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SoC検証の重要性と課題

SoC検証工程は図１のSoC設計フ

ローに示すように，仕様設計，機能設

計，RTL（Register Transfer Level）

設計により作成された，ハードウェア

記述言語によるRTL記述の検証を行

い，次のLSI製造工程で使用される検

証済のRTL記述（クリーンファイル）

を作成する工程です．

一般的にSoCの検証期間は，設計

期間の数倍を要するといわれ，大規模

化に伴い長期化が問題となっています．

さらに，検証の途中で不具合が発見さ

れた場合には，不具合を修正した後

に，修正がほかの機能に影響を与えて

いないことを再確認する必要があるた

め，さらに工程が長くなります．しか

し，不具合が発見できないまま製造を

始めてしまうと改修には莫大な時間と

費用がかかるため，製造前に可能な限

りの検証を実施し，不具合を解消して

おく必要があります．

従来，SoC検証には計算機プログ

ラムである論理シミュレータを使用す

るのが一般的でした（図１①）．しか

し，SoCのように大規模なハードウェ

アでは，意図した機能をシミュレーショ

ンするためには非常に長い時間を要す

るため，十分な機能検証を実施できな

いという問題点がありました．

FPGA検証のメリット

このような論理シミュレーションの

問題点を克服するために，最近では

FPGAを利用した検証（図１②）を論

理シミュレーションと並行して行うこ

とが多くなってきています．ここでの

FPGAは，ユーザが実現したい論理を

自分自身で何度でもプログラムできる

LSI（1）を指します．FPGA検証では，

評価ボードに実装したFPGAに，設計

結果であるハードウェア記述から作成

したFPGA用の設計データを書き込む

ことで，設計したSoCと同じ機能の

ハードウェアを実現します．測定器を

用いてデータを入力し，出力されるデー

タを測定器で評価し，設計者が意図し

たとおりの出力が得られているかを確

認することで，機能を確認します．

FPGAは，論理シミュレータと比較す
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ると動作速度は数百倍以上高速であ

り，シミュレーションでは困難であっ

た長時間の連続動作の検証も可能に

なります．

また，評価ボードを実際と同じ通信

速度でほかの装置と接続することで，

機能確認を行うことが可能となるため，

実際の使用条件に近い評価が可能に

なります．このように，FPGA検証に

より論理シミュレーションと比べて多

くの条件で機能を確認することができ

るようになるため，設計品質をより向

上させることが可能となります．

また，ソフトウェアと組み合わせる

ことでシステム動作の検証が行えるこ

とも大きなメリットの１つですが，こ

こでは主にFPGAを用いたRTL検証に

ついて解説します．

光アクセス通信用SoC検証への

FPGA適用の課題と対策

このようにFPGA検証には多くのメ

リットがありますが，光アクセス通信

用SoCの検証に適用するには，「大規

模化への対応」「高速な通信速度」へ

の対応が必要です．さらに，「検証期

間の削減」「検証の容易化」が求めら

れます．以下，これらの課題への対策

を説明します．

（1） 大規模化への対応

光アクセス通信用SoCには，所定の

プロトコルで通信を行う機能をはじめ，

セキュリティを確保するための暗号機

能，サービスの品質を制御するQoS

（Quality of Service）等さまざまな

機能が要求されるため，設計データの

規模が大きくなります．

FPGA評価を行うためには，設計

データをFPGAに書き込む必要があり

ますが，規模が大きいため１つの

FPGAに搭載することができません．

そこで設計データを分割し，複数の

FPGAに搭載しますが，この場合，設

計データの適切な分割法と，分割搭載

したFPGA相互間で信号を高速に送受

信する方法が課題となります．

一般的に，通信用SoCは上り・下

りの信号に対して，信号の流れに沿っ

て所定の処理を順次実行する構成と

なっています．そこで，この処理を行

うための主な機能ごとにひとまとまり

として分割を行い，各FPGAに実装し

ました（図２）．

（2） 高速な通信速度への対応

次世代の光アクセス通信SoCは，10

Gbit/sという高速なワイヤスピードで

データの送受信を行います．FPGA検

証の段階でも同じ速度で評価すること

で，実システムに近い検証が可能にな

るというメリットがあります．

複数のFPGA間のデータ転送を行

う場合，FPGA間の配線による遅延

や，送信側と受信側のFPGAのクロッ

クの位相差によりデータが受信できな

くなる問題が起こる場合があります．

そこで，図３に示すように10 Gbit/s

の場合，64ビットのビット幅のフレー

ムデータおよび制御信号を送信側
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図２　通信機能の FPGA 実装例 
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F PGAのクロックとともに受信側

FPGAに入力します．フレームおよび

制御信号のFIFO（First-In First-

Out）への書き込みは送信側FPGAの

クロックに同期して行い，読み出しは

受信側FPGAの内部クロックに同期し

て出力する構成により，FPGA間の位

相調整を行い高速な通信速度に対応

できました（2）．

また，FPGA評価ボードの配線やコ

ネクタなども高速な通信速度に対応す

る仕様にしています．

（3） 検証期間の削減

大規模なSoCでは，機能ブロックご

とに並行して設計・検証が行われます．

従来のFPGA検証では，すべての機能

ブロックの設計データをFPGAに実装

するまではフレーム導通ができず，機

能ブロックごとの検証やLSI全体の検

証ができませんでした．そのため，特

定の機能ブロックの設計・検証が遅れ

て，FPGAに実装できない場合，検証

を開始することができず，全体のスケ

ジュールのボトルネックになっていま

した．

この課題に対処するため，設計が遅

れているFPGAの代わりに，その設計

が完了するまでの間は最低限必要な機

能だけを実装したFPGA代替回路や前

段のブロックから受信したフレームを

次段のブロックが受信できるフォー

マットでそのまま出力するFPGAス

ルー回路，前段のブロックから受信し

たフレームを折り返して再び前段のブ

ロックに送信するFPGAループバック

回路を使用して検証を行い，全体検証

期間の増大を防止しました．

図４は各検証段階におけるこれらの

回路の適用例を示しています．図４①

の検証初期段階では，設計検証が完

成した個別ブロックはないため，各

FPGAにスルー回路を実装するととも

に，ループバック回路を用いてフレーム

導通検証を実施します．図４②のよう

に，一部のFPGAの設計が完了した場

合には，未完成のFPGAの代わりに代

替回路やスルー回路を使用することで，

設計が完了したFPGAの検証を先行し

て進めることができます．このようにし

て，設計が完了したブロックから検証

を進めていき，最終的には図４③の

ように，すべてのFPGAの設計が完了

し，FPGAに実装した段階でLSI全体

の機能試験を行います．図４①，②の

ように，すべてのブロックの設計が完

了する前から個別の機能ブロックの検

証を段階的に進め，最終的にすべての

ブロックの設計データがそろった時点

でLSI全体の検証を行うことで，従来

に比べて検証完了を早めることができ

るようになりました．

（4） 検証の容易化

通信用SoCに通信路から入力するフ

レームには，エラー訂正のためのFEC

（Forward Error Correction）処理

や高セキュリティ化のために暗号処理

が行われています．通信用SoCの

FPGA評価に使用されるLANアナライ

ザのような検証機器では，一般的には

このようなフレームを作成したり受信

したりすることができず，実際の装置

どうしの接続検証を行わないと，機能

を確認することができませんでした．こ

の課題を解決するために図５のような

検証系を構築しました．

この検証系は，PC上で生成された

試験データをフレームに埋め込み，

FPGAボードに送信するLANアナライ

ザと，埋め込まれたフレームから試験

データを取り出し，検証対象の回路

に送信するカプセル・デカプセル化

回路を追加したOLT（Optical Line

Terminal）側のFPGAボードから構

成されています（本特集記事『光ア

クセス通信用MAC制御LSI設計技

術』を参照）．

試験用のフレームをPC上で開発し

たプログラムで暗号化，FECエンコー

ドし，LANアナライザでイーサフレー

ムのデータ部に格納してOLTのFPGA

ボードに入力します．FPGAボード上

のデカプセル化回路でイーサフレーム

から暗号化，FECエンコードされたフ

レームを取り出し，FECデコードおよ

び暗号の復号化を行います．試験用

のフレームと出力されたフレームを比

①フレーム導通 
　検証 

②限定機能検証 

③全機能検証 

図４　各設計段階の検証方法 
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較することで正常な動作を確認するこ

とができます．以上のような方法で，

一般的なLANアナライザを使用して，

通信状態を模擬した検証を容易に行う

ことが可能になります．

FPGA評価ボード

図６に光アクセス通信用SoCのため

に開発したFPGA評価ボードの例を示

します．このFPGA評価ボードでは複

数のFPGAにOLTの回路を実装し，

FPGA検証を行いました．

今後の展開

LSI製造の後にLSIを評価ボードに

実装して，システム動作の検証を行い

ますが，その際にもFPGA検証のノウ

ハウが役立つことが期待されます．

FPGAボード自体も機能を変更できる

ことを利用して新機能の検討に使用し

ていく予定です．
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FPGAを適用することで，さまざまなシス
テムの構築・検証が容易にできるようにな
ります．NTTマイクロシステムインテグ
レーション研究所では，FPGAによる設
計・検証技術の蓄積とシステム化を推進し
ていきます．
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