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アーキテクチャ最適化と

るごく小規模な開発チームにより、遠方音声処理（Far-Field Voice Processing）向けの高度に差別化したDSPプロセッサを1年未満で開発

デバッガ /
プロファイラ

効率よく行えるツールが揃っています。ASICとFPGAの両方のテクノロジを
ターゲットとしたRTLを作成できる上、最適化したコンパイラをはじめプロ
セッサに必要なソフトウェア開発ツール・チェーン（SDK）もすべて自動で生

たDSPを独自に設計することを決め、ASIP（特定用途向けプロセッサ）の開発

成されます。このため、コンパイラやシミュレータの開発への大規模な投資が

に乗り出しました。

不要となり、
ASIPアーキテクチャ利用の障壁が取り除かれることになります。
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図1. ASIP Designerのツール・フロー

この開発チームは、1名のプロセッサ・アーキテクトとパートタイムで参加し

ASIP Designerには次のような特長があります。

た数名のハードウェアおよびソフトウェア・エンジニアによるごく小規模な
ものでしたが、シノプシスのASIP Designerを採用したことにより、遠方音
声 / HDオーディオ処理向けの高度に差別化したオーディオDSPプロセッサ

●

●

を1年未満で開発することに成功しました。こうして完成した遠方音声入力
「Outstanding Semiconductor Award 2014」を受賞しました。CX20921

●

は、スマートホーム、モバイル、ヘッドセット、車載市場など幅広いアプリ
ケーションでより豊かなオーディオ体験を半導体製品とソフトウェアの包
括的なソリューションで実現するConexant社のAudioSmart™ファミリー

●

●

に属する製品です。
●

ISSから収集したプロファイリング情報を使用して各アルゴリズムにアー
キテクチャを最適化
nMLによるプロセッサ記述に基づいてハードウェアを自動で生成
リグレッション・テストに使用するCおよびアセンブリ・コードによるテス
ト・プログラムを自動で生成
バーチャル・プラットフォーム内でISSを使用することで、実チップ完成前
のソフトウェア開発をサポート

ブルですが、そのアーキテクチャは実際に使用する機能セットに最適化され

クチャにも適用可能で、ASIP開発プロセス効率化の鍵となっています。図1

ています。また、設計チームはソフトウェアを変更してアルゴリズムを改良

に、
ASIP Designerのツール・フローを示します。

できます。
ASIPは、ソフトウェアのプログラマビリティとハードウェア・データパスを

デリングもサポートされます。先進のCコンパイラによって、これらすべての

業界をリードするConexant社の遠方音声処理技術は、
独自開発のアルゴリズ

データ型に標準のCコードでアクセスできます。

ムによって高度なノイズ・キャンセリングと優れた音声品質を実現しており、
ノイズの多い実際の使用環境においてターゲット機器から最大5mまでの距

ASIP Designerでは、
こうしたさまざまな最適化を検討することにより、
幅広

従来のアプローチ

テープアウト

離で高い音声認識率を達成しています。

★★

ソフトウェア
開発開始

チップ設計
（ハードウェア）
9 ～ 12ヶ月

●
●

人手によるSDK開発
コンセプト

成果物

基本的なSDK
単一アーキテクチャ

ソフトウェア開発＋システム統合

量産開始

3 ～ 5ヶ月

アーキテクチャの自由度が最大限に向上
ASIP Designerには、特定用途向けアーキテクチャの消費電力と性能を最適

化することにより高性能と低消費電力を両立できます。ASIPのアーキテク

化するための機能が数多く用意されています。

チャは、特定用途に合わせて設計されるため、命令セットとデータパスをカス
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Conexant社の事例

制御フロー命令を埋め込むこともでき、
メモリーおよびI/Oに対する柔軟なモ

3 ～ 4ヶ月

組み合わせた適応性の高いアーキテクチャが特長で、アーキテクチャを最適

タマイズして（ソフトウェアによる適応性を維持したまま）1つのアルゴリズ

たとえば、ベクトル・データ型を使用してSIMD（Single-Instruction,

ムを非常に効率よくインプリメントするか、または効率より柔軟性を重視し

Multiple-Data）並列処理の範囲を指定できるほか、MIMO（Multiple-Input,

て複数の機能を切り替えて利用できるようにするか、
設計チームは2つの選択

Multiple-Output）
アーキテクチャによって複素数に対する周波数ドメイン処

肢から選ぶことができます。

理もサポートできます。

このようにASIPアーキテクチャには設計チームにとって多くの魅力があり

また、命令レベルの並列処理と命令ワード・サイズ（プログラム・メモリーの面

ますが、従来のアプローチによるASIP設計には多くの時間とリソースが必要

積）を最適化して、処理性能と消費電力のバランスをとることもできます。さ

な上、デバイスのプログラミング支援に欠かせないソフトウェア開発キット

らに、命令長を短くして実際に使用する命令のみをエンコードすることで、命

（SDK）
の作成に高度なソフトウェア・スキルが要求されていました。

正確なビット幅も設計チームが自由に決められます。データパス・ブロックに

令ワード・サイズを抑えることができます。

ASIP Designerによるアプローチ

★

ソフトウェア開発開始

★

テープアウト

コンセプト
（nML）

ソフトウェア開発＋システム統合

優れた品質
●

量産開始

●

プロフェッショナルSDK
アーキテクチャ最適化

数々の削減効果

SDK生成
実行可能な仕様
によるアーキ
テクチャ検討

検証編

この「Compiler-in-the-Loop」とも呼ぶべきアプローチは、不規則なアーキテ

型に対する特定用途向け関数の使用や、レジスタ、メモリー、機能ユニットの

Support Q&A

場合に選択されるソリューションです。ASIPは、ソフトウェア・プログラマ

インプリメンテーション・タスクが自動化されます
（図2）
。

フィジカル編

チームはプロセッサ・アーキテクチャの複数の候補を短時間で検討できます。

を設計チームが決定できます。たとえば、スカラー、複素数、ベクトル・データ

Support Q&A

Cコンパイラを含むSDKが1つの入力記述から自動的に生成されるため、設計

件を満たすことができず、固定ハードウェアでは十分な柔軟性が得られない

チャを思いどおりに開発できます。また、これまで数ヶ月かかっていた詳細な

論理合成編

ASIPは、標準プロセッサでは消費電力と性能に関するアプリケーション要

いプロセッサ・アプリケーションに向けた高性能で低消費電力なアーキテク

ローチとは異なり、信号処理ロジックにおけるアーキテクチャ詳細化の多く

Support Q&A

ASIPを選ぶ理由

Cコンパイラ、アセンブラ / ディスアセンブラ、リンカ、命令セット・シミュ
レータ（ISS）、グラフィカル・デバッガなど、ASIPアーキテクチャに合わせ
たSDKを生成

ASIP Designerでのアーキテクチャ定義は、これまでの「テンプレート」アプ
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処理SoCのCX20921はその革新性が高く評価され、OC Tech Allianceの

プロセッサ記述言語nMLで命令セット・アーキテクチャを定義
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そこで同チームは、ターゲットとなるアプリケーション・ドメインに最適化し
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（Far-Field Voice Processing）ソリューションに使用する新しいDSP IPを探
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することに成功しました。このASIP（特定用途向けプロセッサ）開発で採用されたツール・ベースのアプローチについて、Conexant社の組込

C o n e x a n t 社 の 設 計 チ ー ム は 、業 界 を リ ー ド す る 同 社 の 遠 方 音 声 処 理

ASIP合成

ソフトウェア開発

Industry Trend

プロセッサ・モデル

Conexant社は、わずか1名のプロセッサ・アーキテクトとパートタイムで参加した数名のハードウェアおよびソフトウェア・エンジニアによ

当マネージャMarkus Willemsがご紹介します。

News Release

ユーザー定義

Conexant社 組込みソフトウェア・エンジニアリング担当ディレクタ Ragnar Jonsson氏

みソフトウェア・エンジニアリング担当ディレクタRagnar Jonsson氏とシノプシスのプロセッサ開発ソリューション製品マーケティング担

ニュースリリース

カスタム・プロセッサ / プログラマブル・ハードウェア・アクセラレータ
開発の「シフトレフト」を実現するASIP Designer

プロジェクト期間を50%以上短縮
人員を40%以上削減
（SDK自動生成による）
● ソフトウェア開発開始を9ヶ月前倒し
●

反復設計

●

SDKを自動生成

図2. 従来のアプローチによるASIPインプリメンテーションとASIP Designerの比較。
開発期間の短縮と消費電力 / 性能のより高度な最適化が可能
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カスタム・プロセッサ / プログラマブル・ハードウェア・アクセラレータ開発の「シフトレフト」を実現するASIP Designer

前ページより続く

機能のSDKが設計サイクルの非常に早期段階で利用できるようになったた

い低コストで低消費電力なオーディオDSPをインプリメントするためのDSP

め、通常に比べソフトウェア開発の開始を大幅に前倒しできました。プロセッ

プラットフォームを探していました。このDSPプラットフォームに対して

サ開発チームにとっても、アーキテクチャ上で実際のコードを実行できるた

Conexant社が設定した要件は以下の4つです。

め性能をさらに改善できるという利点がありました。
この言語ベースの設計アプローチと自動コード生成の機能により、開発

●

電力効率
（特に音声起動などの機能を効率よく実装するため）

ドに反映されました。

●

実装面積
（価格競争の厳しいコンシューマ向けアプリケーションへの対応）

●

市場投入時間の短縮
（チップの収益を最大化するため）

最終的なデザインが完成した後、デバイスのフィジカル設計がスムーズに進

2 × AGU

PM

XM

YM

め細かくカスタマイズしようとしても選択肢が限られることがあります。

ス・デザインを開発しました。このデザインは、作業開始からわずか数週間で
A S I P D e s i g n e r は 、非 常 に 細 か い 粒 度 で ア ー キ テ ク チ ャ を 選 択 で き 、

よって自動生成されたCコンパイラは、ソフトウェア・チームが作成したC

Conexant社はこの機能を最大限に活用しました。

コードから非常に高効率なアセンブリ・コードを生成しました。設計の進捗状
況から見て、
Conexant社は最終的な市場投入スケジュールが遅れるリスクは

事前の研究から、
Conexant社は遠方音声信号の正確な処理には24 ～ 32ビット

ほとんどないと判断しました。

の精度が必要と考えていました。消費電力を最小限に抑えるという観点から、
32 x 32ビット乗算ユニットは過剰設計と判断し、24 x 32ビット乗算器を持

Conexant社は、
ASIP Designerの入力言語であるnMLによるプロセッサ・モ

つ2つのMACユニットを実装する方法を選択しました。このプロセッサでは、

デリングのトレーニングを受け、高度なスキルを習得しました。nMLはCや

24 x 32ビット乗算に比べると若干効率は低下するものの、32 x 32ビット乗

Verilogと似た特長を備えており、プロセッサの命令セットとアーキテクチャ

算も実行できます。64ビット・アキュムレータは、複数の積和演算を実行する

を共通の言語で直感的に記述できます。ハードウェアとソフトウェアの記述

ことで発生するオーバーフローのリスクを抑える役割を果たします。

る影響を把握しやすくなったとConexant社は実感しました。

デュアルMACアーキテクチャは、大量の演算を伴うアルゴリズムにも十分な
処理性能を発揮しました。

どのネイティブ・コンパイラでコンパイルできるようになります。プロセッサ

ASIP Designerを使用して最小データ型を16ビットと定義しました。これに

固有コードをWindows®環境でネイティブに作成してテストできるため、作

より、メモリーおよびレジスタ・アクセス・ハードウェアの一部を簡略化する

業の迅速化につながりました。

とともに、
1個のポインタでアドレス指定可能なメモリー容量を拡大していま
す
（図４）
。
ASIP DesignerとnML言語は非常に柔軟性が高く、
Conexant社は最初に設定

シノプシスのASIP Designerにより、ほとんどすべての設計チームが幅広い

したすべての設計要件を一切の妥協なしに実装することに成功しました。設

SoCプロジェクトにASIPのアプローチを採用できるようになります。

計者はすべての動作をプロセッサ・モデリング構文で記述し、各動作のインプ
リメンテーションを意のままに行うことができました。
nMLはConexant社が

ASIP Designerでは1つのプロセッサ記述からRTLとSDKの両方が自動で生

選択した可変長命令ワードやデュアルMACといった機能も完全にサポートし

成されるため、
設計チームはアーキテクチャの最適化に専念できます。

ています。アーキテクチャの細部まで自由に設計できることで、特定用途向け

め、設計変更のたびにこれらを再コンパイルすることでリグレッション・テス

モリー・アクセス帯域幅を確保しています。

トが容易に行えました。

6月

7月

8月

エンジニアから成るごく小規模な開発チームにもかかわらず、遠方音声処理

自動生成したCコンパイラによって生成されたアセンブリ・コードは、人手に

用の高度に差別化したDSPプロセッサを1年未満で開発することに成功しま

よる最適化を加えなくてもプロセッサの並列性およびバス帯域幅を完全に活

した。
こうして完成したプロセッサは消費電力と性能に関するConexant社の

かしきることができました。

厳しい要求を満たしており、
プログラミングも容易でした。

また、nMLプロセッサ・モデルから自動生成される統合開発環境（IDE）を使用

このプロセッサは、家庭用電化製品の分野で遠方音声処理を必要とする多く

することで、ハードウェアおよびシミュレーション・デバッグも容易に行えま

の量産アプリケーションに採用され、強力なパフォーマンスを発揮していま

した。

す。このオーディオDSPをベースに開発されたConexant社のデバイスは、OC

検証編

データ・メモリー・バスを持つハーバード・アーキテクチャとし、余裕のあるメ

テクトとパートタイムで参加した数名のハードウェアおよびソフトウェア・
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修正するという作業を繰り返しました。また、テストケースをCで記述したた

ソフトウェアとプログラマビリティ

このアプローチを採用することで、Conexant社は1名のプロセッサ・アーキ

フィジカル編

取り除く必要があります。そこで、1つのプログラム・メモリー・バスと2つの

まとめ

Support Q&A

を評価し、性能低下の原因となっているアーキテクチャ上の弱点を特定して

5月

ほとんどの汎用プロセッサは最小データ型が8ビットですが、Conexant社は

論理合成編

2つのMACユニットに十分なデータを供給するには、データ・ボトルネックを

4月

る機能です。これにより、CAPE固有のコードをMicrosoft® Visual Studio®な

Support Q&A

Conexant社はこの機能を利用して、
設計に変更を加えた後でプロセッサ性能

3月

を含むCコードのクロス・コンパイルを可能にするヘッダ・ファイルを生成す

に高度に最適化したオーディオDSPが完成しました。

nMLを使用すると、Cコンパイラとシミュレータを短時間で生成できます。

2月

パイルのサポートがあります。これは、プロセッサ固有の型および組込み関数

ては高いコード密度を維持しています。
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を一元化することで、ハードウェアの設計変更がプログラマビリティに与え

ASIP DesignerでConexant社が多用したもう1つの機能に、
ネイティブ・コン

やlong型即値を必要とする命令をサポートできると同時に、基本命令に関し

What's New
in DesignWare IP?

主要な性能指標において高いスコアを達成しました。また、ASIP Designerに

このアーキテクチャは可変長20ビット命令ワードを採用しており、並列命令

最新技術情報

ようなアプローチでは、アーキテクチャを設計チームのニーズに合わせてき

シノプシスの協力のもと、Conexant社は評価作業の一環としてリファレン

Tech Allianceの
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を受賞してい
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ます。

フェーズ1：
DSPの
評価 / 選定

詳細情報
●

フェーズ2：DSPデザインの最適化

●

フェーズ3：
ソフトウェア開発範囲の拡大
フェーズ4：
最終最適化 / 検証

初期バージョンのDSP
（シノプシス提供）

テスト用
アルファ・バージョン

検証用
ベータ・バージョン

図3. Conexant社
「CAPE」
プロジェクトの開発サイクル
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2 × MAC

図4. Conexant社
「CAPE」
アーキテクチャの概略ブロック図

プロセッサ設計環境にはIPテンプレートを使用するものもありますが、この

評価 / 設計フロー

1月

3 × ALU

アーキテクチャの決定

して独自のオーディオDSPを開発するのが得策と判断しました。

12月

PCU

くつかの問題を修正しました
（図3）
。

セッサ開発環境を検討し、徹底的に評価を重ねた結果、ASIP Designerを導入

11月

SP / インデックス・レジスタ
16 / 20ビット
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Conexant社は、いくつもの商用オーディオDSPコアおよびカスタム・プロ
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アキュムレータ
64ビット

フェーズ全体でのインクリメンタルな内容が常にCコンパイラ、
RTL、
ISSコー

むようにサインオフ検証テストを実施し、タイミング・クロージャに関するい

評価

データ・レジスタ
32ビット

Industry Trend

演算性能（特に遠方音声信号処理では広いダイナミック・レンジが求められ
るため、
十分な数値精度が必要）

●

制御レジスタ

News Release

ソフトウェア・コードの開発に関しては、市販品に匹敵する品質を備えたフル

Conexant社の設計チームは、
遠方音声認識の前段で音声信号を処理する新し

ニュースリリース

設計要件

最終バージョン
のDSP
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SP / インデックス・レジスタ
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2 × AGU
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アキュムレータ
64ビット
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ASIP DesignerでConexant社が多用したもう1つの機能に、
ネイティブ・コン

やlong型即値を必要とする命令をサポートできると同時に、基本命令に関し

パイルのサポートがあります。これは、プロセッサ固有の型および組込み関数

ては高いコード密度を維持しています。

を含むCコードのクロス・コンパイルを可能にするヘッダ・ファイルを生成す

最新技術情報

このアーキテクチャは可変長20ビット命令ワードを採用しており、並列命令

る機能です。これにより、CAPE固有のコードをMicrosoft® Visual Studio®な
どのネイティブ・コンパイラでコンパイルできるようになります。プロセッサ

ASIP Designerを使用して最小データ型を16ビットと定義しました。これに

固有コードをWindows®環境でネイティブに作成してテストできるため、作

より、メモリーおよびレジスタ・アクセス・ハードウェアの一部を簡略化する

業の迅速化につながりました。

とともに、
1個のポインタでアドレス指定可能なメモリー容量を拡大していま

まとめ

ASIP DesignerとnML言語は非常に柔軟性が高く、
Conexant社は最初に設定

シノプシスのASIP Designerにより、ほとんどすべての設計チームが幅広い

したすべての設計要件を一切の妥協なしに実装することに成功しました。設

SoCプロジェクトにASIPのアプローチを採用できるようになります。

What's New
in DesignWare IP?

ほとんどの汎用プロセッサは最小データ型が8ビットですが、Conexant社は

Technology Update

「CAPE」
アーキテクチャの概略ブロック図
図4. Conexant社

す
（図４）
。

News Release

データ・レジスタ
32ビット

ニュースリリース

制御レジスタ

計者はすべての動作をプロセッサ・モデリング構文で記述し、各動作のインプ
ASIP Designerでは1つのプロセッサ記述からRTLとSDKの両方が自動で生

選択した可変長命令ワードやデュアルMACといった機能も完全にサポートし

成されるため、
設計チームはアーキテクチャの最適化に専念できます。

ています。アーキテクチャの細部まで自由に設計できることで、特定用途向け
に高度に最適化したオーディオDSPが完成しました。
ソフトウェアとプログラマビリティ

このアプローチを採用することで、Conexant社は1名のプロセッサ・アーキ
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リメンテーションを意のままに行うことができました。
nMLはConexant社が

テクトとパートタイムで参加した数名のハードウェアおよびソフトウェア・
エンジニアから成るごく小規模な開発チームにもかかわらず、遠方音声処理

このプロセッサは、家庭用電化製品の分野で遠方音声処理を必要とする多く

することで、ハードウェアおよびシミュレーション・デバッグも容易に行えま

の量産アプリケーションに採用され、強力なパフォーマンスを発揮していま

した。

す。このオーディオDSPをベースに開発されたConexant社のデバイスは、OC

検証編

また、nMLプロセッサ・モデルから自動生成される統合開発環境（IDE）を使用
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厳しい要求を満たしており、
プログラミングも容易でした。
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かしきることができました。
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した。
こうして完成したプロセッサは消費電力と性能に関するConexant社の

論理合成編

用の高度に差別化したDSPプロセッサを1年未満で開発することに成功しま

よる最適化を加えなくてもプロセッサの並列性およびバス帯域幅を完全に活
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自動生成したCコンパイラによって生成されたアセンブリ・コードは、人手に
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「Outstanding Semiconductor Award 2014」
を受賞してい
ます。
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