シノプシス ＆ 富士通セミコンダクター社

富士通セミコンダクター社、顧客企業の2G / 3G / 4Gベースバンド・デザインに
DesignWare DigRFv4 M-PHY およびDigRF 3G PHY IP を採用
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高速信号処理用のデータパスを設計する際は、決められた消費電力の枠内でアプリケーションの性能要求を満たすアーキテクチャを開発す
る必要があります。並列アーキテクチャは低いクロック周波数で高いスループットが得られるため、消費電力を大幅に削減できます。しか
し、特に設計サイクルの初期段階では並列アーキテクチャのトレードオフ・ポイントを正確に見積もるのが困難です。Design Compiler と

企業紹介
富士通セミコンダクター社は半導体製品の設計、製造、販売を通じ、顧客企
業の多様なニーズに対応した高信頼かつ最適なソリューションおよびサポー
トを提供しています。同社が扱う製品 / サービスには、マイクロコントロー
ラ、ASIC、ASSP、電源ICがあり、モバイル、エコロジー、自動車、画像、セキュ
リティ、高性能アプリケーションなど幅広い分野で高い技術力を誇っていま
す。日本国内はもとより、米州、欧州、アジア地域で開発および販売の拠点
を持つ同社は、グローバルな活動を通じて世界市場に向けて半導体ソリュー
ションを提供しています。

富士通セミコンダクター社の顧客企業は、LTE、UMTS、EDGE をサポートし
世界のすべての FDD および TDD バンドに完全対応したマルチモード / マル
チバンド携帯電話に向け、ローパワー 28nm プロセスによる 2G / 3G / 4G

富士通セミコンダクター株式会社 アドバンストプロダクト事業本部
ワイヤレスソリューション事業部 第二設計部 プロジェクト課長
山崎 大輔氏

シノプシスの DesignWare IP を利用することで、当社の設計リソースを効果的に集中配分し、
全体的な製品開発期間を短縮することができました。
富士通セミコンダクター株式会社
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比較検討するのは現実的でありません（図1）
。

は困難を極めます。
アルゴリズム仕様

多くの信号処理ブロックで消費電力と性能のバランスをとる手段として一般
的なのが、並列構造の採用です。並列アーキテクチャなら低いクロック周波

アーキテクチャの HDL
インプリメンテーションとテスト

数でデータ・スループットを維持できるため、消費電力を抑えることができ
ます [※1]。もちろん、エンジニアリングの世界における選択には必ず何らかの
トレードオフが伴います。並列性を高めた場合のコストとしては、チップ面
積の増加のほか、アーキテクチャの選択肢を検討して消費電力の削減効果を
解析するのに非常に長い時間がかかる点が挙げられます。一般に、アーキテ

新しい
アーキテクチャ

テストベンチ

クチャ設計段階での決定が最終的なチップの消費電力と性能に最も大きな影
響を与えます。

課題：アルゴリズム開発者による消費電力見積もりの精度向上
アーキテクチャの決定が消費電力に与える影響を正確に計測するのは、どの
設計抽象度でも容易なことではありませんが、RTLフローの詳細に不慣れな
アルゴリズム設計者にとっては特に困難な作業となります。また、多くの専門

RTL
シミュレーション

RTL および SDC

SAIF
コンパイル済み
メモリー

Design Compiler
Power Compiler
合成および電力最適化

家がトランザクションレベルおよびアルゴリズムレベルではそもそも消費電
力を正確に計測できるだけの情報が十分に存在しないと指摘しています [※2]。

検証編

概要

「専門スタッフによるシノプシス社の技術サポートは対応も迅速で、非常に
満足のゆくものでした。設計とサポートの両面でシノプシス社はこれからも
当社の要求に応えてくれるという確証が得られたため、今後のプロジェクト
にも DesignWare IP を採用していく予定です。」

ります。したがって、異なるアーキテクチャ間で性能と相対的な消費電力を

処理をサポートできるデータパス・アーキテクチャが必要ですが、その開発

Support Q&A

▶ 経験豊富な技術サポート・チームとの連携により、インテグレーショ
ンが迅速化 / 容易化

マルチ GHz の信号処理デザインを開発するには、消費電力を抑えながら高速

フィジカル編

▶ 低消費電力の目標を達成
▶ 実チップ実証済み IP によりインテグレーション・リスクを軽減

共同作業が必要になるため、経験値の違いがボトルネックとなる可能性があ

Support Q&A

利点

富士通セミコンダクター社は、開発とインテグレーションの全工程にわたり
シノプシスの技術サポート・エンジニアと緊密な連絡をとりながら作業に当
たりました。プロセス・テクノロジと DigRFv4 規格の両方がまだ固まって
いない段階で IP インテグレーションを並行して進めたため、製品開発を成功
させるには富士通セミコンダクター社とシノプシスの間で明確かつ一貫した
コミュニケーションが欠かせませんでした。

ラー・インフラストラクチャ・プロジェクトであれ高速ADCデザインであれ、

論理合成編

専門スタッフによる迅速なサポート

以下の MIPI DesignWare IP
▶ DigRFv4 M-PHY
▶ DigRF 3G PHY

アーキテクチャを開発するにはアルゴリズム設計者とFPGA /ASIC 設計者の

Support Q&A

シノプシスのソリューション

日～数週間という非常に多くの時間と労力を必要とします。しかも、特定の

やテスト / 計測機器でも高速信号処理は重要な役割を果たしています。セル

オートモーティブ
ソリューション特集

▶ 実チップ実証済みの高信頼性 IP によりインテグレーション・リスクを抑
えること

富士通セミコンダクター社にも複雑な IP を内製するだけのリソースはあり
ましたが、同社はカスタム ASIC サービスをタイムリーに提供することを重
視し、シノプシスの DesignWare IP の採用を決定しました。シノプシスの
IP を利用することで、同社はリソースを効果的に集中配分し、全体的な製品
開発期間を短縮することに成功しました。DesignWare IP を組み込んだ同
社の製品は、要求の厳しいモバイル機器アプリケーションに向けて効率、省
電力性、費用対効果の優れたソリューションとなっています。

となっています。通信 / テレコム機器は言うに及ばず、軍事 / 航空宇宙分野

最新技術情報

▶ 個々の標準規格に準拠すると同時に、複数規格間の競合を特定、解決する
こと

刻々と変化する市場において顧客の製品をタイムリーに市場投入するには、
高信頼性の IP が不可欠と富士通セミコンダクター社は考えていました。こ
れに加え、DigRFv4 および DigRF 3G 規格では細かな調整作業も必要となり
ます。そこで同社は、これら規格間の相違点を明確化して対処する作業を共
同で手がけてくれる、信頼のおける IP プロバイダーを探すことにしました。
そして、これらすべての条件を満たしたのがシノプシスおよびシノプシスが
提供する低消費電力の MIPI DigRFv4 M-PHY と DigRF 3G PHY でした。

ある特定のアーキテクチャの設計および検証用の RTL を開発するには、数

アーキテクチャのトレードオフ検討

▶ スマートフォンに求められる高い省電力性を実現すること

DesignWare IP の優れた品質

高速デジタル信号処理は、非常に多くのアプリケーションで欠かせないもの

Technology Update

課題

富士通セミコンダクター株式会社 アドバンストプロダクト事業本部
ワイヤレスソリューション事業部 第二設計部 プロジェクト課長
山崎 大輔氏

積を短時間で検討することができます。このフローについて、シノプシスのFPGA / システム・グループ、シニア・プロダクト・テクニカル・
マーケティング・マネージャの Chris Eddington がご説明します。

Success Story

電力効率を重視した富士通セミコンダクター社の ASIC 製品を利用すること
で、顧客企業は消費電力を抑えた競争力の高いベースバンド製品をスマート
フォン・プラットフォームに組み込み、長時間のバッテリ動作を実現するこ
とができます。

「当社のお客様は、広帯域接続を実現する低消費電力のモバイル機器向けデ
バイスを必要とされていたため、ターゲットのプロセス・テクノロジに対応
し MIPI 規格に準拠した信頼性の高い IP ソリューションが必要でした。そ
こで、4G をターゲットにしたモバイル機器に高いデータ・レートと優れた
省電力性をもたらすシノプシス社の DesignWare DigRFv4 M-PHY およ
び DigRF 3G PHY IP を選定しました。」

Power Compiler を抽象度の高いツールと組み合わせて利用すれば、アルゴリズム設計者が並列信号処理アーキテクチャの消費電力と面

お客様活用事例

富士通セミコンダクター社のワイヤレスソリューション事業部は、マルチ
モード（2G / 3G / 4G / LTE）およびマルチバンド（700 ～ 2700MHz）テ
クノロジをサポートした RF 製品、および顧客企業の低消費電力 / 低リーク
のベースバンド製品に向けた ASIC サービスを提供しています。同社の成熟
した RFIC を利用することで、プラットフォーム・ベンダは 1 つの製品構成
に複数の 2G、3G、4G バンドを柔軟に組み込むことができるため、富士通セ
ミコンダクター社のトランシーバ製品で世界中のすべての携帯電話事業者に
対応できます。

ベースバンド製品を搭載したモバイル・プラットフォームを短期間で市場に
投入したいと考えていました。最初のエンジニアリング・サンプルを受け
取ってから製品の市場投入までの期間を最短化する上で特に重視されたの
が、ベースバンド側の DigRF インターフェイスと RFIC のインターオペラビ
リティです。
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並列信号処理アーキテクチャにおける
消費電力と面積のトレードオフ

Special Announcement
Technology Updateオートモーティブ

当社のお客様のチップは世界中の主要な4G ネットワークへの接続を想定しているため、実績のある高速インターフェイスを用いた最高の
ASIC サービスを提供することが非常に重要になります。シノプシス社には高度なノウハウと長年にわたり高品質なソリューションを提供してき
た実績があるため、DesignWare DigRFv4 M-PHY およびDigRF 3G PHY IP の採用を決定しました。
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消費電力の
見積もり

シノプシスのDesign CompilerとPower Compilerを利用したフローでは、
デザインのアクティビティ・データさえあれば RTL およびゲートレベルで消
費電力を解析、最適化できます [※3]。通常、このソリューションはアーキテク

図 1. 通常、特定のアーキテクチャのインプリメントとテストには非常
に多くの労力が必要なため、アルゴリズム仕様から信号処理アー
キテクチャの消費電力のトレードオフを検討するのは困難

チャのトレードオフを相対的に検討する用途には十分な精度がありますが、
そのためには以下のものが必要となるため、ASIC 設計フローに不慣れなアル
ゴリズム設計者が直接利用することはできません。

信号処理の消費電力解析用ツール / IP
ほとんどの信号処理設計は、MATLAB® / Simulink® など抽象度の高い設計環

1. デザインの RTL

境からスタートします。このような環境でアーキテクチャ検討を行おうとす

2. RTL テストベンチ

ると、RTL および電力データの作成にかかる労力が大きな課題となります。

3. アクティビティ・データ（SAIFファイル）の生成
4. 電力および SAIF に関する論理合成の制約条件（SDCファイル）

シノプシスのSynphony Model Compiler を利用すれば、MATLAB / Simulink

5. コンパイル済みメモリー（オプション）

環境からのフローの多くを自動化できます（図2 P14 参照）
。
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