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図 1. BioPerf ベンチマーク・スイートの実行結果。以下の 3 通りでシミュレーション速度を比較。
（a）nSIM のインタプリタ型シミュレーションのみを利用した場合
（b）nSIM Proで同時動的コンパイラを 1つのみ使用した場合
（c）nSIM Proで同時動的コンパイラを複数並列に使用した場合
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コンパイルするプログラム領域を動的に検出・選択するとともに、並列コン

も RTL 開発の段階ではテストと検証が必要ですが、そのようなコーナーケー

パイルおよび同時動的コンパイルを組み合わせる革新的な手法を導入した

スでも動作の同一性が保証されます。

基準

0.68

0.47

0.34

clustalw

1.43

1.29

0.7

0.2

ドロジをオンライン検証またはコ・シミュレーション検証と呼びます。

動的コンパイルのオーバーヘッドをさらに軽減するため、nSIM では動的コン

2.0

0.5

クロアーキテクチャ・ステートを詳細に比較します。一般に、この検証メソ

What's New
in DesignWare IP?

動的コンパイル を利用したシステムでは 経 験的にしきい値を決定するか、

る技術として定評があり、JIT コンパイルとも呼ばれます。動的コンパイルの

Customer Highlight

動的コンパイルは、プログラムのシミュレーション速度を実行時に高速化す

2.2
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プログラム領域に限定して最適化を適用するのが理想ですが、何をもって
「実行頻度が高い」とするかはアプリケーションによって異なります。従来、

ケーションの開発にも欠かせないツールです。しかしISS はその用途によっ

インタプリタ型のみ

最新技術情報

ンパイルを同時に実行するなど、真の意味でスケーラブルなシミュレータと

3. 同時動的コンパイル：ターゲット・プログラムのシミュレーションとコ

Technology Update

2. 並列コンパイル：これらの領域を並列にコンパイル

Success Story

一切の妥協を排し、優れた速度、精度、可視性を実現した
命令セット・シミュレータ

レーション・ホストの並列性を効果的に利用しつつ、シミュレーションとコ

お客様活用事例

DesignWare ARC nSIM

News Release

nSIM は、ワークロードの変化に自動的に適応し、現在のマルチコア・シミュ
1. 適応型優先付け：最近実行したプログラム領域を優先的に最適化

ニュースリリース

What's New in DesignWare IP?

詳細情報
• nSIM のウェブサイト

http://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=sim_nSIM

• nSIM のデータシート

https://www.synopsys.com/dw/doc.php/ds/cc/arc_nsim.pdf
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