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残念ながら、実際はそうではありません。現在の複雑なIP、特にDDR、USB、

込む設計チームが増えていますが、このアプローチはいくつかの課題に直面

PCI Express といったプロトコルのIPをSoCに統合して目的の機能をイン

しています。デザインに使用するIPの数が増え、それぞれのIPがますます

プリメントしようとすると、多くのパラメータを設定する必要があります。

複雑化するにつれ、IPの統合に要する時間が非常に長くなっており、今では

この作業にはプロトコルに関する知識が欠かせません。

IPのコストを100とした場合の
IP統合の総コスト

最近は標準プロトコルのIPをサードパーティから購入してデザインに組み

®

統合作業全体にかかるコストがIP購入のコストとほぼ同額に達しています。
しかも短納期化の要求は強まる一方で、複雑な統合作業を厳しいプロジェ

たとえばコントローラの場合、
設計者がチェック / 設定するパラメータの数は

クト・スケジュールの中で完了させるのは至難の業となっています。

ゆうに1,000を超えます。
これらのパラメータを設定するには、
トラフィック・

200

全体的な
削減効果

150

ユーザーによる統合作業のコスト
DesignWareインターフェイスIPサブシステムのコスト

100

IPのコスト

50

プロファイル、バッファ・サイズとSoC全体のスループットの関係、コント
ローラをSoC全体に接続するインターフェイスなどを細部まで理解しておく

のでしょうか。本稿では、SoCにサードパーティIPを使用する際の課題とし

必要があります。パラメータ設定が不適切な場合は、SoCの性能が十分に

て以下の点について考察します。

出ないばかりでなくインターフェイスが正しく機能せず、
コンプライアンス・

0
現在

将来
図2. IPサブシステムの利用による総所有コスト
（TCO）
の削減

テストに合格できないことさえあります。
●

●

PHYとコントローラの接続
・ SoCの要件に合わせたパラメータ設定
・ 複数プロトコルへの対処
以下の点についての課題
・ クロック / リセット
・ DMAアーキテクチャ
・ パワー・マネジメント
・ デバッグ / テスト容易化

●

検証とインプリメンテーション

●

SoCへの統合

が大いに物を言います。そこで、1つ1つ異なるSoCの要件に合わせてコント

（または設計者自身で開発して結合）
する効率的な方法を検討することも統合

ローラとPHYをカスタマイズし、1つのサブシステムとして低コストに提供

PCI ExpressやUSB 3.0ならPIPEなど）を利用できるためそれほど難しくは

作業の中で行う必要があります。コントローラ / PHYのデバッグ / テスト

ありません。しかし1つのPHYで複数のプロトコルをサポートする場合は、

容易化インターフェイスを接続するロジックのインターフェイスとしては、

PHYを複数のコントローラに接続してこれらを適宜切り替えて使用するよ

SoCのメモリーマップに配置できる利点もあるため、
AMBA® APBプロトコル

シノプシスはIP Acceleratedイニシャティブの一環として、事前検証済み

うなロジックを設計する必要があります。

を使用するのが一般的です。

のソリューションを完全に統合したIPサブシステムを開発し、これを個々

することが求められるようになっています。

への接続まではカバーしません。PHYとコントローラの接続、および割り

知識を活用しながら、シノプシスはSoC設計チームとの共同作業を通じて

しますが、これらをSoCに統合するには複数のクロック・ドメインが必要

込み、DMA、パワー・マネジメント、デバッグ / テスト容易化のために追加

SoCの要件を洗い出し、デザインのフィージビリティを評価し、性能メト

ユーザーによる統合作業のコスト

になります。たとえばPHYとコントローラは同じクロック・ドメインで動作

IPのコスト

したロジックをテストするには、設計者自身で新しいテストベンチを作成

リクスを検証します。次にシノプシスは、IPのパラメータを設定し、SoCの

し、SoCは別のクロック・ドメインで動作し、オンチップ・バスに接続する

しなければならないことがほとんどです。このテストベンチを正しく設計

クロック / リセット、
DMA、
割り込み、
テスト容易化 / デバッグ要件に合わせて

コントローラのアプリケーション・インターフェイスはまた別のクロック・

すれば、このレベルで記述したテストのすべてをSoCのテストに再利用でき

サブシステム内の事前設計済みブロックをカスタマイズします。シノプシス

ドメインで動作するといった場合があります。

ます。

のDesignWare ® インターフェイスIPサブシステムをご利用いただくと、

IPのコストを100とした場合の
IP統合の総コスト

50

検証編

これらの事前設計済みサブシステムとシノプシスが持つプロトコルの専門

方法を決定します。多くの場合、コントローラのクロックはPHYから供給

Support Q&A

また、複数のプロジェクトにご利用いただけるため、コストも分散できます。

そのIP専用であり、複数コンポーネントのインターオペラビリティやSoC

フィジカル編

使用してチェックできます。しかしIPに付属するテストベンチのほとんどは

を決定し、これらの相互接続の方法、およびSoC全体のクロックへの接続

Support Q&A

デザインの大半は完成しており、サブシステムをいち早くご提供できます。

る必要があります。そのためには、まずコントローラとPHYのクロック要件

論理合成編

インターフェイスIPサブシステムの開発自体は事前に完了しているため、

各コンポーネントのコンフィギュレーションは、それぞれのテストベンチを

Support Q&A

RTLがすべて完成しても、まだデザインの検証と合成の作業が残っています。

をSoCに統合し、このインターフェイスをSoCの一部として正しく動作させ

リスクを軽減しながら製品の差別化に専念でき、製品の早期市場投入が

0
現在
図1. IP調達コストとほぼ同等のコストが統合作業で発生

まず、IPの統合作業に従事している設計者の多くがそのIPのプロトコルに関
する専門知識を持っていないという問題があります。IPが利用され始めた
当初はどの企業にもプロトコルに精通した専門家がおり、IPを設定して統合
する作業はそれほど問題にはなりませんでした。しかし現在、PHYとコント
ローラの統合を担当している設計者の多くはそのプロトコルの専門家では
なく、しかも多くの場合、こうして完成した「IPサブシステム」をSoCに統合
する作業は、また別のSoCチームが担当しているのが現状です。

しかし、なぜこれが問題なのでしょうか。そもそも、IPはブロックのように
組み合わせるだけで誰でも簡単に統合できるのではなかったのでしょうか。

14

容易化ロジックをSoCに対して一貫性のある1つのインターフェイスに結合

あれば、業界標準として定義されたインターフェイス（USB 2.0ならUTMI、

のユーザー要件に合わせてカスタマイズしたものをご提供しています。

200

100

設定してSoCに接続する作業には、
IPプロバイダが持つプロトコルのノウハウ

PHYとコントローラの設定および接続が完了したら、次はこのサブシステム

250

150

別々のプロバイダから調達した場合、初期化ロジックとデバッグ / テスト
コントローラとPHYの接続についてはどうでしょうか。ごく一般的な構成で

What's New
in DesignWare IP?

●

プロトコルに関する専門知識の欠如

新製品
Custom Compiler

では、サードパーティIPを使用する際に設計者はどのような課題に直面する

同様に、PHYとコントローラを組み合わせたサブシステムをSoCに統合する

次はインプリメンテーションです。設計者は制約ファイルを1つずつ修正し、

際は、SoC全体の割り込みアーキテクチャ、DMAアーキテクチャ、および

これらを必要に応じて結合する必要があります。たとえば通常のPHYは

パワー・マネジメント・ポリシーも考慮する必要があります。
これらはいずれも

SerDesの上位にデジタル層があるため、PHYの制約をコントローラの制約

IPインターフェイスの設計を難しくします。たとえばローパワー・ステート

と結合してこれらすべてを一緒に合成する必要があります。合成に加え、

に移行するためのパワーダウン・シーケンスはプロトコルによってそれぞれ

設計者はサブシステム全体に対してLintツールによる独自ルールのチェック、

異なります。インターフェイスの両側でパワー・マネジメント・レイヤを追加

CDC（クロック・ドメイン・クロッシング）チェック、その他の社内デザイン

シノプシスは、各種アプリケーション向けに専用ハードウェアと完全な統合

する際は、これらの要件を考慮に入れる必要があります。また、プロトコル

ルールの遵守チェックを実行する必要があります。

ソフトウェア環境、およびコンフィギュレーション・ツールを組み合わせた

本来のローパワー機能の上位にパワー・ゲーティングを必要とするSoCの
場合、パワー・ゲーティングの要件をPHYおよびコントローラと連携させる
必要があります。SoCに複数のインターフェイスがあると、その数だけ複雑
さが増します。

実現します（図2）。

ARCプロセッサ・ベースのサブシステム

完全なソリューションとして、ARC®プロセッサ・ベースのサブシステムもい

インターフェイスIPサブシステム

くつかご提供しています。たとえばDesignWare Smart Data Fusion IP
Subsystemは、DSPエンジンを備えた低ゲート数 / 低消費電力のARC

IPプロバイダは今、ユーザーに対するIPの提供方法の見直しを迫られていま

EM5D、EM7D、EM9D、EM11D RISCプロセッサのいずれかをベースに、豊富

す。サードパーティIPを利用する設計チームは、IPプロバイダが持つプロト

なI/Oペリフェラルと高速算術演算（三角関数）アクセラレータを組み合わせ

ほとんどのコントローラ / PHYは初期化が必要で、何らかのデバッグ /

コルの専門知識を活用してSoC統合のリスクを軽減しながら、コストをかけ

たもので、幅広い種類の超低消費電力IoTアプリケーションに対応できるよ

テスト容易化ロジックを備える必要があります。PHYとコントローラを

ずにインターフェイスをIPに追加したいと考えています。IPのパラメータを

う最適化されています。このサブシステムのソフトウェア・ライブラリには、
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異なります。インターフェイスの両側でパワー・マネジメント・レイヤを追加

CDC（クロック・ドメイン・クロッシング）チェック、その他の社内デザイン

シノプシスは、各種アプリケーション向けに専用ハードウェアと完全な統合

する際は、これらの要件を考慮に入れる必要があります。また、プロトコル

ルールの遵守チェックを実行する必要があります。

ソフトウェア環境、およびコンフィギュレーション・ツールを組み合わせた

本来のローパワー機能の上位にパワー・ゲーティングを必要とするSoCの
場合、パワー・ゲーティングの要件をPHYおよびコントローラと連携させる
必要があります。SoCに複数のインターフェイスがあると、その数だけ複雑
さが増します。

実現します（図2）。

ARCプロセッサ・ベースのサブシステム

完全なソリューションとして、ARC®プロセッサ・ベースのサブシステムもい

インターフェイスIPサブシステム

くつかご提供しています。たとえばDesignWare Smart Data Fusion IP
Subsystemは、DSPエンジンを備えた低ゲート数 / 低消費電力のARC

IPプロバイダは今、ユーザーに対するIPの提供方法の見直しを迫られていま

EM5D、EM7D、EM9D、EM11D RISCプロセッサのいずれかをベースに、豊富

す。サードパーティIPを利用する設計チームは、IPプロバイダが持つプロト

なI/Oペリフェラルと高速算術演算（三角関数）アクセラレータを組み合わせ

ほとんどのコントローラ / PHYは初期化が必要で、何らかのデバッグ /

コルの専門知識を活用してSoC統合のリスクを軽減しながら、コストをかけ

たもので、幅広い種類の超低消費電力IoTアプリケーションに対応できるよ

テスト容易化ロジックを備える必要があります。PHYとコントローラを

ずにインターフェイスをIPに追加したいと考えています。IPのパラメータを

う最適化されています。このサブシステムのソフトウェア・ライブラリには、

15

What's New in DesignWare IP?
IPサブシステム：IP統合の新しいアプローチ

ICCM
AHBバス

メモリー
コントローラ

組込みSRAM

組込みROM

実行

コミット

パイプライン
割り込み
コントローラ

ブリッジ

タイマー

デバッグ

組込みシステム

シノプシス

Bluetooth IP

プロダクト・マーケティング・マネージャー

Manuel Mota

APEX

ハードウェア
アクセラレータ

システム
コントローラ

DCCM

ソリューション・グループ

エッジ・デバイスからゲートウェイを経由してクラウドに接続する IoT（Internet of Things）アプリケーションでは、無線接続が必須の
要件となります。本稿では、低消費電力の IoT エッジ機器に無線機能を追加するシノプシスの Bluetooth® Low Energy（LE）IP について
ご説明します。

APBバス
IP0

IP1

…

IP0

…

IPN

転送量がそれほど多くなく、低消費電力であることが求められるため、無線

コネクティビティ

主に 2 つのアプリケーション分野に注力しています。1 つはインフォテイン

接続には Bluetooth LE プロトコルを使用します。これ以外に、ホーム・

ARCとAPEXを統合した組込みシステム

メントやフィットネス / 健康を目的としたウェアラブル機器、そしてもう

オートメーションや M2M アプリケーションの無線接続には、IEEE 802.15.4

1 つはスマート家電、安全 / セキュリティ機器、スマートシティ / スマート

規格に基づいたプロトコルなどが利用されることもあります。

図3. ARC APEXテクノロジによりサブシステムの柔軟な設定と拡張をサポート

メーターなどの M2M（Machine-to-Machine）アプリケーションです。
ハイエンドのIoTエッジ・デバイスは、携帯電話や電子ブック・リーダーなど

すべてのI/Oに対する省フットプリントのドライバおよび各種信号処理

経由でのメモリー・アクセスをなくすことができます。また、APEXを利用

アルゴリズムをサポートした豊富なDSP関数が含まれます。この統合型

するとARCプロセッサの補助レジスタと外部インターフェイスを使用して

ソリューションは、IoTエッジ機器で一般的なセンサー、音声、ジェスチャ、

ペリフェラルを密結合することもできます。こうするとペリフェラルに直接

お よ び 基 本 的 な オ ー デ ィ オ 処 理 を 組 み 合 わ せ た「 常 時 オ ン 」の デ ー タ・

アクセスできるようになり、スレーブ・バス（通常はAPB）が不要になります
（図3）。メモリーとペリフェラルの両方を密結合すると組込みシステム全体

ハイエンド・デバイスは高いコンピューティング性能を備え、より多くの

います。現在、無線接続、セキュリティ、エネルギー効率、センサー処理に関

メモリーを必要とします。これらのデバイスは通常 Linux ® や Android™

する要件を満たした革新的な IoT デザインが市場に次々と投入されています

などの高機能な OS を実行し、外部 DRAM メモリーに接続するための DDR

（図 1）。

メモリー・インターフェイスを備えています。ハイエンド・デバイス向け
SoC は 40nm 以降の先端プロセスでインプリメントされることが多く、16 /

の面積と消費電力が削減され、バス・ベースのインプリメンテーションに比べ

14nm FinFET テクノロジが使われることもあります。これらのデバイスは

DesignWare Smart Sensor & Control IP Subsystemはデジタルおよび

性能が大幅に向上します。
性能と消費電力の改善は、
メモリーやペリフェラル・

デ ー タ 転 送 量 が 大 き い た め、無 線 接 続 に は Wi-Fi®、セ ル ラ ー 3G / 4G、

アナログ・センサーのデータ処理に最適化されており、センサー / 制御の

レジスタに頻繁にアクセスするワークロードで特に顕著です。

Bluetooth LE などの規格が採用されます。

データを低消費電力で処理してホスト・プロセッサの負荷を軽減します。こ

バッテリ動作時間
を延長しながら
追加できる
コネクティビティ

オンチップへの
センサー統合

アクセラレータで構成されます。DesignWare Smart Sensor & Control

削除）できます。ARC APEXテクノロジを利用すると設計チームがカスタム

IP Subsystemは、自動車、モバイル、産業、IoT市場で急速に採用が拡大して

命令を追加してプロセッサの性能をさらに最適化できるほか、特定の機能を

いる幅広い種類のセンサー処理 / 制御アプリケーションの要件を満たした

ハードウェアで実行して、これをプロセッサ・パイプラインから制御すると

事前検証済みの完全なソリューションです。

いったことも可能です。
これは、
構成が固定されたプロセッサ・アーキテクチャ

IoT 機器のバッテリ動作時間を延ばすため、SoC の機能は複数のブロックに

では仕様を十分に満たすことのできない低コスト・インプリメンテーション

分割してインプリメントされます。音声起動のように常時動作するブロック

ディオ・サブシステムとして提供することにより、SoCへの統合を支援しま
す。このサブシステムはDesignWare 32ビットARCオーディオ・プロセッサ、

図 1. IoT の要求を満たすために、さまざまな分野で技術革新が進行中

まとめ

が、バッテリ容量に限りがあるため、どのような SoC アーキテクチャであれ
エネルギー効率は特に重視されます。

はダイナミック・パワーを削減し、アイドル状態の時間が長いブロックは

をターゲットにしている設計チームで特に重宝する機能です。

ウェア、およびプロトタイピングの組み合わせを事前検証済みの完全なオー

エッジ・デバイスは 1 回の充電で少なくとも数日程度の動作が要求されます

スタティック・パワーを削減することが重要となります。

IoTエッジ・デバイスのSoCアーキテクチャ

消費電力を抑えるため、無線接続には Bluetooth LE が使われます。この

IoT エッジ・デバイスの SoC アーキテクチャは、ローエンド・デバイスか

も最小限に抑えられています。これ以外のローパワー設計手法として、

ハイエンド・デバイスかによって異なります。ローエンドの IoT エッジ・

クロック・ゲーティング、パワー・ゲーティング、スマート・バイアス制御、

デバイスは低コストで、コンピューティング性能はそれほど高くありません。

DVFS（動的電圧・周波数制御）なども利用されます。

プロトコルは低デューティ・サイクルで動作し、接続と再接続に必要な時間

標準デジタル・インターフェイス、アナログ・オーディオ・コーデック、および

シノプシスは、事前に設計を済ませた一連のサブシステム・アーキテクチャ、

すぐに使用できる完全なソフトウェア環境で構成されます。
このソフトウェア

ブロック、テストベンチを利用して個々のSoCに最適化したIPサブシステム

環境には、Dolby®、DTS®、およびSRSの最新のフォーマットをサポートする

を低コストでご提供しています。短期間で効率よくカスタマイズを行うため、

ソフトウェア・オーディオ・コーデックを網羅したライブラリが含まれており、

シノプシスはIPブロックを組み合わせて変更を加え、設計仕様を満たすよう

また、SoC にフラッシュを内蔵しており、外付けメモリーは使用しません。

ホスト・アプリケーションにシームレスにプラグインされます。24ビット・

にカスタム・ブロックまたは機能を追加し、最後にSoC環境内でサブシステム

ローエンド・デバイスはメモリー・フットプリントの小さいコンパクトな

55nm や 40nm などのファウンドリ・プロセスは、ゲート密度の向上、消費

オーディオ・ストリームをサポートしたDesignWare SoundWave Audio

を検証するところまでを手がけています。単にPHYとコントローラを統合

リアルタイム・オペレーティング・システム（RTOS）で動作するものが多く、

電力の大幅な削減、製造コストの低減など、IoT アプリケーションに大きな

Subsystemは、
デジタル・テレビ、
セットトップ・ボックス、
Blu-ray™ディスク、

するだけでなく、カスタマイズしたインターフェイスIPサブシステムをご

OS レスで動作するものもあります。また、プロセス・テクノロジのアナログ

メリットがあります。また、これらの世代にはデバイスのしきい値電圧を大幅

サウンドバー、メディア・プレーヤー、ポータブル・オーディオ、タブレット

提供することによって、より高い機能と価値を実現しています。このような

機能を利用してペリフェラルおよびセンサー・インターフェイスを多数統合

に引き上げて超低電圧動作と低リークを実現した ULP（Ultra-Low-Power）

など最新のオーディオ・アプリケーションの厳しい性能要件を満たします。

アプローチをとることで、シノプシスは個々の設計仕様に合わせてカスタ

しているのもローエンド・デバイスの特徴です。使用するプロセス・テクノ

プロセスも用意されています。

マイズしたインターフェイスIPサブシステムを短期間でご提供し、必要な

ロジは、コストおよび組込みフラッシュ利用の可否を考慮して最適なものを
選択します。これまで、ローエンド・デバイス向け SoC は 180nm や 90nm

IoTエッジ・デバイスに最適な無線接続ソリューション

ARCプロセッサはARCプロセッサ・エクステンション（APEX）テクノロジを

機能を統合するのに要する期間とコストの削減に貢献しています。また、

サポートしており、ユーザー定義の拡張命令をコアに追加できます。このた

個々のアプリケーション要件に合わせて構成を柔軟に変更できるARCプロ

プロセスでも組込みフラッシュが利用できるようになり、55 ～ 40nm への

無線通信プロトコルには多くの種類があり、システム設計者は個々のアプリ

め、ARCコアを統合したサブシステムを使用すると、ARCプロセッサに命令

セッサ・ベースのサブシステムを、事前検証済みの完全なハードウェア /

移行が進んでいます。この結果、あらゆる動作モードでさらなる消費電力の

ケーションに最適なものを選ぶ必要があります。通常、ウェアラブル機器に

およびデータ密結合メモリー（ICCM / DCCM）を簡単に構成でき、AHBバス

ソフトウェア統合型ソリューションとしてご提供しています。

削減が可能となっています。

は Bluetooth LE が理想的ですが、NFC（Near-Field Communication）の方

などのプロセスでインプリメントするのが一般的でしたが、最近では新しい

検証編

侵害やマルウェア
などを防ぐ
普遍的な
セキュリティ対策

して設計チームは個々の要件に応じて命令やコプロセッサを追加（または

Support Q&A

新しい
デファクト
スタンダード
の出現

優れた省電力性が求められるIoTエッジ・デバイス

インターフェイス、データ・コンバータ・インターフェイス、ハードウェア・

フィジカル編

センサー処理

Support Q&A

エネルギー効率

論理合成編

セキュリティ

密結合アーキテクチャのサポート以外にも、ARCプロセッサの拡張性を利用

Support Q&A

無線接続

のサブシステムはARC EM4またはEM6プロセッサ、シリアル・デジタル・

DesignWare SoundWave™ Audio Subsystemは、ハードウェア、ソフト
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のコンシューマ向け携帯機器と同様のSoC アーキテクチャを採用しています。

れらのアプリケーションは半導体市場において技術革新の牽引役を果たして
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