What's New in DesignWare IP?
ハイエンド組込みプロセッサの性能と消費電力のトレードオフを解消
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シノプシスの ARC HS は、32 ビット RISC（Reduced Instruction Set Computer）パフォーマンスが要求される組込みアプリケー
ションに向けて消費電力と面積を最小限に抑えた、CPUコア・ファミリーです。ARCプロセッサ・アーキテクチャの伝統とも言える優れたコー
ド密度、コンフィギュレーション性、拡張性を継承しつつ、高い性能と省電力性・省面積を両立したARC HSファミリーについてご説明します。

高い性能が要求されるハイエンドの組込みアプリケーション向け IC の設計

ARC HS34 はハーバード・アーキテクチャを採用し、命令とデータを別々の

では、消費電力の制約の範囲内で、いかにして性能目標を達成するかが、エ

CCM に格納します。CPU は CCM に1クロック・サイクルでアクセスできる

ンジニアにとって常に大きな壁となります。この問題は、エンジニアリング・

ため、完全に確定的なアクセスが可能です。

トレードオフによって解決するのが定石となっていますが、高性能化と省電
力化に対する要求はどちらも厳しさを増しており、もはやデザインの本質的

ARC HS36 コアは、よりハイエンドな製品として以下のアプリケーションを

な部分を犠牲にすることなくこれら 2 つの要求を同時に満たすことは不可能

ターゲットとしています。

になりつつあります。このため、組込み機器設計では必ずと言っていいほど
プロセッサ・コアの選択が重要な鍵となります。CPU の選定はシステム全
体のアーキテクチャおよびシステム・パフォーマンスに影響するため、設計
チームには慎重な判断が要求されます。

• デジタル・カメラ、タブレット
• デジタル・テレビ
• セットトップ・ボックス
• 車載インフォテインメント・システム
• 自律 / 半自律型ネットワーク接続機器、
「Internet of Things（IoT）」

DesignWare ARC HS ファミリーの概要

ARC HS36 は、命令 CCMとデータ CCM に加え、命令キャッシュとデータ・

DesignWare ARC HS 32ビ ット・プ ロ セ ッ サ・フ ァミ リ ー は 次 世 代 の

キャッシュも備えた構成にできます。キャッシュ・サイズは 4KB ～ 64KB

ARCv2 命 令 セット・アー キ テ ク チ ャ（ISA）を 採 用して おり、HS コア は

の間で設定できます。ARC HS ファミリーは 32ビット命令と16ビット命令

ARC EM4 および ARC EM6 コアとの間でソフトウェア互換性 があります。

を組み合わせてメモリー占有面積を最小限に抑えており、コード・サイズを

ARC HS プロセッサは、ハイエンド組込みアプリケーションに向けたコアと

最大40% 縮小できます。

して競合製品よりもはるかに少ない消費電力でより高いパフォーマンスを発
揮するため、システムレベルでの全体的な効率が大幅に向上します。

ベンチマーク性能
表 1に、ARC HSファミリー・コアのベンチマーク情報を示します。これから

新しい ARC HS ファミリーは 3,100 DMIPS という性能を達 成する一方、消

も分かるように、28nm HPM プロセスで高い性能と優れた省電力性（1.6GHz

費電力は競合のコアより 40% も少なく抑えられています。このため、現在の

時で58mW未満）および省面積を実現しています。

デザインの要件を満たすだけでなく、将来のプロジェクトのために余力すら
残すことが可能です。このプロセッサ・ファミリーはユーザー定義のカスタ
ム命令も追加でき、HSプロセッサのパイプラインに設計チームが独自のハー

ARC HS34 CPU のベンチマーク
最大クロック周波数（ワーストケース）

1.6GHz

ターゲット・プロセス

28nm HPM

電力化を図れるほか、実績ある既存のハードウェア・ソリューションに HS プ

Dhrystone MIPS

3,100

ロセッサ・ファミリーを活用するのも容易です。

CoreMarks

5,000

消費電力（HS34 インプリメンテーションの最小値）

0.036mW/MHz

面積（HS34 インプリメンテーションの最小値）

0.15mm 2

ドウェアを追加できます。この機能を利用して、さらなる高性能化や低消費

システムレベルの効率を高めるため、ARC HS ファミリーのアーキテクチャ
には補助レジスタとクローズリー・カップルド・メモリー（CCM）が採用さ
れており、プロセッサからオンチップ周辺機能およびメモリーに1クロック・

表 1. ARC HS34 プロセッサの主なベンチマーク性能

サイクルでアクセスできます。これによってシステム・レイテンシが削減さ
れ、システムレベルの性能と効率が飛躍的に向上します。

アプリケーションとパフォーマンス

ARC HS ファミリーのアーキテクチャ機能
図 1に、ARC HS コアを構成する主な機能ブロックを示します。この図では、
各コアに固有の機能、オプションのブロック、カスタム拡張命令作成用のブ

今回発表された ARC HS ファミリーの CPU コアは、ARC HS34 と HS36 の 2

ロックを色分け表示してあります。ARC HS コアは、SoC の各インスタンス

つです。

の要件に合わせて性能と消費電力のバランスが最適となるように拡張およ
び設定できます。新しい命令、タイマー、割り込み、乗算器、ハードウェア除

ARC HS34 は、以下のようなリアル タイム組 込みアプリケーションをター

算器、ループ・カウンタなどを追加してハードウェア機能を拡張することも、

ゲットとしています。

あるいは機能を削って消費電力と面積を抑えることもできます。また、この

• SSD（Solid-State Drive）
• 家庭用ゲートウェイ
• ホーム・ネットワーク機器
• モバイル製品

アーキテクチャには設計者が最適なインプリメント方法を決定できる要素が
あります。たとえば 32ビット・レジスタ・ファイルを16 個または 32 個の
レジスタで構成できるほか、フリップフロップにするかメモリー・セルにする
かも選択できます。ARC HS コアには設定可能なオプションが多数あり、こ
れらはプロセッサ・コンフィギュレーション・ツールの ARChitect を用いて
簡単に設定できます。
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図 1. DesignWare ARC HS のブロック図

ARC HS ファミリーの高性能パイプライン
ARC HSファミリーは32ビット・ハーバード・アーキテクチャに基づいており、

ます。あるいは、32ビットの補助バスを使用して周辺機能にアクセスするこ
とで、CPUコアから1クロック・サイクルでのアクセスも可能となっています。

高度な割り込み

された 10 段パイプラインを採用しています（図 2；P16 掲載）。

ARC HS ファミリーは最大 240 のユーザー設定可能な割り込みをサポートし
ており、16 段階の割り込み優先度を設定できます。割り込みハンドラをシ

この10 段パイプラインは、次に示すようにクロック・サイクルを削減して性

ンプルにするため、割り込みルーチンの開始時と終了時にレジスタの内容が

能の向上と消費電力の低減を図る機能が数多く実装されています。

自動的にスタックへ退避・復元されます。また、2 つ目のレジスタ・ファイ

• 分岐予測ミスの早期検出
• 一般的な整数命令ではロード・ハザードなし
• ロード、除算、ユーザー定義命令はアウトオブオーダーでリタイア

ストを切り換える際にレジスタを毎回退避・復元する必要がなくなり、コン
テキスト・スイッチが高速化します。

開発 / 検証環境

半導体 IP を提供しているサードパーティのエコシステムをベースに立ち上げ

検証編

ツール、リアルタイム・オペレーティング・システム（RTOS）、ミドルウェア、

の消費を回避し、システム性能の低下と消費電力の増大を防いでいます。

Support Q&A

が提供されています。ARC アーキテクチャをサポートしたソフトウェア開発

をフラッシュしてリロードします。このようにして無駄なクロック・サイクル

フィジカル編

ARC アーキテクチャをサポートするハードウェア / ソフトウェア開発ツール

岐予測ミスを検出するとステージ 8～ 10 には進まず、ただちにパイプライン

Support Q&A

ソフトウェア開発環境を提供しています。また、サードパーティ各社からも

代表的な例を1つだけ挙げます。ARC HS のパイプラインは、ステージ 7 で分

論理合成編

製品の早期市場投入を支援するため、シノプシスは包括的なハードウェア /

ARC HS のパイプラインが、貴重なクロック・サイクルの削減に成功している

Support Q&A

• 64 ビット・ダブルワードのロード / ストア命令（オプション）により、
逐次データに対する 32ビット・ロード / ストアの連続実行が不要

ルを追加してコアをコンフィギュレーションすると、CPU は 2 つのコンテキ
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シンプルなスカラー実行によって高いパフォーマンスが得られるように設計

• 動的分岐予測
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ECC

ら れ た ARC Access Program に より、DesignWare ARC プ ロ セッサ・コ

高性能化のための機能
これ以外にも、ARC HS ファミリーの CPU にはパイプライン動作を強化する
多くの重要なパフォーマンス機能が採用されています。

算術演算 / DSP 機能
• 4 ～ 19 クロック・サイクルで動作する改良型 radix-4 除算器
• 64 ビット乗算を高速に実行する新しいハードウェア乗算器
• デジタル信号処理（DSP）と SIMD（Single-Instruction Multiple-Data）
演算をサポートする命令（オプション）
• 32 / 64ビット浮動小数点演算をハードウェアで実行するFPU（オプション）

ア向け組込みソフトウェア / ハードウェア・ソリューションの選択肢はます
ます拡充しつつあります。

コンパイラ
ARC MetaWare コンパイラは ARC HS ファミリーに最適化したコードを生
成し、コード密度は従 来の ARC プロセッサに比べ 15% 向上します。また、
C / C++ソースコードで16ビット命令を使用できる部分をなるべく多く検出
することで、さらなるコード・サイズの縮小を図っています。

高度なデバッグ
パラレル・トレース・ポートを追加すると、ARC HS ファミリーでリアルタイ
ム・トレースを利用できます。トレースするデータは、プログラム・カウンタ、

もう1つのオプションとして、指定したメモリー領域を意図しないアクセスや

コアのレジスタ、メモリー・インターフェイス、補助インターフェイスなど、

不正なアクセスから保護する MPU もあります。

さまざまなソースから設計者が選ぶことができ、これらをシステム・メモリー

バス・インターフェイス
ARC HSファミリーは業界標準の ARM® AMBA® AXI™および AHB™インター

とプローブ・メモリーのいずれ か、または両方に格 納できます。または、
JTAG ポートを使用した、よりコンパクトなリアルタイム・トレース・モジュー
ルを選ぶこともできます。

フェイスをサポートしており、バス幅は 32ビットまたは 64 ビットに構成でき
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図 2. ARC HS ファミリーの 10 段命令パイプライン

シミュレーション

シノプシス ARC HS

シノプシスは、ARC HS ファミリーをサポートしたシミュレータを 2 種類提供

CPU アーキテクチャ

ARCv2

しています。

SMP / SMT

SMP

パイプライン段数

10 段

命令発行レート

1 命令 / サイクル

CCM

最大 1MB の命令およびデータ CCM

また、シノプシスの FPGA ベース・プロトタイピング・システム HAPS を用

命令 / データ・キャッシュ

各最大 64KB（ARC HS36 のみ）

いて ARC HS デバイスのプロトタイプを構築することもできます。

浮動小数点演算ユニット

SP / DP

1サイクル当たり MAC

32x32ビットx1、32x16 ビットx2、16x16 ビットx4
のいずれか

MPU リージョン

1、2、4、8、16 のいずれか

最大割り込み数

240

その他の機能

スタック チェック、ハードウェア
切り替え、ISA 拡張

SoC インターフェイス

AXI、AHB-Lite、BVCI

• nSIM：一部サイクル精度の命令セット・シミュレータ
• xCAM：完全サイクル精度のプロファイリング、最適化、検証

まとめ：ARC HS ファミリー
シノプシスは、消費電力を増やすことなく組込みアプリケーションで求めら
れる高い性能を実現したいという設計ニーズに応えるべく、ARC HS ファミ
リーを開発しました。ARC HSファミリーの10段スカラー・パイプラインは、
より複雑なスーパースカラーおよびマルチスレッド・パイプラインに見られ

コンテキスト

表 2. DesignWare ARC HS ファミリーの主な機能

るようなゲート数と消費電力の増大もなく、同等の性能を発揮します。ARC
HS ファミリーは、表 2 に示した主要機能の充実によって実感できる性能向上
を図るとともに、性能、消費電力、面積など個々の設計ニーズに合わせてコ
アを構成できる柔軟性も備えており、高性能な組込みアプリケーションに向
けた画期的なソリューションに仕上がっています。
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詳細情報
• ビデオ：組込みアプリケーション向けの効率的なプロセッサ ソリューション
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