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図１． eMSC ツールスイートによる設計フロー−システム仕様の検討
結果をもとに eMSC を入力して仕様合成し，シミュレーションで検証します。
検証後，高位合成ツールで RTL に自動変換します。
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図３．eMSC の階層構造−下位から順に，プロトコルを記述するコマンド，機能ブロックの動作
の一側面を記述するシナリオ，シナリオを組み合わせて機能ブロックを記述するマージドシナリオ
となります。
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図２．eMSC の概要−メッセージ線でチャネルを，メッセージ線の組合せ
でプロトコルを記述します。吹出しの内容は，eMSC とシステムレベル設計
言語の概念との対応を示しています。
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にも設計資産にも対応できます。以降，
既存の典型的な LSI 設計作業へと進む

eMSC を 1 としたときの設計コード行数の比

図４．設計コード量の比較−数種類の設計データについて，設計コード行数の比を平均で示して
います。設計データによってばらつきがあり，調査したデータでは，eMSC と仕様モデルの行数比
が 3 〜 10，eMSC と RTL の行数比が 6 〜 50 でした。eMSC ツールスイートにより，設計コード量
の大幅な削減が実現されました。

ことができます。

設計品質と生産性の向上
eMSC ツールスイートは，数 M ゲー

仕様から RTL までを
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Chart ：拡張メッセージ シーケンス

システム仕様の検討結果を元に

eMSC を作成・入力し，仕様合成に
よって仕様モデルに変換します。

近年の SoC 設計では，LSI の仕様

図）ツールスイートは，仕様検討の結果

仕様モデルは（株）インターデザイ

検討に UML（Unified Modeling Lan-

を UML の図柄として記述した仕様書

ン・テクノロジーの統合開発環境であ
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リオの 2 種類があります。
コマンドでは，図柄でプロトコルを

●仕様合成 2：バス及びメモリの生成
仕様モデルを組み立てると同時に，

は，既存の RTL 設計に比べて数倍〜

す。メッセージはデータのやり取りと

スに伴うバスアービタを生成します。

数十倍向上します（図４）。同時に，高

また，メモリ及び，メモリに読み書

性能・低消費電力指向の回路を短時間

きするための内部バスを生成します。

で設計するために，様々な工夫を盛り
込んでいます。

タイミングを表しています（図２）。
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技術を適用することには様々なメリッ

モデルや回路設計ツールの入力記述を
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り直さなくてはいけないという問題が
（注）（株）インターデザイン・テクノロジーは，
東芝の全社横断の設計改革プロジェクト
（Super Design TechnologyTM）で培った
技術を基に，2001 年に研究開発センター
のシステム技術ラボラトリーからスピン
アウトしたベンチャー企業です。システ
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ソリューションの提供，設計コンサル
テーションなどの事業を行っています。
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ありました。

な設計ツールであることが評価され，
第 12 回 LSI ・オブ・ザ・イヤーの設計
環境／開発ツール部門で優秀賞を受賞
しました。

eMSC ツールスイートの
設計フロー
設計フローを図１に示します。
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eMSC による仕様の記述

仕様合成と仕様検証
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