Special Announcement

5 つのプッシュ・ボタン

多くのソフトウェア開発用汎用ボードが出回っていますが、これらはセット

４つの DIP スイッチ

アップに大変な時間がかかり、貴重なエンジニアリング・リソースを消費す

●

9 つのユーザー LED

●

ハードウェア拡張用の 6 つの 12 ピン・コネクタ（Digilent 社 Pmod™互換）

●

1 つの SD カード・スロット

シノプシスの ARC EM スターター・キット（図 1）はすぐに使用できる完成

●

USB インターフェイス

品として提供されており、設計チームは開発ボードのデバッグに余計な時間

●

20 ピン JTAG コネクタ

るため、プロジェクトのスケジュール遅延を招く一因ともなっています。
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を費やすことなくアプリケーション開発に専念できます。このキットには、
DesignWare ARC EM4 および ARC EM6 プロセッサの典型的ないくつかの
コンフィギュレーションがあらかじめインプリメントされた FPGA に装着さ
れており、設計チームはプロセッサ・モデルのライセンスを別途取得しなく
てもソフトウェア開発に着手できます。ARC EM スターター・キットは低コ

52 の I/O（6 つのデュアル・コネクタと 1 つのシングル・コネクタ）

ARC EM プロセッサ・ファミリ

SD カード

組み込みプロセッサ・コアのARC EMファミリは、次世代ARCv2命令セット・

ストで使いやすく、開発プロセスの早期段階で設計を開始したいというエン

アーキテクチャ（ISA）に基づいています。ARCv2 アーキテクチャの ISA は

ジニアのニーズを満たします。

スケーラブルなパイプラインを採用して高度に最適化されており、組み込み

図 2. ARC EM スターター・キットの機能ブロック

アプリケーションに向けて性能、消費電力、面積のバランスを最適化した最
ARC EM ス タ ー タ ー・キ ッ ト の ベ ー ス・ボ ー ド に は、Xilinx® 社 の FPGA

先端の RISC マイクロプロセッサ・コアを開発できます。

（ボードの機能ブロック図は図2参照）。このカードには4チャネルの12ビッ

ARC EM4プロセッサは、スマート・センサ / アクチュエータ、メモリー・カー

ンボード・フラッシュ・メモリーも搭載されています。設計チームは、ベース・

要とするような組み込みアプリケーションに最適化されています。こうした

ボード上の DIP スイッチで複数のプロセッサ・コンフィギュレーションを切

機器には、メモリー・カード、SSD コントローラ、パワー・マネージメント、

り替えることができます。また、ベース・ボードに実装された SD カード・

携帯型メディア・プレーヤーやその他のモバイル機器があります。

スロットを利用するとさらに多くのアプリケーション・ソフトウェアや

ただけます。

ジュールには、センサ、I / O、データ取得 / 変換、有線 / 無線コネクティビ
ティ、外部メモリーをはじめ多くのインターフェイスが用意されています。
これらの周辺モジュールを利用することで、設計チームは EM プロセッサを
中心に各種回路を追加してサブシステムを構築し、幅広いアプリケーション
向けのソフトウェアを開発できます。

データを格納できます。

まとめ
シノプシスのDesignWare ARC EMスターター・キットにより、SoC設計チー
ムは実際のアプリケーションにおける ARC EM プロセッサ・ファミリの導
入効果を評価し、早期段階でソフトウェア開発を始めることで製品の開発期

万全の開発サポート

検証編

EM6 プロセッサは消費電力とコストを抑えつつキャッシュ・メモリーを必

Support Q&A

EM プロセッサ・イメージのビット・ファイルを格納するための 16MB のオ

でキットの内容を習得してカスタム・アプリケーションの開発に役立ててい

の回路を追加でき、設計チームによるカスタマイズも容易です。Pmod モ

フィジカル編

バッテリ駆動型製品などの組み込みアプリケーションに最適です。ARC

アのほか、AC 電源アダプタ、ケーブル、マニュアルも含まれており、短期間

ペリフェラル・モジュール※1 を使用して I / O インターフェイスやその他

Support Q&A

128MB の DDR3 メモリーのほか、アプリケーション・ソフトウェアや ARC

には、ペリフェラル・ドライバ、リファレンス・デザイン、その他のソフトウェ

この開発ボードには、Digilent 社から発売されている低コストの Pmod I / O

論理合成編

ド、SSD コントローラ、8 / 16 ビット・マイクロコントローラの置き換え、

このスターター・キットに付属するボード・サポート・パッケージ（BSP）

Support Q&A

ト A / D コ ン バ ー タ、オ ン ボ ー ド の 125MHz ク ロ ッ ク・ジ ェ ネ レ ー タ、

拡張が容易

オートモーティブ
ソリューション特集

Spartan®-6 LX45 を搭載した FPGA ドーターカードが装着されています

最新技術情報

APB

●

Technology Update

このベース・ボードには以下のものが実装されています。
●

Success Story

PER

シャーはますます大きくなっています。こうした中、最近の多くのプロジェ
クト成否を左右する課題となっているのがソフトウェア開発です。市場には

お客様活用事例

UART

DBU

キットについて、シノプシスの ARC プロセッサ・マーケティング担当シニア・マネージャ、Mike Thompson がご紹介します。
製品の早期市場投入に関してエンジニアリング・チームが受けるプレッ

新着情報

DDR3 メモリー
コントローラ（EM6 のみ）

表しました。使いやすく、設計サイクルの早い段階でクリティカルなコードの作成からデバッグ、解析までを可能にするこのスターター・
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IBU

ARC EM4/EM6

最新技術情報

USB デバッグ・コンソール

シノプシス ARC プロセッサ・マーケティング担当シニア・マネージャ Mike Thompson

シノプシスは、DesignWare ARC EM プロセッサ・ファミリを用いたデザインの開発期間短縮を支援する新しいスターター・キットを発

Technology Update

128MB DDR3 RAM
（EM6 のみ）

JTAG および USB JTAG

News Release

組み込みソフトウェア開発を加速する
シノプシスのDesignWare ARC EMスターター・キット

ニュースリリース

新着情報

間短縮を実現できます。シノプシスは、低コストのARC EMスターター・キッ
トを 2013 年 4 月から提供開始しています。

このボードには、デバッグが容易に行えるように USB-to-JTAG コンバータ
20 ピン JTAG コネクタ

が付属するほか、シリアル・デバッグ・コンソールも用意されています。デ
バッグ・プローブは、業界標準の 20 ピン JTAG コネクタに対応したものを

ハードウェア拡張用の

9 つのユーザー LED

6 つの 12 ピン Pmod
コネクタ

5 つのプッシュ・ボタン
SD カード・スロット

Mini-USB デバッグ・インターフェイス

利用できます。また、4 線式の JTAG プローブもアダプタを介して JTAG コ
ネクタに接続できます。ソフトウェア開発サポートとしては、広く使用され
ている GNU Compiler Collection※2（GCC）を無償でダウンロード提供し
ています。

４つの DIP スイッチ
※1 Digilent 社 Pmod の詳細につきましては下記のサイトをご参照ください

http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?NavPath=2,401&Cat=9
※2 GNU Compiler Collection の詳細につきましては下記のサイトをご参照ください
図 1. ARC EM スターター・キットのハードウェア・プラットフォーム
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http://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=sw_jtag_gnu
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http://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=sw_jtag_gnu
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