
メインストリームのシステムおよび 
プラットフォームの設計者に極めて高い生産性を提供

Vivado Design Suite HLx Edition



以下によって生産性を 15 倍向上
・ C/C++ ベースのデザインおよび再利用の加速

・ 分野に特化したライブラリ 

・ IP サブシステム

・ 統合の自動化

・ デザイン クロージャの加速化

・ プラットフォームの迅速な作成と展開を可能にする

・ ASIC クラスの FPGA および 3D IC に加えて、 

Zynq SoC および新しい MPSoC に対応

Vivado Design Suite 
HLx Edition

Vivado® Design Suite は、次世代型 C/C++ および IP ベースのデザインを使用し
て極めて高い生産性を実現する新しい方法を提供します。新しい HLx Editionには、
HL System Edition、HL Design Edition、および HL WebPACK™ Design Edition 
が含まれています。ユーザーは、新しい UltraFast™ 高生産性設計手法ガイドと組
み合わせて、従来の方法よりも 10 ～ 15 倍高い生産性を実現できます。

従来の RTL ベースのデザインでは、設計の労力の大半が設計プロセスの最終段
階に費やされていました。それに比べ、C および IP ベースのデザインは、検証、
インプリメンテーション、および設計収束における開発サイクルを低減することが
できます。そのため設計者は、差別化されたロジックに集中することができます。
このフローには、次が含まれています。

・ 必要なソフトウェア スタックに加えて、プラットフォーム接続デザインの迅速な
生成。

・ 高位設計を使用して差別化されたロジックの迅速な開発。これにより、デザイ
ンを再利用できる可能性を増やすこともできます。

・ RTL に比べて、高水準言語によって検証時間を劇的に短縮できます。

設計チームは、抽象度の高い設計環境を使用することで、全体的に優れた、また
は同等の品質の結果 (性能、消費電力、使用率) をすばやく得ることができます。 

システム プラットフォームを作成して広く展開するための、 
極めて高い生産性を実現する新しい方法

Vivado Design Suite HLx Edition



UltraFast 高生産性設計手法ガイド 
従来のデザイン開発は、経験豊富なシステム アーキテクトが、新しい技術でデザインをどのように実装するかを推定し、システムの接続要件およ
び付加価値のある差別化されたロジックの両方を、上位モデリング形式で把握することから始まります。その後、RTL デザインによって、それらの
要件を実装します。RTL デザイン サイクルは、通常、ブロックごと、およびデザイン全体での、検証とデザイン クロージャの反復から成ります。こ
の設計手法の結果として、差別化されたロジックのどのような変更も、IO インターフェイス (たとえば、DDR メモリ、イーサネット、PCIe など) で
のタイミング要件の違反を引き起こす可能性があるため、プラットフォーム接続デザインは安定しません。また、ハードウェアが構築される前に、
RTL 検証サイクルで徹底的な機能テストを行うことができなくなります。
高生産性設計手法は、開発の労力を逆転します。つまり、設計者がより多くの時間を付加価値のあるロジックの設計に費やすことができるようにし、
ロジックを動作させるための試行時間を減らします。このフローは、RTL デザイン フローに比べて、デザイン サイクルを 1/15 に削減します。こ
の高生産性設計手法の主な特徴は次のとおりです。

• プラットフォーム開発と差別化されたロジックを分離し、設計者がその会社の付加価値の高い機能に集中できるようにします。

• Vivado IP インテグレーターおよび Vivado IP システムを使用して、ターゲットとなるボードのプラットフォーム接続を迅速に構成、生成、および 
完成させます。

• 差別化されたロジックのための C ベースのシミュレーションにより、従来の RTL シミュレーションに比べて桁違いにシミュレーション時間を 
削減します。

• Vivado HLS および C/C++ ライブラリによる高位合成に加えて、IP インテグレータにより C からシリコンへの迅速なインプリメンテーション 
およびシステム統合を実現します。

UltraFast 高生産性設計手法ガイドにおけるすべての手順は、インタラクティブに、またはコマンド ライン スクリプトを使用して実行できます。手
動によるすべての操作の結果をスクリプトに保存し、デザイン シミュレーションから FPGA のプログラミングまで、フロー全体を完全に自動化する
ことができます。この高度に自動化されたフローによって、多くの場合、RTL デザイン シミュレーションが完了する前に、FPGA ビットストリーム
を生成し、ボード上でデザインをテストすることができます。

派生デザインが作成されるときに、さらに大きい生産性の向上が得られます。異なるデバイス、クロック スピード、またはデザインのコンフィギュレー
ションをターゲットにすることは、C のパラメーターまたは Vivado HLS のオプションを編集するのと同じくらい簡単です。その場合、ツールは、新
しい製品の要件に適合する新しいマイクロアーキテクチャを自動的に選択します。 

HLx は、カスタムプラットフォームを設計するための手法を提供することによって、プラットフォーム上でのデザインの作成、デザイン変更、および
再利用を行う時間を短縮し、ソフトウェア定義の開発環境であるザイリンクスの SDx ファミリを補完します。 

• 最初のデザインの労力は 1 

• 派生デザインの労力は 0.8

• 結果の品質は 1

動作させるための時間は
80%

設計にかける時間は
20%

RTL

合成、配置配線

デザイン クロージャ

• 最初のデザインの時間が 

 1/10 ～ 1/15 に短縮

• 派生デザインの時間が 1/40 に短縮

• 結果の品質は 0.7 ～ 1.2 倍

Vivado C および IP ベースのデザインVivado RTL ベースのデザイン

IPI および IP 
サブシステム

自動化された
デザイン クロージャ

HLS および C 
ライブラリ

C ベースの IP

システム統合

インプリ
メンテーション



C ベースのデザインとその再利用による設計時間の短縮
標準的なシステムは、システムのソフトウェア モデルから始まります。エンターテイメント、ゲーム、通信、医薬品のいずれであろうと、ほとんど
の製品はソフトウェア モデルまたはプロトタイプとして始まります。その後、このモデルは、ハードウェア チームおよびエンベデッド ソフトウェア チー
ムに配布されます。ハードウェア デザイン チームは、システム要件に適合する RTL マイクロアーキテクチャを選択する役割を担います。

FPGA などのプログラム可能なデバイスの最大のアドバンテージは、特定のアプリケーションに最適化されたカスタムハードウェアを作成できるこ
とです。その結果、最終製品の 1 ワットあたりの性能は、分散プロセッサベース システム上で実行される純粋なソフトウェア プログラムと比べて、
桁違いに向上します。

Vivado 高位合成 (HLS) コンパイラは、プロセッサ コンパイラで使用できるプログラミング環境に類似したプログラミング環境を提供します。これ
らのプログラミング環境の主な違いは、Vivado HLS が C コードを最適化された RTL マイクロアーキテクチャにコンパイルするのに対して、プロセッ
サベースのコンパイラは、GHz レートの固定されたプロセッサ アーキテクチャ上で実行されるアセンブリ コードを生成する点です。

システム アーキテクト、ソフトウェア プログラマ、またはハードウェア エンジニアは、Vivado HLS を使用して、スループット、消費電力、および
レイテンシが最適化されたカスタム ハードウェアを作成できます。これによって、計算、ストレージ、ネットワークなどのすべてのアプリケーションで、
高性能、低消費電力、または低コストのシステムの最適化された実装が可能になります。

Vivado HLS は、デザイン要件に基づいて多数のマイクロアーキテクチャを調査した後に、C/C++ の仕様を VHDL または Verilog RTL に直接合
成できるようにすることで、デザインのインプリメンテーションと検証の時間を短縮します。C コードベースでは、VHDL や Verilog のシミュレーショ
ンとは桁違いに高速に、論理シミュレーションを実行できます。たとえば、ビデオ モーション推定アルゴリズムでは、Vivado HLS に入力された C は、
10 秒でビデオ データの 10 フレームを実行しますが、対応する RTL モデルは、約 2 日をかけて同じビデオの 10 フレームを処理します。

Vivado IP インテグレータと組み合わせると、Vivado HLS は、設計者およびシステム アーキテクトに、品質の高いデザインを作成するための高速
かつ堅牢な方法を提供します。 

最小限のテスト 徹底的な機能テスト

従来のフローの例

     240 人月
          • 10 人
          • 2 年

デザイン クロージャ

従来の RTL デザイン フロー

VHDL-2008, SV
5 万行

VHDL-Verilog
10 万行

テストベンチ
（ドライバー レベル）

RTL
シミュレーション

ハードウェア 
システム 
デバッグ

RTL 合成 配置配線



Vivado HLS は以下によって IP を作成するための近道を提供します :

・ アルゴリズム記述、データ タイプ仕様 (整数、固定小数点、または浮動小数点)、およびインターフェイス (FIFO、AXI4、AXI4-Lite、AXI4-
Stream) を高い抽象度で実現

・ 性能、消費電力、およびエリア使用率に関して、手動でコーディングされた RTL インプリメンテーションに匹敵するか、上回ることができるデ
ザインを迅速に提供するアーキテクチャ認識合成 (ディレクティブにより制御)

・ C/C++ テストベンチ シミュレーション、自動 VHDL または Verilog シミュレーション、およびテストベンチ生成を使用する高速な検証

・ 業界で使用されている言語を幅広くカバー (C,C++,OpenCL,SystemC)

・ ザイリンクスのオンチップ メモリ階層、デジタル信号処理計算素子、および浮動小数点ライブラリの自動的な使用

ユーザーの好みに合わせたシステム統合環境C ベースの IP 作成

C、C++、または SystemC

VHDL または Verilog

System Generator for DSP

Vivado IP インテグレータ

Vivado RTL 統合

C ライブラリ
  • math.h
  • ビデオ
  • DSP
  • 線形代数

IP カタログ

徹底的な機能テスト システムレベルのデバッグ

HLS ベースのフローの例

   16 人月
          • 2 人
          • 8 カ月

   派生デザインはさらに短縮
          • C++ の再利用
          • パラメーターによるスケーリング
          • デバイスに依存しない

デザイン クロージャ

Vivado HLx のデザイン フロー

1/15 に短縮

C++ コード
（5000 行）

IPI

テストベンチ
（アプリケーション）

C のデバッグ HLS
ハードウェア 

システム 
デバッグ

RTL 合成 配置配線



分野に特化したソフトウェア ライブラリ
サポートされるライブラリには、高性能低消費電力インプリメンテーションのための計算、DSP、ビデオ、および線形代数のライブラリが含まれます。
さらに、FFT やフィルターなどの複雑なコアのために、HLS は最適化された LogiCORE™ IP FFT および FIR Compiler を統合し、最高品質の結
果を実現します。分野に特化した設計を加速化するために、ザイリンクス アライアンス メンバーから、OpenCV、BLAS、機械学習などのための
ライブラリも提供します。詳細については、http://japan.xilinx.com/HLS を参照してください。

完全な IP サブシステムの再利用
ザイリンクスおよびザイリンクス アライアンス パートナーは、製品化までの時間を短縮するため、豊富な IP のライブラリを用意しています。IP は、
厳しいテストと検証を受けており、初回での成功を保証します。単純なコアのライブラリだけでなく、生産性を向上するためのソリューションも提供
されます。

ザイリンクスの新しい LogiCORE IP サブシステムは、データ ムーバー、ソフトウェア ドライバー、サンプル デザイン、テストベンチなどの複数の個々
の IP コアを統合する、柔軟に設定可能な市場に合わせて調整される構築ブロックです。Vivado Design Suite では、イーサネット、PCIe、HDMI、
ビデオ処理、画像センサー処理、および OTN 開発用の新しい IP サブシステムを使用できます。たとえば、AXI-4 PCIe サブシステム は、PCIe、
DMA、AXI-4 インターコネクトなどの複数の IP コアを利用し、プロセッサ システムで使用される必要なソフトウェア スタックを提供します。

すべての IP サブシステムは、AMBA® AXI™4 インターコネクト プロトコル、IEEE P1735 暗号化、およびザイリンクスデザイン制約 (XDC) という
業界標準に基づいており、統合を加速化するために、ユーザーおよびザイリンクス アライアンス メンバーのパッケージ IP との相互運用を可能にし
ます。

統合の自動化
Vivado Design Suite は、業界初のプラグアンドプレイ システム統合デザイン環境である Vivado IP インテグレーターにより、RTL デザインの生産
性の停滞状態を打破します。

Vivado IP インテグレーター は、ボード インターフェイスへのカスタマイズされた接続を生成することにより、迅速なプラットフォーム作成を可能に
します。C/C++ によって生成された高度に並列化された機能の、プラットフォーム上へのシステム アセンブリも可能にします。

Vivado IP インテグレーターは、グラフィカルおよび Tcl ベースの環境を利用して開発と同時に検証が行えるデザイン開発フローを実現しています。
主要なインターフェイスのインテリジェントな自動接続、ワンクリックでのサブシステム生成、リアルタイム DRC、およびインターフェイス変更の伝
搬を、強力なデバッグ機能と組み合わせてサポートする、デバイスとプラットフォームを認識する対話型環境が提供されます。

設計者は、機能間を接続する場合、「信号」レベルの抽象性ではなく、「インターフェイス」で作業するため、生産性が大幅に向上します。IP インテグレー
ターは、業界標準の AXI4 を利用しますが、その他のインターフェイスもサポートするため、ユーザーは、極めて柔軟に独自のカスタム インターフェ
イスを定義できます。

IP アセンブリの例 :
Zynq プロセッサ サブシステム 

+ ビデオ サブシステム
• 6 個の IP ブロック

統合の自動化

ビデオ処理 IP サブシステム

Zynq デザインおよびビデオ処理サブシステム

4700 行の VHDL
(最上位の接続のみ)



オープンな業界標準の IP を備える Vivado Design Suite は、サードパーティ ベンダーが IP ポートフォリオを開発者に提供することを可能にします。
現在、開発者は、それらの IP を Vivado IPI と統合できます。ユーザーは、Vivado HLS または System Generator for DSP を Vivado IP パッケー
ジャーとともに使用して、独自の RTL、または C/C++/SystemC および MATLAB®/Simulink® のアルゴリズムを IP カタログにパッケージ化するこ
ともできます。

加速されるデザイン クロージャ 
Vivado Design Suite は、必要な設計の反復回数を減らし、1 日あたりに可能な反復回数を増やすことによって、インプリメンテーション プロセス
を加速化します。その共有され、拡張性のあるデータ モデルは、比類のないコンパイル時間の短縮とメモリ使用量の削減を実現し、消費電力、タ
イミング、リソース使用率などのクリティカルな設計指標の早期の解析を可能にします。これらの指標により反復を迅速に行うことができ、システム
性能に大きな影響を与えるデザイン プロセスの早期に、デザインの変更を行うことが可能になります。

高生産性設計手法を使用すると、より上位の C/C++ レベルで検証を反復することで検証時間を削減し、かつ、配置配線の完成間際での反復の影
響および必要性を低減します。

プラットフォームの作成と再利用
Vivado Design Suite は、デバイスを認識するだけでなく、ターゲット プラットフォームを認識し、ASIC クラスの FPGA および 3D IC のボードお
よびキットに加えて、Zynq® SoCs および MPSoC をサポートします。ターゲット プラットフォームを認識することで、Vivado はボード固有のデザ
イン ルール チェックを設定および適用し、動作するシステムの迅速な立ち上げを保証します。 

プラットフォームの認識

たとえば、設計者が Zynq-7000 All Programmable SoC ZC702 評価キットを選択して、Zynq プロセッシング システムを IPI 内でインスタンシエー
トした場合、Vivado は、ボードに対応する適切なペリフェラル、ドライバー、メモリ マップでプロセッシング システムを事前設定します。プラット
フォーム設計者は、デュアル コア ARM® プロセッシング システムと高性能 FPGA ロジックをターゲットとして、ソフトウェア IP とハードウェア IP の
両方をすばやく特定し、再利用し、統合できるようになります。  

ユーザーは、プロセッシング システムとそのロジック間のインターフェイスを、一連のダイアログ ボックスで簡単に指定します。インターフェイスが
自動的に生成され、性能または面積に対して最適化され、その後、ユーザーは Vivado HLS を使用して独自のアルゴリズムを追加するか、Vivado 
IP カタログを使用してデザインを作成することができます。  
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まとめ 
複雑で高性能なシステムを迅速に開発するには、RTL レベルの設計よりも高いレベルの自動化が必
要になります。これを実現できるのは、Vivado Design Suite HLx Editions のみです。 

新しい Vivado HLx Editions は、次世代型プラットフォーム設計の自動化、差別化されたロジックの 
C/C++ プログラミングをグラフィカルなシステム アセンブリとともに使用して、極めて高い生産性
を実現する新しい方法を提供します。UltraFast 高生産性設計手法ガイド (UG1197) に記載されて
いる方法により、デザインを作成および検証する時間が RTL ベースの手法の 1/15 に短縮されるこ
とが証明されています。

また、HLx は、ソフトウェア エンジニアおよびシステム エンジニアに向けた開発環境であるザイリン
クス SDx 開発環境 (SDSoC、SDAccel、および SDNet) を補完します。HLx の手法は、プラットフォー
ム デザインの作成を自動化できますが、開発環境である SDx ファミリは、C、C++、OpenCL、
または進展しつつあるパケット処理用の P4 言語を使用して、そのようなプラットフォームでのソフト
ウェア定義プログラミングを可能にします。

HLx および SDx は、より高性能な差別化されたシステムを開発するための、ソフトウェアでプログ
ラム可能なソリューションにおけるザイリンクスの新しい時代を象徴しています。これらは、Zynq 
SoC、MPSoC、ASIC クラス FPGA、3D IC などの All Programmable デバイスを使用して、最終
製品毎に最適化されたカスタム ハードウェアを提供します。


