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Xilinx FPGA 向けアナログソリューション
ご挨拶
コンシューマエレクトロニクスから産業および通信インフラ機器システムまで、外部の世界とインタ
フェースするアナログおよびミックスドシグナルICの近くには、プログラマブルなシステム集積化

を 通して大きな価 値を実 現するFPGA

(field programmable gate array)が常に存 在します。

データの収集と処理を行うためにいくつかの主要なコンポーネントの集積化が必要なシステムを
設計しているなら、今まさにFPGAの選択について検討されているのではないでしょうか。では、
自分の設計に最適なだけでなく、相互にうまく協調動作するのはどの製品か、どのように判断す
れば良いでしょうか。XilinxとMaximは、成功を約束する勝利の方程式です。

25年以上にわたり、XilinxとMaximの両社は最も厳しいシステム要件に適合するよう設計された集
積化ソリューションを専門にしてきました。両社は売上高がそれぞれ20億ドルを超えており、良く似
た市場と貴社のような共通のお客様を対象とするテクノロジリーダーとしての定評を頂いています。

Xilinxのデバイスは、メモリ、クロック、DSP 機能、SerDes、さらには組込みのPowerPCおよび
ARMプロセッサまでもプログラマブルファブリックの中に内蔵しており、あらゆるアプリケーショ
ンを可能にします。Maximは、システムを完成させるために必要な、パワーマネージメント、データ
コンバータ、センサー、I/Oインタフェース、RF、およびその他のミックスドシグナル機能を製造して
います。
では、XilinxとMaximはどのように皆様のお役に立てるでしょうか？ 使いやすさについて考えてみて

ください。Xilinxは、包括的でさらに拡大を続けている開発キットのポートフォリオであるターゲット
デザインプラットフォームを通して、最も厳しい設計上の難問を解決するための設定可能なソリュー
ションを提供しています。これらの開発キットは、ボード、ツール、IPコア、リファレンスデザイン、

およびFPGA

Mezzanine Card (FMC)のサポートを完備しており、設計者は直ちにアプリケーショ

ンの開発を開始することができます。Maximは、アナログおよびデジタルのパワーレギュレータとモ
ジュールを使用したFPGA設計を可能にします。さらに、Maximのシグナルチェーン構成要素および

IPセキュリティ製品は、XilinxのFPGAを完璧に補完します。ビデオ、音声、またはデータを設計に
取り入れる必要がある場合もあります。XilinxとMaximは、それらの点についてもカバーしています。
FPGAの使用の拡大に伴って、周囲のアナログの世界に対するフレキシブルで堅牢なインタフェース
の必要性も増大しています。Maximのオーディオ/ビデオアンプとコーデック、信号コンディショニン
グフィルタ、信号完全性 /保護回路、およびGHz DACは、卓越した性能を実現します。
それだけではありません。全世界を対象とするサポートが提供されており、いつでもお客様の設計を
お手伝いする体制が整っています。問題の解決を専門とするフィールドアプリケーションエンジニア
の頼もしいチームを活用して、システム全体を設計してください。
そして何よりも、両社が提供する革新的なソリューションはお客様が開発アプリケーションに付加
価値を与えることに専念できるよう支援します。

XilinxとMaximは、専 門 技 術と革 新を基 盤とする未 来を築 いています。このあとの ページ で、
XilinxのFPGAとMaximのICを使用してより短時間で目標を実現するための、さらに多くの方法
についてご覧ください。

ヒュー ダーダン(Hugh Durdan)
バイス プレジデント、ポートフォリオおよびソリューション マーケティング

Xilinx Inc.
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はじめに
アナログの世界における
プログラマブルロジックを
使用した設計

array)と呼ばれる高密度のデバイスがあ

ほとんどのデータはワイヤまたはワイヤレ

ります。コンフィギュラブルなロジックア

スメディア上をアナログ信号として伝送さ

レイ内でのブール論理およびレジスタの
実 装 に 加えて、メモリ、クロック管 理、

PLD (Programmable Logic Device)
は25 年 以 上前にデジタルの設 計に革命
をもたらし、文 字 通り任 意 の 機 能 を 設

I/Oドライバ、高速トランシーバ、イーサ
MAC、DSPの構成要素、および
組込みプロセッサなどのFPGAに内蔵さ
ネット

れるため、FPGA が 処 理するためには0

と1に変換する必要があります（図1）。ア
ナログの世界をデジタルの世界からアク

セス可 能 にすることは、Maximが 得意
とする分野です。Maximはほぼすべての

計して 現 場 でプ ログ ラムすること が 可

れた機能を使用することも可能です。

アナログ機能について上位 3 社の一角を

能 なブランクチップ を 設 計 者 に 約 束し

プログラマブルロジックデバイスを使 用

占め、革新性と品質に関して定評があり

ました。PLDには、不 揮 発 性 の 大 量 の

して、データの入力、処理、操作、およ

ゲートセルを使用するCPLD

(Complex
Programmable Logic Device)と 呼

び出力が行われます。しかし、この処理

ば れ る 低 ロ ジ ック 密 度 の デバ イス と、

いるのに対して、現実世界の信号のほと

SRAMルックアップテーブル(LUT)に基
(field programmable gate

力、音、視覚、電圧、電流、周波数など)。

づくFPGA

は一 般的にデジタルドメインに限られて

によってシステム設計が簡素化するため、
お客様は独自のアルゴリズムに集中する
ことができます。

んどは本質的にアナログ です(温 度、圧

クロック
およびタイミング

IP保護

コンフィギュレーション
メモリ

データコンバータ

マルチメディア

アナログ構成要素

マンマシン
インタフェース

システム監視

I/O インタフェース

パワーマネージメント

図 1. FPGAとアナログ機能の連携を示す標準システムアプリケーション
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パワーマネージメント
FPGAおよび CPLDは、3 ～ 15以上の電
圧レールを必要とします。ロジックファブ
リックには、通常は最新のプロセス技術
ノードが使 用され、それによってコア電
源電圧が決 定します。コンフィギュレー
ション、ハウスキーピング回路、各種I/

O、SerDesトランシーバ、クロックマネー
ジャ、およびその他の機能ごとに、電圧

レール、シーケンシング/トラッキング、
および電圧リップル制限についての要件
が異なります。この複雑な問題を管理す
る最良の方法について、｢XilinxのFPGA
および CPLD への給電｣ の項から始まる
解説をご覧ください。

データコンバータ
通信アプリケーションのFPGAは一 般に
高速なデータコンバータを必要とするの
に対し、産業および医療アプリケーショ
ン のFPGAは 多くの 場 合 高 い 精 度と 分
解 能 を要 求します。Maximのデータコ

ンバータのポートフォリオには、マルチ

GSPS高性能および 16ビット～ 24ビット
精度のADCおよび DACなど、これらの
アプリケーションに役立つ多種多様なデ
バイスが含まれています。高速データコ
ンバータにつ いては、｢FPGA 用 の 信 号
変換ソリューション｣ の項を参照してくだ
さい。

IP 保護
フィールドプログラムが可能であること
は設計過程でのフレキシビリティを提供
しますが、基底のIPをリバースエンジニ
アリングおよび窃盗の大きなリスクに晒
す危 険 性もあります。Maximは、実 装

されている設計の安全を、FPGAまたは

CPLDの1つ のピ ンを 使 用して 確 保 する
1-Wire®セ キュアEEPROMを 提 供して
います。セキュアメモリは、チャレンジ＆
レスポンス認証シーケンスを使 用して真
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正なデバイスと偽造デバイスを識別する

しあげるだけでも、RS-232、RS-485 、

プローチの 利 点については、｢FPGA 用

CAN、IO-Link®、 イーサネット、 オプ
ティカル、およびIrDA®などがあります。
Maximのポートフォリオはこれらのイン

のデザイン保 護ソリューション｣ の項を

タフェースの問題に対するソリューション

お読 みください。FPGAロジックを含ん

を提供します。これらのソリューションの

ことによって、設 計への投 資をコピーや
クローンから保護します。当社の独自ア

だリファレンスデザインが利用可能です。

マルチメディア
FPGAはデータとともにオーディオを処
理するために使 用されることが増えてい
ます。ほとんどの場合、これらのシステ
ムは オーディオ/ビデオデータコンバー
タ、アンプ、フィルタ、イコライザ、信
号コンディショナ、オンスクリーン表示ブ
ロック、ビデオデコーダ、およびオーディ
オコーデックを必要とします。Maximは

マルチメディアサブシステムICを提供して

おり、FPGAの設計者は設計の中の高度

多くはESDおよび障害保護のための追加
機能も内蔵しています。その他の場合で
は、24ポート以上のSATAおよび SASト
ランシーバのような高密度インタフェース
ポートをFPGA からコンパ ニオンチップ
にオフロードしてコストを最 適化するこ
とが可能です。

Maximでは、セキュリティカメラ、IP電
話、WiFiアクセ スポイントなどの 機 器
にイーサネットを介して給 電するための

Power over Ethernet ICを提 供して い
ます。当社の電力線通信ICを使用して電

なオーディオ/ビデオ処理段に集中するこ

力線上で通信を行うこともできます。

とができます。

ビルディングブロック

マンマシンインタフェース

Maximは、 レ ベ ル ト ラ ン ス レ ー タ、
MEMSベースのリアル タイムクロック、

ほとんどのシステムは、人間のオペレー
タおよび現実世界との相互動作を行いま
す。Maximは、タッチ、温度、近接、光、
および動きを検出してそれらのアナログ
信号をFPGA内で処理可能なデジタルド
メインに変換する多種多様な最新式のコ
ンポーネントを提 供しています。これに
は、厳しい産業環境向けに作られたもの
に加えて、大量生産のコンシューマ製品
に適したデバイスが含まれます。

I/O インタフェース
FPGAには、LVTTL、LVCMOS、LVDS、
HSTL/SSTL、およびマルチギガビットシ
リアルトランシーバなど各種のI/Oドライ
バが内蔵されていますが、プロセス上の
制限から、多くのインタフェース規格で必
要とされる電圧または電流レベルを駆動
することができません。一般的な例を少

発振器、アンプ、コンパレータ、マルチ
プレクサ、信号コンディショナ、フィルタ、
ポテンショメータ、ESD/障 害 保 護、お
よび堅牢で高信頼性の設計を可能にする
その他のICなどの構成要素を提供してい
ます。

システム監視
FPGAはラックマウント型 の 通 信 /コン

ピューティングインフラや、敏感な産業 /

医療および防衛アプリケーションで使用
されます。Maximはこれらのアプリケー

ション向けに、障 害 検出 /ロギング、お

よび セキュリティ /認 証を含む、エンク

ロージャ管理、熱管理、ファン制御、お
よびホットスワップコントローラ向けのあ
らゆる種 類のソリューションを提 供して
います。
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XilinxのFPGAおよびCPLDへの給電
概要
SRAM技 術 ベ ース のXilinxのFPGAは、
より高いロジック容量を提 供し、より多
くの電力を消費するのに対して、フラッ
シュ技術ベースのXilinxのCPLDは、より
低いロジック容量を提 供し、より少ない
電力を消費します。PLD ベンダー各社は、
ロジック容量を高め、より多くの機能を
内蔵するために、デバイスの世代ごとに
最新のプロセス技術ノードを使用します。
例としては、ブロックRAM、クロックマ
ネージャ、
DSP機能、システムインタフェー

ス、 さ ら に はARM®/PowerPC®プ ロ
セッサまでが内蔵されています。
異なる種 類の機 能 が集 積化され、常に
技術ノードの移行が行われる結果として、

1つのPLDに複 数の電源レールが 存 在し
ます。これらのプログラマブルデバイス

Maximは、ライン/負荷およびPVTの変
動に対して1%のレギュレーション制度を
提供しています。

アプリケーションで使 用する例、および

Artix シリーズの FPGA をコンシューマ製

FPGAの電源レールの理解
現代の PLD は、デバイスの大部分に給電
し、最も高い電力を消費するコア電源レー
ルを備えています。新しい技術ノードごと
に、新しいコア電源電圧レールが存在し
ます。補助電源電圧レールは、
コンフィギュ
レーションロジック、クロックマネージャ、
およびその他のハウスキーピング回路な
どの PLD 上のサポート回路に給電します。
さらに、FPGA はあるインタフェース規格

から他のインタフェース規格へのブリッジ
に使用されることが多く、個々の I/O ドラ

イバがそれぞれ 1.2 ～ 3.3V の範囲の独自

の電圧レールを使用します。代表的な例
として、LVTTL/LVCMOS、LVDS、 バ

電源の必要性を過小評価しているか、ど

LVDS、mini-LVDS、HSTL、SSTL、
および TMDS などがあります。
高速 SerDes トランシーバはそれぞれが
1 ～数アンペアの電流を消費し 155Mbps
～ 28Gbps 以上の速度で動作するため、

うしようもないと思っているかのどちら

それらの給電には特別な注意が必要です。

への給電を容易かつコスト効率の良い形
で行うことができなければ、集積化と使
いやすさの利点は疑わしくなります。デ
ジタル の 設 計 者 の ほとんど は、PLDの

ス

かです。Maximは、この 章 で 説 明 する

たとえば、100G イーサネットアプリケー

簡単なガイドラインに従うことによって、

ションはそれらのトランシーバを多数使用

FPGAの 電 源 設 計 を初 回 か らうまく進

し、10A 以上の電流を消費します。高い

め、設計時間効率の目標を達成するため

速度が使用されるため、ノイズの多い電

に役立ちます。

源レールは性能にとって特に有害です。

PLD の電力要件

図 2 は、 標 準 的 な Virtex シ リ ーズ の

PLDは ボ ード上で シス テム オ ン チップ
(SoC)としての 役 割 を持 って い るため、

表 1.

これらの デバイスへ の 給 電 は システム
全 体 に匹 敵します。標 準 的 な ハイエン
ド のVirtex®シ リ ー ズ のFPGAは、 余

電源レール

公称電圧 (V)

0.9/1.0

15搭 載 し ま す。 一 方、 よ り 低 密 度 の
Spartan®、KintexTM 、ArtixTM 、 お よ
びCoolRunner®シリーズのデバイスは、
アプリケーションに応じて2 ～ 10のレー

1.8

VCCAUX_IO

1.8/2

ルを 使 用します。個 々のレ ール の 全 体
グ、およびシステムのパワーマネージメン
トの必要に応じて、適切なパワーレギュ
レータのセットを選択する必要がありま
す。FPGA内のプロセス技 術ノードが 微
細化するとともに、電源電圧レールの許
容誤差をより厳格にする必要が生じます。

6

電源のニーズについての理解を深めるた
め に、Xilinx の 最 新 の FPGA を 例 とし

て考えてみましょう。表 1 に、Virtex-7、

Kintex-7、 お よ び Artix-7 を 含 む Xilinx
7 シリーズ FPGA、および Zynq®-7000

エクステンシブルプロセッシングプラット
フォームデバイスの主な電圧レールの概
要を示します。この表では最新の FPGA
について示していますが、1 つ前の世代

の FPGA の電源要件もこれとほぼ同様で

す。Xilinx では、標準パワーオンおよびパ
ワーオフシーケンスを推奨しています。パ
ワーオンの 推 奨 シー ケンス は、VCCINT、
VCCBR AM 、 VCCAUX 、 VCCAUX _ IO 、 および
VCCO の順です。パワーオフの推奨シーケ
ンスは、パワーオンシーケンスの逆順です。

電力アーキテクチャ
PLDを支える電力アーキテクチャは、目
的のアプリケーションが通信 /コンピュー
ティングか、産業用/車載用か、またはハ
ンドヘルドコンシューマ機器かによって影
響を受けます。通信およびコンピューティ
ングインフラアプリケーションの場合、ほ
とんどの高性能 /ハイパワー FPGAアプリ
ケーションはラインカード上に構築され、

プロセッシングプラットフォームの電源要件
VCCINT

的な電力レベル、それらのシーケンシン

品で使用する例を示します。

Xilinx 7シリーズ FPGA および Zynq-7000エクステンシブル

VCCAUX

裕 を 持 って、 個 別 の レ ー ル 数 を10 ～

FPGA を通信アプリケーションで使用す

る例、Kintex シリーズの FPGA を産業用

説明
内部コアロジック用の電源電圧
補助ロジック用の電源電圧

I/Oの補助ロジック用の電源電圧

VCCO

1.2 ~ 3.3

VCCBRAM

1

VCCADC

1.8

A/Dコンバータの電源電圧

VBATT

1.5

セキュリティキーバッテリバックアップ電源電圧

MGTAVCC

1.0

GTP/GTX/GTHトランシーバ用の電源電圧

MGTAVTT

1.2

GTP/GTX/GTHトランシーバ終端回路用の電源電圧

MGTAVTTRCAL

1.2

抵抗キャリブレーション回路 GTX/GTHトランシーバカラ
ム用のアナログ電源電圧

MGTAVCCAUX

1.8

GTX/GTHトランシーバ用の補助アナログクワッドPLL
(QPLL)電源

I/Oバンクの出力ドライバ用の電源電圧
ブロックRAM用の電源電圧

注：最も低速の -1L および -2L バージョンのデバイスのコア電圧は0.9Vです。

I/OおよびMGT用の電圧リファレンスの電源レールについては示していません。
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ラック マ ウントシステム の 48Vま た は

72Vの バックプ レ ーン に よって 給 電 さ

れ ま す。 これら のア プ リケ ー ション で

A) 通信アプリケーションにおけるVirtexシリーズFPGAへの給電

は、一般的に2段の中間バスアーキテク

PLUG-IN CARD 1

チャ (IBA)が個々のカードについて使 用

-48V
BACKPLANE

されます(図2A)。初 段は、48Vまたは

72Vを12Vや5Vなどの 絶 縁 され た中 間

FIRST STAGE

SECOND STAGE
1.0V, 16A

POL1

電圧に変換するステップダウンコンバー
タです。安全上の理由および電流ループ

-48V → 5V
ISOLATED
REGULATOR

の可 能 性とカード 間 の 干 渉 を排 除 する

1.2V, 10A

POL2
5.0V

FPGA
1.1V, 10A

POL3

ために、多くの場合プラグインカードは
相 互 に 絶 縁 さ れ ま す。IBAの2段 目 は、

3.3V, 1A

POL4

FPGAの 非 常 に 近くに 配 置 さ れ た 非 絶
縁型レギュレータを使 用して、中間電圧
を複 数のより低いDC電 圧に変換するた

めのものです。これらのレギュレータは、

PLUG-IN CARD 10

しばしばポイントオブロード(POL)レギュ

FIRST STAGE

SECOND STAGE

レータと呼ばれます。マルチ出力のPOL

POL1

はPMICと呼ばれます。

-48V → 12V
ISOLATED
REGULATOR

産 業 用および 車 載 アプリケーションで
使 用さ れるFPGAは、一 般 に 絶 縁 型 の

12V

POL2
POL3

AC-DCまたはDC-DC電源とそれに続く

1.2V, 5A
1.1V, 2A

FPGA

3.3V, 0.5A

非絶縁型の24V電源によって給電されま

す(図2B)。FPGAの隣に位置するPOLレ

ギュレータが、FPGAにとって必 要な特

B) 産業用アプリケーションにおけるKintexシリーズFPGAへの給電

定の電圧を生成します。
ISOLATED
24V
BACKPLANE

コンシューマおよびハンドヘルド機器は、

3.6V ～ 12Vのバッテリで動作します。そ
れらのアプリケーションでは、FPGA が

1V, 3A
PMIC 1
OPTIONAL
STAGE

必要とする特定の電圧をバッテリ電圧か
らPOLによって直接生成することができ
ます(図2C)。

1.2V, 2A

AC/DC
OR
DC/DC

24V

5V/
12V

POL

1V, 6A

Maximは、これら3つのアーキテクチャ

1.8V, 1A

のすべての段について電力ソリューショ

3.3V, 0.75A

PMIC 2

ンを提供しています。

FPGA

1.5V, 0.5A

・5W ～数百ワットの電力と高い効率を

備えたフロントエンドの絶縁型 AC-DC

および DC-DC パワーレギュレータ

C) コンシューマ製品におけるArtix/SpartanシリーズFPGAまたはCoolRunner-II CPLDへの給電

・FPGAが広く使用されている産業用

3.3V, 50mA
PMIC

およびビルディングオートメーションア

プリケーションで多用される4.5V ～
60V (公 称 24V)の 非 絶 縁 型DC-DC
バックレギュレータ

3.6V/
7.2V

POL

1.5V, 100mA

1.8V, 50mA

FPGA/CPLD

・最大300Aをサポートする初段のコン
トローラ

・FPGAおよびCPLDへの給電を行う

2段目のシングルおよびマルチレール
POLレギュレータ

図 2. 通信、産業用、およびコンシューマの各アプリケーションで使用される標準的な
FPGA 電源アーキテクチャ
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システムの考慮事項
システムレベル設計の考慮事項は、電力
アーキテクチャの選択に影響します。より
単純な電力系の設計では、シングルおよ
びマルチレールのレギュレータを使用して、

5V/12Vの入力から内蔵のシーケンシング
と最小限の外付け部品を使用してFPGA

換し、電力の差を熱 の形で 消費します。
そのため、100mWを超える電力レベル
ではほとんどの場 合LDOは非 効 率にな

選択される場合がありますが、それらの

計し使用することができます。

製品はコスト効率が良くないため、競争力

の全レールに給電することができます。そ
れらのアプリケーションでは、使いやすさ

よびエネルギー貯蔵デバイスとして機能

が最も重要になります。これらの電力設計

するインダクタを使用します。デューティ

を簡易化する機能として、内蔵MOSFET、

サイクルを制御することによって、SMPS

内蔵補償回路、デジタルでの設定、さらに

レギュレ ー タはインダクタ内 の エ ネ ル

は内蔵インダクタが含まれます。

ギーを管理し、それによってラインおよ

インフラ機 器 は、FPGA、DSP、ASIC、

び負荷の変動に関わらず出力電圧を安定

それらはマスターコントローラによって制
御される多数のPOLレギュレータによって
給電されます。これらのアプリケーション
TM

では、多くの場合PMBus プロトコルま
2

たはI

C/SPIベースのマイクロコントロー

ラによる制御が使用されます。ボード上の

FPGAの電力とその他のいくつかのデバイ
スの両方の制御を、パワーマネージメント
および監視とともに行う必要がある可能
性があります。また、トリガイベントに基

きには、Xilinxの開発ボード用に非常に多
くの機能を備えたパワーレギュレータが

ります。しかし、LDOは非常に容易に設

SMPSレギュレータは、PWM (パルス幅
変 調)コントローラと、スイッチとして機
能するMOSFET (内蔵または外付け)お

およびボード上のペリフェラルを使用し、

トとを慎重に比較する必要があります。と

化します。LDOレギュレータとは異なり、

90% ～ 95%の高効率が実現されます。

電力の4つのP
電 力 の4つ のPとは、プロダクト(製 品)、
プロセス、パッケージング、およびプライ
ス(価格)です。
プロセス技 術は、電 源の 選 択の重 要な
部 分で す。 パ ワーレギュレ ー タの 開 発
に使 用さ れるプ ロセスによって使 用 す
るMOSFETの 性 能 が 決 定 さ れ、 そ れ

づいて一部のICのオン/オフを行うことが

によって 効 率とダイ 面 積 が決 定されま

レギュレータおよびファンを制御し、動

MOSFETは、より少ない消費電力によっ

が 低下することになります。Kintex-7開

発ボードで10数個以上の20Aおよび 10A
のパワーモジュールを使用して、その結果

100A以上の電流を供給するというのは、
この概念を示す良い例です。

高度な機能

パワーレギュレータは、入 力/出力電 圧
および電流以外にいくつかの高度な機能
を提供します。アプリケーションによって、
ある 機 能 が成 功 にとって非 常に重 要な
場合と、まったく不要な場合があります。
現在のレギュレータでどのような種 類の
機能が利用可能かを理解しておくことが
重要です。

スタートアップシーケンシング /
トラッキング

FPGAへの給電には通常は3つ以 上の電
圧レールが要求され、パワーアップとパ
ワーダウンのシーケンシングが必要です。
シーケンシングは、パワーアップ 時の突

す。 低RDSON (ドレイン-ソース 間 抵 抗)の

入電流を制限します。シーケンシングを

的なパワーレギュレーション(ハイバネー

てより高い効率を提供しながら、より大き

するデバイスが損傷またはラッチアップす

障害ロギングを可能にする、先進的なシ

に、より小さいサイズによって、シーケン

推 奨 さ れま す。Maximは、複 数のPOL

ト、スタンバイなど)および優れた監視 /

ステムパワーマネージメントIC (すなわち、

MAX34440お よ びMAX34441)を 提
供しています。

バッテリで動作するアプリケーションは、

XilinxのFPGAの 省 電 力モードを利 用し
て、アルゴリズム実行時以外のほとんど
の時間はFPGAの回路をハイバネートモー
ドに維持します。FPGAに給電するレギュ

レータも、パルススキッピングなどの手
法を採用することによってエネルギーを
節 約し効 率を改善することができます。

Maximの多くのレギュレータは、それら
の技術を使用して軽負荷の動作モードと

い面積を占有することはありません。同様
シングやPMBus制御のようなデジタルロ
ジックをパワーレギュレータとともに集積
化する上で役立ちます。FPGAの電力要件
に適合するためには、プロセス技術とコス

イスに誤動作をもたらす原因となります。
シーケンシングには、同時トラッキング、
シーケンシャルトラッキング、およびレシ
オメトリックトラッキングの3種類があり
ます。シーケンシャルトラッキングの例を
図3に示します。

す。一般的には、安価なレギュレータを販

シーケンシングおよびトラッキング機能

売するために品質を妥協するベンダーとは

は、Maximのマル チ出 力 パ ワーレギュ

異なり、上位3社のサプライヤはこれらの

レータの多くに内蔵されています。シーケ

プロセス能力を備えています。

ンシングおよびトラッキングを実行するス

FPGAはレギュレータからの大量の電力

タンドアローンのICも提供されています。

を必 要とするため、発 生する熱 を管 理

単調性起動電圧ランプ

するレギュレータの能力が非常に重要に

XilinxのFPGAおよび CPLDの ほと んど

なります。優れたパワーレギュレータは、
全温度にわたって適切な安定化を行うこ

パワーレギュレーションの原理

QFNのような業界をリードするパッケー

8

る可能 性 があります。これはFPGAデバ

トの間の注意深いバランスが要求されま

制御を提供します。

DC-DCパワーレギュレータには、ロード
ロップアウト(LDO)レギュレータとスイッ
チングモード電 源(SMPS)レギュレータ
という、2つ の主 な 分 類 が 存 在します。
LDOは要求される電流でVINをVOUTに変

無視した場合、シーケンシングを必要と

とができ、エクスポーズドパッドを備えた
ジを使用しています。
レギュレータの価格は、通常は非常に重
要な要素です。
ボード上で使用されるレギュ
レータの数は容易に増大します。そのた
め、追加機能のコストと提供されるメリッ

のレ ール は 単 調 な電 圧ランプ を必 要と
し、すなわちレールがセットポイントま
で連続的に立上り、ドループのないこと
を要求します。ドループは、POL が十分
な出力容量を備えていない場合に発生す
る可能性があります(図4)。

ソフトスタート

XilinxのFPGAのほとんどは、最小および
最大スタートアップランプ速度が規定され
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ています。電源レギュレータは、スタート

びトランシーバの電源レールに最適です。

アップ時に電流制限を徐々に増大させる

FPGA の電力ニーズの評価

リモートセンシング

最初に入力電圧を決定してください。第

ことによってソフトスタートを実現します。
これによって電圧レールの立上り速度が
低下し、FPGAへのピーク突入電流が減
少します。POLはソフトスタート時間の設

定が可能です。

PCB上の電源出力とFPGAの電源端子の
間に、大幅な電圧降下が存在する場合が
あります。これは特に、
負荷電流が大きく、
かつレギュレータ回路をFPGAの電源端
子に十分近づけて配置することが不可能

電源過渡応答

なアプリケーションで発生します。リモー

2にアプリケーション用のFPGAが必要と
する電源レールおよび負荷電流を特定し
てください。そして第 3に当社の製品選択
ガイドを使用して適切な製品を選択して
ください(図6)。
入 力 電 圧 の 決 定 後、Xilinxが 提 供して

トセンシングは、1組の専用のトレースを

いるPower

実装することができます。その結果、電

確に測定し(図5)、電圧降下を補償する

すべての電源レールのリストおよびそれ

流要件のステップ変化が大きくなる可能

ことによってこの問題を解決します。リ

性があります。過渡応答とは、負荷電流

モートセンシングは、非常に厳格な許容

得することができます。Xilinxは、リソー

の突然の変化に対応する電源の能力を指

誤 差(3%以下)の電圧レールにも推 奨さ

ス使 用量、クロック周波数、およびトグ

します。レギュレータは、セットポイント

れます。

に対する大幅なオーバーシュートやアン

設定可能なオプション

FPGAは複数のクロックドメインを備えて
いるため、多数の機能を異なる周波数で

ダーシュートなしに、また出力電圧に継
続的なリンギングやリップルを生じること
なく対応する必要があります。

使用してFPGAの電源端子での電圧を正

パワーレギュレータは、出力電圧、スイッ
チング周波数、スルーレートなどの、1つ
蔵している場合があります。伝統的な方

FPGAは、システムコントローラと電 源

法としては、特定の抵抗値に接続可能な

の間の 通 信を 効 率 化するために、共 通

レギュレータのI/Oピンを介してこの機能

のクロックにパワーレギュレータの同期

を提 供します。抵抗値に応じて、適切な

が必要なアプリケーションで使用されま

設定オプションが選択されます。設定オ

す。多くのPOLは外部SYNCピンがある

プションの数によっては、この方法はすぐ

ため、システム設計者は1つまたは複数の

に複雑化して扱いにくいものになる可能

レギュレータを共通のシステムクロックに

性があります。次第に多くのパワーレギュ

同期させることができます。

レータが、小規模のレジスタセットを使

マルチレールレギュレータと
マルチフェーズ動作

用してオプションをデジタル方式で設 定
するためのI2CまたはSPIインタフェースを

FPGAは、すべての電源レールを安定化
するために複数のレギュレータを必要とし
ます。最適なレイアウトのために、ほとん
どの場合2個 /3個 /4個のレギュレータが

ぞれの電流消費量の大まかな見積りを取

ル速度に基づくより正確な電力要件を提
供 す るXPowerツ ー ル も、ISE® Design

または数個の設定可能なオプションを内

外部クロックへの同期

Estimatorスプレッドシート
(japan.xilinx.com/power) によって、

備えるようになっています。ほとんどの場
合、これらのオプションは必要に応じて
システムのマイクロコントローラによって
フィールドで変更することができます。

Suiteに組み込んで提 供しています。図7
に、Virtex-7 FPGA 用 のXilinx Power
Estimatorスプレッドシートの 例を示し
ます。

Maximは、電圧および電流を表に抽出
して電力アーキテクチャを決定することを
推奨します。中間レギュレータを1つ追加
するごとに、システムレベルの電力効率
が犠牲になる可能性があります。これは、
各段での効率が 100%より低いためです。
メインシステム 入 力 電 圧 からすべ ての

FPGAレールに直接給電するのが理想的
な方法ですが、1段では効率の損 失が大
きすぎる場合(通常は、VIN/VOUTの電圧
変化が大きいか、または扱う電流が50A
を超える場合)は別で、複数の段に分割す
る方が賢明です。メモリ、
プロセッサ、
デー
タコンバータ、I/Oドライバなどの、その
他の外付け部品の電力要件を特定して、

使用されます。多くの場合、マルチレール

パワーレギュレータの選択

レギュレータをマルチフェーズ構成で使用

ほとんどの電源ベンダーは、単に1つの製

することが可能かどうかを総電流に基づ

して並列動作させ、電流能力を高めるこ

品を選択するためのツールやウェブイン

いて決 定してください。また、何らかの

とができます。それらのスイッチング周波

タフェースをあまりに数多く提供すること

特別なシーケンシング、ランプアップ、ソ

単位で位相シフト
数は同期され、360/n°

によって、FPGA用の電源レギュレータの

フトスタート、その他の要件にも注意して

選択を複雑にしています。Maximは違い

ください。最後に、コスト、効率、およ

フェーズ動作は、入力リップル電流の低減、

ます。当社の目標は、必要な電源の評価

びサイズの目標を評 価してください。こ

出力リップル電圧の減少、および熱管理

と選択を簡単な少数のステップで行うた

の作業に役立つチェックリストを表 2に示

の向上につながります。それらはVCCおよ

めの適切な情報を提供することです。

します。

されます(nは各位相を示します)。マルチ

それらをFPGAのレールとともに安定化

V
REGULATOR

V

VOUT

VCCINT
VCCO

FEEDBACK

VCCINT

VIN
VSENS+

REMOTE
SENSE
AMP

FPGA
VSENS-

NONMONOTONIC RAMP
t

図 3. シーケンシャルトラッキング

t

図 4. 非単調性起動電圧ランプ

GND

図 5. リモートセンシング

GND
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どの機能が必要か？
以上で、FPGAの消費電力量、電源レー
ル、およびその他のシステムレベルの考
慮事項について完全に理解できたはずで
す。続いて、すべてのFPGA設計者にとっ
て必須のパワーレギュレータ機能、アプ
リケーション固有のオプション機能、およ
び任意の選択肢について検討しましょう。

必須機能

PWMコ ントロ ー ラ を 購 入して、 外 部
MOSFET、外部補償、および外部システ

モートセンシング機能、外部クロックへ

ム制御を使用することを好むお客様がい

場合もあります。あるいは、高速トラン

ます。他方では、全機能内蔵のコントロー

シーバアプリケーションにおいてSerDes

ラおよびMOSFETに加えて、内部 補償、

チャネル上の電圧リップルを低減するた

デジタル設定機能、およびシステム制御

めにスルーレートの制御が必要となる場

が内蔵されているものを好むお客様もい

合もあります。

ます。Maximは、あらゆるお 客 様 の 好
みに対応する製品を提供しています。デ
ジタルの設計者を念頭に置いて、当社は

すべてのFPGAの設計には、出力電圧を

I2Cによって容易に使用可能なGUIベース

選 択する機 能の 他に、シーケンシング、

の設定機能を備えた製品ファミリを開発

可変ソフトスタート、単調なランプアップ、

しています。

および良好な過渡応答を備えたパワーレ

オプション機能

ギュレータが必要です。

アプリケーションによっては、PMBusま
たはその他の手段を使用した高度なシス

ほとんどのユーザーには、電 源 の 設 計

テム制御が必要な場合があります。大電

についての 好 みがあります。一方 で は、

流を扱うためのマルチフェーズ 動 作、リ

2
3

業界の新しい傾向として、設計の簡素化
およびコストの削減のためにデジタル制
御ループレギュレータを使用して自動補正
を強化する例が増えています。今日のデジ

(proportional-integral-derivative： 比
例･積分･微分)制御を使 用していますが、
ウィンドウ 型 ADCを 使 用してい るため
に性 能 面の 妥協が 伴います。Maximの
InTuneTMデジタル制御パワー製品は、競
合他社が使用しているPID制御ではなく、
状態空間またはモデル予測制御に基づい

FPGA用パワーレギュレータの選択

•
•
•
•
•

デジタルパワー制御

タル電力ソリューションのほとんどはPID

ユーザーの嗜好

1

の同期、および電 力監 視 機 能 が必 要な

ています。その結果、より高速な過渡応

FPGAベンダーの電力見積りスプレッドシートを使用する。

答が実現しています。競合するPIDコント

必要なすべての電圧レールおよび電流を特定する。

Maximのパワーレギュレータチェックリストを使用する。
デバイスを特定する：VIN、VOUT、IOUT、
シーケンス、I2 C/PMBus、
プログラマブルな機能、特別な必要事項。
Maximの製品セレクタを使用して製品を選択する。

図 6. FPGA 用パワーレギュレータの選択

ローラとは異なり、InTuneアーキテクチャ
は出力電 圧の 全 範 囲をデジタル 化する
フィードバックADCを使 用します。その
自動補正ルーチンは測定されたパラメー
タに基づくもので、より高い精度の提 供
によって効率が向上します。

表2. FPGA電源のチェックリスト
チェックリスト項目
基本的要件
入力電圧レールを特定してください(例：VIN = 5V)
すべてのFPGAの電圧レールおよびそれぞれに必要な電流を
リストアップしてください(例：VCC = 0.85V/5A、VCCIO = 1.5V / 2A)
シーケンシングの要件および順序(タイミング図)、

回答

電源の設計と
シミュレーション
多くのパワーレギュレータは補償回路を
内 蔵していますが、固 有の出 力 電 流 の
要件に応じて適切なインダクタ値を選択

パワーオン/パワーオフ、障害復旧時

する必 要があります。レギュレータが外

目的のスイッチング周波数

部 補 償を必 要とする場 合 は、出力電 圧

ソフトスタートランプ速度(例：5ms)

に応じて制御ループを補正するための適

シングル/マルチレールレギュレータが必要ですか？

切 なRC値 を 選 択 する 必 要 が ありま す。

内部補償は必要ですか？

Maximは、EE-Sim®と呼 ば れる電 源 用

設定：I2Cまたは抵抗値のどちらを使用しますか？

のウェブベースの設 計およびシミュレー

高度な機能および要件
トランシーバの出力電圧リップルの目標値(mV)
シンク電流能力(DDR 用)
外部クロックに同期させますか？
プリバイアスされた負荷でパワーアップしますか？

PMBus制御またはI2C/SPIが必要ですか？
保護機能
リモートセンシング機能は必要ですか？

10

ションツールを提 供しています(japan.
maximintegrated.com/eesim)。この
ツールは設計上の要件の入力を求め、完
全な 回 路 図 およびBOMを出 力しま す。
回路図上で部品の値を変更して電力設計
を微調整することが可能です。
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デバイスの
詳細を選択 1
してください。

3

電圧レールおよび
必要な電流を記録して、
チェックリスト(表2)に
進んでください。

全FPGAリソースの
使用量および性能を
入力してください。

2

図 7. Xilinx Power Estimator ツール

1

入力電圧、
出力電圧、負荷電流、
スイッチング周波数、
およびその他の基本的パラメータを選択します。

3

利得/位相マージン、過渡分析、定常状態分析を
検討してください。
この設計およびシミュレーション
エンジンは無料でダウンロードすることができます。

ツールによって回路図が
生成されます。 2
必要に応じて、R、C、
および
Lの値を変更してください。

図 8. EE-Simシミュレーションツール (MAX8686)
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また、EE-Simは パ ワーレギュレ ー タの

能の他に、コスト、サイズ、効率、およ

設計を短時間でシミュレートする機能も

び使いやすさという数個の重要な指標に

FPGA用パワーレギュレータは容 易に使

備 えていま す。収 束 に長 時 間 か かるた

基づいて電源の選択を行うことになりま

用することができ、さらに使いやすさが

め設計にフラストレーションを伴うSPIC

す。ICのコストとソリューション全体のコ

モデルとは 異 なり、EE-Simは先 進 的 な

ストの両方について考えてみましょう。優

すいシンプルなウェブインタフェースを備

れまで説明してきた必要な機能をICに内

えています。外付け部品の推奨値および

蔵しています。これによって、
ソリューショ

位相マージンと効率のグラフを示すボー

ン全体のコストとサイズが削減されます。

SIMPLISモデルを使用し、迅速で使いや

ド 線 図が 表 示されたEE-Simの 例を図8
に示します。その他の分析をオフライン
で行うためのシミュレーションモデルを
ダウンロードしたい場合は、EE-Simの無
償バージョンが利用可能です。

れたFPGA 用パワーレギュレータは、こ

効率は、初段および 2段目のレギュレー
タの電力アーキテクチャと、個々のレギュ
レータの 性 能の関 数 です。Maximのパ
ワーレギュレータは、所与のパワーレベ
ルについて最も効率的との定評がありま
す。さらに、当社は全PVT範囲にわたり

要件への適合：コスト、サイズ、効率、
および使いやすさ

同等の製品を提供することができるベン

ほとんどの場合、電圧、電流、および機

ダーはほとんどありません。

12

1%の安定化精度を実現しており、これと

最後に使いやすさがあります。Maximの

向上し続けています。当社のほとんどの

FPGA用パワーレギュレータはMOSFET
を内蔵しています。一部の製品は、一般
的な出力電圧用の補償回路も内蔵してい
ます。熱効率に優れた当社のQFNおよび

CSPパッケージは、PCBの設計を簡素化

します。ISE®でFPGAの設 定オプション

を選択する場合と同様に、GUIベースの
設 定ツールを使 用してパワーレギュレー
タのオプションを容易に選択することが
できます。
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主力製品
高ロジック密度のFPGA 用に最大 25Aを供給する
高集積ステップダウンDC-DCレギュレータ

MAX8686

利点
・一般的な5V/12V入力からFPGAへの
安全な給電のための十分なマージン

◦ 広い入力電圧範囲：4.5V ～ 20V

MOSFETを内蔵した電流モード、同期PWMステップダウンレギュレータのMAX8686
は、広 範囲の入 力電圧および負荷電流の要件に対応する高密度でフレキシブルなソ
リューションを設計者に提 供します。このデバイスは、高い集積度と熱効率に優れた

TQFNパッケージの利点を兼ね備えています。

◦ 可変出力：0.7V ～ 5.5V

◦ フェーズ当り25Aの出力が可能
◦ スイッチング周波数：

300kHz ～ 1MHz

・低コア電圧のFPGA用に高精度の
電圧レギュレーションを実現

◦ 1%精度のリファレンス内蔵
VIN = 12V

IN

LX

PGND

REFIN MAX8686

COMP

CSPOK

EN/SLOPE

・FPGA/ CPLDへの給電を簡易化する
設計

◦ 連続の起動(プリバイアス)
◦ 突入電流を低減する可変ソフト

RSCS+

スタート
◦ 出力シンクおよびソース電流機能
POK
OUTPUT

◦ 出力トラッキング用のリファレンス
入力

・堅牢な設計を可能にする保護機能内蔵

ENABLE
INPUT
SS GND

VOUT = 1.2V/25A

RS+

PHASE/REFO

FREQ

◦ 差動リモート検出

BST

ILIM

◦ 熱過負荷保護

◦ UVLO (低電圧ロックアウト)
◦ 出力過電圧保護
◦ 広範な負荷条件に対応する可変
電流制限

・基板サイズを削減するTQFN-EP
パッケージ(6mm x 6mm)
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サイズおよびコストを削減するデュアル、4MHz、
FET 内蔵ステップダウン DC-DCレギュレータ

利点
・FPGA/CPLDへの給電を簡易化する
設計

MAX15021

◦ 連続の起動(プリバイアス)

MOSFETを内蔵したデュアル出力、同期PWMステップダウンレギュレータのMAX15021
は、基板スペースを最大化しソリューション全体のコストを削減する高密度ソリューション
を設計者に提供します。

VIN

・ソリューションサイズの削減

◦ 高速4MHzスイッチングにより

CI2

R1

CF2

C2

CIN2

AVIN EN2 PVIN2

CDD2

DVDD2

インダクタのサイズを最小化

R1OUT2

RI2

◦ 180°
位相差スイッチングにより
入力リップル電流を低減

RF2

◦ 鉛フリー、28ピン、TQFN-EP

R2OUT2

パッケージ(5mm x 5mm)

CCF2

FB2 COMP2
LX2

PGND2

・柔軟な可変の電圧および電力範囲に

L2

RS2

VOUT2
COUT2

が可能

CS2
VIN

EN1

◦ 総設計時間および在庫維持コストを
削減

CDD1

◦ 入力電圧範囲：2.5V ～ 5.5V
VIN

VAVIN

VOUT1

L1

LX1
RS1

CI1
RI1

R1OUT1

FB1
SGND

PGND SGND

COMP1
CF1

RT

14

SEL

CT

R2OUT1
RF1
CCF1

2A (reg. 2)

◦ スイッチング周波数：

500kHz ～ 4MHz
COUT1

CS1

PGND1

◦ 可変出力：0.6V ～ 5.5V

◦ 出力電流能力：4A (reg. 1)および

CIN1

PVIN1

MAX15021

より多様なFPGAとの互換性を確保

◦ 複数のFPGA設計間で容易に再利用

DVDD1

RT

スタート内蔵
◦ シーケンシングおよび同時/レシオ
メトリックトラッキング

VOUT1

C1

◦ 突入電流を低減するデジタルソフト

・-40℃～ +125℃の温度範囲で動作
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XilinxのFPGA用の設計例
VIN = 12V

VIN = 12V

MAX8686 x 2
DC-DC

MAX8686
DC-DC

VCCINT, VCCBRAM
1V, 20A

VCCO
3.3V, 8A

VCCAUX, VCCAUX_IO, VCCO,
VCCADC, MGTVCCAUX
1.8V, 6A

VCCO
2.5V, 8A

MAX8686
10mVRIPPLE

MGTAVCC
1.0V, 6A

VCCO
1.5/1.35V, 4A

MAX8654
10mVRIPPLE

MGTAVTT, MGTAVTTRCAL
1.2V, 4A

MAX8686
DC-DC

MAX8686
DC-DC

MAX8654
DC-DC

VCCAUX_IO 2.0V, 3A
MAX8654
DC-DC

POWER-ON SEQUENCING ORDER

図 9. Virtex-7 FPGA の電力アーキテクチャの例

VIN = 12V

VIN = 12V

MAX8686
DC-DC

MAX8686
DC-DC

VCCINT, VCCBRAM
1V, 6A

VCCO
3.3V, 8A

VCCAUX, VCCAUX_IO, VCCO,
VCCADC, MGTVCCAUX
1.8V, 6A

MAX8686
10mVRIPPLE

MGTAVCC
1.0V, 6A

MAX8654
10mVRIPPLE

MGTAVTT, MGTAVTTRCAL
1.2V, 4A

VCCO

MAX8686
DC-DC

2.5V, 8A

MAX8686
DC-DC

VCCO
1.5/1.35V, 4A

MAX8654
DC-DC

VCCAUX_IO 2.0V, 2A
MAX15041
DC-DC

POWER-ON SEQUENCING ORDER

図 10. Kintex-7 FPGA の電力アーキテクチャの例
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XilinxのFPGA用の設計例(続き)
VTT, 0.75V, 1A
DDR3 TERMINATION
VIN = 5V

REFIN

MAX1510
SOURCE/SINK
LDO

VIN = 5V

IN

VCCO, VCCAUX 1.8V, 2A

MAX15053
MODULE

VCCADC, 1.8V 150mA

MAX1983
LDO

VREFP, 1.25V, 5mA
VOLTAGE REFERENCE

MAX6037A
0.2%, 50ppm/°C

VCCODDR, 1.5V, 2A
MAX15021
DUAL DC-DC
VCCINT, VCCBRAM 1V, 3A

POWER-ON SEQUENCING ORDER

図 11. Artix-7 FPGA の電力アーキテクチャの例

VTT, 0.75V, 1A
DDR3 TERMINATION
VIN = 5V

REFIN

MAX1510
SOURCE/SINK
LDO

IN

VIN = 5V

VCCODDR, 1.5V, 1.5A
MAX15021
DUAL DC-DC

VCCO 1.8V, 0.8A
VCCINT, 1V, 1.3A
ADJUSTABLE VCCO, 3.3/2.5/1.8V, 2A

MAX15021
DUAL DC-DC
VCCAUX 1.8V, 0.8A

VCCADC, 1.8V 150mA

MAX1983
LDO

VREFP, 1.25V, 5mA
VOLTAGE REFERENCE

MAX6037A
0.2%, 50ppm/°C

POWER-ON SEQUENCING ORDER

図 12. Zynq エクステンデッドプロセッシングプラットフォームの電力アーキテクチャの例
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選択ガイドおよび表
コアパワーレギュレータ、VCCINT (FPGA/CPLDの世代により0.9V〜1.2V)
入力電圧(V)

1.8

2.7 ~ 5.5

≤ 500mA

MAX8902 LDO

MAX8902 LDO
MAX1983 LDO
MAX8649 バック

≤ 1A ~ 1.8A

≤ 2A ~ 5A

MAX8516 LDO
MAX8517 LDO
MAX8518 LDO
MAX8526 LDO
MAX8527 LDO
MAX8528 LDO
MAX8794 LDO

MAX8526 LDO
MAX8527 LDO
MAX8528 LDO
MAX8556 LDO
MAX8557 LDO
MAX8643 バック

MAX8566 バック
MAX8646 バック
MAX1956 コントローラ

MAX1956 コントローラ

MAX8516 LDO
MAX8517 LDO
MAX8518 LDO
MAX8649 バック

MAX8526 LDO
MAX8527 LDO
MAX8528 LDO
MAX15053 バック
MAX8643 バック
MAX15038 バック
MAX15050 バック
MAX15051 バック
MAX17083 バック

MAX15039 バック
MAX15112 バック
MAX15108 バック

MAX15118 バック

MAX8654 バック
MAX8686 バック
MAX8598 コントローラ
MAX8599 コントローラ
MAX15026 コントローラ

MAX8686 バック
MAX8597 コントローラ
MAX8598 コントローラ
MAX8599 コントローラ
MAX15026 コントローラ

MAX8792 コントローラ
MAX15026 コントローラ

MAX8597 コントローラ
MAX8598 コントローラ
MAX8599 コントローラ
MAX15035 バック
MAX15026 コントローラ

MAX15026 コントローラ
MAX15046A/
MAX15046B コントローラ

MAX8597 コントローラ
MAX8598 コントローラ
MAX8599 コントローラ
MAX15026 コントローラ
MAX15046A/
MAX15046B コントローラ

4.5 ~ 14

MAX15036 バック
MAX15037 バック

MAX15036 バック
MAX15037 バック

MAX15036 バック
MAX15037 バック
MAX15066 バック
MAX8654 バック

4.5 ~ 24

MAX15006 LDO
MAX15007 LDO
MAX17501 バック
MAX15041 バック
MAX1776 バック

MAX17502 バック
MAX15041 バック
MAX8792 コントローラ

MAX8792 コントローラ
MAX15041 バック
MAX15026 コントローラ

MAX15041 バック

MAX15041 バック
MAX15026 コントローラ
MAX15046A/
MAX15046B コントローラ

4.5 ~ 28

MAX15041 バック

≤ 5A ~ 10A

≤ 30A

補助、I/O、およびMGTパワーレギュレータ(1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)
入力電圧(V)

1.8

≤ 500mA

MAX8902 LDO

≤ 1A ~ 1.8A

MAX8516 LDO
MAX8517 LDO
MAX8518 LDO
MAX8526 LDO
MAX8527 LDO
MAX8528 LDO
MAX8794 LDO

≤ 2A ~ 5A

MAX8556 LDO
MAX8557 LDO
MAX8794 LDO

≤ 5A ~ 10A

MAX17016 バック
MAX15108 バック
MAX1956 コントローラ
MAX8792 コントローラ

≤ 30A

MAX1956 コントローラ
MAX8792 コントローラ

(次ページに続く)
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補助、I/O、およびMGTパワーレギュレータ(1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V) (続き)
≤ 500mA

入力電圧(V)

2.7 ~ 5.5

4.5 ~ 14

MAX8902 LDO

MAX8902 LDO
MAX1776 バック

≤ 1A ~ 1.8A

≤ 2A ~ 5A

≤ 5A ~ 10A

≤ 30A

MAX15053 バック
MAX15038 バック

MAX15038 バック
MAX15039 バック
MAX15050 バック
MAX17083 バック
MAX15026 コントローラ
MAX1956 コントローラ

MAX15039 バック
MAX8654 バック
MAX15108 バック
MAX17016 バック
MAX1956 コントローラ
MAX8792 コントローラ

MAX15118 バック
MAX15112 バック
MAX17016 バック
MAX1956 コントローラ
MAX15026 コントローラ
MAX8792 コントローラ
MAX8598 コントローラ
MAX8599 コントローラ

MAX15041 バック

MAX15041 バック
MAX15036 バック
MAX15037 バック
MAX8654 バック
MAX5089 バック
MAX15026 コントローラ

MAX15035 バック
MAX8654 バック
MAX17016 バック
MAX8792 コントローラ
MAX15026 コントローラ

MAX8655 バック
MAX17016 バック
MAX15035 バック
MAX8792 コントローラ
MAX15026 コントローラ
MAX8598 コントローラ
MAX8599 コントローラ

マルチ出力パワーレギュレータ
入力電圧(V)

1.8

クワッドレギュレータ
̶

≤ 2A ~ 3A（出力当たり）

MAX8833

デュアル バック

≤ 5A（出力当たり）

25A（出力当たり）

≤ 15A（出力当たり）

MAX8833 デュアル バック
̶
MAX8855 デュアル バック

̶

̶

̶

̶

MAX15002 デュアル

MAX15002 デュアル

MAX15048 トリプル

MAX15048 トリプル

MAX15021 デュアル
2.7 ~ 5.5

̶

バック

MAX15022 デュアル
バック

MAX17017
4.5 ~ 14

コントローラ×1、
バック×2、LDO×1

MAX17019

コントローラ
̶

コントローラ×1、
バック×2、LDO×1

MAX17017
4.5 ~ 28

コントローラ×1、
バック×2、LDO×1

MAX17019

コントローラ×1、
バック×2、LDO×1

コントローラ

MAX15049 トリプル
コントローラ

コントローラ
コントローラ

MAX15049 トリプル

MAX15002 デュアル

MAX15002 デュアル

MAX15023 デュアル

MAX15023 デュアル

MAX15023 デュアル

コントローラ

MAX17007B デュアル
コントローラ

MAX15048 トリプル
コントローラ

MAX15049 トリプル
コントローラ

コントローラ

コントローラ

コントローラ

コントローラ

コントローラ

コントローラ

コントローラ

コントローラ

MAX17007B デュアル
MAX15048 トリプル
MAX15049 トリプル
コントローラ

コントローラ

コントローラ

MAX15002 デュアル

コントローラ

MAX15002 デュアル

MAX17007B デュアル
MAX15048 トリプル
MAX15049 トリプル

MAX15002 デュアル
コントローラ

MAX15023 デュアル
コントローラ

MAX15034 デュアル
コントローラ

MAX17007B デュアル

コントローラ

コントローラ

注：アプリケーションによっては、完全な出力電流を達成するために強制的な空冷が必要になる可能性があります。電圧範囲はわずかに異なる場合があります。
個々の製品の詳細な電圧範囲についてはデータシートを参照してください。MAX1776 の最小VOUTは 1.25V です。

専用製品

・7シリーズ FPGAのXADC内蔵 A/Dコンバータ用のMAX6037A電圧リファレンス
・ 電流をシンク可能なMAX1510 DDR 終端パワーレギュレータ
・ 多数のレギュレータ、ファンの制御、および障害のログに使用されるMAX34440マルチレールPMBusコントローラ
・ Maximは、絶縁型パワーレギュレータ、シーケンサ、スーパーバイザ、温度モニタ、およびPMBusシステムモニタなどの
補助的な電力機能についても全範囲にわたり製品を提供しています。
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FPGA用の信号変換ソリューション
概 要

実用的なシグナルチェーン

我々はアナログの 世界 に生きています。

回 路 のアナログ入 力部分 は、工場 内

人間の視覚、聴覚、嗅覚、味覚、および
触覚は、アナログの感覚です。現実世界
の信号はアナログであるため、FPGAに

寸法

ピッチ

配線または現場配線を介して各種のセ

強度

エネルギー

圧力

ンサーからアナログ信号を受け取りま

インピーダンス

温度

湿度

す。これらのセンサーは、表3に示す

よる処理を可能とするには、ADCによっ

ような物理現象を電気的表現に変換す

てデジタルドメインに変換する必要があ

るために使用されます。多くのセンサー

ります。デジタル処理の完了後は、多く

は固有の信号を生成せず、励起のため

の場合DACによってデジタル信号を再び

に外部ソースを必 要とします。いった

アナログドメインに変換する必要があり

ん励起したセンサーは、目的の信号を

ます。しかしアナログに関する話はデー

生成します。

タ変 換で 始まるわけで も終わるわけで
もありません。オペアンプ、計 装アンプ

(IA)、およびプログラマブルゲインアン
プ(PGA)は、ADCに 対 するアナログ信
号の前処理およびDACの後のアナログ信
号の後処理に使用されます。

Maximは、実 用 的なシステムを 作 るた
めにFPGAが必 要とするアナログインタ

表3. 多くのシステムで測定されるパラメータ
位置

密度

スピード

周波数

粘性

飛行時間

位相

速度

距離

時間

加速度

圧力

塩分濃度

水の純度

トルク

音量

重量

充電状態

気体

質量

伝導性

Ph

図13のシグナルチェーンは左側からス

抵抗値

溶存酸素

電圧

タートし、センサーからの信号がアナ

電気容量

イオン濃度

電流

ログ信号コンディショニングブロックに

インダクタンス

化学物質

レベル

回転

電荷(電子)

入 力されます。ADCによる信号 のサ
ンプリングが可能になるためには、信
号の利得をADCの入力要件に整合さ
せる必要があります。
アナログ入力モジュールは、過酷な産

表4. デバイスで制御可能な動作
バルブ

コントラスト

加速度

業 用環 境で多種多様な信号を受 信し

モーター

湿度

スイッチ

グおよびミックスドシグナルインタフェー

ます。そのため、信号をアナログから

圧力

フォースフィードバック

光

ス半 導 体 を 作っています。当 社 の 高 精

デジタルドメインに変換する前に、対

速度

入室

重量

象の信号は維持しつつ可能な限り多く

流れ

シーケンス

スピード

フェースの役割を果たす高集積のアナロ

度SAR 逐 次 比 較 型 およびデルタシグ マ

ADCおよびDACは、低 電 力、高 性 能、
省スペースのオペアンプ、コンパレータ、
および高精度リファレンスとの組合せで、
次世代の設計に必要となる継続的な精度
と速度の向上を実現します。

信号変換とFPGAの組合せ
制御回路でのFPGAの使用は、医療、車
載、およびコンシューマエレクトロニクス
を含む多くのアプリケーションに共通しま
す。図13のシグナルチェーンのブロック図
は、一般的な制御システムを示していま
す。パラメータを検 出し、FPGAで 各 種
の決定を行い、物理的な動作を生成する
ための処理を実行します。

のノイズをフィルタで除去することが

音量

オーソライゼーション

不可欠です。

トルク

減衰

表示

さまざまなシグナルチェーンの実装が

周波数

イコライゼーション

較正

電圧

通信

時間

可能です。

• 初段にマルチプレクサ、そのあとに
ADCへの共通の増幅信号経路
• 個別の増幅チャネルと、ADCの
前にマルチプレクサ

メーター

電流

利得(オフセット)

ツール

ソレノイド

流束密度

ピッチ

位置

温度

フィルタ

電力

検流計

輝度

空燃比

• 同時サンプリングADCと、個別の
コンディショニングアンプ

アナログ信号コンディショニングブロック

外部の障害状態からアナログ入力を保護

の重要な部分です。利得およびオフセット

するために、入力段は一般的に正と負の

を制御するアナログフロントエンド(AFE)

両方の高電圧(たとえば±30V以上)に対

表3に示すさまざまなパラメータが測定

処する必 要があります。たとえば、アナ

システムが表4に示す制御デバイスによっ

として使用され、ADCの前にアンチエイ
リアスフィルタを行います。オペアンプは
高電圧保護または電流-電圧変換を提供

され、FPGA内で処理されます。その後

ログ入力から遠い位置にセンサーが配置
される場合は、大量のコモンモード電圧

します。アプリケーションごとに、特定の

て環境との相互動作を行います。測定お

を除去する必要があります。多くの場合、

パラメータが他のパラメータより重要にな

よび制御の対象となるパラメータは場合

処理の前に信号の調整を補助するために

によって異なりますが、図13は標準的な

アンプが使用されます。

る場合があります。DCアプリケーション
では、低い入力オフセット電圧での高精

システムを表しています。

オペレーショナルアンプ(オペアンプ)は、

度、低ドリフト、およびソースインピーダ

センサー

アナログ入力
コンディショニング

ADC

FPGA (µP)

DAC

アナログ出力
コンディショニング

アクチュエータ

図 13. 一般的なシグナルチェーンの流れを示すブロック図
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ンスが大きい場合は低バイアス電流が要

を使用せず、集積AFEをADCのバッファ

は複雑な作業になる場合があります。特

求されます。ACアプリケーションでは、

として使用したり、ADCの代りに使用す

帯域幅、低ノイズ、および低歪みが要求

ることも一般的です。

要性、バイポーラ/ユニポーラ電 圧 用の

データの変換後、FPGA内でデジタル処

複 数のリセットレベル、または最もフレ

されます。アンプでADCを駆動する場合
は、セトリング時間が非常に重要なパラ
メータになります。
温度ドリフトが少なく低ノイズであること
も、アナログ信号経路にとって非常に重
要な要件です。通常は+25℃での誤差が
ソフトフェアによって較正されます。温度
が一定でない環境では温度変化に対する

理が行われます。システムによっては、こ
れでプロセスが終了してサーバやPCなど
のシステム内の他のデジタル機器にデー
タが送 信されます。それ以外の場合は、
システムがアナログ出力を駆動する必要
があります。

ドリフトが非常に重要な仕様となるため、

DAC の選択基準

キャリブレーションルーチンによる制御

互換性のあるトランスデューサや計測器

が必要になる場合もあります。

を駆動する必要がある状況では、アナロ

アナログ - デジタル変換

グ出力信号が必要になります。例として

シグナルチェーン内で次に位置するのは

アクチュエータなどがあります。単 純な

ADCです。ADCはアナログ信号を受け
取ってデジタル信号に変換します。ADC
の要件はアプリケーションによって異なり
ます。たとえば、入力信号の帯域幅によっ
て必要なADCの最大サンプリングレート
が決まるため、十分に高いサンプリング
レート(入 力帯域幅の2倍以 上)を備えた

ADCを選択する必要があります。一部の
通信アプリケーションには、このルール
が該当しません。
システムの 信 号 対ノイズ 比(SN比)およ
びスプリアスフリーダイナミックレンジ

(SFDR)の仕様によって、必 要なADCの
分 解 能、フィル タの 要 件、および 利 得
段が決まります。ADCとFPGAのインタ
フェース方法を決定することも重要です。
広帯域幅のアプリケーションはパラレル
または高速シリアルインタフェースを使用
することで高性能が得られるのに対して、
容易なガルバニック絶縁を必要とするシ
ステムでは一方向の信号方式を備えたSPI
が広く使用されます。

ADC の選択基準
アプリケーションにとって適切なADCを
選択する際に、技術者は非常に詳細なデ
バイスの基 準について考慮し、検 討し、
比較する必要があります。表5に、標準的
なADCの選択基準を示します。

最適ではないADCを使用しても、アナロ
グブロックで機能を補強することによっ
て要件に適合させることも可能です。選
択時には十分に注意して、追加の指定部
品がADCと同等の性能を備えていること
を確認してください。ディスクリート部品

20

は、比例制御バルブや電流ループ制御の
オープンループ制御システムの一 部であ
る場合や、PID (proportional-integral-

derivative：比例･積分･微分)システムの

複雑な制御ループで、この出力の結果が
検出されPID処理のためにフィードバック
される場合があります。
アナログ出力は、FPGAからのデジタル

データで始まります(図13)。このデジタ
ルデータは、デジタル-アナログコンバー

タ(DAC)を使用してアナログ電圧または
電流信号に変換されます。その後、信号
コンディショニング回路が必要に応じて
再構成フィルタ、オフセット、利得、多重
化、サンプル/ホールド、および駆動増幅
を提供します。

に、フルスケール 利 得 変 動 の 制 御 の 必

キシブルな出力を備えたシステム設計を
提供するために必要となるさまざまな出
力電流レベルについて理解し始めたとき
がこれに該 当します。DACおよびADC
を 使 用する設 計 の詳 細 については、ア
プリケーションノートライブラリ(japan.
maximintegrated.com/converterapp-notes)を参照してください。

何が最も重要か？
ブロック図やチェーンの最重要部分は、特
定のアプリケーションごとに異なります。
クリーンな電源、優れたフィルタ、および
信号コンディショニング用のノイズのない
オペアンプは、SN比にとって重 要です。

精度は、ADCとDACの分解能、リニアリ

ティ、および安定した電圧リファレンスに
大きく依存します。
精 密 な システムの 場 合、DAC (お よ び
ADC)は高精度の電 圧リファレンスを必
要とします。電圧リファレンスは、データ
コンバータに内蔵の場合と外付けの場合
があります。リファレンスを内蔵した多数
のADCお よ び DACの 他 に、Maximは
わずか1ppm/ ℃の温 度係 数、±0.02%

の高い出力精度、および 1.3µVP-Pの低い
出力ノイズを備えたスタンドアローンの
電圧リファレンスも提供しており、データ
コンバータに外付けで使 用することによ

複数のアナログ出力が必要な場合、アナ

り究極の精度と正確性を実現することが

ログ入力と同様にさまざまな実装が可能

できます。

です。

Maximは、8ビット以下から最大18ビット
までの分解能および最大32チャネルを備
えた高精度DACを提供しています。4ビッ
ト～ 16ビットのキャリブレーションDAC
が 利 用可能で、当社 のサンプル/ホール
ドアンプはDACが他の出力を処理してい
る間 も多 数の 出 力 を
一定の電 圧に 維 持す
るため の 追 加 の方 法
を提供します。

設 計 者は、所定の 性 能を達 成する回 路
設 計を 作 成 するとともに、通 常 は 限ら
れた時間の中でプロセスを完了すること
も 必 要 で す。FMC および 多くの FPGA
開 発ボードに直 接 接 続 可 能 なプラグイ
ンモジュール開発カードを含んだ使いや
すい開 発ツールは、 FPGA の設 計 への

表5. 標準的なADC選択基準のマトリックス
入力範囲：
ユニポーラ
バイポーラ

ディスクリートの、選

分解能：
ダイナミックレンジ

ENOB

択 可 能 な、電 圧 出 力

速度：帯域

(バイポーラおよびユ
ニ ポ ー ラ)ま た は 電

入力タイプ：
シングルエンド
差動

同時サンプリング

リファレンス

流 出 力 コン ディショ
ニング 回 路 を 作 るの

フィルタ：

50Hz/60Hz除去

PGA

インタフェース：
シリアル (I2C、SPI)、
パラレル (4、8、16、N)
チャネル数
パワー
その他：

GPIO
FIFO
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Maxim製品の 統合に役 立ちます。当社
の 多 数のEVキット、計算 器、および ア

り設 計 がASICまた はFPGAに 収まら

プリケーションノートとともに、これらの

計者は一部の回路をデバイスの外部に

ツールによって設計者はより短時間で正

移動する必要が生じる。

確に作業を完了することができます。

FPGAに関してシステム

ず、それによってコストが増大し、設

・ マーフィーの法則が発動する。
多くの場合、アナログ技術者が経験する

設計者が直面する問題

問題は、低い信号対ノイズ比、クロストー

FPGAの設計者の多くは熟練したデジタ
ル技 術 者です。Maximの専門技 術はア

よびリニアリティが原因で発生します。こ

ク、利得(スパン)、オフセット(ゼロ)、お
れらの問 題を解 決する外部 の 集 積 回 路

その他にも、ツール、モデル、およびソフ
トウェアのページ(japan.maximintegrated.
com/design/tools)で 優 れ た 補 助 が 提
供されています。この ページから、EESimツール(シミュレーション)、常に更新
されているモデルのライブラリ(SPICE、
PSpice®、およびIBIS)、一連のBSDLファ
イル、およびソフトウェアを利用するこ
とができます。

Maximは、評価キット(EVキット)の品質、

ナログインタフェースです。これらの相補

(IC)に は、 アンプ、ADC、DAC、 デ ジ

品揃え、および使いやすさで長年にわた

的なスキルによって、システムの性能およ

タルポテンショメータ、フィルタ、マルチ

る定評があります。多数のキットが特定

プレクサ、および電 圧リファレンスがあ

の目的用にカスタマイズされてきました。

ります。その他に問題になるものとして、

数百のMaximのEVキットおよびリファレ

びコストが最 適化されます。FPGAはコ
ンフィギュラブルなデジタルシステムであ
るため、FPGAの設計はデジタルの設計
者にとって非常に親しみやすいものです。
シミュレーションから論理合成まで、すべ
てがデジタルドメインで行われます。
しかし、これらのデジタルシステムがア
ナログの世界と接 続されるとき、多くの
不明確な点が発生します。システム設計
者が直面する疑問の一部は、次のとおり
です。
｢信号にどれだけの利得を適用すべきか？｣
｢どのアナログフィルタを使用すべきか？｣

インピーダンス整合、アナログ電 圧 /電

流の変換、自己ブロッキング(無線トラン

スミッタとそれ自体のレシーバとの干渉)、

バックライトLED、およびタッチ制御があ

ります。アナログICを使 用してこれらの

問題を管理し、機能を追加し、FPGAの
負担を軽減することができます。
現実の設計でFPGAと組み合わされるそ

ンスボードが、Maximの販 売 代 理 店を

通して提供されています。

Maximは、メールによるお客 様 の質問
に答えるための専門のアプリケーション
技術者チームを設けています。当社はお
客様からのすべてのお問合せに対して1営
業日以内に対応することに取り組んでい
ます。価格や納期に関する質問のような

の他のアナログICには、電源、マージニ

一般的なお問合せの多くについては、当

ジャ、電源スーパーバイザ、インタフェー

maximintegrated.com/jp/center.
mvp)に解決のためのリンク集を設けて

ング/キャリブレーション、バッテリチャー
スデバイス、温 度コントローラ/モニタ、

社 の サポートセンター ページ(support.

｢どうやってADCを駆動するか？｣

リアルタイムクロック(RTC)、ウォッチドッ

｢どれだけの分解能が必要か？｣

グタイマ、および高精度の抵抗が含まれ

て、Maximと販 売 代 理 店 のFAEが いつ

ます。

でもお客様の手助けをします。

Maximは、これらすべての種類のデバイ

まとめ

｢どれだけの速度が必要か？｣
｢どの仕様が最も重要か？｣
｢どれだけの出力駆動が必要か？｣
｢どのようにノイズを低減するか？｣
これらの質問に答えるのは、Maximのよ
うな世界をリードするアナログ企業が得
意とするところです。当社は膨大な製品

スを提 供しています。それらの部品を使
用することによって、設 計の誤りや最 終
段階での変更による複雑な問題を防ぐこ
とができます。また、開発期間の短 縮、
混乱や手戻りの回避、および他社が失敗
する部分でのプロジェクトの成功が可能

ポートフォリオとシステム設計に関する専

になります。

門知識を備えているため、FPGAの設計

Maxim が容易にします！

者は自分のアプリケーションにとって適
切なソリューションがMaximにあること
を期待することができます。
多くの場合、設計の要件は土壇場で変化
します。Maximの製品は、これに対応す
ることができます。

4つのシナリオが思い浮かびます。

・ 納品直前にお客様が仕様を変更する。
・ 最後になって営業部門が必須機能の追
加を必要とする。

・1 段階大型のデバイスに変更しない限

Maximは、Maxim自身のオンライン計
算 器(japan.maximintegrated.com/tools/
calculators)を含めて、設計者による設計

います。最後に、そして最も重要な点とし

Maximを パ ー ト ナ ー に 選 ぶ こ と で、
FPGA設計の完成に必要となる全てのも
のの供給を専門的に行う、フルサービス
の組織を得ることになります。使いやす
い設計ツールとボードに加え、小型パッ
ケージに収められた低電力、高速、およ
び 高精度のMaxim製品の幅広いライン

アップによって、FPGA開 発プロセスが

簡 素 化 されます。さらに、Maximおよ

び販売パートナーのFAEがいつでもお客
様の手助けをします。

の作成、開発、検証、および完成に役立
つ多数のツールを提 供しています。特定
の要件に応じて計算器を選び、微調整を
行ってください。たとえば、
最適なコンバー
タを選択するためには、スティーブのアナ
ログ設計計算器を使用してください。そ
の後、別の計算器を使用して精度とサン
プリングレートを微調整してください。
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精度とノイズの板挟み
アプリケーションによっては、ノイズ、必要な精度、およびコストの板挟みになっているように設計者が感じることがあります。優れた

設計とは、手頃な価格でお客様の要件を満たすもののことです。データコンバータを内蔵したFPGAは大きな進歩です。しかし、それら
のコンバータもすべてのアプリケーションの要件に適合するわけではありません。

ADCまたはDACの必要性を評価する際には、ノイズについての重要な注意事項を計算に入れる必要があります。本質的に、デジタル
設計はその等式の中でノイズ発生の原因になります。FPGAはより高速で動作し(今ではGHzの通信が一般的)、その結果より多くのノ
イズを発生します。
ノイズの大きさの桁に関する大まかな目安を考えてみましょう。電源のノイズは通常は数ミリボルト(mV)です。ノイズ源には、スイッ
チング電源、電力線または商用電源、無線の混信、モーター、アーク溶接機、およびデジタル回路などがあります。3Vフルスケールの
ADCまたはDACの最下位ビット(LSB)は、表6に示すレベルになります。
ノイズが精度と相容れない理由は、少し考えれば明白です。設計をブロック形式でスケッチするとともに、同僚の設計者とノイズおよ
び信号のレベルを概算することを推奨します。プロジェクトについて分かっていること、入力および出力の信号と値、電力の要件、およ
びブロックの既知の内容を書き留めてください。表 6 を参照してください。システムが出力に8ビットの分解能を必要とする場合、入力
は10または12ビットで十分でしょうか？ システムに5mVのノイズが存在する場合 (56dBダウン)、144dB のダイナミックレンジを持つ

24ビットのコンバータは実用的または過剰でしょうか？ あっと言う間に現実味を帯びてくるのがお分かりでしょうか？ ほんの数分で、
プロジェクトのパラメータが定義されました。これで、内蔵コンバータを使うかクリーンな電源を備えた外付けのものを使うかの決定
は自明です。

特にデジタルノイズについては、通常は以下のように対処します。第 1に、精度および正確性を最大化するために、要件に適合し、個別
の、クリーンなアナログ電源およびグランドを備えた外付けのデータコンバータを使用します。第 2に、信号のオーバーサンプリングを

行って平均化します。4倍オーバーサンプリングごとに、約 1ビットの分解能が追加されます。

ビットはみな初めから平等ではありません。一般にデータシートの一番目立つ場所に記載されている宣伝文句のビット数には注意して
ください。コンバータの真のビット数はすべての非直線性を計算に入れたもので、他の主要パラメータを参照することによって引き出す
ことができます。たとえば、SARコンバータの有効ビット数を決定するために一般的にSINAD 性能が使用されるのに対して、デルタシ
グマコンバータのノイズフリービット数は捕捉される信号のノイズ寄与によって求められます。
また、アプリケーションが必要とする電圧および温度安定性を理 解して、データコンバータと電圧リファレンスの組合せについて誤
差の総 量を構 築する必 要があります。Maxim は、この 作業を簡易化するツールを提 供しています。アプリケーションノート4300
｢Calculating the Error Budget in Precision Digital-to-Analog Converter (DAC) Applications｣ ( 英文 )を参照してください。

表6. データコンバータの分解能および3VフルスケールでのLSB電圧
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ビット数

小数点レベル

8
10
12
14
16
18
24

256
1,024
4,096
16,384
65,536
262,144
16,777,216

LSB
11.7mV
2.9mV
0.73mV
0.18mV
45.8μV
11.4μV
0.18μV
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主力製品
同時に 32チャネルを可能にする
24/16ビットデルタシグマADC

利点
・FPGAへのデジタルインタフェースを
簡素化

MAX11040K

・8つのMAX11040K ADCをインタ
フェース可能

デ ル タシ グ マADCのMAX11040Kは、117dBのSN比、4つ の 差 動 チ ャネ ル、 お よ

び 最 大32チャネル(8個 のMAX11040K

・106dBのSN比によりユーザーは非常に

ADCを並列に使 用)まで拡 張可能 な同 時 サ

ンプリングを提 供します。プログラマブルな位相およびサンプリングレートを備えた

小さい入力電圧と大きい入力電圧の両

MAX11040Kは、ノイズが多いPLC環境での高精度、位相が重要な測定に最適です。
MAX11040KのSPI対応シリアルインタフェースは、1つのコマンドによってカスケード
接続されたすべてのデバイスからデータを読み取ることができます。4つのモジュレータ
が、個々の完全差動アナログ入力を0.25ksps ～ 64kspsのプログラマブルなデータ出
力レート範囲で同時に変換します。このデバイスは、16ksps時に106dBのSN比および
1ksps時に117dBのSN比を達成します。

PI
le S

方を測定可能

・複数の入力チャネル間の位相関係を
容易に測定可能

◦ 同時サンプリングにより複数チャネル
の位相の完全性を維持

CS

g

Sin
FPGA

4チャネル、
完全差動バイポーラ入力

AIN0+
AIN0REF0
AIN1+
AIN1REF1
AIN2+
AIN2REF2
AIN3+
AIN3REF3

AVDD

DVDD

ADC

DIGITAL FILTER

ADC

DIGITAL FILTER

ADC

DIGITAL FILTER

ADC

DIGITAL FILTER

SPI/DSP
SERIAL
INTERFACE

SYNC
CASCIN
CASCOUT
SPI/DSP
CS
SCLK
DIN
DOUT
INT

N=8
MAX11040K

2.5V

REF

XTAL
OSCILLATOR

SAMPLING
PHASE/FREQ
ADJUSTMENT

N=1

N=2
サンプルレートおよび
位相の微調整/粗調整

XIN XOUT
AGND

DGND
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高集積度と小型パッケージによって実現された
業界最小のソリューション

MAX5815、MAX5825

利点
・コストの削減および製造の簡素化

◦ 完全なシングルチップソリューション
◦ 出力バッファおよび電圧リファレンス

MAX5815およびMAX5825は、リファレンスを内蔵した4および8チャネル、超小型、
12、10、および8ビットの電圧出力、デジタル-アナログコンバータ(DAC)ファミリで、
プロセス制御、データ収集、およびポータブル計測器アプリケーションに最適です。2.7V
～ 5.5Vの広い電源電圧範囲を許容し、超低消費電力(3mW)で、ほとんどの低電圧ア
プリケーションに適応します。高精度の外部リファレンス入力によって、
レール･ツー ･レー
ル動作が可能で、外部リファレンスに対しては100kΩ

(typ)の負荷になります。個別の

VDDIOピンによって、FPGA、ASIC、DSPなどに接続する場合に外付けの電圧トランス
レータが不要です。

内蔵

・複数の電圧リファレンスのストックが
不要

◦ 3つの選択可能な高精度リファレンス
内蔵：2.048V、2.5V、
または4.096V

・業界最小のPCB面積を提供

◦ 4チャネルを12ピンのウェハレベル
パッケージ(WLP)および 14ピン

TSSOPパッケージで提供

◦ 8チャネルを20ピンのウェハレベル

MAX5815
VREF

INTERNAL 2.048V, 2.5V, OR 4.096V
REFERENCE

SCL

パッケージ(WLP)および 20ピン
TSSOPパッケージで提供

REFOUT

BUFFER

12-BIT

VO1

BUFFER

12-BIT

VO2

SD
LDAC
CLR

I2C
INTERFACE
AND
CONTROL

RAIL-TO-RAIL OUTPUT
WITH EXTERNAL REF
BUFFER

12-BIT

VO3

BUFFER

12-BIT

VO4

VDDIO

MAX5825
VREF

INTERFACE 2.048V, 2.5V, OR 4.096V
REFERENCE

SCL

BUFFER

12-BIT

REFOUT

VO1

SD
LDAC
CLR

I2C
INTERFACE
AND
CONTROL

RAIL-TO-RAIL OUTPUT
WITH EXTERNAL REF

VDDIO
BUFFER
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選択ガイドおよび表
FPGA用の信号ソリューション
品名

MAX44251/MAX44252

MAX9632、MAX9633

説明

20V、超高精度、低ノイズ、低ドリフト、
デュアルおよびクワッドアンプ

36V、高帯域、低ノイズシングルおよび
デュアルアンプ

特長

利点

5.9nV/√Hzの入力電圧ノイズ、
6µV (max)のオフセット、
20nV/℃のオフセットドリフト

経時および温度の変化に対してシステム
の較正および精度を維持し、システムの
精度を向上

0.94nV/√Hz (MAX9632)および
3nV/√Hz (MAX9633)の入力電圧
ノイズ、750ns 以下のセトリング時間

高分解能 ADCの完全な性能を可能に
し、より正確な測定を実現

広い電源電圧範囲：6V ~ 38V、
低入力オフセット電圧：100µV (max)、
1nF負荷駆動

さまざまな条件での動作が可能

MAX9943/MAX9944

38V高精度、シングルおよびデュアル
オペアンプ

MAX9945

38V CMOS入力高精度オペアンプ

MAX4238/MAX4239

業界で最も低いオフセット、低ノイズ
レール･ツー･レール出力オペアンプ

2µV (max)のオフセト、25nV/√Hz、
6.5MHz GBW、1/f入力ノイズ成分なし

経時および温度変化に対し低周波数
での高精度の信号コンディショニング
を保証

MAX5316/MAX5318

1チャネル、16および 18ビット
高精度DAC

出力バッファおよび電圧リファレンス
バッファ内蔵、個別のVDDI/O電圧、レール･
ツー･レール出力バッファ、
フォース/センス出力

負荷での完全な精度を保証し高精度の
動作を実現

完全なシングルチップソリューション、
出力バッファ内蔵、3つの選択可能な
高精度リファレンス内蔵

電圧トランスレータおよび複数の電圧
リファレンスが不要

MAX5214/MAX5216

1チャネル、低電力、14および 16ビット、
バッファ内蔵電圧出力DAC

低消費電力(80µA max)、8ピµMAX
パッケージ(3mm x 3mm、±0.25LSBの
INL (MAX5214、14ビット)または
±1 LSBのINL (MAX5216 、16ビット)

分解能と精度の向上を提供するとともに
電力とスペースを節減

MAX5825

8チャネル、低電力、12ビット、
バッファ内蔵電圧出力DAC

デジタルI/O用の個別の電圧(1.8V ~ 5V)を
備えた完全なシングルチップソリューション、
レール･ツー･レール出力バッファ内蔵、
3つの選択可能な内部または外部
リファレンス

MAX6126

超低ノイズ、高精度、低ドロップアウト
電圧リファレンス

1.3µVP-Pの超低ノイズ
(0.1Hz ~ 10Hz、2.048V出力時)、
3ppm/℃ (max)の超低温度係数、
±0.02% (max)の初期精度

消費電流は電源電圧とほぼ無関係、予測
可能な消費電力量を提供、外付け抵抗
が不要で基板面積とコストを節減

MAX1377、MAX1379、
MAX1383

12ビット、4チャネル、同時サンプリング
ADC (2 x 2 SEまたは2 x 1差動入力)

多重化された2つの入力による2チャネル
同時サンプリング(合計4つのシングル
エンド入力)、ADC当り1.25Mspsの
デュアルまたはシングルSPIポート、
5V電源から±10Vをサポート(MAX1383)

パワーシステム監視およびモーター制御
アプリケーション向けに、コスト重視の、
高集積の12ビットソリューションを提供

MAX11046

ハイインピーダンス入力を備えた
業界初の単一電源バイポーラADC

外付けバッファが不要なハイインピーダンス
I/O技術を使用した、14/16ビット、
8/6/4チャネル同時サンプリングSAR
ADC、単一 +5Vアナログ電源のみで
バイポーラ入力

外付けバッファが不要なため、回路の
簡素化、コストおよびスペースを節減

MAX5815

4チャネル、12ビットDAC、

リファレンス内蔵

4.75V ~ 38Vの広い電源範囲、低入力
バイアス電流、レール･ツー･レールの
出力スイング

高電圧およびfAレベルの低い入力バイ
アス電流により超高抵抗センサーとの
容易なインタフェースが可能

電圧レベルトランスレータが不要なため

PCB面積を節減

(次ページに続く)
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FPGA用の信号ソリューション(続き)
品名

MAX11040K
MAX11160/MAX11161、
MAX11162/MAX11163 、
MAX11164/MAX11165 、
MAX11166/MAX11167、
MAX11168
MAX1300/MAX1301、
MAX1302/MAX1303

説明
最大 32同時チャネルまでカスケード
可能な、24/16ビットデルタシグマ

ADC

リファレンスおよびバイポーラオプショ
ン内蔵、16ビット、1チャネル 500ksps

SAR ADC

最大 3 x VREF (4.096V)の設定可能な
入力範囲を備えた、16ビット、4 および
8チャネルSAR ADC

特長

利点

4つの完全差動同時サンプリング
チャネル、106dB のSN比(16ksps 時)

最大8つのパラレルADCまで容易に
スケーリング可能、3つの電圧の監視
が可能、3つの電流と中性ペアでパワ
ーアプリケーションに対応

93dB 以上のSN比、5ppmのリファレン
スオプション内蔵、5V電源でバイポーラ
±5V入力範囲が利用可能

高集積度と小型パッケージ(パッケージ
サイズを明示)により高性能を妥協する
ことなくフォームファクタの小型化と
総システムコストの削減を実現

各チャネルをシングルエンドまたは差動
およびユニポーラまたはバイポーラに
設定可能、PGA (利得：最大4)および
リファレンス内蔵

複数の入力ソースを1つのデバイスで
サポート可能にし、フレキシビリティの
向上とコストの削減を実現

信号ソリューションの評価キット
品名

説明

特長

MAX9632EVKIT、
MAX9633EVKIT

36V、高帯域、低ノイズシングルおよび
デュアルアンプのMAX9632および
MAX9633の評価用

複数のオペアンプ構成に対応、+4.5V ~ +36Vの広い入力電源範囲、
0805 部品

MAX9943EVKIT

38V高精度、シングルおよびデュアル
オペアンプのMAX9943および
MAX9944 の評価用

フレキシブルな入力および出力構成、+6V ~ +38Vの単一電源範囲、
±3V ~ ±19Vのデュアル電源範囲

MAX9945EVKIT

38V CMOS入力高精度オペアンプの
MAX9945の評価用

複数のオペアンプ構成に対応、広い入力電源範囲、0805 部品

MAX5316EVSYS

デジタルの利得およびオフセット制御を備
えた、真の16ビット精度、電圧出力DACの
MAX5316 の評価用

MAX5316 の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフ
ェース(GUI)をWindows®ソフトウェアで提供、16ビット高精度 DACの
MAX5316GTG+を実装したMAX5316EVKITが付属
(PCからUSBポートを使用してSPIインタフェースおよび GPIOを制御可能 )

MAX5815AEVKIT

リファレンス内蔵およびバッファ内蔵電圧
出力を備えた、12ビット、4チャネル、低電
力DACのMAX5815 の実証用

(GUI)をWindowsソフトウェアで提供、USB-I2C 400kHzインタフェース

MAX5216EVKIT

16ビット、低電力、高性能、バッファ内蔵
デジタル -アナログコンバータ(DAC)の
MAX5216 の実証用

Windowsソフトウェア、14および 16ビットDACをサポート、SPIコマンドを
生成するためのマイクロコントローラをボード上に実装、USB 給電

MAX5825AEVKIT

リファレンス内蔵およびバッファ内蔵電圧
出力を備えた、12ビット、8チャネル、低電
力DACのMAX5825 の実証用

(GUI)を提供するWindowsソフトウェア、USB-I2C 400kHzインタフェース

MAX5214DACLITE

真の14ビット分解能、低電力、高性能、
バッファ内蔵デジタル -アナログコンバータ
(DAC)のMAX5214 の実証用

SPIコマンドを生成するためのマイクロコントローラをボード上に実装、
MAX5214 の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース
(GUI)をWindowsソフトウェアで提供、USB 給電

デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース

回路内蔵

デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース

回路内蔵

(次ページに続く)
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信号ソリューションの評価キット(続き)
品名

説明

特長

12ビット、48チャネル、同時サンプリング
ADCのMAX1379の実証用

完全な評価システム、便利なテストポイントをボード上で提供、FFT機能を
備えたデータロギングソフトウェア、MAX1377の評価にも使用可能

MAX11046EVKIT

8チャネル、16ビット、同時サンプリングADC
のMAX11046 を評価するための

8つの同時ADCチャネル入力、すべての信号入力チャネルにBNCコネクタ
を実装、6V ~ 8Vの単一電源動作、USB-PC接続、他の5つのMAX1104x

MAX11040KEVKIT、
MAX11040KDBEVKIT

ICの 4チャネル、同時サンプリングADCの評
価を行う完全実装および試験済みのPCB

マザーボード上に2つのMAX11040KGUU+を実装、最大 3 枚のドータ
ボードをカスケード接続することによりさらに最大 3 個の製品を接続可能

MAX1379EVKIT

MAX11160EVSYS

MAX1300AEVKIT
MAXADCLITE

実証済みの設計を提供

16ビット、高速高精度 ADC用の実証済みの
設計

ファミリの製品とコンパチブル

MAX11160の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザイ
ンタフェース(GUI)をWindowsソフトウェアで提供。コンパニオン
MAXPRECADCMBシリアルインタフェースボードおよび 16ビット高精度
ADCのMAX11160を実装したMAX11160DBEVKITが付属
(PCからUSBポートを使用してSPIインタフェースおよび GPIOを制御可能 )

16ビットプログラマブル入力範囲高精度 ADC
用の実証済みの設計

電圧リファレンスの倍数に基づく入力範囲のオンザフライプログラム機能、
シングルエンド/差動およびバイポーラ/ユニポーラ入力のサポート

小型 12ピンのWLPパッケージソリューション
に実装された業界最小のSAR ADCの実証用

PCへのUSB 接続を備えた4チャネル、12ビットI2C SAR ADC 、USBポート
から自己給電、完全なデータ収集システムを小型のEVキット上で実現
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FPGA用のデザイン保護ソリューション
概要
Maxim の SIA (secure information
and authentication)製 品 は、 破 壊 的
(ダイレベル)およびサイドチャネル(非破
壊的)攻撃に対するクラス最高の対 策を
備えた、堅牢な、暗号業界によって確認
済みの認証および暗号化方式を取り入れ
た、低コスト、セキュアメモリソリューショ
ンを提供します。これらのソリューション
は、設計の知的財産の保護、ライセンス

および窃盗からそのIP (コンフィギュレー
ションデータ)を 保 護するための 安 全 策

い)メッセージの再 現を防止するために、
MACの計算にはMACの受信者によって

が少なくなります。コンフィギュレーショ

選ばれたランダムなチャレンジが取り入れ

ンデータは独立したメモリチップに保 存

られます。

さ れ、 電 源 投 入 時 にFPGAに よって 読
み取られます。読 み取られたデータは、

FPGA内のSRAMメモリセルに保持され
ます。この手順では、
2つの段階でコンフィ
ギュレーションデータのセキュリティが危
険に晒されます。

図14は、一般的概念を示します。チャレ
ンジが長いほど、再現を可能にするため
に発生しうるすべてのレスポンスを記録す
ることは困難になります。

MAC発信者の真正性を証明するために、
MAC受信者は乱数を生成し、それをチャ

の管 理、現 場に配 備された機 器に含ま

電 源投 入フェーズ中、コンフィギュレー

れるソフトウェアの機能セットのアップグ

ションデータのビットストリームが傍受に

レードの制御に最適です。

晒される。

問題の特定

SR AM メモリセ ル に 格 納 さ れ た コ ン

しいMACを計算する必要があります。そ

フィギュレーションデータは容易にプロー

の後、発信者は計算結果を受信者に返送

ル(OTP)アンチヒューズ、再プログラム可

ブされる可能性がある。

します。発信者が任意のチャレンジに対

能なフラッシュベースのストレージセル、

コピーを行おうとする者は、これらの手法

および再プログラム可能なSRAMベース

を使用して容易にコンフィギュレーション

のコンフィギュラブルロジックセルなど、

データにアクセスし、オリジナルの設計を

設計のコンフィギュレーションデータを保

コピーすることによって、IPおよび正規の

持するためのさまざまな技術を採用した

製品に付随する収益性を侵害します。

今日、設 計者はワンタイムプログラマブ

FPGAを選 択することができます。コン
フィギュレーションデータには、本質的に
設計または最終製品に関連するIPが含ま

問題への挑戦
よりハイエンドの FPGA は組込みの暗号

れています。

化方式とID 機構によってこれらのセキュリ

コンフィギュレ ーションデータはFPGA

リューションはコンシューマエレクトロニ

チップに保存され、保存されたデータの
読 取りを防止する仕 組みが 存 在 するた
め、アンチヒューズベースとフラッシュベー
スの両方のソリューションが比 較的安全
なソリューションを提 供します。さらに、
デパッキング、マイクロプロ―ビング、電
圧コントラスト電子ビーム顕微鏡検査、お
よび集束イオンビーム(FIB)プロ―ビング
などの非常に高度な方式を使用してシリ
コンに侵 入し、セキュリティ機構をディ
セーブルしない限り、データが危険に晒
される可能性はほとんどありません。し
かし、FPGAのプログラムを依 頼した外
注メーカーが許可されたより多くのユニッ
トを製造し、グレーマーケットで販売す
る可能性があるため、OEM各 社はライ
センスに関して厳格な管理を実施する必
要があります。それらの不正なデバイス
は正規のデバイスと区別がつかないため、

OEMの収 益性に大きく影 響する恐れが
あります。
しかし、SRAM
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FPGAは、違法なコピー

ティ問題に対処していますが、これらのソ

クスのような大量生産のアプリケーション
にとってコスト効率が良くありません。し
かし、それらのアプリケーションにも IP

を侵害行為から保護する方法が必要です。
さらに、そのセキュリティ方式は堅牢で、
容易に実装することができ、FPGA のリ

ソース ( ピンおよび論理素子の数 )、消費

電力、および設計全体のコストに与える
影響が最小限でなければなりません。

解決策の提示：認証
認証プロセスの目的は、2つ以 上の実体
の間で同一性の証明を確立することです。
鍵ベースの認証は、秘密鍵と認証対象の
データ(すなわち、メッセージ)を入力とし

て、メッセージ認証コード(MAC)を計算

します。次に、メッセージにMACが追記
されます。メッセージの受信者はそれと

レンジとして発信者に送信します。これに
対しMAC発信者は、秘密鍵、メッセージ、
および受信者のチャレンジに基づいて新

して正当なMACを生成することができる
ことを証明した場合、秘密鍵を知ってい
ることがほぼ 確実であり、したがって真
正であると考えることができます。このプ
ロセスは、チャレンジ&レスポンス認証と
呼ばれます。図14を参照してください。

MACの 計 算 に は、Gost-Hash、HAS160、HAVAL、MDC-2、MD2、MD4、
MD5、RIPEMD、SHAファミリ、Tiger、
およびWHIRLPOOLなど、非常に多数の
アルゴリズムが使 用されています。徹 底
的に精査され、国際的に認定された一方
向のハッシュアルゴリズムとして、米国国
立標準技術研究所(NIST)によって開発さ

れたSHA-1があります。SHA-1は、国 際

規 格ISO/IEC

10118-3:2004になってい

ます。SHA-1アルゴリズムには、以下のよ
うな際立った特長があります。

・不可逆性：MACに対応する入力を判

定することは、計算時間の面で非現実
的です。

・衝突困難性：特定のMACを生成する

2つ以上の入力メッセージを発見するこ

とは非現実的です。

・高いアバランシェ効果：入力が少しでも
変化した場合、MACの結果に大幅な

変化が生じます。

同じ計算を実行したMACと、メッセージ

これらの理由、およびアルゴリズムが国

両方のMACが 一 致した場 合、メッセー

はセキュアメモリのチャレンジ&レスポンス

とともに受信したMACとを比 較します。

際的に精査されていることから、SHA-1

ジは真正なものです。傍受した(真正でな

認証のための選択肢として優れています。
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ます。多くの場合FPGAはI/Oピンが限ら

部ソースからは発見することができな

チ ャレン ジ&レス ポ ン ス 認 証 方 式 は、

れているため、これによってセキュリティ

い秘密鍵を取得する。

部として低コストで実装することができま

れます。別の実 装としては、FPGA上に

ソリューションの実装

SRAMベースのFPGAシステム設 計の一

す(図15)。この 例では、セキュアメモリ

デバイスは1つのピンのみを使用して、双

方向(オープンドレイン)通信用に設 定さ

れ たFPGAのピ ンに 接 続されています。
VDDへの抵抗性の接 続がセキュアメモリ

に電力を供給し、オープンドレイン通信

ソリューションの影 響が最小限に抑えら
実装されたより汎用的なI2Cインタフェー

スを 使 用し、DS28CN01

(I2Cを 備 えた

3. セキュアメモリと同様に、秘密鍵、乱数、
お よ び そ の 他 の デ ー タを 使 用して、

SHA-1 MACを計算する。

DS28E01-100の同 等品)を 使 用するか、
またはSHA-1エンジンおよびその他の機
能を小型のASICまたはCPLDで実装する

4. F P GA 内 に 実 装 さ れて い る CP U の
XOR機 能 を 使 用して、バイト単 位 で

ことによって構築する方法があります。し

SHA-1のMACの計算の詳細については、

のためのバイアスを提供します。Maxim

かし、セキュリティがデバイスの唯一の機

EEPROMのDS28E01-100は、この方式

データを比較する。
セキュアハッシュ規 格を参照してくださ

のSHA-1エンジン内蔵、1Kb 保護 1-Wire

能である場合は、ASICによる方法を使用
することでおそらくコストは増大します。

に適しています。このデバイスは、SHA-1

投 資の 保 護 ―双 方向の認 証とセキュア

DS28E01-100の セキュリティ機 能 を活

なソフトによる機能の設定｣ は、セキュ

エンジン、128バイトのユーザーメモリ、
チップ内部の演算に使用することができ
外部ソースからの読取りは不可能な秘密
鍵、および固有の、書換え不可能なID番

号を内蔵しています。

用するために、リファレンス認証コアは

FPGAが以下の手順を実行することがで

ティの概念についての技術的詳細を提供
しています。

1. チャレンジ用の乱数を生成する。チッ

通常はマイクロコントローラのような機能

通常は疑似乱数を生成するため、真の
乱数ほど安全ではありません。

2. 内部の演算に使用することができ、外

MICROCONTROLLER IMPLEMENTED IN FPGA
(MAC RECIPIENT)

SYSTEM SECRET
(FROM PROTECTED MEMORY)

アメモリのアーキテクチャとそのセキュリ

きるようにします。
プに内蔵された乱 数ジェネレータは、

DS28E01-100の1-Wireインタフェース
は、通信チャネルをチャレンジ&レスポン
ス認証用の1つのFPGAピンのみに削減し

い。アプリケーションノート3675 ｢R&D

が主要FPGAベンダーから無料のマクロ
として提供されています。Xilinxのマイク

ロコントローラ機能は192のロジックセル
を占有し、これはSpartan-3

XC3S50デ

バイスのちょうど 11%に相当します。

動作の仕組み
DS28E01-100に は、OEM固 有 の 秘 密
鍵とデータがプログラムされます。プロ
グラミング はOEMが 行うか、または出

CALCULATE SLAVE
SECRET

荷 前 にMaximが 行 うこと が 可 能 で す。

MESSAGE DATA FROM
ACCESSORY DEVICE

ALGORITHM

DS28E01-100は事 実 上、FPGAの 設 計

RESULT
COMPARISON

RANDOM CHALLENGE

にとってのイグニッションキーに相当しま
す。OEM固有の秘密鍵も、コンフィギュ

レーション(外部)メモリにプログラムさ

1-Wire® INTERFACE
SECURE MEMORY CHIP
(MAC ORIGINATOR)

DEVICE DATA
ALGORITHM

SLAVE SECRET KEY
(FROM SECURE MEMORY)

れるスクランブルされたコンフィギュレー
ションデータの中に入っています。
電力が印加された時点で、FPGAはその
コンフィギュレーションメモリに基づ い
て自分自身 の 設 定を行 います。そ の 後

FPGAのマイクロコントローラ機能が作動
し、敵味方 識 別(identification friend
or foe、IFF)とも呼ばれるチャレンジ&レ

図 14. チャレンジ & レスポンス認証プロセスによる MAC 発信者の真正性の証明

VDD

スポンス認証を実行します。この識別に

SECURE
MEMORY
1-Wire

GND

は、以下のステップが含まれます。

SRAM-BASED FPGA

DS28E01-100

8-BIT MICROCONTROLLER
AUTHENTICATION CORE
SIO

USER DESIGN

TEST

IFF TEST

PASS

ENABLE

CONFIGURATION
MEMORY

1. FPGA が乱数を生成して、それをチャ
レンジ(Q)としてセキュアメモリに送信
します。

2. FPGAはセキュアメモリに対して、自身
の秘密鍵、送信されたチャレンジ、固
有のID番号、およびその他の固定デー

タに基づいてSHA-1のMACを計算し、
図 15. この簡略回路図では、セキュア1-Wire メモリが FPGA の保護に使用されています。

レスポンス(MAC

2)をFPGAに送信す

るよう指示します。
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3. FPGA は、セキュアメモリが使用した
ものと同じ入力と定数、およびFPGA
の 秘 密 鍵 に 基 づ いてSHA-1のMAC
(MAC1)を計算します。
4. FPGAはMAC 1とMAC 2を比較しま
す。MACが 一 致した 場 合、FPGAは
自分がライセンス環境で動作している
と判断します。FPGAは通常動作に移
行し、コンフィギュレーションコードで
定義されているすべての機能をイネー

号、およびアプリケーション固有の定数
から個々の秘密鍵が計算される場合は、
セキュリティをさらに向上させることが可
能です。1つの個別鍵が公になった場合、

1つのデバイスのみが影響を受け、システ
ム全体のセキュリティは影響を受けませ

ん。個別の秘密鍵をサポートするために、

FPGAはマスター秘密鍵を知っている必
要があり、所期のレスポンスを計算する
前にまず 1-Wire

SHA-1メモリチップの秘

ブル/実行します。しかし、MACが異

密鍵を計算する必要があります。

なる場合は、環境が敵性であると判断

製造するユニットごとに、設 計の所有者

します。その場合、FPGAは通常動作

(OEM)は組込みFPGAを使って製品を作
る外注メーカー (CM)に対し、適切に事
前プログラムされた1つのセキュアメモリ
を供 給する必 要があります。この1対1の
関係によって、CMが作成可能な認 定ユ
ニットの数が制限されます。CMが(たと

を続行せず、アプリケーション固有の
対処を行います。

このプロセスが安全な理由
SHA-1によって提 供される固有のセキュ

リティ以外で、上記のIFF認証プロセスに
とって最 大のセキュリティ要 素となるの
は、セキュリティメモリやFPGAからは読
取り不可能な秘密鍵です。さらに、ビット
ストリーム中のデータはスクランブルされ
ているため、FPGAが自分自身の設定を
行う際のコンフィギュレーションビットス
トリームを傍受しても秘密鍵は露見しま
せん。そのサイズから、認証ステップを
除去する目的でビットストリームをリバー
スエンジニアリングして設 計を判定する
には非常に長い時間がかかるため、極め
て困難な作業になります。
もう1つの重要なセキュリティ要素は、チャ
レンジのランダム性です。予測可能なチャ
レンジ(すなわち、定数 )からは予測可能

なレスポンスが生成されるため、1度記録

したものをマイクロコントローラであとか
ら再現することによってセキュアメモリの
模倣が可能になります。チャレンジが予
測可能である場合、マイクロコントローラ
はFPGAを効果的に欺いて環境を味方と

判断させることができます。このIFF方式

では、チャレンジのランダム性によってこ
の懸念が緩和されます。
個々のセキュアメモリの秘密鍵がデバイ
ス固有である場合、すなわち、マスター
シークレット、SHA-1メモリの固有ID番
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えば、適切にプログラムされていないも
のがあったために追加のメモリが必要だ
と主張して)セキュリティメモリの改竄を行
うのを防止するために、OEMは秘密鍵を

書込み保護することが推奨されます。
たとえ書 込 み 保 護されていない場 合で
も、1-Wire

EEPROMデータメモリのセ

利点には、以下が含まれます。

・OEMが CMに秘密鍵を開示する必要
がない。

・OEMが自分で事前プログラミングシス
テムを実装する必要がない。

・OEMが認定したサードパーティのみが
登録済みデバイスにアクセスすること
ができる。

・OEMの監査に必要な場合、ベンダー
は出荷数の記録を管理する。

概念の実証の提供
コンフィギュレーションアプリケーション
ノートX A P P 7 8 0 ｢ D a l l a s S e m i conductor/Maxim DS2432 Secure
EEPROM によるFPGAのIFFコピー 防 止
(英 語版)｣ で取り上げられているFPGA
のセキュリティ手法は、Xilinxの製品でテ
スト済みです。
Xilinxは、｢システムのセキュ
リティは、基本的に秘密鍵の秘匿性およ
び安全な環境での鍵の読込みに基づいて
います。秘密鍵以外のこのリファレンスデ
ザイン全体が、広く認められているケル
クホフスの原理に従って公開されていま
す｣ と述べています。このアプリケーショ

キュリティについて心配する必要はありま

ンノートで示したプログラミングと認証に

せん。設 計上、このメモリデータを書き

対するシンプルなインタフェースによって、

換えることができるのは秘密鍵を知って

このコピープロテクション方式の実装が

いる人間のみです。さらに好都合なこと

非常に容易になります。軍用暗号に関す

に、アプリケーション設計者はこの特性

るこの論文の中で、フランドルの言語学

を利用して、SHA-1セキュアメモリから読

み取ったデータに応じてFPGAが各機能

をイネーブル/ディセーブルすることができ

者Auguste Kerckhoffsは、セキュリティ
は秘匿性に依存するのではなく、鍵の強
度に依存すべきだと主張しています。彼

るというソフト機能管理を実装すること

は、セキュリティ侵害の発生時に交換す

ができます。

る必要があるのは、システム全体ではな

CMへの出荷前にOEMがメモリデバイス

く鍵のみだと主張しています。

の事前プログラムを行うのは、必ずしも

結論

実用的とは限りません。この状況に対応
するために、セキュアメモリのメーカーは

SHA-1の 秘 密 鍵 およびEEPROMアレイ
の事前プログラムサービスをOEM向けに
提供している場合があります。Maximも
そうしたサービスを提供しており、OEM
の入 力に従って出荷時にセキュアメモリ
デバイスの登録と設定を行った後、直接

CMに出荷します。このサービスの主な

DS28E01-100のような低 コストチップ
をたった1つ追加し、無料のリファレンス
コアをFPGAにアップロードすることに
よって、FPGA設 計に含まれるIPを容 易
に保護することができます。1-Wireイン
タフェースによって、FPGAの1つのピン
を使用するセキュリティ方式の実装が可
能です。
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選択ガイドおよび表
FPGA用のセキュアな情報および認証ソリューション
品名

DS28E01-100

説明

特長

主な利点

1-Wire 1Kb SHA-1セキュアEEPROM

ユーザーがカスタマイズ可能な読取
り/書込み/OTPページモード、±8KV
HBMおよび±15KV IECのESD 保護

1つの専用の接点上で通信と制御を
行うことにより、スペースとピン数への
影響を最小化

セキュアな情報および認証の評価キット
品名

説明

特長

AES-S6EV-LX16-G

Avnet Spartan 6評価ボード

バッテリ駆動、シングルセル Li-ion 18650
(約2500mAh)

DS28E01-100プラグインモジュール

PicoBlazeTM SHA-1認証の設計を検証するための
DS28E01-100プラグインモジュール

Avnet製のXilinx Spartan-6 LX16評価キット
(AES-S6EV-LX16-G)とインタフェース

DSAUTHSK

Maximセキュアメモリ評価キット

MaximのDS2460、DS2482-100、DS28CN01、
および DS28E01-100 の各デバイスを含んだ短時間で開
発を行うためのスターターキットボード
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FPGAに対する高速 DACおよびADCのインタフェース
はじめに
データコンバータの速度とチャネル数が
新しい世代ごとに増大するのに伴って、こ
れらのデバイスとFPGAの間のタイミン
グおよびデータ完全性がますます難題に
なっています。Maximは業界をリードす

るFPGAサプライヤ各 社と緊密に協力し

て、FPGAと高速データコンバータの間の
デジタルインタフェースの要件を定義して
います。これらの難題を克服するための
この共同作業によって、互換性、リソース
の効率的な使用、および設計の容易さが
確保されます。

FPGA/ データ変換の傾向
データ変換とFPGAの技術は進化し続け
ています。性能と動作速度の進歩によっ
て、多くのアプリケーションが信号処理を
アナログドメインからデジタルドメインに
移行させました。たとえば、デュアルベー
スバンドI/Q DAC、アナログ直交変調器、
および周波数シンセサイザを使用してワイ
ヤレストランスミッタを設計する代わりに、
高速FPGAとRFデジタル-アナログコンバー
タ(RF-DAC)を設計者が使 用する場合で

す。FPGA内に実装されたデジタル直交変
調器によって信号がデジタル方式でアップ

コンバートされ、次にRF-DACによって必

要な周波数で合成されます。アナログRF

トランスミッタに対するデジタルRFトラン

スミッタの利点として、I/Q不整合の除去、

キャリアまたはチャネル容量の増大、およ
び共通のハードウェアプラットフォームを
使用して複数の周波数帯をサポート可能に
なることなどがあります。しかし、これら
の利点を現実のものにするためには、RF-

DACとFPGAの間のデジタルインタフェー
スについてデータ完全性と適切なタイミン
グを確保する必要があります。
ベースバンドADC、アナログ直交復調器

(またはミキサ)、および周波数シンセサイ
ザを使用してワイヤレスレシーバを設計す
る代わりに、高速FPGAとRFサンプリング

アナログ-デジタルコンバータ(RF-ADC)
を設計者が使用する場合も同様です。

データコンバータとFPGAの
間のデジタルインタフェース
ソリューション
Maximは、FPGAとのインタフェースを
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簡素化するために、RF-DACに機能を追

用のシリアルLVDS出力を 備えた、オク

データレートを現在のFPGA技術と互換

います。一 部のデュアルチャネル、高速

加し まし た。MaximはRF-DAC入 力 の

性のあるレベルまで 低下させるために、

2:1また は4:1多重 化LVDS入 力 を 備 え た
RF-DACを開発しています。2:1多重化入
力モードを 使 用することで、I/Oピン数

タル(8チャネル)、高速 ADCを提 供して

ADCおよびDACにおいて、MaximはI/
Oピン数とインタフェース速度のトレード
オフを行うための選択可能なデュアルパ
ラレルCMOSまたはシングル多重化パラ

の要件、配線の複雑性、およびボード面

レルCMOSインタフェースを提 供してい

積を低減することができます。あるいは、

ます。

4:1多重化入力モードを使用してタイミン
グマージンを増大させることによって、よ
り堅牢な設計が実現し、場合によっては
より低 速のFPGAを使 用することも可能
になります。
よ り 新 し い 世 代 の RF-DAC 製 品 は、

FPGAとの入力データ同期を容易にする
内蔵DLL (遅延ロックループ)、およびイ

ンタフェースエラーの監視を可能にするパ
リティ機 能を内蔵しています。RF-DAC
のデータインタフェースは、確 定的レイ

FPGAとRF-DACの同期を
容易にする内蔵 DLL
14ビット、2.3Gsps RF-DACのMAX5879
のファンクションダイアグラムを図16に示
します。このRF-DACはクロック(CLKP/
CLKN)の立上りエッジで更新され、RFDACのI/Oピ ン 数 ま た は 入 力 デ ー タ
レートを低減して各ポートで 1150Mwps
または 575Mwpsにする選 択 可能 な 2:1
または4:1多重化 入 力ポートを 備えてい

テンシを保証するためシステム同期式に

ます。

なっています。ソース同期式インタフェー

MAX5879の 内 蔵DLL回 路 は、FPGA

スは、一般に1クロックサイクルのレイテ

ンシ不確定性を伴います。MaximのRF-

DACは、入力データのスペクトル成分を

白色化して潜在的なデータ依存の突出部
を除去するためのデータスクランブル機
能を備えています。
データコンバータをFPGAにインタフェー
スする場合に考慮すべき最後の問題は、

とのインタフェースでの堅牢なタイミン
グを保証します。これはデバイスの速度
が増 大しデータウィンドウが小さくなる

(データの遷 移がより頻 繁に発 生するよ

うになる)とともに特に重 要になります。

FPGAとMAX5879のDLLを 使 用 す る

クロック方式の簡略ブロック図を図17に

示します。DLL回路は入力データの位相

データクロック速 度です。MaximのRF-

を調整し、データをDAC内にラッチする

速度の仕様に適合するために、シングル
データレート(SDR)、ダブルデータレー

FPGAとDACの 間 のデータの 同 期 を 保
証します。DLLは入 力データ(DATA)の
位 相を内部クロック(RCLK)に合わせて

(QDR)を含む多様なインタフェース形式

調整し、温度および電源の変動に対する

DACおよびRFサンプリングADCは、さ
まざまなクラスのFPGAの 最 大クロック
ト(DDR)、およびクワッドデータレート

内部クロック(RCLK)エッジの中央にデー

タのアイが来るようにすることによって、

をサポートしています。

耐性を与えます。

医療用画像などのアプリケーションにお

DLL がない場 合、設 計 者はDACに入 力
されるデジタルデータがDCLKの遷移ま
での一定時間(tSETUP)にわたって安定し、
遷 移 後 の 一定時 間(tHOLD) 維 持されるこ

ける多チャネル数のデータ変換の要求に
対応するために、高速 ADCとFPGAの間
のインタフェースはパラレルから高速シリ
アルに進化してきました。シリアルインタ
フェースの利点には、ライン数が少ない
ため密度とコストの面で優位であること、
およびディレイ整合性の仕様が緩和され
るため設計が簡素化し堅牢性が向上する
ことなどが含まれます。Maximは、超音

波などの高密度 /低出力アプリケーション

とを保証する必要があります。温度の変
動を計算に入れた状態では、製品データ
シートのセットアップおよびホールド時間
が有効なデータウィンドウの大きな割合
を 消 費 するた め、 高 速FPGAとDACの
間の堅牢なインタフェースの設計が困難
になります。
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図 16. MAX5879 のファンクションダイアグラム
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DCLK = DACからFPGAへの出力データクロック。DLLはDCLKのディレイを調整し、
それによってデータウィンドウ(およびSYNC)の位相が調整されてRCLKの

t2

中央に来ます。

DATA

DATA WINDOW

DATA = (2または4) x 14ビットLVDSライン + FPGAからのパリティおよびXORライン

t3
SYNC

SYNC = データと同期されDLLループを閉じるFPGAからの疑似ランダムビット
シーケンス(PRBS)

RCLK

RCLK = FPGAからの入力データをラッチするための内部DACクロック

図 17. FPGAとMAX5879 RF-DAC の間のデジタルインタフェース (4:1 多重化モード時 )
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データスクランブルとパリティ
チェックによる高信頼性シス
テム性能の確保

CLKOUTの立上りエッジと立下りエッジ

場合によっては、FPGAによって生成され

ピン数と複雑性を低減する
シリアル FPGA インタ
フェースを備えた
高速オクタル ADC

る周期的なデータパターンが原因でデー

多チャネル数のアプリケーションの場合、

のビットに対応します。

設計が簡素化され、より高密度でコスト

パラレルCMOS出 力 を 使 用してオクタ

タ依存の突出部が発生し、システムの全
体的性能に影 響する可能性があります。

効率に優れたソリューションが実現する

RF-DACのMAX5879はXORデータ機

ことから、データコンバータとFPGAの

能を内蔵しており、これを使 用してデー

間にはパラレルインタフェースよりも高

タビットのスペクトル成分を白色化するこ

速シリアルインタフェースを 使 用する方

とにより上記の状況の発生を防止するこ

が 望ましくなります。オクタル12ビット、

とができます。

50Msps ADCのMAX19527の フ ァ ン
クションダイアグラムを図18に示します。
FPGAへの高速インタフェースは、10組
のLVDSペ ア(20ピ ン)、8つ の 高 速シリ
アル出力(各チャネルにつき1つ)、1つ の
シリアルLVDS出力クロック(CLKOUT)、
および 1つ のフレ ームアラインメントク
ロック(FRAME)で構成されます。ADC
のクロック入 力(CLKIN)またはサンプル
クロックが6 倍されて、シリアルLVDS出
力クロック(CLKOUT)を駆動します。各
12ビットチャネル の シリアル データは、

さらにこのDACは、データソースである

FPGAとDACの間のビットエラー検出に

使用されるパリティ機能も内蔵しており、
システム 監 視 に使 用 することが で きま
す。RF-DACによって計算されたパリティ

は、FPGAから受 信したパリティと比 較

されます。受信したパリティビットと計算
したパリティビットが一致しない場合、パ
リティエラーフラグにハイがセットされ、

FPGAが障害を検出して修正処置をトリ
ガすることが可能になります。
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図 18. MAX19527 のファンクションダイアグラム
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OUT8-

CLKOUT+

FRAME+

1x

AVDD

LVDS

LVDS

CLKIN+

CLKIN-

OUT2-

OUT8+

6x
CLOCK
CIRCUITRY

OUT1-

LVDS

GND

FRAME-

の両方でクロッキングされます。フレーム
アラインメントクロック(FRAME)の立上

りエッジは、8つのチャネルそれぞれの12

ビットのシリアルデータストリームの最初

ル12ビット、50Msps

ADCを 実 装 する

場 合は、FPGAとの高速デジタルインタ

フェース 用 に97個 のピ ン が 必 要 になり
ます(シリアルLVDSインタフェースの 場

合の 約5倍)。パラレルインタフェースの

実 装には大幅に多 数のピン 数 が必 要な
ため、データの 捕 捉にも大 幅 に多量 の

FPGAのI/Oリソースが必 要になります。
FPGAとADCの 両 方 がより大 型 のパッ
ケージを必要とするため、配線の複雑さ
が増大し、設計に必要なプリント基板の
層数も増えます。
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選択ガイドおよび表
高速DACおよびADC
品名

MAX5879

説明

14ビット、2.3Gsps RF-DAC

MAX109

8ビット、2.2Gsps RF-ADC

MAX19527

シリアルLVDS出力を備えた、
12ビット、オクタル12ビット

MAX19517、
MAX19507

50Msps ADC

10/8ビット、デュアル130Msps
ADC

特長

利点

2:1または4:1多重化LVDS入力

ピン数またはタイミングマージンを最適化

遅延ロックループ(DLL)

FPGAとDACの間でデータ同期を保証

パリティチェックおよびエラーフラグ

データ完全性の確保がより容易

データスクランブル

スペクトル成分の白色化によりデータ依存の突出
部を除去

SDR、DDRデータインタフェース

より広範なFPGAとのインタフェースを可能にする
フレキシビリティの増大

1:4逆多重化LVDS出力

タイミングマージンの増大

SDR、DDR、QDRデータインタフェース

より広範なFPGAとのインタフェースを可能にするフ
レキシビリティの増大

設定可能なテストパターンを備えたシリアルLVDS
出力

コンパクトなADC/FPGAインタフェース、
データタイミングの整合を保証

設定可能な電流駆動と内蔵終端を備えた
出力ドライバ

(開いたアイダイアグラム)

反射を排除しデータの完全性を保証

プログラマブルなデータ出力タイミング、
プログラマブルな内蔵終端

高速FPGA/ADCインタフェースを簡素化、反射を
排除しデータの完全性を保証(開いたアイダイアグ
ラム)

選択可能なデータバス(デュアル CMOSまたは
シングル多重化CMOS)

I/Oとインタフェース速度のトレードオフにより
FPGAのリソースを最適化

FPGAサポート関連製品
品名

説明

HSDCEP

高速データコンバータ評価
プラットフォーム

DCEP

データコンバータ評価
プラットフォーム

特長

Xilinx Virtex-5 FPGAに基づくデータソース、MaximのRF-DAC (1500Msps 以上 )評価キットと
直接互換

Xilinx Virtex-4 FPGAに基づくデータソース、Maximの高速 ADCおよび DAC評価キットと互換
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