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ル・プロトタイプを利用してアーキテクチャ検討や早期ソフトウェア開発を

す。この傾向は、モバイルおよび IoT（Internet of Things）市場でソフト

行います。RTL が完成したら、各種スタティック / フォーマル検証やシミュ

ウェア主体のシステム・オン・チップ（SoC）が登場したことでますます加

レーション技術を利用してデザインのバグを検出・除去します。RTL が完成

速しており、実チップ完成前にソフトウェアの開発とテストを行うことの重

に近付くと、長時間の SoC 検証テストやソフトウェアの早期ブリングアップ

要性が大きくなっています。

を高速エミュレータ上で実行するのが一般的です。そして最後に、より高い
パフォーマンスが要求されるソフトウェア開発や、実機と同等のインター

SoC の早期市場投入が強く求められる中、業界をリードする検証チームの間

フェイスを用いたシステム・バリデーションを FPGA ベース・プロトタイプ

ではソフトウェア・ブリングアップ用の高速プラットフォームを早期に用意

上で実行します。

最新技術情報

用する検証エンジンは工程ごとに異なります。多くの場合、最初はバーチャ

最近はチップ自体の複雑化を上回るペースで検証が困難になりつつありま

することが新たな重要課題と位置づけられるようになっています。事実、最
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検証はこれまでもチップ開発プロセスにおける大きな課題の 1 つでしたが、

Industry Trend

次世代のデザインでは、ハードウェア・ロジックとソフトウェアの複雑化がさらに進みます。これを現在のデザインと同等以下の時間で検証
するには、シノプシスの Veriﬁcation Continuum のような統一された検証フローが必須となります（本稿は、2015 年 1 月に Electronic
Design1 誌に掲載されたものです）。

近発表されたアナリスト・レポートでも「新製品をいち早く市場へ投入する
バーチャル
プロト
タイピング

することが必要」2 と指摘されています。

スタティック /
フォーマル検証

シミュレーション

エミュレーション

これは、機能検証がシミュレーションとほぼ同義であった数年前を考えると

FPGA ベース
ハードウェア
プロト
タイピング

隔世の感があります。当時は、シミュレータにダイレクト・テストまたはラ
ンダム・ベクタを入力し、機能の正しさが確信できるまでデザインをシミュ

図 1. ソフトウェア主体の SoC の主な検証技術。デザインが完成に近付くにつれ
左から右へ進み、高いデバッグ可視性が必要な場合は右から左へ戻る

レーションしていました。

エンジニアにとって検証の大きな課題となっているのは、検証エンジンごと

ジ、テストベンチ自動化、アサーション、デバッグ自動化、さらにはフォーマ

に RTL のサポートや解釈が若干異なる上に互換性も完全ではなく、RTL や付

ル・プロパティ・チェックといった技術の導入により、検証生産性は劇的に

随物に変更が必要となるため、検証の各工程でデザインの「ブリングアップ」

向上しています。これらの技術により、シミュレーションだけでは見つけに

作業が発生することです。この作業は非常に複雑かつ困難で長い時間がかか

くいバグも検出できるようになりました。現在これらのテクノロジはメイン

ります。このため、スタティック / フォーマル検証からシミュレーション、

ストリームの検証フローに統合され、広く利用されています。

シミュレーションからエミュレーション、エミュレーションからプロトタイ
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それからわずかな間で機能検証は大きく様変わりしました。機能カバレッ
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ための重要なファクターの 1 つとして、ソフトウェアを開発して完全に検証

ピングといった検証プロセス間で「検証の不連続性」が発生し、検証期間が
ソフトウェアの大規模化が続く現在の SoC に対応するため、FPGA ベースの

数週間 ～ 数ヶ月も余分にかかってしまう上、デザインに対して人手による

ハードウェア・エミュレーションならびにプロトタイピング、あるいはバー

変更をたびたび加えることによるヒューマンエラーのリスクも増大します。

検証編

つけても診断と修正は次第に困難になります。

Support Q&A

ピードは向上しますが、デザインの可視性は低下します。つまり、バグを見

チップ完成前に性能または消費電力のバリデーションを完了させることも可

フィジカル編

エミュレーション、プロトタイピングへと進むにつれて各エンジンの検証ス

の主要機能の検証に必要な数十億サイクルのテストを実行できるほか、実

Support Q&A

このプロセスではデバッグも大きな問題となります。シミュレーションから

レベル・ファームウェアやオペレーティング・システムのブートなど、SoC

論理合成編

うになっています。これらの検証技術はパフォーマンスが非常に高く、ロー

Support Q&A

チャル・プロトタイピングといった新しい技術も検証フローに導入されるよ

能です。これら検証技術のほとんどは、元々シミュレーション主体の検証プ
ロセスを補完する単機能ツールとして小規模な企業によって開発され、その

このため、通常はバグの発生箇所を特定して修正するためにプロトタイプか

後次々と大企業によって買収された経緯があります。

らエミュレータ、シミュレータへとプラットフォームをさかのぼる必要があ
ります。するとここでもデザインのブリングアップの課題が発生します。特

複雑な SoC の検証にこれらの技術が使われるようになった現在、単機能ツー

に、ある検証エンジンで発生したバグを別のエンジンで再現するのは非常に

ルの寄せ集めではなく、各機能が連携して 1 つの連続するフローを構成し、

困難です。この「デバッグの不連続性」によるスケジュールのさらなる遅れ

必要に応じてツールをシームレスに行き来できるようにすることの重要性が

は、多くの場合チップ開発の最終盤で発生するため厄介です。

高まっています。しかし先に述べたように、これらのツールは元々異なる企
業によって開発されており、言語サポート、フローのセットアップ、実行セ

主要半導体メーカーが求める「シフトレフト」

マンティクス、デバッグの一貫性などの点で効率の悪さが目立ちます。現在、
主要な半導体メーカーの間ではこの「不連続性」を解消して開発スケジュー

主要半導体メーカーは、これらの検証技術を 1 つのシームレスなフローに統

ルを「シフトレフト」
（前倒し）できるソリューション、すなわち検証タスク

合して検証期間を「シフトレフト」したいと考えています。そのために必要

を前倒しで実行してソフトウェア・ブリングアップを早期に開始し、検証を

な条件として、以下の点が挙げられます。

短期間で完了できるソリューションが求められています。以下、これについ
て詳しく見ていきます。

市場投入の遅れを招く検証の不連続性
IP および SoC の検証フローはいくつかの工程で構成されており（図 1）、使

●

各種検証エンジンの最速化：検証チームにとって最も必要なのがパフォー
マンスであることは、今後も変わりません。バーチャル・プロトタイピング、
スタティック / フォーマル検証、シミュレーション、エミュレーション、
FGPA ベース・ハードウェア・プロトタイピングなど、フロー内のすべての
検証エンジンがクラス最高のパフォーマンスを備えている必要があります
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前ページより続く

●

統一されたコンパイル：検証では、依然としてシミュレーションが中心的

Veriﬁcation Continuum

な役割を果たしています。このため、コンパイル・フローは複雑なチップで

プランニング / カバレッジ

の実績があるシミュレーション・エンジンをベースに構築するのが理にか
なっています。言語サポート、実行セマンティクス、コンパイル・スクリプ

デバッグ

トを共通化し、デザインをシミュレーション用にコンパイルすることによ

バーチャル
プロト
タイピング

り、エミュレーションでも FPGA ベース・ハードウェア・プロトタイピング
でもシームレスにデザインをブリングアップできるのが理想です
●

スタティック /
フォーマル検証

統一されたデバッグ：検証期間の最大 50% はデバッグに費やされます。こ

エミュレー
ション

FPGA ベース
ハードウェア
プロトタイピング

VIP、モデル、データベース

のため、最も定評があり生産性の高いデバッグ環境をフロー全体で使用する
のが理想です。また、検証エンジンを行き来しても同じデバッグ環境とデー

図 2. 主要な検証エンジンのシームレスな切り替えを実現することで

タベースを使用できるようにすれば、エンジンや抽象度の違いを気にせず、

ソフトウェアの早期ブリングアップおよび SoC 検証期間の短縮を可能にした

ハードウェアとソフトウェアの両方でデバッグを円滑に進められます
●

シミュレーション

シノプシスの Veriﬁcation Continuum プラットフォーム

FPGA ベース・エミュレーション / プロトタイピングの強力なサポート：
FPGA ベース・エミュレーションはカスタム・チップ・ベースのエミュレー

が理にかなっています。シノプシスの Uniﬁed Compile テクノロジは、非常

タに比べ持続性能、リフレッシュ・レート、コスト / スケーラビリティなど

に複雑なデザインの検証で豊富な実績のある VCS ソリューションを中心に

の面で優位性があるため、主要半導体メーカーの間では現在および将来にか

して構築しています。この Uniﬁed Compile により、シミュレーション用に

けての最適解であると考えられています。FPGA ベース・プロトタイピング

コンパイルしたデザインはフロー内の他の検証ツール用にも容易にコンパイ

はさらに高速で、実機に即したインターフェイスも利用できます。これらの

ルが可能です。

利点を活かすには、FPGA ベースのハードウェア・プラットフォームの利点
を最大限に引き出すように検証フローを設計する必要があります

このように、シミュレータ・フロントエンドによって検証フローへのデータ
の入り口は一元化されます。しかし実際に必要なデータはツールによって異
なります。たとえばフォーマル解析ではプロパティ、シミュレーションでは

新しい業界ソリューション

テストベンチとコンパイル済みデザイン、そしてエミュレーションではシ

検証フロー内で主要な検証エンジンを行き来する際に最大の障壁となるの
が、コンパイルおよびデバッグ・フローです。これらのフローを統一すれば、
相互に関連のないツールをスムーズに切り替えられるようになります。たと

ミュレーションとは別のコンパイル済みデザインが必要です。そこで、シ
ミュレータ・フロントエンドからの出力を専用のバックエンドに流し込んで、
各検証エンジンに固有の最適化を実行します（図 3）。

えばシノプシスは先ごろ、Veriﬁcation Continuum プラットフォームを発表
しました（図 2）。この新しいプラットフォームは検証フロー内の主要な検証

こうすることで、デザインの入力は RTL、ローパワー設計意図を記述した

エンジン間の不連続性を解消しており、ソフトウェアの早期ブリングアップ

UPF ファイル、コンパイル・スクリプト、および検証の付随物一式を 1 種類

が可能です。

だけ用意すればよいことになります。シミュレーション用にコンパイルした
デザインはエミュレーションでも容易にコンパイルでき、エミュレーション

コンパイル・フローを統一する上でまず必要なのは、共通のフロントエンド

用にコンパイルしたデザインはプロトタイピングでも容易にコンパイルでき

を用意することです。全体的に検証技術の中で最も成熟しているのはシミュ

ます。これにより、検証エンジン間の行き来が容易になり、デザインや付随

レーション技術であり、どのようなデザインでもシミュレーションは必ず行

物を各エンジンに合わせて変更する際に新たなバグが混入するリスクも最小

われるため、コンパイル・フローはシミュレータを中心に据えて構築するの

RTL

統一された
コンパイル
スクリプト

UPF

限に抑えられます。

テストベンチ

VIP

VCS フロントエンド
解析、詳細化、デバッグ準備、最適化、
コード生成、合成、マッピング

ZeBu バックエンド
分割、
FPGA 配置配線

Veriﬁcation Compiler
スタティック /
フォーマル モデル

VCS
simv

ZeBu Server
ビットストリーム

ZeBu
Companion
HAPS ビットストリーム

ProtoCompiler
HAPS ビットストリーム

スタティック /
フォーマル検証

シミュレーション

エミュレーション

早期
プロトタイピング

高性能
プロトタイピング

図 3. シノプシスの Veriﬁcation Continuum プラットフォームは VCS をベースにした Uniﬁed Compile を採用しており、異なるエンジン間でのコンパイル
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図 4. シノプシスの Veriﬁcation Continuum では Verdi をベースにした Uniﬁed Debug 環境を構築し、検証プロセス全体を通じて一貫したデバッグ体験を実現

の Veriﬁcation Continuum はランタイム・アーキテクチャが一元化されて

せん。本当に重要なのは、発見したバグの根本原因を特定して修正すること

おり、標準言語ベースのインターフェイスを用いることにより、あるエンジ

にあります。ここで関係してくるのが、図 1（Ｐ9 掲載）の右から左方向への

ン（エミュレーションなど）用に作成した検証環境を別のエンジン（シミュ

デバッグ・フローです。特にシミュレーション、エミュレーション、プロト

レーションなど）で容易に再利用できます。エンジン間の一致度が高いため、

タイピングでは、不具合はイベントとして現れます。つまり、ある特定のシ

どのエンジンでも一貫した結果が得られます。

ステム状態において特定のタイミングで特定のスティミュラスを入力し、出
力値が予想と異なるものが不具合とされます。

Veriﬁcation Continuum の Uniﬁed Compile テクノロジは、デバッグ効率の
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ただしバグを見つけただけでは検証の目的を半分しか達成したことになりま

Technology Update

Verdi
コア
デバッグ

向上にもつながります。これまではデザインのモデルをツールごとに別々に
作成しており、モデル間の同期が失われると機能が異なってしまうことがあ

る検証エンジンを使用する必要があります。そこでシノプシスは、エンジン

りました。このような状況では、エミュレーションでバグを見つけても、デ

の種類にかかわらず共通のデバッグ環境およびデータベースを利用できるよ

ザインのシミュレーション・モデルにバグが含まれていないためシミュレー

う、定評あるVerdiデバッグ・ソリューションをベースにUniﬁed Debugアー

タでバグを再現できないことがあります。デザインの入力を一元化すること

キテクチャを構築しました（図 4）。

により、すべての検証ツールから同じデザインが見えるようになり、ある
ツールで特定したバグを別のツールで確実に診断できるようになります。

Customer
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一般に、バグの根本原因を特定するにはバグそのものを見つけるのとは異な

たとえばプロトタイピング・プラットフォームは包括的なテストを高速に実
行できるため、バグの検出には有利です。しかしプロトタイピング・ボード
にはエミュレータほどのデバッグ可視性はありません。このため、検証の一

業界の一大転換

分断された単機能ツール / エンジン重視からシームレスな高性能プラット

同じように把握でき、より可視性の高い検証エンジンでもそのイベントを再

フォーム重視へと業界全体を動かすような開発パスが必要です。業界をリー

現できることが必要となります。これを保証する最もよい方法は、実行セマ

ドする半導体メーカーの間では、複雑化が進むソフトウェア主体の SoC を最

ンティクスの一貫性を確保し、一元化された検証環境をサポートし、1 つの

短期間で開発して市場に投入するにはこうした一大転換が決定的に重要であ

デバッグ・データベースをすべてのツールで共有することです。シノプシス

るとの認識が広がっています。
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1. “Todayʼ s Designs Require a Veriﬁcation Continuum” Jan 28, 2015, Electronic Design
<http://electronicdesign.com/test-measurement/today-s-designs-require-veriﬁcation-continuum>

検証編

してなるものではありません。そのためには強固な基盤、そしてこれまでの
そこで、どのツールを使用しても不具合のイベントおよび予想される出力を

Support Q&A

上で欠かすことのできないものです。このような業界の一大転換は、一夜に

フィジカル編

複雑化していく次世代デザインをこれまでと同等以下の時間で検証していく

ブリングアップ作業はますます困難になります。

Support Q&A

役立つだけでなく、今後ますますハードウェア・ロジックとソフトウェアが

デザインの実際の機能を反映しているのか分からないため、最初のモデルの

論理合成編

このような統一された検証フローは、検証エンジニアの過大な負担の軽減に

があります。しかし検証エンジニアはこの問題がモデルの不備によるものか

Support Q&A

部をエミュレータまたは可視性の最も高いシミュレータで再度実行する必要
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プで戦略プログラム・マネジメント担当ディレクタとして活躍。シノプシス入社前は TransEDA 社、Exemplar Logic 社、CrossCheck Technology 社でセー
ルス、マーケティング、アプリケーション分野の上級職を幅広く務めたほか、松下電器では ASIC 設計エンジニアとして勤務。オハイオ州立大学にて電気工
学の学士号と修士号を取得。
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