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１．最初に 
SystemC は RTL でも行えるが、上流の TLM での設計が行えるのが特徴であり、

おすすめである。 

 
【SystemC を取り入れた設計フロー】 

設計対象の大規模化、複雑化に伴い、RTL 設計の限界が叫ばれている中、TLM

は、今までに無い多くのメリットを兼ね備えたモデリング手法として大いに期待されて

いる。メリットとしては、設計の初期段階から HW と SW の協調設計・検証を行うことが

できる点が挙げられる。 

その一方で、TLM の普及は、あまり進んでいないのが現状である。その原因は、シ

ステムレベル設計言語やツールに依存する問題、各 TLM 団体などが定めている抽

象レベルや通信ＡＰＩなどの仕様・規格における互換性の問題、あるいは再利用性の

高いモデルを構成する方法や記述方法に関して明確な基準がないことなどが挙げら

れる。 

   

次は、「TLM について」、さらに「TLM が抱えているちょっとした問題（課題）」を記し



てみよう。 

 

２．TLM とは 
 

TLM（トランザクション・レベル・モデリング）は、レジスタ間の細かいタイミングを考

えずに設計できるため、アーキテクチャの設計を行うのに適している。 

抽象度の高い TLM で設計＆検証が行えることには、多くのメリットがある。 

 

【メリット】 

 

・RTL に比べてコード量が少ない。このために、コーディング時間などの開発効率が

向上する。 

 
・検証（シミュレーション）は高速に行える。 

 

・ 時間概念の無い「PV（Programmers View）」と時間概念が入った「PVT
（Programmers View Plus Timing）」の 2 つのレベルを記すことが可能であ

る。 

  

・ TLM 設計におけるバスモデルとして TLM ライブラリがサポートする。これは無償で

配布されている。 

 

 

ちなみに、以前、TLM は TLM1.0 のバージョンだった。それから数年経ち、TLM2.0
へとバージョンアップした。 

 

TLM1.0：ハードウェアのアーキテクチャを設計するには、不十分な点があり、独

自に拡張していた。 

 

TLM2.0：2006 年 12 月にリリースされ、さまざまな改良が施された。独自に拡張

せず、そのまま使用できるレベルとなった。 

 

●TLM2.0 のメリットとデメリット 
 



〈メリット〉 

・高速性 

・AT（Approximately-timed）／LT（Loosely-timed）の混在と動的スイッチ 

・相互利用性 

・ドキュメント、トレーニング資料を提供 

・豊富なサンプル 

 

〈デメリット〉 

 ・従来の PV／PVT との対応関係は明確でない。 

 ・Draft1 から大幅変更。 

 ・イニシエータのモデリングは複雑である。 

 ・サイクル精度レベルは未サポート。 

 
 

●TLM が抱えている課題 

 

【項目】 

１． 通信の抽象レベル定義に関する課題 

－共通で使える通信の抽象レベルが明確に定義されていない。 

 

２． モデルの再利用性に関する課題 

－機能モデルの通信インターフェースが共通化されていない。 

  －モデル構成が統一されていない。 

 

【まとめ】 

１． TLM では、設計・検証を行うために必要最小限の詳細度のモデルを速やかに作

成し、設計・検証フローの各フェーズの目的にしたがって、モデルの抽象レベルを

変更する。抽象レベルは動作精度やシミュレーション速度を決めるために重要。こ

の抽象レベルの定義については、OSCI、OCP-IP、GreenSocs に代表される各

TLM 団体などが提唱している。 
しかし、抽象レベル定義には基準がなく、提唱している団体間で定義が異なって

いることがある。そのため、ある TLM 団体が提唱する抽象レベルを基に作成した

モデルを、別の TLM 団体が提唱する抽象レベルのモデルに移行する場合、抽象

レベル間の対応が不明確で、モデルの作り変えも困難になる。 
 
２． 設計資産の再利用は、HW 開発、SW 開発ともに、設計の効率化や生産性向上に



おいて非常に重要である。これは、TLM 設計・検証においても同様であり、再利用

性を考慮したモデル作りが求められている。下図にモデルの再利用性を左右する

要因を示そう。これらを左右する要因には、「インターフェース」と「モデル構成」の

２つがある。 

 
 
 
 

図：モデルの再利用性に影響する要因 

 

 

「インターフェース」は機能モデルの接続に影響を与える。機能モデルの接続には

通信路を確立するチャネルが使用されるが、チャネルと機能モデルのインターフェー

スが異なる場合は機能モデルの変更が必要となり、モデルの再利用性は低下。 

一方、「モデル構成」は、機能モデル内の計算機能の再利用性、およびモデルの修

正などにおける再利用性や保守性に影響を与える。 

 

モデルの再利用性の点で１つ目に重要な要因が機能モデルの通信インターフェー

スの共通化。上図にあるように、機能モデル間はチャネルで接続する。チャネルは機

能モデル間の通信経路であり、チャネル内部には機能モデルから呼び出される通信

関数である通信 API が実装されている。最終的に、チャネルはバスや制御信号にな

る。バスにはバス固有のプロトコルがあり、このためにバスの仕様ごとにチャネルが

存在することになる。 



そのため、バスの仕様ごとに使うチャネルを変更する時でも、機能モデルの記述を

変更しなくても済むよう、機能モデルとチャネル間の通信インターフェースの共通 

化が必要となる。 

 

 

 

機能モデルの通信機能の部分は、設計・検証の目的に応じて適切な抽象レベルへ

のリファインメントを行う必要があるが、前頁図のように計算機能と通信機能が混在し

た機能モデルでは、機能モデル全体の書き換えが発生してしまう。 

 また、機能モデル内の計算機能はアルゴリズムが主体で、一度作成した計算機能

の部分を他のモデルへ再利用することが十分に考えられる。そこで、機能モデル内の

計算機能の部分を用意に切り出せるようにモデルを構成することは、モデルの再利

用においても非常に重要。このことから、機能モデルにおいては、計算機能と通信機

能を明確に分離したモデル構成が必要となる。 

  

TLM のモデル構成の特徴は、機能モデルにおいて計算と通信を分離し通信の詳

細情報を計算から除くことがある。このために、明確なモデル構成の規定が必要であ

り、明確なモデル構成の規定なしでモデル作成した場合、機能モデル内の記述は計

算機能と通信機能が混在したものとなってしまう。 

 このように、現在の TLM による設計・検証では、モデル構成および抽象レベルの曖

昧な定義や互換性のなさが原因で、EDA ベンダや TLM 標準化団体ごとにモデルを作

りかえることが必要となったり、一度作成したモデルの再利用が難しくなったりするた

め、設計の効率化を妨げている。 

 

 

 

 

 

 



 

３．抽象レベルの定義 
 
【項目】 

１．通信の抽象レベルをタイミング精度と通信データの粒度の 2 次元で表現する 

‐12 通りの抽象レベルを定義 

 

２．タイミング精度に対して 3 つのレベルを定義する 

‐Un-Timed（UT） 

‐Approximately-Timed（AT） 

‐Cycle-accurate（CA） 

 

３．通信データの粒度に対して 4 つのレベルを定義する 

‐Transaction（TR） 

‐Bus Phase（BP） 

‐Bus Cycle（BC） 

‐Bus Signal（BS） 

【まとめ】 

１． 通信の抽象レベルは、タイミング精度と通信データの粒度の２次元で表現する。

下図に抽象レベルマッピング図を示そう。下図に示すようにタイミング精度は３種

類に、また通信データの粒度は４種類に分けて表現するため、抽象レベルは合

計１２種類になる。 



図 3：抽象レベルマッピング図 

例として、UTTR の抽象レベルは、タイミング精度が Un-Timed であり、通信データ

の粒度が Transaction であることを意味する。 

 

２． 通信におけるタイミング精度、すなわち時間の概念については UT、AT、CA の３

種類のレベルを定義する。 

以下に、それぞれのレベル定義について記述しておこう。 

 

●Un-Timed（UT） 

時間のないレベル。シミュレーションは、デルタサイクル遅延（０時間）間隔で実行さ

れる。 

 

●Approximately-Timed（AT） 

UT と CA の中間に位置するレベル。通信におけるデータ処理に対して時間近似を

与えてシミュレーションを実行する。 

 

●Cycle-accurate（CA） 

実動作のクロックサイクルタイミングを忠実に反映したレベル。トランザクションの開

始時間と終了時間が実動作タイミングと一致する。 



 

３． 通信データの粒度については、TR、BP、BC、BS の 4 種類のレベルを定義する。

以下に、それぞれのレベル定義について記述しておこう。 

 

●Transaction（TR） 

通信をトランザクション単位でモデル化したレベル。ここでいうトランザクションは、シ

ステムを構成する機能モデル間で転送されるデータの集合をアクセス単位でまとめ

たもの。 

 

●Bus Phase（BP） 

トランザクション動作をフェーズごとに分解して詳細化したレベル。このレベルは例

えば、AHB 仕様の Pipelined Bus（PB）を意識して設けている。PB の場合、アドレス

フェーズとデータフェーズに分解してモデル化するが、Non-pipelined Bus の場合は

フェーズがないため、TR と同じレベルになる。 

 

●Bus Cycle（BC） 

トランザクションの動作をクロックサイクルごとのデータとして扱うようにモデル化し

たレベル。 

●Bus Signal（BS） 

BC をバスの信号レベルに分解したレベル。 

 
 
【各抽象レベルの違い】 

◆Cycle-accurate（CA）における抽象レベルの違い 

◆Approximately-Timed（AT）における抽象レベルの違い 

◆Un-Timed（UT）における抽象レベルの違い 

◆Bus Phase（BP）における抽象レベルの違い 

 

〈CA における抽象レベルの違い〉 

 タイミング精度の CA において、通信データの粒度である Transaction（TR）、Bus 

Phase（BP）、Bus Cycle（BC）、Bus Signal（BS）の４つの抽象レベルの違いを記述しよ

う。 

 



図：CA における抽象レベル 

 

 

CA では、トランザクション開始時間と終了時間が実動作時間と一致する費用がある。

実動作とは、CABS（Cycle-accurate Bus Signal）の抽象レベルの処理に該当する。 

 

 

〈AT における抽象レベルの違い〉 

タイミング精度の AT において、通信データの粒度である TR、BP、BC、BS の４つの抽

象レベルの違いについて記述しよう。 

 



図：AT における抽象レベル 

 

 

AT では CA とは異なって、おおよその時間を与えてリード／ライトアクセスを実行する

ため、トランザクションの開始時間と終了時間は実働時間と完全に一致しない。設計

の初期段階では、シミュレーションの高速化のため、時間の精度を落としてモデルを

作成することがよく行われる。そのために、ATTR や ATBP の抽象レベルは、TLM 設

計・検証フローにおいてよく使用される。 

 

 

 

〈UT における抽象レベルの違い〉 

タイミング精度の UT において、通信データの粒度である TR,BP、BC、BS の４つの抽

象レベルの違いを記述しよう。 

 



図：UT における抽象レベル 

 

 

UT では時間概念がない。リード／ライトアクセスは、すべてシミュレーションのイベント

単位で、デルタサイクル遅延（０時間）で処理される。 

 

 

 

〈BP における抽象レベルの違い〉 

通信データの粒度の BP において、タイミング精度である UT、AT、CA の３つの抽象レ

ベルの違いを記述しよう。 

 

 

 

 

 

 



図：BP における抽象レベル 

 

 

UTBP の抽象レベルは、タイミング精度が UT であるため時間概念がなく、イベントご

とにデルタサイクル遅延（０時間）で処理される。ATBP の抽象レベルは、モデルに与

えた近似時間にしたがって処理される。CABP の抽象レベルは実動作時間で処理さ

れる。 



４．TLM による設計・検証 

 

図：TLM による設計・検証フローチャート 



 

前頁図に、TLM による設計・検証フローを示そう。このフローチャートでは、TLM の

目的である「システム設計・検証」、「アーキテクチャ設計・検証」、「先行 SW 設計・検

証」、「HW設計・検証」の各設計フェーズを必要に応じて実行する。従来の設計方法と

比較すると、設計の初期段階における SW 開発やアーキテクチャ選定などの設計・検

証の自由が増し、より効率的な設計・検証が可能になる。 

 

 

●「システム設計・検証」：機能モデル設計・検証から HW/SW 分割・検証までを行う 

アルゴリズムレベルで評価・検討を行ったプログラムを用いて、TLM によるモデル化を行う。こ

のフェーズでは、機能モデル間の通信量や機能モデル内の計算量を見積もりながら、機能モデ

ルを適切な大きさに分割する。また、並行動作における共有リソースの競合を確認し、機能モ

デルが適切に分割されているかを検証する。 

最後には、機能モデルごとに HW と SW の分割、およびその検証を行う。 

 

●「アーキテクチャ設計・検証」：アーキテクチャの選定を行う 

「システム設計・検証」で HW/SW 分割された機能モデルを用いて、「プロセッサ」、「メモリ」、「バ

ス」のアーキテクチャの選定や構成の検討、およびその妥当性の検証を行う。このフェーズで作

成されるモデルは、「先行SW設計・検証」でも利用する。また、「先行SW設計・検証」で得たシミ

ュレーション結果を基にしてアーキテクチャの見直しを行うこともある。 

 

●「先行 SW 設計・検証」：RTL 設計工程前に、バーチャルプロトタイプ上で SW 開発を

行う 

RTL 設計工程前のバーチャルプロトタイプを用いて SW を開発する。バーチャルプロトタイプとは、

TLM によりモデル化された仮想 HW システムを指す。機能的な部分から HW のタイミングを意識

したレベルまでの SW 設計を行うことができる。 

 

●「HW 設計・検証」：サイクル精度レベルにおける HW 設計・検証を行う 

HW に分類された機能モデルについて、抽象レベルをサイクル精度レベルに詳細化する。動作

合成ツールを使って RTL に変換する機能モデルは、このフェーズで動作合成に適した記述スタ

イルに変更する。 

 

 

 

 

 



 

【設計・検証フローにおけるモデルの抽象レベル】 

◆システム設計・検証に適したモデルの抽象レベル 

‐機能モデル設計・検証（UTTR） 

‐通信量見積もり（UTTR） 

‐計算量見積もり（UTTR） 

‐共有リソース競合可能性検証（ATTR/ATBP） 

‐HW/SW 分割・検証（ATTR/ATBP） 

 

◆アーキテクチャ設計・検証に適したモデルの抽象モデル 

‐プロセッサの必要性能の検証（ATTR/ATBP）  

‐バスアーキテクチャ設計・検証（ATTR/ATBP） 

‐メモリアーキテクチャ設計・検証（ATTR/ATBP） 

 

◆先行 SW 設計・検証に適したモデルの抽象レベル 

‐先行 SW 機能設計・検証（UTTR） 

‐先行 SW タイミング設計・検証（ATTR/ATBP） 

 

◆HW 設計・検証に適したモデルの抽象レベル 

‐HW 機能モデルのサイクル精度レベルでの設計・検証（CABC） 

‐動作合成ツール向け HW 機能モデルの設計・検証（CABS） 



図：設計・検証フェーズに適した抽象レベル 

 

５．SystemC 関連の歴史 
 

SystemC の歴史はまだ浅い。 
 
OSCI(オスキー)：標準化団体で SystemC の言語やモデリング・スタイル、ライブラ 

リなどの標準化を行っている。  
 
TLM 普及・標準化団体には、OSCI 、OCP-IP 、GreenSocs などがある。  
抽象度の統一化がまだされていない。 
 
 
【歴史】  
1999 年 9 月  Open SystemC Initiative(OSCI)発足  
2000 年 4 月  SystemC ver1.0 リリース  
2001 年 10 月 SystemC ver2.0 リリース  
2003 年頃   ハードウエア記述用の C 言語系として SystemC が業界標準として認知  
2005 年 4 月  TLM-1.0 公開  
2005 年 5 月  SystemC ver2.1 リリース  
2005 年 12 月 IEEE1666 標準化「IEEE Std.1666-2005」(SystemC v2.1 の範囲)  
2006 年 12 月 TLM2.0 Draft Kit(TLM2.0 Draft1 公開  
2007 年 3 月  SystemC ver2.2.0 リリース  
2007 年 10 月 TLM2.0 Draft2 公開  
2008 年 6 月  TLM2.0 公開  
2008 年 6 月  OSCI SystemC AMS Extensions ホワイト・ペーパー公開 

 
【今後】 
2008 年末までに、TLM2.0 LRM 公開  
2008 年末までに、AMS Extensions LRM 公開  
2009 年  TLM2.1 公開、IEEE 標準化へ  
20XX 年  SystemC ver3、リアルタイム OS モデル  
20XX 年  SystemC ver4、デジタルとアナログ混在のミックスト・シグナル・モデル 
 



 

６．通信インターフェース 

 
これは備考だが、『２．TLM について』のところで記されていた通信インターフェースの

共通化について学んでみよう。 

 

●通信インターフェースの共通化 

【項目】 

①共通 TLM インターフェースとして、OSCI TLM ライブラリの通信インターフェースを

用いる。 

②外部との通信には、共通 TLM インターフェースが提供する TLM API を用いる。 

③用途に応じて、共通 TLM インターフェース、および TLM API を使い分ける。 

④単方向通信を用いる場合には、拡張した共通 TLM インターフェースを用いる。 

 

【まとめ】 

①機能モデルが外部と通信を行うための通信インターフェースを、共通 TLM インター

フェースと定義する。機能モデルは、共通 TLM インターフェースを介して、外部との

通信を行う。TLM 標準化団体の１つである OSCI は SystemC による TLM の標準

化を推進している。OSCI は、TLM の IEEE 標準化を目指して活動していて、OSCI 

TLM が業界標準となる可能性が最も高いと考えられる。そのため、共通TLMインタ

ーフェースには、OSCI TLM ライブラリの通信インターフェースを用いることを必須と

する。OSCI TLM 1.0に定義されている通信インターフェースのうち、表に示す３つの

インターフェースを使うことにする。 

通信方式 マスタ・スレーブ 
種別 

OSCI TLM ライブラリ 
共通 TLM インターフェース 

双方向通信 マスタ 
スレーブ 

Tlm_transport_if <REQ,RSP> 

マスタ Tlm_master_if <REQ,RSP> 単方向通信 
スレーブ Tlm_slave_if <REQ,RSP> 

表：共通 TLM インターフェースクラス一覧 

機能モデルは、ポートを解して外部との通信を行う。ポートには、リクエストを送信し

てレスポンスを受信するマスタポートとリクエストを受信してレスポンスを送信するスレ

ーブポートの２種類がある。これらのポートに、共通 TLM インターフェースを関連付け



て用いる。 

共通 TLM インターフェースには通信方式として双方向通信と単方向通信の２種類

がある。TLM における双方向通信とはマスタ側でのリクエストの送信からレスポンス

の受信までの通信を一括で行い、同様にスレーブ側でのリクエストの受信からレスポ

ンスの送信までの通信を一括で行う通信方式である。 

一方、単方向通信とはマスタ側のリクエストの送信とレスポンスの受信を個別の通

信として行い、スレーブ側のリクエストの受信とレスポンスの送信を個別の通信として

行う通信方式である。 

双方向／単方向通信の各インターフェースには、TLM API が定義されている。機能

モデルはポートを介した TLM API のコールにより、通信処理を行う。 

 

ここで、双方向通信のイメージを図に示そう。双方向通信の共通 TLM インターフェ

ースは、マスタポートによるリクエスト送信からレスポンス受信、およびスレーブポート

によるリクエスト受信からレスポンス送信までを一括で実施することができる。 

機能モデル間はマスタポートとスレーブポートを直接接続する。 

マスタポートをもつ機能モデルが、スレーブポートをもつ機能モデルに組み込まれた、

TLM API を直接コールする。 

 

図１：双方向通信のイメージ図 

図２に図１の双方向通信のイメージに対応するクラス図を示す。クラスは四角形の

箱で表現し、箱の内部には上段から、クラス名、属性、操作を記述する。 

 



図２：図１に対応するクラス図 

 
次 に 、 単 方 向 通 信 の イ メ ー ジ を 示 そ う 。 マ ス タ 側 イ ン タ ー フ ェ ー ス で あ る

tlm_master_if は、機能モデルのポートに関連付けることにより、マスタポートとしての

通信を行う。機能モデルはマスタポートを介して、リクエストの送信、レスポンスの受

信などを行う各種 TLM API をコールし、マスタ通信処理を行う。 

 



図３：単方向通信のイメージ図 

図４に図３の単方向通信のイメージに対応するクラス図を示そう。単方向通信の共

通 TLM インターフェースでは、TLM アダプタを介してチャネルに接続する。TLM アダプ

タにはマスタ用とスレーブ用があり、それぞれに TLM API を実装する。 

 

図４：図３に対応するクラス図 

 
共通インターフェースクラスは、今後リリース予定の OSCI TLM 2.0 において、仕様

が変更となる可能性があるかもしれない。 

 

②共通インターフェースには、通信を行うための TLM API が定義されている。表に

OSCI TLM ライブラリが提供する TLM API のうち、ここで用いる TLM API のみを示

そう。TLM API の引数や戻り値の REQ はリクエストデータ型を、RSP はレスポンス

データ型を示している。TLM API で使われるこれらのデータ型は、共通インターフェ

ースのテンプレート引数に指定することにより決められる。任意のデータ型を指定

することができるが、ここでは基本データクラスとして定義して用いることをおすす

めする。 

 

 

 



 

共通 TLM インターフェース TLM API 機能 TLM API 名称 

双方向通信インターフェー

ス 

リクエスト送受信 

レスポンス送受信 

RSP transport 

リクエスト送信 

(ブロッキング) 

void put 

リクエスト送信 

(ノンブロッキング) 

bool nbput 

レスポンス受信 

(ブロッキング) 

void get 

RSP get 

レスポンス受信 

 (ノンブロッキング) 

bool nbget 

リクエスト送信状態確認 bool_nb_sdcan_pot() const 

レスポンス受信状態確認 bool_nb_sdcan_get() const 

リクエスト送信可能タイミ

ング通知取得 

const sc_event & 

ok_to_put() cconst 

マスタ側単方向通信 

インターフェース 

レスポンス受信可能タイミ

ング通知取得 

const sc_event & 

ok_to_get() cconst 

リクエスト受信 

(ブロッキング) 

void get 

RSP get 

リクエスト受信 

(ノンブロッキング) 

bool nbget 

レスポンス送信 

(ブロッキング) 

void put 

レスポンス送信 

 (ノンブロッキング) 

bool nbput 

リクエスト受信状態確認 bool_nb_sdcan_get() const 

レスポンス送信状態確認 bool_nb_sdcan_pot() const 

リクエスト受信可能タイミ

ング通知取得 

const sc_event & 

ok_to_get() cconst 

スレーブ側単方向通信 

インターフェース 

レスポンス送信可能タイミ

ング通知取得 

const sc_event & 

ok_to_put() cconst 

表：TLM API 一覧表 

 

 

単方向通信インターフェースが提供する TLM API には、大きく分けてブロッキング API



とノンブロッキング API の２種類がある。まず、それぞれの API の違いを記述しておこ

う。 

 

ブロッキング API 

☞ブロッキングAPIを用いると、通信要求を行ってから、通信が完了するまで処理ブロックされる。

通信完了後、後続の計算処理を開始する。すなわち、通信機能と計算機能が逐次的に実行さ

れる。 

 

ノンブロッキング API 

☞ノンブロッキング API を用いると、通信要求を行うと通信が完了したかどうかの結果がすぐ得ら

れる。すなわち、通信要求が受け付けられなかった場合でも、通信完了を待たずに計算処理を

実行できるので、通信に関わるオーバーヘッド削減を目的とした実装が可能となる。 

 

 

③ここでは、共通インターフェースの使い分けのポイントについて記述しておこう。 

 

◆共通インターフェースの使い分けのポイント 

 

双方向通信インターフェース 

☞このインターフェースが提供する唯一の TLM API であるトランスポート関数は、マス

タ側からのコールによって、リクエストの送信開始からレスポンスの受信完了までを

１回の通信として行う。そのため、計算機能と通信機能の平行化を意図した実装を

行うことができない。 

ただし、１回の通信中にシミュレーションのオーバーヘッドの最大要因となるコンテ

キストスイッチが基本的に発生しないので、高速なシミュレーションが可能である。

タイミング精度をあまり問わない、機能検証用とのモデル作成に向いているといえ

る。 

 

単方向通信インターフェース 

☞マスタ側インターフェースにはリクエスト送信とレスポンス受信の２つの通信に関す

る TLM API が定義されている。スレーブ側インターフェースには、リクエスト受信と

レスポンス送信の２つの通信に関する TLM API が定義されている。これらの各通

信ごとに、ブロッキング API とノンブロッキング API のどちらを使うか選択できる。 

リクエストの送信からレスポンス受信完了までの１回の通信中に、少なくとも４回の

TLM API コールが必要となり、API コールごとに基本的にコンテキストスイッチが発

生する。よって、双方向通信インターフェースを用いる場合と比べると、シミュレーシ



ョン速度は低速になる。 

シミュレーション速度を犠牲にしても、高いタイミング精度が必要な性能検証用との

モデル作成に向いているといえる。 

 

◆単方向通信における TLM API の使い分けのポイント 

ブロッキング API とノンブロッキング API の使い分けとしては、計算機能と通信機能

の並行化をどの程度まで考慮する必要があるかによる。並行化の必要性は、機能モ

デルの仕様検討の初期から考慮が必要となる場合や、性能向上を目的として、リファ 

インメント過程でブロッキングからノンブロッキングへの変更を行う場合などさまざま 

である。 

 

計算機能と通信機能の並行化の実現には、大きく分けて 2 つの方法がある。 

 

１． リクエストの送受信に関する通信と、レスポンスの送受信に関する通信を、そ 

れぞれ別のプロセスで行う方法である。マスタはリクエスト送信後、レスポンス 

の受信を待たずに次の計算処理に進むことが可能である。スレーブはレスポ 

ンス送信を待たずに、次のリクエストを受信して計算処理を行うことが可能で 

ある。 

 

２． ノンブロッキング API を用いることにより、通信の完了を待たずに、計算処理 

を行う方法である。 

 

④共通インターフェースには OSCI TLM ライブラリの通信インターフェースを用いると

記述したが、単方向通信に関しては、OSCI TLM ライブラリの通信インターフェース

をそのまま用いることはおすすめできない。 

後々、共通 TLM インターフェースの機能を拡張する場合や、独自に API を追加する

場合に備えて、OSCI TLM ライブラリの通信インターフェースを継承する拡張インタ

ーフェースを作成し、これを用いるようにする。当初、必要ではないと判断される場

合でも、拡張した共通 TLM インターフェースを用意し、モデル作成時に用いることを

おすすめする。 

下表に、拡張後の共通 TLM インターフェース一覧表を示そう。拡張後の共通 TLM

インターフェースには、テンプレート引数として、データ型とアドレス型の２つを追加

しているが、必ずしも必要ではない。 

 



 
通信方式 マスタ・スレーブ 

種別 
OSCI TLM ライブラリ 
共通 TLM インターフェース 

拡張後の共通 TLM インタ

ーフェース 

マスタ tlm_master_if <REQ,RSP> STxMasterIF 単方向通信 
スレーブ tlm_slave_if <REQ,RSP> STxslaveIF 

 

表：拡張後の共通インターフェース一覧表 

 

双方向インターフェースに関しては、TLM API がトランスポート関数のみのシンプ

ルな通信インターフェースであることが特徴であり、機能を拡張したり、独自に API

を追加することは基本的にない。そのため、OSCI TLM ライブラリの通信インターフ

ェースをそのまま用いるのが一般的である。 

６．用語集 
 

（１） 

SystemC  

☞1999 年 9 月に発足した組織 Open SystemC Initiative（OSCI）により規格されたハードウエア

モデリング言語。 Ｃ言語ベースとしたシステムレベル設計言語には、SpecC、HandelC など

がある。多くの言語が C を拡張した独自仕様になっている中で、SystemC は C++だけで構成

されている。そのため、汎用性が高く、上位の概念とのリンクが可能である。IEEE1666 で標

準化されている。 

 

RTL 

☞レジスタ転送モデルでは、デジタルシステムの動作モデルをレジスタ間のデータ転送と演算

によって記述する。この設計表現を RTL(Register Transfer Level)モデルと呼んでいる。この

モデル用記述言語をレジスタ転送言語(Register Transfer Language) とも呼ぶ。RTL モデル

の設計言語として、Verilog HDL や VHDL などが広く使われている。RTL モデルでは、論理合

成を行うことで、ネット記述まで自動変換する設計方法が広く利用されている。 

 

システムレベル設計言語 

☞組み込みシステム全体（HW/SW）を表現するための言語。代表的な言語として SystemC など

がある。 

 



（２） 

 TLM  

☞トランザクション・レベル・モデリング。トランザクションというのは、日本語で言えば、「やりと

り」である。TLM とは、その「『やりとり』を再現できるような記述」という意味。実際にはその

「やりとり」の詳細度によって精度には幅がある。Transaction Layer Modeling ということもあ

る。 

 PV  

☞Programmers View の略。OSCI、GreenSocs が提唱する抽象レベルの 1 つ。ソフトウェアを書

く人側からみた、充分な精度という意味。 

 

 

 

PVT  

☞Programmers View ＋ Timing の略。ソフトウェアを書く人にとって充分な精度に時刻の情報

を加えたものという意味。一時的・局所的に SAM と呼んでいたものと同じである。 

 

トランザクション 

☞データベース・システムなどで用いられる用語で、１つの指令を意味する。 

例えば、データの格納、データの読み出しなどです。このレベルでは、データの 

大きさが１ブロック２５６バイトなど１つのバスサイクルで送れないこともある。 

すなわち、複数のバスサイクルを必要とする転送指令も１つのトランザクション 

と考えることで、抽象度があがる。イベントの減少につながり、シミュレーションの 

速度も向上する。 

 

 AT （Approximately-timed） 

☞●別名、cycle-approximate 又は cycle-count-accurate 

● アーキテクチャの調査に十分な精度  

●プロセスはシミュレーション時間と横並びに実行  

●各トランザクションは 4 つのタイミング・ポイントを持つ(拡張可能)  

 ※ちなみに、Approximately とはおおよそのこと。 

 

 LT （Loosely-timed） 

 ☞●O/S 起動とマルチコアシステム実行のための十分なタイミング精度 

●各トランザクションは開始と終了の 2 つのタイミング・ポイントを持つ  

●ダイレクト・メモリ・インターフェース(DMI)の使用  



●プロセスはシミュレーション時間の前に実行可能(テンポラル・デカップリング)  

     ※ちなみに、Loosely とはおおまかのこと。 

 

OSCI（Open SystemC Initiative） 

☞SystemC の標準化・普及推進団体。TLM WG において、TLM の標準化を推進。 

 

OCP-IP（Open Core Protocol International Partnership Association） 

☞Inc、SoC 設計を省略化する IP コア・インターフェース用の標準仕様を策定する非営利団体。

SystemC ベースの TLM 標準化を推進。 

 

GreenSocs 

☞オープンソースの SystemC インフラストラクチャの開発を目的とした団体。TLM 標準化を推

進。 

 

機能モデル 

☞TLM におけるモデルの構成要素。アルゴリズムをあるひとまとまりの機能ごとに分割したブロ

ック。HW（ハードウェア）/ＳＷ（ソフトウェア）で実装される。 

 

チャネル 

☞機能モデル間の通信を確立する通信機構。TLM 標準化団体や EDA ベンダから提供される。 

 

計算機能 

☞機能モデルの構成要素の 1 つで、機能モデルがもつ機能を実現する部分。数式などで表現さ

れる計算処理や FSM などで構成される。 

 

通信 API（Application Program Interface） 

☞通信を行うための関数群。TLM 標準化団体や EDA ベンダなどが独自の通信 API を提供して

いる。 

 

実装 

☞機能モデルや TLM アダプタの開発において、機能や仕様などをプログラミング言語により関

数やクラスとして具体化すること。 

 

リファインメント 

☞抽象レベルの変更の際のモデルの改良作業を意味する。 

 



（３） 

クロックサイクル 

☞クロックの１周期を指す。 

 

ATTR 

☞タイミング精度を Approximately-Timed（AT）、通信データの粒度を Transaction（TR）で表現し

た抽象レベル。 

 

ATBP 

☞タイミング精度を Approximately-Timed（AT）、通信データの粒度を Bus Phase で表現した抽象

レベル。 

 

CABP 

☞タイミング精度を Cycle-accurate（CA）、通信データの粒度を Bus Phase（BP）で表現した抽象

レベル。 

 

UTBP 

☞タイミング精度を Un-Timed（UT）、通信データの粒度を Bus Phase（BP）で表現した抽象レベ

ル。 

 

デルタサイクル遅延 

☞シミュレーション上の微小遅延であり、シミュレーション時間の経過を伴わない遅延。 

 

（６） 

TLM 標準化団体 

☞TLM の普及・標準化を推進している団体。OSCI、OCP-IP、GreenSocs などがある。 

 

OSCI TLM 

☞OSCI TLM WG が開発した、SystemC を用いて TLM を実現するためのライブラリ。 

各種通信 API が通信インターフェースなどが定義されている。 

現在、v1.0 が OSCI からリリースされており、v2.0 が 2007 年～2008 年にかけてリリースされる

予定。 

v2.0 では通信データ構造についても定義される予定。 

v2.1 にて IEEE 標準化を目標としている。 

   



通信方式 

☞共通 TLM インターフェースの種類により双方向通信、単方向通信の２つの通信方式がある。

単方向通信においては逐次処理として動作するブロッキング API と、並行処理として動作する

ノンブロッキング API がある。 

 

TLM API 

☞TLM Application Program Interface の略。共通 TLM インターフェースで使用される通信 API。 

 

TLM アダプタ 

☞チャネルで定義された通信 API と共通 TLM インターフェースで定義された TLM API との間で

データのやり取りを確立するアダプタ。 

 

 

継承 

☞C++言語などを用いたオブジェクト指向プログラミングにおいて、すでに定義されているクラス

を基に、拡張や変更を加えた新しいクラスを定義すること。 

 

拡張 TLM インターフェース 

☞拡張した共通 TLM インターフェースを指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

８．全体を通して 
 

TLM について知るためには、まずは、SystemC を知らなければならない。私は、編

入なので SystemC のことは一切分からなかった。せいぜい、知っているのは C++くら

いまで。 

 論文を作成する前に、SystemC と TLM について約４０時間勉強を踏まえて、参考書

やインターネットなどで情報を集めた。冬休み中は毎日、市の図書館に通った。少し

焦りがあったのかもしれない。 

 世の中を見る限り、TLMは、まだ広く普及していませんが、数年後、TLMが普及でき

るように目指してほしい。そして、これからの理系の学生に専門科目として、授業のカ

リキュラムに導入させてほしい。将来、システム開発や設計の仕事を目指す人にも役

立つだろうし。 

 TLM 団体が多くあるので、初めて TLM を勉強する人には、すぐに理解するのは大

変だと思う。 

 最後に、謝辞を兼ねて、この論文テーマは、社会人になっても役に立つことなので、

今回、TLM という論文テーマを与えてくださって深く感謝申し上げます。 

 

 


