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最近のプロセス・テクノロジでは、微細化の影響を考慮して RTL 合成を実行しないと設計効率が低下し、システムオンチップ（SoC）の
集積度を高めるメリットが失われる可能性があります。Integrated Device Technology®（IDT）社では、フィジカル・ガイダンスな
どの画期的な新機能を搭載した Design Compiler Graphical を利用することで設計イタレーションの回数を最小限に抑え、インプリメ
ンテーション期間の短縮に成功しました。その詳細について、IDT 社のスタッフ・デザイン・エンジニア、Stacy Frank 氏とシノプシス

4
3.8
3.6
3.4
3.2
3

の合成 / テスト・グループ所属マーケティング・マネージャ、Chris Allsup がご説明します。

2.8
3.3

なお、本稿は Chip Design 2012 年冬号（p.22 ～ 26）に掲載されたものです。

4
3.8
3.6
3.4
3.2
3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

最新技術情報

Stacy Frank 氏

-10%
-5%
1:1
5%
10%

4.2

Technology Update

スタッフ・デザイン・エンジニア

-10%
-5%
1:1
5%
10%

News Release

フィジカル・ガイダンス使用時の相関性
4.4

IC Compiler のパス遅延

シノプシス

4.2

IC Compiler のパス遅延

Integrated Device Technology 社

フィジカル・ガイダンス未使用時の相関性
4.4

ニュースリリース

高度な合成テクノロジを利用して
インプリメンテーション期間を短縮

2.8
3.3

3.4

3.5

Design Compiler のパス遅延

3.6

3.7

3.8

3.9

Design Compiler のパス遅延

図 2．シノプシスの Design Compiler Graphical から IC Compiler へ

「配置配線」と記したブロックは、それぞれの処理に費やす時間を表し

ション・ソリューションはいずれも大きく進歩しました。この結果、集

ています。分かりやすくするため、この図では検証タスクは省略して

積度の高いシステムオンチップ（SoC）の開発が可能になり、世界中でコ

います。

ンシューマ向け携帯デジタル家電が劇的な成長を遂げました。ところが

また、配置最適化が大幅に改善されれば、これらの結果を利用してフィ

ランの作成と修正を Design Compiler 環境から直接行えるようにすれ

ジカル・インプリメンテーションをより有利な条件から開始できます。

ば、SoC の設計生産性は確実に向上します。このアプローチを示した

ンの回数が少なく済むだけでなく、配置ツールの実行時間も短縮します。

プッシュボタン方式でフロアプラン機能に簡単にアクセスできるため、

計効率を低下させ、集積度を高めた SoC を開発するメリットを帳消しに

達成したと判断したら、ネットリストをバックエンドの設計チームにハ

しかねない新たな問題として顕在化しています。

ンドオフします。ところが配置を実行してみるとタイミング違反が見つ

IDT 社で大規模な評価を行ったところ、非常に興味深い結果が得られま

を手軽に検討し、問題を修正しておくことにより、的確なスタートポイ

かり、合成とレイアウトの QoR が一致していないことが判明します。つ

した。図 2 は、タイミング要件が特に厳しいブロックの合成時の遅延と

ントからフィジカル・インプリメンテーションを開始できます。さらに、

まりデザインのタイミング目標は達成できていないため、RTL や物理制

配置最適化後の遅延を散布図で比較したものです。左側のグラフはフィ

配線密集の予測・緩和機能を利用すると、フロアプランまたは配線の多

約条件の修正が必要となります。これらの修正が終わったら、もう一度

ジカル・ガイダンス・テクノロジを使用しない場合の結果（基準値）で、

いロジック構造を持つネットリストによって生じる潜在的な配線密集の

デザインを合成して配置を実行します。ここで再びタイミング違反が発

遅延の値のほとんどが ±5% 以上の誤差となっています。これに対し、

ホットスポットを容易に見つけることができるため、ターゲットを絞り

ンプリメンテーションで利用できないケースが増えています。双方の結

生すると、合成の QoR が依然としてレイアウトまで維持できていないこ

右側のグラフはフィジカル・ガイダンス・テクノロジを使用して合成を

込んだ最適化を実行して、配線密集を解消してから配置配線へハンドオ

果の相関性が低い場合、デザインのさまざまなコーナー・ケースや動作

とになります。こうして、最終的にタイミング・クロージャを達成して

実行した場合の結果を示しており、遅延値のほとんどが誤差 ±5% の範

フできます。こうすることで、合成と配置配線のイタレーションはさら

モードでタイミング、面積、消費電力の厳しい目標を達成するには、合成、

すべての設計目標が満たされるまでイタレーションを繰り返します。

囲に収まっています。この結果により、配置結果の相関性を高めればタ

に削減されます。

大幅に低下した結果、タイミング、面積、消費電力の結果品質（QoR）に
対する要求が厳しいデザインでは、合成結果をそのままフィジカル・イ

イミング結果の相関性も高くなるという我々の予想が正しいことが確認

フロアプラン、配置配線のイタレーションを長時間かけて何度も実行し

されました。
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渡し、フィジカル・インプリメンテーションをより有利な条件から開始
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できたことの副産物として得られたものといえます。
図 1．合成とレイアウトの相関性が高いとイタレーションの回数が削減され、
インプリメンテーション期間が短縮
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図 3．合成環境から直接フロアプランにアクセスすることで、合成とフロアプランの
イタレーションがデザイン・インプリメンテーション時間に与える影響を削減

が、本稿で紹介する新しい合成テクノロジを利用したことにより、イタ

図 1 の下側のシナリオでは合成結果とレイアウト結果の相関性が高く、

図 1 には合成と配置配線のイタレーションしか示していませんが、実際

レーションの回数を削減し、より少ない時間とリソースでこの目標を達

それぞれ 1 回のツール実行で設計が収束しています。イタレーションの
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も64バイト以上のパケットで20Gbaudのフル・ライン・レートをサポー
トしています。IDT 社は世界初の PCIe2-to-S-RIO2 SoC デバイスを一

ハンドオフ

合成
配置配線

配置配線

しかも、フィジカル・ガイダンスを使用した場合の配置最適化後のタイ

従来

合成

ハンドオフ

フロアプラン

ハンドオフ
合成

フロアプラン

ミングを見ると、フィジカル・ガイダンスを使用しない場合に比べて

し た 複 雑 な ミ ッ ク ス ド シ グ ナ ル IC の 開 発 を 手 が け る IDT 社 で は、
PCIe2-to-S-RIO2 プロコトル変換ブリッジ「Tsi721」の開発に当たり、

RTL 設計者は合成ツール環境からさまざまなフロアプラン・オプション

相関性が
高い場合

WNS（Worst Negative Slack）が 27%、TNS（Total Negative Slack）

合成
配置配線
インプリメンテーション時間

が 37% 改善しています。このことからも分かるように、配置後の QoR
が改善したのは合成ツールから配置ツールにフィジカル・ガイダンスを
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合成 +フロアプラン検討

渡し、フィジカル・インプリメンテーションをより有利な条件から開始

インプリメンテーション時間

できたことの副産物として得られたものといえます。
図 1．合成とレイアウトの相関性が高いとイタレーションの回数が削減され、
インプリメンテーション期間が短縮

発完動で市場に投入するという野心的な設計目標を設定していました

フロアプランニングに即座にアクセス

図 3．合成環境から直接フロアプランにアクセスすることで、合成とフロアプランの
イタレーションがデザイン・インプリメンテーション時間に与える影響を削減

が、本稿で紹介する新しい合成テクノロジを利用したことにより、イタ

図 1 の下側のシナリオでは合成結果とレイアウト結果の相関性が高く、

図 1 には合成と配置配線のイタレーションしか示していませんが、実際

レーションの回数を削減し、より少ない時間とリソースでこの目標を達

それぞれ 1 回のツール実行で設計が収束しています。イタレーションの

の合成工程では、フロアプランニングとの間でイタレーションが発生す

成することに成功しました。IDT 社が利用した新しいテクノロジについ

回数を抑えることで、プロジェクトにかかるインプリメンテーション時

ることがよくあります。合成を実行してみて、タイミング違反や配線密

65nm 以降のプロセスで SoC の大胆な設計目標をタイムリーに達成する

て詳しく解説する前に、合成とレイアウトの結果相関性が低い場合、

間と労力は大幅に削減されます。では、どのようにすればこのように高

集など、フロアプランの変更が必要となる設計上の問題が明らかになる

ために、IDT 社では設計リソースを最大限に有効利用することが不可欠

SoC のデザイン・インプリメンテーション期間にどのような影響が及ぶ

い相関性が得られるのでしょうか。

ことも少なくありません。従来のフロー（図 3 の上側）では、デザインを

となっています。そのためには、合成ソリューションで優れた QoR を達

バックエンドの設計チームにハンドオフした後、フロアプランが修正さ

成すると同時に、その結果を下流のフィジカル・インプリメンテーショ

れます。次に、このデザインをフロントエンドの設計チームに差し戻し、

ン・フローでも維持する必要があります。フィジカル・ガイダンス機能

新しいフロアプラン制約条件に基づいて再度合成を実行します。このプ

を備えたシノプシスの Design Compiler Graphical では合成結果と配置

合成でまず重要となるのが、タイミングドリブンの配置最適化を実行す

ロセスを、合成の QoR 目標が達成されるまで続けます。このようなイタ

配線結果の高い相関性が得られ、より的確なスタートポイントからフィ

合成とレイアウトの QoR の相関性が低いと、設計イタレーションに多

ることです。65nm 以降のデザインでは配線長だけでなく結合容量やセ

レーションは、その後の合成と配置配線のイタレーションにおける合成

ジカル・インプリメンテーションを開始できるため、デザインのタイミ

くのリソースが奪われ、テープアウトのスケジュール遅れという非常

ル密度も考慮に入れる必要がありますが、シノプシスは Topographical テ

工程でも発生します。たとえば、配置配線の段階で配線密集の問題が表

ングが改善し、配置の実行スピードも最大 2 倍に高速化します。これら

に大きなリスクが発生します。図 1 は、一般的な 65nm SoC プロジェ

クノロジでこのアプローチを採用し、Design Compiler Graphical の遅延

面化し、RTL の修正と再合成が必要となる場合があります。

クトにおいて、合成結果とレイアウト結果の間でタイミング、面積、消

モデリング精度を高めています。インターコネクトの遅延モデリングの

費電力の相関性が低い場合と高い場合の 2 通りのシナリオを想定し、

精度を向上することでタイミング精度が改善し、設計フローの早期段階

フロントエンドとバックエンドの設計チーム間で何度も手戻りが発生

デザイン・インプリメンテーション時間を比較したものです。
「合成」、

で設計上の問題を洗い出すことができます。

するとスケジュールにはさらに遅れが生じます。このため、フロアプ

かを見てみましょう。

相関性が低い場合の影響

検証編

ムが 1 回目の合成を実行し、タイミング、面積、消費電力の目標をすべて

Support Q&A

繰り返す無駄が省かれ、短時間で最適なフロアプランに収束しています。

ミングに大きな影響を及ぼすようになっています。このことが近年、設

フィジカル編

合成とレイアウトの非常に高い相関性を得ることができ、イタレーショ

Support Q&A

非常に多くの時間と労力を費やしています。フロントエンドの設計チー

論理合成編

のが 図 3 の下段です。ここでは、合成とフロアプランのハンドオフを

狭くなることでインターコネクトの結合容量が増大し、デザインのタイ

Support Q&A

フィジカル・ガイダンスを IC Compiler に渡して初期配置を実行すれば、

Success Story

上側のシナリオでは、設計が収束するまでのインプリメンテーションに

お客様活用事例

65nm 以降のプロセス世代では、配線長が長くなると同時に配線間隔が

結合容量の増大によって合成結果とその後のレイアウト結果の相関性が
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フィジカル・ガイダンスを渡すことでタイミング・パスの相関性が向上

What's New
in DesignWare IP?

この 10 年で半導体プロセス・テクノロジとデザイン・インプリメンテー

フィジカル・ガイダンスを配置ツールへ提供

まとめ

の新しい合成テクノロジを採用することで、IDT 社は設計イタレーショ
ンの回数を最小限に抑え、プロジェクトのリスクを軽減するとともに、
設計目標を短期間で達成することに成功しました。
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