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ProtoLink – 複数のFPGAを使用したSoCプロトタイプ・システムで
シミュレータ並みのデバッグ機能を実現する革新的ソリューション
シノプシス

プロダクト・マーケティング・ディレクタ

Howard Mao

複雑化が進んだ現在の SoC デザインでは、より包括的な検証メソドロジが求

こうしたことから、前述の課題を解決できるだけでなく、幅広い種類の

められます。検証は、バーチャル・プロトタイピングからRTLシミュレーショ

FPGA ベース・プロトタイピング・システムをサポートできる新しいデバッ

ン、エミュレーション、FPGA ベース・プロトタイピングまで、あらゆる階層

グ・ソリューションが求められています。これにより、同じデバッグ・メソ

をカバーしていなければなりません。また、FPGA ベース・プロトタイピン

ドロジを一貫して使用でき、新しいツール習得の負担も軽減されます。

グの重要性も高まっています。これは、実機に即したソフトウェア / 外部イ
ンターフェイスを高速な環境で動作させ、現実的な結果を予測できる最初の

ProtoLink：マルチ FPGA プロトタイプ・システムで
シミュレータ並みのデバッグ機能を実現

機会となるのがFPGAベース・プロトタイピングであることが多いためです。
※1
』では、
『FPGAベース・プロトタイピング・メソドロジ・マニュアル（FPMM）

ProtoLink は、
「オープン」であることを重視して設計されています。この革

FPGA を SoC 開発 / 検証のプラットフォームとして利用する実践的な方法を

新的なマルチFPGAデバッグ・ソリューションは、IP、インターフェイス・ハー

網羅的に解説しています。

ドウェア、デバッグ・ソフトウェアを 1 つのユーザー環境に統合し、シミュ
レータに匹敵する可観測性とデバッグの短 TAT（Turn Around Time）化を

最近のFPGAは大容量化が進んだとはいえ、複雑なSoCを1つのFPGAにマッ

実現します。

ピングするのはまだまだ困難です。そこで、多くの場合はマルチ FPGA プロ
トタイプ・システムが必要となりますが、こうしたシステムのセットアップ

ProtoLink は、シノプシスの FPGA ベース・プロトタイピング・システムで

とデバッグは容易ではありません。また、FPGA ベース・プロトタイピング・

ある HAPS とカスタム FPGA プロトタイプ・ボードのどちらとも組み合わせ

システムを正しく選ぶには、プロトタイピングの利用目的、SoC デザイン自

て使用できます。また、一般的な FPGA インプリメンテーション・ツールと

体の性質、投入できる人員など多くの点を検討する必要がありますが、この

も連携して動作するため、既存のインプリメンテーション・フローを変更せ

ようなシステム選択はいくぶん主観的なものとならざるをえません。さら

ずに導入できます。

に、デザインが異なるとインプリメンテーション・フローも異なります。た
とえばマルチ FPGA ボードのデザイン分割を合成前と合成後のどちらで実行

ProtoLink の革新的なコンセプトの 1 つに、外部インターフェイス・カード

するかは、パフォーマンス要件、設計スタイル、ボード上で利用可能なイン

があります。このカードはプロトタイプ・ボードとワークステーションを接

ターコネクトの数によっても異なってきます。

続するためのもので、以下のような多くの利点を備えています。

こうしたセットアップ作業が完了した後、選択した FPGA ベース・プロトタ

• 各 FPGA に必要なデバッグ・ハードウェアを最小限に抑えられる

イプを効果的に動作させる上で重要な作業となるのがデバッグです。冒頭で
も述べたように、多くの場合、FPGA ベース・プロトタイプはそれ以前のテ
ストとは異なり、実機に即したソフトウェアや外部インターフェイスを高速
な環境で実行してデザインをテストする最初の機会となります。このため、
事前に多くのテストに合格したデザインであっても、FPGA プロトタイピン
グの段階で何らかの問題が発生することは当然予想されます。しかし、従来

ユーザーの実際のデータによると、Xilinx® XC5VLX330 FPGA では面積の
オーバーヘッドは約 1%。Virtex®-6 や Virtex-7 などさらに大容量のデバイ
スでは、1% 未満に抑えられます。
• 商用 FPGA のほとんどと ProtoLink を容易に接続可能

のデバッグ・ソリューションは観測可能な信号やその深さに制約があってエ

各 FPGA で 観 測 し た 信 号 の 値 は、ユ ニ バ ー サ ル・ケ ー ブ ル 接 続 に よ っ て

ラーの根本原因を特定できないことが多く、マルチ FPGA プロトタイプ・シ

ProtoLink インターフェイス・カードに伝送されます。FPGA にケーブル接

ステムのデバッグは困難を極めます。デバッグ中に新しい信号を追加して観

続のための十分なピン / コネクタさえあれば、ProtoLink は異なるプロトタ

測しようとしても、そのためには長時間かけてセットアップ・プロセス全体

イプ・ボードを同じように扱います。

をやり直す必要があり、現実的ではありません。
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図 1. ProtoLink の構成と接続
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図 2. デバッグ時間が半分に短縮され、プロトタイプの検証が加速

• 複数の FPGA、あるいは複数のボードからの信号も
同一ソースからの信号のように扱うことが可能
ProtoLink インターフェイス・カードにはプログラマブルな FPGA が実装
されており、この FPGA ですべてのデータを処理 / 統合し、ランタイム・
イベント / トリガをハンドリングします。このように ProtoLink はマルチ
ザーはどの FPGA の信号でも自由に使用してイベント / トリガをセット
アップできます。
• 数百万サイクル（2 秒間のエミュレーションに相当）にわたって
数千の信号を記録できる 4GB / 8GB のプローブ・メモリー

が大幅に短縮され、複数のデバッグ・イタレーションを 1 日で済ませること
も可能になります。

シミュレータに匹敵するデザインの制御性
プロトタイプ・ボード上でシミュレータ並みのデザイン制御性を実現するに
は、force / release 機能が欠かせません。ProtoLink には、Xilinx FPGA でこ
の機能を利用できるようにするアドオンとして Full Visibility（FV）モジュー
ルが提供されています。
このアドオンでforce / release機能を利用すると、デザイン・モードの制御、
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また、ProtoLink の FV モジュールではすべてのレジスタ / メモリー出力に
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図 1 に、ProtoLink の構成と接続を示します。
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に利用できます。これにより、長時間をかけてセットアップ・フローを再実
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グの直近のトリガを探す必要がありません。
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メモリー容量に制約のあった従来のデバッグ・ソリューションのように、バ
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FPGA デバッグ・ソリューションとしての条件を完全に満たしており、ユー

かも観測したい信号を必要に応じてすぐに追加できるため、デバッグの TAT

ザインの可観測性がさらに向上します。

リンクをソフトウェアで実現している点があります。このため、既存のイン
プリメンテーション・フローを変更する必要がありません。
シミュレータ並みの観測性を実現してデバッグの短 TAT 化を図るには、ユー

Verdi ３オープン・デバッグ・プラットフォームの
一角を担う ProtoLink

ザーがいつでも自由な時に任意の信号の値を観測できなければなりません。

ProtoLink と Verdi ３は共通のコンパイラ・テクノロジを採用しており、シーム

しかし FPGA の世界では、観測したい信号はセットアップ・プロセスが完了

レスな連携が可能です。ProtoLink で FPGA プロトタイプ・ボードをデバッグ

する前に定義しておく必要があるため、このようなことは不可能です。セッ

する際は、Verdi3 のすべてのデバッグ機能を利用できます。Probe ECO が可

トアップ・プロセスが完了すると RTL 信号は追跡できなくなり、ユーザーは

能な信号の値は、Verdi ３のソースコード表示に直接アノテート表示されます。

ゲートレベル名が不明の合成済みネットリストと配置配線（P&R）済みネッ

Verdi ３のデバッグ・セッションでは、目的の信号を ProtoLink のソフトウェア

トリストしか見ることができません。このため、従来のほとんどの FPGA デ

にドラッグ & ドロップするだけで Probe ECO を実行できます。すると数分後

バッグ・ツールでは、新しい信号を観測するにはセットアップ・フローを最

には新しいbinファイルが生成され、これをプロトタイプ・ボードにダウンロー

初からやり直すしかありませんでした。正しい RTL 信号を引き出して観測

ドして再度実行すれば目的の信号の値を取得できます。この新しいデバッグ・

できるようにするには、これ以外に方法がなかったためです。

プロセスによりプロトタイプのデバッグ時間が大幅に短縮され、プロトタイ
プ・ボードの検証をより短期間で完了できるようになります（図 2）
。

ProtoLink は、よりスマートな方法で RTL とゲートのリンクを確立します。
ユーザーが新しい信号を観測したい場合は、ProtoLink の Probe ECO 機能が

ユーザーからのフィードバックでも、ProtoLink はプロトタイプのすべての

P&R ネットリストから対応する信号名を見つけ、必要な部分のみ自動で配線

バグを必ず 1 週間以内に検出して修正できることが報告されています。この

を変更してくれます。この機能を利用すれば、今までのように数時間をかけ

ようにデバッグ期間が予測可能になることで、ユーザーはより多くの検証タ

てセットアップ・フロー全体をやり直さなくても、数分で新しい信号を観測

スクをプロトタイプ・ボードへ移すことができます。オープンなアーキテク

できるようになります。デバッグ実行中にユーザーが新しい信号イベントや

チャを採用し、シミュレータに匹敵する観測性と制御性によりデバッグ期間

トリガをセットアップすることも容易に行えます。

の短縮を実現した ProtoLink なら、ユーザーは 1 つのデバッグ・メソドロジ
でさまざまな種類のプロトタイプ・ボードに対応でき、新しい FPGA やプロ

このように、多くのプローブ信号を数百万サイクルにわたって観測でき、し
※1

トタイプ・ボードをいち早く利用できるようになります。

FPGA ベース・プロトタイピング・メソドロジ・マニュアル（FPMM）：
http://www.synopsys.com/Systems/FPGABasedPrototyping/FPMM/Pages/FPMMdownload.aspx
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