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アジェンダアジェンダ
• FlexRay について
• 適合試験が意味するもの
• OVM が我々にもたらすもの
• レイヤー化されたシーケンス
• ファクトリを用いたコンフィギュレーション

構成
• TLM ポートを用いたスコアボード
• プロジェクトの開発における統計的情報
• まとめ



FlexRayTM の概要FlexRayTM の概要
• 車載の通信システム車載の通信システム車載の通信システム車載の通信システム
• 堅牢、決定的かつ耐故障性
• ドライブ-バイ-ワイヤ* などのアプリをサポ

ート

* ドライブ-バイ-ワイヤ：機械的な伝達に代わる電気的な伝達機構



FlexRayTM の構成FlexRayTM の構成

• 拡張性と柔軟性拡張性と柔軟性拡張性と柔軟性拡張性と柔軟性
• 多数のネットワーク

トポロジー
• 異なるデータレート
• 同期・非同期の転送
• シングルまたはマルチ

のクロック同期化
• ネットワーク全体に渡

る時間の同期化
• 拡張性のある耐故障性
• 60 を超えるノードとク

ラスターのパラメータ
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適合性試験適合性試験
• FlexRay の適合性試験の仕様

• 一連のディレクテッド・テストケースのリスト
• 通信コントローラの適合性を FlexRay のプロトコル仕様

を用いて検証する
• デバイスはこれらのテストをパスしなければ適合とは言

えない
• 仕様はテスト環境の実装から独立している
• テスト環境の実装はハードウェアベースまたはシミュレ

ーションベースが可能

適合性試験は
検証のサブセット



シミュレーションベースの試験シミュレーションベースの試験
• シミュレーションベースの検証は すべて の複雑な半導

体設計における標準
• 以下のような強みがある：

• 動作の正当性を製造前に確認する
• 設計サイクルの早い段階で障害を発見し修正できる
• 制御性と観測性が改善される
• サプライヤ、エンドユーザの双方に対し低コスト、低リスク
• 品質が改善される品質が改善される品質が改善される品質が改善される

• 適合性試験のプロジェクトにおける さらなるメリット
• V3.0 対応のコントローラが出現する前に完結した
• 進化する適合性試験の仕様の正当性が確認できた
• 新しいプロトコル仕様の機能におけるいくつかの障害を発見し

た
• FlexRay の実行可能なモデルの検証



SystemVerilog と OVMSystemVerilog と OVM

• 複数言語シミュレータ
• VHDL、Verilog、

SystemVerilog、SystemC

Mentor Cadence Synopsys

SystemVerilog IEEE1800

Open Verification Methodology 

(OVM)

Conformance Test Environment

QuestaTM IUSTM VCSTM

• すべてのシミュレータでサポ
ート

• オープンソース (Apache)

• クラス・ライブラリ
• 一貫性のあるメソドロジ
• 相互運用性の基盤

• FlexRay 固有のコード
• OVM 構成要素を使用



適合性試験の環境適合性試験の環境
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OVM アーキテクチャOVM アーキテクチャ
レイヤー化された

シーケンス

ovm_event_pool

ovm_scoreboard

ovm_comparator

TLM 通信

ovm_component
構成要素

OVM ファクトリ



OVM シーケンスOVM シーケンス
• すべてのスティミュラススティミュラススティミュラススティミュラスに OVM シーケンスを使用
• テストスティミュラスの簡潔な記述方法
• 使用例: 

９サイクル目で、ＬＴは slot-1 におけるスタート
アップフレームを、誤ったヘッダーＣＲＣを用い
てシミュレーションする...

`fr_do_lt_with(lt_er_seq,{

lt_ch    == FR_AB; 

lt_cycle == 9; 

lt_kind  == FR_STARTUP_PAYLOAD; 

lt_slot  == 1; 

lt_error == FR_HEADER_CRC;

})



シーケンス階層シーケンス階層



レイヤー化されたシーケンスレイヤー化されたシーケンス
`ovm_do(preamble3_seq)

fork
`ovm_do_on_with (ut_exe_seq, `UT, {count==1;})
`ovm_do_on_with (lt_error_seq, `LT, {ch==AB; kind==STARTUP; cycle==8; error==CRC;}) 

join

fork
if (ch inside{A, AB}) `ovm_do_on_with (ch_x_seq, `CHA, {...; error==CRC;})
if (ch inside{B, AB}) `ovm_do_on_with (ch_x_seq, `CHB, {...; error==CRC;})
`ovm_do_on_with (tb_cycle_seq, `TB, {count==1;}) 

join

`ovm_create(item)
item.c_error.constraint_mode(0);  // disable
item.randomize() with {...; item.error==CRC;}
`ovm_send(item)

if (item.error==CRC) generate_error_crc();
else generate_crc();
ch_interface.RxD = crc[N]; // drive signals



コンフィギュレーションに OVM ファクトリを使用コンフィギュレーションに OVM ファクトリを使用

• FlexRay プロトコルには 60を超えるノードとクラスターの
コンフィギュレーション用パラメータがある

• 各テストは複数のコンフィギュレーションで実行しなくては
ならない
• 基本コンフィギュレーション：5x

• チャネルの適用性：3x

• プリアンブルおよびテスト固有の修正
• 432の適合試験に対し全部で10164のシミュレーションが必要

• コンフィギュレーション情報はテストベンチ全体に渡って使
用される（ドライバ、モニター、シーケンサー）

OVM ファクトリが問題を解決



コンフィギュレーション階層コンフィギュレーション階層

ovm_object

config base class

5 x basic config

1000s x test 
config

Conformance Test Specification
(ODT File)

test_1_2_3
• 10 parameters
• 3 modifications sets
• 5 basic config
• 3 ch applicable (A,B,AB)
=> 45x config classes

odt2cfg

script
configuration

library

// define all 60+ parameters

rand int pKeySlotID;

// define valid range under all conditions

constraint c_range_pKeySlotID {pKeySlotID inside {[0:1023]};}

// invalid constraints must be overloaded in derived classes

constraint c_pKeySlotID {0;}

// redefine constraints for all parameters

constraint c_pKeySlotID {pKeySlotID == 1;}

// redefine only required constraints for each test

constraint c_pKeySlotID {pKeySlotID == 2;}



コンフィギュレーション例コンフィギュレーション例

// test file

// single line to include configuration

`include "config_lib/config_1_2_3.sv“

// configuration library file

// 45 config classes similar to this one (for this test)

class test_1_2_3_bc1a_cha_i_config extends flexray_config_bc1a_p2;

`ovm_object_utils(test_1_2_3_bc1a_cha_i_config)

`fr_config_mod_cha

constraint c_gdDynamicSlotIdlePhase { gdDynamicSlotIdlePhase == 0     ; }

constraint c_gMacroPerCycle { gMacroPerCycle == 2095  ; }

constraint c_gNumberOfStaticSlots { gNumberOfStaticSlots == 2     ; }

constraint c_gPayloadLengthStatic { gPayloadLengthStatic == 0     ; }

constraint c_gdCycle { gdCycle == 2095  ; }

constraint c_pClusterDriftDamping { pClusterDriftDamping == 0     ; }

constraint c_pdListenTimeout { pdListenTimeout == 167702; }

constraint c_pMicroPerCycle { pMicroPerCycle == 83800 ; }

constraint c_pOffsetCorrectionStart { pOffsetCorrectionStart == 2085  ; }

constraint c_pRateCorrectionOut { pRateCorrectionOut == 51    ; }

constraint c_pPayloadLengthDynMax { pPayloadLengthDynMax == 1     ; }

endclass



OVM ファクトリOVM ファクトリ
`fr_test_all_scdc_i(test_1_2_3, i)
`fr_test_all_scdc_i(test_1_2_3, ii)
`fr_test_all_scdc_i(test_1_2_3, iii)

テストファイル
単純で分かり易い

`define fr_test_config_ch_i_utils(TEST,CONFIG,CH,INDEX) \
class TEST``_``CONFIG``_``CH``_``INDEX extends flexray_base_test; \
`ovm_component_utils(TEST``_``CONFIG``_``CH``_``INDEX) \
function void build(); \

super.build(); \
set_type_override_by_type( \
flexray_config::get_type(), TEST``_``CONFIG``_``CH``_``INDEX``_config::get_type()\

); \
endfunction : build \

endclass

テスト固有のコンフィギュレ
ーションで全てを上書きする

`define fr_test_all_scdc_i(TEST,INDEX) \
`fr_test_config_ch_i_utils(TEST,bc1a,cha, INDEX) \
`fr_test_config_ch_i_utils(TEST,bc1a,chb, INDEX) \
... (15x fr_test_config_ch_i_utils in total)
`fr_test_config_ch_i_utils(TEST,bc3,chab,INDEX) 

マクロ
冗長だが見る必要が無い

環境全体に渡って変更される



テストの構成テストの構成
`include "config_lib/config_1_2_3.sv“

class test_1_2_3_seq extends base_test_seq;
`ovm_sequence_utils(test_1_2_3_seq, test_sequencer)
virtual task body();
// preamble
`ovm_do (preamble3_seq)
// execute
fork

`ovm_do_on_with (exe_seq,`UT, {count==1;})
`ovm_do_on_with (err_seq,`LT, {ch==AB; kind==...}) 

join
// postamble
`ovm_do (postamble_seq)

endtask
endclass

`fr_test_all_scdc_i(test_1_2_3, i)
`fr_test_all_scdc_i(test_1_2_3, ii)
`fr_test_all_scdc_i(test_1_2_3, iii)run_conformance  list.all.txt

コンフィギュレーショ
ンライブラリからクラ

スをインクルード
N 個生成する

コンフィギュレーション
クラス

テスト本体は

ョン非依存

テスト本体は
コンフィギュレーシ

ョン非依存
１つの

テストファイル

マクロが全バージョマクロが全バージョ
ンのテストを生成

個別テストが
N 個生成される

run test_1_2_3_bc1a_cha_ii



スコアボード・チェッカースコアボード・チェッカー

Cycle 0 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 6 Cycle 7Cycle 5 Cycle 8No schedule

1 1 1 12 3 123 123 123 12341

STARTUP

ICC
DC R

IL IS
NAC

CAS

IUT

Channel

PREAMBLE EXECUTE POSTAMBLEUT 
Sequence

CHI Commands CHI Status

1 1 1 12 3 123 123 123 1231

CAS

Cluster

Traffic

比較=>期待値 観測値+



スコアボード動作とTLMポートスコアボード動作とTLMポート
• UT & LT ソースはトランザクションをパブリッシュする

• OVM TLM アナリシスポートをインスタンス化する
• トランザクションの期待値や観測値をポートに write する

• IUT 送出：UT は送出バッファを期待、LT はバストラフィックを観測
• IUT 受信： LT は受信すべきトラフィックを期待、UT はバッファ状態を

観測

• スコアボードはトランザクションに登録する
• OVM TLM アナリシスエクスポートをインスタンス化する
• エクスポート固有の write メソッドを実装する
• トランザクションを比較器に送出する

• トランザクション比較器
• トランザクションの対（ペア）を比較する
• 比較ルールはトランザクションに実装されている



スコアボードの実装スコアボードの実装
ovm_analysis_port #(flexray_bus_transaction) m_chi_bus_port;
transaction = generate_transaction();  // expect 
m_chi_bus_port.write(transaction);      // publish

UT CHI ovm_monitor
トランザクション期待値

ovm_analysis_port #(flexray_bus_transaction) m_cha_bus_port;
transation.field = ch_interface.TxD;   // observe
m_cha_bus_port.write(transaction);   // publish

LT CH ovm_monitor
トランザクション観測値

ovm_analysis_imp_chi_bus #(flexray_bus_transaction, fr_scoreboard) m_chi_bus_export;
ovm_analysis_imp_cha_bus #(flexray_bus_transaction, fr_scoreboard) m_cha_bus_export;
m_cha_iut_tx_comparator.before_export.write(transaction);   // in write_chi_bus()
m_cha_iut_tx_comparator.after_export.write(transaction);      // in write_cha_bus()

ovm_scoreboard
TLM export を登録する

m_upper_tester.m_chi_bus_port.connect(m_scoreboard.m_chi_bus_export);
m_lower_tester.m_cha_bus_port.connect(m_scoreboard.m_cha_bus_export);

環境 env で接続されるTLM 
ポートとエクスポート

function bit flexray_bus_transaction::comp(flexray_bus_transaction transaction);
if (compare_failed)  `fr_report_error(...)

実際の比較はトランザク
ション内で定義される

ovm_in_order_class_comparator に write する



コードの分布コードの分布



プロジェクト開発チャートプロジェクト開発チャート

OVM環境は
早くから

走り始める

OVM により
テストの平行
開発が可能に

OVMのことは忘れ
アプリケーションの

問題解決に注力



まとめまとめ
• FlexRay コンソーシアムのプロジェクトのゴールは達成した

• FlexRay V3.0 適合性試験の仕様 の質を改善した
• FlexRay の 実行可能なモデル が厳格にデバッグされた
• よりコスト効率の良い適合性試験の環境が完成した
• 適合性試験が開発の早い段階で実施可能となった
• 運用は複数のターゲット IUT を用いて正当だと検証された

• OVM は開発生産性と一貫性を上げるのに役立つ
• すべてのプロジェクトのマイルストーンに対し遅延なく遂行可能

• OVM は相互運用実現に対して実に役立つ
• しかし非OVMのSystemVerilogコード部分の相互運用については、非

常に多くの労力を要する！
• 異なるシミュレータで同一の適合性結果が得られた



質疑応答質疑応答

mark.litterick@verilab.com


