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big.LITTLEアーキテクチャを最大限に活用するにはアプリケーション負荷

フェラルを追加することも、big.LITTLEアーキテクチャのコンフィギュレー

の変動をいかにうまく活用するかが鍵を握りますが、これを実チップが手に

ションを変更することもできます。

エンジニアの皆さんならご承知のとおり、目的を達成するにはそれに適した

高いパフォーマンスと究極の電力効率を両立

アプローチが必要です。ARM big.LITTLE プロセッシングは、まさにそうし
た手段を提供します。高い演算性能が要求されるタスクには高性能プロセッ

プロセッサ設計では非常に高いパフォーマンスと優れた電力効率を両立しよ

サを利用し、それほど負荷の大きくないタスクには電力効率に優れたプロ

うとすると、どちらも中途半端なアーキテクチャに終わってしまう場合があり

セッサを使用することで、スマートフォンなどワークロードの変動が大きい

ま す。そ こ で、ARM社 は「ビ ッ グ」な 高 性 能 プ ロ セ ッ サ（Cortex™-A15

アプリケーションのバッテリ持続時間を最大 70% 延長できます。

MPCore™プロセッサ）と電力効率に優れた「リトル」プロセッサ（Cortex-A7
MPCoreプロセッサ）を非対称のヘテロジニアス・マルチコア・システムと
して組み合わせたbig.LITTLE プロセッシングによってこの問題の解決を

ありません。big.LITTLE マルチコア・アーキテクチャの効果を最大限に引

図っています。

バーチャル・プロトタイプの利点
バーチャル・プロトタイプとは、開発中のシステム全体の機能を完全に表現

バーチャル・プロトタイピング環境を導入するには、プロセッサを含めシス

した高速なソフトウェア・モデルです。バーチャル・プロトタイプで実行す

テムを構成する各種コンポーネントのソフトウェア・モデルがすべて揃って

るコードは、実チップが完成したらハードウェアにそのままポーティングで

いることが前提となります。その点、ARM 社はプロセッサ開発の一環として

きます。バーチャル・プロトタイプは物理的なハードウェアの完成に依存し

プロセッサ・モデルも開発しており、新しいプロセッサの提供開始と同時に

ないため、ハードウェア設計チームは実チップ完成の最大12 ヶ月以上前の

その Fast Modelも提供しています。ARM 社は Fast ModelとRTL の両方に

段階でソフトウェア開発チームに支給できます。このため、開発期間を短縮

全く同一のバリデーション・スイートを使用しており、Fast Modelはハード

して市場でのシェア争いを優位に進められます。

ウェアに対する高い忠実度を備えています。

バーチャル・プロトタイプがソフトウェア開発者にもたらす利点は他にもあ

また、シノプシスもUSB 3.0 や GMAC® を始め、DesignWare インターフェ

ります。ハードウェアと違って、バーチャル・プロトタイプのデバッグはシ

イス IP モデルを幅広く提供しており、アプリケーションのサブシステム設計

ステム性能に負担をかけないため、デバッグ・ツールやプロセス自体によっ

を支援しています。

てデザインの動作が変わりません。このため、実際のユーザー・シナリオを
実行して繰り返し可能な結果が得られます。

これら2 つのプロセッサは命令セット・アーキテクチャ（ISA）が共通で、
キャッシュ・コヒーレンシを完全にサポートしたインターコネクトで接続さ

VDK（Virtualizer Development Kit）
VDK は、シミュレーション対象のバーチャル・プロトタイプを提供するソフ

シノプシスのVirtualizer Development Kit（VDK）を使用すると、設計チー

れています。割り込みは、共有型コントローラによってアクティブなプロ

ムはハードウェアが完成する最大12 ヶ月前からソフトウェア開発をスタート

セッサに送られます（図1）
。

トウェア開発キット（SDK）です。VDK は各種デザイン向けに提供されてお

スク・マイグレーション・ソフトウェアなどの複雑なソフトウェア・スタック

このアーキテクチャでは、ソフトウェア開発者は 2 つのプロセッサ・クラス

解析ツール一式、サンプル・ソフトウェアで構成されています。

を、実際に即したユーザー・シナリオを用いてシミュレーションし、トップク

タ間で自動的にタスク・マイグレーションを実行できるほか、両方のクラス

ラスのパフォーマンスと電力効率の最適なバランスをとることができます。

タに1つの実行環境を割り当ててマルチ・プロセッシングも行えます。

り、特定のデザインのバーチャル・プロトタイプ、マルチコア用のデバッグ /

できます。VDKでは、ソフトウェア開発者はLinux、Android、マルチコア・タ

バーチャル・プロトタイプが含まれます。このバーチャル・プロトタイプは、

たとえばユーザーが Google Maps™で地図を調べる場合、ソフトウェアはリ

ARM 社提供の Fast ModelとシノプシスのDesignWare モデルを使って構築

クエストをなるべく高速に処理できるよう、このタスクを Cortex-A15 プロ

しています。これらのモデルを使用すれば、設計チームは一般的なモバイル

セッサに割り当てます。その後、着信通話があるとブラウザ・セッションほ

やコンシューマ・アプリケーション・プラットフォームのバーチャル・プロ

ど高速に処理を実行する必要がなくなるため、タスクの実行を Cortex-A7 プ

トタイプを短期間で作成できます。

ロセッサに切り替えて電力効率の向上を図ります。
big.LITTLE プロセッシングの利点を最大化するには、機器の実際のユース

一般に、SoC の新規開発では実チップ（ターゲット・ハードウェア）が完成
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ケースと個々のユーザーのプロファイルに合わせてタスクの切り替えポリ

する前にソフトウェア・コードを開発しなければならず、これがソフトウェ

ARM 社、プロセッサ部門

シーを最適化することが重要です。

ア開発チームにとって大きな課題となっています。また、ハードウェアが完

マーケティング担当副社長

成した後もコードの動作を可視化するのは容易ではなく、デバッグの効果と

通常、Linux では Cortex-A15 プロセッサとCortex-A7 プロセッサを2 つの

生産性を妨げる要因となっています。

異なる電力ステートと見なしてDVFS（Dynamic Voltage and Frequency
Scaling）機能によってタスク・マイグレーションを制御します。Linuxには、

割り込み

これらの電力ステート間の遷移を制御するガバナーとして、performance、

GIC-400

powersave、ondemand、userspace などの種類が用意されています。
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ンをさらに加速させます。

big.LITTLE のパフォーマンスと電力効率を最大限に活用できます。

Support Q&A

マルチコア向けソフトウェアの開発

プ ロ セ ッ シ ン グ 用 の VDK を ご 提 供 し て い ま す（図2）
。こ の VDK に は、
big.LITTLE プロセッシングの Versatile™ Express ボードを完全に表現した
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リューションで、パートナー・エコシステムにおけるイノベーショ

フトウェア解析ツールが含まれており、設計チームはこのツールを使って
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ミリーは、ソフトウェアの早期開発を可能にする非常に効果的なソ

big.LITTLE プロセッシング向け VDK には、タスク・マイグレーション・ソ
シノプシスは、Cortex プロセッサ向け VDK ファミリーとして big.LITTLE
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な注意を払う必要があります。

サポートしたシノプシス社のARM Cortexプロセッサ向けVDKファ

タスク・マイグレーション
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グレーション・ソフトウェア・レイヤとLinux スケジューラの設計にも十分

します。
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限に引き出すには、プロセッシング・サブシステムだけでなくタスク・マイ

犠牲にすることなく高いソフトウェア・スループットも両立しています。こ
のため、バーチャル・プロトタイプ上での OS ブリングアップも数秒で完了
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big.LITTLE プロセッシングで高いパフォーマンスと優れた省電力性を最大
Cortex-A15 プロセッサと big.LITTLE プロセッシングを

ソフトウェアのプロダクション・コードを開発するにはなるべく高いリアル
タイム性が VDK の動作に要求されるため、これらのモデルは機能の精度を

き出すには、ソフトウェア開発チームによるbig.LITTLE 処理に適したコー
ドの開発、最適化、インテグレーションが重要になります。

モデルの早期利用
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しかしプロセッサ・アーキテクチャだけで目的をすべて達成できるわけでは

イヤの作成と最適化といった複雑な作業を簡単に行えます。
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バーチャル・プロトタイプの利点について、ARM 社のRobert Kaye 氏とシノプシスの Tom De Schutter がご説明します。

要があります。
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ARM 社の革新的な非対称マルチコア・アーキテクチャの優れたパフォーマンスと電力効率を最大限に活用できる

VDK を使用すれば、設計チームはマルチコア・アーキテクチャ向けソフト
ウェアの開発、マルチコア・タスク・マイグレーション・ソフトウェア・レ
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フォーマンスと消費電力にどのような影響を与えるかを詳細に観測する必
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図 2. big.LITTLE プロセッシング向け VDK
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一般に、どのような状況でクラスタを切り替えるかは、カーネルと Android
パワー・マネージャのガバナーを組み合わせて決めるのがベストです。たと
えば電話機能がアイドル状態でスクリーンがロックされており、RSSフィー

この VDK に含まれるマルチコア・デバッグ / 解析ツールは完全な可制御性

ドが更新されている場合、特に処理を急ぐ必要はないためパワー・マネー

と可観測性を備え、すべてのプロセッサとプラットフォーム・コンポーネン

ジャは Cortex-A7 で処理を実行するようにします。一方、ビデオ再生時は音

トの間でデバッグを同期する機能があります。VDK に標準で用意されてい

声や動画がスムーズに再生されないと困るため、パワー・マネージャはタス

るLinux、Android、タスク・マイグレーション用のサンプル・ソフトウェア・

クが Cortex-A7に切り替わらないようにします。

スタックを一部修正するだけで、設計チームは VDK を使った作業をすぐに
図 1. big.LITTLE のプログラマーズ・ビュー（PV）
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開始できます。VDK は設定と拡張も容易に行え、設計チームが独自のペリ
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マルチコア向けソフトウェアの開発

プ ロ セ ッ シ ン グ 用 の VDK を ご 提 供 し て い ま す（図2）
。こ の VDK に は、
big.LITTLE プロセッシングの Versatile™ Express ボードを完全に表現した

フィジカル編

リューションで、パートナー・エコシステムにおけるイノベーショ

フトウェア解析ツールが含まれており、設計チームはこのツールを使って

Support Q&A

ミリーは、ソフトウェアの早期開発を可能にする非常に効果的なソ

big.LITTLE プロセッシング向け VDK には、タスク・マイグレーション・ソ
シノプシスは、Cortex プロセッサ向け VDK ファミリーとして big.LITTLE

論理合成編

な注意を払う必要があります。

サポートしたシノプシス社のARM Cortexプロセッサ向けVDKファ

タスク・マイグレーション

Support Q&A

グレーション・ソフトウェア・レイヤとLinux スケジューラの設計にも十分

します。

最新技術情報

限に引き出すには、プロセッシング・サブシステムだけでなくタスク・マイ

犠牲にすることなく高いソフトウェア・スループットも両立しています。こ
のため、バーチャル・プロトタイプ上での OS ブリングアップも数秒で完了

Technology Update

big.LITTLE プロセッシングで高いパフォーマンスと優れた省電力性を最大
Cortex-A15 プロセッサと big.LITTLE プロセッシングを

ソフトウェアのプロダクション・コードを開発するにはなるべく高いリアル
タイム性が VDK の動作に要求されるため、これらのモデルは機能の精度を

き出すには、ソフトウェア開発チームによるbig.LITTLE 処理に適したコー
ドの開発、最適化、インテグレーションが重要になります。

モデルの早期利用

オートモーティブ
ソリューション

しかしプロセッサ・アーキテクチャだけで目的をすべて達成できるわけでは

イヤの作成と最適化といった複雑な作業を簡単に行えます。

最新技術情報

バーチャル・プロトタイプの利点について、ARM 社のRobert Kaye 氏とシノプシスの Tom De Schutter がご説明します。

要があります。

Technology Update

ARM 社の革新的な非対称マルチコア・アーキテクチャの優れたパフォーマンスと電力効率を最大限に活用できる

VDK を使用すれば、設計チームはマルチコア・アーキテクチャ向けソフト
ウェアの開発、マルチコア・タスク・マイグレーション・ソフトウェア・レ

News Release

ARM社のbig.LITTLEプロセッシング向けソフトウェア
の早期開発開始を支援

可視化できる環境を用意して、2 つのプロセッサ間でのタスク切り替えがパ
フォーマンスと消費電力にどのような影響を与えるかを詳細に観測する必

ニュースリリース

入る前の段階で決定しなければなりません。そのためにはデバイス内部を

I＄
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userspace ガバナーを追加してタスク・マイグレーションをきめ細かく制御
することが求められます。

CPU 1
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図 2. big.LITTLE プロセッシング向け VDK

L2 キャッシュ + SCU

CCI-400
キャッシュ・コヒーレント・インターコネクト

一般に、どのような状況でクラスタを切り替えるかは、カーネルと Android
パワー・マネージャのガバナーを組み合わせて決めるのがベストです。たと
えば電話機能がアイドル状態でスクリーンがロックされており、RSSフィー

この VDK に含まれるマルチコア・デバッグ / 解析ツールは完全な可制御性

ドが更新されている場合、特に処理を急ぐ必要はないためパワー・マネー

と可観測性を備え、すべてのプロセッサとプラットフォーム・コンポーネン

ジャは Cortex-A7 で処理を実行するようにします。一方、ビデオ再生時は音

トの間でデバッグを同期する機能があります。VDK に標準で用意されてい

声や動画がスムーズに再生されないと困るため、パワー・マネージャはタス

るLinux、Android、タスク・マイグレーション用のサンプル・ソフトウェア・

クが Cortex-A7に切り替わらないようにします。

スタックを一部修正するだけで、設計チームは VDK を使った作業をすぐに
図 1. big.LITTLE のプログラマーズ・ビュー（PV）
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開始できます。VDK は設定と拡張も容易に行え、設計チームが独自のペリ
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ARM 社の big.LITTLE プロセッシング向けソフトウェアの早期開発開始を支援
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前ページより続く

FPGA ベース・ハードウェア・プロトタイプは、数 MHz の処理性能、実機環
境に即したI/O 接続、そしてソフトウェア開発やフィールド・テストのため
のプロトタイプ配布が容易な可搬性など、SoC 開発チームに高い価値をもた
らします。FPGA ベース・プロトタイプは、組込みソフトウェア開発やハー
ドウェア /ソフトウェア・バリデーションに必要十分なシステム動作速度を
備えています。FPGA ベース・プロトタイプを導入すればハードウェア / ソ

ARM DS-5
システム可視性

フトウェアのコンカレント・エンジニアリングが可能になり、多くの設計チー

big.LITTLE

利益率（ROI）を最大化するため、最近では FPGA ベース・プロトタイプとホ

ボード

スト・ワークステーションを接続し、シミュレータなどのEDA ツール、ユー

テスト/デバッグ用
スクリプト

ミュレータにロックされ、
シミュレータがハードウェア内部のDUT（Device

活用するチームが増えています。

Under Test）
を制御します。
パフォーマンスは制約されますが、
シミュレータ
のテストベンチを再利用するには理想的なアプローチです。
また、
シミュレー

い SoC デザインに接続して種類の異なるモデル・ソリューションを組み合

ウェア内のDUTとシミュレータ（またはASICエミュレータ）がメッセージ・

わせるようにすれば、機能検証用システムの早期活用、深いソフトウェア・

パッシング・トランザクションを利用して通信します。
このトランザクション

スタックのMIPS スループット向上、現実に即したインターフェイスへのア

は抽象度が高く頻繁には発生しないため、
全体的なパフォーマンスが向上し

クセスによる通信プロトコルのコンプライアンス・テストなど、さまざまな

ます。設計者も使い慣れたインターフェイスを利用できます。CPUベースの

プロトタイプ・プロジェクトの目標を達成できます。

バーチャル・プロトタイプを作成する業界標準言語としてはSystemCが採用

VDK の マ ル チ コ ア・ト レ ー ス 解 析 ツ ー ル を 使 う と、Cortex-A15 や
Cortex-A7 プロセッサで実行されているソフトウェアを詳細に観測でき、イ

VDK ではあらゆる動作をスクリプトで記述できるため、一連のイベント・

ンテグレーション・エラーのデバッグに役立ちます。

シーケンスを記録して再生することも容易に行えます。このため、同じポイ

インサーキット
プロトタイピング

MHz

れば詳しく調べるのが困難ですが、それが可能なのもバーチャル・プロトタ
イプの大きな利点の1つです。

トランザクタ・ベース
バリデーション

ントに対するイベントをデバッグしたり、リグレッション・テスト用のシナ

・バーチャル・プロトタイプと

リオを作成したりできます。

FPGAプロトタイプを
TLMリンクで接続

ドパーティ製のデバッガと組み合わせて使用し、ソースコードを表示してバ
「次世代のパフォーマンスと電力効率を両立したスマートなインターネット
接続デバイスを開発するため、ARMのbig.LITTLE プロセッシングを採用す

セッサ・ベース・システム向けのLinuxとAndroidネイティブ・アプリケーショ

る企業が増えています。こうした中、ARMとパートナー各社は強力なエコシ

ンの開発を簡略化するソフトウェア開発ツール・スイートです。

ステムの整備を含めた開発支援環境づくりを進めてきました。Cortex-A15
プロセッサとbig.LITTLE プロセッシングをサポートしたシノプシス社の
ARM Cortex プロセッサ向け VDKファミリーはソフトウェアの早期開発を

タスク・マイグレーション・ソフトウェア・スタックを組み合わせた VDK

可能にする非常に効果的なソリューションで、パートナー・エコシステムに

を利用することにより、ソフトウェア開発者は早期段階でタスクの解析と最

おけるイノベーションをさらに加速させます」
（ARM社、プロセッサ部門マー

適化に着手し、ビッグとリトルの 2 つのプロセッサ・クラスタをきめ細かく

ケティング担当副社長、Jim Nicholas 氏）
。

パフォーマンス

グの箇所にもズームインできます。この VDK は最新の ARM Development
Studio 5（DS-5™）デバッガをサポートしています。DS-5は ARM 社製プロ

シナリオ再生機能

・シミュレータのAPIを使用
・シミュレーション・テストベンチ

実際のハードウェアを使ってデバッグを行う際、設計チームにとって難しい

ランスを実現します。

のは、複雑なシナリオで発生するバグをいかにして再現するかという点で
す。ハードウェアのタイミングがわずかに変わるだけで、一度発生したバグ

ARM 社のプロセッサとシノプシスの VDK を組み合わせれば、ソフトウェア

が次のテストでは発生しない場合があります。

開発者は高い可制御性と可観測性を活かしながらソフトウェアのブリング
アップとデバッグを短期間で完了し、ハードウェアが完成する最大12 ヶ月

VDK にはシナリオ再生機能があり、ユーザーは様々な動作モードを正確に再
現したり、アーキテクチャの各種オプションが消費電力とパフォーマンスに
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与える影響を調べたりできます。

前からソフトウェアの開発をスタートできます。

インターフェイス

・テストベンチ不要
・HW/SWバリデーションに効果的

・SCE-MI準拠が可能
・クロック・ドメイン間の非同期
動作をサポート

フリーラン

タイプへのトランザクション
レベル・リンク

・SCE-MI準拠が可能
・システムレベル・テストベンチ
を再利用

バーチャル・プラットフォームと
ハンドシェイク

・

早期ブリングアップに効果的

ARM big.LITTLE プロセッシングは、演算負荷が大きく変動する高性能アプ

・ワークステーションとのリンクなし
・現実に即したスティミュラスと

・シミュレータからFPGAプロト

を再利用

まとめ
リケーションで、独自のアプローチでパフォーマンスと電力効率の最適なバ

協調シミュレーション

タイプへの信号レベル・リンク

kHz

ます。

トランザクション・ベース
検証

・シミュレータからFPGAプロト

切り替えてサブシステムのパフォーマンスと電力効率を最大限に高められ

検証編

も容易になります。トランザクション・ベース検証のシナリオでは、ハード

Support Q&A

タからFPGAプロトタイプへRTLをインクリメンタルに橋渡しすると、活用

大な機能検証を完了しないと作成できません。しかしRTL より抽象度の高

フィジカル編

FPGA プロトタイプは ASIC の RTL デザインに基づいて作成されるため、膨

Support Q&A

ようなタイプのユーザー・シナリオは、確定的で繰り返し可能な環境がなけ

このユースケースからも分かるように、ソフトウェア・モデル、デバッガ、

協調シミュレーションのシナリオでは、
FPGAプロトタイプはAPIによってシ

ザー・アプリケーション、バーチャル・プロトタイプなどとの通信リンクを

論理合成編

あった場合など、異なる動作モードの相互作用も詳しく調べられます。この

ア・タスクが Cortex-A15とCortex-A7 のどちらのプロセッサで動作してい

また、このVDKをARM社やLauterbach社のソフトウェア・デバッガなどサー

バリデーション、完全自律型のインサーキット・プロトタイピングの 4 つを
示しています。

この再生機能を使うと、たとえばユーザーがゲームをプレイ中に通話着信が

ブ CPU ステータス」ウィンドウには、その時点で実行されているソフトウェ
るかが表示されます（図3）
。

ベル・リンクによるトランザクション・ベース検証、トランザクタ・ベース・

Support Q&A

VDKのハードウェア/ソフトウェア・デバッグ・ツールに含まれる「アクティ

接続方法をパフォーマンスと自律性の観点から分類したものです。ここで
は、信号レベル・リンクによる協調シミュレーション、トランザクションレ

最新技術情報

図 3. マルチクラスタ / マルチ CPU システムのデバッグ

そしてもう1つはハンドシェイクの頻度を減らしてパフォーマンスを高めた
トランザクションレベル・リンクです。次のグラフは、プロトタイプの各種

Technology Update

シノプシスのVDKツール

FPGA プロトタイプと他のモデル環境の間で通信を行うための技術は主に
2 つあります。1つはサイクル・レベル実行に対応した信号レベル・リンク、

オートモーティブ
ソリューション

ムがスケジュールを数ヶ月単位で短縮することに成功しています。一方で、
システムの可能性を最大限に引き出し、プロトタイピング・システムの投資

FPGAベース・プロトタイプの通信リンクと
トランザクタ・テクノロジ

最新技術情報

FPGAベース・ハードウェア・プロトタイプのROIを向上

Technology Update

ステータス

ポリシー

News Release

ソフトウェア制御

FPGAベース・ハードウェア・プロトタイプと
バーチャル・プロトタイプのリンクにより
ハードウェア/ソフトウェア・バリデーションの負担を軽減

アクティブCPU

マイグレーション

ニュースリリース

タスク

big.LITTLE

シミュレータとハンドシェイク
シミュレータにロック

低い

高い

自律性
図 1. プロトタイプの各種接続方法の比較
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