATLAB 関数や Simulink モデルから、 高品質の
自動でパイプライン化され合成可能な VHDL/Verilog コードの形式で、
効率の高い構造を生成できます。 このレジスター転送レベル （RTL） に
よって、デザインスペースの調査を円滑化し、市場投入までの期間を短
縮でき、ほかの RTL や Intellectual Property（IP）ブロックと組み合わ
せてから、 インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアに投入するこ
ともできます。
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なお、DSP Builder for インテル® FPGA が FPGA とインテル® eASIC™ 
デバイスのどちらにも最適化した RTL を生成できる点も、 注目すべき
メリットです。 この 2 つのターゲットに対する RTL の機能は、 DSPB デ
ザインが同じ場合、ビット単位で同一となります。

インテル® Agilex™ FPGA は、 幅広いハードウェアとソフトウェアの IP
ブロックや機能に対応しています。 5G RAN に提供される主な IP は次
のとおりです。

•  イーサネット：イーサネットは、ローカル・エリア・ネットワーク （LAN）、
メトロポリタン・エリア・ネットワーク （MAN）、 ワイド・エリア・ネッ
トワーク （WAN） で共通して用いられる有線コンピューター ・ネット
ワーク技術の製品群です。 前述のとおり、 インテル® Agilex™ FPGA
ではヘテロジニアス 3D SiP テクノロジーが採用されています。 これ
らの SiP には、 メインの FPGA シリコンダイに加えて、 チップレット
またはタイルとも呼ばれるいくつかの小さなダイが含まれています。
インテル® Agilex™ FPGA の F タイルは、E タイルの進化版で、イーサ
ネット IP をハード化、 つまり、 複数のロジックエレメントに分けたフ
ラクチャブルな構成でコンフィグレーション可能なイーサネット・プ
ロトコル・スタックをハードウェアに組み込み、 IEEE 802.3 仕様の
ほか、関連するイーサネット・コンソーシアムの仕様と互換性のある
10G ～ 400G の通信速度をサポートします。 この IP コアには複数の
バリエーションがあり、イーサネットのチャネルと機能のさまざまな組
み合わせが可能です。 これにはオプションのリードソロモン前方誤り
訂正（RSFEC） や高精度の時刻同期を行う IEEE1588v2 Precision 
Time Protocol（PTP） などが含まれます。 ユーザーは、 メディア ・
アクセス・コントロール （MAC） と物理コーディング・サブレイヤー
（PCS） のバリエーション、PCS のみのバリエーション、フレキシブル・
イーサネット （FlexE） のバリエーション、光伝送ネットワーク （OTN）
のバリエーションを選択できます。

•  JESD204C：JESD204C は、半導体技術協会（JEDEC） が定める標
準規格の 1 つで、高速のアナログ / デジタル・コンバーター（ADC） や
デジタル / アナログ・コンバーター（DAC） を、 高速のプロセッサー、
FPGA、 ASIC に相互接続するために設計された高速インターフェイ
スです。 インテル® FPGA JESD204C IP は、サブクラス 1 を使用して
複数のデバイスを同期し、 確定的レイテンシーを実現。 TX のみ、 RX
のみ、二重（TX と RX） の各モードもサポートしています。

•  eCPRI：共通公衆無線インターフェイス （CPRI） は、4G RAN で RRH
と BBU の間のフロントホール接続の実装に使用される従来のイン
ターフェイスです。 その拡張版となる eCPRI（enhanced CPRI または
evolved CPRI） は、ベースバンド機能を分割することで、システムに
対するトラフィック負荷を軽減し、5G RAN の O-RU と O-DU の間に
より柔軟で効率的な通信を実装することができます。 eCPRI 仕様バー
ジョン 2.0 を実装するインテルの eCPRI IP は、10G と 25G のイーサ
ネット・ポートに加え、IEEE1588 規格の PTP ハードウェア・タイムス
タンプと同様の一方向遅延測定もサポートしています。

•  O-RAN フロントホール・インターフェイス：O-RAN Alliance ワー
クグループ4（O-RAN WG4） のフロントホール・インターフェイスは、
下位レイヤーの機能を分割する Split Option 7.2 ベースのアーキテ
クチャーにより、4G/5G RAN における O-RAN 無線ユニット （O-RU）
と下位レイヤーに配置された O-RAN 分散ユニット （O-DU） の間
のインターフェイスを定義しています。 現在インテルが提供している
O-RAN フロントホール・インターフェイス IP では、 CAT-A と CAT-B
タイプの O-RU がサポートされています。

5G O-RU を実現するインテル® Agilex™ FPGA
Groupe Speciale Mobile Association（GSMA） は、 世界中のモバイ
ル事業者や幅広いモバイル業界を代表する団体です。 GSMA2 によると、

5G RAN インフラストラクチャーの総保有コスト （TCO） は、 現在の
4G RAN に比べて 65% 増加すると見られています。 エネルギーコスト
は最大で 140% 増加する可能性があり、これらのコストを最小限に抑
えることが、事業者のビジネスにとって極めて重要な課題です。

コストの重要な側面の 1 つが、システムに使用されるあらゆる FPGA の
消費電力です。 ほぼすべての無線が対流冷却（ファンなし） であるため、
デザインの熱効率が重要となります。 FPGA の消費電力を抑えることが
できれば冷却要件は緩和され、 その結果として金属、 サイズ、 重量、 設
置の難易度、 基地局への風荷重の影響まで、 いくつもの側面で低減に
つながります。 前述のように、 インテル® Agilex™ FPGA は第 2 世代の
インテル® Hyperflex™ FPGA アーキテクチャーを採用しており、 従来
のインテル® Stratix® 10 FPGA に比べて消費電力を最大 40% 削減す
ることが可能です。

現在のワイヤレス・インフラストラクチャーは、 フェムトセルからピコ
セル、マイクロセル、マクロセルまで、規模の異なる多様な無線技術で
構成されるヘテロジニアス・ネットワークを中心に構築されています。
これらのセルタイプごとに、 特長や対応する機能は次のようにそれぞ
れ異なります。

•  帯域の数。 サブ 6GHz （実際には 600MHz ～ 7.125GHz）、 ミリ波
（mmWave）帯域（24.25GHz ～ 52.6GHz） など。

•  RAT 技術（GSM、CDMA、4G LTE/LTE-A、5G、NB-IoT）。

•  RF 出力電力レベル。 一般にアンテナ当たり 125mW から最大 80W
までの範囲。

•  アンテナ素子数。 一般にマクロセルで最大8個、Massive MIMO（多重
入力多重出力）アレイで 16 ～ 64 個、 ミリ波（mmWave） で数百個。
必要な等価等方輻射電力（EIRP） のカバー範囲による。

•  4G、5G、NB-IoT（狭帯域 IoT 通信）、場合によっては 2G や 3G のよう
な従来の標準規格も網羅するために必要なコンポーネント・キャリ
アの数。

•  セル当たりのユーザー数と、これらのユーザーが利用しているサービ
スのタイプ。

•  構成（集積アンテナ、従来のアクティブ・アンテナ・アレイ、リモート無
線ヘッドなど）。

ネットワーク事業者がこれらのシナリオすべてに対してソリューション
を提供するには、 幅広い無線ハードウェアを利用できることが必須条
件となります。 柔軟性の高いプラットフォーム・ソリューションならば、
事業者は変化する標準規格や進化する性能要件といった特性に素早く
適応できることからも望ましい選択肢と言え、こうした特性こそ最新の
ワイヤレス通信システムに期待される顕著な特徴です。 また、拡張性の
高いプラットフォーム・ソリューションであることも、設計の負担、リソー
ス、コストを最小限に抑え、テスト時間と部品リストを短縮して、デザイン
を最大限に再利用できるといった理由からも、要件として欠かせません。
インテル® Agilex™ FPGA は、柔軟性と拡張性のどちらも提供します。

O-RU デジタル・フロントエンド （DFE） の主な IP コンポーネントには、
フロント・インターフェイス処理（CPRI、eCPRI、O-RAN）、下位レイヤー
1（LL1）、デジタル・アップ・コンバージョン （DUC）、デジタル・ダウン・
コンバージョン （DDC）、クレストファクター低減（CFR）、デジタル歪み
補正（DPD） などがあります。

前述のとおり、 3GPP Split Option 7.2 は 5G O-RAN に最適な選択
肢であると考えられているため、O-RAN WG4 のフロントホールには、
O-RU に下位 PHY、 O-DU に上位 PHY という Split Option 7.2x の
インターフェイスが仕様とされています。 インテル® Agilex™ FPGA ベー
スで Split Option 7.2 仕様の O-RU を実装した場合の主な O-RAN
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下位 PHY モジュールを図 4 に示します。

これらの最適化されたプロダクション対応の機能には、統合型の無線
ソリューションとしてバンドルされた、 主要な処理 IP エレメントとソ
フトウェア・フレームワークが含まれています。 このソリューションは、
インテル® Agilex™ FPGA に最適化された、 リソース効率の高い
O-RAN 標準規格の実装です。 このソリューションによって、超小型のリ
ソース・フットプリントを維持したまま、 幅広いアプリケーションの機
能をリコンフィグレーションしやすくなっています。

ここで挙げる IP エレメントには、有限インパルス応答（FIR）、高速フー
リエ変換（FFT）、逆 FFT（iFFT）、サイクリック・プレフィックス （CP） の
追加 / 削除（+/-）、 無線同期タイミング、 物理ランダム・アクセス・チャ
ネル （PRACH）、レイヤーマッピング、IQ 圧縮 / 復元、ユーザープレーン
のフレーマー / デフレーマー、 コントロール ・ プレーンのマルチプレ
クサー / デマルチプレクサー、 TDD スイッチが含まれ、 ソフトウェア
環境は、 インテル® Agilex™ FPGA のハード・プロセッサー ・システム
（HPS）上で動作します。

この 5G O-RAN ソリューションは、JESD204B/C、IEEE1588、イーサ
ネットのコンポーネント、およびその他のモジュールと統合できるほか、
完全な無線サブシステムを構成するその他のモジュールが含まれてい
ます。 また、このソリューションは拡張性も高く、多様なアンテナ構成、
帯域幅、 RAT、 キャリア構成への対応が可能です。 この O-RU 実装は、
3GPP Split Option 7.2x 対応の eCPRI リンクを使用する O-RAN 準
拠のフロントホール・インターフェイスを介して、 インテル ® FlexRAN
ベースの O-DU サーバーに接続できます。

5G O-RU を対象としたインテル® Agilex™ FPGA と
Xilinx Versal ACAP の比較
この 2 つを評価するために、 リソースの観点でできるだけ近い FPGA
デバイスの組み合わせを選択しました。 この比較に使用したのは、
インテル® Agilex™ FPGA（AGF 014） と Xilinx Versal プライムシリー
ズ （VM1802）ACAP です。 どちらの場合も、最も遅いスピードグレード
とインダストリアル温度グレードを使用しました（表 1）。

5G O-RU デザインの実装に必要な主なモジュールを図 5 に示します。

フレーム同期

レイヤー
マッピング

プリ
コーディング iFFT、 CP+

ダウンリンク ・ パス

PRACH FFT、 CP-

アップリンク ・ パス

JESD
204B/C

eCPRI

ORAN
インターフェイス

伝送 IP

DU 固有リファレンス・デザインIP 製品ハード IP

M プレーン1588 API

無線アプリケーション API

Linux OS/ ドライバー

クアッドコア Arm Cortex-A53 プロセッサー

HPS

ファブリック

25G
Eth MAC
Eth PCS

PTP 1588 v2

凡 例

ステップ 1：個々の FIR フィルター

対称
FIR

FIR ハーフバンド
FIR

ステップ 2：完全な機能ブロック

PRACH

チャネル
フィルター

DDC FFT & CP-

iFFT & CP+DUC

CFR

個々の FIR フィルターと、 FIR フィルターを備えた
完全な機能モジュール。 全体を DSP Builder for インテル® FPGA
または Xilinx Model Composer を使用して構成。

DSP Builder for インテル ® FPGA または
Xilinx Model Composer を使用して全体を構成した
完全な機能モジュールへの追加部分。

RTL モジュール。

ステップ 3：ベンチマークに使用した主なモジュール

PRACH

チャネル
フィルター

チャネル
フィルター

キャリア
マッピング

UL Mux
バッファー

PRACH
バッファー

フレーム遅延変動
バッファー

キャリア
マッピング

DDC

FFT & CP-

アービター

eCPRI マッパー eCPRI デマッパー

O-RAN マッパー O-RAN デマッパー

圧縮復元 圧 縮

iFFT & CP+

DUC

CFR

図 4.  インテル® Agilex™ FPGA を基盤とする Split Option 7.2 O-RU
実装の主な O-RAN 下位 PHY モジュール

リソース インテル® Agilex ™ 
FPGA Xilinx Versal ACAP

シリーズ AGF 014 シリーズ VM1802 プライムシリーズ

パーツナンバー AGFB014R24A3I3V XCVM1802-VFVC1760-
1LHP-i-S

スピードグレード 最低速 最低速

温度グレード インダストリアル インダストリアル

ロジック容量
（ALM 数 / スライス数） 487,200 ALM 112,480 スライス

DSP
（ブロック数 / スライス数） 4,510 DSP ブロック 1,968 DSP スライス

RAM ブロック
（M20K 数 / ブロック

RAM タイル数）
7110 M20K 967 ブロック RAM タイル

表 1.  評価に使用したデバイスの概要比較

図 5. インテル ® Agilex ™ FPGA と Xilinx Versal ACAP の比較評価のベースとして使用した 5G O-RU デザイン
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インテルのデザインフロー

インテル® Agilex™ FPGA へ

設計者

RTL RTL

インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアのデザインスイート

Xilinx のデザインフロー

Versal ACAP へ

設計者

RTL RTL

Vivado Design Suite

Model 
Composer

Vivado 
IP

DSP Builder 
for 

インテル® FPGA

インテル® Quartus® 
Prime

開発ソフトウェア IP

イ ン テル® Agilex™ FPGA を 使 用 し て 実 行 し た テ ス ト で は、 DSP 
Builder for インテル® FPGA ツール、 インテル® Quartus® Prime 開
発ソフトウェアのデザインスイートと IP を使用しました。 一方、 Xilinx 
Versal ACAP を使用して実行した同等のテストでは、 Xilinx の Model 
Composer ツール、 Vivado Design Suite、 Vivado IP を使用してい
ます（図 6）。

インテルのデザインフローに使用したツールは、 インテル® Quartus® 
Prime 開発ソフトウェア・バージョン 21.3 と DSPBA バージョン 21.3
です。 Xilinx のデザインフローには、 Vivado バージョン 2021.1 と
Model Composer バージョン 2021.1 のツールを使用しています。 ど
ちらのフローでも、 MATLAB バージョン R2020b 64 ビット版を実行
しました。 両方のケースで用いたサーバー構成は次のとおりです。 サー
バー = PowerEdge R630、プロセッサー = インテル® Xeon® プロセッ
サー E5-2699 v4 製品ファミリー、オペレーティング・システム = Cent 
OS Linux 7（コア）、 メモリー = 256GB。 構成、 最適化、 定義、 ツール、
ハードウェアの詳細については、インテルの Performance Index ウェ
ブページ 3 を参照してください。

ステップ 1 ： 第 1 のテストスイートでは FIR フィルターに注目しまし
た。 FIR フィルターは、遅延、乗算器、加算器のチェーンで構成されます。
いずれも、もっと大規模な機能にも組み込まれる基本のビルディング・
ブロックです。 DUC、DDC、CFR などの IP モジュールにはすべて何らか
の形で FIR フィルターやチェーンで接続された複数の FIR フィルターが
含まれています。

FIR フィルターの異なる約 60 のデザインを用意し、チャネル数やタップ
数の多いものから、 対称フィルター、 ハーフバンドの対称フィルターと
さまざまです。 基本的には、このデザイン全体で「スイープ （掃引テスト）」
を行っています。

こうした小規模のデザインを使用することで、 2 つの FPGA を現実的な
「同一条件」 で比較することができました。 すべてのデザインでターゲッ
ト周波数を 614.4MHz に設定し、 結果をインテル® Agilex™ FPGA の
性能ランク順に並べています（図7）。 X 軸はデザイン構成（DCG） の違い、
Y 軸は FMAX を MHz 単位で示しています。 各 DCG の構成は表 2 に示し
たとおりです。 最低速のデザイン （グラフの左側） は約620MHz、最高速
のデザイン （グラフの右側） は約 800MHz で動作します。 同じデザイン
を Xilinx Versal デバイス上で実行した場合の相対性能値も示しています。
特に目を引くのが、Xilinx Model Composer でブロック RAM の使用を
試みた 2 つのテストで、Versal がタイミング違反となった点です。 そのよ
うな問題は DSP Builder for インテル® FPGA では発生しませんでした。

FPGA はスピードグレード別に分類され、 スピードグレードごとに
15% ～ 20% にほぼ等しい範囲で速度が上がり *、スピードグレードが
高いほどデバイス単価も高くなります（* 性能は、使用状況、構成、その他
の要因によって異なります。 詳細については、インテルの Performance 
Index ウェブページ 3 を参照してください）。 また、サプライチェーンの混
乱や供給不足が避けられない今の状況では、 高速グレードになるほど
入手が難しくなる傾向にあります（通常、 低速グレードのほうが在庫が
安定しています）。

図 6. インテル ® Agilex ™ FPGA と Xilinx Versal ACAP の比較評価に使用したデザインフロー

フィルタータイプ 係 数 チャネル数
入力 

サンプル
レート

タップ数 CFG_01 CFG_02 CFG_03 CFG_04 CFG_05

DES1 
DES7

チャネルフィルター
ハーフバンド・フィルター プログラマブル

CFG リスト
を参照 15.36MSps 87 1 2 4 8 16

DES2 
DES8

チャネルフィルター
ハーフバンド・フィルター 固 定

DES3 
DES9

チャネルフィルター
ハーフバンド・フィルター プログラマブル

4 CFG リスト
を参照 107 7.68MSps 15.76MSps 30.72MSps 61.44MSps 122.88MSps

DES4 
DES10

チャネルフィルター
ハーフバンド・フィルター 固 定

DES5 
DES11

チャネルフィルター
ハーフバンド・フィルター プログラマブル

8 30.72MSps CFG リスト
を参照 35 53 87 107 125

DES6 
DES12

チャネルフィルター
ハーフバンド・フィルター 固 定

表 2. デザイン構成（DCG）
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図 7 から、 インテル® Agilex™ FPGA は Xilinx Versal デバイスよりも平
均して 15% ～ 20% 高速の周波数でタイミングを収束させていること
が分かります（ロジック・フットプリントの点でも平均 5% 縮小 *（* 性能
は、使用状況、構成、その他の要因によって異なります。 詳細については、
インテルの Performance Index ウェブページ 3 を参照してください））。
この差はスピードグレードを 1 つ上げるのと等しく、Xilinx デバイスでこ
の結果に対抗するには、スピードグレードが上位のデバイスを購入しな
ければならず、結果的にコストが高くなります。

ステップ 2：第 2 のテストスイートでは、上の階層のデザインに移行して、
複雑さと規模ともに極めて大きいコアの機能要素、すなわち、FFT&CP-、
iFFT&CP+、DDC、DUC&CFR、PRACH を考察しました（図 8）。

これらの評価の目的として、 レイテンシー要件を満たすために設計者
が決まって使用する基本のクロック周波数があるという点に注目する

必要があります。 そのうちの 2 つが、 491.52MHz と 614.40MHz です
（「周波数のマジックナンバー」 を参照）。

図 8 は、 イ ン テル® Agilex™ FPGA が FFT&CP- と IFFT&CP+ で
614.40MHz の タ イ ミ ン グ を 満 た し、 ほ か の デ ザ イ ン で は す べ て
491.52MHz のタイミングを満たすことを示しています。 なお、いずれも
「ボタンを押すだけ」 の（つまり、 最適化の手順が必要ない）ツールを使
用して得られた結果です。

一方、 Xilinx Versal ACAP は、 すべての機能について 614.40MHz の
タイミングを満たせませんでした。 「DUC&CFR」モジュールについて
は 491.52MHz のタイミングも満たせていません（これについても、 構
成、最適化、定義、ツール、ハードウェアの詳細については、インテルの
Performance Index ウェブページ 3 を参照してください）。

公平を期すために記しておくと、デザインが上の階層に移行するほど複
雑さが増すため、開発者は一方の FPGA アーキテクチャーを使用して 1
つのアプローチを試し、もう片方のアーキテクチャーを使用して別のア
プローチを試すこともあります。 このモジュールの場合、さまざまな最適
化戦略（表 3） を使用して Xilinx Versal ACAP が良好な結果を示すよう
に手を尽くしましたが、 やはりタイミングの目標を満たすことはできま
せんでした。

図 7. インテル® Agilex™ FPGA と Xilinx Versal ACAP の FIR ベンチマーク結果

インテル® Agilex™ FPGA Versal

値が大きいほど高性能

ブロック RAM 使用時、 Versal ACAP ではタイミング違反

周波数のマジックナンバー
業界に新規参入した人の多くが不思議に思うのが、614.40MHz、
491.52MHz といった「周波数のマジックナンバー」（どこからと
もなく現れたので「マジック」 と呼ばれます） の出所についてです。
実際、 3G RAN に使用される W-CDMA スペクトラム拡散変調方
式では、 5MHz のキャリアを使用します。 また、 パルス整形フィル
ターでは平方根二乗余弦コサイン FIR フィルターを使用しますが、
ここで生成される「チッピング」レートは3.84MHz です。 これに基
づき、CPRI インターフェイスでは3.84MHz の基本フレームレート
が採用されました。 LTE では、さらに高いキャリア周波数を用いて、
W-CDMA の代わりに OFDM が採用されています。 業界は CPRI
に3G と4G/LTE 両方との互換性を求めたため、3GPP は巡回プレ
フィックス長を微調整し、 20MHz LTE では 30.72MSps のサンプ
ルレートを使用しますが、これは23 x 3.84MSps = 8 x 3.84MSps
から割り出した数値です。 5G も OFDM を採用し、 このトレンドは
継続されました。 5G の 100MHz キャリア （サブキャリア間隔は
30kHz） では、 122.88MSps のサンプリング・レートが使用され、
これは 25 x 3.84MHz と計算できます。 このように、 491.52MHz
と614.4MHz が周波数の「マジックナンバー」 となったのは、それ
ぞれ122.88MHz の4倍と5倍だからです。

インテル® Agilex™ 
FPGA の Fmax Versal の Fmax

値が大きいほど高性能

614.4MHz 達成
（最適化なし）

491.52MHz 未達成
（最適化あり）

図 8.  IP モジュールのベンチマーク結果
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ステップ 3 ： このステップは、 図 5 に示した 5G O-RU デザインに関連
する評価です。 インテル® Agilex™ FPGA では、 FFT&CP- と iFFT&CP+
の両方で 614.40MHz のターゲット周波数を維持できました。 Xilinx 
Versal ACAP では、これらのモジュールでこの動作周波数を達成できな
いため、ターゲットを 491.52MHz に下げています。 実環境で実装したと
ころ、結果からこれらのモジュールの完全な再設計が必要になることが
分かり、それに伴いモジュールサイズは25% 拡大することになります（今
回のベンチマークでは、この再設計の取り組みには着手していません）。

プロジェクトのその他のモジュールについては、引き続き 491.52MHz
をターゲットとしました。 使用した FPGA リソースについては表 4 にまと
めています。

インテル® Agilex™ FPGA の場合、 周波数 / タイミングのターゲットに
は十分に達しています（最大限の有効な配置を利用）。 これに対し Xilinx 
Versal ACAP では、 表 3 に示したすべての最適化を行っても、 デザイン
全体の周波数は 491.52MHz のターゲットに達しませんでした。 実際、
なんとか達成したのが 372.2MHz です。 基準となる DUC/CFR モジュー
ルで 491.52MHz に到達しなかったので、 当然の結果かもしれません。
つまり、 FFT&CP- モジュールと iFFT&CP+ モジュールで 614.4MHz の
ターゲットを断念しただけでなく、 全デザインの Versal 実装でやはり
491.52MHz を達成できなかったことになります。 最後の手段として、中
程度のスピードグレードのデバイスを試し、ようやく 491.52MHz のター
ゲットを満たすことができました（実際に達成した値は 499.62MHz）。

最適化レベル 達成した FMAX
（MHz） Versal の DUC/CFR 最適化項目

Opt #0
（最適化なし） 343

1. 初期デザイン
2. Vivado のデフォルトの
 Implementation Strategy

Opt #1 445

1. デザインにパイプライン・ロジックを追加
2. チャネルフィルターとハーフバンド・フィルターの構造を 4 つの並列パスで実装 

（各パスが 1 チャネルを処理）
3. Vivado で Performance_ExploreWithRemap 設定を有効化（Implementation Strategy）

Opt #2 474 1. CORDIC：add-sub-iterations の数を 25 に設定（Advanced Configurations）
2. Vivado で Performance_ExploreWithRemap 設定を有効化

Opt #3 482 1. Channel Filter Memory 設定を Distributed Memory として実装するように設定
2. Vivado で Performance_SpreadSLLS 設定を有効化（Implementation Strategy）

表 3. Xilinx Versal ACAP でタイミングを満たすために試みた最適化手法（実際には満たさず）

実際の使用数 利用可能 使用率

デバイス インテル® Agilex™ 
FPGA

Xilinx Versal
ACAP

インテル® Agilex™ 
FPGA

Xilinx Versal
ACAP

インテル® Agilex™ 
FPGA

Xilinx Versal
ACAP

乗算器の数 1153
（601 DSPブロック）

1156 
DSP スライス

9020
（4510 DSPブロック） 1968 DSP スライス 13%

（乗算器）
59%

（DSP エンジン）

ALM/ スライス 87kALM 21kCLB スライス 487kALM 112kCLB スライス 18%
（ALM） 19%（CLB スライス）

RAM ブロック 569 M20K 357 RAMB36E5 & 
67 RAMB18E5 7110 M20K 967 BRAM36E5 8%（M20K） 40%

（ブロックRAMタイル）

表 4. 5G O-RU デザインの実装に使用した FPGA リソースの概要
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まとめ
5G RAN は 2019 年～ 2020 年に導入が開始され、2021 年に勢いを増
し始めましたが、まだ RAN の導入においては初期段階であり、エンドユー
ザーの 5G 利用についてはさらに初期の段階にあります。 とはいえ、状況
は急速に動き始めており、2025 年には 5G 契約者が 30 億人になると予
測されています。4

5G を世界中に敷設するには数十万台もの無線ユニットが必要になり、
当然ながら通信事業者のコスト意識は極めて高くなっています。 このホ
ワイトペーパーで示したように、 5G O-RU の実装に必要な機能につい
ては、 インテル® Agilex™ FPGA が、 Xilinx Versal ACAP の同等クラス
FPGA よりも平均で 15% ～ 20% 高速であり、使用するロジックも平均
で5% 少なくて済みます *（* 性能は、使用状況、構成、その他の要因によっ
て異なります。 詳細については、インテルの Performance Index ウェブ
ページ 3 を参照してください）。

結論として、 通信事業者の 5G O-RU 帯域幅要件を、 1 つのインテル® 
Agilex™ FPGA を使用してほぼ満たせるものと仮定すると、 Xilinx 
Versal シリーズの製品を使用してこの結果に対抗するには、 2 つの
Xilinx Versal ACAP を使用するか、スピードグレードの高いデバイスを
使用しなければならないということです。 どちらを選択しても、コストが
大幅に増加します。
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