
協調シミュレーションの必要性

SoC＊１を設計するうえで大変重要

となるのが，専用処理を担うハード

ウェアとマイクロプロセッサに搭載する

ソフトウェアを協調して動作するよう

に設計すること，すなわち協調設計で

す．まずはその検証とはどのようなも

のかを説明します．

マイクロプロセッサは，プログラム

（ソフトウェア）に書かれた手順で動作

します．一方，専用処理回路は，ク

ロックという時刻信号に従って，ハー

ドウェアとしてあらかじめ設計されたと

おりにデータを間断なく処理し続ける

仕組みになっています．そこでこの２

つの動作が，途中で衝突したりすれ

違ったりしないか，デッドロック＊２や

性能低下が起こらないかなど，確かめ

ることが必要となります．これが協調

設計の検証です．

検証結果はシステムのアーキテク

チャを大きく左右するため，上位設計

（設計の初期段階）で開始することが

必要です．

ところが，上位設計の段階ではまだ

実物のハードウェアはありません．マ

イクロプロセッサと専用回路で全体を

試作して組み合わせ，実際に確かめる

ことができればいいのですが，これを待

つわけにもいきません．SoCで実現し

ようとするシステムは，近年非常に複

雑になっており，１回の試作にも，つく

り直しにも，数週間から数カ月といっ

た長い日数がかかってしまうのです．

そこで，実物のハードウェアを試作

する前にシステムのソフトウェアを載せ

てシミュレーションすること，すなわち

協調シミュレーションが必要になって

きたのです．

仮想ハードウェア

協調シミュレーションを実現するた

めに必要となるのが，シミュレータと

しての仮想ハードウェアです．実物の

ハードウェアは，専用回路の入出力や

プロセッサとの読み書きをクロック信

号に従って実行するのですが，仮想

ハードウェアには，実物のクロック信

号はありません．代わりにプロセッサ

と専用回路の間の読み書きや入出力の

順序関係，依存関係に着目し，それら

を守って，動作するように構築します．

仮想ハードウェアの中で読み書きな

どの順序や依存関係を守っているので，

専用回路がまだ設計完了前で，動作

にどのくらいのクロック数をかけること

になるのか明らかでなくても，仮想

ハードウェアはソフトウェアの振る舞

いに矛盾なく応答することができます．

つまり，上位設計の段階で，協調シ

ミュレーションが可能となります．

取り組む課題

私たちは，このような仮想ハードウェ

アを用いた協調シミュレーションの方

法を，光アクセスシステム用SoCの設

計検証に適用し，その有用性を確認し

ました．ハードウェアを中心とした従

来の設計フローに対して，ソフトウェ

アとの協調検証を可能とするよう加え

た新たな取り組みを図１に示します．

専用回路部分のハードウェア設計

は，図の右に向かって，仕様設計から

機能設計，RTL（レジスタトランス

ファレベル）設計と３段階で詳細化し

ていきます．そのそれぞれの段階でソ

フトウェアとの協調検証を可能としま

した．

まず，設計の初期，仕様設計段階

に対しては，前述した仮想ハードウェ

アの構築に取り組みました．SoCに搭
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ハードウェア・ソフトウェア協調設計技術

専用処理回路とプロセッサを搭載した大規模SoC（System on a Chip）の設
計では，手戻りや工数削減のため，プロセッサ上のソフトウェアと専用処理
回路のハードウェアを設計初期から結合検証することが必要となります．本
稿では，仮想ハードウェアを用いる協調シミュレーションの方法とその効果
を，実例を交えて紹介します．
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＊1 SoC：１つの半導体チップ上に，必要とさ
れる一連の機能（システム）を集積する集
積回路の設計手法．
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ち，どの処理も先に進めなくなること．
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載するソフトウェアの検証を早期に行

うことができます．

次に，中間の機能設計段階ではハー

ドウェアのトランザクションレベル

（TL）という記述方法に取り組みまし

た．RTLまで詳細化してしまうのに比

べて数倍の高速なシミュレーションが

可能となります．

最後に，RTL設計段階では，専用

回路とプロセッサの接続部分に，トラ

ンザクタという機構を組み込むことに

取り組みました．これによってSoCの

ハードウェアとソフトウェアの間で精

密な最終検証が可能となります．

仮想ハードウェアの構築

仕様設計段階でのソフトウェアの検

証では，ソフトウェアがどのように動

くのか，例えば処理能力が足りている

か，専用回路との干渉で予期せぬ性能

低下が発生しないか，などをシミュ

レーションで検証します．

単独のプロセッサではなく，プロセッ

サと専用回路を独自のアーキテクチャ

で組み合わせて搭載しているSoCを模

擬するために仮想ハードウェアを構築

しました．ポイントを図２に示します．

仮想ハードウェア構築の鍵となるの

は，ソフトウェア部分と専用回路部分

です．ここはSoCの機能を特徴付ける

処理を担います．今回の光アクセスシ

ステム用SoCでは，高速で高機能な回

線とのやり取りを行うため，その仕様

は複雑で，文書だけではなく，C言語

のソースコードで表現されています．

我々は仕様を忠実に実現するため，こ

のソースコードをなるべくそのまま使っ

て，仮想ハードウェアの専用回路部分

を構築することにしました．

ソースコードにはSoCにおいてプロ

セッサに搭載するソフトウェアとなる部

分と，専用回路になる部分の両方が含

まれています．図２に示したとおり，

これらの通信にはレジスタが用いられ，

変数の接続対応関係をアドレスマップ

として管理することが必要です．

ところがこれらのレジスタは一般的

には非常に多くなります．仕様更新の

たびに，仮想ハードウェアの大きな書

き直しとなり，設計上の負担になるこ

とから，私たちはここにデータ構造を

適用することにしました．

このことでレジスタの一括管理が実

現できたため，仕様更新の反映が容易

となり，仕様の確定からシステムレベ

ルで動作させるまでの期間をさらに短

縮することができます．今回の取り組

みでは，実物ハードウェアでの検証開

始に数カ月先立って，性能不足となる

ルーチンを検出することができました．

トランザクションレベル設計

ソフトウェア性能を仮想ハードウェ

アによって確認ができるのと同じよう

に，専用回路にも，機能設計の精度

でシミュレーションする方法がありま

す．このとき，RTLに比べて高速にシ

ミュレーションを行うことができるの

が，トランザクションレベルの設計記

述技術（TLM：トランザクション・

レベル・モデル）を採用したシミュレー

ションです．

機能設計とはいっても，従来はモ

ジュール間の結線を，配線１本，ク

ロックサイクル１サイクルについてまで

図１　ソフトウェアとの協調検証を可能とした設計フローと取り組み 
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完全に詳細化し，そのうえでなけれ

ばシミュレーションを実行できませんで

した．

これは次のような問題を起こします．

１つは手間です．シミュレーション開

始までに多くの手間をかけて設計を詳

細化するのですが，ほかのブロックと

の干渉があって設計の一部をやり直す

となったら，設計スケジュールには大

きな影響が生じます．もう１つは効率

です．設計が詳細すぎてシミュレー

ションが高速には実行できず，多くの

時間がかかってしまうのです．また，検

証のカバレッジ（1）（完成度）の管理が

困難となることも問題になってきます．

これらの問題を解決するために，専

用回路部分の設計ファイル構成方法と

して，SystemC（2）のTLMを採用し

ました（図３）．

機能設計の段階ではブロック間の

データのやり取りに焦点を当てて検証

する必要があります．図３はブロック

間のデータのやり取りを示しています．

あるブロックで処理が行われた結果を

次のブロックに渡す手順をみると，

RTLでは非常に長くなっています（図

３（a））．この手順を，図３（b）に示す
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図２　仮想ハードウェアの構成 
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図３　TLM インタフェース構成 
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ように，送受信の開始や確認といった

骨格となる動き（トランザクション）

だけで書き直します．これによってシ

ミュレーション時に取り扱われる事象

が事前に整理されるため，シミュレー

ションを高速に行うことができました．

TLMの採用は，ブロック間の結線

の記述量を少なくすることでもあり，

シミュレーション開始までの手間を減

らす効果も確認できました．総合的に

みると，RTLの約10分の１という少な

い記述量で，約100倍という高速なシ

ミュレーションの実行ができることを確

認しました．

トランザクタの組み込み

専用回路部分のRTL設計を終え

ると，１クロック単位で精密にシミュ

レーションができるのですが，協調シ

ミュレーションの実施には問題が生じ

ます．仮想ハードウェアのプロセッサ

には，実物に対応する信号線はないた

め，専用回路部分のRTLそのままで

は，接続できなくなってしまうのです．

そこで，図４に示すように，仮想

ハードウェアの中にトランザクタを設置

しました．トランザクタの構成にあたっ

ては，既存のシミュレーション基盤（3）

が提供するライブラリを用いて，専用

回路のRTLによるバスへのアクセスを

監視します．アクセスに応じて，該当

するアドレスのレジスタ値を更新する

関数を起動するようにしました．

RTLとソフトウェアを組み合わせた

検証をこれまでどおり試作ボード上で

行う場合，ボード上のFPGA（Field

Programmable Gate Array）を書

き換えなくてはなりません．この書き

換えのためのデータはCADを使ってつ

くり上げるのですが，これには，数週

間の工程が必要でした．

それに対して，今回の方法では，わ

ずかに５人日の工数で，RTLとソフト

ウェアを一体にした協調シミュレーショ

ンを実行可能とすることができました．

信号の実速度処理など試作ボードでの

検証すべてをこの方法で置き換えるこ

とはできませんが，ボードの書き換え

データを準備する期間，相当な日数先

行して，最終検証に入ることが可能と

なりました．

今後の展開

本稿では協調設計の適用例について

紹介しました．光アクセスシステム用

SoCの設計工程において，上位設計か

ら最終工程まで，専用回路部分の設

計の進捗に応じて，適切な精度でシス

テムレベルの協調シミュレーションが可

能であることが確認できました．

今後SoCの設計では，早期から，ま

た設計段階に合わせて多段的に協調シ

ミュレーションを行うことがますます重

要となります．また，このような新し

い設計方法論によって可能となる未来

はSoCの設計だけにとどまりません．

さらに複雑で大規模なシステムを研究

視野に入れ，私たちは，新たな挑戦を

始めようとしているところです．
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図４　トランザクタの組み込み 
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