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ついて詳細な情報が得られ、これまで他のツールではチェックできなかった

分かりやすくハイライトした HTML 形式の包括的なレポートとして出力され
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検証環境に弱点があるとバグが検出されないまま設計が進み、機能の不具合、シリコン再設計（リスピン）、製品の市場投入の遅れを

デザインの静的解析

ガイドラインへの適合

フォルト活性化解析

レポート

News Release

フォルト・モデル解析

ニュースリリース

Certitude
検証品質確認システム

方法や動作状況の文書化にも役立ちます。これらの文書は、システムが
想定外の条件下でも安全に動作すること、およびベスト・プラクティスに

Certitude システムは既存の RTL コードにミューテーションと呼ばれる

基づいた最先端の検証手法が採用されていることを実証するために ISO

フォルトを挿入します（次の例を参照）。

26262 規格で必須とされています。
a = b | c;（元のコード）

動作モード
Certitude システムには 3 つの動作モードがあります。
1. 検証品質向上モード：デザインの検証を解析して、抜けや弱点を特定
します
2. 検証品質測定モード：検証環境全体の品質を客観的に測定します

a = b & c;（フォルトを含んだプログラム・コード）

し、その結果を観測ポイントまで伝搬し、フォルトの存在を検出できるか
どうかを判定します。これは次の 3 つのステップで行います（図 2）。
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このモードでは、チェッカ、アサーション、テスト・シナリオの不備や検証
基盤の問題によって生じる弱点や抜けを特定します。結果は、問題部分を
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