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複数のプロセッサおよびグラフィックス・コア、大容量メモリー、多くの周辺

ト、総保有コスト（TCO）の最小化、市販エミュレータ最大容量を実現する

回路と外部インターフェイスを集積した数億～数十億ゲート規模の SoC の検

優れた拡張性などの特長を備えています（図１）。

波形生成のパイプライン処理

リフレッシュ・パフォーマンスの例

証は、ハードウェアの複雑さを考えただけでも気の遠くなる作業です。これ
に加え、SoC の組込みソフトウェアはコード量が増え続けており、ソフトウェ

すべての信号を可視化できる包括的なデバッグ

アの開発には数十億サイクルのテストを要します。以上の見地から、最先端
のチップ開発では検証がいかに困難であるかが分かります。こうした検証の

シミュレーション・ツールに比べ、これまでの一般的なエミュレーション環

課題に対処するため、設計チームの間では高速なエミュレーション・システ

境は利用できるデバッグ機能に制約がありました。それは、シミュレーショ

ムへのニーズが高まっています。

ン・ツールのように確定的（デターミニスティック）ではないため、イベント
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図 3. ZeBu Server-3 の iCSA を使用すると、長時間のエミュレーションであっても
Verdi3 を用いて短時間で波形を生成、表示してデバッグの迅速化が可能

のタイミングとシーケンスを再現するのが困難という問題です。エラーのデ
バッグに必要な長さのウィンドウをキャプチャするには、エミュレーション・

し、SoC 検証を早期に完了できるよう、シノプシスは業界最速のエミュレー

システムに内蔵のロジック・アナライザを使用して、ウォッチポイントとトリ

ZeBu Server-3 では、1 回のテストを開始してからエラーが顕在化するまで

テムのデバッグの場合、ブート・シーケンスの初期段階でメモリーの特定アド

タとなる ZeBu Server-3 を発表しました。ZeBu Server-3 は パフォーマン

ガ条件をユーザーが設定する必要があります。エミュレーション・プラット

のトレース・データをすべてキャプチャできます。エラーの症状が発生したら、

レスにバグがあっても実際にエラーとして顕在化するのは数十億サイクル後

スが前世代の最大4 倍に向上しているだけでなく、すべての信号を可視化で

フォームのロジック・アナライザは、トレース・メモリー容量の範囲では完

デザインのソースコードにリンクされた波形を Verdi3でただちに確認できま

であるため、百 万サイクル 程 度のウィンドウではデバッグが 困 難 でした。

きる包括的なデバッグ機能、Verdi3 との連携、あらゆる検証モードのサポー

全な可視化が行えるものが大半ですが、通常のメモリー容量では 100 万サイ

す。しかも、テストの開始から終了まで何十億サイクルが経過していても、こ

ZeBu Server-3 の Post Run Debug モードは、このような場面で効果を発揮

クル程度しかキャプチャできず、現在の SoC における複雑なデバッグで必要

の時点で ZeBu Server-3 には信号の完全な可視化に必要なデータがすべ

します（図４）。

な数十億サイクルにはとても及びません。同じエラーを再現してバグをキャ

てキャプチャされています。従 来 のエミュレーション 環 境の 波 形ジェネ

プチャしようとしても、トレース・ウィンドウが狭いと多くのトリガを設定し

レータでは信号を完全に可視化してデバッグを開始するまでに数時間か

て何度もテストを実行する必要があります（図２）。

かっていましたが、ZeBu Server-3 の iCSA（interactive Combinatorial

これに対し、ZeBu Server-3 では信号の完全な可視化、デターミニスティッ

高度な検証をサポート

Signal Access）テクノロジを利用すると、数分後には Verdi 3 上でデバッグ

プロセスの微細化に伴いデザインが複雑化し、検証は新しい課題に直面して

を開始できます（図３）。

います。こうした課題に対応するため、ZeBu Server-3 は、シミュレーショ
ン・アクセラレーション、合成可能なテストベンチの実行、インサーキット・

グなど、シミュレーション 環 境と同等 の デバッグを実 行できます。また、

ZeBu Server-3 には、どのようなテストもデターミニスティックに再実行で

エミュレーション（ICE）、トランザクション・ベース検証（TBV）、さらにはバー

ZeBu Server-3 は新たにデバッグ環境として定評のあるVerdi との連携が

きる強力な Post Run Debug モードがあり、手探りの状態でバグを特定する

チャル・プロトタイプと連携したハイブリッド・エミュレーションなどの高度

可能になっているため、短時間で波形を解析してトランザクションレベル・デ

作業から解放されます。これまで、まったく同じシナリオの再現には数日か

な検証モードを幅広くサポートしており、チップ開発チームの多様なニーズに

バッグを行い、これまでシミュレーション・ツールで使い慣れた強力なデバッ

ら数週間かかっていましたが、Post Run Debug モードではどのようなテス

きわめて柔軟に対応します。

グ環境をそのまま活用することができます。

トを再実行しても常に同じ結果が得られます。特にオペレーティング・シス
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システムレベル検 証およびハードウェア / ソフトウェア開発にエミュレー

信する複雑な環境を作成することも必要であり、しかもこの環境も十分に高
速でなければエミュレータの速度を低下させてしまうことになります。

ハイブリッド・エミュレーションは、RTLモデルしかない既存コアを使用する
場合など、SoC の一部でトランザクションレベル・モデル（TLM）を用意でき

ZeBu Server-3 のトランザクション・ベース検証（TBV）モードでは、複雑な

ない場合に役立ちます。ハイブリッド・エミュレーションでは、RTLモデル

環境と通信しながらでもフルスピード動作が可能です。広帯域で低レイテン

を ZeBu Server-3 で高速実行し、それ以外のバーチャル・プロトタイプと連

シのトランザクタと、ホスト - エミュレータ間の高速接続により、ホスト上の

携して早期ソフトウェア開発を進めることができます。

ス マ ー ト・パ ワ ー・デ バ イ ス の イ ン プ リ メ ン ト に 最 適 な プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と し て 実 績 の あ る BCD プ ロ セ ス・テ ク ノ ロ ジ に つ い て、
STMicroelectronics 社 Technology R&D Smart Power Group、デ ザ イ ン・イ ネ ー ブ ル メ ン ト 担 当 シ ニ ア・デ ィ レ ク タ の Pier
Luigi Rolandi 氏にご説明いただきます。

バイポーラ、CMOS、DMOS を同じプロセスで 1 つのシリコン基板に混載

基準から見れば比較的小規模ですが、BCD の適用市場と応用製品の幅を拡

作させることに成功しています。SoC に接続する実際のコンポーネントは、

同様に、組込みプロセッサを使用する場合も抽象度の高いプロセッサ・モデ

した BCD テクノロジのコンセプトを STMicroelectronics が最初に提唱し

大する上でこのデジタル・ロジックが重要な役割を果たしています。

バーチャル・ディスプレイやバーチャル・カメラなどのバーチャル・コンポー

ルを使用し、デザインのその他の部分をエミュレータで実行することができ

たのは 1980 年代中頃のことでした。BCD テクノロジを利用すると、高性

ネントで模擬的に表現します。バーチャル・テスト環境と「バーチャル・ブリッ

ます。このハイブリッド・エミュレーションのアプローチでは、高いエミュ

能なバイポーラ・アナログ回路、DMOS ベースのハイパワー MOSFET、

バイポーラ、CMOS、DMOS を同じシリコン基板に混載することで、設計

ジ」を組み合わせることにより、DUT をプロトコル固有のトランザクタ経由

レーション・スループットを活かしてハードウェア / ソフトウェア・ブリング

CMOS ベースのデジタル・ロジックを集積できます（図 1）。BCD デバイ

チームは個々のアプリケーションに最適なテクノロジ構成を選択すること

でホストの USB ポートや Ethernet ネットワークなどに接続した実際のデバ

アップの生産性を向上できます。

スに集積されるデジタル・ロジックは最大でも 500K ゲート程度と現在の

ができます。

仮想環境との間でインタラクティブに通信しながら SoC をフルスピードで動

イスに接続できます。
トラッカやモニタなどのシステムレベル・デバッグ・コンポーネントを使用

総保有コスト（TCO）を抑える先進のアーキテクチャ

狭い範囲に絞り込んで波形ベースのデバッグを実行できます。完全なシステ

が発生していました。コンパクトで効率的なハードウェア・プラットフォーム

ムレベルの検証フローでは、実際のソフトウェアを SoC デザインのメモリー

を採用した ZeBu Server-3 は、電力、冷却、重量の要件が一般的なデータセ

に読み込み、実機と同じようにオペレーティング・システムを立ち上げてチッ

ンター機器と同レベルに抑えられているため、標準的なデータセンター環境

プを動作させることが可能です。処理用のデータはバーチャル・カメラから

で運用できます。3 億ゲートまでの容量に対応した ZeBu Server-3 は 20 イ

駆動し、バーチャル・キーボードとバーチャル・タッチスクリーンからシナリ

ン チ（50cm）角 の キューブ 形 状 をして おり（図1；P8 掲 載）、消 費 電 力は

オを駆動します。そして、ビデオをエミュレータでデコードしてバーチャル・

2.5kW 未満、重量は 155 ポンド（約 70kg）未満と、同じゲート容量なら他の

ディスプレイに表示します。

エミュレータに比べ大幅にダウンサイジングが図られています。このため、

バイポーラ

CMOS

「More than Moore」が開く新市場

DMOS

スマート・パワー・デバイスの応用分野は急速に拡大しています（図 2）。
この種のデバイスはこれまで飛躍的な成長を遂げてきましたが、今後もそ
アナログ

デジタル

の勢いが続くものと期待しています。主な市場としては、車載、パワー・

パワー

マネージメント、産業、照明、電気自動車、デジタル家電向けパワーアンプ
などがあります。最近では、医療用イメージングを中心としたヘルスケア

BCD

市場も BCD デバイスの新しい応用分野として注目されています。

スマート・パワー・デバイスは、A/D変換、パワー・マネージメント、パワー・

特別な改修を必要とせず既存の電力および冷却設備のまま設置、運用できる
ZeBu Server-3 には、システムレベル環境を短期間で作成するためのライブ

ケースがほとんどで、導入コストと運用コストの両方を最小限に抑えること

ラリとツールが用意されています。また、USB、AMBA 、MIPI 、Ethernet、

ができます。

®

®

PCI Express®、HDMI™、JTAG、TLM 2.0、DDR、GDDR、LPDDR な ど を 含
め、広帯域 / 低レイテンシのトランザクタ、プロトコル・アナライザ、バーチャ
ル・デバイス、バーチャル・スピード・アダプタ、コンパイル済みメモリー・
モデルに関する包括的なライブラリもご提供しています。

アクチュエータの機能に加え、デジタル・ロジックによるインテリジェン

1 つのプラットフォームに混載

トな制御もワンチップに集積できるため、さまざまな電子システムで採用
が広がっています（図 3；P12 掲載）。BCD チップは、1 つの電子システム

図 1. 3 つの異なるテクノロジを 1 つのプロセス・プラットフォームに混載した BCD

内で多くの用途に利用できます。

まとめ
業界最速のエミュレーション・システムとなる ZeBu Server-3 は、すべての

SystemVerilog テストベンチとメッセージを交換できます。

短縮し、SoC 検証を早期に完了することが可能になります。

ZeBu Server-3 は、シノプシスの Platform Architect や Virtualizer などの
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図 2. スマート・パワー・デバイスの主な応用分野
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