新製品特集

New Product Bulletin
検証生産性を3倍に向上するVeriﬁcation Compilerを発表
完全な検証フローを構築する次世代のソフトウェア・テクノロジを提供

シノプシスは、SoC 検証テクノロジとその将来的発展性に、これまでに無い

●

●

新製品概要

新しいビジョンを持ちこんだ新ソリューション Veriﬁcation Compiler を発表

スタティック / フォーマル検証を始めとする各種の次世代検

検証、シミュレーション、検証用 IP（VIP）、カバレッジ解析などの次世代検

証テクノロジによりパフォーマンスが 5 倍向上

証テクノロジを統合した完全なソリューションです。このテクノロジ統合によ

しました。Veriﬁcation Compiler は、デバッグ、スタティック / フォーマル

シミュレーション、スタティック / フォーマル検証、検証用
IP（VIP）
、デバッグ、カバレッジ解析のテクノロジをネイティ
ブ統合することにより、性能と生産性を向上

●

使いやすいデバッグ・プラットフォーム Verdi3 上に組み込ま

り、パフォーマンスは 5 倍に向上しデバッグ効率も大幅に改善、SoC 検証チー
ムは、完全な機能検証フローを単一ツールで構築できるようになります。次
世代検証テクノロジと統合フロー、コンカレント検証ライセンス・モデルによ
り検証生産性は 3 倍向上し、SoC 開発期間短縮の課題に対応します（図２）。

れた新しい最先端 SoC デバッグ機能によりデバッグ効率が向上
●

ネイティブ・ローパワー・シミュレーション、X 値伝播シミュ
レーション、次世代ローパワー・スタティック / フォーマル
検証による完全なローパワー検証ソリューションを提供

●

うな次世代検証テクノロジが必要なだけでなく、様々な検証テクノロ
ジへの個別投資を抑制するためにテクノロジ統合フローが必要です。

シミュレーションならびにデバッグ環境に統合された幅広い

シノプシス社のVeriﬁcation Compilerは、業界の革新に向けてオー

VIP（ARM® AMBA® 4 AXI™や AMBA 5 CHI インターコネ

プン・インターフェイスを促進しつつ、こうしたニーズを満たし、検

クト、Ethernet、MIPI 、PCI Express 、その他多数）によ

証生産性を新しいレベルに引き上げてくれるものであると期待して

り、性能と生産性が向上

います

®

●

検証の複雑性は、ムーアの法則よりも速いペースで進んでいま
す。この問題を解決するには、スタティック / フォーマル検証のよ

®

NVIDIA® 社
GPU エンジニアリング担当上級副社長
Jonah Alben 氏

コンカレント検証ライセンス・モデルにより、全体の生産性が
3 倍向上

Veriﬁcation Compiler に搭載されるテクノロジ
シミュレーション

Veriﬁcation Compiler
デバッグ

スタティック /
フォーマル検証

シミュレーション 検証用 IP

カバレッジ解析

スタティック / フォーマル検証

●

Native Low Power

●

5x performance and capacity

●

X-propagation

●

Low Power Static Checks

●

Low power assertion / coverage

●

High level equivalence checking

●

High performance simulation

●

Formal property checking

●

Powerful constraints solver

●

SoC structural checks

●

Partition compile technology

●

Clock domain checking

●

Precompiled IP（PIP）

●

Advanced Lint

●

Dynamic Reconﬁguration

●

Sequential equivalence checking

●

Save / Restore

●

Multicore（DLP / ALP）

●

Proﬁling technology

●

Power-aware debug

●

Execution Manager*

●

HW / SW debug

●

Congruent mode simulation

●

Interactive testbench debug

●

AMS testbench features

●

Methodology aware（UVM / OVM / VMM）debug

●

SystemC simulation

●

Interactive constraints analysis and debug

●

Virtualizer integration

●

Transaction level debug

●

UVM TLM / SC adaptors

●

X-propagation debug

●

UVMGEN / UVM RALGEN

●

AMS debug

●

Open VIA Apps

●

Visibility automation

デバッグ

カバレッジ解析＆検証プランニング
●

Veriﬁcation Planner

●

Gate-level ECO debug

●

Uniﬁed coverage reporting

●

Correlation engine

●

Coverage analysis

●

Assertion evaluation engine

●

Interactive coverage plan authoring

●

Advanced coverage plan management

●

Coverage exclusion manager

●

Formal based unreachability analysis

●

RTL fault injection

●

Protocol Analyzer

●

Gate-level fault injection

●

Next-Generation SV VIP architecture

●

C / C++ fault injection

●

Protocol veriﬁcation plan

●

Test suites

検証用 IP

* Advanced methodology services
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図1. Veriﬁcation Compiler に搭載されるテクノロジ

●

All Synopsys VIP titles（AMBA, PCI Express, USB,
Ethernet, MIPI, HDMI, SATA, I2S, I2C…）

検証用 IP 実行速度が 1.5 倍向上

●

モバイル機器

GPU

コア

その他の統合機能
▷ ネイティブ FSDB（2 倍）
、ネイティブ Siloti（4 倍）

CPU 大規模ブロック

次世代のスタティック / フォーマル検証 - 性能 *

2011.12 2012.09 2013.06 2014.03

制約条件付きランダム
シミュレーション速度の改善

グラフィックス
モバイル
コア
グラフィックス
コア

プロセッサ

ネイティブ・ローパワー・シミュレーション *
* 検証効率（期間）- 従来手法との比較 -

最新技術情報

ネイティブ・ローパワー・シミュレーションが 2 倍向上

●

Technology Update

分割コンパイルによりコンパイル速度が 10 倍以上向上

●

新製品特集

制約条件付きランダム・シミュレーション速度が 4 倍向上

●

New Product Bulletin

スタティック / フォーマル検証速度が 5 倍向上

●

News Release

●

ニュースリリース

パフォーマンスが 5 倍に向上

次世代の各種高速検証エンジンをネイティブ統合

図2. パフォーマンスが5 倍に向上

SoC 検証に必要となる最先端テクノロジ

ています。我々は、今まさに曲がり角に立っており、解決策は新しい

モバイル機器や “Internet-of-Things” に象徴されるように、エレクトロニ

テクノロジやその統合だけからもたらされるのではなく、SoC 検証

クス機器は急激に発展しており、最先端 SoC の開発現場は、これまでとは比

フローの中で必要とされる、あらゆるテクノロジに柔軟にアクセスで

べ物にならない検証複雑性の増大、更に厳しいエネルギー効率の達成、ソフ

きるライセンス・モデルも重要です。シノプシス社は、Veriﬁcation

トウェア・コンテンツの増大、益々高まる開発期間短縮のプレッシャーと

Compiler を通じて、ついにこのビジョンを現実のものにしてくれた

いった課題に直面しています。こうした SoC の検証を成功させるには、デ

のです

バッグ、スタティック / フォーマル検証、ローパワー検証、検証用 IP、カバ
レッジ解析などの広範囲にわたる検証テクノロジが不可欠です。

レーションのためのテスト・スイートも含めたシノプシスの次世代検証用

広帯域 I/O、高性能プログラマブル・ロジックなどが１つのダイ上に

IP も搭載されています。これらの検証テクノロジを単一ツール上に統合す

集積されています。当社 SoC を Intel 社 14nm Tri-Gate プロセス

る こ と に よ り、Veriﬁcation Compiler は、SoC 設 計 / 検 証 チ ー ム が、SoC

での第三世代 64 ビット・アーキテクチャに移行するためには、各種

検証の前に立ちふさがる技術的な壁や開発期間の難題を乗り越えることを

の設計 / 検証ツールがシームレスに使用できる必要があります。

可能にします。

®

RTL、UVM、組込みソフトウェアといった領域にまたがってシミュ
レーションとデバッグを行うことができ、コンパイラやデバッグ環境
が統一されていることが必要なのです。Veriﬁcation Compiler は、
当社の設計生産性を大幅に向上させる重要なステップです

次世代のスタティック / フォーマル検証

検証編

クノロジを包括的に搭載しています。また、最先端デバッグと高速シミュ

マルチコア ARM プロセッサ・システム、浮動小数点 DSP ブロック、

Support Q&A

ション、最先端検証プランニング・マネジメントといった次世代の検証テ

ジニアス・コンピューティング・プラットフォームのひとつであり、

フィジカル編

チェック、X値伝播シミュレーション、ネイティブ・ローパワー・シミュレー
当社が提供している SoC は、業界で最も集積度の高いヘテロ

Support Q&A

SoCコネクティビティ・チェック、SoC-scale CDC（Clock Domain Crossing）

論理合成編

こうした状況に対応するため Veriﬁcation Compiler は、フォーマル検証、

Support Q&A

Cavium 社
エンジニアリング担当コーポレート副社長
Anil Jain 氏

What's New
in DesignWare IP?

Veriﬁcation Compiler は、検証に新しいビジョンを提言し

Veriﬁcation Compiler は、次世代のスタティック / フォーマル検証テクノ
ロジにより、複雑な SoC 検証が提起するキャパシティの問題に対処していま

Altera® 社
IC エンジニアリング担当副社長
Ty Garibay 氏

す。スタティック / フォーマル検証テクノロジは、他の検証テクノロジに比
べて 3 ～ 5 倍の実行性能とキャパシティを提供します。このスタティック /
フォーマル検証テクノロジは、フォーマル・プロパティ・チェック、ローパ
ワー・スタティック・チェック、CDCチェック、SoCコネクティビティ・チェッ
ク、リント・チェック、シーケンシャル等価性チェックといった機能を提供
します。Veriﬁcation Compiler のスタティック / フォーマル検証機能は、
シノプシスの Design Compiler や IC Compiler とユース・モデルやフロー
の上で完全に互換性を保っています（図 3；P10 掲載）
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New Product Bulletin
検証生産性を3倍に向上するVeriﬁcation Compilerを発表

前ページより続く

次世代テクノロジ

スタティック / フォーマル検証、クロス・ドメイン・デバッグ、検証プランニング＆マネジメント
●

スタティック / フォーマル検証
▷ プロパティ・チェック、ローパワー / CDC / コネクティビティ・チェック

●

次世代の検証用 IP

●

RTL の X 値伝播シミュレーション

●

検証プランニング＆マネジメント

●

先進のマルチ・ドメイン・デバッグ
カバレッジ

カスタマイズ

ローパワー フォーマル

SoC

...

カスタム
FSM 解析
レポート

拡張された論理データベース
ローパワー
クロック
テスト
拡張された
データベース データベース データベース データベース

テストベンチ
100%
SystemVerilog
ユーザー
テスト
テスト
スイート

プロトコル
テスト・プラン

プロトコル VIP

カバレッジ
データベース

コンフィギュレーション

シーケンサ
プロトコル L2

デバッグ

リンク L1

プロトコル
アナライザ

物理ドライバ

インテリジェント
ビジビリティ

Tcl インターフェイス

統合された論理データベース

ユーザーの
検証プラン

コンフィギュレーション
コンポーザー

バーチャル・シーケンサ

Save / Restore

コマンド
GUI +
インターフェイス 回路図

CDC

シーケンス
コンポーザー

モニタ

DUT

カバレッジ・モデル

ハードウェア推論の設計

a
X

if(a)
b=0;
else
b=1;

b
X

DVE

ネイティブ UVM / VMM / OVM

次世代スタティック / フォーマル検証

次世代 VIP

X 値伝播シミュレーション

図3. 次世代テクノロジ

デバッグ効率の向上

IP、フォーマル検証、カバレッジ解析テクノロジと、これらの最先端デバッ

Veriﬁcation Compiler のデバッグ機能は、業界標準のデバッグ・プラット

グ機能との緊密な統合により、さらなるデバッグ効率の向上がもたらされ

フォームとなっているシノプシスの Verdi のテクノロジをベースに構築され

ます。

3

ています。Veriﬁcation Compiler は、デバッグ効率を高める多くの革新的な
機能からなる Verdi3 の最新デバッグ・テクノロジを用いています。主なもの

シノプシスのVerdi3 は、今後もスタンドアロン製品として販売を継続します。

に、Interactive Testbench（UVM-aware）Debug、Transaction Debug、HW

Verdi3 は、FSDB（Fast Signal Database）や VIA（Verdi Interoperability

/ SW Debug、Power-Aware Debug、Protocol-Aware Debugなどがあり、

Apps）を通じて他社の検証フローとの統合も可能なオープン・プラット

全ての機能を、一貫性のある使いやすい統合デバッグ環境で使用すること

フォームだからです。Verdi3 は、市販の主要なシミュレータ、エミュレータ、

ができます。そして、Veriﬁcation Compiler のシミュレーション、検証用

フォーマル検証ツールの完全サポートを今後も継続します（図 4）
。

デバッグ効率の向上

新機能、シミュレーション / フォーマル / 検証用 IP / カバレッジ解析と緊密な統合
●

Verdi3 の全機能を装備

●

全ての最先端デバッグ機能を統合

●

シミュレーションとコンパイルを統合
▷ 波形ダンプ速度が 2 倍向上
▷ データベースをコンパクト化

CPU
メモリー
（RTL） モデル

メモリー
イメージ

X-Bar（RTL）

コンパイラ統合
プログラマーズ・ビュー

USB
アプリケーション
ホスト
ロジック
（RTL）
IP
SoC シミュレーション

ネイティブ FSDB
simv

VCS コンパイル
Verdi3 コンパイル
コンパイル

Verdi 全機能
3

業界標準のデバッグ・プラットフォーム
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次世代の SoC デバッグ

図4. デバッグ効率の向上

FSDB

KDB

＊

シミュレーション
＊

KDB（Knowledge Database）

コンパイラ統合、ネイティブ FSDB、ネイティブ Siloti

■PLI オーバーヘッド
■ネイティブ統合

検証環境

シ
レー
シ
＆
検証 IP

カバレッジ

スタティック /

デバッグ

フォーマル検証

シミュレー
ション ＆
検証用 IP
モバイル
グラフィックス
コア

カバレッジ

グラフィックス
コア

プロセッサ

ネイティブ統合
コンカレントな検証のための
ライセンス・キー

コンカレントな検証のための
メソドロジ

コンカレント検証

我々は長年にわたり、複雑な検証課題の克服のために多くのお

今日の SoC 検証プロジェクトは、地理的に離れた複数の検証チームが、様々

客様と緊密な協業を重ねてまいりました。ここ数年間で、当社が持つ

な検証テクノロジを同時並行で遂行しています。さらに、検証フローの特定

業界最先端の検証ソフトウェア・テクノロジの蓄積は厚みを増しま

の段階では、特定の検証テクノロジに使用が集中します。こうしたことが、

したが、Veriﬁcation Compiler はそれらを一つのツール上に統合

検証生産性やコスト、開発期間の足かせになっています。このようなボトル

し、比類なき性能 / キャパシティ / 生産性を実現することによって

ネックを解消するため Veriﬁcation Compiler は、3 種の独立したコンカレン

検証テクノロジを新たな次元に引き上げました。これは未来に向け

トなライセンス・キーを用意しています。ひとつですべてのスタティック /

た土台作りでもあります

Veriﬁcation Compiler は、現在限定顧客向けに提供を開始しています。一般

時に実行し、検証効率を格段に向上させることが可能になるのです（図 5）。

提供は、2014 年 12 月を予定しています。

5 倍向上

次世代テクノロジ
Veriﬁcation Compiler

検証編

ます。こうした柔軟性により、検証チームは、複数の異なる検証タスクを同

Support Q&A

提供可能時期

に使用することができ、同じ社内の別ユーザーが個別に使用することもでき

フィジカル編

のキーは、1 人のユーザーが、自身の生産性を向上するために、コンカレント

Support Q&A

つですべてのデバッグ・テクノロジを使用できるキーです。これらの 3 種類

論理合成編

ション関連テクノロジ（すべての検証用 IP を含む）を使用できるキー、ひと

Support Q&A

シノプシス
ベリフィケーション・グループ 上級副社長兼ジェネラルマネージャ
Manoj Gandhi

フォーマル検証テクノロジを使用できるキー、ひとつですべてのシミュレー

What's New
in DesignWare IP?

図5. 生産性が3倍に向上

実行性能

最新技術情報

グ
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デバ

検証チーム
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設計チーム

境
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スタティック / フォーマル検証

スタ

検

ネイティブ統合

新製品特集

検証プランニング

コンカレントな検証のためのメソドロジ

●

New Product Bulletin

検証チーム

コンカレントな検証のためのライセンス・キー

●

News Release

設計チーム

●

ニュースリリース

生産性が 3 倍に向上

コンカレントな検証、自動セットアップ、統合フロー＆メソドロジ

デバッグ

スタティック /
フォーマル検証

シミュレーション 検証用 IP

カバレッジ解析

生産性

3 倍向上

デバック効率の向上

図6. Veriﬁcation Compiler
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