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すると、検証チームの規模は肥大化せざるを得ません。現在では検証チーム

さまざまな機能を組み込み続けた結果、現在のハイエンド・デザインはゲー

の規模が設計チームの 2 倍に達していることも珍しくなく、検証用のコン

ト規模が 2 億を超えようとしています。これらのデザインには、複数のプロ

ピューティング・インフラストラクチャには莫大な投資が行われています。

セッサと多くの IP ブロックが集積されています。代表的なモバイル SoC の

事実、IT インフラストラクチャの投資額は年率 30% で増加を続けています。

シノプシス幹部からの
新年のご挨拶

決能力のないツールといった問題を抱えながら検証の複雑さに対処しようと

次世代 SoC
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P12 掲載）があります。こうした点を念頭に置き、シノプシスは複数のツール間で先進のテクノロジを統合したオールインワ

ンの製品、Veriﬁcation Compilerを開発しました。これについてシノプシスのベリフィケーション・グループ、マーケティング担当シニア・

ニュースリリース

次世代 SoC の検証には数多くの課題が存在します。検証プロジェクトを短期間で完了するには、検証生産性の曲線を時間軸の左へシフトす
る必要（図 3
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場合、数個の CPU コア、1 個の GPU コア、モデムをサポートするための複
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数の DSP プロセッサ、そして USB、HDMI™、MIPI® CSI（カメラ）、MIPI
SI（ディスプレイ）などをサポートするためのプロトコル・コントローラな
どが内蔵されています。現在のデバイスは通常 10 種類以上のインターフェ
解析
15%

イス・プロトコルを同時にサポートする必要があり、使用するクロックの数
は50以上、電源ドメインの数は100にも及びます。それだけでなく、設計チー
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ムはパフォーマンスと消費電力の目標も達成しなければなりません。

また、現在の SoC はソフトウェアの占める割合が大きくなっており、ソフ
トウェア・コードが100万行を超えることも珍しくなくなっています（図1）。
工数

検証用 IT インフラ

検証の複雑化に対処するため、多くのチームが新しいツールやテクノロジを
次々と導入していますが、このことが設計フローの複雑化を招き、却って検
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証メソドロジの効果を損なう結果となっています。このように検証そのもの

図 2. 急速に高騰する検証コスト

複雑な SoC の検証にかかる費用はこの 10 年で急増しています。人手に頼っ

このように複雑なデバイスを検証するには、新しい画期的なテクノロジとメ

た手法、効果的でない再利用、低いカバレッジ・クロージャ、十分な問題解

ソドロジが必要です。
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デバッグするソフトウェア・コードは数千万行に及ぶこともあります。
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事実、RTLと検証用IP（VIP）を合わせると、設計チームが管理、コンパイル、
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図 1. SoC の複雑さの変曲点
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図 3. 生産性の曲線を左へシフトすることで製品の早期市場投入が可能に

検証に与える影響

ことも多く、特に注意が必要です。こうしたツール間の互換性の問題は文書
化されていないことがほとんどで、結果のごくわずかな違いを長時間かけて

最新世代の SoC では、これまでにない検証課題がいくつも顕在化しており、

追跡した結果、デザインとは何の関係もないことが分かって時間の無駄に終

検証チームはこれらの課題 1 つ 1 つに対して新しいメソドロジを必要として

わるケースが多々見られます。

います。
このような状況の中、業界では今、新しい高度な検証テクノロジおよびメソ
一例として、複数の IP ブロックを含む SoC を効果的に検証するにはコネク

ドロジが待ち望まれています。

ティビティ・チェックの方法を改善するとともに、モデリングとスティミュ
ラスの両方に対してより高い抽象度を採用する必要があります。そのために
は、より効果的なフォーマル手法の適用、カバレッジ・ドリブンのスティミュ
ラス、そしてより洗練された VIP が必要です。

検証のあり方を根底から見直す「シフトレフト」
図 3 は、一般的なプロジェクトの期間全体で検出されるバグの数を時間軸で
グラフにしたものです。プロジェクト開始直後は、検証環境と検証プランの

また、現在のチップには非常に多くのクロックが存在するため、これまでと

セットアップに多くの時間と労力が費やされます。この初期段階が過ぎると、

は違ったアプローチのクロックドメイン・クロッシング（CDC）チェックを

ユーザーが実行するシミュレーションとデバッグの量が増え、検出されるバ

検討する必要があります。シャットダウンおよびパワーアップ・シーケンス

グの数も増加していきます。バグのほとんどはこの段階で検出されますが、

の複雑な電源ドメインが数百も存在するチップの場合、多くのブロックに対

その後は HW / SW ブリングアップの問題や OS ブートアップのバグなど、

してスリープ・モードとウェイク・モードを常時切り替えることがチップの

検出に時間のかかるバグへの対処が主となるため、1 週間当たりに検出され

機能にどのような影響を与えるかを理解するには、これら電源ドメインの相

るバグの数は減少していきます。

互作用を検証できる強力なツールが必要です。
シノプシスは、この曲線を左へシフトして早期段階でより多くのバグを検出
厳しさを増す SoC のハードウェア検証課題に対処するには、これまでより

し、最終的には製品の早期市場投入と検証コストの削減を実現しようと考え

はるかに強力なツールを複数導入するしか方法はありません。また、システ

ています。

ムレベルの性能を正確に理解するには、ハードウェアとソフトウェアの境界
を越えて動作する解析ツールの必要性も高まっています。

この「シフトレフト」を可能にするには、デザインの検証をなるべく早期に
開始する必要があります。そこで、検証チームが多用することになるのがス

既存のテクノロジの中にも十分に確立されたものはありますが、現在の検証

タティック / フォーマル・テクノロジです。スタティック / フォーマル検

メソドロジは複雑なソフトウェア・エンジニアリング・プロセスにも匹敵す

証はデザインの一部しか完成していなくても開始でき、テストベンチを作成

るほど複雑になっており、こうしたメソドロジをサポートするには、個々の

する必要もありません。また、デザイン作成段階で設計チームがスタティッ

検証テクノロジをいかにまとまりのある使いやすいフローに統合するかが課

ク・チェッカーを使ってバグを取り除くという使い方も可能です。

題となってきます。多くのチームが既存のフローに新しいテクノロジを追加
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していった結果、現在の検証環境は種類の異なるデータベースや互換性のな

事前に綿密な検証プランを作成しておくことも、作業の遅れを防ぐという意

いシミュレーション・エンジンが混在し、一貫性が失われています。こうし

味でシフトレフトに効果があります。また、シノプシスの次世代 VIP を幅広

た環境では、一見するとデザインに問題があるように見えても、エンジニア

く活用することで、デバッグの生産性を短期間で大きく引き上げることがで

が長時間をかけてデバッグしてみると単なるツール間の不整合が原因である

きます。

設計チーム

プランニング & カバレッジ
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検証プランニング

VIP

シミュレーション
シミュレーション

デバッグ

カバレッジ・クロージャ

デバッグ生産性のグラフ中央の山の部分については、より高速なシミュレー

3 ～ 5 倍に向上しています。この検証環境は Design Compiler および IC

ション・テクノロジと強力なデバッグを利用することで、左側により高い山

Compiler フローと互換性があり、既存のインプリメンテーション・フロー

を作ることができます。

から Veriﬁcation Compiler を手軽に利用できるため、プロジェクト・チー

グラフの下降部分を左へシフトするには、バーチャル・プロトタイピング、
エミュレーション、FPGA プロトタイピングなどのテクノロジをより効果的

Veriﬁcation Compiler のスタティック / フォーマル検証テクノロジには、

に活用する必要があります。

パフォーマンスと容量を重視して全く新規に設計されたデータベースとエン
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ムの生産性向上につながります。
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図 4. 次世代テクノロジをネイティブに統合し、包括的な検証テクノロジとして提供する Veriﬁcation Compiler

シノプシス幹部からの
新年のご挨拶

VIP、モデル、データベース

が導入されています。これらのテクノロジを組み合わせることで、
「低ノイズ」
のデバッグが可能になっています。

羅した統合型の製品です（図 4）。
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Veriﬁcation Compiler は、クラス最高の検証テクノロジを 1 つの環境で網

リジェントな解析、レポーティング、統合デバッグなどの新しいテクノロジ

包括的なローパワー検証テクノロジ
必然的に、ローパワーはシミュレーション、スタティック / フォーマル、

スタティック / フォーマル検証、シミュレーション、VIP などのテクノロジ

VIP、カバレッジ、消費電力を考慮したデバッグなど、多くの検証テクノロ

が含まれます。これらテクノロジのいくつかはネイティブに統合されており、

ジに関係します。これらすべてのテクノロジを統合することにより、シノプ

たとえば異なるデータベースが連携して動作するほか、コンパイラも共通化

シスは独自の包括的なローパワー・ソリューションを提供しています。

されており、あらゆるデバッグ・ニーズに対応できる共通の環境が用意され

てパフォーマンスと容量を 3 ～ 5 倍に高めた次世代スタティック検証および

Veriﬁcation Compiler では X 値伝播テクノロジとネイティブ・ローパワー・

フォーマル・テクノロジを始め、業界をリードする包括的な検証テクノロジ

シミュレーション・テクノロジが連携して動作し、RTL レベルでハードウェ

を利用できます。

ア精度の X 値伝播を可能にすることで高精度なローパワー解析を実現してい
ます。

画期的なテクノロジの数々

クロスドメイン SoC デバッグ

スタティック / フォーマル検証テクノロジ

最近の SoC はアナログとデジタル、ハードウェアとソフトウェアなど、ド

シノプシスは、Veriﬁcation Compiler 内部でフルチップのローパワーおよ

メインの境界で非常に多くの問題が発生します。検証チームが異なるテクノ

び CDC チェック、プロパティ・チェック、シーケンシャル等価性チェック、

ロジ・ドメイン間のデバッグを効果的に実行するには、マルチドメイン対応

SoC コネクティビティ・チェックなどの新しいスタティック / フォーマル・

のデバッグ・テクノロジが必要です。
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このように、Veriﬁcation Compiler ではこれまでのソリューションに比べ
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伝播がより大きな問題となります。
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複数のブロックのオン / オフを繰り返すようなデザインでは、不定値 X の
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の問題も、Veriﬁcation Compiler なら回避できます。
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異なる電源ドメインが数多く存在し、消費電力を抑えるためにプロセッサが
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ています。1 つのフローに異なるエンジンが混在した場合に発生する整合性
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Veriﬁcation Compiler には、検証プランニング、カバレッジ、デバッグ、

テクノロジを利用できるよう、プラットフォームを刷新しました。これら
テクノロジはすべてネイティブ統合されており、パフォーマンスと容量が
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ジンが採用されています。そしてこれらのエンジンをベースにして、インテ
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Veriﬁcation Compiler

Veriﬁcation Compiler には、UVM（Universal Veriﬁcation Methodology）
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を考慮した対話型テストベンチ・デバッグ、トランザクション・デバッグ、

デバッグ・データベースの作成、デバッグまで行えます。これにより、コン

HW / SW デバッグ、消費電力を考慮したデバッグ、プロトコルを考慮した

パイルのオーバーヘッドが35%削減され、デバッグ・モードでのシミュレー

デバッグなどの新しい機能が多数あります。

ション速度が 2 倍に向上し、デバッグ・データベースのサイズが 1/10 にな
るなどの利点が得られます。

これらのテクノロジは、一貫性のある使いやすい統合環境で動作するように
開発されており、シミュレーション、VIP、スタティック / フォーマル検証、

オープンで拡張性に優れた設計

検証プランニング、カバレッジと緊密に統合されています。

こ の よ う に 多 岐 に わ た る テ ク ノ ロ ジ を ネ イ テ ィ ブ に 統 合 す る 一 方、
Veriﬁcation Compiler はデバッグ環境のオープン性と拡張性も重視してい

次世代 VIP

ます。たとえば、デバッグ・データベースおよび解析エンジンをユーザーお

シノプシスの VIP は、エンジニアによる SoC のプロトコルおよびインター

よびサードパーティに開放し、このデバッグ環境上で独自のアプリケーショ

フェイス検証作業を容易にします。これらの VIP は、個々の IP ブロックか

ン開発を促す VC Apps（旧称 VIA）と呼ばれるイニシャティブも実施してい

ら SoC インターコネクト、完全な SoC まで、数百の検証チームによる数千

ます。このイニシャティブには多くの開発者が賛同して活発なコミュニティ

のプロジェクトに採用されており、量産環境で十分な実績があります。そ

が形成されており、開発者会議やフォーラムなどのイベントが実施されてい

し て、SystemVerilog に 完 全 準 拠 し て お り、UVM、VMM（Veriﬁcation

るほか、作成したアプリケーションを Veriﬁcation Compiler と一緒に配布

Methodology Manual）、OVM（Open Veriﬁcation Methodology）の 各 メ

することも行われています。

ソドロジもネイティブにサポートしています。シノプシスの VIP を利用す
ると、テストベンチ開発の簡略化、カバレッジ向上、ネイティブなシミュレー

複数の検証テクノロジへのアクセス

ション実行時間などが実現します。また、プロトコルを考慮したネイティ

Veriﬁcation Compiler には検証プランニング、カバレッジ、デバッグ、ス

ブなデバッグ機能もあります。

タティック / フォーマル検証、シミュレーションなど非常に多くの検証テ
クノロジが統合されています。また、シノプシスの VIP タイトルもすべて含

現在、シノプシスの VIP は、ARM AMBA 4 AXI™および AMBA 5 CHI イン
®

®

まれています。

ターコネクト、Ethernet、MIPI、PCI Express®、DDR3 / 2、LPDDR 4 / 3 / 2
など、幅広いプロトコルをカバーしています。

オールインワン

ネイティブ統合

Veriﬁcation Compiler は、検証チームの作業のすべてを 1 つのツールでカ

Veriﬁcation Compiler は、複数のエンジンおよびデータベース間でいくつ

バーするなど、検証エンジニアのニーズを全方位でサポートします。また、

かのネイティブ統合を実現しています。たとえば、Veriﬁcation Compiler

設計段階からスタティック / フォーマル・テクノロジを利用してコードの

ではデバッグとシミュレーションのエンジンがネイティブに統合されている

チェックを開始できるという意味で、Veriﬁcation Compiler は設計チーム

ため、変数、オブジェクト、クラス、制約条件をリアルタイムに検査できる

にとっても意味のあるツールと言えます。早期段階で検証ツールを活用する

ほか、高度な What-If 解析も可能です。効果的なテストベンチ・デバッグは

ことが、検証プロセスの「シフトレフト」を実現する鍵となります。

こうしたネイティブな統合がなければ不可能ですが、Veriﬁcation Compiler
は対話型のアプローチによって UVM を考慮したテストベンチ・デバッグの

Veriﬁcation Compilerでは、まったくゼロから開発された新しいスタティッ

高い生産性を実現しています。

ク / フォーマル・ツール、シノプシスのすべての VIP タイトル、検証プラ
ンニング / カバレッジ、業界最先端のデバッグおよびシミュレーションな

その他のネイティブ統合として、シミュレーションとデバッグのコンパイル・

ど、数多くの次世代テクノロジをネイティブに統合された環境で利用できる

プロセスも統一されています。つまり、検証チームはコンパイルを 1 回実行

ため、全体的な検証生産性が 3 ～ 5 倍に向上します。

するだけで、デザイン・データベースの作成からシミュレーションの実行、

詳細情報

ウェブページ：Veriﬁcation Compiler
http://www.synopsys.com/jp2/Tools/Veriﬁcation/FunctionalVeriﬁcation/Pages/veriﬁcation-compiler-ds.aspx

●

ホワイトペーパー：Rethinking SoC Veriﬁcation
http://www.synopsys.com/Tools/Veriﬁcation/FunctionalVeriﬁcation/Documents/vc-rethinking-soc-wp.pdf

●
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