
 

Artgraphics 
 

 

 

 

 

 

SystemVerilog雑談 

 

Document Revision: 3.4, 2023.05.12 

アートグラフィックス 

篠塚一也 

  

 

 

 
 

 

 



 

SystemVerilog 雑談 

 

© 2022 アートグラフィックス 

〒124-0012 東京都葛飾区立石 8-14-1 

www.artgraphics.co.jp 

 

 

SystemVerilog Monologue 

 

© 2022 Artgraphics. All rights reserved. 

8-14-1, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0012 Japan 

www.artgraphics.co.jp 

 

 

 
 

 

 

 

注意事項 

 

 弊社の技術資料の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、複製、転載する事は、

禁じます。 

 弊社の技術資料の譲渡、転売、模倣、又は、改造等の行為を禁止致します。 

 



SystemVerilog 雑談 

1 

Copyright 2022 © Artgraphics. All rights reserved. 

はじめに 

 

本資料は、書物の素材としては余りにも些細な情報、興味を持つ人がいるかどうかわからな

い情報、または書物には書ききれない程の詳細な解説から構成されています。また、題材は、

筆者が思いついたままに書き並べたもので、必ずしも SystemVerilog LRM の解説順序に準拠

している訳ではありません。更に、本資料は SystemVerilogの入門書ではないので、用語の説

明や機能の解説等を含んでいません。また、古くなった記事は順次削除して行きます。 

 

本資料は、「SystemVerilog 雑談」と称されていますが、内容的には SystemVerilog LRM の重

要な機能の解説、誤解し易い機能に関する補足的な説明、および見落としやすい機能の解説

に焦点を当てた意味のある資料で、単なる雑談ではありません。また、本資料は市販されて

いる書物には書ききれない情報を補足する意味も持ちます。 

 

アートグラフィックス 

篠塚一也 
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1 マルチプレクサと論理合成 2020.09.20 

合成結果が予測可能ならば、論理合成 をブラックボックスとして扱うのは妥当です。そうで

ない場合には、RTL コードの吟味が必要です。例えば、以下の SystemVerilog 記述が 2:1 の

multiplexerを生成しても不思議ではありません。 

 

module df(input [1:0] d,logic s,output out); 

assign out = d[s]; 

endmodule 

 

参考 1-1 

実際、s==0 であれば d[0]が、s==1 であれば d[1]が、それぞれ out に設定されるので、

マルチプレクサの動作を表現しています。 

 

 

図 1-1 packedアレイによるマルチプレクサの合成 

□ 

  

d[0] 

d[1] 

s 

out 2:1 

mux 

0 
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2 タイミング制御と信号値の更新 2021.06.22 

さすがの SystemVerilog でも正解が一意的に定まらない場合があるようです。 

 

 
  

assign p = q; 

 

initial begin 

q = 1; 

#1 q = 0; 

$display(p); 

end 

この場合、$display システムタスクが 0 ま

たは 1 の何れをプリントしても正しいと

LRMでは言っています。 

 

q に 0 をセットした後、そのまま続行すれ

ば、1 がプリントされ、続行する前に p の

値を更新すれば 0がプリントされます。 
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3 std::process 2021.09.11 

SystemVerilogの std::processには、ガーベッジコレクション機能が備わっています。 

 

 initial や always プロシージャは、process クラスのオブジェクトとして実行します。fork

で生成されるプロセスも processクラスのオブジェクトとして実行します。 

 process オブジェクトは、ユニークであり、検索用のキーとして使用する事ができます 

(LRM 230)。 

 プロセスが終了して、どこからも参照されなくなると、process オブジェクトは再利用さ

れるように管理されます (LRM 230)。したがって、多くのプロセスを生成しても、正常

にプロセスを終了させれば、資源を有効に活用できます。そのためには、process クラス

に定義されているメソッドを使用する必要があります。 

 processは、クラスですが、semaphoreや mailboxと異なり、ユーザが拡張する事はできま

せん (LRM 230)。 

 

参考 3-1 

もし processクラスがユーザにより拡張可能であれば、拡張したクラスのコンストラクタを使

用してプロセスを自由自在に作る事ができるようになります。これは、明らかに矛盾をしま

す。したがって、processクラスをユーザは拡張する事はできません。 

□ 
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4 ネットと変数 2021.10.05 

変数は、一時的に値を確保するために使用され、ネットは常時接続されている状態を表現す

るために使用されます。 

 

ネットは、要素同士を接続するために使用されるオブジェクトで、trireg を除き、値を保

持する機能はありません。そのため、ネットの値はドライバーの値により決定されます。し

たがって、ネットには、常に、ドライバーが接続されていなければなりません。もし、ドラ

イバーが接続されていない場合には、ネットの値として'z が仮定されます。ただし、

trireg の場合には以前のネットの値が仮定されます。 

 

参考 4-1 

一般的に言って、ネットは複数のドライバーを持ち得ますが、変数はシングルドライバーに

限られます。ただし、汎用的な always プロシージャは一つのグループとして考えられるの

で、変数が複数の汎用 always プロシージャでドライブされても一つのドライバーしか持た

ないと判定されます。なお、always_combや always_latchは汎用 alwaysプロシージャ

から除外されます。詳しい機能解説は、文献[1,9]を参照下さい。 

□ 
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5 UVMシミュレーション実行に関するメソッドの呼び出し 2021.10.08 

UVMでは、raise_objection()と drop_objection()を呼ばなければ、シミュレーショ

ンは実行しません。これらのメソッドの呼び出し管理をする要素としては、以下の候補が考

えられます。 

 

 テスト（uvm_testのサブクラス） 

 ドライバー（uvm_driverのサブクラス） 

 

ドライバーが、メソッドの呼び出し管理をする事になると、それぞれのテストケースに関す

る知識が必要になる可能性があり、ドライバーの再利用性、汎用性、柔軟性に制限が出てき

ます。したがって、ドライバーが担当するのは望ましくないと思えます。 

 

テストは、シーケンサーとシーケンスを結びつける役目を持ちますが、テストケース（シー

ケンスの事）の中身まで管理するのは行き過ぎだと思えます。したがって、テストよりもシ

ーケンスにメソッドの管理を任せる方が適切です。 

 

シーケンスは階層的に構築されるのでテストケースは多くのシーケンスから構成されますが、

それぞれのシーケンスでメソッドの呼び出し管理をするのは複雑になるだけです。望ましい

方法は、ルートシーケンスが開始する時に raise_objection()を呼び、ルートシーケンス

が終了する時に drop_objection()を呼ぶ方法だと思います。 

 
 

図 5-1 ルートシーケンスで実行制御する方法 

  

ルートシーケンス 

サブシーケンス 

トランザクション 

raise_objection drop_objection 
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6 C/C++と SystemVerilogの差異 2021.10.16 

C/C++では、アレイや文字列はポインターで管理されますが、SystemVerilog ではそれらはポ

インターで管理されずにオブジェクトとして扱われます。例えば、文字列同士の比較が可能

です。また、サブルーティンの引数にアレイを指定するとアレイのコピーが発生します。 

 

 

参考 6-1 

そもそも、stringは byte型の可変長アレイなので、通常のアレイと同じ扱いをされます。そし

て、文字列はポインターではないので、文字列の終了を示すナル（\0）は必要ありません。

また、文字列にナルを含んでも無視されます。 

□ 
  

string   state; 

logic [1:0] out; 

 

always @(state) 

 case (state) 

 "HOLD": out = 0; 

 "RESET": out = 1; 

 "SET":  out = 2; 

 "TOGGLE": out = 3; 

 default out = 'x; 

 endcase 

 

 

 

 

 

function void check(input int a[],..., 

      output int x[]); 

... 

endfunction 

 

 

 

ファンクションが開始する時、ア

レイ aへのコピーが発生する 

 

ファンクションが終了する時に、ア

レイ xからのコピーが発生する 

文字列を指定

できる 

SystemVerilog では、アレイや文字列はポインターではなく、オブジェクトとして

扱われます。 
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7 算術式の型 2021.11.10 

SystemVerilog では、式の型はオペランドの型で決定されるので、予期しない結果が得られる

事があります。例えば、2.0**-1は 0.5ですが、2**-1は 0になります。 

 

 

SystemVerilog LRM（256-257ページ）には、以下の様に規約が定められています。 

 

The result of using logical or relational operators or the inside operator on real operands shall be a 

single-bit scalar value. 

 

For other operators, if any operand, except before the ? in the conditional operator, is real, the result 

is real. Otherwise, if any operand, except before the ? in the conditional operator, is shortreal, the 

result is shortreal. 

 

簡単に言えば、ビット演算や比較演算を除き、算術式のオペランドに実数型が使用されれば、

式の型は実数型となります。それ以外の場合には、整数型（integral）になります。 

 

この規約に従うと、2.0**-1 は実数型なので 0.5 となりますが、2**-1 は整数型なので切

り捨てられて 0となります。 

 

また、9**0.5は 3.0ですが、9.0**(1/2)は 9.0**0を意味するので 1.0となります。僅

かな違いで結果が全く異なるので注意が必要です。 
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8 ｛｝オペレータと繰り返し 2021.12.16 

SystemVerilog の｛｝オペレータの演算優先順位は最も低く設定されています。したがって、

反直感的ですが、{5-1{2'b10}}は{4{2'b10}}に等しくなります。つまり、繰り返しの値

が式で表現されていると、式の評価が先に行われます。 
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9 多才な｛｝オペレータ 2021.12.19 

SystemVerilog のオペレータの中で、｛｝は最も多才なオペレータの一つと言えます。その多

才さを復習してみます。 

 

 基本的な機能として、｛｝は packedアレイを作ります。 

 

{co,sum} = a+b; 

 

 ｛｝の結果は packedアレイなので、パートセレクトが可能です。 

 

{a,b}[7:4] 

 

 ｛｝の結果は unsignedなので、｛｝は unsignedに変換する機能を持ちます。 

 

{-1}-1 

 

は、4294967294 となります。ただし、ここでは-1 が 32 ビットで表現されていると仮定して

います。このように｛｝オペレータを unsigned に変換する機能として使用できます。パート

セレクトも併用できるので、非常に便利です。 

 

 ビット長を拡張せずに演算を実行します。 

 

例えば、{a+b}のビット長は max($bits(a),$bits(b))なので、オーバーフローは無視さ

れます。{a*b}も同様です。また、{a**b}のビット長は$bits(a)と等しいため、溢れた

MSBsは切り捨てられます。 

 

 文字列を結合する機能を持ちます。 

 

string  hello = "hello", 

   tag = {5{"*"}}; 

string  s; 

s = { tag, " ", hello, " ", "world ", tag }; 

 

 キューを初期化するためのキューリテラルとして｛｝が使われます。 

 

byte q[$]; 

q = { 10, 20, 30 }; 
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10 SystemVerilog と最適化 2021.12.30 

C/C++では、式(a+b+0)を(a+b)に最適化できますが、SystemVerilog ではその様な最適化を

できません。この場合には、強制的に 32ビット以上で加算をするために 0を指定しています。

即ち、意図的に 0 を指定しているので、SystemVerilog ソースコードの最適化には注意が必要

です。 

 

最適化すべきかすべきではないかの問題 

 

SystemVerilog では全く最適化する機会がないかと云えば、そうでもありません。寧ろ、最適

化が必要な場合もあります。先ず、既に紹介したように、次の記述では最適化できません。1

ビット右にシフトするので、a+b の加算は 17ビット以上で行われなければなりません。その

ためには、0が必要です。 

 

logic [15:0]  a, b, answer; 

... 

answer = (a + b + 0) >> 1; 

 

以下の場合では、b と b[7:0]の内容は同じですが、b[7:0]を b に最適化する事はできませ

ん。b は符号付きですが b[7:0]は符号なしなので、論理的に意味が異なるからです。 

 

logic [15:0]   a; 

logic signed [7:0] b = -1; 

 

a = b[7:0];  // a = 'h00ff 

a = b;   // a = 'hffff 

 

最適化できない例をもう一つ紹介します。アレイ e の要素は 1ビットなので、e.sum の計算

結果は 1ビットになります。正しく求めるためには、e.sum+0 を最適化できません。 

 

bit  e[5] = '{ 1, 1, 1, 0, 0 }; 

... 

$display("e.sum = %0d",e.sum);  // 1がプリントされる 

$display("e.sum = %0d",e.sum+0);  // 3がプリントされる 

 

一方、以下の例で、もし tmp が他の何処でも使用されていなければ、tmp を最適化できます。 

 

logic tmp; 

 

always @(posedge clk) begin 

 tmp = a&b; 

 q <= tmp; 

end 

 

結果は、以下のようになります。最適化が望ましい一例です。 

 

always @(posedge clk) 

 q <= a&b; 

  

(a + b)>>1に最適化できない 

b[7:0]を bに最適化できない 
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11 logicデータタイプ 2022.01.15 

SystemVerilogの logicは、最も誤解し易い SystemVerilog機能の一つだと思います。logicはデ

ータタイプであり変数を宣言するためのマジックではありません。ネットでも変数でも logic

型になり得ます。 

 

以下の表に示すように logic はデータタイプです。しかし、モジュールポートの宣言に関し

ては、SystemVerilog には特別なルールがあるため、ネットと変数の識別には確実な知識が求

められます。正しくデザインを記述するためには、このルールを完全に理解しなければなり

ません。以下の例にあるように、ネットに対しても logicを指定できます。 

 

宣言 ネット 変数 

module dut(input a,b,output co,sum); a, b, co, sum  

module dut(input a,b,output logic co,sum); a, b co, sum 

logic  a, b; 

wire logic co, sum; 

var   x; 

var logic  y; 

co, sum a, b, x, y 

 

 

ネットタイプ（wire,wand,wor,uwire,trireg 等）を指定すると、必ず、ネットになります

が、ネットタイプを省略すると宣言状況によりネット、または変数になります。例えば、以

下の文献により理解を深める事ができます。 

 

SystemVerilog LRM（IEEE Std 1800-2017）、85―101ページ、703―705ページ 

SystemVerilog入門（共立出版）、24―31ページ、272―273ページ 
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12 ｛｝オペレータと string 2022.01.18 

SystemVerilog の｛｝オペレータのオペランドはコンパイル時にビット数が確定していなけれ

ばなりません。一方、｛｝のオペランドとして string 型も許されますが、string 型オペランド

の長さは可変です。これは｛｝オペレータの前提条件に矛盾するように思えますが、そうで

もありません。 

 

SystemVerilogのルール 

 

string 型のオペランドが｛｝オペレータに使用されると、前提条件に矛盾するため、

SystemVerilogでは以下のような規約を適用します。 

 

｛｝の少なくとも一つのオペランドが string 型であれば、｛｝は string の結合機能と

判断され、string 型ではないオペランドは string 型に変換されます。つまり、｛｝オ

ペレータの結果は string型になります。 

 

実は、次のように、このルールは非常に重要な拡張機能を意味します。 

 

｛｝のオペランドには繰り返しが許されますが、一般に、繰り返しを示す数は定数式に限

られます。しかし、string 型のオペランドは可変長なので、string 型の｛｝オペレー

タでは、繰り返し数を定数式に限定する理由はありません。すなわち、string 型｛｝オ

ペレータ内の繰り返しを示す式として定数式以外を指定する事ができます。 

 

｛｝オペレータと繰り返し指定の例 

 

integral型｛｝オペレータでは、繰り返しは定数式でなければなりません。 

 

byte  a; 

logic  b; 

... 

a = {8{b}}; 

 

string 型｛｝オペレータでは、繰り返しは non-constantでも構いません。 

 

int  n; 

string s 

... 

n = 3; 

s = {n{ "boo " }}; 

$display( "%s", s ); // displays 'boo boo boo ' 

 

string 型｛｝を代入文の左辺に指定する事はできません。 

 

  

繰り返しには定数式しか許されない 

繰り返しには定数以外も許される 
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13 $による最大・最小値の表現 2022.02.09 

SystemVerilog では、$を活用すると良いです。区間の最大・最小値はビット数に依存するの

で、記述を汎用的にするためには$は有効です。 

 

SystemVerilogの insideオペレータは、以下のようなシンタックスを持ちます。 

 

inside_expression ::= expression inside { open_range_list } 

 

inside オペレータの右辺には区間を指定できます。$を区間の左に指定すると、

expression の最小値に、$を区間の右に指定すると expression の最大値になります。 

 

以下の例では、指定した値が区間[-8:2]、または区間[5:7]に属するかをテストします。

下記の記述例では-8と 7の代わりに$を使用しています。 

 

typedef logic signed [3:0] small_t; 

 

module test; 

 

initial begin 

 check(5); 

 check(-5); 

 check(3); 

end 

 

function void check(small_t v); 

 if( v inside { [$:2], [5:$] } ) 

  $display("%0d is ok",v); 

 else 

  $display("%0d is illegal",v); 

endfunction 

 

endmodule 
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14 非推奨機能 2022.04.18 

SystemVerilogには、使用しない方が良い機能もあります。 

 

SystemVerilog豆知識 

機能 仕様と注意点 

defparam 

 この機能はVerilog時代から存在しますが、SystemVerilogの

現仕様（IEEE Std 1800-2017）では非推奨になっています。 

 defparam は多くの問題を引き起こすとともに、代替機能が

SystemVerilog に存在するため、defparam を使用する必要は

ありません。 

 defparamは将来のSystemVerilog仕様から削除される可能性

があるので、使用しない事を勧めます。 

procedural 

assign/deassign 

 現仕様では、defparam と同様に非推奨になっています。した

がって、将来の SystemVerilog 仕様から削除される可能性が

あるので、使用しない事を勧めます。 

operator overloading 

 旧仕様（IEEE Std 1800-2012）にはオペレータオーバーロー

ディングの仕様が記載されていましたが、現仕様では、その

機能は非推奨になっているので注意下さい。 
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15 regその他 2022.05.04 

SystemVerilog では reg を使用する必要はありません。また、logic と reg が全く同等という訳

ではありません。 

 

SystemVerilog豆知識 

機能 仕様と注意点 

logic 

 logicはデータタイプであり、それ以上の機能を持ちません。 

 logic は変数を宣言する機能を持つわけではないので、注意が

必要です。ネットでも変数でも logic型を持ち得ます。 

 データタイプが指定されずにネットや変数が宣言されると標

準データタイプとして logicが仮定されるだけです。 

reg 

 SystemVerilogでは、regを使用する必要はありません。 

 logicと regは全く同等とは言えません。ネットタイプと logic

を一緒に指定できますが、以下のようにネットタイプと reg

が一緒に使用されるとエラーになります。 

tri reg    r; // error 

wire reg [15:0]  v; // error 
 

signed 

unsigned 

 SystemVerilog では、unsigned と signed の比較は unsigned

で行われます。例えば、{-1}==-1は unsigned同士の比較に

なるので真です。 

ビットセレクト 

パートセレクト 

 ビットセレクトとパートセレクトは、常に、符号なしです。 

 例えば、以下のように宣言すると、a[1]も a[15:8]も符号

なしです。 

logic signed [15:0]  a; 
 

サイズを指定しない

数値リテラル 

 サイズを指定しない数値リテラル（100、'habcd、'b10）

の占めるビット数は、少なくとも 32ビットです。 

 実際のビット数は、EDA ツールに依存します。したがって、

一般的には、$bits(100) >= 32 となります。 

'0、'1、'x、'z 

 これらのリテラルは可変長ですが、単独では 1 ビットです。

例えば、$bits('0)==1 です。しかも、符号なしです。拡張

されるビット数には制限がありません。 

 Verilog-95では、'bxや'bzは 32ビットまでしか拡張され

ません。 
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16 論理合成可能な記述と自由度 2022.05.12 

SystemVerilog/Verilogで記述する際、論理合成による記述ルールの習慣が弊害をもたらす事も

あります。例えば、不完全な if 文を書くとラッチが生成されるため、一般的な検証問題でも

不完全な if文の記述を極力避ける習慣がつくのも不思議ではありません。 

 

例えば、変数の内容を左または右にシフトし、端から溢れたビットを反対側に回り込ませる

操作を考えてみます。 

 

左または右にシフトする場合、シフトするビット数が定数であれば、単なる rewire になるの

でコンパクトなネットリストになりますが、シフトするビット数が変数で与えられると、一

般的なシフターが合成されるため、複雑な合成結果となります。ましてや、ビットシフトに

より溢れたビットを反対側に回り込ませる仕様であれば、記述も定数方式にならざるを得ま

せん。然し、これは論理合成可能性を考慮するために引き起こされる問題であり、この習慣

が過度についてしまうと、一般的な検証問題への処理も必要以上に複雑になりかねません。

検証では、自由な発想で問題を解く事ができます。下記の記述は、比較の一例です。 

 

論理合成を考慮した安全な記述 自由な発想による記述 

module shifter(input [7:0] data_in,[2:0] shift, 

 output logic [7:0] data_out); 

 

always @(data_in,shift) 

 case (shift) 

 0: data_out = data_in; 

 1: data_out = {data_in[6:0],data_in[7]}; 

 2: data_out = {data_in[5:0],data_in[7:6]}; 

 3: data_out = {data_in[4:0],data_in[7:5]}; 

 4: data_out = {data_in[3:0],data_in[7:4]}; 

 5: data_out = {data_in[2:0],data_in[7:3]}; 

 6: data_out = {data_in[1:0],data_in[7:2]}; 

 7: data_out = {data_in[0],data_in[7:1]}; 

 endcase 

 

endmodule 

module shifter(input [7:0] data_in,[2:0] shift, 

 output logic [7:0] data_out); 

logic [7:0] spill; 

 

always @(data_in,shift) begin 

 {spill,data_out} = {8'b0,data_in} << shift; 

 data_out |= spill; 

end 

 

endmodule 

 

左側の記述は、左にビットをシフトする仕様ですが、右にシフトするためには、注意深く書

き換えなければなりません。一方、右側の記述では、右シフトへの変更は容易です。 
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17 implicit_data_type 2022.06.04 

SystemVerilogの implicit_data_typeとは、いったい何者であるかを調べてみましょう。 

 

結論から言えば、implicit_data_type はデータタイプの指定ではないのですが、この指

定をするとデータタイプの指定ができなくなり、結果として、標準的なデータタイプの仮定

が余儀なくされます。この意味において、暗黙のデータタイプ宣言機能と言えます。先ず、

変数を定義する際のデータタイプ宣言のシンタックスは以下のようになります。 

 

var_data_type ::= data_type | var data_type_or_implicit 

 

data_typeは、以下のシンタックスを持ちます。このシンタックスによれば、データタイプ

のキーワードを、必ず、先頭に指定しなければなりません。 

 

data_type ::= 

integer_vector_type [ signing ] { packed_dimension } 

| integer_atom_type [ signing ] 

| non_integer_type 

... 

 

次に、data_type_or_implicit は以下のようなシンタックスを持ちます。問題の

implicit_data_type が出てきました。データタイプキーワードの指定から始まれば、

data_type_or_implicit はdata_typeのシンタックスとなり、データタイプキーワード

を省略すると、data_type_or_implicit は implicit_data_type のシンタックスを選

択する事になります。 

 

data_type_or_implicit ::= data_type | implicit_data_type 

 

implicit_data_type は以下のようなシンタックスを持ちます。しかも、このシンタック

スにはデータタイプを指定する機能はありません。 

 

implicit_data_type ::= [ signing ] { packed_dimension } 

signing ::= signed | unsigned 

 

以上から、implicit_data_type のシンタックスが選択されると、データタイプの指定が

されていないため、標準的なデータタイプを仮定しなければなりません。それが、データタ

イプ logicの役目になります。最後に、例を示しておきます。 

 

 

 

 

module simple_alu(input ctrl,[1:0] a,b,output logic [1:0] z); 

 

 

 

 

  

[1:0]は、implicit_data_type 

[1:0]は、通常の packed次元 
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18 ｛｝オペレータと繰り返し 2022.06.07 

SystemVerilog の｛｝オペレータ内に繰り返しを指定した場合、繰り返しの対象となるオペラ

ンドは、一回しか評価されません。例えば、{4{f(a)}}において、f(a)は一回しか呼び出

されません。 

 

SystemVerilog の繰り返しは、同じ値の繰り返しを意味するので、繰り返しのオペランドは一

回しか評価されません。例えば、以下のような繰り返しが与えられたと仮定します。 

 

r = {4{f(a)}}; 

 

SystemVerilogでは、この代入文は以下のように展開されます。 

 

v = f(a); 

r = {v,v,v,v}; 

 

更に注意すべき事は、繰り返しが 0 でも、評価が一回行われる点です。例えば、以下の繰り

返しは 0ですが、f(a)は一回呼び出されてしまいます。 

 

r = {0{f(a)},8'hef}; 

 

参考 

繰り返しのオペランドは一回しか評価されないので、以下の効果の違いに注意して下さい。 

 

繰り返しを使用しない方法 繰り返しを使用する方法 

{$random,$random,$random} {3{$random}} 

三つの 32ビットの乱数を結合して 96ビット

の乱数を構成する。 

一つの 32ビットの乱数を合成して 96ビット

の数値を構成する。同じ値が三回続いてし

まう。 
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19 SystemVerilogクラスの活用 2022.06.08 

UVMを適用するほどの大規模な検証を意図しない場合には、汎用的な検証コンポーネントを

SystemVerilogクラスとして準備しておくだけでも効果的です。 

 

検証環境は、一般に、階層構造を形成してトップダウンに構築されます。したがって、階層

構造を構成するために必要な機能を提供する検証コンポーネントのベースクラスを開発して

おくと、検証環境構築の開発手順が簡略化されて作業効率が良くなります。つまり、毎回同

じような手順を踏む必要がなくなります。 

 

階層を構築するためには、UVM の uvm_component クラスと同じように、インスタンス名

と階層の親コンポーネントを指定するだけで十分です。その他には、階層を操作するための

ファンクションを準備しておけば、殆ど全ての小規模検証環境で再利用可能なベースクラス

となります。そして、必要に応じて、そのベースクラスに機能を追加して行けば、独自の検

証ライブラリーの基を築けます。 

 

class component_t; 

string  name; 

... 

extern function new(string name,component_t parent); 

extern function int add_child(component_t child); 

extern function component_t get_parent(); 

extern function component_t get_child(string name); 

extern function int get_first_child(ref string name); 

extern function int get_last_child(ref string name); 

extern function int get_next_child(ref string name); 

extern function int get_prev_child(ref string name); 

extern function string get_name(); 

extern function string get_full_name(); 

endclass 

 

そのようなベースクラスの典型的な例は、component_t クラスとして

下記の文献にあります。サブコンポーネントを管理する一般的な手法も

同時に学べます。その他、ログファイルを見易くするための機能が GCL

パッケージとして紹介されています。これらを活用すれば、小規模な検

証では、UVM に依存しなくても良い機会が増えてきます。店頭で立ち

読みすると良いです。 

 

参考文献 

検証のための SystemVerilogプログラミング、森北出版 、2022、 

第 7章、第 11章 
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20 always_combとタスク 2022.06.27 

always_combや always_latchの内部でタイミング制御を伴わないタスクを呼び出す事が

できますが、タスクの内部はデータフロー解析から除外されるので、センシティビティリス

トの生成は不完全になります。 

 

always_comb 内で taskを呼び出す always_comb 内で functionを呼び出す 

module dut(input a,b,s, 

 output logic q); 

 

always_comb begin 

 sub(a,b,q); 

end 

 

task sub 

  (input logic i,j,output k); 

 k = s ? j : i; 

endtask 

 

endmodule 

module dut(input a,b,s, 

 output logic q); 

 

always_comb begin 

 sub(a,b,q); 

end 

 

function void sub 

  (input logic i,j,output k); 

 k = s ? j : i; 

endfunction 

 

endmodule 

always_comb ではセンシティビティリス

トとして、@(a,b)が生成される。 

always_comb ではセンシティビティリス

トとして、@(a,b,s)が生成される。 

 

詳細は、下記の文献を参照下さい。 

SystemVerilog LRM 207ページ 

SystemVerilog超入門、第 8.7節 
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21 ショートサーキット評価 2022.08.16 

SystemVerilogの論理オペレータ（&&、||）はショートサーキットオペレータですが、bitwise

オペレータ（&、|）は、ショートサーキットオペレータではありません。 

 

例えば、以下の記述において、もし aが 0であれば、calculate(b)は評価されません。 

 

if( a && calculate(b) ) 

... 

 

しかし、以下の場合には、たとえ aが 0でも calculate(b)は評価されます。 

 

out = a & calculate(b); 

 

詳細は、下記の文献を参照下さい。 

SystemVerilog LRM 259ページ 

SystemVerilog超入門、第 4.1.8、4.1.9項 

SystemVerilog入門、第 8.1.6項 
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22 $bitsシステムファンクション 2022.08.23 

SystemVerilogの$bitsシステムファンクションの面白い使い方を紹介します。 

 

$size システムファンクションは、ご存知の方も多いと思います。例えば、以下のように使

用します。 

 

byte  q[$]; 

... 

wait( $size(q) > 2 ); 

 

他のプロセスが、キューqに要素を追加すれば上記の wait文は解除されます。然し、qの保

有する領域の総ビット数を調べる場合にはどうなるでしょうか。恐らく、以下のような策を

思い浮かべる可能性があります。 

 

byte  q[$]; 

... 

wait( $size(q)*$bits(byte) > 128 ); 

 

$bits システムファンクションは、指定したタイプのビット数を戻しますが、式にも適用す

る事ができます。従って、上記の記述は以下のように簡単になります。 

 

byte  q[$]; 

... 

wait( $bits(q) > 128 ); 
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23 UVMシーケンサーとマクロ 2022.08.30 

 

UVM のシーケンサーは、いつも同じ構造を取りますが、default_sequence を割り当てるた

めにそのインスタンスが必要なので、シーケンサーの定義は必須です。然し、マクロを準

備しておくと一行でシーケンサーの定義が済みます。 

 

 

シーケンサーの run_phase()は存在しなければならないため、シーケンサーの定義は必要

ですが、その run_phase()の内容はベースクラス uvm_sequencer の機能と変わりがあり

ません。したがって、シーケンサーの定義は殆ど定型的な記述となるので、マクロ化してお

くと便利です。 

 

標準的な記述 マクロによる簡略記述 

class simple_sequencer_t 

 extends uvm_sequencer #(simple_item_t); 

`uvm_component_utils(simple_sequencer_t) 

function new(string name,uvm_component parent); 

 super.new(name,parent); 

endfunction 

endclass 

`sys_sqr(simple_sequencer_t,simple_item_t) 

 

参考 

殆ど自明なので、sys_sqrマクロの内容は省略しました。 
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24 SystemVerilogマクロと UVM 2022.09.06 

SystemVerilog のマクロを使用するか否かは個人の好みによると思いますが、こと UVM とな

ると別問題です。UVMには定型的な記述が多いので、個人のアイデアを生かすには最適です。 

 

 

例えば、UVMで記述したドライバーを以下のように仮定します。 

 

class simple_driver_t extends uvm_driver #(simple_item_t); 

virtual simple_if vif; 

`uvm_component_utils(simple_driver_t) 

function new(string name,uvm_component parent); 

 super.new(name,parent); 

endfunction 

... 

extern function void build_phase(uvm_phase phase); 

extern task run_phase(uvm_phase phase); 

endclass 

 

function void simple_driver_t::build_phase(uvm_phase phase); 

 super.build_phase(phase); 

 ... 

endfunction 

 

コンストラクタは、不変の構造なのでマクロにし易いです。また、*_phase()メソッドの

extern 宣言も不変のシンタックスなので、マクロにし易いです。例えば、マクロを使用する

と以下のようになり、タイプするのも楽になります。 

  

class simple_driver_t extends uvm_driver #(simple_item_t); 

virtual simple_if vif; 

`uvm_component_utils(simple_driver_t) 

`sys_component_new_m 

`sys_extern_build_phase_m 

`sys_extern_run_phase_m 

endclass 

 

`sys_build_phase_m(simple_driver_t) 

 `sys_super_build_phase_m 

 ... 

`sys_end_build_phase_m 

... 

 

  

クラス外のメソッド定義に

もマクロを使うと便利 

endfunction よりもタイプする量が増える

のですが、統一するためにマクロを使用する 
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25 代入文 2022.09.12 

SystemVerilogの integral型の代入文では、LHSはビット幅に制約を課しますが、符号に関して

は RHSが決定します。 

 

SystemVerilog では、RHS を LHS のビット幅に調節する際には RHS の符号を考慮して拡張し

ます。LHS の符号は無関係です。以下の例は、LHS の符号は影響しない事を明解に示してい

ます。 

 

logic signed [15:0] a; 

logic signed [7:0]  b; 

 

initial begin 

 b = -2; 

 a = b;   // a : -2 

 a = b[7:0]; // a : 254 

end 

 

b[7:0]の代わりに、以下のようにする事もできます。 

 

a = {b}; 

 

この他にも、以下のような変換法もあります。 

 

a = unsigned'(b); 

a = $unsigned(b); 

 

参考 

EDA ツールによっては使用できない機能もあるので、できるだけ多くの選択肢を準備してお

くと救われます。 

  



SystemVerilog 雑談 

26 

Copyright 2022 © Artgraphics. All rights reserved. 

26 ファンクショナルカバレッジ 2022.09.16 

SystemVerilog のファンクショナルカバレッジでは、制約の付いたランダム変数のカバレッジ

計算をする場合、状況に応じたカバレッジビンの定義をすると良いです。 

 

制約の付いたランダム変数のカバレッジ計算をする場合、明示的にカバレッジビンの定義が

必要になります。例えば、以下の記述例では、カバーポイント a にビン定義がないため

auto[0]~auto[7]の 8個のビンが自動生成されますが、auto[6]と auto[7]はカバーされ

ないので、最大 75%のカバレッジしか達成できません。 

 

class sample_t; 

rand bit [2:0] a; 

 

constraint C { a inside { [0:5] }; } 

 

covergroup cg; 

 coverpoint a; 

endgroup 

  

function new; 

 cg = new; 

endfunction 

endclass 

 

カバレッジビンを定義するには、以下のようなオーソドックスな方法があります。 

 

covergroup cg; 

 coverpoint a { bins value[] = { [0:5] }; } 

endgroup 

 

これは必要な値を基にした記述法ですが、以下は不必要な値をベースにする方法です。この

場合、auto[0]~auto[5]の 6個のビンしか定義されません。 

 

covergroup cg; 

 coverpoint a { ignore_bins skip_vals = { 6, 7 }; } 

endgroup 

 

もし不必要な値にはエラーを報告したい場合には、以下のようにもできます。 

 

covergroup cg; 

 coverpoint a { illegal_bins invalid_vals = { 6, 7 }; } 

endgroup 

 

この場合にも、auto[0]~auto[5]の 6 個のビンしか定義されません。何れの方法でも、

100%カバレッジを達成する能力を持ちます。 

 

参考文献 

SystemVerilog LRM、553-590ページ 

SystemVerilogによる検証の基礎、第 4章、森北出版 2020. 

  

ランダム変数 aには制約

が定義されている 

カバーポイント aにはカバレッジビ

ンが定義されていないので、100%

カバレッジを達成できない 
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27 SystemVerilogによる回路表現 2022.09.19 

SystemVerilogの if-then-elseで基本回路を表現する方法には様々な応用法があります。 

 

以前、SystemVerilog の if-then-else を使用して XOR とそれに同値な 2:1 マルチプレクサ表現

（下図の(a)と(b)）を紹介しましたが、その表現を利用すると様々な回路を導けます。 

 
 

例えば、(a)の回路表現に少し手を加えた(c)は面白い性質を持ちます。{j,k}に 2'b00 を設定

すると、outは qになります。つまり、HOLDの状態を表現します。 

 

 
 

{j,k}に対して他の組み合わせを試すと皆さんが予想している結果を得ますのでお試し下さ

い。尚、(c)の out をフリップフロップに接続し、フリップフロップの出力をフィードバック

させるとお馴染みの回路を得ます。 

 

参考文献 

SystemVerilogによるロジック設計入門、アートグラフィックス 2022. 
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28 ?:オペレータ 2022.09.24 

SystemVerilogの?:オペレータは 2:1マルチプレクサに合成し易いので、選択肢にリテラルを指

定するとコンパクトな回路表現になります。 

 

 

例えば、以下のような記述があれば、ほぼ確実に 2:1マルチプレクサに合成されます（下図の

(a)）。しかし、このマルチプレクサは最適化されて(b)のようになります。 

 

logic a, out, s; 

assign out = s ? a : 0; 

 
同様に、リテラル 1 を以下のように指定しても、(c)のようにマルチプレクサに展開されます

が、最適化されると(d)のように簡略化されます。 

 

assign out = s ? a : 1; 

 
したがって、リテラル 1'b1や 1'b0を使用しても supply1や supply0に合成されるわけでは

ないので、活用すべきです。 

 

参考文献 

SystemVerilogによるロジック設計入門、アートグラフィックス 2022. 
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29 パラメータ指定のクラス 2022.10.04 

パラメータを指定して汎用化した SystemVerilogクラスでは、指定したパラメータの値やタイ

プを参照できますが、値とタイプでは参照の仕方が異なります。 

 

例えば、以下のようにパラメータ指定のクラスを定義したと仮定します。パラメータとして

使用されている widthと Tをクラス外部から参照できますが、参照の仕方は異なります。 

 

class vector #(parameter width = 7, type T = int); 

// ... 

endclass 

 

パラメータ width はオブジェクトであり、vector#(width,T)クラスのインスタンスに属

する定数なので、ドットオペレータ（.）を使用して参照します。一方、パラメータTは定数

ではないので、クラススコープオペレータ（::）を使用して参照します。LRMに掲載されて

いる例を以下に紹介します。 

 

vector #(3) v = new; 

initial $display (vector #(3)::T'(3.45));  // Typecasting 

initial $display ((v.T)'(3.45));     // ILLEGAL 

initial $display (v.width); 

 

width は、インスタンスを作らなければ参照できませんが、T はインスタンスを必要としま

せん。例えば、以下のようにも使用できます。 

 

vector #(3)::T value; 

 

このような使用法は、UVMの至る所に見当たります。 
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30 string操作機能 2022.10.22 

【初心者向け】SystemVerilog には便利な string データタイプがありますが、それを操作する

ための十分な機能が揃っているとは言えません。 

 

SystemVerilog の基礎知識を得たら、自身のライブラリーに string 操作機能を追加すると習得

した知識の確認になります。以下に代表的な機能を紹介しますが、メソッド名称、使用法、

機能を自由に設計し直して下さい。 

 

便利な string操作機能の一例 

メソッド 機能 

function bit starts_with 

(input string s,string prefix); 

指定した文字列（s）が指定した文字列（prefix）で

始まるか調べます。始まれば 1'b1 を戻し、そうでな

ければ 1'b0を戻します。 

function bit ends_with 

(input string s,string suffix); 

指定した文字列（s）が指定した文字列（suffix）で

終了するか調べます。終了すれば 1'b1 を戻し、そう

でなければ 1'b0を戻します。 

function int first_index 

(input string s,byte c); 

指定した文字列（s）に指定した文字（c）が含まれ

るか調べます。含まれていれば、最初の出現のイン

デックスを戻し、そうでなければ-1を戻します。 

function int last_index 

(input string s,byte c); 

指定した文字列（s）に指定した文字（c）が含まれ

るか調べます。含まれていれば、最後の出現のイン

デックスを戻し、そうでなければ-1を戻します。 

function string trim 

(input string s); 

指定した文字列（s）の前後にある不要な空白を取

り除きます。取り除かれた文字列が戻されます。元

の文字列には影響がありません。 

例えば、sが "  this object  " であれば、"this object"

が戻されます。 

function string replace_first 

(input string s,byte from,byte to); 

指定した文字（from）が文字列（s）に存在すれ

ば、最初の出現を toで置き換えます。 

function string replace_last 

(input string s,byte from,byte to); 

指定した文字（from）が文字列（s）に存在すれ

ば、最後の出現を toで置き換えます。 

function string replace_all 

(input string s,byte from,byte to); 

指定した文字（from）が文字列（s）に存在すれ

ば、全ての出現を toで置き換えます。 

function bit contains 

(input string s,string sub); 

指定した文字列（sub）が文字列（s）に含まれてい

るか調べます。含まれていれば 1'b1、含まれていな

ければ 1'b0を戻します。例えば、sが "this book is" 

で subが "book" であれば、1'b1が戻されます。 

 

参考 

開発した機能を pkg_string のようなパッケージに定義しておくとメソッド名称の矛盾を回

避できます。あるいは、scl_starts_with、scl_ends_with 等のように識別子を添える

と名称矛盾を避けられます。その他にもあるので、自身に適した方法を工夫して下さい。 
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31 begin-endブロック 2022.11.09 

【初心者向け】SystemVerilog では、begin-end ブロック内の文は、例外なく、上から順に処理

されます。 

 

例えば、以下の記述においては、$time==4 の NBA領域において、a に 0が割り当てられ、

その後、aに 1が割り当てられるので、$time==4の終わりには aは 1を保持します。 

 

module test1; 

logic a; 

 

initial a = 1;  

initial begin 

 a <= #4 0;  

 a <= #4 1; 

end 

 

endmodule 

 

しかし、以下の記述においては、二つの initialプロシージャが同時に実行するため、aに

設定される順序は実行状況に依存します。従って、$time==4 の終わりにおける a の値を予

測できません。 

 

module test2; 

logic a; 

 

initial a = 1; 

initial a <= #4 0; 

initial a <= #4 1; 

 

endmodule 

 

  

二つのinitialプロシージャは同時に実行

を開始するため、a = 0が a = 1よりも先

にスケジューリングされる保証はない 

$time==4において、a = 0が a = 1

よりも先にスケジューリングされる 
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32 カバーポイント 2022.11.11 

【初心者向け】SystemVerilog のオペレーションの演算精度は左辺を含むオペランドの精度で

決定されるので、十分な計算精度で結果を得られます。然し、式のカバレッジ計算には左辺

が存在しないため計算精度の間違いに陥り易い傾向があります。 

 

例えば、以下の記述例において a と b は 1ビットですが、左辺が 2ビットであるため、加算

は 2ビットで行われます。 

 

 

logic a, b, co, sum; 

assign {co,sum} = a+b; 

 

 

然し、以下のカバーポイント(a+b)は左辺を持たないため、演算精度は 1 ビットです。した

がって、(a+b)が 0 と 1 になる場合しか情報の収集がされません。つまり、auto[0]と

auto[1]の二つのビンしか生成されません。本来、(a+b)は 0~2 の値を取るので三つのビン

が必要なので、この計算式の記述は正しくないと言えます。 

 

class simple_item_t; 

rand logic a, b; 

bit    coverage_enabled; 

covergroup cg; 

 a_plus_b: coverpoint (a+b) iff (coverage_enabled); 

endgroup 

... 

endclass 

 

このような落とし穴は SystemVerilogの至る所（例えば、アレイ要素の和を求める sumメソッ

ド等）に存在しますが、特に、ファンクショナルカバレッジとアサーションには仕様上、及

び使用上の多くの間違い易い機能があります。ちなみに、上記の問題点を以下のように解消

できます。他の方法も試して下さい。 

 

covergroup cg; 

 a_plus_b: coverpoint (a+b+2'b0) iff (coverage_enabled) 

 { bins fc_a_plus_b[] = {[0:2]}; } 

endgroup 

 

参考文献 

SystemVerilogによる検証の基礎、森北出版 2020. 

SystemVerilog入門、共立出版 2020. 

  

a と b は 1 ビットであるが、加算

は 2ビットで行われる 

1ビットの精度で計算されるので正しくない 
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33 ノンブロッキング代入文の左辺の評価 2022.11.12 

SystemVerilog のブロッキングとノンブロッキング代入文の違いは明白だと思いますが、ノン

ブロッキング代入文の左辺で参照用として使用されている変数に関しては、あまり知られて

いないと思います。 

 

非常に些細な話題ですが、覚えておくと役に立つ時があるかも知れません。 

 

例えば、右のような記述をすると、a[index]に 10が設定さ

れるのは、index = 2 の実行が完了した後です。そうなる

と、a[index]の indexは 1か 2のどちらを示しているか判

然としません。直感的には、indexは 1を示すと考えられま

すが、理由を説明できなければ正しい知識とは言えません。 

 

幸い、SystemVerilogには以下のようなルール（LRM 238ペー

ジ）が設けられているので、上記の疑問には正確に答える事

ができます。 

 

ノンブロッキング代入文の左辺にインデックスやオブジェクトのハンドルが使用されてい

る場合、それらの参照は右辺を評価する時点と同じタイミングで評価されます。ただし、

左辺の参照の評価と右辺の評価のどちらが先に行われるかは分かりません。 

 

このルールによると、a[index]の index の評価はノンブロッキング代入文の右辺が評価さ

れる時に行われるので、a[index]の indexは 1を意味します。 

 

参考 

この種の情報は余りにも細かい事柄なので、気にする人も少なく、題材として取り上げる書

物は少ないと思います。然し、LRMに明記されているわけですから、職業的に SystemVerilog

を使用する技術者にとっては必須知識と言えます。詳しく、しかも徹底的に SystemVerilog の

基礎知識を習得したい方には以下の文献をすすめます。 

 

SystemVerilog超入門、アートグラフィックス 2022. 

  

module test; 

... 

initial begin 

 index = 1; 

 a[index] <= 10; 

 index = 2; 

end 

endmodule 
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34 代入文の左辺の評価 2022.11.26 17:08 

SystemVerilog のノンブロッキング代入文の左辺で使用されている参照用変数の評価は、右辺

が評価される時に行われますが、ブロッキング代入文の場合には評価するタイミングが異な

ります。 

 

今回も非常に細かい話題ですが、間違い易いので注意が必要です。簡単な例を使用して下表

に要点をまとめておきます。 

 

代入文の記述  参照用の変数の評価 

a[index] = b; 左辺は、右辺が評価される時に評価されます。したがっ

て、右辺の bが評価される時に indexも評価されます。但

し、どちらが先に評価されるかは不定です。 

a[index] <= b; 

a[index] <= #10 b; 

a[index] = #10 b; 

左辺の評価は、右辺で指定されているイベントが発生した

時に評価されます。したがって、index の評価は#10 ディ

レー後に行われます。 

 

ノンブロッキング代入文は実行をブロックしないので、左辺の評価をするタイミングは首尾

一貫しています。つまり、intra-assignment イベント制御があろうとなかろうと左辺の評価順

序には影響がありません。然し、ブロッキング代入文は実行をブロックするため、左辺の評

価は右辺に指定されている intra-assignment イベント制御が発生する時に行われます（LRM 

237ページ参照）。 

  



SystemVerilog 雑談 

35 

Copyright 2022 © Artgraphics. All rights reserved. 

35 パラレルとプライオリティ 2022.12.07 

【初心者向け】シミュレーションをする限りでは SystemVerilog 記述スタイルに大きな差があ

りませんが、回路に合成をするとなると同じ if 文の使い方でも設計者の意図を明確に表現し

なければなりません。 

 

ここでは、if 文の記述法が論理合成に与える影響を考察します。以下の説明で使用する信号

は次のように宣言されていると仮定します。 

 

logic [1:0] s; 

logic   a, b, c, d, sa, sb, sc; 

 

右のような記述を仮定します。if 文に指定されている条件式

は排他的です。例えば、s == 0が真であれば他の条件は全て

偽です。したがって、この if文の構造は parallelであり、どの

条件式から先に評価しても論理が成立します。このため、合成

法には自由度がありますが、一般的には下図の(a)または(b)の

ように合成されます。勿論、これらよりも高速な回路構成に合

成される可能性もあります。 

 

 

では、右のように記述すると、どのように状況が変化するか考

えてみます。この場合には、三つの信号 sa、sb、scは独立で

あるため、同時に 1 となり得ます。したがって、右の if 文の

条件式は排他的にはなり得ません。このため、上から順に条件

式を評価して行かなければ正しい論理を構成する事ができませ

ん。つまり、右の if 文の構造は暗黙のプライオリティを示唆

しています。一般的には下図の(c)のように合成されます。 

 

 

 
最後に、実用的な例を提示してお

きます。右の二つの記述に関する

相違を確認しておくと役に立ちま

す。 

 

 

  

if( s == 0 ) 

 z = a; 

else if( s == 1 ) 

 z = b; 

else if( s == 2 ) 

 z = c; 

else 

 z = d; 

if( sa == 1 ) 

 z = a; 

else if( sb == 1 ) 

 z = b; 

else if( sc == 1 ) 

 z = c; 

else 

 z = d; 

casex ({sa,sb,sc}) 

3'b1xx: z = a; 

3'bx1x: z = b; 

3'bxx1: z = c; 

default: z = d; 

endcase 

casex ({sa,sb,sc}) 

3'b1xx: z = a; 

3'b01x: z = b; 

3'b001: z = c; 

default: z = d; 

endcase 

2:1 

mux 

d 

c 

b 
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36 ポート宣言 2022.12.17 

【初心者向け】モジュールのポート宣言では、キーワードを省略する事がよくありますが、

SystemVerilogのポート宣言の標準値は間違い易いです。 

 

SystemVerilog のモジュールヘッダを定義する際、同じ属性を持つポートを並べるようにする

方が間違いは少なくなります。そして、属性が変化する場合には、属性の直前にキーワード

を指定すると良いです。 

 

例えば、下記の例の dut1は正しいポート宣言ですが、dut2のポート宣言は正しくありませ

ん。この種の間違いをしても通常はコンパイルエラーが出ません。 

 

module dut1(input clk,s,[1:0] a,output logic q); 

always @(posedge clk) 

 q <= a[s]; 

endmodule 

 

 

module dut2(input clk,[1:0] a,s,output logic q); 

always @(posedge clk) 

 q <= a[s]; 

endmodule 

 

dut1 では、ポート s は clk の直後にあるので、方向は input で 1ビットの logic タイプ

です。然し、dut2 のポート s は、ポート a の後に宣言されているので 2ビットの logic タ

イプになります。 

 

どうしてもポート s をポート a の後に宣言しなければならない事情がある場合には、以下の

ようにキーワードを指定して a から継承する属性を一旦リセットする必要があります。wire

の代わりに logicを指定しても良いです。こうするとポート sは 1ビットになります。 

 

module dut2(input clk,[1:0] a,wire s,output logic q); 

 

  

ポート s はポート a と同じ属性を持つよ

うに宣言されているので 2ビットになる 
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37 式の記述 2022.12.21 

SystemVerilog でデザインを記述する際、できるだけ少ない中間変数を使用して式を表現する

場合がありますが、それが正しい方策かどうかは論理を最適化するツールの性能に強く依存

します。ツールの最適化方式を理解して式を表現すると良いです。 

 

簡単な式を例にとり、中間変数の多少が最適化に大きな影響を及ぼす事を解説したいと思い

ます。以下で紹介する式は、何れも簡単な演算式でコンパイラーの分野では、three-address方

式と呼ばれています。 

 

最初の記述では、a、b、c、d の 4 つの変数だけで式を表現しています。L1 と L3 の右辺

（rhs）は同じ式に見えますが、L1.rhs!=L3.rhsです。一方、L2と L4の右辺も同じ式に

見えます。実際問題として、L2.rhs==L4.rhsです。コンパイラーの理論では、dag(directed 

acyclic graph)を使用する事により L1.rhs!=L3.rhsおよび L2.rhs==L4.rhs を判定します。 

 
次に、中間変数の数に制限を与えずに式を書き換えると以下のようになります。このような

表現方式は SSA (Static Single-Assignment) 形式とよばれ、近年のコード最適化の重要な手法と

して知られています。この SSA 形式では、既に定義されている変数が左辺で再定義される事

はないという特徴があります。 

 
したがって、この形式では 7 変数を使用していますが、S1.rhs!=S3.rhs、および

S2.rhs==S4.rhs である事は直ぐに分かります。 

 

要約すると、中間変数を使用する事が最適化を妨げる事はないと思えます。少なくとも、処

理系にとっては最適化し易い記述と言えます。しかも、記述する人にとっても分かり易いと

いう利点があります。 

 

以上は一般的な見解ですが、実務に適用する前に使用しているツールで確認をする必要があ

ります。尚、この例題は文献[1]より、SSAは文献[2]を参考にしています。 

 

[1] Alfred V. Aho, Monica S. Lam,  Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman, Compilers : Principles, 

Techniques, and Tools, Addison-Wesley, 2007. 

[2] Andrew W. Appel, Modern Compiler Implementation in C,  Cambridge University Press, 1998. 

 

  

- 

+ 

+ 

b c 

L1.lhs 

d 

L2.lhs, L4.lhs 

L3.lhs 

dag 

L1: a = b + c; 

L2: b = a – d;  

L3: c = b + c; 

L4: d = a – d; 

 

S1.rhs!=S3.rhs、 S2.rhs==S4.rhs

である事は自明 

S1: t1 = b + c; 

S2: t2 = t1 – d; 

S3: t3 = t2 + c; 

S4: t4 = t1 – d; 
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38 合成予測 2023.01.03 

SystemVerilog はハードウェア記述言語なので、合成可能で正しい記述であれば意図した回路

を得る事ができます。そのためには、SystemVerilog 記述がどのような回路に合成されるかを

予測する知識も必要になります。 

 

論理合成が生成する結果を予測する方法として比較的簡単な記述を対象にすれば、素朴な手

順でも、ほぼ最適化された合成結果を得られます。ここでは、そのような手順を紹介します。 

 

右のような記述例を考察します。記述に使用されている信号は全て

1 ビットです。これよりも複雑な場合でも同様です。この記述は組

み合わせ回路を表現しているので、ブール式で𝑓(𝑠1, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐)と書

く事にします。更に、else if 以降の記述をブール式で𝑔(𝑠2, 𝑏, 𝑐)と書

く事にします。まとめると以下のようになります。 

 

if( s1 )  

 out = a; 

else if( s2 )  

 out = b; 

else 

 out = c; 

 

Shannonの展開定理により、これらの式を以下のように変換できます。ここで、+は OR、*は

AND、'は NOTを意味します。 

 

𝑓(𝑠1, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑠1 ∗ 𝑓(1, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐) + 𝑠1′ ∗ 𝑓(0, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑠1 ∗ 𝑎 + 𝑠1′ ∗ 𝑔(𝑠2, 𝑏, 𝑐)   

𝑔(𝑠2, 𝑏, 𝑐) = 𝑠2 ∗ 𝑔(1, 𝑏, 𝑐) + 𝑠2′ ∗ 𝑔(0, 𝑏, 𝑐) = 𝑠2 ∗ 𝑏 + 𝑠2′ ∗ 𝑐  

𝑓(𝑠1, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑠1 ∗ 𝑎 + 𝑠1′ ∗ 𝑠2 ∗ 𝑏 + 𝑠1′ ∗ 𝑠2′ ∗ 𝑐  

 

この展開式は右図の回路を予測しています。上

記の計算では、基本回路に変換する目的で式を

変換しましたが、もう少し高度な表現も可能で

す。そのために、2:1 マルチプレクサが表現す

るブール式を以下のように定義します。 

 

𝑖𝑡𝑒(𝑠, 𝑎, 𝑏) = 𝑠 ∗ 𝑎 + 𝑠′ ∗ 𝑏 

 

すると、Shannon の定理より以下の表現を得ます。この表現から、下図の回路構成を得ます。 

 

𝑓(𝑠1, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑖𝑡𝑒(𝑠1, 𝑓(1, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐), 𝑓(0, 𝑠2, 𝑎, 𝑏, 𝑐)) = 𝑖𝑡𝑒(𝑠1, 𝑎, 𝑔(𝑠2, 𝑏, 𝑐))  

= 𝑖𝑡𝑒(𝑠1, 𝑎, 𝑖𝑡𝑒(𝑠2, 𝑏, 𝑐)) 

 
参考文献 

SystemVerilogによるロジック設計入門、アートグラフィックス 2022. 

  

if( s1 ) 

 out = a; 

else if( s2 ) 

 out = b; 

else 

 out = c; 
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39 ファンクション 2023.01.07 

【初心者向け】Verilogと異なり SystemVerilogのファンクションは多才です。 

 

SystemVerilog のファンクションは単なる計算処理だけでなく複雑なプロセス制御処理もでき

ます。SystemVerilog では使用できる機能が増えていますが、それは次の拡張機能の効果です。

下表はファンクション内で使用できる機能と使用できない機能の代表例です。 

 

 SystemVerilogでは、値を戻さないファンクションを定義できる。 

 ファンクション内で fork-join_noneを使用できる。 

 イベントオブジェクトを引数に指定できる。 

 

ファンクションでの記述制限抜粋 

ファンクション内での記述 制限及び許容機能 

使用できない機能 

タイミング制御 

以下の機能を使用できません。 

#, ##, @, fork-join, fork-

join_any, wait, wait_order, or 

expect 

呼び出し 
ファンクションからタスクを呼び出す事は

できません。 

注目すべき使用可能

な機能 

並列処理 fork-join_none を使用できます。 

プロセス制御 

std::process クラスの resume()、

suspend()を使用できます。これらの機能

は、以下のように void ファンクションと

して定義されているのでファンクション内

で呼び出しが可能です。 

function void suspend(); 

function void resume(); 

イベント制御 
イベントオブジェクトを引数に指定できま

す。イベント解除（->ev）もできます。 

ノンブロッキング代

入文 

下記のような代入文は、実行をブロックし

ないので、ファンクション内でも使用でき

ます。但し、実行結果が反映されるタイミ

ングに注意が必要です。 

a <= b; 
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40 プロセス制御 2023.01.12 

SystemVerilog には中断しているプロセスを再開するために resume()メソッドがありますが、

このメソッドはファンクションであるため直ぐに戻ってきます。そのため、メソッドが戻っ

てきた時に中断したプロセスが再開している保証はありません。 

 

 

SystemVerilog の process クラスにはプロセス制御のためのメソッドが定義されていますが、

await()メソッド以外はファンクションとして実現されています。そのため、ファクション

として定義されているメソッドを使用する時には、機能が実際に遂行しているかを確認しな

ければならない場合もあります。例えば、以下の記述では、プロセス p1 がプロセス p2 を再

開しようとしています。 

 

// プロセス p1 

bit  p2_resumed; 

... 

p2.resume(); 

p2_resumed = 1; 

 

 

然し、resume()メソッドはファンクションなので直ぐに戻って来て p1 の実行を継続します。

従って、戻った時にプロセス p2 が実行を再開している保証はありません。但し、resume()

メソッドの実行により p2 がスケジューリングされる事は確かです。p2 の実行が再開をして

いる仮定をする場合には、プロセスp1側で同期をとる必要があります。例えば、以下のよう

にして p2の実行が再開するのを待つ事ができます。 

 

// プロセス p1 

... 

p2.resume(); 

wait( p2.status != process::SUSPENDED ); 

p2_resumed = 1; 

 

この方法には、p2 側が処理方式を変更する必要がない利点があります。また、p2 の実行が

再開していなければ、wait()がプロセス p1 の実行をブロックするため、結果として、実行

待ちにある他のプロセスに実行権が譲られる効果もあります。すなわち、プロセスp2が実行

再開する機会を得ます。プロセス制御法の詳しい解説に関しては下記の文献を参照してくだ

さい。 

  

参考文献 

検証のための SystemVerilogプログラミング、森北出版 2022. 

  

プロセス p1がプロセス p2の実行を再開しようとしている 

プロセス p2が再開するのを待つ 
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41 Implication 2023.01.28 

SystemVerilogアサーションの implicationオペレータ（|－>、|=>）では、antecedentの書き方と

vacuous passに注意しなければなりません。 

 

implicationオペレータの左辺は antecedent、右辺は consequent.と呼ばれますが、antecedentの書

き方によっては、consequent が頻繁に評価されるため非常に効率の悪いアサーションになり

ます。 

  

implicationオペレータ使用上の注意事項 

antecedent 仕様と注意点 

レベルセンシティブ 

antecedent がレベルセンシティブであると、条件が真であるとクロ

ッキングイベント時に必ず consequentの評価が行われ、条件が真で

ある限りこの状態が続きます。 

 

property data_end_rule1; 

data_end_exp |-> ##[1:2] $rose(frame); 

endproperty 
 

エッジセンシティブ 

antecedent がエッジセンシティブであれば、特定のクロッキングイ

ベント時にのみ consequentの評価が行われるため、効率が良くなり

ます。 

 

property data_end; 

$rose(data_phase) |-> ##[1:5] ready_exp; 

endproperty 
 

条件が偽 

antecedent の条件が成立しない場合には、consequent の評価が行わ

れませんが、vacuous pass が発生するためログファイが煩雑になり

ます。不必要な vacuous pass のプリントを抑止するためには、

assert propertyと cover propertyの併用が必要です。 

 

assert property (@(posedge clk) p1) 

 else $display("@%3t: FAIL",$time); 

  

cover property (@(posedge clk) p1) 

 $display("@%3t: PASS",$time); 
 

 

参考文献 

SystemVerilogによる検証の基礎、第 5章、森北出版 2020. 
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42 packedアレイ 2023.01.29 

【初心者向け】SystemVerilogの foreachは packedアレイにも適用できます。 

 

先ず、LRM 315 ページに以下のように規定されています。したがって、packed アレイにも

foreachを適用できます。 

 

The foreach-loop construct specifies iteration over the elements of 

an array. Its argument is an identifier that designates any type of 

array followed by a comma-separated list of loop variables enclosed 

in square brackets. 

 

例えば、packedアレイ aに対して foreachを適用する例を以下に紹介します。 

 

logic [7:0] a; 

 

initial begin 

 foreach(a[i]) 

  a[i] = i; 

 

 $display("a[%0d:%0d] = %0d'b%b",$left(a),$right(a),$size(a),a); 

end 

 

実行結果は以下のようになります。 

 

a[7:0] = 8'b10101010 

 

この場合には、以下のようにもできますが、汎用的とは言えません。上記の foreach 法であれ

ば packedアレイのビット数に依存しません。 

 

a = {4{2'b10}}; 

a = 8'b1010_1010; 
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43 breakup 2023.02.05 

【初心者向け】Verilog/SystemVerilogで数値をプリントすると区切り記号がないので読み難い

欠点があります。例えば、1100_0011 や 10,000 のようには表示されません。SystemVerilog で

は、その問題を簡単に解消できます。 

 

SystemVerilog には、string データタイプと$sformatf システムファンクションがあるの

で、区切り記号を簡単に挿入できます。以下に簡単な方法を紹介します。先ず、区切り記号

を挿入するファンクションの定義を以下に示します。このファンクションは、textで指定さ

れた文字列に区切り記号（divider）を挿入した文字列を戻します。挿入する位置は、

intervalで指定されます。例えば、interval==4であれば、4桁ごとに区切り記号を入れ

ます。難しくはないので、ファンクションの実装を省略します。 

 

function string breakup(input string text,int interval=4,byte divider="_"); 

 

以下のようにマクロを定義しておくと使用法が簡単になります。 

 

`define breakupb_m(v)   breakup($sformatf("%b",v)) 

`define breakupo_m(v)   breakup($sformatf("%o",v)) 

`define breakuph_m(v)   breakup($sformatf("%h",v)) 

`define breakupd_m(v)   breakup($sformatf("%0d",v),3,",") 

`define breakup_m(f,v,i,d) breakup($sformatf(f,v),i,d) 

 

変数は以下のように宣言されているとします。 

 

logic [7:0] a; 

logic [10:0] b; 

logic [31:0] c; 

int    value; 

 

使用法 結果 

a = 8'b010101xz; 

$display("a = %0d'b%s",$bits(a), 

 `breakupb_m(a)); 

a = 8'b0101_01xz 

b = {1'b0,5{2'b10}}; 

$display("b = %0d'b%s",$bits(b), 

 `breakupb_m(b)); 

b = 11'b010_1010_1010 

c = 32'h0123abcd; 

$display("c = %0d'h%s",$bits(c), 

 `breakuph_m(c)); 

c = 32'h0123_abcd 

value = 123456789; 

$display("value = %s",`breakupd_m(value)); 
value = 123,456,789 

value = -100000; 

$display("value = %s",`breakupd_m(value)); 
value = -100,000 
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44 breakupの実装 2023.02.11 

【初心者向け】SystemVerilog の string データタイプを使用する学習として適しているので、

breakupファンクションの実装を紹介しておきます。$displayシステムタスクと一緒に使

うと非常に便利です。 

 

以下では、部分文字列を処理しながら区切り記号を挿入していますが、一文字ずつコピーを

しながら区切り記号を挿入しても良いです。他の実装方法もあるので試して下さい。 

 

/* 

 NOTE: 

 Neither leading spaces nor trailing spaces are allowed for input string. 

 In order to remove the restriction, use trim() method about which 

 I tweeted on October 22, 2022. 

*/ 

function string breakup(input string text,int interval=4,byte divider="_"); 

int left, right; 

 if( interval > 0 ) begin 

  breakup = ""; 

  for( right = text.len-1; right >= 0; right -= interval ) begin 

   left = right-interval+1; 

   if( left < 0 ) 

    left = 0; 

   if( (left == 0) && (left == right) && 

    (text[0] == "+" || text[0] == "-") ) 

    breakup = {text.substr(0,0),breakup}; 

   else begin 

    if( breakup.len ) 

     breakup = {text.substr(left,right),divider,breakup}; 

    else 

     breakup = text.substr(left,right); 

   end 

  end 

 end else 

  breakup = text; 

endfunction 

 

使用例は、前回のツイートを参照下さい。 
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45 breakupとマクロ 2023.02.11 

【初心者向け】前回紹介した breakup ファンクションと SystemVerilog マクロを利用して便

利な sprintf ファンクションを開発できます。 

 

先ず、sprintfマクロを定義しておきます。 

 

`define name_m(token)  `"token`" 

 

`define breakupb_m(v)  breakup($sformatf("%b",v)) 

`define breakupo_m(v)  breakup($sformatf("%o",v)) 

`define breakuph_m(v)  breakup($sformatf("%h",v)) 

`define breakupd_m(v)  breakup($sformatf("%0d",v),3,",") 

`define breakup_m(f,v,i,d) breakup($sformatf(f,v),i,d) 

 

`define sprintfb_m(v)  $sformatf("%0d'b%s",$bits(v),`breakupb_m(v)) 

`define sprintfo_m(v)  $sformatf("%0d'o%s",$bits(v),`breakupo_m(v)) 

`define sprintfh_m(v)  $sformatf("%0d'h%s",$bits(v),`breakuph_m(v)) 

 

`define nsprintfb_m(v)  `name_m(v),`sprintfb_m(v) 

`define nsprintfo_m(v)  `name_m(v),`sprintfo_m(v) 

`define nsprintfh_m(v)  `name_m(v),`sprintfh_m(v) 

`define nsprintfd_m(v)  `name_m(v),`breakupd_m(v) 

 

以下の条件で使用例を紹介します。 

 

logic [7:0] a; 

int    d; 

 

変数名称がマクロにより生成されているので、ソースコード入力が楽になります。 

 

使用法 表示例 

$display("%s",`sprintfb_m(a)); 8'b0101_0101 

$display("%s",`sprintfo_m(a)); 8'o125 

$display("%s = %s",`nsprintfb_m(a)); a = 8'b0101_0101 

$display("%s = %s",`nsprintfb_m(a[7:4])); a[7:4] = 4'b0101 

$display("%s = %s",`nsprintfd_m(d)); d = 100,000 
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46 オペレータ 2023.03.13 

【初心者向け】SystemVerilog はハードウェア記述言語であり、検証機能だけでなく設計機能

も含みます。その基本機能の回路表現を解析すると理解が深まります。 

 

SystemVerilog によるモデリングに関する書物は多く存在するので、学習素材には不自由しな

いと思いますが、個々の機能を活用した解説となると皆無と云えます。結局、個人の努力に

委ねられます。ここでは、簡単なオペレータを通して、設計時に必要となる知識を習得する

方法を紹介します。ビット毎のオペレータを使用しても新し

い発見を得られそうにもないので、オペレータ（a>>n）を

例にとります。n が定数であれば、単なる rewire で済みます

が、変数であれば回路が必要になります。論理合成を通せ

ば、最適な回路が生成されるのは明らかですが、ここでの演習問題はそれぞれのz[i]の回路

表現を考察する事です。動作をまとめると下表のようになります。 

 
n[2] n[1] n[0] z[7] z[6] z[5] z[4] z[3] z[2] z[1] z[0] 

0 0 0 a[7] a[6] a[5] a[4] a[3] a[2] a[1] a[0] 

0 0 1 0 a[7] a[6] a[5] a[4] a[3] a[2] a[1] 

0 1 0 0 0 a[7] a[6] a[5] a[4] a[3] a[2] 

0 1 1 0 0 0 a[7] a[6] a[5] a[4] a[3] 

1 0 0 0 0 0 0 a[7] a[6] a[5] a[4] 

1 0 1 0 0 0 0 0 a[7] a[6] a[5] 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 a[7] a[6] 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 a[7] 

 

先ず、z[0]=a[n]と書けるので、z[0]は 8:1 マルチ

プレクサを表現しています。同様にして、他の z[i]

も 8:1マルチプレクサで表現できますが、面白くない

構成です。z[7]を(n==0)&a[7]と書けるので、右

の よ う な 回 路 で 表 現 で き ま す 。 z[6] は

((n==0)&a[6])|((n==1)&a[7])と書けるので、

やはり基本回路で表現できる事が分かります。同様にして、他のz[i]を表現できますが、工

夫が必要です。例えば、z[4]は下図(a)のように 4:1 マルチプレクサで表現できます。この構

成は更に(b)のように簡略化できます。このように考察すると、SystemVerilog によるハードウ

ェア記述の知識が向上します。また、論理合成結果を検討すると論理の最適化の理解が深ま

ります。 

 

 
 

  

logic [7:0] a, z; 

logic [2:0] n; 

z = a >> n; 

4:1 

mux 
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z[7] 



SystemVerilog 雑談 

47 

Copyright 2022 © Artgraphics. All rights reserved. 

47 動作記述の解析 2023.03.29 

【初心者向け】オペレータの合成法を理解すると、次のステップは SystemVerilog による動作

記述の合成解析です。記述は構造的であるため一定のルールを適用できるので、解析を自動

的に進められます。 

 

case 文でも同様の議論をできるので、ここでは if 文を例にとり

ます。この構文では、殆ど常に AND と OR が使用されます。ただ

し、テクノロジーマッピングはこれらの回路を他の回路に変換する

可能性があるので、ANDと ORがそのまま最後まで存在するとは限

りません。ここでは、右に示す記述例を仮定して、テクノロジー独

立な合成の話題に限定します。 

 

ANDは if文の条件と条件成立時の動作を結合する為に使

用され、OR はそれぞれの条件から得られた組み合わせ回

路を結合する為に使用されます。例えば、右図のように

ANDと ORが使用されます。 

 

この記述例では、s1 は最もプライオリティが高いので、

特別な条件は付きませんが、s2 には必要です。二番目の

else if が有効になる条件は、~s1&&s2となります。同

様にして、最後の else の条件は、~s1&&~s2 となりま

す。まとめると、右図に

示すような回路構成が得

られます。三つの組み合

わせ回路群を結びつける

ためにORが必要になるの

も明らかだと思います。

なお、s1 に接続されてい

るインバータは共有され

るように最適化できま

す。 

 

 

 

 

もし s1 と s2 が排他的であると

す る と 、 else if の 条 件

~s1&&s2は s2となるので、右図

のように簡略化されます。つま

り、一つのインバータを節約で

き、しかも 2 入力の AND で十分

です。if 文がどのように複雑に

書かれていても、同じように解析できます。 

  

if( s1 ) 

 out = a; 

else if( s2 ) 

 out = b; 

else 

 out = c; 

  

if( s1 ) 

 out = a; 

  

else if( s2 ) 

 out = b; 

  

else 

 out = c; 

  

AND 

OR AND 

AND 

  

a 

s1 

out 
b 
s2 
s1 

s2 
s1 

c 

if( s1 ) 

 out = a; 

else if( s2 ) 

 out = b; 

  

 else 

 out = c; 

共有できる 

b 

s2 

else if( s2 ) 

 out = b; 

  

s1と s2が排他的である場合 
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48 Randc 2023.04.29 

【初心者向け】SystemVerilog のクラスの変数には rand と randc 機能があります。rand は変数

に直接作用するのでメモリーを必要としませんが、randc の場合には順列を構築・記憶するた

めの領域が必要となります。 

 

 

randc は、一時的に順列を構成するため、乱数発生時には予期しないメモリーが使用されま

す。例えば、以下のようなランダム変数 aを定義すると、0~255の数から構成される長さ 256

の順列が一時的に必要になるため、理論的には少なくとも 256 バイトのメモリーが必要にな

ります。 

 

randc byte unsigned a; 

 

必要なメモリーは指数関数的に増加します。例えば、以下のようにランダム変数 b を定義す

ると、少なくとも 130KBのメモリーが必要になります。 

 

randc logic [15:0] b; 

 

当然、以下のようなランダム変数を定義しても実行は不可能です。 

 

randc int c; 

 

以上の理由から、EDA ツールがサポートしている randc ランダム変数のビット数には制限

があるので注意して下さい。たとえ 8ビットの randc ランダム変数でも、メモリー使用上の

問題が無くても順列を作成するためのオーバヘッドは無視しえない処理時間となります。 
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49 相違 2023.05.12 

SystemVerilog には類似の表現が多くありますが、全く同じ意味とは限りません。例えば、

'{4,4,4}と{4,4,4}とは意味が異なります。 

 

類似した表現法の代表例を以下に紹介します。どのような相違があるかを簡潔に説明してお

くと SystemVerilog 機能の理解に役立ちます。この他にも類似表現は多くあるので、それらを

まとめておくと備忘録として重宝します。 

 

意味が異なる表現法の代表例 

項番 表現法―1 表現法―2 

1 '{4,4,4} {4,4,4} 

2 '{a,b,c,d} = ... {a,b,c,d} = ... 

3 {$random,$random,$random} {3{$random}} 

4 

logic a; 

logic b; 

wire w = a & b; 

logic a; 

logic b; 

var  v = a & b; 

5 

logic a = 1; logic a; 

initial begin 

 a = 1; 

end 

6 
@(posedge clk) 

 check |-> a ##1 b 

@(posedge clk) 

 $rose(check) |-> a ##1 b 

7 

rand bit [2:0] a, b; 

 

covergroup cg; 

 ab: coverpoint (a+b); 

 ... 

endgroup 

rand bit [2:0] a, b; 

 

covergroup cg; 

 ab: coverpoint (a+b+4'b0); 

 ... 

endgroup 

 

特に、項番 3の機能的な相違に注意して下さい。 
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