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We introduce our PSE actions for the radio communication, and explain to solve the problems for 7 

years. In this paper, we show the new problems of the simulation for early-understanding of the 

hardware performances. And we propose the Excel level simulator to simulate the hardware quickly and 

easily. 
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1．はじめに 

通信分野の回路設計やＬＳＩのハードウェア開発を行

う場合にシミュレータを使用することが必然となってい

る．開発の効率や品質を向上させるためにはシミュレー

ションの効率や品質向上が必要である．筆者らはシミュ

レーションを行う上での様々な問題について検討を行い，

それらの問題解決を行ってきた．本論文では，これまで

の活動内容を振り返り，ハードウェア開発とシミュレー

ションの関係を再度考察し直す．また，新たな活動とし

て簡易エクセルシミュレータを提案し，その有効性につ

いて実例を取り上げて紹介する． 

 

２．ハードウェア開発におけるシミュレータの役割  

２．１ ハードウェア開発手順 

ハードウェア開発においてシミュレータを使用する目

的としては，回路図の作成や配置配線の実装などの直接

的な設計をＣＡＤシステムによって検証する場合と，変

復調やプロトコルなどの通信状況を実際の通信モデルも

含めてシミュレーションにより検証する場合が考えられ

る．本論文では後者のように機器の動作や仕様がどのよ

うにあるべきかについて，機器のみならず伝送路まで含

めたシステム的な検証を行うことを目的とする．すなわ

ち，ハードウェアを開発する際に仕様を如何にすべきか，

変復調の手法の確立，などを目的としてシミュレータを

使用している．また，シミュレータはハードウェアを忠

実に模擬することが必要であり，動作時間毎に実行を行

う逐次シミュレータを使用している． 

ハードウェア開発では，回路作成以前にシミュレータ

を開発し，システム全体および詳細な回路までの動作確

認を行うことが必要となる．その手順の例を図１に示す．

まず，大まかな仕様により逐次シミュレータを開発し，

詳細仕様を決定する．この仕様を元に回路言語であるＲ

ＴＬ（Register Transfer Level）を使って回路を開発する．

ＲＴＬ開発時は，逐次シミュレータとＲＴＬが同じ動作

をすることを照合により検証する．このようにして開発

したハードウェアは逐次シミュレータと全く同じ特性を

持つことができる． 

 

 

図１ ハードウェア開発手順 

 

２．２ ハードウェア開発における課題 

図１の開発手法により高品質なハードウェア開発が可

能となるが様々な課題も合わせ持っている．考えられる

課題について列記する． 

ａ）シミュレーション実行時間・実行回数 

逐次シミュレータを使用して多くのパラメータを

変えた特性取得を行う必要がある．逐次シミュレー

タは伝送路や詳細な回路をイメージしているもので



 

あるためＣＰＵ実行時間が長くなる．実行時間・実

行回数共に非常に多く，我々の部門の最近の実行実

績では，実行時間平均値=10,000h/月 程度である． 

ｂ）パラメータチューニング 

回路パラメータを決定するために多くのジョブ実

行が必要になる．全ての組み合わせを実行すること

は実質不可能である．経験的なパラメータの組み合

わせで評価することが多い. 

ｃ）逐次シミュレータとＲＴＬの照合 

逐次シミュレータとＲＴＬの両者が完全に一致し

ていることをデータ照合により行う．小さなブロッ

クレベルから全体レベルまで確実に行う必要がある

ため多大な手間を要する．ここに抜けがあると最終

的な特性が一致しない． 

ｄ）システムレベル的な動作の確認 

開発するハードウェア単体の特性は図１の手順で

得られるが，このハードウェアを複数配置した場合

の特性も必要になる．例えば，移動無線通信におけ

る複数の端末と基地局の振る舞いなどがその例であ

る．これらの特性を得るためには逐次シミュレータ

だけでは不十分である． 

ｅ）概略性能の早期把握 

逐次シミュレータを開発して特性取得を行うこと

になるが，逐次シミュレータ開発に時間がかかるた

め概略性能の把握であっても時間を要する．開発の

方向性を左右するような項目については簡易的でも

良いので早急な性能把握が求められる． 

 

２．３ ハードウェア開発における課題に対する取組み 

前節で挙げた課題について，我々がこれまで取り組ん

できた活動を簡単に整理する． 

ａ）シミュレーション実行時間・実行回数 

ＣＰＵ速度が年々向上しているが通信の逐次シミ

ュレーションを行うためには未だ未だ不足である．

長実行時間・多実行回数に対する対策としてグリッ

ドシステムの導入１) による多量ジョブの実行，およ

び長時間ジョブの並列動作プログラミング２)の両面

から取組みを行った．特に，グリッドシステムは当

社で開発したCAD-Gridシステムにより省資源と短時

間でのジョブ実行を可能にしている．事務ＰＣをシ

ミュレーションマシンとして活用することで無駄の

廃除を行っている． 

ｂ）パラメータチューニング 

限られたパラメータの組み合わせについてのみシ

ミュレータにより実行し,特性の全体像を把握する試

みを行った．特性の全体像を精度良く把握すること

でパラメータチューニングを短時間で行うことが可

能になる．実験計画法を応用した統計的設計支援シ

ステムを構築し製品設計へ役立てた3) 4)．但し，開発

初期段階のパラメータチューニングとしては有効で

あるが，製品の評価においては，使用するパラメー

タ全ての特性把握が必要になる． 

ｃ）逐次シミュレータとＲＴＬの照合 

Ｃ言語で記述している逐次シミュレータ（Ｃモデ

ル）とハードウェアを忠実に表すＲＴＬの位置関係

を近づける試みが行われている．Ｃモデルは抽象度

が高く，ＲＴＬは抽象度が低い．抽象度ができるだ

け低いＣモデルを開発し，Ｃモデルから人間の手を

介さずに直接ＲＴＬを作成する設計ツールが開発さ

れてきている．その例として，システムＣやカタパ

ルトなどの高位合成ツールがある．我々は，システ

ムＣを使用してＲＴＬの自動作成をトライしてきた
2)．高位合成ツールを使用することで照合にかかる手

間を大幅に省くことができる． 

ｄ）システムレベル的な動作の確認 

逐次シミュレータを基本特性取得のツールとして

使用し，複数のハードウェアをシステム的にシミュ

レーションするツールを別に開発する必要がある．

逐次シミュレータとこのシステムシミュレータの連

携を行い，短時間でトータルシミュレーションを行

う試みを行った7)．この活動については，非常に大が

かりなものであり現在も活動を継続している． 

ｅ）概略性能の早期把握 

昨今の通信技術の発展により，通信技術が複雑に

なり，それを実現するハードウェアも大きくなって

いる．このため逐次シミュレータの開発には多くの

時間を要している．開発の初期段階で必要となる局

部的な方式検討・回路検討についてはその部分だけ

をできるだけ簡易的・視覚的に把握できるツールで

シミュレーションすることが望まれる．本論文では，

その解決案と実例を次章から紹介する． 

 

これらのように，ハードウェア開発における課題の解

決としてシミュレーション技術を中心に取り組んできた．

シミュレーション実行の効率および品質を上げることで

ハードウェア開発の効率と品質が大きく向上している． 

 

３．簡易エクセルシミュレータ（ＥＬＳ）の提案 

３．１ 簡易エクセルシミュレータの活用 

前節で触れたように，ハードウェア開発の初期段階に

方式・回路の決定を早急に行う必要がある．このような

場合に，市販のシミュレータソフト（MATLABなど)を

使用することも可能であるが，できるだけカスタマイズ

可能なシミュレータが望ましい．そこでマイクロソフト

の表計算ソフトであるエクセルを逐次シミュレータとし

て活用する手段を提案する．簡易エクセルシミュレータ

（ＥＬＳと呼ぶ）と簡易がついているが，動作そのもの

はＣ言語で開発する逐次シミュレータと同じである．通

信分野で頻繁に使用するＰＬＬ回路を例として取り上げ，

ＥＬＳの有効性を説明する． 



 

３．２ ＰＬＬについて 

ＥＬＳの説明の前に，ＰＬＬ(Phase-locked loop)につい

て簡単に解説する．ＰＬＬは位相または周波数の同期を

行うための回路であり，通信のハードウェアには必須の

回路である．基本構成を図２に示す．入力（ＩＮ）から

入った信号は後段の発信器（ＶＣＯ：Voltage Controlled 

Oscillator）出力と位相比較が行われる．位相比較の結果

を特定な伝達特性を持つＬＰＦ(Low Pass Filter)に通しＶ

ＣＯを制御する．ＶＣＯ出力が出力（ＯＵＴ）になる．

すなわち，ＩＮから入った信号の周波数および位相にＶ

ＣＯが追従する回路である．簡単な回路であるが，入力

信号の変動にＶＣＯを的確に追従させるＬＰＦのパラメ

ータはシミュレーションで確認が必要である．また，動

作開始から追従するまでの振る舞いもＬＰＦにより大き

く変わる． 

 

 

    図２ ＰＬＬの基本構成 

 

図２のＰＬＬをディジタル化した構成を図３に示す．

位相比較は減算で行い，ＬＰＦは１次と０次の変動をＶ

ＣＯに伝えることが可能な構成にした．ここでαとβは

ＬＰＦの伝達特性を決定するパラメータである．ＶＣＯ

は巡回形のアキュームレータで構成している．また，Ｖ

ＣＯ出力にはＳＩＮ波形を出力する変換テーブルを合わ

せ持っている．図中のＦＦはＤフリップフロップを示し，

１単位時間の遅延を与える．ＥＬＳで実現するために，

各部分のｂｉｔ数を数値で示している．この構成で表現

しているそれぞれのディジタル信号の値は，このｂｉｔ

数で表される数値を持つ． 

 

 

    図３ ディジタルＰＬＬの構成 

 

３．３ 簡易エクセルシミュレータの構成 

図３のディジタルＰＬＬをＥＬＳで構成する．縦方向

をディジタルのサンプリング時間とし，横方向に回路中

の複数のポイントを定義する．図３に示したＩＮ，位相

比較出力，ＬＰＦ－１，ＬＰＦ－２，ＶＣＯ－１，ＯＵ

Ｔの値を列方向に定義する．図４にＥＬＳのセル配置を

示す．時間の行方向はシミュレーションを実行する時間

の行数分だけ計算式を入力する．例では１００００行の

シミュレーションを行った．ＩＮには入力正弦波をＳＩ

Ｎ関数で作成してｂｉｔ制限を与えた．それ以降のセル

には図３のＰＬＬ構成に忠実に式を入力している． 

 

時間(sec) IN 位相比較出力 LPF-1 LPF-2 VCO-1 OUT

0.00E+00 0 184549 0 -1398102
1.00E-08 32 -288 183397 -147456 -1361009 -256
2.00E-08 64 314 184653 160768 -1016844 -250
3.00E-08 95 285 185793 145920 -686271 -190
4.00E-08 127 257 186821 131584 -368894 -130
5.00E-08 157 228 187733 116736 -65337 -71  

図４ ＥＬＳの構成（開始部分） 

 

シミュレーション結果は，エクセルのグラフ機能を使

用して視覚的な動作の把握が可能である．例えば，動作

条件として下記を与えた場合のＰＬＬ追従周波数とＬＰ

Ｆ１の状態変化を図５に示す． 

・サンプル速度   ： 100 MHz 

・ＩＮ周波数    ： 1.0 MHz 

・ＰＬＬ初期周波数 ： 1.1 MHz 

・ＰＬＬ初期位相  ： 30 deg 

 

 

図５ 状態変化の様子 

 

また，ＩＮ，ＯＵＴおよび位相比較出力の波形モニタ

を図６に示す．いずれもエクセルのグラフ表示機能で簡

単に作成できる． 

 

 

図６ 波形モニタ 



 

 

これらの図から分かるように，初期周波数に偏差があ

る状態から始まり，ＰＬＬの追従動作によって位相と周

波数同期が行われることが視覚的に理解できる．αおよ

びβのパラメータを調整しながら，これらの変化が要求

特性に一致することの確認を行い，パラメータ決定する

ことができる．この程度の回路であれば数時間程度でシ

ミュレーション結果を得ることができ，概略性能の早期

把握を可能にする． 

 

３．４ 簡易エクセルシミュレータの効果 

提案するＥＬＳの長所短所を下記にまとめる． 

【長所】 

1） 短時間でシミュレータ構築と結果を得ることが

可能 

2） シミュレーションしている回路の値全てが表示

されているためデバグが非常に容易 

3） エクセルという汎用のソフト以外は使用しない

ため，環境を選ばずにシミュレーションが可能 

4） Ｃ言語などの特殊なシミュレーション言語を学

習することなくシミュレータ開発が可能 

5） エクセルのグラフ表示を使用することで波形モ

ニタなどが簡単に行える 

6） Ｃ言語で開発する逐次シミュレータのデバグ時

に，動作を比較することでデバグツールとしても

利用可能 

【短所】 

1） 長時間実行が必要な回路には適用が難しい（１０

万行程度が限界） 

2） 回路が大きい場合に，ファイルサイズが大きく取

り扱いが不便 

3） 回路開発（ＲＴＬ）に直接リンクさせることがで

きない 

 

これらの長所のように，短時間で有用性の高い結果を

少ない投資で得ることができる．例にあげたＰＬＬの回

路検討の場合は，Ｃ言語によるシミュレーション（約３

日）に比べてＥＬＳ（０．５日）は約２０％以下の時間

で検討結果を得ることができる．昨今，コンピュータの

高速化および汎用ソフトの高性能化により，汎用ソフト

を逐次シミュレータとして活用するというアイデアをＥ

ＬＳにより実現した．ＥＬＳの長所を活かし，短所に影

響しない使い方をすることで非常に有効なツールとして

利用可能と考える．特に部分的な方式や回路の特性を早

急に把握して開発方針を決定する場合などで大きな力を

発揮する． 

 

４．まとめ  

通信分野におけるハードウェア開発の手順を明確にし，

シミュレータの重要性と問題点および解決手段を説明し

た．これまでに行ってきた活動が今後も有効であり，引

き続いて活動を継続する予定である．また，概略性能の

早期把握の課題に対して簡易エクセルシミュレータ（Ｅ

ＬＳ）の導入を提案した．ＥＬＳにより環境を選ばずに

短期間で結果を得ることが可能になる．ＰＬＬ回路のシ

ミュレーションを実例にとり，シミュレータを簡単に組

めること，その結果が視覚的に得られ，新規開発に力を

発揮することを示した． 

通信分野のハードウェア開発における課題解決につい

てはこれからも積極的に活動を行い，開発効率ＵＰを目

指していきたい． 
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