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先端プロセスを用いた設計はタイミング収束の課題が大きく、設計チームはスケジュールどおりにプロジェクトを完了することが難しく
なっています。結果予測性を高め、ASIC ベンダとの時間のかかるイタレーションを防ぐには、デザインをハンドオフする前に配置配線
の問題を洗い出す必要があります。本稿では、Cisco Systems ® 社の ASIC 設計チームが非常に厳しいタイミング目標をどのような方
法で達成したかについてご説明します。本稿でご紹介するフローはフィジカル・インプリメンテーションの問題を論理合成段階で洗い出す
ことができ、これによって Cisco Systems 社の設計チームは ASIC ベンダとのイタレーションを削減し、パフォーマンス / コスト /
スケジュールの目標をすべて達成することに成功しました。

Cisco Systems 社の次世代スイッチ

Cisco Systems 社

ASIC ベンダ

Cisco Systems 社が毎年発表している『Visual Networking Index』によ
ると、世界の年間インターネット・トラフィック量は 2017 年までに現在
の約 2 倍に達すると予想されています※1。このトラフィック増加は、大部

論理合成

ネットリスト / FP

配置配線

分がモバイル / スマート機器の急速な普及によるものです。また、モバイル
接続機器の台数は 2013 年末までに世界の人口を超えるとされています※2。
現在から将来にかけてのネットワーク・トラフィックの増加に対応するに
は、すべてのネットワークの中核的な存在であるネットワーク・スイッチ

初期検討

トライアル

のさらなる高速化と低レイテンシ化を進め、データセンターのコネクティ
ビティを改善していく必要があります。

ファイナル

※

FP: フロアプラン

図 1. ASIC フロー ： ASIC ベンダとのイタレーションが製品開発のスケジュールとコストに影響

Cisco Systems 社のスイッチ・ファブリックは、中枢機能を複数の ASIC
にインプリメントすることによって現在の市場要求に応えていますが、今

このハイブリッド・モデルで ASIC ベンダと共同作業を進めるに当たって

後、データセンターの仮想化ではマイクロ秒単位の高速化が求められるた

Cisco Systems 社が特に重視した条件は、合成段階でタイミング予測性が

め、次世代ファブリックではネットワーク速度とポート密度の向上、およ

確保できること、面積が所定の範囲に収まっていること、デザインに配線

びレイテンシの削減をさらに進める必要があります。面積と消費電力への

混雑がないことの 3 点でした。

影響を最小限に抑えながらこれらの技術的課題を解決するため、Cisco
Systems 社の設計チームは中枢機能を 28nm の ASIC にインプリメントす
ることに決定しました。また、厳しい製品開発スケジュールに対応するた
め、パッケージ / ボード / ASIC の設計を同時進行することにしました。

デザインの概要
このデザインには、高密度の高速メモリー、7.5 ～ 15Gbit/s SERDES、ク
ロック・レート 1GHz のコアが含まれます。トップ階層には、複数回イン

スイッチ・ファブリック・デザインの
ASIC 合成ハンドオフ・フロー

スタンス化したポート・ブロックから中央のクロスバーへデータを伝送す
る 1.6K ビット幅のバスがあります。複数回インスタンス化されているの
は、ク リ テ ィ カ ル・ブ ロ ッ ク の SC_PORT で す（図 2a、2b）。す べ て の

Cisco Systems 社は ASIC ハンドオフ・モデルを使用し、フロアプランと

SC_PORT ブロックに配線されるトップ階層バスのパフォーマンス目標を

タイミング収束に関しては ASIC ベンダと共同で作業を進めることを決め

達成するには、マクロと I/O ピン位置を最適に配置することが非常に重要

ました。このモデル（図 1）では、開発サイクルの以下のステージで Cisco

になります。
I/O ポート

Systems 社から ASIC ベンダへネットリストをハンドオフします。

1. 初期検討 – インターフェイスとメモリーの定義が完了した段階でのハ
ンドオフ。これに基づいて ASIC ベンダが初期フロアプランを生成
2. トライアル – デザインが 99% 完成した時点。機能検証が完了し、配線

SC_PORT

混雑を解消してタイミング要件を満たした状態
3. ファイナル – フィジカル・インプリメンテーション用にネットリスト
をハンドオフする前の最後の合成
I/O ポート
図 2a. チップのフロアプラン
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図 2b. SC_PORT のフロアプラン

及びます。

配線テクノロジを組み合わせることにより、高性能が求められるデザイン
に対してタイミングを高速化させることができます。このように、微細プ
ロセスにおける物理現象を正確にモデリングすることでフィジカル・イン

デザインの課題

プリメンテーションをより理想的な状態から開始でき、タイミングと面積

今回、Cisco Systems 社の設計チームが直面した最大の課題は、1GHz の動

に関する合成結果とレイアウトの誤差を 5% 以内に収めることができるよ

作周波数に ASIC ベンダから提示されるマージンを加えてタイミングを収

うになります。

束させることでした。このタイミング要件を満たすのは非常に困難である
ことが分かっていたため、1 ピコ秒でも無駄にしないよう、ロジックの深さ

Cisco Systems 社の設計チームによる Design Compiler Graphical ベース

を最小限に抑えた RTL を作成しました。ASIC ベンダから提示されるマー

の論理合成が完了した後、ネットリストを IC Compiler 配置フローに入力

ジンを加えて論理合成を行い、タイミング要件を満たした後、ネットリス

して実行したところ、Design Compiler Graphical のタイミング結果は IC

トとフロアプランを ASIC ベンダにハンドオフしてフィジカル・インプリ

Compiler の結果と 5% 以内の誤差に収まっていました。これによって、真

メンテーション前の品質チェックを受けました。

のタイミング違反問題を特定できるようになりました。論理合成結果とレ

数週間後、ASICベンダから連絡があり、フィジカル・インプリメンテーショ

ていないパスの RTL 変更作業に専念できたのです。この変更により、タイ

ンでタイミング要件を満たすことができず、配線混雑およびゲート数の増

ミングを 16% 高速化させるとともに、デザインの配線混雑を解消し、IC

加も見られたとの報告を受けました。

Compiler とのタイミング誤差も 2% 以内に収めることができました。そし
て、ASIC ベンダから提示されたマージンを加えても 1GHz のターゲット周
波数でタイミングが収束しました。このネットリストをハンドオフしたと
ころ、ASIC ベンダはすぐにデザインを収束でき、それ以上のイタレーショ
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リメンテーションのイタレーションを削減するには、RTL 設計の時点で
フィジカル・インプリメンテーションの際に発生する問題を洗い出す必要
があります。Design Compiler Graphical の高度な最適化機能と配置配線
テクノロジを組み合わせることにより、Cisco Systems 社の設計チームは
タイミング、スケジュール、コストの目標を達成することに成功しました。
結果予測性が向上し、フィジカル・インプリメンテーションの問題を事前

図 3. Design Compiler Graphical の導入により、コストのかかる ASIC ベンダとの
イタレーション回数を削減
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果予測性が得られました。
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シスの Design Compiler Graphical です（図 3）。
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ネットリストが生成され、タイミングも高速化し、論理合成段階で高い結
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Design Compiler Graphical の高度な最適化機能によって配線混雑のない

ツールを導入する必要に迫られました。この条件に合致したのが、シノプ

ASIC ベンダ

Support Q&A

このように、Cisco Systems 社の GHz スイッチ・ファブリック ASIC では、

ションの問題を早期段階で洗い出し、配線混雑を解消してくれる論理合成
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ンは必要ありませんでした。

Cisco Systems 社の設計チームのスケジュールは非常に厳しくなっていま
した。そこで、物理現象の影響を考慮してフィジカル・インプリメンテー
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イアウト結果のタイミングの相関性が向上したため、タイミングを満たし
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優れた結果品質（QoR）を実現します。これらの高度な最適化機能と配置

エグゼクティブ・オピニオン

IC Compiler と共通のテクノロジを使用してこれら物理的な影響を考慮し、

す。そうなると、最終的にデザインのコストとスケジュールにも悪影響が
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プランに悪影響が及ぶだけでなく、パッケージとボード設計にも影響しま
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配線の容易なネットリストを生成します。Design Compiler Graphical は

News Release

デザイン内で配線混雑度の高い部分を特定して配線混雑最適化を実行し、

電力の最適化も必要でした。面積とゲート数が増えると消費電力とフロア

ニュースリリース

SC_PORT の 1GHz というタイミング要件を満たすことに加え、面積と消費

に把握できたことにより、Cisco Systems 社の設計チームはネットリスト
を ASIC ベンダにハンドオフする前に真の問題の解決に専念できました。
タイミング / 面積 / 配線混雑を最適化したネットリストを ASIC ベンダに

Design Compiler Graphical は DC Ultra Topographical テ ク ノ ロ ジ を 拡

ハンドオフすることで、ASIC ベンダは理想的な状態からフィジカル・イン

張したもので、いくつかの物理最適化機能が追加されているほか、カップ

プリメンテーションを開始でき、コストのかかるイタレーションが削減さ

リング容量など微細プロセスにおける物理現象の影響を考慮することで遅

れました。

延モデリングの精度も向上しています。Design Compiler Graphical は、

※1
※2
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