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図 1. HLS デザインでは、インターフェイスのインテグレーションと検証に膨大な時間がかかり、リスクが大きい。
システム・モデリングで HLS デザインの C モデルが必要な場合は、さらに大きなスケジュールの遅延が発生。
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図 2. HLS で RTLE 機能と自動 C モデル生成機能を利用することで、インテグレーションに必要な労力とリスクを大幅に軽減
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論理合成編

最大限に引き出すことができます。

をカプセル化してSimulink モデルに埋め込めます。RTLEブロックは、シノ

Support Q&A

こうした課題を解消するツールを上手に活用すれば、設計者は HLS の利点を

プシス独自の RTL モデリング・テクノロジと最適化を利用することにより高

News Release

インテグレーション、検証、バリデーションに関して難しい面もありますが、

2. HLS で作成したHDL では、これらのパラメータに対するポートが明示的
に必要

ニュースリリース

各社のさまざまなデバイス・ファミリーに対して、高品質かつ大容量のデザ
イン実装をサポートするための手間もかかります。HLS ツールはシステム・

たとえばシノプシスのRTLE（RTL Encapsulation）機能を利用すると、RTL

最新技術情報

を利用するにはデザインに対する深い知識が要求されるほか、FPGA ベンダ

1. コンフィギュレーション・パラメータ（通常は数百～数千の固定小数点変数）
を使用してHLS デザインを完成させる

Technology Update

機能のHLS 最適化可能な IP が用意されたツールです。通常、これらの機能

柔軟性により、一般的なシステム・シミュレータやバーチャル・プラット
フォーム・ツールのほとんどがサポートされます。

What's New
in DesignWare IP?

手でこの作業を実行しようとすると膨大な作業量が発生し、現実的ではあり

できます。これによってCモデルを人手で作成する必要がなくなり、プロジェ

最新技術情報

す。したがって、HLSデザインをSoCに組み込むには、設計者はSoCインター
コネクトに準拠した標準インターフェイスをRTLレベルで用意しなければな

Technology Update

えています。FPGA ベンダの推定によると、現在のFPGA デザインの約50%
には何らかの形で CPU が組み込まれており、ベンダ各社は CPUコアとFPGA
SoC」と呼ばれるこれらのデバイスはエンドユーザーに大きなメリットをも

人手による C モデル作成

C モデル生成を利用した HLS

C ベースの
システム・モデリング

HLS
ブロック

図 1. HLS デザインでは、インターフェイスのインテグレーションと検証に膨大な時間がかかり、リスクが大きい。
システム・モデリングで HLS デザインの C モデルが必要な場合は、さらに大きなスケジュールの遅延が発生。
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システム・バリデーションとバーチャル・プラット
フォーム用のCモデルを自動生成

Partner Highlight

シノプシス ハイレベル・シンセシス担当 シニア・テクニカル・マーケティング・マネージャ Chris Eddington

最近では、インテグレーション後のHLS デザインおよびフル・システムのシ
ミュレーションとデバッグを高性能な C ベースのシステム・レベル・モデリ

2013

高位合成デザインのFPGA SoCへの
インテグレーションに必要な労力とリスクを軽減

い点です。ハードウェア・アーキテクチャ検討ではパラメータによってサ
ンプル・クロックが変動するため、インターフェイスのインテグレーショ

新年のご挨拶

を使用しており、多くの場合これらのレートには互いに周波数の関係がな

最適化した RTL

検証用
RTL テストベンチ

システム・モデル・バリデーション用
C モデル

HLS
ブロック

図 2. HLS で RTLE 機能と自動 C モデル生成機能を利用することで、インテグレーションに必要な労力とリスクを大幅に軽減

次ページに続く
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Technology Update

News Release

高位合成デザインの FPGA SoC へのインテグレーションに必要な労力とリスクを軽減

前ページより続く

Partner of the Year 2012 をここに授与するものであります。当社は、今後もシ

2012 年 10 月 11 日

シノプシスは、TSMC® CoWoSTM（Chip on Wafer on Substrate）リファレンス・フロー
に認定された包括的な 3D-IC ソリューションの提供開始を発表しました。この設計フ
ローは、シノプシスと TSMC 社が 3D-IC 開発技術に向けて協業を重ねてきた最新の成果
です。これにより、これまで使用されてきた 2D-IC 設計フローから、垂直集積された複
数ダイの設計フローにスムーズに移行できます。この TSMC CoWoS リファレンス・フ
ローは、シノプシスの Galaxy デザイン・プラットフォームのツール群の最新バージョ
ンで構成されています。フィジカル・インプリメンテーション、寄生容量抽出、フィジ
カル検証、タイミング解析などを実行するツール群です。この新しいフローとツール新
機能により設計者は、CoWoS シリコンを用いた複数ダイ・システムの開発にあたって、
設計生産性を向上し、製品の市場投入までにかかる期間と量産開始までにかかる期間を
短縮することができるようになります。

に向けた生産性の高いソリューションを手にされることになります」
デザイン・インフラストラクチャ・マーケティング部門
シニア･ディレクタ

図 3. シノプシス Synphony Model Compiler を利用して高位デザインに DesignWare AXI インターフェイスをインテグレーションしたデジタル無線の例

Suk Lee 氏

シノプシスのフィジカル・インプリメンテーション、RC 抽出、
タイミング解析、フィジカル検証の各ツールがリファレンス・フローに採用

レンス・フローは、このテクノロジ・パートナーシップの最新事例です」
デザイン・インフラストラクチャ・マーケティング部門
Suk Lee 氏

ンできます。この C モデルは Simulink、SystemC シミュレータ、その他のシ

レーブ AXI インターフェイスのRTL を作成します。この例ではシンプルな書

ミュレータで利用でき、しかもインターフェイス・ビヘイビアを含めてハー

き込み専用のAXI 32ビット・バスを使用してRTLを生成し、次にこのRTLを、

ドウェア精度を備えているため、アーキテクチャの帯域幅利用率、バス・ト

シノプシス、TSMC 社から “Interface IP Partner of the Year” を受賞

RTLEブロックを使ってSynphony Model Compiler モデルにインスタンシ

ランザクション、ハードウェア / ソフトウェア分割などのバリデーションに

主な受賞理由は、優れた顧客サポート力、技術力の先進性、豊富なテープアウト実績

エートします。

利用できます。

を使って82のパラメータへ容易に接続できます。また、18ビット、15ビッ

インターフェイスを含めた設計や検証も比較的容易にキャプチャできます。

トのフラクショナル・データ・タイプもSynphony Model Compilerライブ

インテグレーションと検証が完了したら、この高位モデルでHLS を利用して

ラリの変換ブロックを使って符号なし32ビット・バスへ容易に変換できます。

完全なハードウェア・アーキテクチャ検討を実行し、データパスの面積、速

HLSを利用したハードウェア・インプリメンテーション
とアーキテクチャ検討
Synphony Model Compiler のHLS エンジンは、高位モデルから直接最適化
したアーキテクチャを生成します。このマルチレート・アルゴリズムに対し

2012 年 10 月 17 日

シノプシスは、今年で 3 年連続となる TSMC 社の Interface IP Partner of the Year 受
賞を発表しました。受賞理由は、顧客企業の声、TSMC 社の IP 品質包括評価基準である
TSMC9000 への準拠性、高い技術サポート力、豊富なテープアウト実績です。シノプシ
スの DesignWare Interface IP は、USB、PCI Express®、DDR、MIPI®、SATA など業界
で幅広く使用されているインターフェイスの IP を取り揃えており、180nm から 28nm
に至る様々なプロセス・テクノロジをサポートしています。

製品差別化と早期市場投入を支援する各種 IP を提供し続けてこられた実績を評する
ものであります」
TSMC 社

デザイン・インフラストラクチャ・マーケティング部門
シニア･ディレクタ

Suk Lee 氏

て、インターフェイスを含めた消費電力、面積、スループットのトレードオ

HLSは FPGA システム設計に多くの利点をもたらしますが、FPGA SoC への

フをさまざまに検討できます。たとえば、専用のクロックを用意してサンプ

インテグレーションに関して課題もあります。しかし、こうしたシステム・

ル・レートを抑えた並列アーキテクチャでは消費電力を50% 以上削減でき

インテグレーションの課題を解決するツールも存在します。1つは RTL を

ますが、面積は大きくなります。一方、データパスをシーケンシャルにイン

HLS モデルに埋め込むツールで、これによりデザインの大部分でHLS の利点

TSMC 社、シノプシスに ‶ Partner of the Year 2012″ を授与
20nm テクノロジ開発に向けたシノプシスの価値ある貢献を評価

プリメントしたアーキテクチャでは面積を抑えられますが、消費電力は大き

を活かしつつ、必要に応じてサイクル精度のインターフェイスと制御ロジッ
クを指定できます。もう1つは標準のシステム・シミュレータ環境で実行可

まま、このようなマルチクロック・ハードウェア・アーキテクチャを多様に

能な C モデルを、RTLとHLS を含めたデザイン全体に対して自動生成する

検討できます。

ツールです。これらのツールを利用すると、人手によるインターフェイスの
インテグレーションとデバッグが不要になり、プロジェクトの早期段階でシ

ハードウェア検証用RTLテストベンチの自動生成
HLS を使って生成した各ハードウェア・アーキテクチャについて、インター

ステム・インテグレーションと検証を実行できるようになります。このよう
なHLS - SoCフローを利用すれば、人手による作業に伴う労力やミス、リス
クを減らし、生産性を向上させることができます。

を高度に統合したプロトタイピング・ソリューションであり、HAPS Trak 3 の I/O 接続
テクノロジとハイスピード・タイムドメイン・マルチプレキシング（HSTDM）テクノロ
ジの組み合わせにより、従来の接続機構とピン・マルチプレキシングに比べて、プロト
タイプのシステム性能が最大 3 倍向上しています。この最新のプロトタイピング・シス
テムに搭載された Xilinx® 社の最新 FPGA デバイス Virtex®-7 とスケーラブルなアーキ
実装でききます。Virtex-7 の I/O バンクと HAPS Trak 3 コネクター間で実現した柔軟
かつ整合性のとれたピン接続機能により、設計者は、未使用ピン数を最小化しつつ必要
な I/O バンド幅を自在に実装できます。
「スタックド・シリコン・インターコネクト・テクノロジによって実現した Virtex-7
2000T FPGA は、200 万ロジックセルを備え、トランシーバーのシリアル・データ
転 送 速 度 は 12.5Gb/ 秒 に 達 し ま す。デ ザ イ ン 規 模 が 大 き く、高 速 I/O が 必 要 な
ASIC のプロトタイピングには、まさに理想的な FPGA デバイスです。シノプシス社
の HAPS-70 は、Virtex-7 2000T PFGA が ご 提 供 す る 大 規 模 な デ ザ イ ン 容 量 と
I/O バンク機構を活用して、複数の FPGA にまたがるデザイン・プランニングが容易
なプロトタイピング・システムを実現し、超大規模な ASIC SoC 設計にも対応できる

「シノプシス社は、当社と共通のお客様各社の設計目標達成を支援するため、長年にわ
TSMC エコシステムに対するシノプシス社の多大なる貢献、ならびに設計者の皆様の

くなります。HLS を使用すると、同じ20MHz インターフェイスを維持した

始すると発表しました。HAPS-70 システムは、ハードウェア技術とソフトウェア技術

テクチャにより、1200 万から 1 億 4400 万 ASIC ゲートまで、様々な規模のデザインを

た り TSMC9000 プ ロ グ ラ ム に 参 加 し て こ ら れ ま し た。今 回 の ア ワ ー ド 授 与 は、

HLSのインテグレーションを
よりシンプルで効率よく実行

プロトタイピング・ソリューションの HAPS 製品ラインを拡張し、HAPS-70 の提供を開

拡張性を提供しています」
Xilinx 社

FPGA プラットフォーム・マーケティング担当副社長

Tim Erjavec 氏

「プロトタイピング工程の生産性を高め、ハードウェアとソフトウェアのバリデーショ
ンを加速できるシノプシス社の HAPS プロトタイピング・システムは、当社にとって、
ずっと無くてはならないソリューションでした。当社が今後も製品開発を継続してい
くにあたり、当社が開発しているような大規模かつ複雑なデザインをターゲットに、
性能、キャパシティ、デバッグ性が更に強化されたプロトタイピング・ソリューショ
ンをシノプシス社が提供してくださったことを非常に喜んでおります」
Mindspeed Technologies® 社

2012 年 10 月 17 日

シノプシスは、TSMC 20nm リファレンス･フローの共同開発の成果を受け、TSMC 社が
シノプシスに Partner of the Year 2012 を授与したことを発表しました。授与理由は、
シノプシスの広範囲にわたる深い専門技術、ならびにTSMC 20nmリファレンス･フロー
の開発と提供に向けた貢献の大きさです。このフローを構成するシノプシス・ソリュー

VLSI コア・エンジニアリング

エグゼクティブ・ディレクタ

Surinder Dhaliwal 氏

2012 年 12 月 2 日

シノプシス、SpringSoft 社の買収を完了
シノプシスは、特定分野の半導体設計ソフトウェアにフォーカスしたグローバル・カン

ションは、Design Compiler、IC Compiler、StarRC、PrimeTime、IC Validator です。

パニーである SpringSoft 社の買収が完了したことを発表しました。2012 年 10 月 1 日

「シノプシス社は、その卓越した R&D 能力と幅広いソリューションにより、20nm プ

たが、2012 年 11 月 30 日までに残った株式の追加買収が完了し、同社株式を 100％取得

ロセス・テクノロジの開発と提供開始を大きく前進させてくれました。これを評し、

検証編

功させ、両者のお客様に提供してきた数多くの実績があります。今回の 20nm リファ

シニア･ディレクタ

HAPS-70 のスケーラブル・アーキテクチャと
ハードウェア / ソフトウェア統合プロトタイピング・フローにより
プロトタイピング可能なデザイン規模を
1 億 4400 万 ASIC ゲートに拡大、処理能力も向上
シノプシスは、SoC の大規模化と複雑化に対応するため、FPGA ベース・ハードウェア・

「当社とシノプシス社には、最新の TSMC プロセス・テクノロジとそれに対するシノ

TSMC 社

2012 年 11 月 12 日

システム性能が最大 3 倍向上した新しい
FPGA ベース・ハードウェア・プロトタイピング・ソリューション

Support Q&A

消費電力、集積度向上のメリットを活用できるようになります。

ユーザーは、シノプシス DesignWare AXI インターコネクト IP コアからス

図3 に示したように、Synphony Model CompilerとSimulink を使用すると

Joe Convey 氏

フィジカル編

GDSⅡ設計ソリューションを用いて予定通りに設計プロジェクトを進めつつ、性能、低

ン後のデザインをRTL シミュレータよりもはるかに高速にシミュレーショ

度、消費電力のトレードオフを評価できます。

20

20nm テクノロジでの協業により、設計者は、豊富な実績を持つシノプシスの RTL to

最後にCモデルを生成します。このCモデルを使用すると、インテグレーショ

AXIインターフェイスは20MHzで動作し、高位レベルのレート変換ブロック

Design Enablement 担当ディレクタ

Support Q&A

AXIインターフェイスとマルチレート・データパスへの接続

キテクチャの最適化段階で費やされた膨大な努力を基点とする革新的なアプローチで
ARM 社

プシス社の EDA ツール・サポートがもたらすメリットを最大化するための協業を成

システム・バリデーション用のCモデルを自動生成

AXI4 向け Discovery VIP が提供する Performance Checker は、システム・アー

論理合成編

も使用できます。

りました。これらは十分にテストした上で根絶しなければなりません。AMBA 4

Support Q&A

実行できます。アルゴリズムのシミュレーションと検証には Simulink 環境

とつに統合する必要があるため、デザイン上に性能ボトルネックが頻発するようにな

News Release

アもほとんど時間をかけずにわずかな労力で検証できます。

かが非常に重要なポイントとなります。複雑化した SoC は様々な機能ブロックをひ

ニュースリリース

Model Compiler IP モデル・ライブラリを使用すれば、シンプルかつ容易に

「SoC マーケットにおいては、高性能な製品を迅速かつ予定通りに開発できるかどう

最新技術情報

ます。これにより、インターフェイスをインテグレーションしたハードウェ

に基づいた SoC の性能解析とバリデーションが行えるようになり、SoC の性能ボトル

Technology Update

この工程は、マルチレートの固定小数点信号処理をサポートした Synphony

より、SoC 検証チームは、システム・アーキテクチャ定義の段階で設定された測定指標

シノプシスと TSMC 社、20nm リファレンス・フローの提供で協業

20nm デザインルールならびにモデルをサポートします。TSMC 社とシノプシスの

フェイスのビヘイビアを含め RTL の動作を高位レベルの Simulink シミュ

シノプシスは、ARM® AMBA® 4 AXI4TM プロトコル向けの Discovery Veriﬁcation IP
（VIP）の新機能、Performance Checker を発表しました。この機能を使用することに

SoC検証を実現してくれます。これにより、検証工程全体の効率化が可能になります」

トを発表しました。シノプシスの Galaxy デザイン・プラットフォームが、TSMC 社の

レーションと比較しながら検証できるように完全なテストベンチを生成し

Discovery VIP により、
SoC 全体の性能ボトルネックの特定とデバッグが可能に

2012 年 10 月 15 日

シノプシスは、TSMC 20nm リファレンス･フロー向けのプロセス・テクノロジ・サポー

デジタル無線のマルチレート・アルゴリズムを高位レベルで設計

2012 年 10 月 29 日

シノプシス、ARM AMBA プロトコルベース・デザインの検証サポートを拡張
AMBA 4 AXI4 向け Performance Checker の提供を開始

What's New
in DesignWare IP?

AXI ストリーミング
インターフェイスのレートを
20MHz に変更

Suk Lee 氏

最新技術情報

ンにより、設計者の皆様は、性能と消費電力の最適化が施された 3D-IC の製造性確保

高位レベルのマッピング
･ 82 個の固定小数点パラメータ
･ データパス・サンプル・レートへ変換

シニア･ディレクタ

Technology Update

た。シノプシス社の EDA テクノロジと当社の CoWoS テクノロジのコンビネーショ

RTLE と標準の
RTL IP コア（20MHz）を使用した
AXI スレーブ・プロトコル

デザイン・インフラストラクチャ・マーケティング部門

ネックのデバック期間を短縮できます。

「当社とシノプシス社は、長年にわたり設計フローの開発で協業を続けてまいりまし

TSMC 社

TSMC 社

Partner Highlight

高位レベルのマルチレート・データパス
（レートごとに色分け表示）

いります」

2013

TSMC CoWoS テクノロジ向け認証済み統合リファレンス・フローと
デザインキットに選定された初のツール群により、
複数のシリコン・ダイを垂直集積した 3D-IC の開発が可能に

ノプシス社との協業を通じて半導体設計の分野に更なるイノベーションを起こしてま

新年のご挨拶

シノプシスと TSMC 社、3 次元 LSI 設計ソリューションを提供

の時点で、公開買い付けにより同社の発行済み株式の約 91.64％買収を完了していまし
しました。これにより同社は上場廃止となりました。

各ニュースリリースの詳細については、http://www.synopsys.co.jp/pressrelease/index.html をご覧ください。
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