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業界標準のオープンなデバッグ・プラットフォームVerdi3
シノプシス プロダクト・マーケティング・ディレクタ Thomas Li

オープン・アーキテクチャを採用したVerdi3 システムは、代表的なシミュレータ、エミュレータ、FPGAプロトタイピング・ソリューション、
モデル・チェッカ、フォーマル解析エンジン、バーチャル・プラットフォームの多くを標準でサポートするなど、検証見通しの良い完全統合
型の環境を実現しており、これにより設計 / 検証チームは革新的なデザインを短期間で完成できるようになります。この Verdi3 について、
シノプシスのプロダクト・マーケティング・ディレクタ、Thomas Li がご説明します。
検証チームが現在直面している問題については、各所で指摘されています。

ミュレーション・エンジンと組み合わせて使うこともできません。結局、エ

一般的なプロジェクトの場合、リソースの約 70% が検証に費やされ、検証

ンジニアはいくつもの種類のインターフェイスに慣れ、さまざまな波形デー

期間の約半分をデザインのデバッグ工程が占めています。

タベースの解析方法を習得するしかありません。こうした点が足かせとなっ
て、デバッグ生産性が大きく損なわれているのが現状です。

急速に進むデザインの複雑化に検証チームが対処するには、用途に応じて最
適な検証ツールを選ぶ必要があります。この結果、現在の検証フローには、

Verdi3 自動デバッグ・システム

RTL およびゲートレベル・シミュレーション、システムレベル検証およびプ
ロトタイピング環境、エミュレータなど、種類の異なるツールが数多く混在

Verdi3 は複雑な SoC の設計と検証に使用されるメソドロジと言語を幅広く

しています。そして、さまざまなベンダのツールの中から特定の抽象度での

サポートしており、異種ツールが混在した検証環境全体で一元的に利用可能

検証性能に優れたツールや、検証時間の短縮に役立つ機能を備えたツールな

なデバッグ・ソリューションとなっています。Verdi3 はオープン・アーキテ

どを選んで使い分けているのが現状です。

クチャを採用しているため、異なる EDA ベンダのシミュレーション・エン
ジンを併用している場合でも、同じ表示フォーマット、洗練されたデバッグ

また、RTLシミュレーションにはシノプシスのVCSを使用し、ゲートレベル・

機能、共通の波形データベースを使用できます。

シミュレーションには他のツールを使用するなど、検証チームが特定の設計
スタイルに合わせて最適なシミュレーション・エンジンを組み合わせて使用

Verdi3 がデバッグ環境の生産性を向上させ、デバッグ時間を文字どおり半分

することもあります。このほか、過去の経緯によりデザインの各部分で使用

に短縮する上で鍵となっているのが、オープン・アーキテクチャです。事実、

しているシミュレーション・テクノロジが異なる場合もあります。よくある

シノプシスがユーザー企業の検証チームを対象に行った調査でも、Verdi3 の

のが、企業買収によってそれまで別々のレガシー・シミュレータを使用して

導入によりデバッグ時間が 50% 削減されたとの報告が寄せられています。

いたエンジニアリング・チームが統合されるケースです。チーム全体で新し

Verdi3 はオープン・アーキテクチャに基づいているため、検証チームはそれ

いシミュレータに移行すると大がかりなトレーニングが必要となり、混乱は

ぞれの検証プロセスに合わせて環境をカスタマイズして、生産性を最大限に

避けられません。

向上させることができます。

異種ツールの混在した検証環境では、プロジェクトの各工程で最適なエンジ

さまざまなツールやフローを柔軟で効率的な 1 つのアーキテクチャに統合し

ンを組み合わせて完全なデザイン検証を実行できますが、これらのエンジン

た Verdi3 の自動デバッグ環境を利用することで、検証チームはデザインの状

を使って実際にデザインをデバッグするのはなかなか大変です。たとえば、

況をより短期間で効果的に理解し、デバッグできるようになります（図 1）。

ユーザー・インターフェイス、波形表示スタイル、デバッグ機能などはエン
ジンごとに異なるのが一般的です。また多くの場合、デバッグ機能は関連す

Verdi3 には、異種ツールの混在したシミュレーション環境においてデバッグ

るシミュレータと密接に結びついているため、あるデバッグ機能を別のシ

を効率化するいくつかの重要な機能が用意されています。

高度な機能

デバッグの
自動化

柔軟な環境

効率的なアーキテクチャ
包括的な環境

ツールとフローの統合
図 1. Verdi3 自動デバッグ
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システム

オープンなインターオペラビリティ
検証チームがデバッグ・ソリューションを容易にカスタマイズして生産性
を 最 大 化 で き る よ う に 用 意 さ れ て い る の が、Verdi Interoperability
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遷移図などがあります。
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ロック図（図 3）、ステートマシン（FSM）の動作を把握できる直感的な状態

み込んで比較することも容易に行えます。

Success Story

ンボルを用いてロジックと接続関係を表示できるフレキシブルな回路図とブ

ジンのバージョンを問わず利用できます。検証エンジニアが複数の波形を読

お客様活用事例

階層ブラウザ間の連携を容易にするソースコード・ブラウザ、馴染み深いシ

波形データベースに比べ波形圧縮率が高く、しかもシミュレーション・エン

新着情報

ば、完全な機能を備えた波形ビューア、波形比較エンジン、ソースコードと

ユーザーによる自由な読み書きが完全に認められています。FSDB は多くの

Special Announcement

タをはじめ、多くの検証ツールが対応しており、すべての EDA ベンダおよび
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これまで述べてきた高度なデバッグ機能に加え、Verdi3 システムには検証
チームがデバッグ環境に求める強力な機能がすべて揃っています。たとえ
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Verdi3 のオープン・アーキテクチャの根幹となっているのが、FSDB（Fast
Signal Database）です。FSDBはすべての主要なシミュレータやエミュレー

News Release

基本的なデバッグ機能

ニュースリリース

効率的な波形圧縮 / 解析

Applications（VIA）です（図 2）。VIA を利用するとスクリプトまたは
C / C++ プログラムを用いて設計データベースに簡単にアクセスできるた
め、検証チームは個々の検証プロセスやアプリケーションに固有の機能を自
動化できます。たとえば、エンジニアが設計データベース上でデザイン・パ
ターン・フィルタリングを実行したり、FSDB をスイープして特定の波形を
検索し、消費電力を正確に見積もるといったことも簡単に行えます。VIA に
対応したサードパーティ製ツールをデバッグ環境から起動して豊富な VIA プ
ログラムを利用できるため、ユーザー・フローに合わせて Verdi3 環境をカス
タマイズできます。
また、API（Application Programming Interface）を利用してデータベース
とコマンド / 制御メカニズム両方へのオープンなアクセスが可能なため、
Verdi3 システムと他の検証ツールおよび設計環境の統合も容易です。

VIA
（Verdi Interoperability Applications）

図 3. Verdi3 システム独自のビヘイビア解析テクノロジにより、
時間のかかるデバッグ工程の多くを自動化
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第 3 世代のオープン・アーキテクチャ・デバッグ
Verdi3 は、設計 / 検証チームのデバッグ生産性を向上させることを唯一最大

FSDB

の目的として設計されています。特に今回のリリースでは、従来のバージョ
シミュレータ

機能認証

ンと比べてインフラストラクチャの高速化、コンパクト化、効率化が図られ
ています。まず、マルチスレッド対応のデータベースにより 45% 以上の高

フォーマル

の採用により、ファイル・サイズも 30% 以上小さくなっています。また、シ

検証クロージャ

ミュレーションを並列にダンプする機能により、生産性が 30% 向上します。

パワー

これらの効率化に加え、Verdi3 では検証エンジニアが特定のデバッグ・ニーズ
図 2. フローの統合とカスタマイズを可能にする VIA プログラミング

インターフェイス

に合わせてユーザー・インターフェイスをカスタマイズできるなど、柔軟性も
向上しています。さらにVIA を利用した統合により、豊富なプログラムを利用

オートモーティブ
ソリューション特集

速化が図られているほか、新しいコンパクトなデータベース・フォーマット

してチームのフローに合わせたデバッグ環境のカスタマイズも可能です。

検証編

ンの設計と検証が短期間で完了します。

Support Q&A

た検証環境でもデバッグ時間を半分以下に短縮できるため、革新的なデザイ

イラと、その情報を格納して効率的なデバッグが行えるように最適化された

フィジカル編

開発されています。このアーキテクチャは、関連する情報を抽出するコンパ

Support Q&A

ムに採用されています。Verdi3 を導入することにより、異種ツールの混在し

論理合成編

こうしたオープン・アーキテクチャが高く評価され、Verdi3は多くの検証チー

Verdi システムはオープンな Design Knowledge Architecture をベースに
3

Support Q&A

設計知識の活用を促進

データベースで構成されています。Design Knowledge Architecture のナ
レッジ・エンジン・コンパイラは、HDL コード、テストベンチ、アサーショ
ン内の設計知識を抽出し、これらを Knowledge Database（KDB）に蓄積す

Verdi3 基本コース
無償トレーニング開催のご案内

ることにより、デバッグおよびデザインの理解を手助けします。
Verdi3 のインテリジェントなデバッグ機能は、ビヘイビア・ベースのデバッ
グによって実現しています。Verdi3 には、コンパイラによって抽出・蓄積し
たデータベースに由来するデザイン構造の知識とシミュレーションの波形結
果（FSDB）を組み合わせてビヘイビア・トレースを自動化する機能があり、
これを利用することで設計チームの作業は何時間も短縮されます。
Verdi3 のデバッグ環境は非常に耐障害性が高く、未完成のデザインも扱うこ
とができます。このため、完成前のデザインを Verdi3 に読み込んで、早い段
階でデザインの構造の理解にとりかかることができます。これにより、馴染
みのない新しい IP の場合でも、よりスムーズに作業を開始できるようになり
ます。

Verdi3 ツールの基礎トレーニングを開催いたします。Verdi3 は、従来の
GUI より大幅にアップグレードされ、カスタマイズ可能な新しい GUI
を備えました。ご参加は無料です。新しい Verdi3 の操作を是非ご体験
ください。トレーニングに関する詳細は下記の URL をご参照ください。
URL：http://www.synopsys.co.jp/events/seminar/verdi/index.html
開催日：2013 年 8 月 22 日（木）
時

間：13:15 ～ 17:00（受付開始 12:45 ～）

場

所：日本シノプシス合同会社 東京本社（二子玉川ライズ オフィス）
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