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実践 SystemVerilog 入門

はじめに
SystemVerilog の最新仕様は、2018 年 2 月 21 日に規格 IEEE Std 1800-2017（以降、LRM と略
称）として公開され、実質的に Verilog HDL（以降 Verilog と略称）時代に終末を告げ、
SystemVerilog の時代が到来したと言えます。SystemVerilog は Verilog の持つ曖昧性を除去す
ると共に Verilog が備えていない多くの機能を追加し、設計、及び検証分野での生産性向上と
品質向上を齎します。特に、SystemVerilog が備えるクラスは、検証技術の再利用性を高める
ためのデータタイプとして重要な役割を果たします。
SystemVerilog は、Verilog をサブセットとして位置付け、Verilog との上位互換性を維持する事
を基本としています。例えば、Verilog シンタックスで記述したデザインを、変更せずに
SystemVerilog の環境でコンパイルする事ができます。然し、実行結果が Verilog シミュレータ
の結果と完全に一致する保証はありません。理由は、Verilog の曖昧性に起因します。Verilog
ではスケジューリングのセマンティックスが厳密ではないために、記述の仕方により実行結
果が大きく異なります。また、同じ記述でも、使用する Verilog シミュレータにより実行結果
が異なる事もあり得ます。Verilog と比較した時、SystemVerilog の大きな進歩はスケジューリ
ングのセマンティックスを厳密に定義した事と言えます。SystemVerilog を学習する際には、
先ず最初に、そのセマンティックスを理解しなければなりません。逆に言えば、スケジュー
リングセマンティックスを忠実に実践すれば、シミュレーション結果は期待した通りの動作
になる事を意味します。本書は、全体を通してこの事実を強調します。
既に述べた様に、SystemVerilog には多くの機能が追加されました。とりわけ、SystemVerilog
の豊富なデータタイプは検証作業の実践面での改革を余儀なくさせます。例えば、従来のモ
ジュールベースのテストベンチではなく、汎用化に適した SystemVerilog クラスを使用した検
証環境構築法は生産性向上と再利用可能性を促進し、検証技術をライブラリーとして蓄積す
る事を可能にします。従い、SystemVerilog では従来とは異なる発想が求められます。
LRM は 1300 ページに及ぶ大作であり、読破するには相当の覚悟と時間が必要です。本来、
誰もが言語仕様書を読まなければならないのですが、LRM が容易に理解できる英文では書か
れていない事実を考えると、少数の技術者のみが読破し得ると思えます。一方、日本国内に
は LRM を解説した良書が皆無である事実は、国内における SystemVerilog の普及を妨げてい
る大きな障害の一つと言えると考えられます。
Verilog から SystemVerilog への移行、或いは設計及び検証分野の主言語として SystemVerilog
を採用する事は時代の趨勢であると受け止めなければなりません。従って、ハードウェア設
計検証技術者にとっては、SystemVerilog に関する実践的な知識を習得する事は、必然的な義
務となっています。本書は、こうした状況を鑑みて誕生しました。
本書は、単なる SystemVerilog の解説書では無く、言語の持つ機能を基礎から解説して、実践
で使用するための知識を提供する事を主眼にしています。本書は、LRM に書かれてある重要
な章を殆ど含んでいるため、決して入門書とは言えないかも知れません。然し、記述スタイ
ルは初心者を対象にしているので、本書の内容を理解する事は困難ではないと思います。
本書の構成は、LRM の構成を尊重する様に構成されているので、本書を読みながら LRM を
参照する事は比較的容易です。本書の内容は、LRM のエッセンスを簡潔明瞭に解説した資料
ではありますが、更に詳細な知識を得るためには LRM を参照するのが最も望ましい事です。
本書は、概要を含めて 27 章から構成され、SystemVerilog 言語全般の解説と検証機能全般の解
説をカバーしています。SystemVerilog 言語全般では、Verilog との差異、SystemVerilog に追加
された機能等を中心にして解説を進め、検証機能全般ではランダムスティミュラスの生成、
ファンクショナルカバレッジ、アサーション、UVM を解説しています。要約すると、本書を
読了後は SystemVerilog の基礎的な知識から検証技術の基礎知識までを習得する事ができます。
特に、最近知られ始めている検証手法 UVM の解説は検証技術を見直す好機になると確信し
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ています。UVM は、SystemVerilog が備える殆ど全ての機能を利用して構築された優れた検証
パッケージです。従って、UVM を理解する事は SystemVerilog に関する理解を深める事に繋
がります。UVM は決して簡単に理解できる概念ではありませんが、たとえ検証作業に関わり
がない読者でも UVM に関する基礎知識を習得する事を勧めます。知識習得の努力が報われ
る日が必ずやって来ます。
本書は多くの章から構成されてはいますが、第 5 章までの内容を順に読んだ後は、他の章を
選択して学習する事ができます。目的と必要性に応じて主題を選択して効果的に学習を進め
て下さい。
本書の特徴の一つは、多くの例題でシミュレーション結果を示している事です。シミュレー
ション結果を示す理由は、記述した機能がどの様な効果を齎すかを正確に伝えるためです。
同時に、予想外の結果を齎す事が有り得る事を示すためでもあります。即ち、単なる機能の
説明に終わらず、予想される帰結を如実に示す事により、実践で遭遇し得る問題を未然に防
ぐための基礎技術を研磨する機会としています。
また、紙面の都合上、一部の記述は小さな書体で記述されています。
アートグラフィックス
篠塚一也
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Revision
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データタイプ

3

SystemVerilog には多くのデータタイプが追加されましたが、それらの多くは検証分野で使用
される事を目的としています。例えば、bit、byte、shortint、int、longint 等の 2-state 型は従来
の 4-state 型よりもコンパクトで効率の良い検証コードを記述する事ができるという利点があ
ります。一方、enum データタイプは設計と検証の両分野に平等に有効な機能です。例えば、
parameter の代わりに、enum ラベルを使用して case 文や if 文で論理を記述する事にり、RTL
論理合成の最適化機能を最大限に引き出す事ができる様になります。本章では、変数及び信
号を定義する際に必要となるデータタイプを詳しく解説します。クラスもデータタイプです
が、それ自身で主題を構成するので、第 5 章でクラスを解説します。
3.1

データタイプとデータオブジェクト

データタイプは、値の集合とそれらの値に適用する演算から構成されます。例えば、int は 32
ビットの符号付き整数で-2147483648 から 2147483647 までの整数値で構成され、標準的な演
算が定義されています。データタイプには、SystemVerilog で予め定められたデータタイプと
ユーザが定義するデータタイプがあります。この章では主として前者のデータタイプを取扱
います。
データタイプを使用してデータオブジェクトを宣言します。データオブジェクトは名称を付
けて宣言し、名称、データタイプ、値、演算等が割り当てられる事になります。
例 3-1

標準データタイプの例

以下の様に変数を定義する事ができます。
logic [31:0]
int
string
real
bit
shortint
byte

addr;
delay;
q[$];
map[string];
p[process];
fixed[10][20];
dynamic[];

この様に宣言すると、表 3-1 の様な効果が得られます。
表 3-1
宣言
logic [31:0] addr

int delay
string q[$]

real map[string]

bit p[process];

shortint fixed[10][20]
byte dynamic[]

標準データタイプの使用例の効果
説明
32 ビットの logic 型として宣言されています。addr は符号
なしです。addr に対して標準的な演算（例えば、+, -, *, /,
&, |, ^等）を使用する事ができます。
32 ビットの整数型です。但し、2-state です。即ち、delay
は値 x、又は、z の値を取り得ません。
string 型のデータを持つキューです。キューに対する操作は
メソッドで行います。キューはアレイの一種です。このキ
ューの要素は、可変長である事に注意して下さい。
string 型のキーを持つアレイです。アレイ要素のデータは実
数型です。この様なアレイを associative アレイと呼びま
す。
process オブジェクトをキーにする bit のアレイです。
process の状態を管理するために、このアレイを使用する事
ができます。
固定の大きさを持つ 2 次元アレイです。ここで、[10]は[0:9]
の省略形です。
ダイナミックなアレイです。アレイの大きさを実行時に決
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定します。アレイの領域も実行時に割り当てる事ができま
す。
■
3.2

Logic 型

Logic 型は 4 つの値（0, 1, x, z）を持ち得るデータタイプです。値 0 は偽の意味を持ちます。
同様に、値 1 は真の意味を持ちます。x は unknown を意味します。ｚは high-impedance を意味
し、接続を遮断する場合等に用います。論理合成等では do-not-care 条件として使用します。x
及び z はハードウェアには存在しませんが、ソフトウェア的に状態を表現するために使用さ
れます。
参考 3-1
値 0 は、偽の意味を持つとして扱われますが、偽を表現するのは値 0 だけではありません。
例えば、if 文に使用されている条件式が 0、x 又は z として評価されれれば、条件式は偽であ
ると判断されます。
また、値 1 だけが真として扱われる訳ではありません。例えば、if 文の条件式が 0 以外の数
（整数、実数）であれば条件式は真であると判断されます。
■
SystemVerilog では、Verilog で導入された reg 型を使用せず、logic 型を使用します。reg はハ
ードウェアのレジスタを連想させるため、極力使用しない事が勧められています。logic 型は
ネット型を使用する事ができる場所であれば、何処でも使用する事ができます。但し、ネッ
トと異なり、logic 型変数は複数のドライバーを持つ事はできません。違反した場合、コンパ
イルエラーが発行されます。これは、logic 型は複数ドライバーに対して resolution のメカニズ
ムを持っていないためです。ネット型の場合には、wired or や wired and という resolution のメ
カニズムが備わっています。
例 3-2

変数が複数のドライバーを持つ例

変数が、複数のドライバーを持つ場合、コンパイル時にエラーが発行されます。その様な例
を以下に紹介します。
module test;
logic[1:0]
sum;
logic
a, b;
assign sum = a+b;
always @(a,b)
sum = a+b;
...
endmodule

// error due to multiple drivers

// error due to multiple drivers

変数 sum が連続代入文とビヘイビア代入文の二箇所で値が割り当てられています。連続代入
文とビヘイビア代入文は全く異なる構造代入文と見做されるため、sum に対して複数のドラ
イバーが存在すると判断されます。従って、上記の記述にはコンパイルエラーが発行されま
す。この例の場合には、記述間違いの可能性があるので、修正が必要になります。
■
3.3

ネット型

ネットはネット型を使用して宣言し、基本的には連続代入文、又はゲートやモジュールのイ
ンスタンスに接続されて使用されます。ネット型は 4 つの値を持ち得ます。ネット型の種類
は、表 3-2 にまとめられています。ネットの宣言は以下のシンタックスに従います（[1]）。
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net_declaration ::=
net_type [ drive_strength | charge_strength ]
[ vectored | scalared ] data_type_or_implicit [ delay3 ]
list_of_net_decl_assignments ;
| net_type_identifier [ delay_control ]
list_of_net_decl_assignments ;
| interconnect implicit_data_type [ # delay_value ]
net_identifier { unpacked_dimension }
[ , net_identifier { unpacked_dimension }] ;
net_type ::=
supply0 | supply1 | tri | triand | trior | trireg | tri0 | tri1 |
uwire | wire | wand | wor
drive_strength ::=
( strength0 , strength1 )
| ( strength1 , strength0 )
| ( strength0 , highz1 )
| ( strength1 , highz0 )
| ( highz0 , strength1 )
| ( highz1 , strength0 )
strength0 ::= supply0 | strong0 | pull0 | weak0
strength1 ::= supply1 | strong1 | pull1 | weak1
charge_strength ::= ( small ) | ( medium ) | ( large )

表 3-2
ネット型
supply0
supply1
tri
triand
trior
trireg
tri0
tri1
uwire
wire
wand
wor

ネット型の種類

説明
信号値 0 を意味するグローバルネットです。
信号値 1 を意味するグローバルネットです。
wire と同じ機能を持ち、tri-state になり得るネットです。
複数のドライバーを持つ場合、wired and が適用される tri ネットです。
複数のドライバーを持つ場合、wired or が適用される tri ネットです。
少なくとも一つのドライバーが、0、1、x であれば wire として機能し、全
てのドライバーが z であれば、以前の値を維持します（レジスタ機能）。
pulldown 抵抗をモデルするネットです。ドライバーが無い時、信号値 0 を
持ちます。
pullup 抵抗をモデルするネットです。ドライバーが無い時、信号値 1 を持
ちます。
unresolved wire 又は unidriver wire を意味します。即ち、複数のドライ
バーを持つ事ができないネットを意味します。
単なる接続機能を持ちます。
複数のドライバーを持つ場合、wired and が適用されるネットです。
複数のドライバーを持つ場合、wired or が適用されるネットです。

ネットの宣言においてデータタイプが省略されると logic 型が仮定されます。
例 3-3

ネット型の宣言例

以下の宣言において、何れのネットも logic 型になります。
wire
wire logic
wire [15:0]

n1;
n2;
n3;
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クラス

5

クラスは、実行時にコンフィギュレーションを構築または変更する事を可能にするため、検
証環境の再利用性を促進します。近年では、クラスをベースにした検証環境構築法が主流に
なりつつあります。本章では、クラスを検証作業に適用するための実践知識を養います。ク
ラスはデータタイプですが、クラスが RTL デザインに使用される事はありません。理由は、
クラスは論理合成可能ではないからです。
クラスは、トランザクションの様なデータを表現するだけでなく、データを処理するための
アルゴリズムを記述する手段としても使用されます。クラスを定義すると、クラスのインス
タンスを作る事ができます。そして、クラスインスタンスの階層構造を利用する事により、
モジュールによるデザイン階層と同じ様に複雑な検証環境を実現する事ができます。検証時
の生産性向上をもたらす手段として、クラスは重要な役割を果たします。
5.1

クラスの概要

クラスはデータタイプの一つで、データとデータを操作するためのサブルーティン（タスク、
ファンクション）から構成されます。クラスでは、データをプロパーティ、サブルーティン
をメソッドとも呼びます。クラスには new と呼ばれる特別なメソッドがあり、コンストラク
タと呼ばれます。コンストラクタはクラスのインスタンス（つまり、オブジェクト）を作り
ます。SystemVerilog のクラスの概念は C++のそれより Java のクラスに似ています。
例 5-1

クラスの例

この例では、簡単なトランザクションを simple_item として定義しています。このクラスには
メソッドとして、new()、get_name()、及び print()が定義されています。
class simple_item;
parameter ADDR_WIDTH = 32;
parameter DATA_WIDTH = 32;
typedef logic[ADDR_WIDTH-1:0] addr_t;
typedef logic[DATA_WIDTH-1:0] data_t;
static int
local string
addr_t
data_t

counter;
name;
addr;
data;

// static
// local

function new(string name,addr_t a=100,data_t d=0);
this.name = name;
addr = a;
data = d;
counter++;
endfunction
function string get_name();
get_name = name;
endfunction
virtual function void print;
$display("name=%s",name);
$display("addr=%h",addr);
$display("data=%h",data);
endfunction

// virtual

endclass
表 5-1 は、このクラスの解説を示しています。
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表 5-1
メンバー
new

属性
コンストラクタ

counter

static

name

local

addr
data

パブリック

print

virtual

クラスの代表的なメンバー
意味
コンストラクタの引数には標準値が与えられていま
す。コンストラクタを呼ぶ際、インスタンス名だけ
が必須のパラメータです。
このメンバーはクラスのインスタンス数を示しま
す。static であるため、このクラスの全てのインス
タンスに対して唯一つの counter が確保されます。
データタイプは int なので、counter の初期値は 0 と
なっています。クラスのインスタンスを作る時に
は、new コンストラクタが必ず呼ばれます。従っ
て、new()メソッドで counter の更新をします。
メンバーは local として宣言されているため、クラス
の外から直接参照する事はできません。クラスの外
から name を参照するためには、ファンクション
get_name()を使用しなければなりません。
属性を指定していないので、パブリックとなりま
す。即ち、クラス外からも直接参照する事が出来ま
す。
この関数は virtual として定義されています。このク
ラスから継承したクラスでこの関数を書き換える事
ができます。

■
5.2

シンタックス

以下は、クラス全体を示すシンタックスです（[1]）。前記の例を参照しながらシンタックス
を確認して下さい。
class_declaration ::=
[virtual] class [ lifetime ]
class_identifier [ parameter_port_list ]
[ extends class_type [ ( list_of_arguments ) ] ]
[implements interface_class_type { , interface_class_type } ] ;
{ class_item }
endclass [ : class_identifier]
複雑なシンタックスであるため、詳細なシンタックスの解説を避け、実践に必要となる使い
方を順次説明します。ここでは、概略に留めておきます。
①

②

③
④

⑤

クラスの定義はキーワード class で始まり、キーワード endclass で終了します。endclass
キーワードの後に、コロンを挟んでクラス名称を添える事もできます。この名称は、コ
メントとして役立ちます。アブストラクトクラスを定義する際には、キーワード class の
前に virtual の指定が必要です。
キーワード class の後には、lifetime の指定をする事ができます。ここで、lifetime とは
static 又は automatic の何れかを指定します。省略すると automatic が仮定されます。即ち、
クラス内のプロパーティ、及びメソッドは原則として automatic です。明示的に static と
宣言しない限り automatic になります。
class_identifier はクラス名称で必須 な項目です 。クラスを 汎用的にす るためには、
parameter_port_ist でパラメータを指定します。
extends キーワードは、クラスインヘリタンスを意味します。即ち、既存のクラスを利用
して新しいクラスを定義する場合に、extends を指定します。既存のクラスにパラメータ
が必要な場合、(list_of_arguments) に於いてパラメータを指定します。
interface クラスに実装を追加する場合に、キーワード implements を指定します。
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■
12.2

メールボックス

メールボックスは producer と consumer をもつ FIFO リストです（図 12-2）。FIFO リストは限
られたサイズ、又は、無限のサイズを持つ様に定義する事ができます。FIFO リストがフルの
時は、producer はデータを書き込む事はできません。FIFO リストが空の場合、consumer は待
たなければなりません。

consumer

producer
メールボックス (FIFO)

図 12-2 メールボックスの使用概念図
セマフォと同様に、メールボックスも SystemVerilog のクラスとして実現されています。ハン
ドルに new コンストラクタを使用してオブジェクトを割り当てる手順を取ります。例えば、
mailbox
fifo;
fifo = new(3);
の様にして使用します。メールボックスはクラスであるので、表 12-2 の様なメソッドを備え
ています。
表 12-2 メールボックスのメソッド
メソッド
function new(int bound = 0);

function int num();

task put( singular message);

function int try_put( singular message);

task get( ref singular message );

function int
message );

try_get(

ref

singular

意味
メールボックスを割り当てます。bound が 0
であるとメールボックスは無限のサイズを
持ち、producer は決してブロックしませ
ん。bound が 0 でない場合、メールボック
スは有限のサイズとなります。
メールボックスに存在するメッセージ数を
戻します。戻す値は、次の get、又は、put
まで有効な一時的な値です。
メッセージをメールボックス（FIFO）に書
き込みます。メールボックスがフルの場
合、書き込むプロセスは、メールボックス
に空きができるまで待ち状態に入ります。
メッセージをメールボックス（FIFO）に書
き込みます。但し、ブロックしません。
メールボックスに空きがある場合、メッセ
ージを書き込み、正の整数を戻します。
メールボックスがフルの場合、0 を戻しま
す。
メールボックスから 1 メッセージを取り出
します。
メールボックスが空の場合、取り出すプロ
セスは、メッセージが届くまで待ち状態に
なります。
メールボックスから 1 メッセージを取り出
します。但し、ブロックしません。
メールボックスが空の場合、0 を戻します。
メッセージを正しく取得できれば正の整数
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task peek( ref singular message );

function int
message );

try_peek(

ref

singular

を戻します。正しく取り出せない場合は、
負の整数を戻します。
メールボックスから 1 メッセージをコピー
します。
メールボックスが空の場合、コピーするプ
ロセスは、メッセージが届くまで待ち状態
になります。
メールボックスから 1 メッセージをコピー
します。但し、ブロックしません。
メールボックスが空の場合、0 を戻します。
メッセージを正しくコピーできれば正の整
数を戻します。正しくコピーできない場合
は、負の整数を戻します。

producer が書き込んだメッセージの型と、consumer が取り出すメッセージの型が一致しない
場合、取り出しが正しく行えない可能性があります。その様な状況では、実行時に異常終了
する事があります。
例 12-3 メールボックスの使用例
サイズが 3 のメールボックスの例を以下に示します。3 個までのメッセージを書くまでは、メ
ールボックスには余裕があり、put()メソッドは直ぐに戻りますが、それ以上になると put()メ
ソッドは待ち状態に入ります。
module test;
mailbox
mb;
shortint val;

// mailbox

initial begin
mb = new(3);
#10 mb.put(100); $display("@%0t: put val=%0d",$time,100);
#10 mb.put(200); $display("@%0t: put val=%0d",$time,200);
#10 mb.put(300); $display("@%0t: put val=%0d",$time,300);
#10 mb.put(400); $display("@%0t: put val=%0d",$time,400);
end
initial begin
#50;
while( mb.num > 0 ) begin
mb.get(val);
$display("@%0t: got val=%0d",$time,val);
end
end
endmodule
実行結果は以下の様になります。
@10:
@20:
@30:
@50:
@50:
@50:
@50:
@50:

put
put
put
got
got
got
put
got

val=100
val=200
val=300
val=100
val=200
val=300
val=400
val=400

値 300 を書き込むとメールボックスがフルになるため、値 400 の書き込みはブロックされま
す。
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green = off;
この LRM の例は、Verilog 時代から知られています。この例は Verilog と SystemVerilog の差異
を理解する適切な例とも考えられます。
■
組み合わせ回路

17.7.2

組み合わせ回路として以下の様な回路の記述例を紹介します。








ALU
コンパレータ
デコーダー
エンコーダー
Gray コード変換（Gray コードをバイナリーコードに変換）
multiplexer
バレルシフタ

17.7.2.1

組み合わせ回路の検証

組み合わせ回路の例を示す前に、組み合わせ回路の検証法について説明をしておきます。
17.7.2.1.1

組み合わせ回路のセンシティビティリスト

組み合わせ回路の出力は入力で決定されます。従って、組み合わせ回路を検証する場合、入
力値の変化に対してだけ結果を確認すれば良い事になります。組み合わせ回路の入力を（i1,
…,in）とすると、テストベンチのセンシティビティリストは、@(i1,…,in)となります。
例えば、以下の様な簡単な組み合わせ回路を仮定します。この回路をテストする場合、結果
の確認は入力 a と b の組が変化するケースだけを考慮すれば十分です。信号 out の変化に配慮
する必要はありません。即ち、センシティビティリストは@(a,b)であり、@(a,b,out)ではあり
ません。
module dut(input a,b,output logic out);
assign out = a | b;
endmodule
一般的には、テストベンチを以下の様に記述します。
module test;
logic a, b, out;
dut DUT(.*);
initial begin
for( int i = 0; i < 4; i++ )
#10 {a,b} = i;
end

@(a,b,out)

initial
$monitor("@%0t: a=%b b=%b out=%b",$time,a,b,out);
endmodule
このテストベンチは正しい結果をプリントしますが、先程の前提条件に違反しています。即
ち 、 テ ス トベ ン チ で 使用 し て い る $monitor タ スク で は 、 セン シ テ ィ ビテ ィ リ ス トが 、
@(a,b,out)となっているので、DUT の出力 out を余分に考慮しています。out は、a と b に依存
しているので、センシティビティリストに指定する必要がありません。寧ろ、 out を指定し
ているので正しい動作の検証になっていないと言えます。
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$monitor タスクを使用すると、組み合わせ回路を正しく検証できません。例えば、組み合わ
せ回路が、以下の様に記述されていると仮定します。
module bad_dut(input a,b,output logic out);
always @(a,b)
out <= a | b;

組み合わせ回路として正
しい記述法ではない。

endmodule
この様に記述されていても、先程の$monitor タスクは正しい結果をプリントしてしまいます。
然し、この様な記述スタイルは、RTL の組み合わせ回路としては正しくありません。即ち、
$monitor タスクは、Postponed 領域で動作するため、組み合わせ回路の出力を検証するための
タイミングを考慮する能力に欠けています。
17.7.2.1.2

組み合わせ回路を検証するタイミング

組み合わせ回路を検証する場合、以下の点に注意する必要があります。




$monitor タスクによる組み合わせ回路の検証は、Postponed 領域で実行するため検証する
タイミングが遅すぎる。
組み合わせ回路は、本来、Active 領域で動作する。従って、組み合わせ回路の検証を
Inactive 領域で行うのが最適である。
Inactive 領域で検証を行えば、bad_dut の記述が正しくない事も判断する事ができる。

組み合わせ回路を検証するために使用する事ができる手段を表 17-4 にまとめます。
表 17-4 組み合わせ回路を検証するの手段
検証手段

領域

bad_dut
判定能力
有

$display

Active

#0 $display

Inactive

有

program
$monitor

Reactive
Postponed

無
無

説明
競合状態があるため、DUT のレスポンスを正
しくサンプリングする事が出来ない。
DUT は Active 領域で動作するので、$display
タスクにより DUT のレスポンスを安定した状
態で、サンプリングする事が出来る。従っ
て、テストベンチの動作は正しい。
DUT からのレスポンスを正しくサンプリング
する事ができる。但し、組み合わせ回路を検
証するタイミングとしては、遅すぎる。

例えば、下記の記述は望ましいテストベンチです。下記の$display 文は、Inactive 領域で実行
するので、このテストベンチは bad_dut を正しくない RTL 組み合わせ回路記述であると判断
する事ができます。
module test;
logic a, b, out;
dut DUT(.*);
initial begin
for( int i = 0; i < 4; i++ )
#10 {a,b} = i;
end
initial forever @(a,b)
#0 $display("@%0t: a=%b b=%b out=%b",$time,a,b,out);
endmodule
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module encoder(input logic [7:0] data,output logic [2:0] code);
always @(data)
if( data == 8'b0000_0001 )
else if( data == 8'b0000_0010
else if( data == 8'b0000_0100
else if( data == 8'b0000_1000
else if( data == 8'b0001_0000
else if( data == 8'b0010_0000
else if( data == 8'b0100_0000
else if( data == 8'b1000_0000
else code = 'x;

)
)
)
)
)
)
)

code
code
code
code
code
code
code
code

=
=
=
=
=
=
=
=

0;
1;
2;
3;
4;
5;
6;
7;

endmodule
エンコーダーのインスタンスを以下の様に作り、エンコーダーへの入力 data を順に生成して
テストします。
module test;
logic [2:0] code;
logic [7:0] data;
encoder DUT(.*);
initial begin
$display("
data
code");
for(int i = 0, val = 1; i < 8; val <<= 1, i++ ) begin
#10 data = val;
end
end
initial forever @(data)
#0 $display("@%3t: %b
endmodule

%0d",$time,data,code);

実行結果は以下の様になり、このテストに関する限りエンコーダーは正しく動作しています。
@
@
@
@
@
@
@
@

10:
20:
30:
40:
50:
60:
70:
80:

data
00000001
00000010
00000100
00001000
00010000
00100000
01000000
10000000

code
0
1
2
3
4
5
6
7

■
17.7.2.7

Gray コード

Gray コードをバイナリーコードに変換（図 17-6）する記述を紹介します。

Gray code

gray2binary

binary code

図 17-6 Gray コードをバイナリーコードに変換する回路のブロックダイアグラム
Gray コードは、バイナリーコードと同じビット数を必要としますが、連続するコード間では、
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1 ビットしか異ならないという特徴があります。表 17-5 は 4 ビットのバイナリーコードと
Gray コードを示しています。Gray コードの適用例としては、カルノー図が挙げられます。
表 17-5 バイナリーコードと Gray コード
binary
0000
0001
0010
0011
例 17-7

Gray
0000
0001
0011
0010

binary
0100
0101
0110
0111

Gray
0110
0111
0101
0100

binary
1000
1001
1010
1011

Gray
1100
1101
1111
1110

binary
1100
1101
1110
1111

Gray
1010
1011
1001
1000

Gray コードをバイナリーコードに変換する記述例

Gray コードを構成するビットを MSB から順に、g3、g2、g1、g0 とし、バイナリーコードを
MSB から順に b3、b2、b1、b0 とします。先ず、b3 に貢献する Gray コードを集めると表 17-6
の様になります。
表 17-6 b3 を求めるための Gray コード
binary
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Gray
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000

以下の様な関係が得られます。以下の式で、a'とは、~a を意味するものとします。また、a&b
を ab と書く事にします。そうすると、Gray コードの 1100 は、g3g2g1'g0'と書ける事に注意し
て下さい。他の Gray コードも同様にして積（&）として表現する事ができます。
b3 = g3g2g1’ | g3g2g1 | g3g2’g1 | g3g2’g1’ = g3g2 | g3g2’ = g3
同様にして、残りの関係式を以下の様に求めます。
b2 = g3’g2g1 | g3’g2g1’ | g3g2’g1 | g3g2’g1’ = g3’g2 | g3g2’ = g3^g2
b1 = g3’g2’g1 | g3’g2g1’ | g3g2g1 | g3g2’g1’
= g3’(g2^g1) | g3(g2 ~^ g1) = g3 ^ (g2^g1)
b0 = g3’g2’g1’g0 | g3’g2’g1g0’ | g3’g2g1g0 | g3’g2g1’g0’ |
g3g2g1’g0 | g3g2g1g0’ | g3g2’g1g0 | g3g2’g1’g0’
= g3’g2’(g1^g0) | g3’g2(g1 ~^ g0) | g3g2(g1^g0) |
g3g2’(g1 ~^ g0) = (g3^g2)’(g1^g0) | (g3^g2)(g1^g0)’
= (g3^g2)^(g1^g0)
これらの関係を利用して Gray コードをバイナリーコードに変換します。連続代入文で記述す
るので、出力ポートは wire で十分です。従って、output に対して logic の指定は不要です。
module gray2binary(input g3,g2,g1,g0,output b3,b2,b1,b0);
assign b3 = g3;
assign b2 = g3^g2;
assign b1 = g3^(g2^g1);
assign b0 = (g3^g2)^(g1^g0);
endmodule
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■
17.7.4

FSM

FSM は、有限個の異なる状態を持つシーケンシャル回路です。カウンターは、FSM の特殊な
場合で、状態と出力が同一で、状態に対する選択肢はありません。カウンターの状態は、一
定のルールに従い変化して行きます。
17.7.4.1

概要

FSM では、一般に、入力と現在の状態から次の状態と出力が決定されます。FSM としては、
表 17-16 に示す様な二種類のタイプが知られています。
表 17-16 Moore FSM と Mealy FSM
FSM のタイプ
Moore

Mealy

回路の動作
Moore タイプの FSM では、出力は現在の状態にのみ依存します。
① 組み合わ回路により、入力と現在の状態から次の状態を計算して
レジスタに保存します。
② 出力は、現在の状態から組み合わせ回路で計算します。
③ 出力は状態に対応します。
④ 出力は、クロックと状態の遷移に同期します。
Mealy タイプの FSM では、出力は入力と現在の状態に依存します。
① 出力は入力の変化に対応して即座に変化します。従って、出力
は、クロックに対して非同期となります。
② 出力は、状態の変遷に対応します。

Mealy タイプの FSM では、出力を状態の変遷に対応させる事ができるため、Moore タイプの
FSM よりも少ない状態数で済む場合が多いと云われています。
例えば、ビットシーケンスを入力する FSM において、ビット 1 を 2 回連続して入力すると 1
を出力するとします。それぞれの FSM の状態遷移図は、図 17-15 の様になります。Moore
FSM の方が状態数を余計に必要とする事が分かります。

0

S0
[0]

S0

0/0
1

1/0

0

0/0

S1
[0]

0

S1
1/1

1
S2
[1]
Moore FSM

1
Mealy FSM

図 17-15 連続した 2 つの 1 を認識する FSM の状態遷移図
この場合には、Moore FSM の S1 と S2 は出力を除くと、全く同じ機能を持っています。その
ため、Mealy FSM では、S1 と S2 をマージして状態数を減少させる事ができます。
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カウンターに次いで、最も良く知られている FSM は、odd、又は even パリティチェッカーで
す。odd パリティチェッカーでは、現在までのビット 1 の数が奇数であれば、1 を出力し、1
の数が偶数であれば、出力は 0 となります。図 17-16 は odd パリティチェッカーを示します。

odd parity checker

100010001000…

111100001111…

図 17-16 パリティチェッカーのブロックダイアグラム
このパリティチェッカーは、入力と現在の状態から次の状態と出力が決定されるので、FSM
になります。この FSM の状態は、Even と Odd の二つの状態から構成されます。以下では、
パリティチェッカーに対して Moore FSM と Mealy FSM によるモデリングを解説します。
17.7.4.2

Moore FSM モデリング

Moore タイプの FSM は、図 17-17 に様な構成になります。出力は、レジスタの内容から組み
合わせ回路で計算されます。
出力

入力
レジスタ

組み合わせ回路
（出力を計算）

組み合わせ回路
（次の状態を計算）

フィードバック
図 17-17 Moore FSM（[9]）
Moore FSM のモデリングは、以下の様な構造を取ります。
module moore_fsm(input clk,reset,...,output logic out);
state_e
state;
現在の状態を示す変数を宣言する。
always @(posedge clk,posedge reset)
if( reset )
state <= S0;
else
case (state)
S0: state <= ...
S1: state <= ...
...
endcase
always @(state)
case (state)
S0: out = ...;
S1: out = ...;
endcase

次の状態を計算して、
レジスタに保存する。
ここでは、出力の計算
を行わない。

出力を計算する。

endmodule
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covergroup cg;
...
endgroup

generator
(クラス)

トランザクション

driver
(クラス)

インターフェース

vif

monitor
(クラス)

scoreboard
(クラス)

DUT
(RTL)

collector
(クラス)
vif

図 21-2 モニターに於けるカバレッジ計算
近年の検証手法では、ドライバーは DUT をドライブする目的に使用され、他の検証コンポー
ネント、例えば、コレクター、モニター、スコアボード、チェッカー等が DUT からのレスポ
ンスをチェックする役目を持ちます。これらの検証コンポーネントが動作する時には、トラ
ンザクションには検証に使用された全ての情報が記録されています。従って、この時点のト
ランザクションはカバレッジ計算に適しています。ドライバーが、トランザクションを取得
した時点では、DUT への入力しか決定されていないため、カバレッジ収集には不完全な状態
です。
21.5.2

カバーグループの定義

カバレッジ計算をするためには、カバーグループを定義しなければなりません。カバレッジ
計算は、トランザクションに定義されている項目に関するカバレッジを計算する目的を持つ
ので、本来は、トランザクション内にカバーグループを定義するのが妥当であると考えられ
ます。然し、トランザクションは一時的なオブジェクトであり、DUT をドライブした後には
消滅してしまいます。従って、トランザクション内にカバーグループを定義するのは適切な
方法とは言えません。
一方、コレクター、モニター、スコアボード、チェッカー等の検証コンポーネントは、シミ
ュレーション中は常時存在するので、カバーグループを定義するためのコンテイナーとして
の資格を備えています。コレクターは、DUT からのレスポンスからトランザクションに逆変
換する機能だけに専念する方が明確であると考えられます。モニターは、トランザクション
を検証コンポーネントに伝達する役目を持ちますが、簡単なチェックとカバレッジ計算も行
えます。一方、スコアボードは DUT からのレスポンスを詳細に解析する役目を持ち、カバレ
ッジ計算もその一つとなります。チェッカーも同様に詳細なチェックを行います。
以下では、モニター内にカバーグループを定義してカバレッジ計算をする方針を採用します。
勿論、コレクターやスコアボードにカバグループを定義する事も可能です。
21.5.3

カバレッジのサンプリング

既に述べた様に、カバレッジの対象項目はジェネレータが生成したトランザクションに定義
されています。一方、カバーグループはトランザクション内に定義されていないため、カバ
ーポイントをモニター外から取得しなければなりません。それ故、モニター内のカバーグル
ープにサンプリング関数 sample()を定義するとカバレッジ計算は柔軟性が増します。
21.5.4

自動カバレッジ収集例

以上述べた方針を図 21-3 の様な検証環境で実践してみます。
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top
module top;
bit clk;
// ...
simple_if sif(clk);
dut DUT(sif);
endmodule

generator

interface simple_if(input bit clk);
// ...
clocking cb @(posedge clk);
// ...
endclocking
endinterface

driver
(クラス)

インターフェース

vif
covergroup cg;
...
endgroup

monitor

DUT
(RTL)

collector
vif

図 21-3 自動カバレッジ収集環境
この検証で使用するクラス、及び DUT を表 21-4 にまとめます。
表 21-4 検証環境を構成する要素
クラス及び DUT
simple_if
simple_item
simple_component
simple_driver
simple_generator
simple_collector
simple_monitor
dut
top
21.5.4.1

説明
DUT をドライブするために必要なインターフェースです。
トランザクションを定義するためのクラスです。
検証コンポーネントのベースクラスです。
ドライバーのクラスです。
ジェネレータのクラスです。
コレクターのクラスです。
モニターのクラスです。
簡単な加算器です。
トップモジュールです。

simple_if

インターフェースには、DUT のポートに対応する変数とクロックを定義します。クロッキン
グブロックも定義しておきます。
interface simple_if(input bit clk);
logic [1:0] a, b, sum;
logic
co;
clocking cb @(posedge clk); endclocking
endinterface
21.5.4.2

simple_item

トランザクションには、DUT のポートに対応する変数を定義しておきます。そして、DUT の
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