また、マーケット規模の大きなアプリケーションに特化した開発支援技
術の開発への取り組みも、ここ数年の当社の大きな特長です。一例を

の政治摩擦、円高・法人税高・エネルギー高をはじめとする六重苦

挙げますと車載システム開発技術への注力です。自動車開発の安全

にあえぐ日本企業、とりわけエレクトロニクス/ 半導体企業の苦境と悪

基準 ISO-26262 への対応が求められる現状にあって、開発現場では

材料には事欠かない一年でした。こうした状況の多くは構造問題に

故障注入検査のようなシミュレーションによる安全検査体制の確立が

起因するだけに来年になればスッキリするという類の課題ではありま

不可欠となっています。シノプシスでは、マルチドメイン・モデリング・

せん。長期化を覚悟しなければならない厳しい状況の中で企業が取

ソリューション Saberと、当社が圧倒的なシェアを誇るTCADテクノ

り組むべき方向性とはなんでしょうか？
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最新技術情報

FinFETの可能性と課題

トタイピング・ソリューション Virtualizer 上での故障シミュレーション

でしょうか。集中とは、言うまでも無くマーケットの現状を見据えたビ

を実行することにより、上位レベルの設計・検証段階で高い精度と信

ジネス戦略に基づいて自社ならではの差別化技術へフォーカスするこ

頼性を確保することができます。

とですが、ここでいう選択とは自社のフォーカス分野以外を補完する
手段として最適な ECO パートナーを選択することです。それが、技術

さらにシノプシスでは、積極的な M&A 戦略によるイノベーション加速

投資効果の最大化と開発コストの最小化につながる最短距離であり、

にも引き続き取り組んでいます。昨年は SpringSoft 社とEve 社の統

そういう体制にいかにスピード感を持って移行できるかが、最短距離

合により、お客様が必要とされる検証技術を大幅に強化拡充いたしま

を最速で駆け抜ける決め手となると思います。

した。前述の仮想プロトタイプならびにハードウェア・プロトタイプや

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

10

シノプシスの場合、ECO パートナーに関して言えば、強力なコア・コン

わることにより、機能検証に必要な検証エンジンは全て揃いました。ま

ピタンシーを持つキー・プレーヤー各社と緊密な協業関係を構築して

た開発現場では、検証という作業の性質上デバッグ工程に費やす時

います。たとえばARM 社とは、ローパワー・インプリメンテーション・

間が大半を占めますので、このデバッグ効率を高めることが検証効率

DesignWare IPを利用したIP-XACT設計/検証環境の構築

13

VCS の RTLシミュレーションに、Eve 社のエミュレーション技術が加

What's New in DesignWare IP?

フローや検証用IP、仮想プロトタイプなど、お客様の製品開発の鍵を握

を高める鍵となります。Protocol Analyzer や Performance Checker

るあらゆる分野で、EDA 業界随一の強力なパートナーシップを確立し

といった解析デバッグ機能を提供するDiscovery VIP に、自動デバッ

だくために大胆な技術投資を継続しています。前述のローパワー設計

TSMC 社、シノプシスに “Partner of the Year 2012” を授与

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
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
シノプシス、SpringSoft 社の買収を完了

論理合成編

フィジカル編

論理合成ツール：Design Compiler / 論理等価性検証ツール : Formality
次世代フィジカル・デザイン･システム：IC Compiler
HDL シミュレーション・プラットフォーム : VCS

検証編

EDSFair x ET 2012 出展のご報告

ARM Technology Symposium 2012 出展のご報告
JMAG ユーザー会 2012 出展のご報告

日本のエレクトロニクス/ 半導体ビジネスにとっては、数年間にわたり

メソドロジ、最先端プロセス・ノード対応の設計ツール群やインター

閉塞感に満ちた困難が続いてまいりました。それは、これからも続くで

フェイスIP はもとより、ロジック・ライブラリ、メモリー・ライブラリに

しょう。しかし振り返ってみますと、それは今に始まった話ではありま

も力を入れて取り組んでいます。製品差別化の観点で大きな意味を

せん。古くは第一次・第二次オイルショックやプラザ合意といった大

持つ特定用途向けプロセッサを短期間で開発するための設計ツールと

波に始まり、その後も紛争、摩擦、市場構造変化といった様々な荒波

それをインプリメンテーションにつなげていくための設計フローをご提

をかぶり、一時は首をすくめながらも、そのたびに日本企業はたくまし

22

供しているのも当社だけです。マルチコア SoC の浸透に伴い規模と

く復活を遂げてまいりました。賢明な日本人は今回も困難を乗り越え、

複雑度が激増しているソフトウェア開発をより早期に開始するための

更なる飛躍を遂げられると信じて止みません。日本企業にはそれだけ

24

仮想プロトタイピング・ソリューションやFPGAベース・ハードウェア・

の底力と技術の蓄積があります。シノプシスは、日本再生の鍵を握る

プロトタイプ環境についても常に最新技術を追求し、さらには開発プ

技術者の皆様の最適な ECO パートナーとして、最善を尽くし、最良を

ロジェクトの進捗に合わせて最適なプロトタイプ技術を柔軟に活用し

お届けし、そして皆様とともに歩んでまいります。

26

ていただくために、両者を組み合わせたハイブリッド・プロトタイピン
グ・システムも開発しました。また後述しますが、ハードウェア検証の

Event/Seminar Report

イベント / セミナー・レポート

に進化した AMS 設計技術をご提供してまいります。

発コストの低減に貢献できるベストECO パートナーとして選んでいた

シノプシスと TSMC 社、20nm リファレンス・フローの提供で協業
シノプシス、TSMC 社から “Interface IP Partner of the Year” を受賞

サポートQ&A

SpringSoft 社の Lakerといった優れた設計テクノロジを統合し、さら
それと同時にシノプシスは、お客様各社の差別化技術の開発支援と開

28

検証編

シノプシスと TSMC 社、3 次元 LSI 設計ソリューションを提供

21

Support Q&A

ニュースリリース

フィジカル編

野がありますが、こちらもMagma 社の Titan、Ciranova 社の Herix、

News Release

Support Q&A

シノプシスが強化する分野としてアナログ /ミックスドシグナル設計分

で3年連続となる Interface IP Partner of the Year を受賞しています。

論理合成編

て Partner of the Year 2012 を授与されており、IP に関しては今年

Support Q&A

デバッグ環境というトータル検証技術をご提供してまいります。また、

18

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

ニュースリリース

デバッグ・ソリューションが加わることにより、優れた検証エンジンと

社からは、TSMC 20nmリファレンス･フローの共同開発の成果を受け

最新技術情報

グ・システムとして評価の高い VerdiをはじめとするSpringSoft 社の

向けに最適化したフローやIPを最速で構築しています。特にTSMC

Technology Update

ています。ファウンドリ各社とも緊密に協力し、各社の最先端プロセス

最新技術情報

What's New
in DesignWare IP?

6

最新技術情報

短期間での設計収束を可能にする早期RTL エクスプロレーション

やはり、極めるべきは「集中と選択」の一語に集約されるのではない

複雑化に対応するため、検証テクノロジ強化にも果敢に取り組んでお
ります。さらに 3D デバイスなど最先端デバイス開発支援のための
TCAD 技術の強化などなど、今後重要度が増す設計テクノロジの開
発に多面的に取り組んでおります。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
日本シノプシス合同会社
社長

藤井 公雄

Galaxy デザイン・セミナー 2012 開催のご報告

登録の
ご変更は

2

毎号、シノプシスの Today&Tomorrow をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
現在お送りしている宛先より、ご住所・ご所属のご部署名・お役職などに変更のある方は、お手数ですが、以下をご連絡ください。
①変更点（お名刺のコピーでも結構です） ②封筒ラベルに記載の 9 桁の数字

Technology Update

Partner Highlight

ロジとのリンクにより、測定不能なデバイス内部情報を用いて素子の
ビヘイビア・モデルを直接抽出する機能をご提供しており、仮想プロ

Partner Highlight

こうも厳しいビジネス環境が続くと、いい加減麻痺しそうになってまい
りますが、今年もEU 問題の長期化、アメリカの経済成長鈍化、中国と

2013

TODAY&TOMORROW
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