画像認識技術の最先端

Technology Update

DesignWare EV52 / EV54 プロセッサ
OpenCV、
OpenVXライブラリ
およびAPI

● 先進のARCv2 ISAを実装
● 競合するビジョン・プロセッサに比べ5倍の電力効率となる
1000GOPS/Wを達成

Industry Trend

特長
● 高性能エンベデッド・ビジョン・アプリケーション向けに最適化

MetaWare
開発ツール

DesignWareエンベデッド・ビジョン・プロセッサ
RISC CPU

● デュアルコアCPUまたはクワッドコアCPUと最大8つのPE
（Processing Element）からなる物体検知エンジンの組み合わせで
構成
● データレベルおよびタスクレベルの並列処理をサポート
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● 幅広い種類のビジョン・アルゴリズムを実行
● 任意のホスト・プロセッサと組み合わせてビジョン処理を
オフロード実行

AXIインターコネクト

PE = Processing Element
図1. DesignWare EVプロセッサのマルチコア アーキテクチャ

ターゲット・アプリケーション

Customer
Highlight

● OpenCVライブラリ、OpenVX™ランタイム / カーネルを含む包括
的なツールでプログラミングの生産性が向上

What's New
in DesignWare IP?

● 畳み込みニューラル・ネットワーク（CNN）を利用したプログラマブ
ルな物体検知エンジンによる高速かつ高精度な物体検知

News Release

ニュースリリース

最新技術情報

● 映像監視
● カメラ
● 動作認識
● 物体の検知と分類
● ホーム・オートメーション

イプラインは次世代システムオンチップ（SoC）アプリケーションのニーズに
対応できるように設計されており、あらゆる種類の32ビット・プロセッサを
展開できます。
ARCv2 ISAを利用すると、
SoCの各インスタンスで要求される

● ウェアラブル機器

性能と消費電力に最適化したプロセッサを組み合わせて複雑なヘテロジニア

● デジタルTV

スSoCをインプリメントできます。

Partner
Highlight

● 顔追跡

比べコード密度が18%向上しています。
EVプロセッサのアーキテクチャとパ

● バーチャル・リアリティ

● 8K ～ 128Kのデータ密結合メモリー
（DCCM）

低消費電力とソフトウェア・ソリューションの柔軟性を両立させています。

● 1サイクルで64ビット・ロード / ストアを実行

EVプロセッサはデュアルコア（EV52）またはクワッドコア（EV54）の32ビッ

● Radix-4ハードウェア除算器

トARC CPUと畳み込みニューラル・ネットワーク（CNN）を実装したプログラ
マブル物体検知エンジンを組み合わせた高性能なマルチコア・プロセッサで、
最大8個のPE（Processing Elements）で構成されるユーザー設定可能な物体
検知エンジンの働きにより、顔認識、歩行者認識、手振り認識など幅広い対象
物を高速かつ高精度に検知します。

● ARCプロセッサ・エクステンション（APEX）カスタム命令インターフェイス
● ユーザー設定可能な命令バッファ
● 割り込み入出力ラインにより外部ホストとの同期が可能
● ARConnectによるマルチコア通信のサポート：
割り込み分配ユニット
ハードウェア同期ブロック
●
低レイテンシのマルチバンク共有メモリー
（同時アクセスの調停機能あり）
●
●

アプリケーション・ソフトウェアを短期間で開発していただけるよう、EVプ

検証編

● 4K ～ 64Kの命令およびデータ・キャッシュ

エンベデッド・ビジョン・プロセッサで、専用ハードウェアならではの高性能、

Support Q&A

DesignWare EV52 / EV54は完全プログラマブル / コンフィギュラブルな

フィジカル編

● デュアルコアCPUのEV52とクワッドコアCPUのEV54
（コヒーレントなL1
キャッシュ）

Support Q&A

● 先進のARCv2 ISAを採用

論理合成編

● インフォテインメント

Support Q&A

● デジタル・サイネージ

最新技術情報

機能

● ロボット

Technology Update

● ゲーム

ロセッサ・ファミリーにはシノプシスのARC MetaWare Development

● 2、4、8個のPEからなるプログラマブルな物体検知エンジンでCNNグラフを実行

Toolkitに加え、OpenCVやOpenVXなどの最新エンベデッド・ビジョン規格に

● 64ビットAXIバス・インターフェイス

準拠した包括的なプログラミング環境が用意されています。ビジョン・データ

● JTAGおよびCompact JTAG
（cJTAG）
デバッグ・インターフェイス

処理に最適化された高性能なハードウェアと高効率なプログラミング・ツー
ルの組み合わせにより、EVプロセッサ・ファミリーは幅広いエンベデッド・ビ
ジョン・システムに理想的なソリューションとなっています
（図1）
。

CPUコア・パイプライン
EVプロセッサは32ビットの高性能な10段スカラー型パイプラインを採用し

DesignWare ARCv2 ISA

ており、非常に高いパフォーマンスと省電力性を最適なバランスで実現して
います。このパイプラインはハーバード・アーキテクチャに基づいており、ア

DesignWare EVプロセッサは、
高度なプロセッサ機能をサポートしたARCv2

ウトオブオーダー・リタイア、分岐予測ミスを早期に訂正する高度な分岐予測

RISC ISAを実装しています。この命令セットにより、従来世代のARC製品に

ユニット、
後段ALUのサポートにより命令スループットを高めています。
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前ページより続く

L1キャッシュ・メモリー

物体検知エンジン

EVプロセッサには命令L1キャッシュとデータL1キャッシュがあり、4K、8K、

EVプロセッサは、プログラマブルな物体検知エンジンでCNNグラフを実行し

16K、
32K、
64KBの容量をそれぞれ個別に設定できます。
命令L1キャッシュは

ます。物体検知エンジンを構成するPEの数（2、4、8個）およびリコンフィギュ

2ウェイまたは4ウェイ・セット・アソシアティブが可能で、ライン・サイズは

ラブルなストリーミング・インターコネクトは、設計時に設定できます。この

32、64、128バイトを選択できます。キャッシュ・ラインのロックおよび無効

高性能エンジンはプログラマブルで、選択したエンジン構成に必要なコン

化、
デバッグの可視性は各キャッシュに対して個別に設定できます。
データL1

ピューティング・パワーで任意のCNNグラフを実行できます。

キャッシュはMOESIプロトコルを実装しており、キャッシュ間転送をサポー
トしています。

コンパイル

データ密結合メモリー
EVプロセッサは8KB ～ 128KBのデータ密結合メモリー
（DCCM）
をサポート
しています。CCMは個別のメモリー空間として実装されており、1クロック・
サイクルでアクセスできます。

デバッグ

MetaWareコンパイラ

・ コードのサイズとパフォーマンスを最適化
・ コア固有の機能を利用してパフォーマンス
向上とコスト削減を両立
・ ユーザー定義命令を利用して設計目標を達成

GNU GCCコンパイラ

・ GCCコンパイラでオープンソース ソ
リューションに自由にアクセス

MetaWareデバッガ

・ 1つのユーザー インターフェイスで複数
のターゲットを容易にデバッグ
・ コード内のホットスポットを短時間でプロ
ファイリング
・ スクリプトの利用により生産性が向上

JTAGデバッガ

・ Ashling、Green Hills®、Lauterbachのツー
ルを用いてハードウェアを効率的にブリン
グアップ

GNU GDBデバッガ

・ オープンソースのGDBデバッガを使用し
て実ターゲットおよびシミュレーション上
のターゲットをデバッグ

nSIMシミュレータ

・ ハードウェア完成前にソフトウェアの開発
とデバッグが可能
・ 超高速なARCモデルで大規模なプログラム
をシミュレーション
・ ほぼサイクル精度のシミュレーションによ
り、
ソフトウェアを短時間で最適化

xCAMシミュレータ

・ 実際のコア コンフィギュレーションの
100%サイクル精度モデルを使用してハー
ドウェアの検証および重要なソフトウェア
の最適化を実行

MQXリアルタイムOS

・ ARCプロセッサ向けにシノプシスが最適化
したRTOSを使用
・ 最小わずか3.5KBのカーネル サイズ
・ リファレンス用に完全なソースコードが付属

ARC開発システム

・ MetaWare Development Toolkit（コンパ
イラ、デバッガ、シミュレータ）またはGNU
ツール チェーンを使用して実際のハード
ウェア上で開発およびデバッグ

レジスタ・ファイルとプログラム・カウンタ
EVプロセッサのレジスタ・ファイルは32個の32ビット・レジスタで構成され
ます。このレジスタ・ファイルはシングルサイクル・アクセスが可能な高速メ
モリーまたはフリップフロップで構築でき、1つまたは2つの書き込みポート
（デフォルトでは1つ）
と2つの読み出しポートをサポートしています。

64ビット・ロード / ストア

展開

EVプロセッサには64ビット・ダブルワードのロード / ストア命令があり、プ
ロセッサのビルド時にオプションで含めることができます。これらの命令を
利用すると、レジスタ・ペアとの間で64ビット・データを1命令でロードまた
はストアできます。DCCMはビット幅が拡張されバンク構成になっており、ア
ライメントしていないロードとストアをサポートしていますが、このDCCM
へのアクセス・サイクルに余分なペナルティが追加されることはありません。

ARCプロセッサ・エクステンション（APEX）インターフェイス
EVプロセッサはカスタム命令の追加による拡張が可能です。APEXではプロ
セッサ / 補助レジスタの数を増やしたり、
新しい命令や条件コード・テストを
追加したりできます。カスタム命令を利用すると、独自のハードウェアをプロ
セッサに効率よく追加できるため、アプリケーションのさらなる高速化また
は消費電力の削減を図ることができます。

畳み込みニューラル・ネットワーク（CNN）
CNNは、人間の脳が視覚情報を処理する方法から着想を得ています。CNNは

表1. DesignWare ARCソフトウェアおよび開発ツール

ストリーミング・インターコネクトは、PE間で必要となるポイント・ツー・ポ
イント通信をサポートできるように動的に構成されます。
このため、
CNNグラ
フをCNNエンジン・リソースに柔軟にマッピングできます。

深層学習アルゴリズムをベースにしており、
ある1つの物体に対して多数のイ
メージを用いてトレーニングを実行し、その結果をグラフとして一般化しま

CNNグラフのトレーニングはオフライン
（通常はサーバ・ファーム）
で実行し、

す。CNNアルゴリズムはこのグラフを利用して静止画または動画内の物体を

これによって生成したグラフを物体検知エンジンに書き込みます。このエン

検知します。CNNは複数の特徴抽出階層からなる逐次詳細化プロセスによっ

ジンは実行時に動的再構成が可能なため、複数のCNNグラフを逐次または並

てイメージ解析を実行します。各階層では、イメージとトレーニング・フェー

列に実行できます。

ズで生成したパターンを照合します。次の階層ではより複雑な特徴が抽出さ
れ、
この処理を繰り返すことにより最終的に一致かどうかを判定します。

共有メモリー

CNNは、
他のビジョン・アルゴリズムより高品質かつ高精度な物体検知が可能

EVプロセッサには低レイテンシの共有データ・メモリーが内蔵されており、

で、顔、歩行者、身体の部位、動物、建物など多くの種類の視覚物体を検知でき

複数のCPUおよびCNN PEコア間で情報の受け渡しと連携が可能です。この

ます。CNNを利用すると、特定の顔の認識、表情の解析、視覚的注意の決定、動

メモリーはソフトウェア管理によるスクラッチパッドとして使用でき、容量

作認識および物体追跡のアシストなどが行えます。また、空、山、木、建物など

は0 ～ 4MBに設定できます。より大容量のメモリーをサポートできるよう

を認識して抽象シーン認識やイメージ分割を実行することもできます。

に、このメモリーは内部で複数のバンクとして構成されていますが、ソフト
ウェアからバンクを意識することはありません。このメモリーには、複数の
CPUコアやCNN PEからの同時アクセスをサポートする調停機構が用意され
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設定します。

ング・フレームワークでサポートされており、
41種類の主要カーネルがポー
ティングされています。クライアント定義によるOpenVX関数がサポートさ

DMA

EVプロセッサおよび物体検知エンジン上で自動的にマッピング（および可能
な場合はタイリング）
されてから実行されます。

サとオンチップまたはオフチップの各種メモリー領域との間で効率よくデー
タを転送できます。

OpenCVとOpenVXは補完的な関係にあり、ビジョン・アプリケーションでは
これらを組み合わせて使用します。

バス・インターフェイス

マニュアル

トしています。64ビット幅のAXIバスにより高いシステム・スループットを実

DesignWare EVプロセッサには以下のマニュアルが付属します。

現しています。

● EVプロセッサ・リリースノート
● EVプロセッサ入門ガイド

割り込みと例外

● ARCv2プログラマ・リファレンス
● EVプロセッサ・データブック

EVプロセッサは最大4つの割り込み出力ピンおよび最大3つの割り込み入力
ラインをサポートしています。これらは外部ホストとの同期などの目的に使
き込んで割り込みを発生させることもできます。

テスト、コンプライアンス、品質
DesignWare EVプロセッサは、ブロックレベルからシステムレベルへのボト
ムアップ型メソドロジに従って検証されています。プロセッサ内の各機能ブ

SoCへの統合

ロックはカバレッジ・ドリブンの機能テスト・プランに従っています。このプ
ランにはARCv2 ISAコンプライアンス用のテスト、および制約付き擬似ラン

EVプロセッサはSoCにシームレスに統合できるように設計されています。EV

ダム環境とランダム命令シーケンス・ジェネレータを使用して生成したス

プロセッサは任意のホスト・プロセッサと組み合わせて使用でき、ホストとの

テートおよびコントロール固有のカバレッジ・ポイントが含まれます。

モリーマップの一部はホスト・プロセッサからアクセスできます。これらの機

製品構成

包括的な開発ツール・スイート

DesignWare IPについて
シノプシスは、システムオンチップ向けの高品質かつシリコン実証済みIPの
リーディング・プロバイダです。
シノプシスの多岐にわたるDesignWare IP群

EVプロセッサを利用したソリューションを短期間で開発していただけるよ

は、ロジック・ライブラリ、組込みメモリー、組込みテスト、アナログIP、デジタ

う、EVプロセッサには包括的な開発ツール・スイートが用意されています。こ

ル・コントローラIP / PHY / 次世代検証用IPからなる完全なインターフェイ

れには、組込みアプリケーションに最適な効率のよいコードを生成する

ス（業界標準プロトコル）IP、組込みプロセッサ・コアとそのサブシステムで構

MetaWare Development Tool Kitのほか、ARC nSIMシミュレータ、

成されています。IPに関連するソフトウェア開発とハードウェア / ソフト

ARChitectコンフィギュレーション・ツールなどが含まれます。OpenCV

ウェア統合を容易にするため、シノプシスのIP Acceleratedイニシャティブ

（Open Source Computer Vision）ライブラリはMetaWare C / C++コンパ

は、IP プロトタイピング・キット、IP向けソフトウェアの開発キット、IPサブ

イラと組み合わせて使用できます。また、EVプロセッサ用にポーティングし

システムを提供しています。DesignWare IPは、信頼性の高い開発手法、品質

たOpenVXランタイムと基本カーネルも用意されています。

確保のための巨額の投資の所産であるだけでなく、包括的な技術サポートと
ともに提供されているため、設計者は、IPのSoCへの統合リスクを最小化し、

OpenCVライブラリはMetaWareで使用できる2500種類の関数を集めたソ

検証編

ます。

Support Q&A

的なテストベンチが付属します。

納されたデータにもARM AMBA AXIインターコネクト経由でアクセスでき

フィジカル編

を発揮するかをテストするために、
Customer Conﬁdence Test
（CCT）
の基本

セスでき、場合によっては、ホスト・プロセッサから隔離されてチップ外に格

Support Q&A

Conﬁguratorツールで設定および出力しています。製品が期待どおりの性能

リーにマッピングされたエリアに格納されているイメージ・データにもアク

論理合成編

ジョン処理の高速化が実現します。EVプロセッサは、SoCのオンチップ・メモ

Support Q&A

Verilog HDLソースコードでご提供します。このHDLは、ARChitect IP

最新技術情報

DesignWare EV52 / EV54プロセッサは、ARChitect IPライブラリにて

すべてのタスクをEVプロセッサがオフロード実行でき、消費電力の削減とビ

Technology Update

能により、ホスト・プロセッサ側で制御を維持しながらビジョン処理に関する

Partner
Highlight

並列動作が可能です。EVプロセッサとホストは、メッセージ・パッシングおよ
び割り込みを利用して同期をとることができます。また、EVプロセッサのメ

Customer
Highlight

用できます。ホスト側からEVプロセッサのメモリーマップド・レジスタに書

What's New
in DesignWare IP?

EVプロセッサはARM AMBA® AXI™バス・プロトコルをネイティブにサポー

Industry Trend

EVプロセッサにはコンフィギュラブルなDMAコントローラがあり、
プロセッ

れており、カーネルは標準のC / C++で記述されています。OpenVXグラフは

最終製品の市場投入までにかかる期間を短縮することができます。

フトウェア・ライブラリで、エンベデッド・ビジョン・アプリケーションのソフ
トウェア・インフラストラクチャを提供します。OpenCVを使用すると、物体

*1 EV52 / EV54プロセッサ・コアは公開済みのKhronos仕様に基づいてお

の検知および認識をはじめ、
あらゆるマシン・ビジョン機能を実現できます。

り、Khronosコンフォーマンス・テスト・プロセスに合格しています。コン
フォーマンス・ステータスは下記をご参照ください。

OpenVXは、エンベデッド・ビジョン・アルゴリズムのアクセラレーションを

http://www.khronos.org/conformance

詳細情報
●
●

News Release

目的としたKhronos™標準規格です。EVプロセッサはOpenVX*1 プログラミ

ニュースリリース

ています。この共有データ・メモリーはオプションで、使用しない場合は0Bに

DesignWare IP ウェブページ http://www.synopsys.com/JP2/IP
DesignWare IPのTwitter http://twitter.com/designware_ip
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