
Success Story
お客様活用事例

　　今回、当社のカスタムDSPの設計にProcessor Designerを導入する大きな決め手となったのは、カスタム・プロセッサ設計ツー
ルのプロバイダとしてのシノプシス社の実績でした。この強力なツールによってソフトウェア・ツール・チェーン開発の負担が軽減し
たため、チップの設計目標を達成する作業に専念できました

企業紹介

消費電力とパフォーマンス

専門家による迅速なサポート

課題

利点

シノプシスのソリューション

概要

S

株式会社富士通研究所は富士通株式会社の主要な子会社の1つで、富士通グ
ループのブランドプロミス「shaping tomorrow with you」を最先端技術で
支えることを主なミッションとしています。

　●  3G / LTE通信のマルチモード・ベースバンド処理には膨大なゲート数が必要
　●  汎用DSPではLTEワイヤレス規格の性能要求を満たすことができない

　　
　●  Processor Designer：特定用途向けプロセッサ（ASIP）設計・最適化ツール

　●  ビヘイビア・レベル・シミュレーションによりDSPのアーキテクチャ
　　検討が容易

　●  命令セット・シミュレータ（ISS）、アセンブラ、リンカ、デバッガを含む
　　完全なソフトウェア開発環境を設計の最も初期段階から利用可能

　●  ハードウェア仕様とソフトウェア仕様の不一致を解消
　●  消費電力を20%削減

　●  拡張と変更が容易で、将来のプロジェクトへの再利用性が高いLISA言
　　語を使用

　●  カスタムDSPなら市販のプロセッサIPコアで発生するライセンス料が不要

富士通研究所は先ごろ、ベースバンド・プロセッサ用ASIP（特定用途向けプ
ロセッサ）の開発に着手しました。このASIPは、スマートフォンやタブレッ
トPC向け3G / LTEマルチモード・ワイヤレス・ベースバンド・システムの
DSP機能を実行するためのものです。この新しいカスタム・プロセッサに
関して、同社はいくつかの意欲的な設計目標を設定しました。

　●  マルチモード・ベースバンド・システムの総ゲート数を削減する
　●  最大限のLTEパフォーマンスを達成する
　●  プロジェクト・スケジュールを短縮しつつ、消費電力削減目標を達成する

これらの目標を達成するため、富士通研究所はカスタム・プロセッサおよび
それに付随する開発ツールの作成の手間を最小限に抑え、設計チームがチッ
プレベルの設計要件を満たすことに専念できるよう、実績と定評のあるソ
リューションを探していました。そして同社はシノプシスのProcessor 
Designerを選定し、その設計ツールと自動化された設計メソドロジを活用す
ることにより、期待どおりの結果品質（QoR）を達成することに成功しました。

今回のプロジェクトはスケジュールが厳しく、既存のDSPを流用すること
も新しいDSPをゼロから開発することも現実的ではありませんでした。そ
こで富士通研究所が注目したのが、ソフトウェア・ツール・チェーンの生成
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を含め、カスタム・プロセッサを効率的に開発できることで定評と実績の
あるProcessor Designerです。Processor Designerは、LISA言語で記
述した単一の共通仕様から、複数の生成物（ISS）、ソフトウェア・ツール（ア
センブラ、リンカ、デバッガ、コンパイラ）、RTLインプリメンテーション・
モデルが得られるため、カスタム・プロセッサを少ない労力で開発できます。
この革新的なASIPインプリメンテーション・フローでは、個々のアプリケー
ションに合わせてパフォーマンス、面積、消費電力の最適なバランスを実現
できます。今回富士通研究所が28nmプロセスで設計したカスタムDSPは、
市販の一般的なDSPに比べ消費電力を20%抑えると同時に、250MHzで12 
GOPS（毎秒120億回の演算性能）というパフォーマンス目標も達成してい
ます。この3G / LTEモデム向けカスタムDSPの消費電力削減に大きく貢献
したのが、Processor Designerで作成したベクトル・エンジン・ユニットで
す。このように、Processor Designerの採用によって富士通研究所はカスタ
ムDSPのパフォーマンスおよび消費電力の目標を達成することに成功しまし
たが、それに加え、シノプシスのソリューションは富士通研究所の既存の環
境にも容易に組み入れることができ、生成したRTLのバリデーションを同社
のFPGAプロトタイプ上で実行できたのも大きなメリットでした。

今回のプロジェクトでツールおよびメソドロジの品質と並んで重要な役割を
果たしたのが、信頼のおけるパートナーシップでした。日本国内に拠点を置
くシノプシスのサポート陣、およびR&Dチームが直接開発支援に携わったこ
とが、今回のカスタムDSP開発プロジェクトの成功に大きな役割を果たしま
した。厳しい開発スケジュールの中、シノプシスは問題を先取りする形で積
極的にプロジェクト・チームを支援し、さまざまなサポート・リソースを提
供することで、プロジェクトの目標達成を強力に後押ししていったのです。

「今回、当社のカスタムDSPの設計にProcessor Designerを導入する大き
な決め手となったのは、カスタム・プロセッサ設計ツールのプロバイダとし
てのシノプシスの実績でした。この強力なツールによってソフトウェア・
ツール・チェーン開発の負担が軽減したため、チップの設計目標を達成する
作業に専念できました」

図1. 富士通研究所の3G / LTEモデム向けカスタムDSPのベクトル・エンジン
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Technology Update

複合ASIC IPバリデーション用の新しいプロトタイピング・ソリューション

ASICおよびSoCのエンジニアリング・チームがハードウェアとソフトウェ
アの統合およびバリデーションを行うためには、開発プロジェクトのできる
だけ早い段階でプロトタイプを活用する必要があります。デバイス・ドライ
バ、OS、およびアプリケーション・レイヤのソフトウェアなどの高機能で膨
大なソフトウェアをCPUに統合しなければならないため、テスト・シリコン
が使用可能になる前にソフトウェア開発を支援できる高性能なプロトタイプ
の必要性が高まっています。図1に、従来のSoC開発プロジェクトを示しま
す。このアプローチでは、テスト・シリコンが使用可能になるまではソフト
ウェア開発とシステム・インテグレーションの作業を開始できません。 

 

この数年の間に、新しい開発手法やバリデーション・ツールの活用が進み、
並列的な開発フローが可能になりました。これによって設計チームは、ソフ
トウェアも含めて IPブロックまたはSoCデザイン全体を検証できるように
なりました。図2に、このASICプロトタイピング手法によって可能になっ
た改善後のスケジュールを示します。  

 

FPGAデバイスは、容量、プログラマビリティ、柔軟な I/Oインターフェイス
を備えているため、プロトタイピング用の優れたプラットフォームになりま
す。Xilinx®社の28nm Virtex®-7ファミリは、IPブロック・バリデーショ
ンに用いられるFPGAデバイス製品のよい例です。 

約400万ASICゲートを実装可能な容量と、多様な I/Oリソースを備える
690Tは、設計チームが対応する必要のある、さまざまなIPバリデーション・
シナリオに適しています。

設計チームは、シノプシスのHAPSファミリのような商用プロトタイピング・
システムを採用することで、恩恵を受けてきました。このプロトタイピング・
システムは、耐久性の高いエレメカ機構を提供する筐体、熱管理機構、柔軟な

コネクタ / ケーブル / ソケット構成、およびプロトタイピング作業の自動化
を実現するソフトウェアとXilinx社のFPGAを、細心の注意を払って統合し
たシステムです。これにより、あらゆる側面で設計者の生産性が向上します。 

プロトタイピング・チームが要求する多様なバリデーション・シナリオに対
応でき、オーナーシップ・コストを最小限に抑えつつ、システム実装を実現
できるFPGAベース・プロトタイピング・システムの開発は非常に困難です。
図3に、開発プロジェクトの進行中に対応が必要とされることのある3種類
のプロトタイプの例を示します。メモリー・コントローラ、グラフィック・
コントローラ、およびUSBコントローラの3つの評価だけで、さまざまな
PHY、FPGA I/Oコンフィギュレーション、インターフェイス・ハードウェ
アが必要になります。

 

IPバリデーションには、再バリデーションと統合という2つの一般的なシナ
リオがあります。通常、設計チームは、これらのバリデーション・シナリオ
でプロトタイプを使用します。IPの再バリデーションに対してHAPS-DX

（HAPS Developer eXpress：シノプシスHAPSファミリの新製品）は、設
計チームが特定の IP実装機能を学習するためのプラットフォームを提供し
ます。たとえば、シノプシスのUSB 3.0インターフェイス用DesignWare 
IPは、コントローラ IPとPHY IPを提供しており、xHCI（Extensible Host 
Controller Interface）、マス・ストレージ・デバイス、またはホスト用の
OTG（On-The-Go）として適用できます。設計チームは、HAPS-DXを使用
して、コントローラ・コンフィギュレーションの機能、コントローラ - 物理
層間の動作、物理層の電気的コンプライアンス、ドライバのバリデーション
を実施します。IPの統合に際してHAPS-DXは、複数の IPを統合したり、新
しい IPをプロセッサ・サブシステムと組み合わせたりするためのプラット
フォームの役割を果たします。ソフトウェアを適用し、実際のインターフェ
イスをプロトタイプに接続した状態でペリフェラルのアクセスを確認、アク
セスのレイテンシを測定し、ソフトウェアのアルゴリズムが期待どおりに動
作するかどうかを確認できます。

プロトタイピング・プラットフォームは、高性能インターフェイスの柔軟性
とASIC IPの容量をバランスよく提供するために、多数のインターフェイス
仕様をサポートし、設計自動化機能を提供して、IPの移行をできるだけ簡単

シノプシス　プロダクト・マーケティング・マネージャ　Troy Scott

はじめに

複合IPプロトタイピングの課題

図1. 逐次的に進められる従来のSoC開発プロジェクト

図2. 並列的なSoC開発プロジェクト

表1. Virtex-7 690T 1926ボール・フリップチップBGA（FFG1926）FPGAデバイスの概要

機能 容量 説明
プロトタイピング
ロジック 400万ASICゲート 個々のIPブロックまたは小規模な

サブシステム用の容量
DSPスライス 3,600 算術関数（加算、乗算、累算など）の効率的な実装

ブロックRAM 52,920キロビット デバッグ・サンプル・バッファ用の効率的
なASICメモリー・モデルまたはストレージ

PCIe 3 最大8個のGen 2を簡単に統合するため
のインターフェイス・ブロック

ユーザー I/O 64個のシリアル・トラ
ンシーバを含む1,000個

インターコネクト、インターフェイス、
Gb/sシリアル・リンク用の豊富なI/O数

図3. IPバリデーション用の各種プロトタイプ
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かつ迅速に行えるよう開発されている必要があります。HAPS-DXは、高性
能なFPGA、柔軟な I/Oアーキテクチャ、およびプロトタイプ構築とデバッ
グ作業を自動化するソフトウェアの組み合わせに特に注意を払って開発され
ました。図4に、このシステムのハードウェアとソフトウェアの構成要素の
概要を示します。

HAPS-DXは、迅速にプロトタイプを使用可能にすることに重点を置き、ハー
ドウェアと自動化ツールを1パッケージにまとめました。HAPS-DXの主な
特長を以下に示します。

HAPS-DXの大きなイノベーション・ポイントは、バリデーション時に接続
される多数の現実世界のインターフェイスをサポートするために、非常に多
用途に対応できる I/Oアーキテクチャを備えている点です。

I/Oインターフェイスとドータボードの選択

物理的なインターフェイスでXilinx社の7シリーズFPGA SelectIOのリソー
スと専用ドータボードと組み合わせたHAPS-DXシステムをエミュレーショ
ン・チームやプロトタイピング・チームが採用する主な理由は、製品で実際
に使用されるものと同等のインターフェイスを使用できるからです。実際の
インターフェイスを接続した状況でDUT（Design-Under-Test）を配置する
ことは、機能を検証し、品質を確認するための優れた手法です。

スケジュールが切迫していてプロトタイプ構築期間が限られている場合、プ
ロトタイピング・チームは、プロトタイプに必要となるインターフェイスは
何なのかを確認し、特注のハードウェアを作成するのではなく、設計済みの

インターフェイスを採用するのが一般的です。HAPS-DX HapsTrakソケッ
トとHapsTrak - FMC間アダプタは、チームが使用できるインターフェイス
の選択肢を最大限に増やします。HAPSシステムは、USB、DVI、PCIeなどの
標準 I/Oプロトコル、SRAMやDDRなどのメモリーといったさまざまな種
類のドータボードをご提供しています。FMC規格のカードは、AD / DA変
換、シリアル接続、画像処理、無線インターフェイス、およびモーター制御
に使用できます。

FMCは、HAPS-DXなどのキャリア・ボードにマウントされたFPGAに接続
する標準メザニン・カードの形状仕様、コネクタ仕様、およびモジュラ・イ
ンターフェイス仕様を規定するANSI規格に準拠しています。I/Oインター
フェイスをFPGAから切り離すことで、キャリア・ボードを最大限に再利用
しながら、I/Oインターフェイス・モジュールのデザインを簡略化すること
ができます。HAPS-DXシステムは、2つのHapsTrak 3 - FMC間アダプタ
のインストールをサポートするように設計されています。各アダプタは、
400ピンを備えるFMC HPC（High Pin Count）コネクタへのインターフェ
イスを提供し、Virtex-7 690T FPGAデバイスの160個のシングル・エンド
I/Oと10個の差動GTH I/Oにアクセスします。

HAPS-DXシステムが提供する豊富な各種 I/Oインターフェイスによって、
製品で実際に使用されるインターフェイスを構築する労力が低減します。こ
うしたインターフェイスの多用途性は、プロトタイプの接続および通信オプ
ションを広げることにもなります。 

最先端のFPGAベース・プロトタイプは、スタンドアロンで動作させるか、
ワークステーションと統合してプロトタイプ実装の一部としてPCの計算リ
ソースを利用できます。HAPS-DXシステムは、スタンドアロン、PCIe接続、
またはハイブリッド・プロトタイプのコンポーネントという主に3つの利用
モードで適用できます。 

スタンドアロン・プロトタイピング

 HAPS-DXによるIPブロック・バリデーションは、リアルタイム速度のクロッ
ク性能と製品で実際に使用されるものと同等のインターフェイス接続によっ
てDUTの理想的な自己完結型バリデーション環境になるため、FPGAベース・
プロトタイプの最も一般的な活用例と言えます。この利用モードでは、一般
的に、プロトタイプ・デザインの組み込みCPUサブシステムが、ソフトウェア・
スタックを実行するテスト装置の役割を果たします。FMCまたはHapsTrak 
3ドータボードは、さまざまなプロトコルおよびシステム用の物理層インター
フェイスを提供し、HAPS-DXは、ソフトウェアの統合開発環境（IDE）を実
行する外部ワークステーションへのJTAGを介した接続機構を提供します。 

プロトタイプ利用モード

図4. HAPS-DXシステムの概要

　●  最大400万ASICゲートの実装容量を備えるXilinx社のVirtex-7 690T 
　 FPGAデバイスを搭載

　●  業界標準のFMC（FPGAメザニン・カード）およびHAPS HapsTrak 3　
　 フォーマットとの互換性がある I/Oインターフェイス 

　●  Linux OS互換のプロトタイプ自動化 / デバッグ・ソフトウェア

　●  一般的なフォーマットをサポートし、合成のコーディング・スタイルと
　 DesignWare IPに対応したHDLコンパイラ

　●  SDC（Synopsys Design Constraints）とUPF（Universal Power Format）
　 といったASIC設計制約をサポート 

　●  高速HDLコンパイラ・モードによってRTLを確認する時間を削減、従来
　 のFPGA合成ツールよりも4倍高速なスループットを実現

　●  RTLデバッグと大容量ストレージのオプションで、最大4ギガバイトのス
　 トレージを提供 

　●  UMRBus（Universal Multi-Resource Bus）ハードウェア・インターフェイ
　 スとC / C++ / Tcl API（Application Programming Interface）を内蔵 

シミュレーション単体では
見つからない故障を動作中
のハードウェアを使用して
検出し、RTLをデバッグ

ドータボードを接続する
HapsTrack 3コネクタ

400万ASICゲートの容量を備える
Xilinx社のVirtex-7 690T FPGA

高速FPGAのI/Oアクセス用
マルチギガビット（MGB）コネクタ

大容量のDDR3または外付けロジック・
アナライザのデバッグ・ストレージにより、
IPのバリデーションを容易化

プロトタイプの構築にかかる時間を短縮
するため、ASIC RTLならびにIP、
制約条件の調整を自動化

高品質なFPGA論理合成により、
最高のシステム性能を実現

プロジェクトを自動化するASIC設計
ツール・スタイルのTclスクリプト環境
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PCIe接続プロトタイピング

プロトタイプ・システムは、ホスト・ワークステーションのPCIeスロット
への直接接続によって、DUTに大量のデータ・ストリームを送ることを可能
にします。これは、メディア・コントローラの品質を確認するための一般的
なバリデーション手法です。HAPS-DXのPCIeのパドル・ボードとエンド・
ポイント・コアによって、DUTへのメモリーマップド・アクセスが容易にな
ります。HAPSのUMRBusがAPIを提供するため、カスタム・アプリケーショ
ンはDUTのロジックと通信して制御できます。DUTの接続は、簡易クライ
アント・インターフェイス・モジュールを使用してRTL内で行われます。 

 

ハイブリッド・プロトタイピング

SystemC / トランザクション・レベル・モデル（TLM）によるバーチャル・
プロトタイプとFPGAによるハードウェア・プロトタイプを組み合わせたハ
イブリッド・プロトタイピング・システムは、現在使用できるRTLが限られ
ていることがプロトタイプの構築を妨げる要因にならないため、設計チーム
は従来の手法よりも早くプロトタイプを使用できるようになります。バー
チャル・プロトタイプがバス・プロトコル・トランザクタを介してRTL 
DUTと通信し、タイミング精度の低いモデルとサイクル精度のハードウェア
との間をブリッジします。DUT RTLは、OSとアプリケーション・ソフトウェ
アから成るソフトウェア・スタックを実行するバーチャル・プロセッサ・サ
ブシステムと連携して検証されます。

これらの利用モードは異なるバリエーションとして提供されますが、複数の
モードが同じASIC / SoCプロトタイピング・プロジェクトに適している
場合があります。ワークステーションをプロトタイプに接続することによっ
てHAPS-DXの制御性と観測性を向上できます。選択した利用モードは、統
合方法に影響を与えます。

プロトタイプは、数メガヘルツのシステム性能を実現できるため、HDLシ
ミュレータのような従来のバリデーション・ツールでは実現できなかったシ
ステム状態に達することができます。IPブロック・バリデーション作業で
RTLのバグが検出された場合、内部動作をトラブル・シューティングできる
強力な手段が必要になります。

IPブロック・バリデーションには、ブロックの機能の観察、プロトタイプ外
部での処理済みデータの品質確認が含まれます。ただし、内部信号状態をイ
ンストルメントしてプローブし、データ・ストリームを仲介できるため、予
期しない結果を理解できたり、RTL / IPバリデーション・フェーズで検出さ
れなかったバグをトラブル・シューティングすることができます。

HAPS-DXは、デザインに影響を与えない方法でデバッグするように設計さ
れています。そのため、プロトタイプに観測性を追加するために十分な品質
を持つASIC RTLコードをわざわざ変更する必要はありません。ターゲット
FPGAをプログラムしたら、ワークステーションで実行されるRTLデバッガ・
アプリケーションを使用して、HAPS UMRBusまたはJTAGインターフェイ
スを介してFPGAと通信し、対話的にトリガ・モードを設定して、動作中の
システムからキャプチャしたデータを表示します。HAPS-DX RTLデバッガ
のトリガおよびバッファ・システムの基本的アーキテクチャを図8に示しま
す。DUTから発生したトリガおよびインストルメントされた信号がトリガ
条件ロジックに入力され、状態イベントを柔軟なサンプル・バッファに記録
することができます。イベントを記録する頻度をステート・マシンまたはカ
ウンタ・ロジックで制御し、対象期間を分離することもできます。

モニタ対象の機能または信号数を確認するために、どの程度の期間データを
キャプチャする必要があるかによって、異なるデバッグ・シナリオでさまざ
まな種類のサンプル・バッファ・メモリーが必要になります。設計チームの
トラブル・シューティング作業に最も適するように、デバッグ・ストレージ
をFPGAブロックRAM、HAPS-DXシステム・ボードに搭載された内蔵
DDR3メモリー、または外付けロジック・アナライザに割り当てることがで
きます。大容量の外部ストレージのオプションは、信号を最大限に可視化す
る場合や、複合インターフェイス・プロトコルの検証時に、長時間の実行を
記録する場合などに非常に有用です。

 
IPブロック・バリデーションにFPGAベース・プロトタイプの採用を計画して
いる設計チームは、評価プロセスの一部として、サポートされる物理インター
フェイスと利用モードの両方の柔軟性を検討する必要があります。プロトタ
イピング・チームが多種多様なバリデーション・シナリオを必要とするため、
プロトタイプ・システムは、堅牢なハードウェア・アーキテクチャと統合型自
動化ツールの両方を備え、できるだけ早く使用可能となる必要があります。
HAPSファミリの新しいプロトタイピング・ソリューションであるHAPS-DX

（HAPS Developer eXpress）は、IPブロックとサブシステムのバリデーション
を容易にすることに重点を置いた、多くの革新的技術を提供しています。

プロトタイプのデザインの観測性
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図5. スタンドアロン・プロトタイプ利用モード

図6. PCIe接続プロトタイプ利用モード

図7. ハイブリッド・プロトタイプ利用モード
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かつ迅速に行えるよう開発されている必要があります。HAPS-DXは、高性
能なFPGA、柔軟な I/Oアーキテクチャ、およびプロトタイプ構築とデバッ
グ作業を自動化するソフトウェアの組み合わせに特に注意を払って開発され
ました。図4に、このシステムのハードウェアとソフトウェアの構成要素の
概要を示します。

HAPS-DXは、迅速にプロトタイプを使用可能にすることに重点を置き、ハー
ドウェアと自動化ツールを1パッケージにまとめました。HAPS-DXの主な
特長を以下に示します。

HAPS-DXの大きなイノベーション・ポイントは、バリデーション時に接続
される多数の現実世界のインターフェイスをサポートするために、非常に多
用途に対応できる I/Oアーキテクチャを備えている点です。

I/Oインターフェイスとドータボードの選択

物理的なインターフェイスでXilinx社の7シリーズFPGA SelectIOのリソー
スと専用ドータボードと組み合わせたHAPS-DXシステムをエミュレーショ
ン・チームやプロトタイピング・チームが採用する主な理由は、製品で実際
に使用されるものと同等のインターフェイスを使用できるからです。実際の
インターフェイスを接続した状況でDUT（Design-Under-Test）を配置する
ことは、機能を検証し、品質を確認するための優れた手法です。

スケジュールが切迫していてプロトタイプ構築期間が限られている場合、プ
ロトタイピング・チームは、プロトタイプに必要となるインターフェイスは
何なのかを確認し、特注のハードウェアを作成するのではなく、設計済みの

インターフェイスを採用するのが一般的です。HAPS-DX HapsTrakソケッ
トとHapsTrak - FMC間アダプタは、チームが使用できるインターフェイス
の選択肢を最大限に増やします。HAPSシステムは、USB、DVI、PCIeなどの
標準 I/Oプロトコル、SRAMやDDRなどのメモリーといったさまざまな種
類のドータボードをご提供しています。FMC規格のカードは、AD / DA変
換、シリアル接続、画像処理、無線インターフェイス、およびモーター制御
に使用できます。

FMCは、HAPS-DXなどのキャリア・ボードにマウントされたFPGAに接続
する標準メザニン・カードの形状仕様、コネクタ仕様、およびモジュラ・イ
ンターフェイス仕様を規定するANSI規格に準拠しています。I/Oインター
フェイスをFPGAから切り離すことで、キャリア・ボードを最大限に再利用
しながら、I/Oインターフェイス・モジュールのデザインを簡略化すること
ができます。HAPS-DXシステムは、2つのHapsTrak 3 - FMC間アダプタ
のインストールをサポートするように設計されています。各アダプタは、
400ピンを備えるFMC HPC（High Pin Count）コネクタへのインターフェ
イスを提供し、Virtex-7 690T FPGAデバイスの160個のシングル・エンド
I/Oと10個の差動GTH I/Oにアクセスします。

HAPS-DXシステムが提供する豊富な各種 I/Oインターフェイスによって、
製品で実際に使用されるインターフェイスを構築する労力が低減します。こ
うしたインターフェイスの多用途性は、プロトタイプの接続および通信オプ
ションを広げることにもなります。 

最先端のFPGAベース・プロトタイプは、スタンドアロンで動作させるか、
ワークステーションと統合してプロトタイプ実装の一部としてPCの計算リ
ソースを利用できます。HAPS-DXシステムは、スタンドアロン、PCIe接続、
またはハイブリッド・プロトタイプのコンポーネントという主に3つの利用
モードで適用できます。 

スタンドアロン・プロトタイピング

 HAPS-DXによるIPブロック・バリデーションは、リアルタイム速度のクロッ
ク性能と製品で実際に使用されるものと同等のインターフェイス接続によっ
てDUTの理想的な自己完結型バリデーション環境になるため、FPGAベース・
プロトタイプの最も一般的な活用例と言えます。この利用モードでは、一般
的に、プロトタイプ・デザインの組み込みCPUサブシステムが、ソフトウェア・
スタックを実行するテスト装置の役割を果たします。FMCまたはHapsTrak 
3ドータボードは、さまざまなプロトコルおよびシステム用の物理層インター
フェイスを提供し、HAPS-DXは、ソフトウェアの統合開発環境（IDE）を実
行する外部ワークステーションへのJTAGを介した接続機構を提供します。 

プロトタイプ利用モード

図4. HAPS-DXシステムの概要

　●  最大400万ASICゲートの実装容量を備えるXilinx社のVirtex-7 690T 
　 FPGAデバイスを搭載

　●  業界標準のFMC（FPGAメザニン・カード）およびHAPS HapsTrak 3　
　 フォーマットとの互換性がある I/Oインターフェイス 

　●  Linux OS互換のプロトタイプ自動化 / デバッグ・ソフトウェア

　●  一般的なフォーマットをサポートし、合成のコーディング・スタイルと
　 DesignWare IPに対応したHDLコンパイラ

　●  SDC（Synopsys Design Constraints）とUPF（Universal Power Format）
　 といったASIC設計制約をサポート 

　●  高速HDLコンパイラ・モードによってRTLを確認する時間を削減、従来
　 のFPGA合成ツールよりも4倍高速なスループットを実現

　●  RTLデバッグと大容量ストレージのオプションで、最大4ギガバイトのス
　 トレージを提供 

　●  UMRBus（Universal Multi-Resource Bus）ハードウェア・インターフェイ
　 スとC / C++ / Tcl API（Application Programming Interface）を内蔵 

シミュレーション単体では
見つからない故障を動作中
のハードウェアを使用して
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400万ASICゲートの容量を備える
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するため、ASIC RTLならびにIP、
制約条件の調整を自動化
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PCIe接続プロトタイピング

プロトタイプ・システムは、ホスト・ワークステーションのPCIeスロット
への直接接続によって、DUTに大量のデータ・ストリームを送ることを可能
にします。これは、メディア・コントローラの品質を確認するための一般的
なバリデーション手法です。HAPS-DXのPCIeのパドル・ボードとエンド・
ポイント・コアによって、DUTへのメモリーマップド・アクセスが容易にな
ります。HAPSのUMRBusがAPIを提供するため、カスタム・アプリケーショ
ンはDUTのロジックと通信して制御できます。DUTの接続は、簡易クライ
アント・インターフェイス・モジュールを使用してRTL内で行われます。 

 

ハイブリッド・プロトタイピング

SystemC / トランザクション・レベル・モデル（TLM）によるバーチャル・
プロトタイプとFPGAによるハードウェア・プロトタイプを組み合わせたハ
イブリッド・プロトタイピング・システムは、現在使用できるRTLが限られ
ていることがプロトタイプの構築を妨げる要因にならないため、設計チーム
は従来の手法よりも早くプロトタイプを使用できるようになります。バー
チャル・プロトタイプがバス・プロトコル・トランザクタを介してRTL 
DUTと通信し、タイミング精度の低いモデルとサイクル精度のハードウェア
との間をブリッジします。DUT RTLは、OSとアプリケーション・ソフトウェ
アから成るソフトウェア・スタックを実行するバーチャル・プロセッサ・サ
ブシステムと連携して検証されます。

これらの利用モードは異なるバリエーションとして提供されますが、複数の
モードが同じASIC / SoCプロトタイピング・プロジェクトに適している
場合があります。ワークステーションをプロトタイプに接続することによっ
てHAPS-DXの制御性と観測性を向上できます。選択した利用モードは、統
合方法に影響を与えます。

プロトタイプは、数メガヘルツのシステム性能を実現できるため、HDLシ
ミュレータのような従来のバリデーション・ツールでは実現できなかったシ
ステム状態に達することができます。IPブロック・バリデーション作業で
RTLのバグが検出された場合、内部動作をトラブル・シューティングできる
強力な手段が必要になります。

IPブロック・バリデーションには、ブロックの機能の観察、プロトタイプ外
部での処理済みデータの品質確認が含まれます。ただし、内部信号状態をイ
ンストルメントしてプローブし、データ・ストリームを仲介できるため、予
期しない結果を理解できたり、RTL / IPバリデーション・フェーズで検出さ
れなかったバグをトラブル・シューティングすることができます。

HAPS-DXは、デザインに影響を与えない方法でデバッグするように設計さ
れています。そのため、プロトタイプに観測性を追加するために十分な品質
を持つASIC RTLコードをわざわざ変更する必要はありません。ターゲット
FPGAをプログラムしたら、ワークステーションで実行されるRTLデバッガ・
アプリケーションを使用して、HAPS UMRBusまたはJTAGインターフェイ
スを介してFPGAと通信し、対話的にトリガ・モードを設定して、動作中の
システムからキャプチャしたデータを表示します。HAPS-DX RTLデバッガ
のトリガおよびバッファ・システムの基本的アーキテクチャを図8に示しま
す。DUTから発生したトリガおよびインストルメントされた信号がトリガ
条件ロジックに入力され、状態イベントを柔軟なサンプル・バッファに記録
することができます。イベントを記録する頻度をステート・マシンまたはカ
ウンタ・ロジックで制御し、対象期間を分離することもできます。

モニタ対象の機能または信号数を確認するために、どの程度の期間データを
キャプチャする必要があるかによって、異なるデバッグ・シナリオでさまざ
まな種類のサンプル・バッファ・メモリーが必要になります。設計チームの
トラブル・シューティング作業に最も適するように、デバッグ・ストレージ
をFPGAブロックRAM、HAPS-DXシステム・ボードに搭載された内蔵
DDR3メモリー、または外付けロジック・アナライザに割り当てることがで
きます。大容量の外部ストレージのオプションは、信号を最大限に可視化す
る場合や、複合インターフェイス・プロトコルの検証時に、長時間の実行を
記録する場合などに非常に有用です。

 
IPブロック・バリデーションにFPGAベース・プロトタイプの採用を計画して
いる設計チームは、評価プロセスの一部として、サポートされる物理インター
フェイスと利用モードの両方の柔軟性を検討する必要があります。プロトタ
イピング・チームが多種多様なバリデーション・シナリオを必要とするため、
プロトタイプ・システムは、堅牢なハードウェア・アーキテクチャと統合型自
動化ツールの両方を備え、できるだけ早く使用可能となる必要があります。
HAPSファミリの新しいプロトタイピング・ソリューションであるHAPS-DX

（HAPS Developer eXpress）は、IPブロックとサブシステムのバリデーション
を容易にすることに重点を置いた、多くの革新的技術を提供しています。

プロトタイプのデザインの観測性
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