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SystemVerilog を用いた専用プロセッサの
マトロイドによる検証
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設計の大規模化に伴い検証とテストが重要になっている．1990 年代には論理合成技術が普及し
た．検証技術はこれに続く技術である．本研究では設計の広範囲な内容を一括して扱うために，実
現しているアルゴリズムにおいて普遍的に成り立つ性質に注目する検証を模索した．クラスカル
のアルゴリズムを実行できる３段パイプラインの専用プロセッサを設計し，枝を付加しても閉路
が作られないというアサーションを構成した．閉路がないという性質はマトロイドとして満たす
べき性質になっていた．木であることと連結で節点数は枝数より１多いという性質は同値である
ことに注目した．簡単なモデル検査で得られる性質から高度な性質を演繹することも考えられる．

Verification of ASIPs on matroid by using
SystemVerilog
Masakazu Hirakawa and Ryuichi Takahashi
Faculty of Information Sciences，Hiroshima City University
Verification and test have become important with increasing scale of the design. Logic synthesis spread in 1990
s. Verification is the next step. We investigated an assertion based verification considering a property generally
held in the algorithm on the system. We designed an application specific instruction set processor for Kruskal’s
algorithm. Nonexistence of loop was the property that should be held as matroid. To be a tree is equivalent to
the property that the number of the vertexes is equals to the number of the edges plus 1 in a connected graph. A
sophisticated property could be deducted from simple properties proved by model checking.
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はじめに

設計の大規模化に伴い検証とテストが重要な
課題になっている．1990 年代にはハードウェ
ア記述言語（HDL）によって仕様を記述し，回
路は論理合成で実現する設計スタイルが普及し
た．検証技術はこれに続く技術である．HDL と
しては 1980 年代すでに業界標準として広く用い
られ，1995 年に IEEE1364 として標準化された
Verilog HDL[1] が代表的である．SystemVerilog[2]
は Verilog HDL の完全上位互換の言語であり，
アサーションを書くことができる．アサーショ
ンとは設計が満たすべき性質の記述である．
本研究では設計チームと検証チームが別箇に
存在する開発体制を想定している．検証チー
ムは仕様書をもとに網羅的な検証項目を準備
して待機する．検証はアサーションベース検証
(ABV)[2]，[3] によって行われる．検証チームに
渡す設計の品質を高めるために，設計チームも
ABV を使うことが考えられる．設計チームが
用いるアサーションは広範囲な内容を一括して
対象と出来れば効率が良い．本研究では対象と
するアルゴリズムにおいて普遍的に成り立って
いる性質に注目する検証を模索した．
クラスカルのアルゴリズムを実行できる３段
パイプラインの専用プロセッサを設計した．枝
を付け加える命令を実装している．枝を付加し
ても閉路が作られないというアサーションを構
成した．連結で閉路がないという性質がマトロ
イド [4] として満たすべき性質になっていた．木
であることと連結で節点数は枝数より１多いと
いう性質は同値であることに注目した．
ABV の他に形式的検証 [5] がある．形式的検
証には定理証明型とモデル検査がある．定理証
明型は設計を表す公理と，設計の満たすべき性
質を表す定理を用いて，公理の下で定理が成り
立っているかを定理証明支援システムによって
証明する手法である．モデル検査ではモデル上
で設計対象が満たすべき性質が満たされるかど
うかを数学的に検証する．性質は様相論理によっ
て記述される．モデル検査ではモデルの状態数
が多くなる傾向がある．本研究では，様相論理
で記述された性質を比較的容易なモデル検査で
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得られる性質から演繹することを考えた．

2

設計検証

設計で得られた機能や性能が仕様を満たして
いるか調べることを設計検証という．検証には
シミュレーションによって妥当性検証を行うア
サーションベース検証と，形式的検証がある．

2.1

アサーションベース検証（ABV）

アサーションベース検証 (assertion based verification)，略して ABV では，アサーションで記
述した性質をシミュレーションによって検証す
る．アサーションとは設計で満たされるべき，
または起こってはならない性質の記述である．
設計内部の関心のある動作を検証対象とするこ
とで観測性の向上が見込める．ABV によって
設計品質の向上と設計期間の短縮が期待される．
図 1 に ABV を用いることによる設計品質の向
上の概念図 [6] を示す．同じ品質であれば ABV
を用いた方が短い期間で得られる．同じ期間で
あれば ABV を用いた方が高い品質が得られる．

図 1:

ABV を用いることによる設計品質の向上

バグが起こり得る箇所にアサーションを書く
必要がある．アサーションの記述が設計者依存
になる場合は重大なバグを見落とす可能性が
ある．実行可能なすべての入力に対してシミュ
レーションを行うことは困難であるため限られ
た動作でしか検証できない．どの程度網羅でき
るかはテストベンチに依存する．
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Step 1 枝を重みの降順に並べる：ω(e1 )≧ ω(e2 )
≧… ω(em )
形式的検証では，仕様を形式的に記述し，設
Step 2 i=1，辺の集合 X=∅ とする．
計が仕様を満たしているかを数学的に調べる．
Step 3 X ∪ {ei } が閉路を含まないなら X ←
検証に成功すれば設計が仕様を完全に満たして
X ∪ {ei } とする．
いるという結論が得られる．形式的検証には定
Step 4 |X|=N-1 なら X が定める木を全域木
理証明型とモデル検査がある [5]．
として終了する．
定理証明型は，定理証明システムを用いて設
Step 5 i ← i+1 として Step3 へ
計を検証する手法である．検証したい性質を定
理として記述し，設計が満たしている公理を用
3.2 全域木専用プロセッサ
いて検証する．定理証明型では定理証明を行う
処理系の制約を受ける．
図 2 に本研究で設計した 3 段パイプラインの
モデル検査とは検証対象であるモデル S にお
ASIP のブロック図を示す．
いて性質 p が成り立つかを判定する手法である．
検証対象をクリプキ構造 S にモデル化し，様相
論理 p で検証すべき性質を記述する．様相論理
は可能世界においてどの命題が成り立つかを扱
う論理である．様相論理の論理式を解釈するた
めの構造をクリプキ構造という．
2.2

3

形式的検証

設計した ASIP

特定の応用分野に適した命令セットを持つプ
ロセッサを application specific instruction set
processor ，略して ASIP という．
節点の集合 V と枝の集合 E からなるグラフ
G(V,E) において，すべての節点を含む部分グ
ラフ S(V,T) が木であるなら， S(V,T) のこと
をグラフ G(V,E) の全域木であるという．各枝
に重みがある場合，重みの総和が最大となる全
域木を最大全域木という．重みの総和が最小と
なる全域木を最小全域木という．本研究では最
大全域木あるいは最小全域木を求める ASIP を
設計した．最大全域木を求めるためクラスカル
のアルゴリズムを用いた．

3.1

クラスカルのアルゴリズム

クラスカルのアルゴリズム [7] は一般には貪
欲法と呼ばれる手法になっている．以下にクラ
スカルのアルゴリズムの手順を示す．ここでは
最大全域木を求めるアルゴリズムを示す．{ei }
を枝の集合，N をノード数とする．ω(ei ) によっ
て枝 ei の重みを表す．
ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan

図 2: ブロック図

プリフェッチユニット（PFU），デコードユ
ニット（DU），実行ユニット（EXU）からなる
3 段パイプラインとなっている．クロックは単相
である．フラグのフォワーディングを行ってい
る．クラスカルのアルゴリズムを実行するため
枝を付け加える命令を実装している．静的オー
トマトン記述（SSMD）[1] で実現している．こ
こにオートマトン記述は各状態で行われるレジ
スタ間転送と状態遷移を状態毎に列挙した記述
を意味する．SSMD は Verilog HDL によるオー
トマトン記述である．
クラスカルのアルゴリズムを実行するため，
Union-Find[7] を実装している．Union-Find を
用いることで，枝の追加を行う際に閉路ができ
るかの判定を行っている．ノードが連結してい
るならば同じグループに属している．ノードが
3
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非連結ならば異なるグループに属している．枝
を追加する際に，枝の両端のノードが異なるグ
ループならば閉路は出来ない．
設計したプロセッサはハーバードアーキテク
チャである．命令とデータで物理的に異なる記
憶装置を用いている．完全なインターロックを
搭載している．インターロックとはハザードを
検出して回避する機構である [1]．

マトロイド

4

貪欲法によって最適解が得られる根拠はマト
ロイドにある．

4.1

枝を追加する命令に対応させて，各連結成分
において常にノードの数が枝の数より１大きい
という条件でアサーションを記述した．

5

ABV による検証

設計チームが用いるアサーションは広範囲な
内容を一括して対象と出来れば効率が良い．本
研究では普遍的に成り立つ性質としてマトロイ
ドが満たすべき性質に注目した．常にノードの
数が枝の数より１大きいという条件を用いてア
サーションを構成した．枝を追加しても常に閉
路がないということを確認できるアサーション
となっている．図 3 に本研究で用いたアサーショ
ンを例示する．

マトロイドの定義

有限集合 S とそのべき集合の部分集合 I ⊆ 2S
が与えられていて

∅∈ I

(1)

X1 ⊆ X2 ，X2 ∈ I ⇒ X1 ∈ I

(2)

X1 ，X2 ∈ I ，|X1 | < |X2 |
⇒ ∃e ∈ X2 − X1

[X1 ∪ {e} ∈ I]

(3)

が成り立つとき S と I の対 M(S，I) をマトロイ
ドという．クラスカルのアルゴリズムは枝の集
合に閉路がないという性質がマトロイドである
ことに注目した貪欲法になっている．

4.2

全域木の満たす性質

連結で閉路がないグラフ G を木という．クラ
スカルのアルゴリズムにおいては枝を追加して
も閉路が作られないという性質を満たしている
必要がある．
グラフ G に関して次の条件は同値である．
(i) G は木である．
(ii) G は連結であってどの枝を除いても非連
結になる．
(iii) G のどの 2 つのノード間にも基本道が 1
つだけ存在する．
(iv) G は連結でノードの数が枝の数より１大
きい．
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図 3: アサーション

図 3 は枝を追加した時には，常にノードの数が
枝の数より１大きいことを確認するアサーショ
ンの例である．連結であるノードと枝の数を数
えて，V と E に加算している．SystemVerilog
は Verilog HDL の完全上位互換な言語であり，
加算のループも記述できる．
本研究ではデータ構造にリンクリストを用い
ている．アサーションの記述内の NODE と EDGE
は，それぞれ連結しているノードと枝のリンク
リストの先頭を指している．アサーションの記
述内の NODE+4 と EDGE+5 は次のノード，次
の枝へのポインタとなっている．常に成立して
いることが確認できた．枝を誤って追加し，閉
路ができてしまう場合にアサーションは不成立
となることも確認できた．
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モデル検査と演繹

形式的検証においては満たすべき性質を時相
論理で記述する．時相論理とは時間とともに状
態を変化させるコンピュータの性質を記述する
ために用いられる様相論理である．

6.1

に雨が降っていれば運動会は行われないことを
表している．⊥は矛盾を表す．

CTL と LTL

与えられた状態からのすべての経路を扱う場
合を分岐時間時相論理という．計算木論理 (computation tree logic) が代表的である．CTL と略
称される．
CTL の論理式は，複数の経路や経路の間の関
係を記述することができる．BNF 記法により
以下のように定義される [8]．

A ::= P |¬A|A ∨ A
EXA|E(AUA)|EFA|EGA
AXA|A(AUA)|AFA|AGA

図 4: ゲンツェンの自然演繹の例

運動会が行われたなら朝に雨は降っていなかっ
たことが導かれている．導出図が存在すること
を表す記号 ⊢ を用いると
A ⊢ ¬B
と表される．
筆者らは通常の論理式ではなく，時相論理の
式を演繹して検証に用いている [10]．
図 5 に時相論理式を対象とする推論規則の例
[11] を示す．図 5 で f は連結で |V | = |E| + 1 で
あることを表し，g は連結で閉路がないことを
表している．V は節点の集合，E は枝の集合で
ある．
⊢ f ⇒ g は連結で |V | = |E| + 1 ならば連結
で閉路がないという定理を表している．⊢ f ⇒
Xf は f が成り立つならば次の状態でも f が成り
立つという意味である．⊢ f ⇒ Xf はモデル検
査によって証明される性質とする．

CTL 式は経路限定子Ｅ，Ａと時相演算子Ｘ，
Ｕ，Ｆ，Ｇの組み合わせによって記述される．
Ｅは「現在の状態から始まる経路が存在 (exists)
すること」を意味し，Ａは「現在の状態から任
意 (all) の経路に対して」を意味する．Ｘは「次
（next）の状態」で，p U q は「q が成り立つま
で（untill）p が成り立つ」，Ｆは「経路上やがて
（finally）」，G は「経路上の至る所（globally）」
を意味する．例えばＡＸ￢ p は「現在の状態か
ら遷移可能なすべての状態で p が成り立たない」
を意味する．CTL 式は計算木上で真か偽の値を
図 5: 推論規則
とる．
線形時相論理（Linear Temporal Logic）を略
図 5 の推論規則によって，連結で |V | = |E|+1
して，LTL という．LTL は個々の経路を扱う．
であることもモデル検査によって証明されてい
LTL には経路限定子 E，A は表れない．LTL
れば，いたるところで連結で閉路がないことが
式は時相演算子と原子命題で表される．例えば
導出される．
FG p は「経路上やがて経路上のいたるところ
で p が成り立つ」を意味する．

7

6.2

時相論理の式を演繹することによる検証

図 4 にゲンツェン流の自然演繹 [9] の例を示
す．A は運動会が行われたことを表し，B は朝
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まとめと今後の課題

設計チームが広範囲な内容を一括して扱うた
めに，設計している専用プロセッサが実現する
アルゴリズムで普遍的に成り立っている性質に
5
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注目したアサーションを用いることを提案した．
クラスカルのアルゴリズムを実現する専用プロ
セッサでは連結で閉路を持たないという性質が
マトロイドとして満たすべき性質になっていた．
証明やモデル検査によって比較的容易に得られ
る性質を前提とすることで，満たされるべき性
質を表す時相論理の式を推論によって導出する
ことによって形式的検証が行える可能性を示し
た．時相論理の式を対象とする推論規則の拡充
などが今後の課題である．
本研究は東京大学大規模集積システム設計教
育研究センターを通しケイデンス株式会社の協
力で行われたものである．
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