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VDK を活用した車載ソフトウェア開発のスピードアップ
自動車産業の Tier1 および OEM 企業は、ソフトウェア開発をスピードアップし、ソフトウェアとシステムの品質を高め、コストを削減したい

と考えています。これを実現するために、半導体メーカーがどのようにVirtualizer™ Development Kit（VDK）を活用しているかについて、

バーチャル・プロトタイプをソフトウェア・サプライチェーン全体に渡っ

ローラの普及が勢いを増しています。これを追い風として、自動車関連企業

て使用すれば、半導体メーカーはソフトウェアの開発とテストに早期着手

はソフトウェアに実装する機能を追加、差別化し、他社からの優位性を築こ

できるようになり、開発プロセスの早い段階で包括的な MCU 開発ツール・

うとしています。その結果、先進運転支援システム（ADAS）、パワートレイ

サポートを Tier1 企業に提供することができます。その結果、Tier1 企業は

ン、シャシーなどセーフティ・クリティカル・システムをサポートする自動

製品をこれまで以上に早いタイミングで市場に投入できるため、開発期間

車電子制御装置（ECU）では、組み込まれるソフトウェア・コンテンツが急

を短縮し、もっと早い段階で OEM 企業と協業を開始できるようになります。

速に増えています。また、このようなセーフティ・クリティカル・システム

プロジェクト・ライフサイクルの早い段階でソフトウェアを高品質化する

では、機能安全に関する規格 ISO 26262 をはじめとする新たな開発要件が

ことは、顧客との信頼関係に影響を与えるリスクを、サプライチェーン全体

求められ、自動車関連企業はこれを順守することが求められています。

に渡って低減することにつながります。

自動車産業の Tier1 および OEM 企業は、自動車販売に貢献する付加価値の

MCAL開発からシステム・ソフトウェア・リグレッション
の自動化にわたる各種タスクへの対応

高い機能を提供するうえで、ソフトウェアが極めて重要な役割を果たすと
いうことを十分認識しています。また、迅速にソフトウェアを改善しなが

なります。以下に対応可能なタスクの例を挙げます（図 1）。
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半導体メーカーから Tier1 および OEM 企業に至る各社は VDK を使用するこ

という課題を抱えています。
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ら、高い品質の維持と開発コストの抑制も同時に実現しなければならない
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シノプシスのプロトタイピング・ソリューション向けビジネス開発担当ディレクター、Marc Serughetti がご説明します。

チャル・プロトタイピング手法を使用すれば、バーチャル・ハードウェア
ECU を構築することができます。シノプシスの Virtualizer Development
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MCAL とベース・ソフトウェアの開発

Kit（VDK）をベースとしたバーチャル・ハードウェア ECU は、MCU のバー
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マルチコア・ソフトウェア、アルゴリズム、AUTOSAR アプリケーションの開発

チャル・プロトタイプ（高速シミュレーション・モデル）をターゲットとし

●

バーチャル HIL（Hardware-in-the-Loop）システムを使用した統合とテスト

て使用することで、テスト、デバッグ、解析の生産性を高い水準へと引き上

●

ISO 26262 に準拠した故障テスト

げます。これにより、ソフトウェア開発および統合と検証のスピードが増

●

リグレッション・テストの自動化

し、制作期間の短縮と品質の向上が実現します。

デバッグ / 解析 / テスト・ツール

ソフトウェア開発ツール

組込みソフトウェア

バーチャル・ハードウェア

組込みソフトウェア

組込みソフトウェア

組込みソフトウェア

MCU / SoC
（シノプシス VDK）

MCU / SoC
（シノプシス VDK）

MCU / SoC
（シノプシス VDK）

環境（仮想システム）

プラント・モデルとアナログ

MCU / SoC

ECU

ECU ネットワーク

図 1. バーチャル HIL 環境
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VDKを活用した車載ソフトウェア開発のスピードアップ

前ページより続く

半導体メーカーは、ソフトウェア開発に使用できる高性能ツールとバーチャ

にわたる故障を注入できる機能だけでなく、フォールト・トレランス・メ

ル・プロトタイプを提供し、顧客企業が高品質なソフトウェアの開発をより

カニズムの影響と効果を評価する解析機能が備わっています。シノプシス

早い段階で開始できるようにすることで、シリコンの早期採用を促進するこ

の VDK は幅広い注入機能を提供しており、非侵入型の方法でシステム・ソ

とができるだけでなく、最終的にはそれをマーケット・シェアの拡大へとつ

フトウェアの動作を分析する（図 3）ため、QA およびテスト・チームは早い

なげることができます。また、製品の市場投入を成功に導くには、サプライ

段階でテストの作成と実行に着手し、ソフトウェア変更がシステムに与え

ヤと顧客の協力関係がますます必要になっていますが、高性能ツールとバー

る潜在的な影響を迅速に検証できます。バーチャル・ハードウェア ECU は、

チャル・プロトタイプはそうした必要性を満たすものでもあります。

自動車関連企業が開発のスケジュールを維持してコストを抑制しながら、
同時にテスト回数を増やし、品質を高めるために重要な役割を果たします。

ソフトウェアの欠陥とリコールの削減
自動車の差別化を図る機能の多くがソフトウェアによって実現されている
ことは確かですが、近年、ソフトウェアの欠陥を原因とするリコールが憂慮
すべき数に上っており、さらに増え続けています（図 2）。リコールが発生
した場合の修正費用は莫大で、メーカーの評判にも計り知れない影響を与
えるため、自動車が消費者のもとに届く前に実施するソフトウェア機能の
テストをよりいっそう強化する必要があることは言うまでもありません。
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バーチャル・プロトタイプの品質が高く、機能的に正確である必要があり
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ます。Tier1 および OEM 企業がバーチャル・ハードウェア ECU の導入と使
用をスピードアップできるようにするため、シノプシスは車載機器向けの
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図 2. 自動車のリコール件数（出典：米国運輸省道路交通安全局 - NHTSA）

大手半導体メーカーと緊密に連携することで、要件を満たすバーチャル・
プロトタイプを開発し、提供しています。
VDK の開発は多大な人的資源を必要とする作業であり、IP モデルとそれを

こうした背景のもと、自動車業界は、機能安全に関する規格 ISO 26262 の

利用したバーチャル・プロトタイプの作成および正確な認定には、IP ベンダ

導入と実践に動き始めました。機能安全とは、電子 / 電気システムの動作

と半導体メーカーとの間での広範囲にわたる協力関係と深い専門知識が必要

不良によって危険が生じた場合も不当なリスクが存在しないこととして定

になります。たとえば、機能安全テストでは、安全性への要求が厳しいアプ

義されており、機能安全の原則では欠陥の回避（適切な実装）と故障の制御

リケーション専用に設計され、故障管理に対応できるハードウェア・ペリ

（検知と対応）に重点が置かれています。しかし、ISO 26262 が導入された

フェラルを、バーチャル・プロトタイプに組み込む必要があります。シノプ

ことで、自動車関連企業には要員不足や開発スケジュール、コストに関係す

シスは、半導体メーカーとの共同開発プロジェクト Center of Excellence で

る課題が浮上しています。

独自の位置を占めており、モデル開発およびバーチャル・プロトタイプの統
合サービスを提供することで、半導体メーカーが最小限の投資とコストで

Tier1 および OEM 企業は、機能安全の実装にかかる時間、要員、コストを最

MCU 向けのバーチャル・プロトタイプを使用できるようにします。この共

小限に抑えながら、同時に、テスト品質を高め、ソフトウェア欠陥が見逃さ

同開発モデルはすでに、ルネサス社、NXP 社、Inﬁneon® 社の さ ま ざ ま な

れた製品を出荷するリスクを低減できる優れた方法を探しています。つま

MCU に導入され、成功を収めています。

り、より効果的で、より早くテストを実行できる方法を探しているのです。

バーチャル・プロトタイピング・ソリューション

エコシステムの統合
車載システムは、単なる電子的なデジタル・ハードウェアとソフトウェア

自動車関連企業は、バーチャル・ハードウェア ECU を使用することで、シ

ではありません。制御の対象となるデジタル / アナログのハードウェア、

リコンや複雑な試作機が完成する前であってもソフトウェア・テストを開

ソフトウェア、メカニカル・サブシステム / 環境が組み合わされています。

始できるようになります。このため、ソフトウェア・チームは早い段階で

このため、バーチャル・ハードウェア ECU を適用するには、メカニカル・

迅速に問題点を見つけて、より包括的なテストの必要性を示し、
（たとえ実

サブシステム、アナログ・コンポーネントや車載ネットワークをモデル化

施可能であっても）物理的な試作機を使用したらもっと難易度が高く、費用

したマルチドメインのシミュレーションを統合する必要があります。自動

がかかってしまうようなレベルのテストを実施できます。

車関連企業では、Simulink®、Saber™、Vector 社の CANoe といったツール
がすでに広く導入されているため、車載アプリケーション向けのソリュー
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ISO 26262 機能安全規格では、故障注入テストの実施を強く推奨していま

ションには、オートモーティブ・エコシステムが提供する多数のツールを

す。故障注入テストは、あらかじめ設定した故障を複数存在させた状況で、

統合する必要があります。同様に、ソフトウェア・チームが使用するデバッ

システムがその仕様どおりに応答するかどうかをチェックするテストです。

グ環境と VDK との統合も不可欠です。シノプシスはサードパーティ・ツー

故障を注入する場所はハードウェア、ソフトウェア、電子回路周辺の各種シ

ルとの統合を提供すると同時に、統合に関する深い知見を有しているため、

ステム内のいずれの場所でも構いません。効果的な故障テストには、多岐

完全なバーチャル・ハードウェア ECU 環境を構築して使用したいと考える

でバーチャル・プロトタイピングを使用することが有効な方法であると考
えられます。

動リグレッション・テストをスピードアップすることができます。
セーフティ・クリティカルな車載システム向けの組み込み電子機器を開発
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Tier1 および OEM 企業の要望にも対応できます。シノプシスのテクノロジ
と専門知識を活用することで、バーチャル HIL 環境の実装、故障テスト、自

するには、多数の複雑な物理サブシステムを考慮してテストする必要があ

ケース・スタディ：VDK for NXP S32V234

ります。このようなシステムは通常、非常にダイナミックで、安全性を再優

全体的に見て、車載システムのテストは一般家電製品よりも大幅に難易度

キットです。ADAS の開発に焦点をあてたこの VDK は、アルゴリズム

の高い作業になります。車載向け製品の物理的な試作機には数百万ドル単

とソフトウェアの開発、システム統合、機能安全テストを含むさまざ

位のコストがかかり、破壊までテストする必要のあるシナリオを最後まで

ま な ユ ー ス ケ ー ス に 対 応 し て お り、VDK for NXP MPC5xxx な ど の

実施するのは困難で、多大な費用がかかります。シミュレーションを使用

VDK と組み合わせて使用することで、ECU ネットワークをシミュレー

すると、物理的な試作機を使用して検証する前に、さまざまな車載向けテス

トすることができます。開発者チームは VDK を使用して早い段階で

ト・シナリオの結果を理解することができます。また、高速バーチャル・

開発を開始し、デバッグと解析をスピードアップし、より多くのテス

プロトタイピング・シミュレーションは、ISO 26262 に対応した方法での

トをより効果的に実施できます。そのため、システム・ソフトウェア

故障テストを可能にします。

の品質と製品の信頼性を高め、開発コストを削減することができます。
自動車業界には、MATLAB® / Simulink などのツールを使用して車両の機

幅広いユースケースのサポート

械部品をシミュレートするという考え方が何年も前からありましたが、ソ

VDK for NXP S32V234 を使用してサポートできる設計タスクの例を

フトウェアとハードウェアの相互作用と ECU 内での連携を無視することは

以下に挙げます。

できません。現在では、シミュレーションの実行に耐えうる、すぐに使える
コンピュータが広く普及し、シノプシスの VDK テクノロジが登場したため、

とができます。

●

自動車の電気 / 電子アーキテクチャとテスト
Tier1およびOEM企業は、車載システムの開発、統合、テストにバーチャル・

S32V234 MCU バーチャル・プロトタイプは、NXP 社とシノプシスの

プロトタイピングを導入することで、高品質ソフトウェアによる迅速な製

共同開発プログラム Center of Excellence を通じて開発およびテスト

品化を含む多大なメリットを享受できます。また、半導体メーカーには、早

されたものです。

い段階でソフトウェア開発を実施し、製品化を実現できるという利点があ
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先にすることが常に求められます。

VDK for NXP S32V234 は、NXP 社製 S32V234 マイクロコントロー

ります。
シノプシスは、自動車のサプライチェーンがバーチャル・プロトタイピン

まとめ

グを成功裏に導入し、そこから成果を上げるために必要な要素を提供しま
す。強力なテクノロジから、実績ある手法と有益なサービス、信頼できるサ

近年、自動車関連企業がソフトウェア関連の欠陥に起因して実施するリコー

プライヤとしての安定した名声に至るまでを兼ね備えたシノプシスは、短

ルの件数は増加の一途をたどっており、修理費用だけでなく増大する罰金

縮化しつつも依然として長期に及ぶ車載システムの開発サイクルをサポー

および訴訟費用によって、莫大な費用が発生しています。また今後は、車両

トします。また、現在のグローバル自動車ブランドは世界中に開発チーム

に搭載されるソフトウェア・コンテンツがさらに増加することが確実であ

を抱えています。世界各地に拠点を持つシノプシスは、その海外ネットワー

るため、不十分なソフトウェア設計や欠陥によって製品のリコールを余儀

クと、長期的な開発および製品ライフサイクルへの取り組みを確実に実行

なくされるリスクを軽減するために、VDK を使ってサプライチェーン全体

できる財務基盤を活かして顧客企業のニーズにお応えします。
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