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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
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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
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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
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。

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

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

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

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

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

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、

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

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

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

比較検討するのは現実的でありません（図1）
。
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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
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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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Synphony Model Compiler を利用すると、アルゴリズムおよび ASIC 設計者

このフローでは Simulink シミュレーションに基づいてスイッチング・アク

は MATLAB / Simulink モデルからテストベンチを生成し、このテストベンチ

ティビティ・データを生成できるため、アルゴリズム設計チームは Simulink

が自動的に生成したスクリプトを利用してシノプシスの機能検証ソリュー

シミュレーションを使用してデザインの各種機能モードの消費電力を推定で

ション VCS でスイッチング・アクティビティ・データ（SAIF）ファイルを生

きます。

成できます。ASIC 設計者は VCS で生成したアクティビティ・データをシノプ
シスの Design CompilerとPower Compiler に与えて回路を最適化し、テス

このフローでは、アルゴリズム設計者はプロジェクトの非常に早い段階でデ

トベンチからのスティミュラスに基づいて消費電力を正確に見積もることが

ザインの消費電力を簡単に見積もり、消費電力の目標を満たすようにデザイ

できます。マルチレート・クロッキング・インプリメンテーションの並列度

ンのマイクロ・アーキテクチャを最適化できます。

やアーキテクチャ、その他各種選択肢をユーザーが自由に決定できます。
Design CompilerとPower Compiler は、クロック・ゲーティングやオペラ
ンド 分 離 など、さまざ ま な ゲ ートレ ベ ル 最 適 化 を 実 行し、目的に 合 った

ASIC ローパワー・インプリメンテーション・フロー

DesignWare minPowerコンポーネントを使用します。DesignWare minPower

Synphony Model Compiler はスクリプトを使用してシノプシスのローパ

コンポーネントは消費電力を最適化したデータパス・アーキテクチャをサ

ワー最適化ツールに指示を出します。このため、ASIC 設計チームはローパ

ポートしており、スイッチング・アクティビティとグリッチを抑制したロジッ

ワー設計フローに関する専門知識がなくてもゲートレベルで効果的な結果を

クを合成できます。

得ることができます。ASICローパワー RTL インプリメンテーション・フロー
はデザインの消費電力を推定し、合成プロセスでデザインの消費電力を最適

デザイン例：並列 FFT

化します。

高速フーリエ変換（FFT）は多くの高速 DSP アルゴリズムに見られる一般的な
Power Compiler は、ターゲット・ライブラリで指定されたパワー・キャラク

機能です。FFT の処理を並列化し、低いクロック周波数で目標スループット

タリゼーションと VCSによるRTL シミュレーションで生成されたスイッチン

を達成するインプリメンテーション方法を並列FFT（PFFT）と呼びます。表1

グ・アクティビティを使用して消費電力を推定します。スイッチング・アク

に、4 種類の並列FFT アーキテクチャを Synphony Model Compiler で検討し

ティビティの情報がない場合は、デフォルトのスイッチング・アクティビ

た結果を示します。並列度を高めると、同じスループットを得るのに必要

ティ・データを使用します。

なフレーム当たりの消費電力を削減できますが、面積は増えてしまいます。

アルゴリズム仕様
高位モデル

Synphony Model Compiler
アーキテクチャの最適化とインプリメンテーション

Design Compiler

検証

による ASIC 開発

Synplify による FPGA 開発

・タイミング・クロージャ

・RTL テストベンチ

・デバイスに最適化

・消費電力の制約条件

・C モデル

・DSP マッピング

・マルチクロック・サポート

・シミュレーション・スクリプト

・タイミング・クロージャ

・クロック・ゲーティング

・アクティビティ・データ

・高速なプロトタイプ

・メモリー抽出

図 2. 抽象度の高いアルゴリズム モデルからインプリメンテーションおよび検証用の RTL を生成する Synphony Model Compiler の設計フロー。
ASIC がターゲットの場合、電力解析に関する任意の制約条件を追加して論理合成フローにおけるアクティビティ データの使用と消費電力最適化を自動化できる
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図 3. Synphony Model Compiler の並列 FFT ブロックは同時に処理するサンプル数を最大 32 まで設定可能。
ユーザーが選択したターゲットに最適化された並列マイクロ アーキテクチャが生成される

相対的なダイナミック消費電力は、Synphony Model Compiler のテストベン

しデータパス・アーキテクチャを人手で変更して消費電力と性能のトレード

チで生成したアクティビティ・データを用いて、固定フレーム数当たりの電

オフを決定する作業には時間がかかりミスも起きやすく、複数のアーキテク

力として推定します（図３）
。

チャの消費電力を正確に見積もるのは困難です。

どのアーキテクチャもスループットは同じ2GS /s ですが、並列度が高いほど

ASIC インプリメンテーション / シミュレーション・ツールにはゲートレベル

クロック・レートを大幅に下げることができ、それに合わせてダイナミック

での消費電力の見積もりと最適化に関する強力な機能がありますが、ほとん

消費電力も削減されます。ゲート数の増加によりリーク電力は増えますが、

どのアルゴリズム設計者は ASIC インプリメンテーション・ツールに不慣れ

ダイナミック消費電力の削減分に比べると無視できる程度です。表1に示し

なため、デザインのアーキテクチャ選択が消費電力に与える影響を容易には

たような 4 種類のアーキテクチャの検討と解析を人手で行うと数日から数週

計測できません。このため、設計チームが複数のマイクロ・アーキテクチャ

間かかりますが、Synphony Model Compiler を利用したフローなら数時間で

の消費電力、性能、面積を比較してトレードオフを評価し、仕様を満たす最適

完了します。

なインプリメンテーションを選択することは難しいとされてきました。

Synphony Model Compilerには包括的なデータパス・モデル・ライブラリ

Synphony Model Compiler は下流のインプリメンテーション・ツールに用
意されている電力解析および最適化機能を使いやすくカプセル化してくれる
ため、アルゴリズム設計者はデザインの複数のマイクロ・アーキテクチャを

タを変更して使用することもできます。複数のブロックを用いて完全なカス

容易に比較検討できます。ASIC およびアルゴリズム設計者は、アクティビ

タム・デザインを構築でき、デザインの一部に標準のHDL コードを混在させ

ティ・データの生成と高精度な電力解析をサポートした高位設計フローを用

ることも可能です。

いて短時間で消費電力と面積のトレードオフを検討できます。現在、高速信

オートモーティブ
ソリューション特集

が含まれており、設計者はすぐに作業を開始できます。リファレンス・ブロッ
クをそのまま使用することも、特定のアプリケーションに合わせてパラメー

号処理デザインの設計を手がけている多くのチームが ASIC および FPGA イン

並列 FFT[1]

FFT
スループット
（サンプル / 秒）

システム
クロック

相対
ダイナミック
消費電力 [2],[3]

相対面積 [2]

相対
リーク電力

レイテンシ
（システム
サイクル数）

並列 x2

2 GS/s

1 GHz

1X

1X

.0003

597

並列 x4

2 GS/s

500 MHz

.72

1.23

.0004

332

並列 x8

2 GS/s

250 MHz

.59

1.64

.0008

200

並列 x16

2 GS/s

125 MHz

.49

2.51

.0008

102

[1] Synphony Model Compiler を使用した並列 Radix2-MDC アーキテ
クチャおよびコンフィギュレーション
[2] インプリメンテーション フローには Synphony Model Compiler
H-2013.03 と Design Compiler F-2011.09-SP4 を使用
[3] ダイナミック消費電力は Synphony Model Compiler で生成した 4
フレームのデザインおよびテストベンチ、VCS E-2011.03 のアク
ティビティ データ、Power Compiler F-2011.09-SP1 を使用して
推定

表 1. TSMC 40nm LP で Synphony Model Compiler の ASIC 電力推定フローを使用した場合の並列 FFT の消費電力結果。
同じスループットなら並列度が高い方がフレーム当たりの消費電力を削減できるが、面積は増大する。
消費電力は Synphony Model Compiler のテストベンチで生成したアクティビティ データを用いて固定フレーム数当たりの電力として推定
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データパス設計者は ASIC デザインの消費電力を大幅に削減できます。しか
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ています。並列アーキテクチャを使用してクロック速度を抑えることにより、
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消費電力の解析と最適化は、現在の ASIC 設計に欠かせない重要な作業となっ
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プリメンテーションの両方にSynphony Model Compiler を使用しています。
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※1 出典 Dejan Markovic, Robert W. Brodersen（2012）
『DSP Architecture Design Essentials』
※2 出典 Preeti Gupta（2012）
「 'Early and accurate' power analysis: myth or reality?」
『EE Times』；http://www.eetimes.com/design/eda-design/4370842/-Early-and-accurate--power-analysis--myth-or-reality※3 Power Compiler データシート：http://www.synopsys.com/Tools/Implementation/RTLSynthesis/Documents/powercompiler_ds.pdf
「Using the Parallel FFT for Multigigahertz FPGA Signal Processing」
『Xcell Journal』；http://issuu.com/xcelljournal/docs/xcell_journal_issue_82/51?mode=window&viewMode=doublePage
※4 出典 Chris Eddington, Baijayanta Ray（2013）
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