What's New in DesignWare IP?
ARC APEX テクノロジを利用した密結合型組込みシステムの構築
シノプシス

IP サブシステム担当プロダクト・マーケティング・マネージャ

Rich Collins

32 ビット・プロセッサの優れたパフォーマンスを活かしつつ、面積と消費電力を 8 ビット・マイクロコントローラと同等に抑える方法につ
いて、シノプシスの IP サブシステム担当プロダクト・マーケティング・マネージャ、Rich Collins がご説明します。

これまで長年にわたり、組込みシステムでは主に 8 ビット・マイクロコント
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ローラが使われてきました。これは、8051 マイクロコントローラのような
密結合型のプロセッサの方がデザインのサイズと消費電力を抑えられて有利

APEX テクノロジを使用すると、ARC プロセッサ・コアをコンフィギュレー

なためです。プロセッサを内蔵した組込みシステムではバッテリ消費と部品

ションする際に命令とデータの両方にクローズリー・カップルド・メモリー

コストの抑制が重視されることが多く、その点、コンパクトで消費電力が極

（CCM）を容易に含めることができ、AHB バスを介さずメモリーにアクセス

めて小さい 8 ビット・アーキテクチャは理にかなっています。

できるようになります。

しかし最近は「deeply embedded」と呼ばれる超低消費電力の組込みプロ

また、ARC プロセッサの補助レジスタと外部インターフェイスを利用して

セッサでさえも複雑なタスクの処理が必要とされており、組込みシステムの

ペリフェラルを密結合することも可能です。こうすると、APB インターフェ

パフォーマンスに対する要求はどんどん高まっています。ヘルス・モニタか

イスを介さず ARC プロセッサから直接ペリフェラルにアクセスできます。

ら産業用制御システムまで幅広いアプリケーションにおいて、主にアプリ

すべてのペリフェラルをこのようにして統合すれば、ブリッジ、アービタ、

ケーション / ホスト・プロセッサの負荷を軽減する目的で組込みシステム

アダプタを含む外部バスが不要になります。

にはより多くの処理を肩代わりすることが求められています。多くの設計
チームが 32 ビット・プロセッサ・アーキテクチャへ移行するようになって

バス・ベースのインプリメンテーションに比べ、メモリーとペリフェラルの

いるのはこのためです。

両方を密結合した組込みシステムでは全体的な面積と消費電力が削減され、
パフォーマンスも大幅に向上します。たとえば補助レジスタへのアクセスも、

32 ビット・コアを採用すればパフォーマンス要件は満足できますが、消費

バス・ベースのインプリメンテーションでは 4 サイクル以上必要ですが、密

電力と面積に関しては従来世代の 8 ビット・マイクロコントローラも捨てが

結合したプロセッサなら 1 サイクルでアクセスできます。密結合システムで

たいというのが設計者の本音でしょう。

は AHB バスを経由せず組込みメモリーから命令とデータをフェッチでき、
ペリフェラルにアクセスする場合も APB ブリッジは不要です。メモリーや

この悩みに対するシノプシスの回答となるのが、メモリーとペリフェラルを

ペリフェラル・レジスタへのアクセスが頻繁に発生するようなワークロード

DesignWare ARCプロセッサに密結合するARCプロセッサ・エクステンショ

では、パフォーマンスと消費電力の面で大きな利点が得られます。

ン（APEX）です。
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図 2. ARC+APEX の密結合インプリメンテーションによるセンサー
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ホ ワ イ ト ペ ー パ ー「Building an Eﬃcient, Tightly-Coupled Embedded

て動作する必要があります。内蔵のセンサー・サブシステムをより「インテ

System Using an Extensible Processor」※1 で は、100Hz で 動 作 す る セ

リジェント化」すること、つまりデータの前処理とフィルタリングをセン

ンサー・フュージョン・アプリケーションの例をご紹介しています。このア

サー・サブシステムで実行させることにより、ホスト・プロセッサの処理負

プリケーションを AHB マルチバス・ベースのインプリメンテーションとし

荷が軽減し、バッテリ動作時間が長くなります。たとえば重要な要求があっ

た場合、APB ペリフェラルのみを 5MHz で動作させ、それ以外は 15MHz で

た場合にセンサー・サブシステムの判断でホスト・プロセッサに割り込みを

動作させる必要があります。これに対し、密結合型のインプリメンテーショ

送信できるようにすれば、ホスト・プロセッサをより頻繁にスリープ・モー

ンの場合は全体を 5MHz で動作させても同じリアルタイム制約を満たすこと

ドにして消費電力の削減を図ることができます。

ができます。レイテンシの要件が緩和されるため、同じワークロードをより
低いクロック速度で処理できます。また、密結合型インプリメンテーション
では消費エネルギーがバス・ベース・システムの 1/2 に抑えられます。面積

集するセンサー・ハブのバス・ベースのインプリメンテーションを示したも

および消費電力の削減についての詳細は、上記のホワイトペーパーをダウン

のです。これらのデータに基づいて機器の向きを判定し、その情報を無線で

ロードしてご参照ください。

ホストへ通信します。
図 2 は、同じセンサー・サブシステムをペリフェラルとメモリーを密結合し

まとめ

代表的な40nmデザインの場合、図2に示した密結合型インプリメンテーショ

バス・ベースでインプリメントしていたサブシステムを、メモリーとペリフェ

ンにすると数千ゲートを削減でき、センサー・データの処理に必要なエネル

ラルを密結合したアーキテクチャに変更すると、パフォーマンスを犠牲にす

ギーも全体で 1 桁小さくなります。

ることなく、ゲート数と全体的な消費電力を大幅に削減できます。

詳細情報

• ホワイトペーパー：
※1
Building an Eﬃcient, Tightly-Coupled Embedded System Using an Extensible Processor
http://www.synopsys.com/dw/doc.php/wp/building_an_eﬃcient_tightly_coupled_embedded_system_using_an_extensible_processor.pdf
Leveraging Processor Extensibility to Build an Ultra Low-Power Embedded Subsystem
http://www.synopsys.com/dw/doc.php/wp/leveraging_processor_extensibility.pdf
• 記事：
Optimizing Power, Performance and Area (PPA) of your Embedded System with Conﬁgurable Processor Extensions
http://www.chipestimate.com/tech-talks/2014/04/08/Synopsys-Optimizing-Power-Performance-and-Area-PPA-of-your-Embedded-System-with-C
onﬁgurable-Processor-Extensions
Overcoming the power / performance paradox in processor IP
http://www.techdesignforums.com/practice/technique/power-performance-processor-ip

著者紹介
Rich Collins：シノプシス、IP サブシステム担当プロダクト・マーケティング・マネージャ。DesignWare IP ポートフォリオの中でも特に ARC プロセッ
サおよび ARC ベース・サブシステムの市場浸透と成長に関するストラテジ策定とポジショニングを担当。
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図 1 は、磁気センサー、加速度センサー、ジャイロスコープからデータを収
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は、プロセッサがセンサー・データを収集して処理し、その処理結果に応じ
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利用した高機能なアプリケーションが増えています。これらの組込み機器で
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これまで組込み半導体の R&D、プロダクト・マーケティング、ビジネス開発を 20 年以上にわたり手がけてきたベテラン。シノプシス入社前は Motorola 社
/ Freescale™社に 17 年間在籍し、CPU、IP、SoC 設計 / マーケティング・チームで技術職 / 管理職を担当。デューク大学フュークア・スクール・オブ・
ビジネスにて MBA を取得。デューク大学では計算機科学とスペイン語を専攻し、電気工学の BSE を取得。
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ではこれほどの最適化は不可能なため、特に低コストのインプリメンテー
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