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ストレージ、カメラ、ディスプレイ向け高速インターフェイスの開発を実現する UniPro および UFS コントローラ IP

まとめ

Time-to-Market（市場投入時間）の要求が厳しさを増す中、設計チームに

M-PHY IP を含め、事前に設計済みのコンフィギュラブルな IP を使用するこ

とってハードウェア・プロトタイプを利用してSoCと他のデバイスの連携

とにより、設計チームはホスト・プロセッサとデバイス IC を接続する高性能

DesignWare IPを利用した
IP-XACT設計/検証環境の構築

なチップ間インターフェイスを低リスクで開発できます。シノプシスは完全
なUFS ホスト・ソリューションを提供すると同時に、アプリケーション・レ

テムには UniProコントローラまたは UFS ホスト・コントローラが組み込ま

イヤ開発用にUniPro ベースのプラットフォームを提供しています。デバイ

れています。実証済みのコントローラとPHY コンポーネントを使用してシ

ス IC（ストレージやイメージ・センサなど）インターフェイスのアプリケー

ステム・コンポーネント間のインターオペラビリティを容易にテストできる

ション・レイヤを内製で自由に設計することにより、設計チームはソリュー

最近のSoC デザインは使用するIPコンポーネントの数が増えていますが、そ

ため、リスクを抑えて開発期間の短縮が図れます。

ション全体を差別化して付加価値を高めることができます。

の一方でTime-To-Market（市場投入時間）短縮の要求は高まるばかりで、設

シノプシス DesignWare IP 担当 シニア・マーケティング・マネージャ John A. Swanson

はじめに

計者はデザインの開発と更新を容易化できる手法を模索しています。こうし
た要求に応えるために策定されたのが、IEEE-1685 規格（IP-XACT）です。

トコルに利用できる実績あるUniPro ベースのプロトタイピング・プラット

IP を追加することにより、シノプシスは高信頼性のUniPro ベースのプロト

シノプシスのDesignWare デジタル IPコアはこの規格を完全にサポートし

フォームを提供して、設計サイクルの加速を支援しています。

コルと JEDEC UFSコネクティビティに必要なすべての機能を、ハードウェ

ており、コンフィギュレーション済みのコアまたはサブシステムの1つの

ア・プロトタイピングも含めて完全なソリューションとして１社で提供して

「ビュー」としてIP-XACTファイルを生成できます。また、シノプシスは設計
者が作成したIPをパッケージ化し、設計フローに容易に統合できるツールも

います。

協業によるリスク軽減

ご提供しています。

業界標準に基づいて複雑な IP を開発するためには、業界パートナーとの緊

DesignWare UFSとUniPro IP を利用すると、システム・アーキテクトは完

ありません。本稿では、IP-XACT 規格の概要、IP-XACT IPの構築および生成

のベンダにも供給を行っており、このことが規格の普及を後押しする役割も

シノプシスは IP のラインナップ拡充を続けており、現在のアプリケーショ

を作成する方法についてご説明します。

果たしています。

ン・プロセッサにおけるほとんどのアプリケーション・ニーズをカバーして

方法、そしてコンフィギュレーション済みコンポーネントのIP-XACTビュー

います。PHY およびコントローラIP 以外にも、検証用IP、短期間でのドライ
また、シノプシスはすべてのペリフェラルとコンポーネント・ベンダとも協

バ開発を支援するサンプル・ソフトウェア、ASIC開発と並行してハードウェ

IP-XACT XML

IP-XACTとは

力し、各社のイメージ・センサ、ストレージ・デバイス、ディスプレイ、RFIC

ア・プロトタイピングを可能にするボードなど、シノプシスは包括的な IP ソ

IP-XACT は、特定の言語やベンダに依存しない IP 記述用の XML スキーマ

と互換性のあるIP の提供に万全を期しています。

リューションをご提供しています。

で、
「プラグイン」機能を実現するためのジェネレータ・インターフェイス

IP-XACT ジェネレータ

コンポーネントの
デザイン・ビュー（ファイル）

を含んでいます。IP-XACT は特定の設計言語や設計ツールに依存せず、効
率 的 で、す で に 十 分 な 実 績 も あ り ま す。こ の ス キ ー マ は 既 存 の XML
（W3C®：The World Wide Web Consortium）標 準 を ベ ー ス に、Tight
Generator Interface（TGI）と呼ばれるジェネレータ・インテグレーショ

図1. IP-XACT コンポーネント

ン用の標準 API（Application Program Interface）を追加して開発された
ものです。もともと The SPIRIT Consortium によってリリースされたこ
のスキーマは、現在 IEEE-1685 として標準化されており、IEEE の方針に
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XML スキーマは、XMLドキュメントまたはドキュメント構造の有効な構成
要素を定義するためのものです。XML スキーマでは、以下のものが定義さ

• どの要素が子要素か
• 子要素の数と順序

シノプシスが提供するデジタル IPは非常に柔軟なコンフィギュレーション
が可能で、ユーザーはこれらのIPをターゲット・アプリケーションに合わせ
てコンフィギュレーションし、デザインに容易に組み込むことができます。
シ ノプ シ ス のIPで は、ユ ー ザ ー の コン フィギ ュレ ー シ ョン に 基 づ い て
IP-XACTファイルが生成されます。つまり、設計者はコンフィギュレーショ
ンの XMLマスタ・ビューを1つだけ作成しておけばよく、コンフィギュラブ
ルなIPに関するIP-XACT の制約を気にする必要がありません。図2 は、1つ
のコンポーネントをさまざまな形にコンフィギュレーションして、多くの異
なるコンポーネントを生成した様子を示しています。生成したコンポーネン
トのIP-XACT 表現はそれぞれ異なります。

• 空の要素かテキストを含むことのできる要素か
• 要素と属性のデータ・タイプ
• 要素と属性のデフォルト値と固定値
ご注意いただきたいのは XML自体には何の機能もないことです。XMLは情
報の構造化、保存、伝達を目的に作成された単なるプレーン・テキストです。
プレーン・テキストを扱えるソフトウェアならXMLも扱うことができますが、
XML を理解できるアプリケーションであれば XML タグを特別な方法で処理

ビュー
パラメータ
コンポーネント

できます。タグの機能的な意味は、個々のアプリケーションの性質によって

メモリーマップ

異なります。XMLにはあらかじめ定義されたタグはなく、ユーザーが独自に

ポート

タグを定義します。XMLはIP-XACT のようなスキーマをサポートできるよ
うに設計されています。
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基づいてバリデーションとリリースが行われています。

検証編

ローラIPはいずれも現在ご提供中です（図４）
。

るように支援もしています。シノプシスはモバイル機器で使われる半導体

Support Q&A

ソリューションを使用した各社独自のインプリメンテーションをテストでき

IP-XACTファイルとジェネレータは、IPブロックを別の観点から表現した「も
う1つのビュー」と考えることができます。

フィジカル編

の構築に必要な情報を抽出するためにIP-XACT を利用している企業も少なく

ンポーネントにマッピングした様子を示したものです。単純に言えば、

Support Q&A

バッチ・フローにIP-XACT を使用する機会が増えています。また、検証環境

プリメンテーションを提供します。UniPro v1.41および UFS v1.1コント

ンポーネントのインターコネクト情報も含まれます。図1 は、IP-XACTをコ

論理合成編

（CSI-3）
、ディスプレイ（DSI-2）の各アプリケーションに最適化されたイン

ることを確認すると同時に、これらのテスト装置メーカーがシノプシスの IP

複数のコンポーネントを接続すると、IP-XACT デザイン・ファイルになりま
す。このファイルには、上記の属性のほか、デザインに含まれるすべてのコ

Support Q&A

も協力し、各社の製品が規格の最新のインプリメンテーションに適合してい

ネントのドキュメント制作（レジスタの説明など）にIP-XACTを使用するケー
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ス・ノードに最適化した開発を進めています。また、テスト装置メーカーと

シノプシスはファウンドリと連携し、各社のロードマップや最新のプロセ

• ビュー（追加のデータ・ファイル）

Technology Update

本稿でIP-XACTを取り上げた理由はシンプルです。IP-XACT 規格をサポー
トするツールが増えた結果、最近ではコンフィギュレーション済みコンポー

• ポート
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全なインターオペラビリティを備えた実証済みのトータルなソリューション
を単一の IP ベンダから調達できます。

密な協業が必要です。

• バス・インターフェイス

最新技術情報

将来への対応を強化したM-PHY IP をベースに、DesignWare UFSとUniPro

• レジスタ

コンポーネント2
コンポーネントの
コンフィギュレーション
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コンポーネント4

インターフェイス

コンポーネントN

IP-XACTは、コンポーネントやシステムをXML形式で記述します。コンポーネ
図 4. 急速に拡大中のMIPI プロコトル市場に向けた包括的な IPソリューション
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シノプシスは、UFS インプリメンテーションや CSI-3/DSI-2 など将来のプロ

• メモリーマップ

Partner Highlight

をバリデーションすることがますます重要になっています。こうしたニーズ
に応えるため、シノプシスのHAPS FPGA ベース・プロトタイピング・シス

2013

FPGAプロトタイピング
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前ページより続く

ントには、XMLに直接マッピング可能な属性として次のようなものがあります。

図2. コンポーネントのコンフィギュレーション
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