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Abstract—Formal verification is one of automated techniques to guarantee the correctness of hardware designs.
The computational cost of formal verification, however,
grows larger for a large-scale design, so that we cannot get
the solution. In this paper, we propose a method to utilize
intermediate data, which formal verification has generated,
for a random simulation. Our method aims to avoid
spoiling the computational cost for formal verification even
if it does not terminate.
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次状態関数で S × I → S ，g は出力関数で S × I → O，
s0 は初期状態を表す．
1 ビットのレジスタが n 個存在する場合，その値の
組合せが 1 つの状態となる．つまり，1 つの状態 s ∈ S
はレジスタを表すブール変数 ri のベクトルとして以下
のように表すことができる．

s = (r0 , r1 , . . . , ri , . . . , rn ) ri ∈ {0, 1}

実際には {0, 1}n の要素のうち初期状態 s0 に f を任意
回適用して到達可能なものだけを状態集合に含めるた
I. はじめに
め S ⊆ {0, 1}n である．
集積回路設計は大規模化が進むとともに短納期が求
基本的なシミュレーションによる検証では，t サイ
められるようになり，動作の機能的な正しさを保証す クル目における入力値である it ∈ I (t = 0, 1, . . .) を
る検証技術の重要性が高まっている．集積回路の一般 人間が考えて計算機に与えると，次状態と出力 st+1 =
的な設計検証はシミュレーションで行われ，検証者は f (st , it ), ot+1 = g(st , it ) が計算され，その値を人間が
計算機上で回路の入力信号に値を印加し，回路から得 確認することになる．つまり，検証を行う場合，p =
られる出力を確認する．しかし，この方法では人手が ⟨i0 , i1 , . . . , ik ⟩ を考え，順次試さねばならない．この p
介することによる見落としや仕様の誤解といった問題 をシミュレーションにおける入力パターンと呼ぶこと
が発生する上に，大規模な設計においては数百もの入 にする．回路の入力パターンの数は，入力信号線の数
力信号線の全ての値の組合せを 1 つ 1 つ人間が調べる と検証で考慮するサイクル数 k に相乗して増加する．
ことはまず不可能である．
そのため，網羅的なシミュレーションを全て人手で行
そこで，形式検証がシミュレーションを補完するた おうとすると，膨大な数のパターンを調べる必要があ
めに用いられることがある．形式検証とは，計算機に り，見落としも生じるため，一通り人手でシミュレー
よって回路の正しさを数学的に証明する技術で，なか ションを行った後に，入力パターンをランダムに生成
でも，仕様を表現した式と設計記述を与えると，検証 するランダムシミュレーションを併せて用いることが
用ソフトウェアが「設計が仕様を満たすかどうか」を 多い．しかし，何も制約を与えないランダムシミュレー
検査するモデル検査は広く使われている．
ションは，回路が想定していない無意味な入力値を大
本研究で対象とするのは，同期式ディジタル回路，つ 量に生成してしまう．
まり順序回路である．順序回路は記憶領域であるレジ
一方で，形式検証では，計算機を用いて自動的に状
スタとレジスタの次状態を計算するための関数にあた 態や出力値を検査する．具体的には，回路とそれが満
る組合せ回路からなり，レジスタの値の更新はクロッ たすべき仕様を論理式としてモデル化し，式が成立す
クパルスに同期して行われる．このクロックタイミン るかどうかを判定する．式が成立するかどうかという
グを数えるための単位をサイクルと呼ぶことにする． 問題の解法としては，充足可能性判定 (SAT) 問題に帰
順序回路を形式的に表現すると M = (S, I, O, f, g, s0 ) 着して各変数への値の割り当てを探索する方法が一般
で表すことが可能で，ここで S は状態集合，I は順序回 的になってきており，ヒューリスティックによって計
路への入力値の集合，O は回路の出力値の集合，f は 算効率を高めた SAT ソルバが多数開発されている．た
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だし，本質的な計算量は指数的であり，検証対象であ
る設計の規模が増大すると，計算が終わらず実時間で
結果が得られないことがある．
SAT を用いた形式検証で「r2 = 1 になった 3 サイク
ル後に r1 = 0 でなければならない」というような複数
サイクルにまたがる仕様を検証したい場合は，順序回
路 M の f と g を検査するだけでは単一サイクル内で
の動作しか検証できず不十分で，M を有限サイクル分
展開した組合せ回路を作る必要がある．この方法は有
界モデル検査 (bounded model checking) [1] と呼ばれ
る．有界モデル検査では，図 1 に示すように次状態関
数と出力関数の k サイクル分のインスタンスが全て生
成される．
本研究では，計算量が大きく，有界モデル検査が完
了しなかった場合を想定し，モデル検査の計算過程で
得られた中間情報を用いてランダムシミュレーション
の制約式を自動的に作り出すことを考える．これによっ
て，ランダムシミュレーションでの無意味な入力パター
ンの生成を抑え，ランダムシミュレーションの達成度
を早く上げることができる可能性がある．

図 2.

DPLL アルゴリズム

し，起こらなければ次の変数に割り当て，という具合
に未割り当ての変数が無くなるまで繰り返す．もし，
矛盾が起こった場合は，矛盾の直接の原因となる割り
当てを解析して，その否定を節として元の式 ϕ に追加
する．この節は習得節 (learnt clause) と呼ばれる．習
得節を加えることで同じ矛盾を再度引き起こさないよ
うな探索の枝刈りが実現されている．

III. 習得節を用いたランダムシミュレーション

有界モデル検査が終了しなかった場合，あきらめて
シミュレーションによる検証に切り替える必要がある
が，内部の学習情報である習得節は全て無駄になって
しまう．そこで，本研究では習得節による枝刈り情報
を制約式としてランダムシミュレーションで流用する
ことを考える．制約付きランダムシミュレーションの概
念図を図 3 に示す．図 3 左は制約の無いランダムシミュ
レーションである．ここでの状態空間とは，レジスタ
II. DPLL アルゴリズムと習得節
値と出力値の組 (r1 , r2 , . . . , rn , o1 , o2 , . . . , ol ) のうち取
本研究の有界モデル検査における SAT 問題は， りうる全てとする．ランダムシミュレーションでは長
いわゆる CNF-SAT である．すなわち，変数 r = さ k サイクルのランダムな入力パターン ⟨i1 , i2 , . . . , ik ⟩
(r0 , r1 , ..., rn ) を含む和積標準形 (CNF: Conjunctive を何度も与えて状態空間を探索し，訪れた状態を「カ
Normal Form) の命題論理式 ϕ が与えられたとき，ϕ バーした」として記録する．図中では 1 本の矢印が 1
を真にするような割り当てが存在するかどうかを判 回の入力パターンでのシミュレーションに対応する．
定する問題である．r の各変数への真偽値割り当てを そして，十分に未カバーな状態が減ると検証を完了す
r = (r0 , r1 , ...rn ) で表し，割り当て r の下での式 ϕ の る．そのため，未カバーな状態に到達するような入力パ
真偽を述語 ϕ|r で表すとすると，SAT 問題は ∃r.ϕ|r を ターンをできるだけ少ない試行で生成する必要がある．
一方，図 3 右は制約付きランダムシミュレーションで
計算することになる．
形式検証でよく用いられる充足可能性判定アルゴリ ある．有界モデル検査で得られた習得節を制約として
ズムに DPLL(Davis-Putnam-Logemann-Loveland) アル 用いることでランダムシミュレーションの生成を制限
ゴリズムがある．ここでは，多くの DPLL SAT ソルバ することができる．この制約で刈り取られた空間（図
で標準的に採用されている矛盾解析を含んだ DPLL ア 中黒塗り部）はすでに有界モデル検査で「探索の必要
ルゴリズム [2] を図 2 に示す．アルゴリズムの詳細説 がない」と判断された領域で，あらかじめ入力パター
明は割愛するが，未割り当ての変数を 1 つ選び，それ ンのランダム生成時に除いておくことで状態空間を狭
に真偽値を割り当てて，矛盾が起こるかどうかを確認 め，未カバー領域に到達しやすくすることが可能だと
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考えられる．
有界モデル検査を中断すると，それまでの計算によ
る習得節を CNF 式の節集合として得ることができる．
ここではそれらの論理積を取った式を ψ とする．有界
モデル検査では k サイクル目までのレジスタ，入力お
よび出力の全変数に対する割り当てを探索しており，
習得節はすでに探索が失敗することがわかっている割
り当ての否定だとすでに述べた．よって，後の探索で
同じ割り当てを行おうとするとこの節が偽になり，割
り当てを抑止する．
例えば，矛盾の原因を解析した結果 i13 ∧ ¬i32 であっ
たとしよう．これは「『1 サイクル目の入力 3 の値が 1，
3 サイクル目の入力 2 の値が 0』と割り当てた際に矛
盾が起きたことを意味する．そこで，この否定を習得
節 ψ = ¬i13 ∨ i32 として，元の式 ϕ に追加する．この習
得節は「1 サイクル目の入力 3 の値が 1」かつ「3 サイ
クル目の入力 2 の値が 0」のとき偽になるため，同じ
矛盾が引き起こされることがない．
習得節には入力変数だけでなく出力変数やレジスタ
変数も含まれることがあるが，有界モデル検査では，
順序回路は展開された組合せ回路になっているので，
レジスタ変数は中間変数に過ぎない．つまり，習得節
内にレジスタ変数が入っていた場合，入力のみの式に
巻き戻すことが可能である．例えば，r1 の次状態関数
が r1 = r1 ∨ i1 ∨ ¬i2 であったとすると，r13 は以下の
ようにレジスタの初期状態と入力のみに巻き戻すこと
ができる．出力についても同様である．

r13 = r12 ∨ i31 ∨ ¬i32
= (r11 ∨ i21 ∨ ¬i22 ) ∨ i31 ∨ ¬i32
= ((r10 ∨ i11 ∨ ¬i12 ) ∨ i21 ∨ ¬i22 ) ∨ i31 ∨ ¬i32
得られた習得節の式 ψ に対し，ランダムシミュレー
ションの入力パターン生成においては，ψ を満たすよ
うな入力パターンのみを許す，という制約として利用
する．

IV. 実装
以上の提案手法をプログラムとして実装することを
考える．実装された手法の処理手順を図 4 に示し，各
ステップでの処理について説明する．
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提案手法の処理手順

1) 論理式にモデル化
ハードウェア記述言語である Verilog-HDL で書
かれた検証対象の設計を論理式でモデル化し，仕
様とともに 1 つの式 ϕ とする．Verilog から論理
式を得るソフトウェアとしては VIS [9] を部分的
に用いた．
2) CNF に等価変形
得られた式 ϕ は任意の形式の論理式であるので，
SAT ソルバに入力できるよう CNF に等価変形を
行う．方法は論理演算子 1 つに対して 1 つ中間
変数を設ける Tseitin encoding [4] という手法を
用いる．
3) 有界モデル検査
CNF 形式の ϕ を DPLL SAT ソルバである MiniSat
[3] に入力しモデル検査を行う．MiniSat はオー
プンソースの SAT ソルバである．充足解を出さ
ないまま一定時間が経過すると自動的に終了し，
習得節を取り出すように内部に手を加える．得
られた習得節は前章で述べたような巻き戻しな
どの解析を行い，ランダムシミュレーションの入
力パターンを生成する際の制約式 ψ とする．以
上が形式検証を用いる部分である．
4) 入力パターンのランダム生成
制約式 ψ を満たすようなランダムに入力パター
ン i = ⟨i1 , i2 , . . . , ik ⟩ を生成する．制約によって
変数の取る値が一部制限されるため，制約無し
ランダムシミュレーションよりランダム化の値
の範囲は狭くなる．文献 [5], [8] に示されている
サンプリングアルゴリズムを参考にして，入力
パターンのランダム生成を実装している．
5) シミュレーション
シミュレーションを行う CAD ツールに，設計と
生成された入力パターン i を与えて，レジスタト
ランスファレベルの回路シミュレーションを行

う．シミュレーション結果は人手もしくはアサー
ションによって仕様と照合しバグが発見されれ
ば検証を中断する．
6) カバレッジ評価
大規模な設計においては，シミュレーションで網
羅的な検証を行おうとすると膨大な数のパター
ンが必要となり，状態空間全てを検証するのは
実質不可能であるため，カバレッジと呼ばれる
評価指標を用いてシミュレーションの完了を判
断する．コードや条件，変数の値の変化など様々
な評価基準を用いたカバレッジがあるが，ここ
では状態カバレッジを用いる．順序回路の状態集
合 S の要素と出力集合 O の要素の組のうち，シ
ミュレーションで観測された組の集合を V (S, O)
とすると，状態カバレッジ Cov は以下のような
式で定義される．
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レッジの閾値は設計の種類や規模によって変わ
るため，開発の中で経験的に定められるのが一
般的である．

V. 関連研究
有界モデル検査における習得節をランダムシミュ
レーションに利用する点が，本研究の新たな着目点で
ある．制約によってランダムシミュレーションにおけ
るカバレッジを上昇させるという点では，いくつかの
関連研究が存在する．タグカバレッジに着目し，カバ
レッジを改善するようなシミュレーションパターンの
自動生成を行っている研究 [6] や，トグルカバレッジ
から情報量を計算し，パターンのランダム生成に制約
をかける研究 [7] が報告されている．

VI. まとめ
本論文では，検証対象の設計規模が大きいために形
式検証が完了しなかった場合，内部の学習データであ
る習得節をランダムシミュレーションに用いる手法を
提案した．これにより，ランダムシミュレーションを
行う際の入力パターン生成が制限され，未カバー状態
に到達しやすくなる．つまり，カバレッジを早く上昇
させ，シミュレーションを短時間で終了させることに
貢献する．現在，部分的に実装が完成しているため，
今後は全体を実装し，ハードウェア設計に適用して実
験を行っていく．
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