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SystemVerilog による設計と検証

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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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より、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。名称は、宣
言したスコープ内でユニークに定まらなければなりません。また、SystemVerilog のキーワー
ドを名称に指定する事はできません。
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]

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
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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。

byte dynamic[]
■
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
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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]）。
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。ネット型が明示
的に指定されないと、標準ネット型が仮定される場合があります。標準ネット型の設定は、
コンパイラーダイレクティブ `default_nettype を使用して、以下の様に行います。
`default_nettype default_nettype_value
default_nettype_value ::= wire | tri | tri0 | tri1 | wand |
triand | wor | trior | trireg | uwire | none
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また、typedef の機能を利用すると、まだ存在しないデータタイプを暫定的に定義する事がで
きます。相互に参照しあう 2 つのデータタイプを定義する際には、この機能が必要になりま
す。この機能を forward typedef 宣言と呼びます。C++の forward 宣言に相当します。
例 3-17

forward typedef 宣言例

以下の記述では、クラス component_t において、未定義のクラス object_t を参照しています。
このままでは、コンパイルエラーとなるため、未定義のクラスを暫定的に定義する目的で
typedef 文が使用されています。然し、クラス object_t はコンパイルユニットの何処かで定義
されなければなりません。この例では、component_t の後に定義されています。
typedef class object_t;
class component_t;
object_t object;
// ...
endclass
...
class object_t;
// ...
endclass

未定義のクラスを暫定的
に宣言する。

■
3.17

Enum データタイプ

Enum データタイプは関連する値を持つコンスタントを定義する命令です。値を明示的に設定
する事ができますが、自動的に設定させる事もできます。enum は以下の様なシンタックスを
持ちます（[1]）。
enum [ enum_base_type ]
{ enum_name_declaration { , enum_name_declaration } }
{ packed_dimension }
enum_base_type ::=
integer_atom_type [ signing ]
| integer_vector_type [ signing ] [ packed_dimension ]
| type_identifier [ packed_dimension ]
enum_name_declaration ::=
enum_identifier [ [ integral_number [ : integral_number ] ] ]
[ = constant_expression ]
enum_base_type には integral データタイプ等の整数型を指定します。enum_name_declaration に
は enum に属する定数を指定します。本書では、これらの定数を enum ラベルと呼ぶ事にしま
す。尚、データタイプが省略されると、int 型が仮定されます。
C++の enum 機能と類似していますが、異なる点が多くあります。例えば、SystemVerilog の
enum データタイプには integral type（logic、bit、byte、shortint, int 等々）を指定する事ができ
ます。また、連続したシーケンスを持つラベル名称を簡単に生成する事が出来ます。更に、
enum データタイプには、クラスの様に標準的なメソッドが定義されています。先ず、enum
の使用例を示します。
例 3-18 enum 型の使用例
enum データタイプを持つ変数を以下に様に宣言する事ができます。これらの宣言は、enum
から直接定義しているため、anonymous enum と呼ばれます。
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enum
enum
enum
enum

{GREEN, YELLOW, RED} light1, light2;
bit[1:0] { READY, READ, WRITE } state, next;
{ bronze=3, silver, gold } medal;
bit[3:0] { a=4'h3, b=4'h7, c } alphabet;

これらの宣言により表 3-10 の様な定義が導かれます。
表 3-10 enum データタイプとして宣言された変数の型
変数
light1
light2
state
next
medal

int

alphabet

bit[3:0]

enum_base_type
int
bit[1:0]

設定される内容
int 型 の enum デ ー タ タ イ プ で す 。 GREEN=0 、
YELLOW=1、RED=2 となります。
bit 型の enum データタイプです。サイズは 2 ビットです。
READY=2'b00、READ=2'b01、WRITE=2'b10 となります。
int 型の enum データタイプです。bronze=3、silver=4、
gold=5 となります。
4 ビットの enum データタイプです。a=4'h3、b=4'h7、
c=4'h8 となります。

ここで、注意が必要です。変数は enum_base_type の標準的な初期値により初期化が行われま
す。例えば、light1 は int 型なので、light1 の初期値は 0 となります。従って、たまたま light1
の初期値は GREEN と一致します。然し、いつもこの様に運が良いとは限りません。
medal は int 型なので、初期値は 0 となります。然し、0 に該当する enum ラベルが無いため、
実質的に無効な値が設定されている事になります。この問題を避けるためには、以下の何れ
かの対策が必要です。



変数を明示的に初期化する。例えば、medal=bronze を追加する。
最初の enum ラベルの値を 0 に設定する。

以下は安全策を考慮した記述例です。
enum
enum
enum
enum

{GREEN, YELLOW, RED} light1=GREEN, light2=RED;
bit[1:0] { READY, READ, WRITE } state=READY, next=READ;
{ bronze=3, silver, gold } medal=bronze;
bit[3:0] { a=4'h3, b=4'h7, c } alphabet=c;

特に、FSM の状態を enum で表現する場合、現在を表す状態変数が自動的に初期化される様
にデザインしなければ、FSM は正しく動作しないので注意して下さい。
■
通常、anonymous enum の様に使用せずに、名称を明示的に指定した enum データタイプを定
義します。そうする事により、グローバルなデータタイプとして宣言する事ができます。
例 3-19

enum 型のデータタイプの宣言例

次の様に typedef 文を使用して、enum 型のデータタイプを宣言する事ができます。
typedef enum {GREEN, YELLOW, RED} controller_e;
controller_e light1=GREEN,
light2=RED;
この様に宣言すると、データタイプとして controller_e を何処でも使える様になります。
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表 3-12 可変長リテラルの種類
可変長リテラル
'0
'1
'x、又は、'X
'z、又は、'Z

機能
全てのビット位置に 0 を設定します。
全てのビット位置に 1 を設定します。
全てのビット位置に x を設定します。
全てのビット位置に z を設定します。

例えば、以下の様にすると、v の全てのビット位置に 1 が設定されます。
v = '1;
これは、次の様な記述の簡略形式と考えられます。下記の右辺は、パターン指定の代入文と
して知られています。
v = '{ default:1 };
この形式によると、次の様にビット位置の指定が出来るので、柔軟性があります。
v = '{ 3:0, default:1 };
可変長リテラルは、あくまで、全てのビット位置に同じ値を設定する場合に適しています。
例 3-28 可変長リテラルの使用例
可変長リテラルは値を設定する対象のビット幅が、大きいか、又は変化する可能性がある場
合に非常に有効になります。以下は、4 入力の multiplexer の記述ですが、入力のビット幅が 4
以外に変更する場合にも容易に対応する事ができます。
module mux(input [3:0] a,b,c,d,[1:0] sel,output [3:0] out);
assign out = (sel == 0) ? a : (sel == 1) ? b :
(sel == 2) ? c : (sel == 3) ? d : 'x;
endmodule
■
3.22.2

インデックス指定

整数型の変数に初期値をビット単位で設定したい場合があります。この様な場合、
SystemVerilog ではビット位置を指定する機能があります。以下に、その例を紹介します。
例 3-29 インデックス指定による初期化
int 型の変数にビット指定する場合、以下に示す様に詳細な設定が可能です。ビット位置ごと
に値を設定する事ができますが、全体としての標準値をキーワード default を用いて指定する
事ができます。
module test;
int
state = '{ 31:0, 3:0, default:1 };
logic [15:0] value = '{ 15:1, 14:0, 0:1, default: 'bz };
initial begin
$display("state=%b",state);
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$display("value=%b",value);
end
endmodule
実行結果は以下の様になります。
state=01111111111111111111111111110111
value=10zzzzzzzzzzzzz1
■
3.23

リファレンスポインター

SystemVerilog では、ポートの属性として input、inout、output に加えて ref タイプを追加しま
した。input、inout、output のポートの場合、モジュール、タスク、ファンクションの呼び出
しにおいて、値のコピー操作が発生するため、値による引き渡しと呼ばれます。
一方、ref タイプのポートでは、ポート自身が直接引き渡されるため、値のコピー動作は発生
しません。大きなアレイを引数として指定している場合には、ref タイプのポートは実行効率
において優れています。大きなアレイを指定していなくても ref タイプのポートが必要な状況
は発生します。以下に、典型的な例を紹介します。
例 3-30 ref タイプのポートが必要な例
先ず、以下の様なモジュールを仮定します。このモジュールでは、ポート a と b をクロック
に同期してスワップします。ポート a と b は入力であり、且つ出力であるため、a と b は inout
ポートとして宣言されています。然し、SystemVerilog のルールから、inout ポートはネットに
なります。
module swap(input logic clk,inout logic a,b);
always @(posedge clk) begin
a <= b;
b <= a;
a と b は wire であるため、always プロシ
end
ージャでドライブする事はできない。
endmodule
ところが、ネットは always プロシージャで値を設定する事が出来ないため、この記述では構
文エラーが発生します。
一方、inout ポートは var になり得ないので、a と b を var として指定する事は出来ません。残
された選択肢は ref ポートです。ref ポートで以下の様に、問題を解決できます。
module swap(input logic clk,ref logic a,b);
always @(posedge clk) begin
a <= b;
b <= a;
end
endmodule
ref ポートを使用せずに、問題を回避する為には、以下の様に中間的に変数を使用しなければ
なりません。尚、この記述は RTL です。

51
Copyright 2020 © Artgraphics. All rights reserved.

SystemVerilog による設計と検証

5.14

const クラスプロパーティ

static、local 等の属性と同様に、クラスに定義されているプロパーティには、const 属性を付加
する事ができます。プロパーティが const 属性を付加されると、read-only になります。然し、
クラスのインスタンスは、元来、ダイナミックに作られる性質を持つ事から、クラスには 2
種類の const プロパーティがあります。それらは、グローバル定数とインスタンス定数です。
グローバル定数

5.14.1

グローバル定数は、宣言時に初期化処理を伴う定数で、他の場所ではグローバル定数に値を
設定する事ができません。以下の例を文献[1]から引用しました。プロパーティ max_size がグ
ローバル定数として宣言されています。宣言時に値を設定しているので、Jumbo_Packet の全
てのインスタンスにおいて max_size の同じ値を共有する事ができます。
class Jumbo_Packet;
const int max_size = 9 * 1024; // global constant
byte payload [];
function new( int size );
payload = new[ size > max_size ? max_size : size ];
endfunction
endclass
インスタンス定数

5.14.2

一方、インスタンス定数はクラスのインスタンス毎に初期化設定をする定数です。初期化処
理は実行時に行われますが、new コンストラクタ内でのみ初期化が可能です。逆に言えば、
インスタンス定数の初期化を new コンストラクタ内で行わなければなりません。
例えば、以下の様な例が、文献[1]に示されています。プロパーティ size は const 宣言されてい
ますが、初期化されていません。この様な場合には、new コンストラクタ内で size の初期化
をしなければなりません。
class Big_Packet;
const int size; // instance constant
byte payload [];
function new();
size = $urandom % 4096; //one assignment in new -> ok
payload = new[ size ];
endfunction
endclass
参考 5-1
インスタンス定数では、インスタンス毎に定数の値が異なる事になります。そして、グロー
バル定数の場合には、通常、static 属性を伴います。
■
5.15

Virtual メソッド

SystemVerilog の virtual メソッドは、C++でいう virtual ファンクションと同じ概念です。ベー
スクラスに virtual メソッド vm を定義すると、継承されたクラスのオブジェクトに一致する
vm を呼び出します。言い換えると、クラスハンドルがベースクラスのタイプでも、ハンドル
が継承されたクラスのインスタンスを示していれば、継承されたクラスの vm を呼び出しま
す。図 5-4 を参考にして下さい。ハンドル p は subclass のオブジェクトを示しているので、
p.vm()は subclass::vm()を呼び出します。
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class baseclass;
virtual function void vm();
...
endclass

baseclass
p;
p = subclass::new();
p.vm();

class subclass extends baseclass;
virtual function void vm();
...
endclass

図 5-4 virtual メソッドの効果

例 5-10 virtual メソッドの例
ベースクラスを次の様に定義します。ベースクラスには、2 つのメソッドが定義されていま
す。print()メソッドは virtual ですが、print_class()メソッドは virtual ではありません。
class base_transaction_t;

// base class

virtual function void print;
$display("base_transaction_t no members.");
endfunction

// virtual

function void print_class;
$display("base_transaction_t");
endfunction
endclass

// non-virtual

サブクラスを次の様に定義します。サブクラスでは、ベースクラスの 2 つのメソッドを書き
換えています。
class transaction_t extends base_transaction_t;
rand bit [15:0] addr, data;

// subclass

function new(bit [15:0] a=0,d=0);
addr = a;
data = d;
endfunction
function void print;
$display("transaction_t has two members: addr=%0d data=%0d",
addr,data);
endfunction
function void print_class;
$display("transaction_t");
endfunction
endclass
virtual メソッドの動作を確認するために、テストベンチを以下の様に定義します。
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event ev1, ev2;
ev1 = ev2;
により、ev1 と ev2 が同じイベントとなります。
例 12-11 別名の使用例
イベントの別名定義の例を以下に示します。
module test;
event ev1, ev2;
initial begin
@ev1 $display("@%0t: ev1 released",$time);
end
initial begin
#10;
ev2 = ev1;
->ev2;
end
endmodule

// trigger ev1 through ev2

上記の記述では、@ev1 でイベントの解除を待ちますが、->ev2 で解除を試みています。実行
結果は以下の様になります。
@10: ev1 released

■
12.4.7

イベントによるプロセス間同期

ここでは、トランザクションを作るプロセスと DUT をドライブするドライバープロセスをイ
ベントにより同期を取って制御をする例を紹介します。検証環境構築には、クラスを使用し
ます。
12.4.7.1

検証環境の概要

図 12-5 の様な検証環境を構築して DUT を検証します。
generator プロセス

wait( header.get.triggered );
...
->header.item_ready;

collector プロセス

driver プロセス

->header.get;
wait( header.item_ready.triggered );
...

dut プロセス

図 12-5 イベントによるプロセス間同期を使用した検証環境例
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プロセス間の同期には、安全な triggered メソッドを使用します。DUT としては、簡単な加算
器を使用します。検証環境で使用する検証要素は、表 12-4 の通りです。
表 12-4 検証環境の要素
クラス及び DUT
vc_if
ipc_header_t
vc_item_t
vc_base_t
vc_generator_t
vc_driver_t
vc_collector_t
vc_pkg
dut

説明
DUT をドライブするために使用するインターフェース。
プロセス間通信に必要な情報を管理するクラス。
トランザクションを示すクラス。
検証コンポーネントのベースクラス。
トランザクションを生成するジェネレータを定義するクラス。
DUT をドライブするドライバーを定義するクラス。
DUT のレスポンスをサンプリングするコレクターを定義するクラス。
検証要素をグルーピングするためのパッケージ。
2 ビット加算器（組み合わせ回路）で、仕様は以下の通り。
module dut(input logic [1:0] a,b,output co,[1:0] sum)

検証環境のトップモジュール。

top

以下、順に検証環境要素を解説しますが、最も重要な解説は generator プロセスと driver プロ
セスの event による同期手順です。単純に、triggered メソッドを使用するだけでは、正しい同
期を達成する事はできません。トランザクションに処理状態を記録する必要があります。
12.4.7.2

vc_if

DUT をドライブするために virtual インターフェースが必要なので、インターフェースを以下
の様に定義します。この定義では、DUT が必要な信号とクロック信号だけを含んでいます。
interface vc_if(input bit clk);
logic [1:0] a, b, sum;
logic
co;
endinterface
12.4.7.3

ipc_header_t

このクラスは、プロセス間交信に必要な資源を定義する役割を持ちます。定義内容は、表
12-5 の示す通りです。
class ipc_header_t;
vc_item_t item;
event
get,
item_ready;
function new;
item = new;
endfunction
endclass
表 12-5 ipc_header_t クラスのプロパーティ
プロパーティ
item
get

機能
トランザクションを示すオブジェクトのハンドルです。
generator プロセスは、item にトランザクションを準備します。
driver プロセスは、トランザクションが必要になると、このイベント
を解除します。このイベントが解除されると、generator プロセスは実
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red = on;
...
従って、変数 red に対する割り当てに関して、$time==0 に於いて、競合状態が発生する可能
性があるため、ここに示す例では initial プロシージャによる初期化を省きました。
実際問題として、完全な並列処理シミュレータの環境では、initial プロシージャの初期化が存
在すると実行する度に異なる結果を得ます。寧ろ、initial プロシージャを避けて、以下の様に
変数の宣言時に初期化をする方が安全だと思えます。
logic clock,
red = off,
amber = off,
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。
■
17.7.2

組み合わせ回路

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
ファンクションユニット
符号付整数の加減算

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;
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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。
$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

$display

Active

bad_dut
判定能力
有

#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
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end
initial forever @(a,b,subtract) begin
#0 $display("@%3t: %2d %s (%2d) = %3d",
$time,a,subtract?"-":"+",b,
overflow?signed'({co,sum}):sum);
end
endmodule
実行結果は、以下の様になります。負の数に対して加算、及び減算が正しく行われている事
が分かります。
@ 10:
@ 20:
@ 30:
@ 40:
@ 50:
@ 60:
@ 70:
@ 80:
@ 90:
@100:
@110:
@120:

-6
-4
1
4
-8
7
7
2
4
6
-8
4

+
+
+
+
+
+
+
+
-

( 4)
( 1)
( 3)
( 2)
( 7)
( 7)
( 0)
( 7)
( 1)
(-2)
( 0)
(-8)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-2
-3
4
6
-1
14
7
-5
3
4
-8
12

■
17.7.3

シーケンシャル回路

シーケンシャル回路として以下の様な回路の記述例を紹介します。










バイナリーカウンター
ラッチ
JK－フリップフロップ
データシフタ
ユニバーサルシフトレジスタ
Johnson カウンター
Gray カウンター
リングカウンター
Gated clock

記述例を示す前に、シーケンシャル回路を記述する際のルールと検証法を説明しておきます。
17.7.3.1

シーケンシャル回路の検証

シーケンシャル回路の記述例を紹介する前に、シーケンシャル回路の検証をするタイミング
について説明をしておきます。組み合わせ回路と異なり、シーケンシャル回路ではノンブロ
ッキング代入文が使用されるため、シーケンシャル回路が生成する出力をサンプリングする
タイミングは複雑になります。即ち、出力信号値が安定した後に、出力信号値のサンプリン
グが行わなければなりません。
17.7.3.1.1

シーケンシャル回路を検証するタイミング

シーケンシャル回路は、クロック等の信号で同期をとり動作します。従って、シーケンシャ
ル回路への入力は、同期信号のイベントが発生するまでに安定した状態にあれば良いので、
入力に関するタイミングを容易に制御できます。一方、シーケンシャル回路は、表 17-9 の様
な種類の動作記述を含むため、シーケンシャル回路の出力をサンプリングするタイミングは
複雑になります。
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表 17-9 シーケンシャル回路の動作の代表的スケジューリング領域
シーケンシャル回路における動作
assign q = counter;
always @(count or start)
if( start )
new_count = 1;
else
new_count = count+1;
q <= d;

スケジューリング領域
Active 領域
Active 領域
NBA 領域

このため、シーケンシャル回路の出力をサンプリングするタイミングは、NBA 領域よりも後
でなければ競合状態を避ける事は出来ません。
17.7.3.1.2

シーケンシャル回路のレスポンス

NBA 領域よりも後に動作する命令を書く事ができる SystemVerilog の機能としては、以下の様
な選択肢があります。




Observed 領域
Reactive 領域
Postponed 領域

これらの領域で出力をサンプリングするためには、対応する領域で動作する様に検証コード
を記述しなければなりません。以下の表 17-10 は、それぞれの領域を具体的に示しています。
表 17-10 競合状態を避ける事ができる代表的スケジューリング領域
SystemVerilog 機能

記述例

スケジューリング
領域

クロッキングブロック

clocking cb @(posedge clk); endclocking
always @cb
…

Observed 領域

program
checker

program test;
...
endprogram

Reactive 領域

$monitor
$strobe

$monitor("@%0t: a=%b b=%b",
$time,a,b);

Postponed 領域

program ブロックは Reactive 領域で実行するので、シーケンシャル回路の出力のサンプリング
には適しています。然し、program ブロックには特異性があるため、全ての状況において使用
可能なわけではありません。例えば、UVM を適用する検証環境では、program ブロックを使
用する事ができません。
同様に、チェッカーのインスタンスは Reactive 領域で実行するので、シーケンシャル回路の
出力のサンプリングには適しています。
$monitor タスクは使用法が簡単である反面、動作するのは Postponed 領域であるので、検証す
るタイミングが遅すぎるという欠点があります。望ましいサンプリング法は、クロッキング
ブロックを用いる方法であると言えます。この手法は、UVM と両立するので、幅広い検証に
適用する事ができます。
17.7.3.2

シーケンシャル回路の検証手順

クロッキングブロックを使用してシーケンシャル回路を検証する際、以下の手順に従う事を
勧めます。
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program test(simple_if.TEST mp);
initial
fork
begin mp.load = 1; mp.d = 9; #15 mp.load = 0; end
begin #20 mp.up = 1; #40 mp.up = 0; end
begin #100 mp.pc = 1; #20 mp.pc = 0; mp.up = 1; end
join
initial forever @(posedge mp.clk)
$display("@%3t: pc=%b load=%b up=%b d=%2d q=%2d(%b) qn=%2d(%b)",
$time,mp.pc,mp.load,mp.up,mp.d,
mp.q,mp.q,mp.qn,mp.qn);
endprogram
実行結果は、以下の様になります。
@ 10:
@ 30:
@ 50:
@ 70:
@ 90:
@110:
@130:

pc=0
pc=0
pc=0
pc=0
pc=0
pc=1
pc=0

load=1
load=0
load=0
load=0
load=0
load=0
load=0

up=0
up=1
up=1
up=0
up=0
up=0
up=1

d=
d=
d=
d=
d=
d=
d=

9
9
9
9
9
9
9

q= 9(1001)
q=10(1010)
q=11(1011)
q=10(1010)
q= 9(1001)
q= 0(0000)
q= 1(0001)

qn= 6(0110)
qn= 5(0101)
qn= 4(0100)
qn= 5(0101)
qn= 6(0110)
qn=15(1111)
qn=14(1110)

■
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。
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。
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S0
[0]

0

S0

0/0
1

1/0

0

0/0

S1
[0]

Moore FSM

0

S1
1/1

1
Mealy FSM
S2
[1]

1

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。
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、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。
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21

ファンクショナルカバレッジ

近年の検証手法では、デザインの大規模化に対応するためのテスト法としてランダムスティ
ミュラス生成機能を使用します。ランダムにテストデータを生成して検証する方法は便利で
効果的なアプローチですが、実行したテストデータにより検証空間がどれだけカバーされた
かを把握しなければ、検証計画を正確に管理する事はできません。テストデータを自動生成
する検証手法には、検証に使用されたテストデータを自動的に集計する機能が必要になりま
す。SystemVerfilog のファンクショナルカバレッジはテストデータの自動集計機能を提供しま
す。本章では、ファンクショナルカバレッジの概念と機能を解説します。
21.1

概要

ファンクショナルカバレッジは仕様のどれだけの部分が検査されたかを示す指標です。デザ
インを検証する意味ではなく、寧ろ、検査者、又は、検査計画の進捗度を示します。ゴール
は、勿論、100%のカバレッジです。
ファンクショナルカバレッジは仕様を基にして確認をします。確認を漏れなく、重複が無い
様に進める必要があります。例えば、
rand bit [2:0]

port;

に於いて、ランダム変数 port には乱数が割り当てられます。検査で port が 0 から 7 の全ての
値をとればカバレッジは 100%となりますが、一部の値を取らない場合、乱数発生に制約を追
加して取り得る値を拡張しなければなりません。或いは、テストする回数を増加しなけれな
りません。
SystemVerilog では、ファンクショナルカバレッジの仕様をソースコード中に記述する事がで
きます。しかも、記述されたカバレッジ仕様はシミュレータにより実行されます。カバレッ
ジ仕様を covergroup 文で記述し、covergroup に定義されているビルトインメソッド sample()を
呼び出すとカバレッジ計算が行われます。
近年の検証環境におけるテストベンチでは、コレクターが DUT からのレスポンスを収集し、
コレクター、又はモニターがカバレッジ計算を行います。図 21-1 は、その様子の一例を示し
ています。更に詳細な解析をするために、モニターは他の検証コンポーネントに DUT からの
レスポンスをトランザクションとして送信します。これらの検証コンポーネント は 、
SystemVerilog クラスを使用して開発されます。

testbench

class packet_t;
...
endclass
class monitor_t;
covergroup cg;
...
endgroup
endclass

generator

vif: virtual interface
driver
vif
interface

monitor

collector

DUT
vif

図 21-1 テストベンチに於けるカバレッジ計算の流れ
コレクターが DUT からのレスポンスを収集する時点では、テストに使用された DUT への入
力と出力の対が確定しているので、コレクターはそれらの情報をトランザクションとして構
成します。このトランザクションにより、実行結果の解析を完全に遂行する事ができます。
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例えば、予め計算モデルを準備しておけば、正しい出力か否かを検証する事ができます。コ
レクターやモニターでは、その実行結果解析の一部分を担います。他の詳細な解析作業は、
スコアボードやチェッカーに委ねられます。そのために、モニターはトランザクションを他
の検証コンポーネントに送信します。
カバレッジ計算は、比較的簡単な解析処理であるため、しばしばモニターがカバレッジ計算
を行います。その場合、モニターの定義には以下の様にカバレッジ定義を含みます。
class monitor_t;
...
covergroup cg with function sample(simple_item item);
...
endgroup
function void perform_coverage(input simple_item item);
...
cg.sample(item);
endfunction
endclass
この様にカバレッジ定義をすると、sample()メソッドを介してトランザクションで使用されて
いる変数に関するカバレッジ計算を行う事ができます。即ち、DUT で使用された入出力信号
に関するカバレッジ計算を行う事ができます。ここで、モニターがトランザクションをコレ
クターから受信すると、perform_coverage()メソッドが起動する様に設定しておきます。この
様にして、ランダムスティミュラスを自動生成して自動検証する環境に自動カバレッジ計算
を組み込む事ができます。
カバレッジモデルの定義

21.2
21.2.1

シンタックス

SystemVerilog の covergroup はカバレッジ仕様を定義するための構文です。実際には、クラス
と同じ様にデータタイプなので、new コンストラクタを使用してカバーグループのインスタ
ンスを作ります。covergroup のシンタックスは以下の様になります（[1]）。
covergroup_declaration ::=
covergroup covergroup_identifier [ ( [ tf_port_list ] ) ]
[ coverage_event ] ;
{ coverage_spec_or_option }
endgroup [ : covergroup_identifier ]
coverage_event ::=
clocking_event
| with function sample ( [ tf_port_list ] )
| @@( block_event_expression )
カバーグループには以下の指定を含む事ができます。








カバーグループ名称（covergroup_identifier）
カバーグループの外部から取り込む変数名（tf_port_list）
サンプリングするタイミングを示すカバレッジイベント（coverage_event）
カバレッジ情報を集計する sample()メソッド
カバーポイント
クロスカバレッジ
カバレッジオプション
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の様にして使用します。ここで、s1 と s2 は独立したシーケンスです。シーケンス s1 はシーケ
ンス s2 とは無関係に実行しています。シーケンス s2 において、@(posedge clk) が発生した時、
a==1'b1 であれば、1 クロックサイクル後に、s1 はマッチしなければなりません。s1 が何時開
始されるかは問題ではありません。
図 22-8 に於いて、シーケンス s1 は時刻 T でマッチすると仮定しています。シーケンス s2 は
時刻 T の次のクロッキングイベントで b==1'b1 なのでマッチします。
sequence s2;
@(posedge clk) a ##1 s1.triggered ##1 b;
T
clk
a
b
s1
s2 はマッチ

図 22-8 triggered メソッドの使用例

例 22-4

triggered メソッドの使用例

検証すべきプロパーティと独立に実行しているシーケンス unlock がマッチしている状態を参
照する例を紹介します。下記のプロパーティ p では、現在のクロッキングイベント時に
$rose(check)==1'b1 で、x が真であれば、その後の 1~2 クロックサイクルの間に unlock.triggered
が真になる事を要求しています。
module test;
bit clk, a, b, c, x, y, check;
sequence unlock;
@(posedge clk) a ##1 b ##1 c;
endsequence
property p;
@(posedge clk) $rose(check) |->
x ##[1:2] unlock.triggered() ##1 y;
endproperty
A1: assert property (p)
else $display("@%3t: FAIL",$time);
A2: cover property (p)
$display("@%3t: PASS",$time);
initial begin
fork
begin #20
begin #20
begin #80
begin #20

check = 1; #20 check = 0; end
x = 1; #20 x = 0; end
y = 1; #20 y = 0; end
a = 1; end

443
Copyright 2020 © Artgraphics. All rights reserved.

SystemVerilog による設計と検証

begin #40 b = 1; end
begin #60 c = 1; end
join
end
initial repeat( 11 ) #10 clk = ~clk;
endmodule
実行結果は以下の様になります。
@ 90: PASS
関連するアサーションダイアグラムは、図 22-9 の様になります。スレッドの活動は、表 22-6
の様になります。
10

30

50

70

90

110

clk
check
x
property p
y
15

a
b

sequence
unlock

c
14

図 22-9 triggered メソッドの使用例

表 22-6 スレッドの活動
$time
30

スレッド
14
15

スレッドの活動
シーケンス unlock のスレッドが$time==30 で開始します。このスレ
ッドは、$time==70 で pass します。
$time==30 において、$rose(check)==1'b1 で x==1'b1 なので、スレッ
ド 15 は、その後の 1~2 クロックサイクルの間に unlock.triggered が
真になるのを待ちます。
$time==70 で ス レ ッ ド 14 が pass す る の で 、 ス レ ッ ド 15 の
unlock.triggered はマッチします。
その直後のクロックサイクルで y==1'b1 なので、スレッド 15 は
$time==90 で pass します。

■
22.4.4

便利なサンプル関数

ア サ ー シ ョ ン で 良 く 使 用 さ れ る 便 利 な サ ン プ ル 関 数 を 表 22-7 に ま と め て お き ま す 。
clocking_event には、@(posedge fclk)の様に指定します。
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23.1.3

UVM テストベンチの構成

図 23-3 は UVM のテストベンチの構成を示しています。図において、図の包含関係はクラス、
又は、モジュールのインスタンスを持つという関係を意味します。例えば、テストベンチは
DUT のインスタンスを保有します。包含関係は、一般的に、階層を意味します。図から明ら
かな様に、UVM のテストベンチの構成は階層的テストベンチ記述法の構造を反映しています。

UVM Testbench
UVM Test
Sequences

Config

UVM Environment
UVM
Sequencer

UVM Agent

UVM
Scoreboard

UVM Agent
DUT

UVM
Environment

UVM
Environment

図 23-3 UVM テストベンチの構造[2]
階層を構成する要素の意味を表 23-2 に記します。
表 23-2 階層を構成する UVM の要素
階層を構成する要素
UVM Testbench
テストベンチ
UVM Test
テスト

UVM Environment
エンバイロンメント

意味
これは、所謂、トップレベルのモジュールを指します。このテス
トベンチは DUT、及び検証機能等をインスタンスとして保有しま
す。
検証用のテストケースのトップレベルのクラスインスタンスを意
味します。このインスタンスが該当するテストを実行します。コ
ンフィギュレーション（Config）の設定を変更する事により、各
種のテストケースの選別をする事ができます。
階層的に構築した検証コンポーネントです。例えば、トップレベ
ルのエンバイロンメントとしては、SoC、IP（PCIe エンバイロン
メント、USB エンバイロンメント、Memory Controller エンバイロ
ンメント）等があります。
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UVM Scoreboard
スコアボード
UVM Agent
エージェント

UVM Sequencer
シーケンサー
Sequences
シーケンス

UVM Driver
ドライバー
UVM Monitor
モニター

23.1.4
23.1.4.1

スコアボードの主目的は、DUT の動作を確認する事です。即ち、
エージェントから取得した DUT のレスポンスが期待される結果と
一致するかのチェックを遂行します。
基本的な検証コンポーネントで、通常、シーケンサー、ドライバ
ー、モニター、コレクター等のインスタンスで構成されます。エ
ージェントは DUT と virtual インターフェースを介して接続されま
す。
トランザクションを生成する制御を司るメインコンポーネントで
す。シーケンサーはシーケンスを作り、シーケンスを実行する事
によりトランザクションを生成します。
トランザクションを生成するための手順を含むオブジェクトで
す。オブジェクトであるため、コンポーネント階層には含まれま
せん。シーケンスは複雑なテストシナリオを定義する事ができま
す。シーケンスはテストに依存するため、エンバイロンメントに
は含まれていません。
ドライバーはシーケンサーからトランザクションを取得し、シグ
ナルレベルに変換した後、DUT をドライブします。シーケンサー
とドライバーの通信には TLM が使用されます。
モニターは DUT からのレスポンスを他の検証コンポーネントにト
ランザクションとして伝達する役目を持ちます。モニター自身も
カバレッジ計算、及びレスポンスに関するチェックも行います。
DUT からのレスポンスはシグナルレベルであるため、レスポンス
をトランザクションに変換する機能をコレクターとして分離する
のが一般的です。

UVM の構成
uvm_pkg

UVM の全てのクラスはパッケージ uvm_pkg に定義されています。従って、このパッケージを
インポートする事により、UVM を使用する事ができる様になります。
23.1.4.2

uvm_object

UVM は SystemVerilog クラスと UVM マクロから構成されます。UVM には多くのクラスが定
義されていますが、特別なクラスとして uvm_object が存在します。このクラスはアブストラ
クトクラスで他の全ての UVM クラスのベースクラスになっています。
uvm_object クラスでは他の全てのクラスに共通する属性、及び手順を宣言しています。具体
的な手順の内容はサブクラスで行います。手順としては、例えば、print()及び copy()がありま
す。uvm_object はアブストラクトクラスなので、オブジェクトを作成する事はできませんが、
ハンドルを宣言する事はできます。
23.1.4.3

UVM マクロ

マクロには大きく分けて 2 種類あります。一つは、実マクロで、他方は補助マクロです。実
マクロは、実行命令に展開されるマクロで比較的分かり易いマクロです。補助マクロは、他
の機能への情報を生成するためのマクロで、理解し難いマクロです。例えば、次のマクロは
実マクロです。
`uvm_info(“INFO”,”Hello world!”,UVM_LOW)
このマクロはメッセージをプリントする命令を生成します。この機能は容易に想像する事が
できると思います。一方、次の例には補助マクロが使用されています。
class simple_item extends uvm_sequence_item;
rand int unsigned addr;
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testbench

start UVM
UVM

run_test()
*_phase()

図 23-21 UVM を使用した環境での実行の流れ
UVM コンポーネントが呼び出されるタイミングは予め決定されていてシミュレーションフェ
ーズと呼ばれています。これらのフェーズは virtual タスク、又は、ファンクションとして定
義されています。表 23-10 のシミュレーションフェーズは記述されている順に UVM から実行
制御を受けます。例えば、run_test()が呼ばれて実行が開始すると、選択されているトップレ
ベルのコンポーネントの build_phase()が呼ばれて階層構造を順に構築します。全てのコンポ
ー ネ ン ト に 対 し て build_phase() が 完 了 す る と 、 構 築 さ れ た 階 層 構 造 を 基 に し て 、
connect_phase()が順に呼ばれて実行します。そして、全てのシミュレーションフェーズが終了
すると UVM のシミュレーションの終了となります。
表 23-10 シミュレーションフェーズ
制御順序
1

フェーズメソッド
build_phase
ファンクション

2

connect_phase
ファンクション

3

end_of_elaboration_phase
ファンクション

4

start_of_simulation_phase
ファンクション

5

run_phase
タスク

機能
コンポーネントの階層を構築するフェーズで
す。従って、階層のトップから順に呼ばれて行
きます。
通常、サブコンポーネントをこのフェーズで作
成します。サブコンポーネントを作ると、その
サブコンポーネントの build_phase()が次に呼ば
れるので、階層構造が順に構築されます。
また、サブコンポーネントを作る直前に、サブ
コンポーネントのコンフィギュレーションを変
更する事ができます。
コンポーネント間の接続を完成するフェーズで
す。例えば、TLM ポートの接続を定義します。
或いは、virtual インターフェースの設定等を行
います。このフェーズはボトムアップの順序で
呼ばれます。
このフェーズが実行する時には、既に決定され
ているコンフィギュレーションに合わせて TLM
接続をしなければなりません。
全ての接続が終了するとこのフェーズに制御が
移ります。通常は、コンフィギュレーションを
確認するためのプリント処理を記述します。
シミュレーションが開始する直前にこのフェー
ズが呼ばれます。初期化処理等を行う事ができ
ます。
シミュレーションを行うためのフェーズです。
実際にシミュレーションを進行させるために
は、テストベンチを構成する少なくとも一つの
コ ン ポ ー ネ ン ト が raise_objection() と
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6

extract_phase
ファンクション

7

check_phase
ファンクション
report_phase
ファンクション

8

drop_objection() を 呼 び 出 さ な け れ ば な り ま せ
ん。
全ての検証コンポーネントが、このフェーズを
定義する必要はありません。通常、DUT と関わ
りのあるコンポーネントに対して run_phase()を
定義します。例えば、ドライバーやコレクター
には run_phase()を定義する必要があります。
シミュレーションが終了すると、このフェーズ
に制御が移ります。シミュレーション結果を抽
出するための処理を記述する事ができます。
抽出したシミュレーション結果をチェックする
ための処理を記述します。
シミュレーション結果のレポートを出力する処
理を記述します。

ユーザは必要なフェーズだけを記述すれば良い事になっています。run_phase() は時間を消費
するシミュレーションフェーズであるため、タスクとして定義されていますが、その他のフ
ェーズはファンクションとして定義されています。
図 23-22 はドライバーの定義とシミュレーションフェーズが UVM から制御を受ける様子を示
しています。
class simple_driver extends uvm_driver #(simple_item);
simple_item
item;
virtual dut_if
vif;
`uvm_component_utils(simple_driver)
function new(string name,uvm_component parent);
super.new(name,parent);
endfunction
function void build_phase(uvm_phase phase);
...
endfunction

UVM

task run_phase(uvm_phase phase);
...
endtask
...
endclass

図 23-22 UVM によるシミュレーション制御
以下は build_phase()の記述例を示しています。
function void simple_driver::build_phase(uvm_phase phase);
super.build_phase(phase);
if( !uvm_config_db#(virtual dut_if)::get(this,"","vif",vif) )
`uvm_fatal("NO-VIF",{"VIF must be set for:",
get_full_name(),",vif"})
endfunction
シミュレーションフェーズは virtual メソッドであるため、一定のルールがあります。以下の
ルールは重要です。
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