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高速論理エミュレータ ZeBu の最新技術による
SoC 検証環境の導入・運用プロセスの最適化
日本シノプシス

ベリフィケーション・グループ アプリケーション・コンサルタント

松本 光寛

4Kに代表されるデジタル画像のさらなる高精細化、ビッグデータを扱う電子

理エミュレーションの導入から運用までのプロセスを一貫して最適化し、そ

機器におけるリアルタイム処理情報量の増加、モバイル機器でのシステム省

の導入を容易化し活用を促進します。

電力化など、SoCへの要求はますますクリティカルになっています。加えて、
ハードウェアの規模だけでなくSoC上で実行されるソフトウェアの規模と複
雑さもまた増大の一途をたどっています。
このような背景から、SoC開発においては、機能的にはEngineering Sample
（ES）に問題がなくとも、性能的に要求水準を満たすことができず、結果とし
て市場投入時期を逸することもありえます。
そうした事態を未然に防ぐため、ハードウェアとソフトウェアが統合された

図1. 業界最速エミュレーション システム ZeBu Server-3
数日かかっていたシステムレベル テストを数時間で実行できる画期的な性能を提供

状態でのシステムの詳細な振る舞いをサイクル精度で可視化できる論理エ
ミュレーションを導入する事例が増えてきています。大規模・高速な論理エ
ミュレーションの導入により、ハードウェアとソフトウェアの界面における

SoC 検証環境のボトルネックと、その解決策

仕様バグや機能バグなどの検出や解析はもちろん、実際のファームウェアを
用いたRTL段階での性能検証や消費電力見積りを、極めて高い精度で実施で

SoCプロジェクトにおけるシステム検証環境の導入から運用に至るプロセス

きるようになります。しかし、これまでは論理エミュレーションの効率的な運

は、大きく3つのフェーズに分けられます。

用には多くの専門的なノウハウが必要とされ、導入が躊躇されるケースが見
受けられました。

1. 新規のツールやソリューションの習得と評価を含む導入フェーズ
2. 検証環境の立ち上げフェーズ

ZeBu Server-3（図1）は、各検証フェーズで一貫して活用できるシノプシス

3. さまざまな部署の技術者が直接関連する運用フェーズ

のUniﬁed CompileとUniﬁed Debugテクノロジにより、SoC検証環境への論
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図2. SoC検証環境の導入 運用プロセスを最適化するZeBu最新技術
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フェーズへのスムーズな移行のための「約束手形」となります。

波形ダンプやメモリー・ダンプ、force / releaseなどの操作は「user task」と

News Release

現象を確実に再現できます。

るべく簡単に確認できることが重要です。それは立ち上げフェーズと運用

ニュースリリース

導入フェーズでは、そのツールやソリューションの効果を、より短期間かつな

してユーザーが任意に設定できます。さらに、複数のuser taskを組み合わせ
て「playlist」を構成できます。これらのuser taskやplaylistを検証環境担当エ

になります。十分な実績があり、ユーザー自身も慣れ親しんだエンジンがフロ

ンジニアが適宜作成・提供すれば、エミュレータ・ユーザーはそれらを選んで

ントエンドとなることで、確固たる信頼感へと結びついていきます。

Runボタンを押すだけで、デバッグに必要な情報やデータを簡単に得られる
ようになります。

Synopsys
+ Coverity

立ち上げフェーズでは、ソリューションとしての安定感や「懐の深さ」が重要

運用フェーズは、
プロジェクトのROIに直結するため最も重要です。
近年の複雑
つまり、Post Run Debugなら、ハードウェア・デバッグの経験が少ないソフ

たものが多く、
その操作も複雑になりがちです。
繰り返しての再現実行が数多く

トウェア開発エンジニアでも、思いのままにエミュレータを操れるようにな

発生してしまうデバッグ時には、
操作の簡素化は業務効率最大化のキー・ファク

るのです（図4）。

ターとなります。こうした課題を解決するのが、ZeBu Server-3のUniﬁed

IoT特集

な検証の問題に向けたソリューションは、
複数のツールを有機的に組み合わせ

Compile、ZeBu Post Run Debug、Uniﬁed Debugテクノロジです（図2）。
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Uniﬁed Compile（図3）により、お使いのVCSコマンド・スクリプトをそのま
まZeBuコンパイラに入力できます。もはや、エミュレーションの準備のため
にコンパイラGUIの操作手順を習得する必要はありません。完全自動化され
たコンパイル・プロセスにより、簡単にZeBuデータベースを生成できます。当
どのトランザクタ・ソースファイルもVCSに直接入力できます。さらに、ZeBu

図4. ZeBu Post Run Debug

の充実したデバッグ機能やトランザクタ資産に加え、性能チューニングなど
の高度なノウハウを、従来のコンパイル・フローと全く同様に継承できます。

Uniﬁed Debug によるデバッグ生産性の最大化
最先端SoCのエミュレーションでは、DUTの規模は数千万ASICゲート ～ 数

タベースを自動生成する機能があり、Uniﬁed Debugに向けた準備を容易に

億ゲートにも達します。それを実現するRTLファイル数は数千 ～ 数万、それ

整えられます。

らのRTLファイルは外部IPを含む他数の設計チームにより作成され、可読性
は極めて低くなっています。さらにエミュレーション実行サイクル数はシナ

つまりUniﬁed Compileは、これからZeBuを始める方だけでなく、すでに

リオ全体で数億以上に渡ることがほとんどで、このようなシチュエーション

ZeBuをお使いのユーザーの皆様にも大きなメリットをもたらします。

でのデバッグにおいて、効率的な波形圧縮と解析の機能は必須です。

コンパイル

例) vcs ../dut/*.v

イン構造と波形データ（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エミュレーション結果の解析作業
は何時間も短縮されます。

What's New
in DesignWare IP?

Verdi3自動デバッグ・システムのインテリジェントなデバッグ機能にはデザ

Customer
Highlight

最新のZeBuコンパイラには、後述のUniﬁed Debugの中核をなすVerdi3デー

Success Story

然、HDLやUPFのソースコード文法解釈はVCSと完全互換であり、ZEMI-3な

Technology Update

Uniﬁed Compile による導入と立ち上げの最速化

加えて、Post Run Debugではそのユーザー・インターフェイスから直接

ZeBu Post Run Debugは、テストを開始してから終了するまでの動作をす

検証編

ZeBu Post Run Debug による再現実行操作の自動化

Support Q&A

図3. Uniﬁed Compileフロー

フィジカル編

であっても快適な操作感でデバッグを行なえます。

Support Q&A

の波形をインタラクティブに生成するため、エミュレーションの膨大な波形

論理合成編

により信号波形を迅速に観測できます。iCSAはデバッグ時に必要な信号のみ

Support Q&A

Verdi3を起動でき、ZeBu iCSA（interactive Combinatorial Signal Access）

Uniﬁed Debugは、ユーザーのストレスを大幅に軽減し、作業生産性を最大化
するエミュレーション・デバッグ環境を実現します（図5；P14参照）。

まとめ

べてキャプチャし、どのようなテストでもデターミニスティックに再実行し

シノプシスのUniﬁed CompileおよびUniﬁed Debugテクノロジは、業界最速

ます。つまり、詳細に解析したい現象を、観たいサイクルと回路ロケーション

エミュレータZeBu Server-3のSoC検証環境への導入を劇的に容易化するだ

で集中的に何度でも再現できるのです。

けでなく、立ち上げや運用での検証作業効率化を一貫して実現します。その卓
越した自動化技術は、RTLハードウェア・エンジニアやSoC検証環境担当エン

たとえば、JTAGデバッガと複数のEDAツールやトランザクタ・テストベンチ

ジニアだけではなく、デバイス・ドライバなどのハードウェア制御のためのソ

が統合された、非常に煩雑な操作が必要とされるテスト環境であっても、

フトウェアを開発するエンジニアにも大きなベネフィットをもたらし、SoC

Post Run Debugでは“Run”ボタンを押すだけのシンプルな操作でいつでも

開発プロジェクトの生産性は飛躍的に向上します。
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図5. Verdi3 Active TraceによるZeBu信号波形遷移とRTLコードのリンクの一例

詳細情報

• ウェブページ：高性能SoCエミュレーション

http://www.synopsys.com/jp2/Tools/Veriﬁcation/hardware-veriﬁcation/emulation

• データシート：ZeBu Server-3 業界最速のエミュレーション・システム
http://www.synopsys.com/jp2/Tools/Veriﬁcation/hardware-veriﬁcation/emulation/Pages/zebu-server-asic-emulator.aspx

著者紹介
松本 光寛：米系半導体メーカーにて ASIC 設計を経験後、米系 EDA ベンダで論理検証ツールに関する FAE 業務およびコンサルティング業務に従事。その後、
仏 EVE 社の日本法人で論理エミュレータ ZeBu の販売・技術支援業務に従事、2012 年 10 月にシノプシスへ入社。論理検証、特に論理エミュレーションに関
して豊富な業務経験をもつ。
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検証クロージャを加速する次世代の検証用 IP テクノロジ
シノプシス

検証用IP R&Dグループ・ディレクタ

Bernie DeLay

ブロックレベル（IP）とSoCレベルでの再利用をサポートした検証用IP（VIP）を活用し検証フロー全体の連携を強化する方法について、シノプ
シスの検証用IP R&Dグループ・ディレクタ

Bernie DeLayがご説明します。

複雑なSoCの検証には非常に多くの工数がかかります。シノプシスのユー

SoCプロジェクト全体を通じて検証環境を再利用できれば、検証生産性は飛

ザーを対象にした調査でも、複雑なSoCのテープアウトに必要なエンジニア

躍的に向上します。しかしそのためには、最新技術を活かしながら検証プロセ

リング・リソースのうち約70%が検証に費やされており、そのうち半分の時

ス全体のアプローチを周到に計画する必要があります。現在販売されている

間がデバッグに充てられているという結果が報告されています。

VIPはほとんどが10年前のアーキテクチャに基づいており、こうしたニーズ
に対応できなくなりつつあるため、新しい次世代のアプローチが必要とされ

検証環境を構築する際に再利用までを考慮に入れて綿密な計画を立てておか

ています。

ないと、ブロックレベルのIP検証で作成した環境をSoCレベルのフルチップ
検証時にもう一度作成し直す手間が発生し、チームは膨大な時間を無駄にし
てしまいます。また同じ抽象度であっても、シミュレーションとエミュレー

検証スペクトラム

ションで同じ検証用IPおよび環境を利用できなければ作業に遅れが生じ、必

通常、検証チームはブロックレベルとSoCレベルで別々の検証フローを作成

要以上にエンジニアリング・リソースを消費してしまいます。

します。工数を最小限に抑えるには、これらの異なる抽象度で再利用を可能に
すると同時に、同じ抽象度でも検証プロセスの各ステージで検証環境を再利
用できるようにしておく必要があります。
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ブロック → SoC

SoC
シミュレーション

SoC
エミュレーション

ブロックレベルで行った検証プランの定義作業は、そのままSoCレベルに移
転できるようにする必要があります。これには、機能カバレッジの定義および
検証チームによる再利用が可能なテストを含めるようにします。

ブロック
アーキテクチャ

ブロック
シミュレーション

機能カバレッジ・データベースの共有

図1. 2次元に広がる検証スペクトラム

ライエタリなデータベースを1つの共通フォーマットに人手でマージする必
要がなくなり、時間を飛躍的に短縮できます。データベースに一貫性を持たせ
ることで、検証チームは異なる抽象度からの結果を短時間で簡単に比較でき

通常、デザインはシステム・アーキテクチャの開発から開始し、ここで全体の
パフォーマンス要件（制約）を定義します。設計および検証の観点からは、これ

るようになります。
シーケンス・ライブラリおよびデバッグの共通化

と、そしてRTLを統合してデザインが徐々に変化してもこれらの制約が常に

共通のシーケンス・ライブラリを使用するとブロックレベルとSoCレベルで

満たされるようにすることが理想となります。

スティミュラスの再利用が容易になり、検証生産性が向上します。

満たされていることを検証する必要があります。
そのためには、これらの制約をモニタするコンポーネント（通常は検証用IP）
をブロックレベルとSoCレベルで再利用できるようにする必要があります。
また、テストベンチ・アーキテクチャはブロックレベルとSoCレベルで共通の
当然、プロトコル検証用IPには、システム・アーキテクトから与えられたパ
フォーマンス制約に基づいてシステム・インターコネクト全体で違反があっ
た場合には指摘できる機能が求められます。これと同時に、生産性を最大限に
高めるにはブロックレベル検証用に作成したテストがSoCレベルでも利用で
き、シミュレーションでもエミュレーションでも利用できるようにする必要

習熟に費やす時間を最小限に抑えることができます。
検証チームにとっては、テストベンチ全体で可視性が向上するという利点も
あります。IPレベルでもSoCレベルでも同じデバッガ・コード・ウィンドウ内
でトランザクションを表示できるようになるため、デバッグ環境を切り替え
る手間が省け、時間の節約につながります。
言語、メソドロジ、プランニング、デバッグの共通化は、検証環境の全工程に
わたってブロックレベルとSoCレベルでの再利用を可能にする前提条件と
なります。
こうして適切なインフラストラクチャを構築できたら、次はブロックと接続
するテスト・スイートの設計に移ります。

鍵を握る「一貫性」
通常、システム・アーキテクトはTLM（Transaction-Level Modelling）の抽

テスト・スイート
ブロックレベルで使用するテスト・スイートを正しく作成しておかないと、ブ
ロックレベルの検証環境とテストをSoCレベルで再利用するのが難しくなり

たとえばTLM APIとエミュレーション用のC APIに一貫性を持たせるなど、

ます。

検証フローのどの段階でも共通のAPIを利用できるようにします。
図2（P16参照）に示したのは、SoCレベルでの再利用を考慮して構成したPCI
各APIの下層にあるドライバは環境ごとに異なっており、たとえばシミュ

Express® IP検証用のブロックレベルのテスト・スイートです。

What's New
in DesignWare IP?

象度を使用します。再利用を可能にするには、異なる環境や抽象度でAPI
（Application Programming Interface）を共通化することが鍵となります。

Customer
Highlight

があります。

ります。この作業を共通のデバッグ環境で行えるようにすれば、異なる環境の

Success Story

メソドロジ、環境、検証用IPを再利用できるように設計する必要があります。

バグが見つかると、エンジニアはIPレベルに戻って問題を調査する必要があ

最新技術情報

ら与えられた制約は、ブロックレベルでの検証が完了した後、SoCレベルでも

設計および検証チームはデバッグに長時間を費やしています。SoCレベルで

Technology Update

たとえばバス・スループットやレイテンシといったシステム・アーキテクトか

IoT特集

らのパフォーマンス制約をその後の各ステージで再利用できるようにするこ

Synopsys
+ Coverity

最初からカバレッジ・データベースに一貫性を持たせておけば、複数のプロプ
アーキテクチャ → シミュレーション → エミュレーション

News Release

再利用の原則はできるだけ拡大し、検証プランにも適用する必要があります。
システム
アーキテクチャ

ニュースリリース

検証プランの共通化

レーションにはSystemVerilogドライバを使用し、エミュレーションには

ブロックレベルと SoC レベルでの再利用に向けたアプローチ

ル化したものです。この環境全体を下層から分離することが、ブロックレベル
検証とSoCレベル検証をスムーズに切り替える上で鍵となります。

APIに一貫性を持たせることで検証スペクトラム全体での再利用はサポート
されますが、生産性の向上にとって特に重要な役割を果たすのがIPレベルと

テスト・スイートは、一度インプリメントしたものを後で手直しすると再利用

SoCレベルでの再利用です。これを実現するには、ベスト・プラクティスに基

の妨げになるため、変更はなるべく避けるようにします。属性の階層パスを変

づいたガイドライン、検証環境の一貫性、VIPの一貫性を重視したアプローチ

更するといった比較的軽微な変更であっても、変更の必要なテストが数百、数

が必要です。

千もあると大変な作業が発生します。

言語とメソドロジの一貫性

検証編

位階層の左側のブロックはルートコンプレックスのVIPを別の環境にカプセ

Support Q&A

イスおよび関連するドライバを1つの環境にカプセル化したものです。最上

フィジカル編

利用にとって重要な鍵となります。

Support Q&A

層の右側のブロックはPCI ExpressエンドポイントRTL、AXI®インターフェ

論理合成編

このテスト・スイートはモジュラー型の設計としています。図2で、最上位階

に関係なく、検証用IPのAPIを再利用できるようにすることが検証環境の再

Support Q&A

RTLドライバを使用します。しかしAPIがどのようなドライバと接続するか

変更を最小限に抑えるには、
ブロックレベルとSoCレベルの間でどのような変

ブロックレベルとSoCレベル、そしてすべての検証用IPで使用する言語を

更が発生しうるかをテストのプランニングおよび作成段階で考慮し、内部環

SystemVerilogやUVM（Universal Veriﬁcation Methodology）などに共通化

境を参照しないようなテストを作成する必要があります。ベスト・プラクティ

すると、各レベルでのデザインの統合とテストを短時間で簡単に行えるよう

スとして、コンフィギュレーションを意識したテスト、つまり全体的な環境と

になります。

コンフィギュレーションに関する知識を持ったテストを作成することを推奨
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前ページより続く
テストベンチ環境（プログラム・ドメイン）
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シーケンサ

テスト
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ホストVIP 環境
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VIP PCIeルートコンプレックス・エージェント
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移転
スコアボード

シーケンサ

アプリケーション

機能
カバレッジ

PCIeエージェント
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DUTレイヤ・イベント・プール
（uvm_event_pool）

ポート
デバイス・ドライバ
（DUT固有）

レジスタ・モデル

VIP
AXIエージェント

PCIe TL

EP APPインターフェイス

PCIe DL

DUT EP PCIe

PCIe PL

注意：これは実際にはインスタンスではありません。
モジュール・ドメインとプログラム・ドメインが
共有するインターフェイスを通じてDUTとの通信が
行われていることを表すプレースホルダです。

テストベンチ最上位（モジュール・ドメイン）

uvm_conﬁg_DB
EP APP
インターフェイス

バーチャル
シーケンサ

シーケンス
コレクション

クロック
生成および
リセット
制御

DUT PCIe EPラッパー（SVモジュール）
インターコネクト（SVモジュール）

注意：このインスタンスにはRC VIP用のSVCイン
スタンシエーション・モジュールが含まれます。

DUT PCIe EP（SVモジュール）

EP APP
インターフェイス

図2. PCI Expressデザインのテスト スイート

します。テストはコンフィギュレーションの名前をそのままドライバに渡し、

的なエミュレーション環境でのハードウェア / ソフトウェア協調検証まで

その情報をどのように適用するかはドライバに決定させるようにします。

検証プロセス全体をサポートします。シノプシスの検証用IPは、AMBA®、PCI
Express、USB、MIPI、DDR、LPDDR、HDMI™、Ethernet、SATA / SAS、Fibre

ブロックレベルからSoCレベルへの再利用を実現するには、検証チームはこ

Channel、OCPなど複雑なSoCの検証に必要な最新のプロトコル、インター

れらすべての原則を実践する必要があります。ここで失敗すると、IPテスト・

フェイス、メモリー規格を幅広くカバーしており、すでに数千ものプロジェク

スイートをチップレベルに移行する際に余分な作業が発生してしまいます。

トで導入実績があります。

シノプシス VC Veriﬁcation IP

まとめ

シノプシスは使いやすさと再利用性に配慮し、全面的にSystemVerilogを採

検証用IPはパフォーマンス解析、IPブロック / インターコネクト / SoCの

用した次世代検証用IPソリューションを開発しました。たとえばシノプシス

RTL検証に利用されるほか、エミュレーションにおけるトランザクタとして

はUVM準拠のテスト・スイート用にSystemVerilogソースコードを提供して

ハードウェア / ソフトウェア協調検証を含むフルチップ検証にも利用され

おり、これによって開発期間を飛躍的に短縮するとともに、ユーザーに高度な

るなど幅広いタスクをサポートし、検証フロー全体で非常に重要な役割を果

知識がなくても利用できるようにしています。検証スペクトラム全体で一貫

たすようになっています。

したメソドロジを適用できる機能も備わっているため、ブロックレベルと
SoCレベルの両方で検証生産性が向上します。

IPレベルとSoCレベルで検証環境を再利用できるようになれば、検証プロセ
ス全体で生産性が向上します。そのためには、再利用を前提に作成された共通

シノプシスの検証用IPおよびテスト・スイート・ソリューションは、アーキテ

の言語、メソドロジ、検証用IPを使用し、ガイドラインを一貫して適用して再

クチャ解析からブロック検証、インターコネクト設計、SoC統合、そして最終

利用可能なブロック・テスト環境を構築する必要があります。

詳細情報

• ウェブページ：シノプシスの検証用IP

http://www.synopsys.com/JP2/Tools/Veriﬁcation/FunctionalVeriﬁcation/VeriﬁcationIP

• データシート：VC Veriﬁcation IP http://www.synopsys.com/cgi-bin/veriﬁcation/dsdla/pdfr1.cgi?ﬁle=vc-vip-portfolio-ds.pdf
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