実 施 報 告 書

社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）
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名

称 ： Electronic Design and Solution Fair 2006

会

期 ： 2006年1月26日（木）〜1月27日（金） 2日間

会

場 ： パシフィコ横浜（展示ホール、アネックスホール）

開 場 時 間 ： 午前10時〜午後6時
入

場 ： 展示会：入場無料（登録制）
出展者セミナー：聴講無料
キーノートスピーチ：聴講無料
FPGA/PLD Design Conference：有料
システム･デザイン･フォーラム2006：有料

主

催 ： 社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）

協

力 ： Electronic Design Automation Consortium（EDAC）

後

援 ： 経済産業省、アメリカ合衆国大使館
外国系半導体商社協会（DAFS）
、横浜市（順不同）

協

賛 ： 社団法人 電子情報通信学会（IEICE）
、社団法人 情報処理学会（IPSJ）
社団法人 日本電子回路工業会（JPCA）
（順不同）

特 別 協 賛 ： サン・マイクロシステムズ 株式会社、日本ヒューレット・パッカード 株式会社
運
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営 ： 日本エレクトロニクスショー協会（JESA）

（1）ハードウェア・ソリューション
システムLSI、ASIC／ASSP、MPU／MCU／DSP、FPGA／PLDデバイス、他
（2）ハードウェア開発環境（EDA）
1LSl設計関連ツール
システムレベル設計（RTLより高位）
、論理設計（RTL〜ネットリスト）
、
論理検証、アナログ設計・検証、レイアウト、レイアウト検証・解析、
LSI信号解析、テスト設計（DFT/BIST/ATPGなど）
DFM関連（OPC/RET/PSM/LRC/TCADなど）
、他
2PCB設計関連ツール
回路図作成、アナログ設計・検証、レイアウト、PCB信号解析、他
3SiP設計関連ツール
（3）ソフトウェア・ソリューション
組込みOS、デバイスドライバ、ファームウェア、ミドルウェア、他
（4）LSIテスト、計測器
LSIテスタ、PCBテスタ、計測器、他
（5）lPコア、マクロ、セルライブラリ
（6）組込みプロセッサ開発環境
リコンフィギャブルプロセッサ、ICE、デバッガ、マイコンCASE、
コンパイラ／クロスコンパイラ、シミュレータ、
ハード／ソフト協調開発環境、他
（7）設計サービス関連
デザインセンタ、設計サービス、設計コンサルティング、IP流通サービス、他
（8）設計インフラ（WS/PC、ネットワーク）
（9）設計データ管理ツール
設計データ管理、他
（10）マスクメーカ、ファウンダリメーカー
（11）大学（研究室）
、コンソーシアム
（12）PR関連
出版物、他

（1）出展者セミナー
（2）キーノートスピーチ
（3）FPGA/PLD Design Conference
（4）システム・デザイン・フォーラム2006
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開催年
社数、小間数

2006年開催
148社

343小間

2005年開催
119社

336小間

2004年開催
105社

306小間

2003年開催
99社

320小間

展示会場に隣接した場所に3タイプ（S,M,L）のスイートルーム設置し、出展者が限定したお客様に落ち着いた雰囲
気で戦略製品や未公表製品の詳細な説明が行えるとともに、お客様とのミーティングや商談の場として利用するな
ど、出展者のアイデア次第で実ビジネスに直結する重要な空間としてご活用いただける場をご用意いたしました。
スイート展示会社： NEC
コーウェア
シエラ・デザイン・オートメーション
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
日本シノプシス
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510
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002
208
201

アーチプロデザインオートメーションインク
アーム（株）
（株）アイヴィス
アクテルジャパン（株）
アジレント・テクノロジー（株）
（株）アストロン
アトレンタ（株）
アパッチデザインソリューションズ（株）
（株）アプライド・シミュレーション・テクノロジ
（株）アプリスター
アルティウム ジャパン（株）
アンソフト･ジャパン（株）
E2パブリッシング（株）
（株）礎デザインオートメーション
伊藤忠テクノサイエンス（株）
サン･マイクロシステムズ（株）
EMCジャパン（株）
Hummingbird社
Celoxica社
Actis Design社
EVE社
Real Intent社
Obsidian社
Sarnoff社
Prolific社
Clear Shape Technologies社
MatrixOne社
イノテック（株）
ソニックス
チップビジョンデザインシステムズ
ターゲットコンパイラーテクノロジーズ
サガンテック
ジャズセミコンダクター
ビラージロジック
ビーチソリューションズ
イーエイシック
インピンジ・インク
エイシップ・ソリューションズ（株）
（株）エーイーティー
（株）エスケーエレクトロニクス
（株）エッチ・ディー・ラボ
（株）パソナエンジニアリング
NEC
NECエレクトロニクス（株）
NTTアドバンステクノロジ（株）
アットデザインリンクス（株）
特定非営利活動法人 FPGAコンソーシアム
（株）沖ネットワークエルエスアイ
CARBON DESIGN SYSTEMS, INC.
兼松エレクトロニクス（株）
カリプト・デザイン・システムズ（株）
（株）キー・ブリッジ
キャッツ（株）
（株）インターデザイン・テクノロジー
CRITICALBLUE
コーウェア（株）
エム・アールエフ（株）
GOLDEN GATE TECHNOLOGY, INC
サイバーテック（有）
ジャスパー・デザイン・オートメーション
サイバネットシステム（株）
サミット・デザイン・ジャパン（株）
CQ出版（株）
シーケンスデザイン（株）
（株）ジーダット
ジェネシス・テクノロジー（株）
シエラ・デザイン・オートメーション（株）
SIGMA-C K.K.
（株）システム・ファブリケーション･テクノロジーズ
SILICON INTEGRATION INITIATIVE
SILICON DESIGN SYSTEMS
Silistix Ltd.
（株）シルバコ・ジャパン
新日鉄ソリューションズ（株）
シンプリシティ
（株）
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（株）数理システム
（株）図研
ステディデザイン（株）
住商情報システム（株）
（株）ソリトンシステムズ
Aldec, Inc.
Interra Systems Inc.
MOSAID Technologies Inc. (Virtual Silicon)
Novocell Semiconductor, Inc.
QualCore Logic, Inc.
Y Explorations, Inc.
605 ダイキン工業（株）
310 (株)ダイヘン
CAST inc.
207 巧テクノロジー（株）
206 立野電脳（株）
Northwest Logic
GiDEL
503 タナーリサーチジャパン（株）
607 DSMインターナショナル・インク
ビラージロジック（株）
810 ディー・クルー・テクノロジーズ（株）
704 デナリソフトウエア（株）
509 TENISON DESIGN AUTOMATION
102 テンシリカ（株）
304 電波新聞社
408 TOOL（株）
502 日経BP社
809 日本システムウエア（株）
209 日本アルテラ（株）
611 日本EDAベンチャー連絡会
404 日本イヴ（株）
004 日本ケイデンス･デザイン･システムズ社
イノテック（株）
904 日本シノプシス（株）
104 日本セロックシカ（株）
807 日本トランスEDA（株）
107 日本ノーベル（株）
エース・アソシエィティッド・コンパイラー・エキスパーツ（株）
606 ノバフロー(株)
Novas Software,Inc
Silicon Canvas,Inc
ForteLink,Inc
305 Berkeley Design Automation, Inc.
609 パトゥニ・コンピュータ・システムズ
109 （株）半導体理工学研究センター
402 （株）日立インフォメーションテクノロジー
504 フォルテ・デザイン・システムズ（株）
706 富士通（株）
409 ブライオン・テクノロジーズ
407 プラットフォームコンピューティング（株）
403 プロサイド（株）
306 プロトタイピング・ジャパン（株）
806 ベリシリコン・インク
902 マグマ・デザイン・オートメーション（株）
709 丸紅ソリューション（株）
604 （株）ミッシュインターナショナル
701 三菱電機エンジニアリング（株）
901 メンター・グラフィックス・ジャパン（株）
610 リード・ビジネス・インフォメーション（株）
805 菱洋エレクトロ（株）
ザイリンクス（株）
V-09 ADVANCED RFIC (S) PTE LTD
V-05 APRIO TECHNOLOGIES
V-11 AXIOM DESIGN AUTOMATION
V-01 AZURO INC
V-12 HELIC S.A.
V-13 Impulse Accelerated Technologies Inc
V-10 MIRABILIS DESIGN INC
V-07 MUNEDA GMBH
V-08 Pyxis TECHNOLOGY INC
V-14 SynaptiCAD Inc
V-06 VERIFIC DESIGN AUTOMATION
※50音順
1字下げは共同出展
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半導体産業の牽引役は，コンピュータからデジタル家電・クルマへとシフトしつつある。踊り場に苦しむ半導
体産業も，北京五輪の開催される2008年に向けて，再び成長路線を歩むことだろう。さらにクルマの電子化
が加速度的に進んでいることも，半導体産業の成長を後押しする。次なる5年は，「ユビキタス」というキーワ
ードの下，デジタル家電とクルマを両輪に，半導体の技術は進歩を遂げる。その先にあるものは何か。有機エ

氏
日経BP社 ITpro発行人
（日経エレクトロニクス・前編集長）

レクトロニクスに代表される，柔らかくしなやかな半導体が台頭する。生活に溶け込むエレクトロニクス技術，
これが2010年から先に向けた技術展望といえる。エレクトロニクス業界の直近の話題を取り上げながら，長
期的な技術開発の行方を占う。

EDSFair2006展示会場内特設ステージでは、EDA初心者向けのセ
ミナーをはじめ、技術トレンドを解りやすく解説するセミナーやITRS
の報告等、EDSFairでしか聞けない内容が盛りだくさんです。
EDSFair2006 特設ステージ内のイベントにどうぞご期待ください。

出展者プレゼンテーションステージ

ご来場感謝プレゼントタイム（提供：日本ヒューレット・パッカード）
EDSFair2006ご来場のお客様に感謝してプレゼントをご用意します。
貴方もハズレ無しのスピードくじに挑戦してみませんか。
更に参加者の方には嬉しいダブルチャンスが夕方17：30から待っています。

《トーク・セッション》乗り越えられるか？ −『設計生産性危機』−
沖電気工業
（株）
山本 一郎 氏／
（聞き手）
（株）
東芝 樋渡 有 氏
設計関連の最大の課題の一つは、 設計生産性 です。大規模化、複雑化、微細化によって
爆発的な増加が懸念される設計工数を、いかに軽減して行くかのソリューション・シナリオを提
起いたします。

技術動向セミナー −サブ100ナノメータSOCで低消費電力設計を成功させる−
（株）半導体理工学研究センター 開発第1部長 西口 信行 氏
SOCプロセス技術がサブ100ナノメータの時代に突入し、設計が複雑化する中、設計者達は新
たな設計課題に直面しています。中でも、低消費電力設計は今後のSOCビジネスの命運を左
右する大きな鍵のひとつです。そこで低消費電力SOC設計に焦点をあて、現在何が問題となっ
ているのか、また、それに対処し得る手段を紹介します。

《設計生産性についてのパネルセッション》ここがポイント！それは外れ！
−設計生産性改善の急所−

初心者セミナー −EDAに騙されたとなぜ思うのか−

設計生産性を改善させるための本質的なポイントはどこに有るのかを深く探求します。半
導体ベンダの設計プロジェクトのサイドとEDAベンダのサイドからパネリストをお招きし、
それぞれの立場、論点から設計生産性の急所を提起いただき、特に不一致や不同意点を
ディベートして行きます。

日経BP社 日経マイクロデバイス編集委員 小島 郁太郎 氏
「EDAは難しい」
、
「なぜ、思ったように動いてくれないのか」
。業界初心者の方たちはこのように感じ
られているかもしれません。
「初心者にもわかるセッションを」
というご要望にお応えし、このセミナは
企画されました。このセッションでは、
「EDAとはどのようなものなのか」
、
「EDAのメリット、デメリット」
、
「今後あるべき姿」
を中心に、初心者にも分かりやすくEDAの概要をご案内していきます。

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 後藤 謙治 氏／日本シノプシス（株）飯島 一彦 氏／
メンター・グラフィックス・ジャパン（株）小島 智 氏／（株）ソニー・コンピュータエンタテインメント 小山 達也 氏／
富士通（株）井上 愛一郎 氏／（司会）
（株）東芝 樋渡 有 氏

出展者プレゼンテーションステージ

ご来場感謝プレゼントタイム
（提供：日本ヒューレット・パッカード）
ITRS2005速報と設計生産性をテーマにした複合セッション
《プレゼンテーション》ITRS2005速報 −2020年までの設計課題の全貌−
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EDSFair2006ご来場のお客様に感謝してプレゼントをご用意します。
貴方もハズレ無しのスピードくじに挑戦してみませんか。
更に参加者の方には嬉しいダブルチャンスが夕方17：30から待っています。
出展者プレゼンテーションステージ

NECエレクトロニクス
（株）柏木 治久 氏

ご来場感謝ダブルチャンス挑戦タイム
（提供：日本ヒューレット・パッカード）

2005年12月にリリースされたITRS2005の概要速報を行います。特に、設計関連の課題を取り
上げ、いかに多くのそして困難な課題が立ちはだかっているかをわかりやすく解説いたします。

17：30から特別イベントを開催いたします。びっくり豪華景品ノートパソコンを獲得できるチャンスです。
日中のプレゼントタイムに参加された方に二度目の挑戦です。
シンプルなじゃんけんゲームに打ち勝っていきましょう。

EDAベンダにきく−DFMへの取り組みの本音と実態をさぐる− 〜核心をつく、ズバリ15問〜
出演者：EDAベンダの代表者多数／
（司会）
（株）
東芝 樋渡 有 氏

《パネルセッション》ひとこと言いたい！ひとこと言わせて！ −DFMの課題、あるべき姿−

90nmから65nmへ、さらにその先のテクノロジに向けて、DFMへの期待、関心、要求はますます高まっ
ています。多くのEDAベンダの、DFMへの進出と参入が続いています。こうした背景のもとに、EDAベ
ンダのDFMへの取り組みにつき、鋭い質問を投じてその場で選択肢形式で回答いただき、本音と実
態を明らかに浮き彫りにして行こうとする興味深いセッションです。見逃せません！

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 吉田 憲司 氏／日本シノプシス（株）飯島 一彦 氏／
マグマ・デザイン・オートメーション（株）石神 英明 氏／メンター・グラフィックス・ジャパン（株）高桑 和宏 氏／
NECエレクトロニクス（株）小野 篤樹 氏／（株）富士通研究所 松岡 英俊 氏／
(株)東芝 村方 正美 氏／（株）ルネサステクノロジ 宮崎 浩 氏／（司会）
（株）東芝 樋渡 有 氏

出展者プレゼンテーションステージ

DFMへの対応について、設計からの貢献、製造からの貢献のバランスや分担、また、EDAベ
ンダサイドと半導体ベンダサイドの協調・連携や、そもそもDFMの目指すべき技術課題につい
て、活発に議論を展開して行きます。半導体ベンダの設計プロジェクトのサイドとEDAベンダの
サイドからそれぞれパネリストをお招きし、各ベンダーの立場、論点からDFMにつき、たくさん ひ
とこと言って いただきます。

ようこそ！Verification Methodology Manual for SystemVerilogの世界へ！
（提供：シノプシス/ARM）
日本シノプシス
（株）
（株）
半導体理工学研究センター 執行役員 開発第2部長 豊田 栄次郎 氏
アーム
（株）
取締役 マネージング・ディレクター 内村 浩幸 氏
日本シノプシス
（株）
代表取締役社長 藤井 公雄 氏
2005年11月8日、SystemVerilogはIEEE Std. 1800-2005として承認されました。
SystemVerilogの言語機能には大きく分けて設計面での進化と検証面での進化があります。 以前、
SoC時代の到来に合わせIP再利用のための「リユース・メソドロジ・マニュアル」が発刊されましたが、
今現在最も危機的状況にある機能検証を乗り越えるためSystemVerilogの検証構文をベースにし
た 実績あるメソドロジ が、この度「ベリフィケーション・メソドロジ・マニュアル」
として日本語で発売さ
れることとなりました。本ステージでは、この日本語版VMMに携った各社代表によるEDSFでのVMM
関連イベント(チュートリアル、サイン会、抽選会等々)をご紹介いたします。
出展者プレゼンテーションステージ

出展者プレゼンテーションステージ

富士通のファウンドリビジネス戦略と先端テクノロジの紹介
富士通
（株） 電子デバイス事業本部 サービスマーケティング統括部 第一ファウンド
リマーケティング部 出口 貴敏 氏
富士通では、NEW IDM（Integrated Device Manufacturer）
としての特長を生かし、
トータルソリューション
を提供するファウンドリビジネスを展開しております。現在、世界に先駆けた最先端90nm CMOSテクノロ
ジを用いて、高性能マイクロプロセッサからモバイル向けの低消費電力LSIまで幅広い製品をお客様へ提
供しています。本講演では、当社の90nm/65nmテクノロジとファウンドリ戦略について紹介させて頂きます。

ご来場感謝プレゼントタイム
（提供：日本ヒューレット・パッカード）
EDSFair2006ご来場のお客様に感謝してプレゼントをご用意します。貴方もハズレ無しのスピードく
じに挑戦してみませんか。更に参加者の方には嬉しいダブルチャンスが夕方17：30から待っています。

出展者プレゼンテーションステージ

TimingDesigner Ver.8.0のご紹介
（株）
エッチ・ディー・ラボ クロノロジーグループ 荒井 厚好 氏

DFMをテーマにした複合セッション
《プレゼンテーション》ITRS2005速報 −初めて記載されたDFM関連のサマリ−

hdLabでは波形図を基本としたスタティックタイミング解析ツール『TimingDesigner』の紹介とデモン
ストレーションを行います。
インターフェース類を信号プロトコルとして表し、これらは幅広いアプリケーション範囲に利用できます。
主にシステムデザインやASIC/SoCからボードレベルデザインのモジュール間のインターフェース記述、
解析やドキュメンテーション等にとても便利なツールです。

富士通
（株）浅田 善己 氏
2005年12月にリリースされたITRS2005にて、初めて記載されたDFM関連の概要速報を行います。また、
あわせてJEITAサイドで進めているDFMロードマップの活動内容とその成果についても解説いたします。

出展者プレゼンテーションステージ

ご来場感謝プレゼントタイム
（提供：日本ヒューレット・パッカード）
EDSFair2006ご来場のお客様に感謝してプレゼントをご用意します。貴方もハズレ無しのスピードく
じに挑戦してみませんか。更に参加者の方には嬉しいダブルチャンスが夕方17：30から待っています。

《トーク・セッション》よくわかるDFM技術の実際 −OPCって何なの？−
出展者プレゼンテーションステージ

（株）
東芝 井上 壮一 氏／
（聞き手）
（株）
東芝 樋渡 有 氏
DFMの代表的技術であるRETの適用例であるOPCについて、全体的な、よくわかる技術解説をいたし
ます。OPCって何なのかに始まり、現状のDFM技術と今後に向けての課題、展望までをカバーします。

「第13回FPGA/PLD Design Conference」は、FPGA/PLDをテーマ
とした日本で唯一のコンファレンスです。ここでは、FPGA/PLDに関する最
新情報、設計手法、ビジネスおよび将来動向を包括的に知ることができま
す。特に、今回は「ＦＰＧＡがソフトハード融合の新世界を創造する」をテーマ
として掲げ、ハードウエア設計者が組み込みソフトウエア分野へ守備範囲を
広げるため の 特 別 セッションを 準 備し、ソフトＣＰＵコア搭 載 F P G Aに
LINUX、リアルタイムOSなどを搭載した設計事例、ノウハウの紹介を行い
ます。これに加え、イブニングセッション、ユーザ・プレゼンテーション（ポス
ター）
、各種IPの発表の場を提供するIPフリーマーケット（いずれも聴講無
料）
も開催いたしますので、皆様のご参加をお待ちしております。

ご来場感謝ダブルチャンス挑戦タイム
（提供：日本ヒューレット・パッカード）
17：30から特別イベントを開催いたします。びっくり豪華景品ノートパソコンを獲得できるチャンスです。日中のプ
レゼントタイムに参加された方に二度目の挑戦です。シンプルなじゃんけんゲームに打ち勝っていきましょう。

■場
所：アネックスホール
■聴 講 料：
（1回券） 5,250円
（消費税込み）
セッション 1〜11 有 1セッション受講券
特別講演 1〜3 料 5セッション受講券
（回数券）15,750円
（消費税込み）

■聴 講 者：14セッション総入場者数／471名

第13回 FPGA/PLD Design Conference 実行委員長
松本 仁
［三菱電機株式会社］

委員長
副委員長
幹
事
幹
事
委
員

松
佐
清
浅
高
浦
水
水
末
平
相
佐

本
藤
水
井
橋
田
尾
上
吉
川
山
藤

仁 三菱電機（株）コミュニケーション･ネットワーク製作所
幸 一 コニカミノルタテクノロジーセンター（株）
尚 彦 東海大学
剛 日立エンジニアリング（株）
俊 充 （株）アルティマ
長 彦 （株）アルティマ
学 （株）エスケーエレクトロニクス
明 彦 FPGAコンソーシアム事務局
敏 則 熊本大学
聡 サミット・デザイン・ジャパン（株）
哲 男 シー・エフ・ブイ
（株）
正 幸 ジェネシス テクノロジー（株）

委

員

若 松 康 裕
大 塚 藤 男
樫 平
扶
大 桃
穣
河 野
昇
寺 西
亨
藤 井 浩 充
友 澤 達 也
弘 中 哲 夫
阿 部 浩 明
秋 谷 貞 男
三橋明城男

シンプリシティ
（株）
シンプリシティ
（株）
（株）
ソフィアシステムズ
（株）
トッパン・テクニカル・デザインセンター
日本システムウエア（株）
日本システムウエア（株）
日本シノプシス（株）
（株）
ＰＡＬＴＥＫ
広島市立大学
富士通（株）
（株）マクニカ
メンター・グラフィックス・ジャパン（株）
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F203号室
セッション1【入門編】FPGA設計入門 〜ジェダイへの道はここから

F202号室
セッション6【解決編】
ＦＰＧＡはどこまで製品に使えるか 〜量産適用のポイント〜

メンター・グラフィックス・ジャパン
（株）HDLプロダクト・フォーカス・セールスグループ
シニアコンサルタント 小山 洋 氏

富士通
（株）モバイルシステム事業本部 開発技術統括部 阿部 浩明 氏

論理設計の経験者でも、FPGA設計において失敗しやすい共通点があります。HDLコードを書き
始めれば細部に気を取られがちですが、この失敗しやすいポイントを押さえ、FPGA設計の視野を
広げることが大切です。本セッションは、初級者にフォーカスをあて、HDLコーディングの面から、デ
バイスの面から、そしてフローの面から解説します。

ローコスト版の登場でいよいよ本格的にＦＰＧＡが量産製品へ採用される一方で、ＡＩＳＣ設計と何ら変わらない設計品質の追求、デバイス
の調達など、設計者の悩みは増しています。
そこで、本講座ではもう一度、ＦＰＧＡのメリットを生かしつつ、より品質の確かなものを世の中に送り出すための勘所についてお話しします。

F204号室
特別講演1【組込】ハードウェア技術者のための組込みソフトウェア開発スタートアップ
F204号室
セッション2【解決編】FPGAを用いた民生機器プラットフォーム開発の効率化
シャープ（株）技術本部 次世代商品開発センター 第５開発室
主事 大坪 裕 氏
近年、民生機器開発において、開発工数は増加し、開発期間は短縮を要求される状況となって
います。本セッションでは、FPGAを使用したプラットホームを開発し、ソフトウエア、ハードウエア
等を効率よく並行開発するための手法を紹介します。1研究開発部門におけるプラットフォーム
のラピッドプロトタイピング、2FPGAを利用した開発効率化手法によるメリットと課題など、事例
を交えて解説します。

（株）
東陽テクニカ 技術主幹／部長 二上 貴夫 氏
ハードウェアの大規模化はロジック部品としてMPUの要素的利用を可能にしました。そこで，組込
みCプログラミング未経験のデジタルロジック技術者を対象に下記の内容を解説します。
1. 組込みソフトウェアとしてのCプログラミングとCの動作原理
2. MPUパワーオンリセットからCプログラムが立ち上がるまで
3. ソフトウェアエンジニアと会話するための方法序説

F203号室
セッション7【解決編】高速動作の為の設計手法（FPGA内のI/Oを含むデザインヒント）
日本システムウエア（株）システムロジックテクノロジー事業本部 システムボードソリューション事業部 課長 寺西 亨 氏

F205号室
セッション3【将来編】
リコンフィギャラブルLSI
〜 いよいよ黙ってはいない国内大手ベンダ
熊本大学 工学部 数理情報システム工学科 教授 末吉 敏則 氏
（株）
日立製作所 中央研究所 システムLSI研究部 主任研究員 伊藤 雅樹 氏
三洋電機（株）研究開発本部 デジタルシステム研究所 ブロードバンドAVシステム研究部 中島 洋 氏
アプリケーションに合わせてハードウェア構成を適応的に変更できるリコンフィギャラブルLSIは、高
い柔軟性と性能を兼ね備える手段として大きな期待が寄せられています。これまでどちらかと言え
ばベンチャー企業主導でしたが、ここに来て国内大手各社において水面下で開発研究が進めら
れてきたリコンフィギャラブルLSIが姿を現し始めてきました。本セッションではこれらを概観し、うち
２つの具体的な事例を紹介します。

F203号室
セッション4【入門編】FPGAによる組み込みシステム開発
設計アナリスト 鳥海 佳孝 氏
組み込み分野の製品は、これまでマイコンを中心にハードウェアを構成されることが多くありました。
しかし、近年ＦＰＧＡデバイスの出現により、チップ内部のハードウェア構成を容易に変えられるメリ
ットを活かし、今まででは実現が不可能であった機能を構成ができるようになってきています。そこ
で本講座では、組み込み分野におけるＦＰＧＡの必要性と応用例を解説します。

F204号室
セッション5【解決編】新たな潮流、ストラクチャードASICの真相
ＮＥＣエレクトロニクス
（株）通信システム
（事）ISSP/DRPソリューショングループ
シニアシステムインテグレーター 河村 一 氏
新しいASICソリューションとして脚光を浴びているストラクチャードASICに関して、そのアーキテク
チャ、市場優位性、ユーザメリットなどを概説します。また、セルベース／FPGAとの差異に触れる
とともに、FPGAからのマイグレーションとセルベースへのマイグレーションを視野に入れて、ストラ
クチャードASICの特徴を引き出す具体的な設計フロー、手法について整理します。最後に今後
のストラクチャードASICの進化を予測します。

F205号室
イブニングセッション
【本音で語るパネルセッション】
ＦＰＧＡは組み込みシステム設計の本命になるか！
司会：三菱電機(株) 松本 仁 氏
パネリスト：日本アルテラ
（株）堀内 伸郎 氏／ザイリンクス
（株）西村 憲二 氏／
ラティスセミコンダクタ 佐藤 秋彦 氏／東海大学 清水 尚彦 氏
東京エレクトロニツクシステムズ
（株）
山崎 隆行 氏／
コニカミノルタテクノロジーセンター
（株）
佐藤 幸一氏
昨年に引き続きコンファレンスの初日、設計者・デバイスベンダー・教育機関の方々をパネリストに
迎えＦＰＧＡの今後の姿を考える120分。真冬の横浜Nightが熱く燃えます。
※聴講参加条件：EDSFar2006に登録されていれば聴講無料

近頃、急速にニーズが高まってきたDDR-SDRAM。しかし、そのインタフェースは高速でありその
設計は安易ではありません。設計におけるノウハウを設計事例の紹介をとおしてお話します。

F202号室
セッション8【解決編】
「目でわかる高速信号伝送線路のトラブルとその対策」
〜FPGAを高速に動作、高速インターフェースの接続施策如何に？〜
（株）
エーイーティー 技術部 上田 千寿 氏
近年、ギガヘルツの周波数帯域まで動作可能なインターフェースを搭載したFPGAが続々と市場に投入されてきました。そ
の中で実装は、EMIを含む電磁干渉問題が顕著となり、論理設計者は物理的なレイヤーまでを考慮しなければならず、パタ
ーン設計者にはその対策法が明示されていないなど設計上の課題があります。本講座は、課題を解決する糸口として電磁
界シミュレータを用い、電磁界の振る舞いを可視化(アニメーション化)して問題点を明らかにすると共に対策法を探ります。

F204号室
特別講演2【組込】Linuxを採用したネットワーク機器のCPUコア搭載FPGAによる開発事例
（株）
アットマークテクノ 代表取締役 実吉 智裕 氏氏
組込みシステムに「プロセッサ搭載FPGA」
を採用することは当たり前になってきており、プロセッサ搭載
システムを効率よく設計するためには、プロセッサアーキテクチャ、OS、デバイスドライバなど幅広い知
識が要求されます。本講演では、PowerPC搭載のVirtex-IIProにLinuxを採用したネットワーク機器を
例に、FPGAの開発を担当するハードウェア設計者の視点で、開発の手順やポイントを紹介します。

F203号室
セッション9【解決編】ASIC設計から見たFPGA設計への素朴な疑問〜設計品質の向上に向けた施策は何か？〜
三菱電機（株）情報技術総合研究所 マルチメディアプロセッサ技術部 システムＩＰ設計技術開発チーム リーダー 細谷 史郎 氏
プロセスの微細化と設計ツールの進歩に伴い、FPGAは大規模・高速化が急激に進んでおり、最終製品やシステム機器
開発においてFPGA設計の活用が加速しています。しかし一方で、FPGA設計のトラブルが起こると解決までに多大な時間
と労力を要し、最悪の場合プロジェクトに致命傷を与える場合がしばしばあります。本セッションでは、ASICの設計品質向
上に取り組んできた経験を踏まえ、その事例紹介とASICの視点から見たFPGAの品質向上設計について議論を試みます。

F202号室
セッション10【解決編】EMC／ESDの歴史からたどり着く回路基板の基本設計手法
（株）
大昌電子 設計本部 設計部 担当部長 小川 幸雄 氏
現在の製品群にRadiation noise（放射ノイズ）の規格が適用され始め25年ほどが経過しましたが、その時から問題視
されていたのはEMC(特にRadiation Noise)とESD（静電気放電）
によるLSI自身から発生するノイズと静電気耐量（誤
動作）
でした。本講座では、それらの問題とその解決の歴史の流れをたどりつつ、実践の回路・基板パターン設計する
ための基本、同一バス上にFPGAと機能分化されたLSIとの併用を要求される等複合化する回路にどう対処したら良
いか、回路設計者・基板パターン設計者・シミュレーション実行者の三位一体の関係から解決の糸口を見出します。

F204号室
特別講演3【組込】
ソフトコア搭載FPGAにおけるリアルタイムOSの活用方法
名古屋大学 情報連携基盤センター 研究員 本田 晋也 氏
リアルタイムOSのソフトコア搭載FPGAでの利用方法について、日本国内で業界標準となっているITRON仕様に準拠した
TOPPERS/JSPカーネルを例に解説します。
また、組込み向けマルチプロセッサシステムのソフトコア搭載FPGA上での実現方法と、そのためのリアルタイムOSについて解説します。

F203号室
セッション11
【解決編】
FPGAによる高速画像処理
（株）
ソリトンシステムズ エンベデット・システム事業部 取締役 事業部長 田村 浩一 氏
産業用の画像処理は、カメラからの画像をパソコン等に取り込みソフトウェアで行う場合が大半ですが、近年処理
の高速化要求から、FPGAを使って処理する場合が多くなってきており、ソフトウェアで処理するより３０〜１０００倍高
速に処理することが可能です。各種フィルタ、ハフ変換等の処理についてFPGAによる高速化手法を解説します。
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■会場図

休憩所
26日 ユーザプレゼンテーション
27日 IPフリーマーケット
ポスター展示

※下記は著者（共同著者名含む）であり、発表者とは異なる場合があります。

動的部分再構成可能なFPGAを搭載したFPGA/DSPプラットフォーム
RICEのためのコンフィギュレーション・コントローラの実装

生物模倣アルゴリズムのハードウェア化に関する一検討

1九州工業大学 情報工学部 知能情報工学科、2九州工業大学 マイクロ化総合技術センター
川原 崇宏 氏1、田中 康一郎 氏2、佐藤 寿倫 氏1

1熊本大学 大学院 自然科学研究科 数理科学・情報システム専攻、
2 熊本大学 工学部 数理情報システム工学科
玉利 純子 氏1 、木幡 雅貴 氏1、飯田 全広 氏2 、末吉 敏則 氏2

RICEはハードウェア・ソフトウェア協調処理に関する研究のためにFPGAとDSPを利

組合せ最適化問題の解法であるアントコロニー最適化法(ACO)はマルチエージェン

用して開発された協調処理システムである。従来の協調処理システムとの相違点は

ト型であるために他の発見的解法では困難な処理の並列化を行いやすいという特

FPGAに備わる動的部分再構成機能をリコンフィギャラブルロジックとして積極的に

徴がある。本研究では、ACOを再構成可能デバイスに実装し、処理の並列化を十

活用できるようなシステム構成を採用していることである。本発表ではＲ
Ｉ
ＣＥの概要に

分に検討することで、より高速で良質な解を得ることを目標としている。本稿では

ついて紹介し、さらにＲ
Ｉ
ＣＥのために開発したＩ
Ｐの仕様およびその評価結果について

ACOの並列性に関して検討を行った。その結果、並列度をあげることで解の質が向

報告する。

上することを確認できた。

CPU混載部分再構成型FPGAを用いた動的再構成システムの開発

粒度可変構造を持つ再構成論理セルアーキテクチャの提案

熊本大学大学院 自然科学研究科
坂本 伊左雄 氏、須崎 貴憲 氏、柴村 英智 氏、飯田 全広 氏、久我 守弘 氏、末吉 敏則 氏

熊本大学大学院 自然科学研究科 末吉研究室
尼崎 太樹 氏、中山 英明 氏、濱邊 直人 氏、飯田 全広 氏、末吉 敏則 氏

プロセッサを混載した部分再構成型FPGAを用いて動的リコンフィギャラブルシステム

従来の再構成デバイスは、論理セルで扱う演算素子(粒度)の違いにより、細粒度方

（EXPRESS-2）
を開発している。OSとしてLinux
（kernel 2.6）
を採用し、FPGA内部に

式と粗粒度方式に大別できる。これらのデバイスにアプリケーションを実装する場合、

組み込まれたプロセッサが、アプリケーションの要求に応じて、そのFPGA自身を部分

論理演算や算術演算など、それぞれの粒度に適した処理が存在するため、実装効率

的に再構成させる。ここでは、システム構成とともに、再構成制御機構やアプリケーシ

と動作速度を常に両立させることが難しい。そこで本研究グループでは、全加算器に

ョンの実装について述べる。

メモリを組み合わせた論理セルを提案する。
これにより粗粒度方式の高速性、細粒度方式の汎用性という両方の特徴を併せ持
つ新しいアーキテクチャを実現する。

FPGA を用いたナンバープレート認識アルゴリズムの実装

動的再構成型アーキテクチャ向けベンチマークの検討

1慶應義塾大学、2（株）
エッチャンデス、3カルソニックカンセイ
（株）
、4（株）
メイテック
金森 飛匡 氏1、福田 静人 氏1、味岡 義明 氏2、新井 正敏 氏3、橋本 信也 氏4、天野 英晴 氏1

広島市立大学 情報科学部 情報工学科
頭山 哲也 氏、谷川 一哉 氏、弘中 哲夫 氏

ナンバープレート認識プログラムをハードウェア化し、並列シミュレーションの実機によ

本研究では、以下の特徴を持つベンチマークを提案する。

る動作確認を行った。実装デバイスとしてはアルゴリズムの変化に柔軟に対応可能で

1．アプリケーションの持つ特徴的な処理から構成されるベンチマークである。

あり、中規模の生産に適しているFPGAを利用した。また、実装言語にはアルゴリズム

2．ベンチマークの実行結果に、各動的再構成型アーキテクチャの特徴が現れる

の柔軟性が高いHandel-Cを利用した。その結果、ソフトウェアの2倍以上の実行速
度を実現し、このプログラムで求められる毎秒30フレームに対して十分な性能が得ら
れることが分かった。

ベンチマークである。
3．動的再構成型アーキテクチャのアプリケーション開発環境に依存しないベンチマークである。
本稿では、このような特徴を持つベンチマークの実現と活用方法について検討する。
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今年は、大学・産業界から合計20件の投稿を頂き、自慢のIPのプレゼンテーションを行っていただきます。 設計期
間の短縮が叫ばれている中で、必要なIPを是非探してみませんか!?

下記は開発者名であり、発表者と異なる場合がありますので予めご了承ください。

ロボットコントローラ向けJPEGエンコーダ
［画像］

RiBiP
（Remote Interface Bus IP）
［通信制御］

辰岡 鉄郎 氏

ホロン
（株）森 節朗 氏、田中 基夫 氏、八幡 和彦 氏

「二足歩行ロボットの視線を手元のコントローラに映したい」
という動機の下に開発さ
れたのが本IPです。イメージセンサの出力をJPEGに変換し、シリアル形式で出力しま
す。Xilinx社Spartan3
（XC3S200）
に、外部RAM無しで240×160の映像を、最大10
フレーム/sで転送可能です。LANTRONIX社WiPort等により、簡単に無線カメラシス
テムを構築できます。 ［キーワード］ JPEGエンコーダ、ロボット、WiPort

Capitolino（廉価版 : CapitolinoL）
［音声圧縮伸張デコーダ］
三栄ハイテックス
（株）技術本部
鈴木 功人 氏、加藤 久雄 氏、高橋 健司 氏、矢澤 芳文 氏、新村 光世 氏
コンテンツもパッケージして提供する様な閉じられた系のアプリケーションにて、そのコ
ンテンツを格納するストレージが大きいと御不満をお持ちのユーザ様にOggVorbis デ
コーダ Capitolino を提案させて頂きます。

ホロン株式会社の独自のアルゴリズムであるサイクリック・デジタルを使用した遠隔多
点監視・制御用シリアルバスのRiB(Remote InterfaceBus)をIP化。
プロトコル不要の同期型デバイスネットワークを容易・安価・堅牢に構築します。
FPGA/ASIC内の機能ブロックを繋ぐOCB(On Chip Bus)としても期待できる機能モ
ジュールがIPとしてご利用いただけるようになりました。

TritiumSDK
（ソフトウェア開発キット）
［組み込みセキュリティ
（ストリーム暗号コア）
］
東芝情報システム
（株）技術企画部 奥富 秀俊 氏
当社では、ユビキタス機器をはじめ、様々な用途に適した独自暗号アーキテクチャによ
るストリーム暗号「Tritium」
を提供しております。高速処理、多大鍵長、多機能
（暗号
化／復号／乱数生成／認証／ハッシュ）
で、しかもコンパクトという特長を持っておりま
す。また、お客様の用途に合わせたカスタマイズも可能です。組込み機器から、PC、
サーバまで、共通の暗号アルゴリズムを提供可能な
「Tritium」
を是非ともご覧下さい。

SUSUBOX
（ススボックス）
［インターフェース回路］
すすたわり 氏、一石 氏
（ハンドルネーム）
SUSUBOXはインターフェース回路を中心とした、FPGA/CPLD用のフリーなIPライブ
ラリです。ライセンスは全て修正版BSDライセンスで、www.susubox.org からダウンロ
ードできます。SUSUBOXは特に学生などアマチュア層でのFPGA/CPLDの利用拡大
を図るもので、初めてFPGAを使う場合にも、ある程度大きなアプリケーションを容易
に構築できるよう手助けします。また現在SUSUBOXを用いてさらに容易にアプリケー
ションの構築が可能な開発プラットフォーム・ボードやユーティリティ・ソフトウェアを開
発中です。

三角関数演算器［演算器］
オープンハード
（株）開発部 奥畠 隆嗣 氏
本IPは、固定小数点三角関数演算器
（Sin）
です。三角関数演算を専用回路化するこ
とで、最小限の電力パワーにて計算させることが実現できます。リアルタイム画像処理
等の計算パワーを必要とするアプリケーションでは、小型回路の本Ｉ
Ｐを複数搭載する
ことで、演算処理能力の向上を手軽に実現できます。また、ALTERA社のNios等の
CPUに外部演算器として使用する事も可能。これによりCPUの三角関数アクセラレ
ータがお手軽に実現出来ます。

浮動小数点演算器電卓IP［演算器］
オープンハード
（株）開発部 坂本 直樹 氏
本IPは、IEEE754準拠の浮動小数点演算器です。加減算、乗算、除算の独立する３
つのIPから構成されており、お客様のアプリケーションに必要な演算器のみも提供す
ることが可能です。これにより、必要最小限の最適なロジックでシステムを構築するこ
とが出来ます。また、ALTERA社のNios等のCPUに外部演算器として使用する事も
可能。これによりCPUの浮動小数点演算処理化がお手軽に実現出来ます。
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動画ブレ補正［画像］
（株）
マクニカ 大内 純一 氏、アキュートロジック
（株）
本IPは、デジタル画像処理による動画用のブレ補正
（Imaging Stabilizer）
用のIPです。2フ
レームの動画入力に対して、動きベクトル値を出力します。動作クロック54MHzでD1サイズ
の動画をリアルタイム
（30fps）
にブレ補正可能です。光学式に比べ、動画ブレ補正機能を小
型、軽量、低コストで追加できます。DSC
（デジタルスチルカメラ）
、DVC
（デジタルビデオカメ
ラ）
、カメラ付携帯電話の手ブレ補正に最適です。

NS16550A互換UART IP 及び SDRAM DIMMコントローラIP
［インターフェース/コントローラ］
1三重大学 工学部 情報工学科、2広島市立大学 情報科学部 情報工学科
大原 一輝 氏1、佐々木 敬泰 氏1、弘中 哲夫 氏2
本IPはUARTコントローラのデファクトスタンダードとなっており多数のOSで
サポートされるNational Semiconductor社のNS16550A互換コントローラを提
供する。またこれとは別に、SPD、バースト転送をサポートし、512MBの
DIMM2枚までに対応するSDRAM-DIMMコントローラIPを提供する。これらに
より容易にターゲットでシリアル通信、SDRAMを使用することが出来る。

インターレース及び立体カメラ画像用ノイズリダクション
［立体表示等の画像入力部］
（株）
メディア・テクノロジー 開発部 窪田 修二 氏
１：通常のノイズリダクションがフールド単位の機能もあり立体用だと誤動作するので、
フレーム単位の固定にしています。
２：基本構成は、フレーム巡回型のノイズリダクションです。
３：
Ｉ
ＴＵ―R BT６
５
６のＮＴＳＣかＰＡＬの対応し、回路が単純なので２カメラ同時に作動
します。４：汎用SD-RAMフレームメモリーコントローラ内蔵です。
５：小規模の為、レベル処理をしますが動き検出はないです。

MIPS互換低消費エネルギー可変パイプラインプロセッサコア
［組み込みプロセッサコア］
1広島市立大学 大学院 情報科学研究科、2三重大学 工学部
1
2
1
1
1
市川 裕二 氏 、佐々木 敬泰 氏 、弘中 哲夫 氏 、谷川 一哉 氏 、北村 俊明 氏 、
2
近藤 利夫 氏
「MIPS互換低消費エネルギー可変パイプラインプロセッサコア」本プロセッサIPは
MIPS R3000と命令互換のRISCプロセッサのIPである。HS(High Speed)モードと
LE(Low Energy)モードの2つのモードを持ち、それぞれ9段(HS)と3段(LE)のパイプラ
インでプログラムを実行する。これらのモードは動的に変更可能である。これらのモー
ドを用いることでアプリケーション負荷に適したパイプライン段数を実現し、低消費エ
ネルギー化が可能である。

MPEG-4 Advanced Simple Profileコーデック［画像］
（株）
シンセシス 技術部 主幹研究員 尾上 孝雄 氏
本IPは、VOPレイヤ以下の全ての符号化・復号化処理を専用回路で実現しているこ
とを特長としており、用途に応じてストリーミング時の安全性・安定性の向上のため既
存のコーデックと上位互換な電子透かしによる著作権保護、およびAESによる暗号化
機能を搭載することが可能となっている。アプリケーションとしては監視カメラ、モバイ
ルAVプレーヤ、デジタルビデオレコーダ、PC用キャプチャ・カード、携帯電話、デジタル
カメラなどを想定している。

コンフィギャラブルプロセッサによるドルビーデジタル
（AC-3）
エンコーダ＆
デコーダIP［オーディオ］
ジェネシス・テクノロジー
（株）LSIデザイン本部 山田 和也 氏、平手 孝昌 氏
ジェネシス・テクノロジーが提供するドルビーデジタルコーデックＩ
Ｐは、コンフィギャラブル
プロセッサを活用したハードウェア＋ミドルウェアのミックスドＩ
Ｐです。オーディオコーデッ
クに特化した独自のハードウェアを追加命令処理部として実装することにより、低ＭＩ
Ｐ
Ｓ、小回路規模、抜本的ローパワー化を実現しています。本Ｉ
Ｐは、米国ドルビー研究所
の規格に完全に準拠しています。

Super KITEとシステムレベル設計教材
［教育用マイクロプロセッサとその教材］
熊本大学 工学部 末吉 敏則 氏、久我 守弘 氏、柴村 英智 氏
Super KITEマイクロプロセッサボードとシステムレベル設計教材は、従来の教育用マ
イクロプロセッサによる入門レベルの教育に加え、近年のSoCを考慮したシステムレ
ベル設計に至るまでの一貫した情報工学教育を支援する教材である。そのため、学
習者の設計能力に応じて、学習すべき項目を設定して演習を行うことができる環境を
提供できる。大学・高専のような教育機関だけでなく、企業における社内教育にも十
分に利用可能である。

高性能マルチスレッドプロセッサ SEMP
（Simply Efficient Multithreaded Processor）
［マイクロプロセッサ］
高速無線LAN・PANテストソリューションボード［無線LAN IP 評価用ボード］
（株）
沖ネットワークエルエスアイ 秋山 祐之 氏
弊社の各種無線LAN IPコア
（802.11a/b/g/i）
をお客様のご要望に合わせてFPGAに
組込み、評価ボードごとご提供することにより、お客様の無線LAN製品開発を強力に
サポートします。
を搭載し、実速度での無線システム評価が可能
●大容量FPGAおよびオンボードMPU（ARM946）
●10/100M Etherネットインターフェースを搭載し、ボード単体でブリッジシステム構築が可能
●PCIインタフェースを介してホストCPUと接続し、高度な評価システム構築が可能

MPEG-2 MP@HL RTLコア［カラー動画像圧縮・伸張］
（株）
テクノ マセマティカル 代表取締役 田中 正文 氏
革新的アルゴリズム「DMNA」を用いて開発した、高画質・低消費電力・高速な
MPEG-2コーデックコアです。デジタルハイビジョン放送等で必要なMPEG-2のフル
HDサイズに対応しており、FPGAによる動作検証が完了しています。
・フルHD：1080i(1920×1080i 60i)まで対応可能
・独自アルゴリズム「DMNA」により、高画質・低消費電力・高速を実現
・MPEG-2 Video
（ISO／IEC 13818‐2）
標準規格に完全準拠

東京農工大学 館 一平 氏、加藤 義人 氏、小笠原 嘉泰 氏、大和 仁典 氏、渡邉 聡 氏、
佐藤 未来子 氏、笹田 耕一 氏、内倉 要 氏、浅野 一成 氏、並木 美太郎 氏、中條 拓伯 氏
高性能マルチスレッドプロセッサ SEMP (Simply Efficient Multithreaded Processor)
は、OS等のシステムソフトウェアと協調させるため、MIPS-II命令セットにスレッド制御
命令を追加し、SMTプロセッサを実現している。2つのスレッドを同時実行可能で、検
証したベンチマークにおいて最大17%の性能向上率が得られた。本ブースでは実際
に2スレッドが同時に実行している様子を見ることができる。

PCI デバックシステム［デバック環境・評価環境整備］
（株）
システック LSI テクノロジーセンター 鈴木 孝佳 氏
PCIデバックシステムは自社製PCI-IPを搭載した「SY-PCIMT1」
と、PCIデバッガ
「SPCI」
を使用したシステムです。PCIボード上のFPGAにマスタもしくはターゲットの
PCI-IPを搭載し、SPCIよりキーボード入力またはマクロスクリプト実行により、対象と
なる基板のアクセスや、PCIバス上でのDMA転送が可能となります。FPGAをユーザ
ー側で変更することにより、外部インタフェースを変更できる為、インタフェースピンネッ
クがなく、かつタイミング信号の入力を生成し短時間でのデバックシステム構築が可能
となります。このシステムを使用することにより、デバックやお客様へのデモンストレーシ
ョンを容易に実現することが出来ます。

H.264 CODEC RTLコア
（Baseline Profile）
［カラー動画像圧縮・伸張］
（株）
テクノ マセマティカル 代表取締役 田中 正文 氏
革新的アルゴリズム「DMNA」を用いて開発した、高画質・低消費電力のH.264コ
ーデックコアです。ワンセグ受信端末やTV電話機能等を搭載するモバイル機器に
最適なH.264 のBaseline Profileに対応しており、FPGAによる動作検証が完了し
ています。
・他社比１／２〜１／３の回路規模
・独自アルゴリズム「DMNA」により、高画質・低消費電力を実現
・H.264
（ISO／IEC 14496‐10）
標準規格に完全準拠

H.264 High Profile RTLコア［カラー動画像圧縮・伸張］
（株）
テクノ マセマティカル 代表取締役 田中 正文 氏
革新的アルゴリズム「DMNA」
を用いて開発した、高画質・低消費電力・高速なH.264
コーデックコアです。次世代DVD機器やカムコーダ、デジタルスチルカメラ等の記録機
器およびインターネット上の映像配信等に最適なH.264のフルHDサイズに対応してい
ます。
・フルHD：1080i(1920×1080i 60i)まで対応可能
・独自アルゴリズム「DMNA」により、高画質・低消費電力・高速を実現
・H.264
（ISO／IEC 14496‐10）
標準規格に完全準拠
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ご挨拶
社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)EDA技術専門委員会では、委員会活動の一環とし
て最新EDA技術の業界内への普及促進活動を行っています。 本フォーラムでは、年々増大
する設計規模と限られた設計リソースからくる設計クライシス解決の有力手段のひとつであ
る、上流設計言語、SystemCとＳｙｓｔｅｍＶｅｒ
ｉ
ｌ
ｏｇに関して、その標準化動向の紹介、チュー
トリアル、設計適用事例の発表を行います。両言語の最新状況の把握、議論の場として、お
役に立つものと確信いたします。
齋藤 茂美（EDA技術専門委員会／ソニー）

セッション1：
（10:00〜12:00）
SystemVerilogはVerilog HDL
（IEEE Std 1364）
後継の次世代の設計(実装)/検証用言語として注目を集め
ており、IEEEにおいても2005年11月にIEEE Std 1800として標 準化されました。本セッションでは
SystemVerilogの標準化を進めているIEEEのメンバーを招き、IEEE標準化およびUSでの利用状況について
解説します。次にJEITA SystemVerilog タスクグループのメンバーがユーザの立場でまとめたSystemVerilog
アサーションに関する言語チュ―トリアルを行います。また、SystemVerilogを利用した最新の設計検証事例を
紹介します。
司会：浜口 加寿美 氏（松下電器産業
（株）
）
q Dennis Brophy 氏（Accellera）
：SystemVerilog標準化アップデート
w SystemVerilog タスクグループ 杉江 誠 氏（
（株）
図研）
：SystemVerilog アサーション言語チュートリアル
e 湯井 丈晴 氏（
（株）
沖ネットワークエルエスアイ)：Verilogとの比較〜デザインに与えるインパクト

セッション2：
（13:30〜15:30）
SystemCはC言語ベースのシステムレベル設計言語として既に業界標準として幅広く利用されています。また、
IEEEにおいても2005年12月にIEEE Std 1666-2005として標準化されました。本セッションではSystemC標
準化を進めているOSCIのメンバーを招き、IEEE標準化状況およびロードマップについて解説していただきます。
次にJEITA SystemCタスクグループのメンバーが、現在のSystemCの技術動向とその中でSystemC v2.1で
追加された機能や互換性等について説明いたします。また、各社よりSystemCを利用した最新の実践的設計
事例を紹介します。
司会：長谷川 隆 氏（富士通
（株）
）
q Mike Meredith 氏（OSCI）
：IEEE標準化状況およびロードマップ
w JEITA SystemC タスクグループ：SystemC v2.1での新規機能とTLM動向
e 岡田 敦彦 氏（沖電気工業
（株）
）
：動作合成によるサウンドLSIの設計事例
r 菊川 信吾 氏（
（株）
東芝 デジタルメディアネットワーク社）
：動作合成の画像処理回路への設計適用事例
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1月26日(木)午前9時45分より展示会場入口において開会式を執り行いました。
開会式への登壇者は次のとおりです。
ご祝辞・テープカット：経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課長 横尾 英博 様
アメリカ合衆国大使館 上席商務官 ジョンフレミング 様
横浜市経済局部次長 IT産業等振興担当課長 村野 志万雄 様
主催者挨拶・テープカット：
（社）
電子情報技術産業協会 専務理事 金子 和夫
開会式終了後、登壇者および関係者による会場一巡が行われ、本年は下記のブースを
訪問し、新技術・研究開発等の成果の説明をおこないました。
・
（株）
半導体理工学研究センター
・新興ベンダーパビリオン
・日本アルテラ
（株）

・
（株）
沖ネットワークエルエスアイ
・ユニバーシティ・プラザ
・
（株）
図研
（以上、見学順）

大学研究室が、設計技術に関する研究成果を実演により発表するプラザです。
◆コンポーネント間のデータ流量解析に基づくアーキテクチャ・レベル設計手法
大阪大学 大学院 情報科学研究科 今井 研究室

◆2眼拡大ターゲットトラッキングカメラ
筑波大学 システム情報工学研究科 コンピュータ・サイエンス専攻 安永 守利 教授 研究室

◆LSIの誤テスト回避技術
九州工業大学 情報工学部 電子情報工学科 梶原 誠司・温 暁青 研究室

◆リコンフィギャラブルデバイスを用いたシステムの開発ツール及び開発事例
東海大学 情報理工学部 清水 尚彦 教授 研究室

◆LUTカスケード・エミュレータに基づく論理シミュレータ
九州工業大学 情報工学部 電子情報工学科 笹尾 勤 教授 研究室

◆東京大学大規模集積システム設計教育研究センターの活動報告・紹介
東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター

◆リコンフィギャラブルシステムRICEとSystemCによる設計環境
九州工業大学 情報工学部 知能情報工学科 佐藤 寿倫 助教授 研究室／
九州産業大学 情報科学部 知能情報学科 有田 五次郎 教授 研究室

◆システムレベル合成技術に関する研究
東京大学 工学系研究科電子工学専攻 藤田 昌宏 教授 研究室

◆標準CMOSによる不揮発メモリとアナログLSI回路設計ツール
九州工業大学 マイクロ化総合技術センター 中村 和之 助教授 研究室
◆高性能プロセッサ・メモリシステムを実現するアーキテクチャ
設計技術およびLSIの設計支援技術の研究
九州大学 システムLSI研究センター 安浦 寛人 教授 研究室

◆動的・仮想回路のhw/sw複合体-ロボットへの適用例
東京農工大学 共生科学技術研究部 関根 優年 教授 研究室
◆動的再構成可能アーキテクチャPCA用設計環境
長崎大学 工学部 情報システム工学科 小栗 清 教授 研究室
◆システムレベル設計における通信インタフェースとコシミュレーション環境
名古屋大学 大学院 情報科学研究科 高田 広章 教授 研究室

◆リコンフィギャラブルシステムと遠隔再構成技術
熊本大学 工学部 数理情報システム工学科 末吉 敏則 教授 研究室

◆動的再構成型スーパースカラ
（DRSS）
広島市立大学 情報科学部 情報工学科 高橋 隆一 助教授 研究室

◆バイオインフォマティクスとリコンフィギャラシステムの融合
慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 天野 英晴 教授 研究室

◆リコンフィギャラブルアーキテクチャとそのソフトウェア開発環境
広島市立大学 情報科学部 弘中 哲夫 助教授 研究室

◆SoC雑音対策の基盤技術：チップレベル解析とオンチップ評価
神戸大学 工学部 情報知能工学科 永田 真 助教授 研究室

◆光ファイバー導波路を用いた金属フリー視覚刺激装置の試作
福井大学 大学院 工学研究科 情報メディア工学専攻 桜井・福間 研究室

◆ユビキタスメディア応用低消費電力システムLSI
神戸大学 工学部 情報知能工学科 吉本 雅彦 教授 研究室

◆LUTカスケードのデジタル・フィルタへの応用
明治大学 理工学部 情報科学科 井口幸洋 助教授 研究室
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■会場図

日本では入手しにくい海外新興企業ソリューションの最
新興ベンダー
パビリオン

新情報を日本の設計開発者にいち早くお届する
「新興ベ
ンダーパビリオン(Venture Company Pavilion)」を
会場内に設置いたしました。このパビリオンは、単に多
くの新興ベンダーが出展しているだけではありません。
1. 新興ベンダーのソリューションを短時間で把握でき
るプレゼンテーション・ステージ
2. 通訳サービスの常駐
3. じっくり話をできるコミュニケーションコーナー
などをご提供し、ご来場の皆様と海外新興ベンダー各社
との円滑で効率的なコミュニケーションをサポートいた
しました。
■新興ベンダーパビリオンプレゼンテーションステージスケジュール
時間

1月26日（木）

1月27日（金）

10:30 〜10:40

SynaptiCAD Inc
Impulse Accelerated Technologies Inc

10:45 〜10:55
11:00 〜11:10

AZURO INC

11:15 〜11:25

APRIO TECHNOLOGIES

11:30 〜11:40

VERIFIC DESIGN AUTOMATION

11:45 〜11:55

MUNEDA GMBM

12:15 〜12:25

ADVANCED RFIC (S) PTE LTD

12:45 〜12:55

MIRABILIS DESIGN INC

13:00 〜13:10

AXIOM DESIGN AUTOMATION

13:30 〜13:40

Impulse Accelerated Technologies Inc
Impulse Accelerated Technologies Inc

14:15 〜14:25
14:45 〜14:55

APRIO TECHNOLOGIES

15:00 〜15:10

VERIFIC DESIGN AUTOMATION

15:15 〜15:25

MUNEDA GMBM

ADVANCED RFIC (S) PTE LTD
MUNEDA GMBM

15:45 〜15:55
16:00 〜16:10

MIRABILIS DESIGN INC

VERIFIC DESIGN AUTOMATION

16:15 〜16:25

AXIOM DESIGN AUTOMATION

APRIO TECHNOLOGIES

16:45 〜16:55

Impulse Accelerated Technologies Inc

■新興ベンダーパビリオン ブースレイアウト

プレゼンテーションステージ

V-14
SynaptiCAD.,Inc
V-13
Impulse Accelerated
Technologies
V-10
MIRABILIS
DESIGN INC
V-12
HELIC S.A.
V-11
AXIOM DESIGN
AUTOMATION

V-06
VERIFIC DESIGN
AUTOMATION
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V-05
Aprio
Technologies, Inc.

V-09
ADVANCED
RFIC (S) PTE LTD

Information Counter

V-08
PYXIS
TECHNOLOGY, INC.
V-07
MunEDA GmbH

V-01
Azuro, Inc.

1月26日
（木）午後6時15分よりハーバーラウンジにて、EDSFair2006の協力団体であるEDAC(Electronic Design
Automation Consortium)が行った交流パーティの開催に協力いたしました。
これは、今回、海外企業と日本の商社および関係者との親睦を深めるために開催いたしました。当日は、110名の参加が
あり盛況のうち終了いたしました。

エレクトロニクス業界の報道機関を中心に、2日間で57名の報道関係者にご来場いただきました。
これは、EDA・FPGA/PLD・デバイス・IP・設計サービス等の注目度が伺えます。
増加の傾向として、Web関連や電波媒体の報道関係者が訪れるようなったことが、大きな要因となっており、報道機関につ
いても、時代の移り変わりが見受けられます。
なお、報道関係者には会場にプレスルームを設置し、ニュースリリースの設置や、記事を書いていただける環境を提供いたしました。

■来場者数
日

付

参考：2005年度来場者数

天候

来場者

合

1月26日（木）

晴

5,006名

-

1月27日（金）

晴

5,997名

11,003名

日付
1月29日
（木）
1月30日
（金）

計

※出展者数148社、343小間

2006年

2005年

84.1%

88.5%

5.0%

−

●セミナー／カンファレンス

8.9%

11.5%

●無回答

2.0%

−

●展示
●特別展示

業種

来場者

合 計

晴

5,066名

-

晴

6,087名

11,153名

※出展者数119社、336小間

■入場登録票アンケート結果
ご来場目的（複数回答）

天候

2006年
30.2%
7.7%
2.0%
5.3%
2.8%
0.5%
0.2%
1.3%
4.0%
2.4%
0.5%
3.3%

31.3%
8.8%
3.0%
6.3%
2.9%
0.6%
0.6%
1.5%
3.5%
−
−
4.1%

●半導体、電子部品メーカ・部門
システムLSI、ASIC、マイコン、メモリ
ＦＰＧＡ/ＰＬＤ
ディスプレイ
電子コンポーネント
プリント基板
その他

37.7%
32.2%
0.9%
0.9%
1.2%
0.4%
2.2%

39.2%
33.7%
1.0%
0.6%
0.9%
0.6%
2.4%

4.6%
1.0%
2.2%
0.3%
0.3%
0.1%
0.8%

4.5%
0.8%
2.1%
0.5%
0.2%
0.3%
0.6%

2006年

10代
20代
30代
40代
50代以上
無回答

2005年

●機器メーカ・部門
コンピュータ関連機器
ネットワーク関連機器
一般民生機器
画像処理機器
医療機器
アミューズメント
自動車・輸送機器
産業機器
（機械・精密機器等）
通信機器
放送機器
その他

●ツールベンダ
機能・論理設計ツール
ＬＳ
Ｉ設計ツール
プリント基板設計ツール
マイコンツール
ハードウェア・ボード機器
その他

年代

0.1%
16.2%
32.9%
30.6%
14.4%
5.6%

2006年

2005年
0.2%
18.6%
37.4%
30.1%
13.7%
−

2005年

●設計関連サービス
デザインハウス
Ｉ
Ｐプロバイダ
Ｉ
Ｐ流通サービス
ネット環境
教育・コンサルタント
ソフト開発
その他

8.7%
4.1%
0.5%
0.0%
0.0%
1.0%
2.2%
0.9%

9.7%
4.8%
0.5%
0.2%
0.1%
0.7%
2.2%
1.2%

●商社・商業
電子機器
半導体
電子部品
ツール
その他

4.6%
0.7%
2.6%
0.3%
0.2%
0.7%

6.5%
0.8%
4.1%
0.5%
0.5%
0.6%

●出版・マスコミ

1.0%

1.0%

●その他

7.4%

7.8%

●無回答

5.8%

−

※ツール関連が主要営業品目である商社・代理店は除く

※ツール関連が主要営業品目である商社・代理店も含む
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EDSFair2006来場者職務

職務
●研究

2005年

15.1%

15.6%

●設計

42.7%

44.5%

●ツール開発・サポート

15.3%

15.9%

●製造・検査

0.8%

0.9%

●流通

0.2%

0.3%

●営業・販売

7.7%

9.5%

●購買

0.3%

0.3%

●企画・宣伝・マーケティング

6.2%

6.7%

●その他

6.0%

6.3%

●無回答

5.6%

−

●研究
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2006年

企画・宣伝・
マーケティング その他
6.2% 6.0%
購買
0.3%

無回答
5.6%

研究
15.1%

営業・販売
7.7%
流通
0.2%
製造・検査
0.8%
ツール開発・
サポート
15.3%

設計
42.7%

15.1%

15.6%

情報・ＥＤＡ系

9.5%

9.8%

物理・物性系

1.0%

0.9%

電子応用

2.6%

2.9%

その他

1.9%

2.0%

●設計

42.7%

44.5%

システムレベル設計・検証

11.5%

13.3%

マイコンツール

0.2%

0.2%

機能（ＲＴＬ）設計・検証

8.9%

8.7%

Ｉ
Ｐ流通

0.3%

0.3%

2006年
●ツール開発・サポート

15.3%

2005年
15.9%

システム設計

3.4%

3.2%

ＬＳ
Ｉ設計

8.1%

8.9%

ＦＰＧＡ/ＰＬＤ支援

0.8%

0.9%

プリント基板設計

0.8%

0.8%

論理（ゲートレベル）設計・検証

2.5%

2.5%

ＡＳＰ・ネット環境

0.1%

0.1%

デジタルＩＣ設計

3.8%

3.8%

教育・教材

0.3%

0.3%

アナログＩＣ設計

2.8%

2.7%

その他

1.3%

1.2%

テスト技術

1.0%

1.4%

カスタムＩＣ設計

1.2%

1.7%

●製造・検査

0.8%

0.9%

●流通

0.2%

0.3%

●営業・販売

7.7%

9.5%

●購買

0.3%

0.3%

●企画・宣伝・マーケティング

6.2%

6.7%

●その他

6.0%

6.3%

●無回答

5.6%

−

レイアウト検証

1.5%

1.6%

ＦＰＧＡ/ＰＬＤ設計

1.9%

1.9%

ＰＣＢ設計

1.0%

1.0%

ＩＣ Ｐａｃｋａｇｅ設計

0.1%

0.2%

ＳiＰ設計

0.0%

0.1%

リソ/マスク/プロセス/製造

1.0%

0.6%

IＰマクロ

0.9%

0.6%

装置実装

0.1%

0.3%

ソフトウェア・ファームウェア設計

2.0%

2.1%

テスト設計

0.5%

−

その他

1.9%

2.0%

MEMO

MEMO

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-11
三井住友海上駿河台別館ビル3階

http://www.jeita.or.jp

〒105-0012 東京都港区芝大門1-12-16
住友芝大門ビル2号館5階
電話（03）5402-7601（代表） FAX（03）5402-7605

E-mail : edsfair.info@jesa.or.jp

