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現在，携帯電話，ディジタル AV などのディジタル家

System on a Chip) などと呼ばれている．SoC とは文字通

電製品や車載機器などを始めとするさまざまな製品の中

り，システムと呼べるほどのさまざまな機能を 1 つの LSI

核部品として LSI が使用されている．これらの製品の中

チップに組み込んだ LSI を呼び，CPU ，メモリやメモ

にはすでに数 10 から 100 程度の LSI が使用されている例

リ制御回路，特定用途の専用ハードウェアなどさまざま

もある．

な機能が 1 つの LSI の中に盛り込まれる．また，複数の

デバイス技術の進歩により，1 つの LSI に 1,000 万を
超えるトランジスタの集積が可能になっている．さら

CPU を組み込んだ SoC（Multi Processor SoC：MPSoC
と呼ぶ）
も登場してきている．

に，性能の向上と，サイズ，製造コスト，消費電力など

しかしながら，さまざまな機能をワンチップに搭載す

の削減の観点から，これまで別々の LSI として実装され

るために設計規模と設計の複雑さが爆発的に拡大し，設

ていた複数の機能が 1 チップ化されようとしている．こ

計生産性がデバイス進歩に追いつかない問題が指摘され

れらは，システム LSI やシステム・オン・チップ（SoC：

ている．さらに，市場での競争力を高めるために製品の
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システムレベルデザイン

ライフサイクルが短くなり，設計開発の期間短縮とコス

分析して，システムレベルデザインに対する要求をとり

ト削減への要求も日々厳しくなってきている．

まとめた．また，その結果に基づいてシステムレベル設

このような状況の中，従来の LSI 設計手法でシステム

計フローを提案した．

LSI や SoC の設計を行うことはきわめて困難になってい
る．また，ここで見過ごすことができないのは，ハード

（3）
システムレベル設計フローの改善

ウェア設計とソフトウェア設計との関係である．従来は

上記（2）で提案したシステムレベル設計フローの有効

ハードウェアができ上がるまでソフトウェアをテストす

性を評価し，ニーズおよびシーズの両面から改善し，主

ることができないために，ソフトウェア設計をハード

要な設計言語および設計ツールがこの設計フローに適用

ウェア設計と並行して進めることが難しかった．しかし，

可能かどうかを検討した．

SoC の場合は搭載するソフトウェアの規模も大きくな
り，システムとしてみた SoC の設計の初期段階からハー

本特集は，以下の 7 編の記事によって構成される．

ドウェア設計とソフトウェア設計が密接に協調・連携し

（1）
システムレベルデザインに向けて

合えるようにすることが重要になる．これらの課題への

（2）
システムレベル設計フローと設計言語

解決策として，
「システムレベルデザイン（System Level

（3）
システムのモデル化と計算モデル

Design）
」
と呼ばれる設計手法が提唱されてきている．

（4）
動作合成技術の動向

本特集では，システムレベルデザインのための設計技
術の現状と今後の動向についての解説を行う．各解説記
事の内容は，以下に紹介する SLD 研究会の調査研究の
成果に基づいている．SLD 研究会は，
（社）電子情報技

（5）
アサーションベース検証
（6）ハードウェア／ソフトウェア協調シミュレーション
技術
（7）
低消費電力化設計と消費電力見積り

術 産 業 協 会（JEITA： Japan Electronic and Information

Technology Industries Association）の EDA（Electronic

本特集の企画にあたっては，SLD 研究会の委員および

Design Automation）技術専門委員会の下部組織である．

客員を中心に各記事の執筆をお願いしたが，委員の多く

JEITA は，電機・電子・情報関係の業界団体である（社）

はシステムレベルデザインのためのシーズ技術を研究開

日本電子機械工業会（EIAJ）と（社）日本電子工業振興協

発する立場ではなく，企業の設計部門でシステムレベル

会（JEIDA）とが 2000 年 11 月に統合されて発足した業界

デザインを実践すべくこれらの技術導入を志す EDA 技術

団体である．SLD 研究会は 1998 年 11 月に，当時の EIAJ

担当者が占めている．この意味において，本特集の各記

の EDA 技術委員会のもとで，システムレベルデザインの

事は，実設計の現場の視点に立って技術を利用する立場

ための設計技術および手法の調査研究を行うことを目的

から，システムレベルデザインの現状と課題を明らかに

として発足し，2003 年までその活動を行った．SLD 研究

しようとする点が特徴になっている．

会には，システムメーカ，LSI メーカ，EDA ベンダから

なお，本特集で触れることができなかった活動成果に

の委員と，大学など研究機関からの客員が参加した．約

ついては，JEITA/EDA 技術専門委員会の Web ページ ，

5 年の活動期間の中で，21 団体から延べ 107 名の委員が

JEITA/EDA 技術専門委員会が毎年発行している「EDA

次のような活動を行った．

アニュアルレポート」
，あるいは，本会主催の DA シンポ

1）

2）

ジウムでの発表 を参照いただきたい．
（1）
システム設計手法に関する技術動向調査

最後に，SLD 研究会の活動に参加した委員と客員の

SystemC や SpecC に代表されるシステムレベル設計

皆様，その活動を支えていただいた JEITA/EDA 技術専

言語の技術動向を調査した．次に，産学で提案されて

門委員会，本特集記事の執筆と校正にご協力いただいた

いるシステムレベル設計ツールの調査を行った．さら

方々，また本特集の編集にあたり，閲読や助言をいただ

に，システムレベルデザインのための設計技術に関する

いた（株）東芝の片岡欣夫様をはじめとする情報処理学会

研究・開発を行っている国内外の機関（IMEC ，GSRC ，

誌編集委員，事務局の皆様に感謝いたします．

STARC）
，および EDA 技術の標準化活動を行っている団
体（Accellera ，VSIA ，Sydic Telecom）の活動内容を調
査し，技術マップを作成した．
（2）
ニーズ分析とシステムレベル設計フローの提案

1998 年度から 1999 年度にかけて実施した設計者との
インタビューおよび設計者に対するアンケートの結果を
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