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いきなりですが 
• 最初に、10GbEtherのコードを解析します 

• cosmok-10gbe-test¥cosmok-10gbe-test.srcs¥sources_1¥new 
 

• top.vhdというのを開いてください 
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動作環境 
• XILINXのKintex-7 XC7K160Tを搭載したボードに10Gbpsの光

ファイバモジュール(SFP+)を挿して使います。 
• 10GbEの光をメタルに変換するため、市販のSW HUBを使いま

す 
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Kintex-7 XC7K160Tとは 
• トランシーバ(GTX)内蔵 
• 10Gbpsの信号を8本出せる 
• 162,240個のロジックセル 
• 600個のハードウェア乗算器 

• 25×18bitを1クロックで計算 
• 11.7Mbitの内蔵RAM 
 
→かなりすごいFPGA 
 普通の用途ならこれで十分 
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SFP+のコアはXILINXのIPコアを使用 
• 難解な制御ポートが 

いっぱいあるので 
ちょっと難しい。 

• 詳しくはソースを 
見てください。 
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メインのコード 
process (core_clk) 
begin 
    if rising_edge(core_clk) then 
        case tx_state is 
            when TX_STATE_IDLE => 
                if tx_en = '1' then 
                    xgmii_txd <= x"D5555555555555FB"; -- FB: start of frame 
                    xgmii_txc <= x"01"; 
                    tx_count <= 0; 
                    tx_state <= TX_STATE_SENDING; 
                else 
                    xgmii_txd <= x"0707070707070707"; 
                    xgmii_txc <= (others => '1'); 
                end if; 
            when TX_STATE_SENDING => 
                tx_count <= tx_count + 1; 
                case tx_count is 
                    when 0 => 
                        xgmii_txd <= x"ADDEFFFFFFFFFFFF"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 1 => 
                        xgmii_txd <= x"01000608FECAEFBE"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 2 => 
                        xgmii_txd <= x"ADDE010004060008"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 3 => 
                        xgmii_txd <= x"04030201FECAEFBE"; 

                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 4 => 
                        xgmii_txd <= x"0605000000000000"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 5 => 
                        xgmii_txd <= x"0000000000000807"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 6 => 
                        xgmii_txd <= x"0000000000000000"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 7 => 
                        xgmii_txd <= x"0000000000000000"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 8 => 
                        xgmii_txd <= x"D3F23EC300000000"; 
                        xgmii_txc <= (others => '0'); 
                    when 9 => 
                        xgmii_txd <= x"07070707070707FD"; -- FD: end of frame 
                        xgmii_txc <= (others => '1'); 
                    when others => 
                        xgmii_txd <= x"0707070707070707"; 
                        xgmii_txc <= (others => '1'); 
                        tx_state <= TX_STATE_IDLE; 
                end case; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
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TX_STATE
_IDLE 

10GbE送信のステートマシン 
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TX_STATE_SENDING 

en = = '1'ならば 
"D5555555555555FB"を送信 
 
en = ='0'ならば 
"0707070707070707"を送信 

en=='1' 
ADDEFFFFFFFFFFFF 
01000608FECAEFBE 
ADDE010004060008 
04030201FECAEFBE 
0605000000000000 
0000000000000807 
0000000000000000 
0000000000000000 
D3F23EC300000000 
07070707070707FD 
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送信しているデータの意味 
STATE 
IDLE D5555555555555FB FBはSTART、55はプリアンプル、 

D5はStartFrameDelimiter 
0 ADDEFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFは送信先MAC 
1 01000608FECAEFBE DEADBEAFCAFEは送信先MAC 0806はARP 
2 ADDE010004060008 0001 0800 0604 0001でARP REQUEST 
3 04030201FECAEFBE DEADBEAFCAFEは送信元MAC 010203040000を探す 
4 0605000000000000 
5 0000000000000807 
6 0000000000000000 
7 0000000000000000 
8 D3F23EC300000000 C33EF2D3はFCS 
9 07070707070707FD FDはフレームの終端 
10 0707070707070707 07はIDLE 
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どんな波形が出るのか？ 
• イーサのフレームと、64b/66bの制御コードが混ざってわかり

にくいけど大目に見てください 
 

STATE 

COUNT 

TXC 

TXD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IDLE SEND IDLE 

MAC 
0806 

ARP 
TYPE SRC +FCS IDLE IDLE IDLE MAC STAR

T 

01 FF 00 FF 

IDLE 
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実機で動作(送信波形) 
• 156.25MHzのクロックで64bitを送信(10000Mbpsのレート) 
• 64b/66b変換されるので、156.25×66=10.312Gbps 
• 光ファイバ上のレートは10.3124Gbps 
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送信・受信のループバック 
• SFPを半分ずらして挿すとループバックできる 
• 送信したパケットが戻ってきているのが見える 
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途中まとめ（FPGAでの信号生成理） 
• カウンタをぐるぐる回して、 

ある値のときに特定の値を出力するような回路を作る 
• プログラムカウンタみたいな感じ 

 
• たくさんの条件分岐を付けると、複雑な波形が出せるようにな

ります。 
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本題。 
100M イーサの回路を解析しよう 
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全体的な構成 

ether_core 

GTX 

arp_auto 
reply tx_arp_0 

arp_table 
inserter 

icmp_reply 

arp_table 

受信したIPアドレス 
MACアドレス 

axi 
 

inter- 
connect 

AXI-S 

AXI-S 

AXI-S 

RX 

TX 

tx_arp_1 
(DoS用) 

tx_ping_0 
(DoS用) 

tx_arp_1 
(PING応答

用) 

udp_src 
(DoS用) 
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受信系の全体的な動作 
• ether_coreは、受信したパケットをAXI Stream(AXI-S)で出力

する。 
• axi_auto_replyは、ARP要求を受信したらパケットを解析して

相手先MACアドレスとIPアドレスを抽出する 
• tx_arpは、自分のMACアドレスとIPアドレスをAXI-Sで送る 
• arp_table_inserterは、受信したパケットからMAC/IPの組を取

り出し、メモリに書き込む 
• icmp_replyは、PINGのエコーを返す。 
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イーサネットコア 
• 物理層(GTX)の処理を内包しています 
• プリアンプルやFCS(CRC32)の処理をしています 
• とにかく、送信したいイーサネットのフレーム（MACアドレス

～FCSの手前まで）をAXI-Sで入れれば送信されます。 
• 受信したイーサネットのフレームがAXI-S出てきます 
• AXI-SのTLASTの次がパケットの先頭です 
• 中身は複雑なので後回し 
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ARP自動応答（axi_auto_reply）コア 
• まずはこれを読み解こう 
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ソースファイルの開き方 
• モジュールを選択して、右クリック 
• Go to sourceで開きます 
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ステートマシンが入っています 
• ステートは、 ST_READY、 ST_RECEIVING、 ST_SKIPの3つ 
• そういえば、ARP Requestのパケットはこんな感じだったは

ず・・・ 
 

DEST MAC SRC MAC TY
PE OP SRC MAC SRC IP TGT MAC TGT IP H

W PR HP CR
C 

6 6 2 2 2 2 2 6 4 6 4 

0806 0001 0800 0004 0001 

2017/8/14 (C)なひたふ for seccamp17 



ST_READY 
 when ST_READY => 
                count <= 0; 
                tx_go <= '0'; 
                if (s_axis_tvalid = '1') then 
                    count <= 1; 
                    src_mac (47 downto 32) <= s_axis_tdata(15 downto 0); 
                    state <= ST_RECEIVING; 
                end if; 

tvalidが来たら・・・ 

受信データの下16bitをSRC_MACの上位16bitに格納 
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ST_RECEIVING 
• countという内部信号で 

どの部分をキャプチャして 
いるかを判別 

• count=1ならsrc_macの下32bit 
• count= 1,2ではタイプなどを判別 

望んだタイプ(ARP REQ)でない 
ならばSKIPステートへ 

• count= 3では、ソースIPを獲得 
• count=4では、宛先IPを獲得 
• count=5で、宛先IPが自分のIPだったら 

tx_goを'1'にしてST_SKIPへ 
• tlastが来たらST_READYへ 

 when ST_RECEIVING => 
                if (s_axis_tvalid = '1') then 
                    count <= count + 1; 
                    if (count = 1) then 
                        src_mac (31 downto 0) <= s_axis_tdata(63 downto 32); 
                        if (s_axis_tdata(31 downto 0) /= x"08060001") then 
                            state <= ST_SKIP; 
                        end if; 
                    elsif (count = 2) then 
                        if (s_axis_tdata(63 downto 16) /= x"080006040001") then 
                            state <= ST_SKIP; 
                        end if; 
                    elsif (count = 3) then 
                        src_ip <= s_axis_tdata(31 downto 0); 
                    elsif (count = 4) then 
                        dst_ip(31 downto 16) := s_axis_tdata(15 downto 0); 
                    elsif (count = 5) then 
                        dst_ip(15 downto 0) := s_axis_tdata(63 downto 48); 
                        if (dst_ip = self_ipv4_addr) then 
                            tx_go <= '1'; 
                        end if; 
                        state <= ST_SKIP; 
                    end if; 
                    if (s_axis_tlast = '1') then 
                        state <= ST_READY; 
                    end if; 
                end if; 
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ST_SKIP 
• tx_goを'0'に戻す 
• tlastが来たらST_READYに戻る 

 when ST_SKIP => 
                tx_go <= '0'; 
                if (s_axis_tlast = '1') then 
                    state <= ST_READY; 
                end if; 
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axi_auto_replyの動作 
• 動作をまとめるとこんな感じ 

ST_READY 

ST_RECEI
VING ST_SKIP 

tvalid == 1 

tlast == 1 
tlast == 1 

ARPでないものを受信した もしくは、 
自分宛のARPを受信した（このときはtx_goを1にする） 

tx_goを1にする 
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ステートマシン連携のための出力処理 

process (clk) 
begin 
    if (rising_edge(clk)) then 
        if (tx_go = '1') then 
            tx_arp_valid <= '1'; 
        end if; 
        if (tx_arp_ack = '1') then 
            tx_arp_valid <= '0'; 
        end if; 
    end if; 
end process; 

• tx_goが'1'ならば 
tx_arp_validを'1'にする 

• tx_arp_ackが'1'ならば 
tx_arp_validを'0'に戻す 

tx_goは一瞬(1クロック分)しか出ないので、 
それを後段のステートマシンが受理するまで 
出力を保留しておくための仕組み。 

ARP受信ステートマシン 

ARP送信ステートマシン 

tx_arp_valid tx_arp_ack 
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ARP送信コア 
• tx_arp_0というコア 
• 内部のステートは 

STATE_IDLE、STATE_SENDINGの2つ 
• tx_arp_validが来たらARP応答を返し、tx_arp_ackを立てる 
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ARPのテンプレートを定義 
 constant TEMPLATE_SIZE_IN_BYTE : integer := 60; 
    constant TEMPLATE_WIDTH : integer := 8 * TEMPLATE_SIZE_IN_BYTE; 
    constant TEMPLATE_ARP : std_logic_vector (TEMPLATE_WIDTH-1 downto 0) :=( -- 42 byte without 
padding 
        x"ffffffffffff" & -- Target MAC Address (broadcast) [6 byte] 
        x"DEADBEEFCAFE" & -- Source MAC Address [6 byte] 
        x"0806" & -- Type: ARP [2 byte] 
        x"0001" & -- HardwareType: Ethernet [2 byte] 
        x"0800" & -- Protocoltype: IPv4 [2 byte] 
        x"06" & -- HardwareLength [1 byte] 
        x"04" & -- ProtocolLength [1 byte] 
        x"0001" & -- Operation: ARP Request [2 byte] 
        x"DEADBEEFCAFE" & -- Source Hardware Address [6 byte] 28 
        x"01020304" & -- Source Protocol Address [4 byte] 
        x"000000000000" & -- Target Hardware Address [6 byte] 
        x"01020305" & -- Target Protocol Address [4 byte] 
        x"00000000_00000000_00000000_00000000_0000"-- padding [18 byte] 
    ); 
     
    signal template : std_logic_vector (TEMPLATE_WIDTH-1 downto 0); 
    signal template_tx_count : integer; 2017/8/14 (C)なひたふ for seccamp17 



STATE_IDLEの動作 
• tx_arp_validが来たら、template_vという変数を更新 
• arp_requestならタイプを0001、replyならタイプを0002に 
• tvalidとtstrbを立てる 
• template_tx_countを8に(8ワード送信の意味) 
• tx_arp_ackを立てて、arp_auto_replyに受理を通知 
• テンプレートの上位64bitをAXI_Sに送信 
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変数の活用 
• VHDLの変数は実際の信号ではなく、仮想的なもの。 
• signalとは違って上書きできる 

template_v := TEMPLATE_ARP; 
template_v(TEMPLATE_WIDTH     -1 downto TEMPLATE_WIDTH- 6*8) := tx_arp_dst_mac_addr; 
template_v(TEMPLATE_WIDTH- 6*8-1 downto TEMPLATE_WIDTH-12*8) := tx_arp_src_mac_addr; 
template_v(TEMPLATE_WIDTH-22*8-1 downto TEMPLATE_WIDTH-28*8) := tx_arp_src_mac_addr; 
template_v(TEMPLATE_WIDTH-28*8-1 downto TEMPLATE_WIDTH-32*8) := tx_arp_src_ipv4_addr; 
template_v(TEMPLATE_WIDTH-32*8-1 downto TEMPLATE_WIDTH-38*8) := tx_arp_dst_mac_addr;  
template_v(TEMPLATE_WIDTH-38*8-1 downto TEMPLATE_WIDTH-42*8) := tx_arp_dst_ipv4_addr; 
if (tx_arp_request = '1') then -- ARP Request 
        template_v(TEMPLATE_WIDTH-20*8-1 downto TEMPLATE_WIDTH-22*8) := x"0001"; 
else -- ARP Reply 
        template_v(TEMPLATE_WIDTH-20*8-1 downto TEMPLATE_WIDTH-22*8) := x"0002"; 
end if; 
 
template <= template_v; ここでsignalに代入（実体化される） 
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STATE_SENDINGでの動作 
• template_tx_countの回数だけこの状態でループ 
• 最後の1回はtlastを立てる 

tx_arp_ack <= '0'; 
m_axis_tvalid <= '1'; 
if (m_axis_tready = '1') then 
    template_tx_count <= template_tx_count - 1; 
    template(TEMPLATE_WIDTH-1 downto AXIS_DATA_WIDTH) 
    <= template(TEMPLATE_WIDTH-AXIS_DATA_WIDTH-1 downto 0); 
    template(AXIS_DATA_WIDTH-1 downto 0) <= (others => '0'); 
    if (template_tx_count <= 1) then 
        m_axis_tlast <= '0'; 
        m_axis_tvalid <= '0'; 
        state <= STATE_IDLE; 
    elsif (template_tx_count <= 2) then 
        m_axis_tlast <= '1'; 
        m_axis_tstrb <= "11110000"; -- FIXME if AXIS_DATA_WIDTH is modified 
    else 
        m_axis_tlast <= '0'; 
    end if; 
end if; 2017/8/14 (C)なひたふ for seccamp17 



tx_arpの動作 
• 動作をまとめるとこんな感じ 

STATE_ID
LE 

STATE_SE
NDING 

tx_arp_request == 1ならば 

tlastを立てて 
遷移 

カウンタが残っている 

tvalidを立てて 
遷移 
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ARPテーブルの管理 
• ARPテーブルをキャッシュしておくと、毎回ARPリクエストを

しなくてよいので高速化できる。 
• ARPテーブルは、素早く検索したいからSRAMに入れる。 
• 仕組みは、arp_table_inserterを読んでみよう 

SRAM 
（BlockRAMという） 

ARPテーブル 
インサータ 
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arp_table_inserterのステートマシン 
• ST_READY 

• 何かを受信した＆イーサフレームの宛先が自分かFFFFFFFFなら動き
出す 

• ST_RECEIVING 
• ARP REPLYでなければST_SKIPへ 
• 有効なARP REPLYを受信したら、送信元IPと送信元MACを抽出して

arp_table_weを'1'に 
• ST_SKIP 

• TLASTが来るまで待つ 
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SRAMへの出力のくふう 
• このハッシュって何？ 

 
 

• 実体は別ファイル(utils.vhd)で定義されている 
 
 
 

• IPアドレスの上16bitと下16bitを加算して、それをメモリのア
ドレスとしている 

→ つまり192.168.1.1と192.168.1.2と192.168.2.1のMACを格納するアドレスが別々になる 

arp_table_dout <= "1" & src_ip & src_mac; 
arp_table_addr <= arp_table_hash(src_ip, ARP_TABLE_ADDR_WIDTH); 

 function arp_table_hash(ip_addr : std_logic_vector; width : integer) return std_logic_vector is 
        variable sum : std_logic_vector(15 downto 0); 
    begin 
        sum := std_logic_vector(unsigned(ip_addr(31 downto 16)) + unsigned(ip_addr(15 downto 0))); 
        return sum(width-1 downto 0); 
    end function; 
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次のモジュールを読んでみよう 
• tx_ping・・・自らPINGを出すモジュール 
• icmp_reply・・・受信したPINGに応答するモジュール 

 
• dummy_udp_src・・・UDPのパケットの中身を作る 
• tx_udp・・・UDPのヘッダを被せたりチェックサムの計算 
• axis_data_fifo・・・UDPのヘッダを被せるための一時記憶 
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UDP送信モジュール 

axis_s_tvalid 

axis_s_tdata 

axis_s_tlast 

ペイロード 

ペイロード axis_m_tvalid 

axis_m_tlast 

axis_m_tvalid 

受信したペイロードからIPとUDPの 
チェックサムをリアルタイムに計算する 

上位から送られてきた信号 

下位へ送る信号 

ペイロードの全体を見ないとチェックサムを計算できないので、遅延が生じてしまう 

ヘッダを付けて送信 
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説明したイーサネット回路の機能 
• イーサネットコアはAXI-Sで、イーサネットフレームを入出力

する 
• イーサネットコアの上に様々な基本機能を追加 
• ARP、PINGに応答 
• ARPキャッシュテーブルを実装 
• PING REQ送信の前にARP REQをするという本格仕様 
• PING、ARP、UDPをワイヤレートで送信可能 
• DoS攻撃に最適 
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まとめ 
• ソフトウェアでイーサネットのプロトコルスタックを作ると、

データのコピーがたくさん発生してしまう 
• チェックサム計算のために遅延が生じるのは仕方がないが、

チェックサム計算中にも次のデータを受け入れ可能にできる
（パイプライン）ので、ワイヤスピードで動作させることがで
きる 

• ステートマシンを使えば、1クロック単位で自由自在に波形が
作れる 
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