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最近のカー・エレクトロニクス・アプリケーションで要求される性能は、
FPGA でも ASIC/SoC でも十分に達成できますが、デバイス単価については
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メカトロニクス・システムの信頼性予測に関しては、多くの強力な手法があ
ります。モンテカルロ・シミュレーションもその1つで、データ・リダクショ

性を記述する機能があり、モンテカルロ・シミュレーションと組み合わせれ
ば、信頼性を左右する影響や相互作用を統計的に調べられます。

スのコスト計算に含める必要があります。一般論として、数万程度の量産規
模には FPGA でのインプリメンテーションが適しており、数百万のボリュー

このほか、モンテカルロ・シミュレーションの「総当たり」的な性質を補う

ムならカスタムICが適しています。数十万のボリュームはケース・バイ・ケー

ための手法もいくつかあります。これらの「ガイド付き」アプローチは非常
に効率的でインテリジェントな最適化アルゴリズムを採用しており、パラ
システム性能境界を見つけられます。このほか、Physical Modeling and

るのが、合成ツールと配置配線ツールです。特に、必要な機能と性能を最小

Simulation では部品へ想定外のストレスを与えたり、より深刻な障害を引

限の FPGA リソースを使ってインプリメントできる論理合成ツールを使用す

き起こすなど、メカトロニクス・システムに故障を注入して信頼性への影響

れば、より小型で安価なデバイスを選択できることも少なくありません。

も評価できます。

ユーザーが指定した性能要件を満たした後で面積を最適化できる完全なタ
イミングドリブンの合成テクノロジを利用することが、デバイスのコストを

Saber Physical Modeling and Simulation の統計解析、ワーストケース解

最小化する上で鍵となります。FPGA デバイスのサイズを一回り小さくする

析、故障注入機能についての詳細は、シノプシスまでお問い合わせください。

だけで 15 ～ 30% ものコストを削減できます。

Jeﬀ Garrison

図 2. 車載システムのバーチャル・プロトタイピング（シノプシス Virtualizer）
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FPGA シンセシス・プロダクツ ディレクタ

シノプシスのデザイン・オートメーション・ソリューションは、自動車メー
カーのエンジニアが新たに直面している数多くの課題を解決します。シノ
プシスはシリコン（SoC）設計ソリューションをはじめ、バーチャル・プラッ
トフォーム上でのソフトウェア検証（バーチャル・プロトタイピング）に関
しても業界をリードするソリューションを提供し、ソフトウェア開発ソ

システム・エンジニアリングに関するソリューション
年劣化など、さまざまなばらつき要因の影響を受けます。車載システムの設
計においては、こうしたばらつき要因の影響を受けにくいシステムを設計
し、ばらつきがシステム性能に与える影響を最小限に抑える必要がありま
す。Saberには、田口メソッドやDFSSなどのロバストな設計手法を適用し、
メカトロニクス・システムの品質とコストを最適化する機能があります。

情報を使って機能検討も行えます。バーチャル・プロトタイプは、タッチ
スクリーン・コントローラによるユーザー入力の生成、UART を利用した
GPS 座標の設定、電話の通話開始など、デタミニスティックなシナリオ・
スクリプトを使ってバーチャル・プロトタイプの I/O を駆動し、実行を制
御します。シミュレーション実行中は、電力解析データとその他のハード
ウェア / ソフトウェア・トレースを収集し、これらを用いて根本原因解析や
デバッグを行い最終的にソフトウェアを最適化します。システムの複雑化
に対処するため、最近では多くの車載システム設計チームが伝統的な開発
手法からバーチャル・アプローチ（図 2）へのシフトを進めています。
車載システムのバーチャル・プロトタイプでは、相互に連携するサブシステ
ムを完全な機能を備えた高速ソフトウェア・モデルとして構築できます。こ
の環境で量産コードを修正することなく実行できるため、デバッグ解析効率
も向上します。
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ス解析、モンテカルロ解析、感度解析、パレート解析などの反復型シミュレー
ションでは、個々のシミュレーション・プロセスを複数のプロセッサに分散

SaberはシノプシスのTCAD（トランジスタレベルCAD）ツールにリンクす
る機能があり、エンジニアリング・チームはパワー・エレクトロニクス・シス

じるため、プロセッサの数に完全に比例して高速化するわけではありません。
なお、複数のプロセッサを使用した場合、必要なライセンス数が増える点に
注意してください（1コアにつき1ライセンス）
。シノプシスでは、マルチコア
環境での導入に適した Saber Runtimeライセンスもご用意しています。

テムの製品設計を短期間で完了できます。物理システムに対するデバイスレ

Jim Patton

Saber アプリーケーションズ・エンジニアリング マネージャ

ベルの物理特性を抽象化すると、設計者は正確でコンパクトなパワー・コン

が一般的でした。しかしマルチコア MCU の出現や、絶対的な安全性が要求
されるアプリケーションでのテスト徹底化の要求など、さまざまな要因に
よってこうした逐次型のアプローチが通用しにくくなっています。この問
題を解決する最も単純な方法は、ソフトウェア開発の開始時期を前倒しし
て、テストの時間を増やすというアプローチです。そのためには、シミュ
レーション・ベースのアプローチを採用し、ハードウェアを模した環境上で
実際の製品用ソフトウェアを実行します。バーチャル・プロトタイピング
と呼ばれるこのアプローチにより、多くの企業がソフトウェア開発の開始時
期を早め、デバッグの時間を十分に確保し、リスクなしにシステム・テスト
を実行することに成功しています。マツダ株式会社 車両システム開発部長
内藤 久佳氏は次のように語っています。
「今日では、ECU は車の性能とコス
トを左右する非常に重要な装置です。ECU の開発期間と開発コストの削減
ル・プロトタイピングは必須の開発手法です」。

た回路動作のシミュレーションの方が、デバイスレベルの混在モード・シ
ミュレーションよりも数十万倍高速に実行できます。

バーチャル・プロトタイピングの詳細、車載 ECU ソフトウェア開発への応

関連情報
David W. Smith。シノプシスのサイエンティストとして
Saber製品ファミリーのアーキテクチャを担当。Analogy
の 共 同 設 立 者 の1人 とし てMAST言 語 を 共 同 開 発し、
VHDL-AMS言語の開発と定義にも貢献。同社ではエンジ
ニアリングやアドバンスト・プロダクツ担当副社長とし
て Saber Designer（Scope、Sketch、Guide）と Saber
Harness製 品 群 の開 発 を 指 揮。Analogy退 社 後はWeb
ベースのプロジェクト・マネージメント・コラボレーショ
ンを手がける新興企業IronSpireでエンジニアリング担
当副社長を務める。その後、シノプシスのアドバンスト・
テクノロジ・グループに入社し、言語専門家のチームを率
いてSystemVerilog言語を開発。現在は再びSaber製品
を手がける。これまで長年にわたり、IEEE 1076.1委員会
（現在の資格はTreasurer）
、IEEE 1800（SystemVerilog）
委員会のメンバーを務め、Verilog-AMS、SystemC AMS、
FAT/AK-30の標準化活動にも参加。27年間のキャリア
を、機械的なドライブトレインから電気的なドライブトレ
インへと変遷を続ける自動車業界とともに過ごす。AMS
（アナログ/ミックスドシグナル）シミュレーションとモ
デリングの分野で多数の特許を保有。

テストは物理的なハードウェアが完成してから開始するというアプローチ

だけでなく、ECU の安全性と信頼性を確かなものとするためにも、バーチャ

ポーネントのSaberモデルを使って作業できます。抽象化したモデルを使っ

著者紹介

これまで、車載 ECU 用の組込みソフトウェアの開発、インテグレーション、

検証編

パワー・マネージメントに関するソリューション

ンクション検討とソフトウェアの割り当て、検証の課題を解決できます。
でデバッグ性の高い可視性が得られます。また、使用電力プロファイルの

は4つのコアすべてを使用するとかなりの高速化が見込めます。ワーストケー

させて実行できるためです。ただし並列化のためのオーバーヘッドが若干生

バーチャル・プロトタイプを使用すれば、車載システム・エンジニアはファ
バーチャル・プロトタイプでは、OS プロセス・トレースなど最適な抽象度

アに分散すること（マルチスレッディング）はできませんが、反復解析の場合
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Support Q&A

ファンクション検討とソフトウェア・エンジニアリング
のためのバーチャル・ソリューション

単一のシミュレーションの場合は、シミュレーション・プロセスを複数のコ

えています。どのようなアプローチが考えられるでしょうか？

フィジカル編

も強力な機能を備えています。

どの程度高速化できるかは、シミュレーションの内容によって異なります。

ECU の組込みソフトウェア開発をもっと早い段階でスタートさせたいと考

Support Q&A

ンとして定評があり、エンタープライズ・レベルの配線設計ツールとして
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論理合成編

Saberは自動車の電力システム開発の分野でもリーディング・ソリューショ

サ・コア全部でSaberを実行するとシミュレーション速度は向上しますか？

Support Q&A

MAST や VHDL-AMS などの標準言語の開発でも業界をリードしています。

クアッドコア・マシンへのアップグレードを考えています。4 つのプロセッ
もし向上するなら、どの程度の高速化が見込めますか？

どのようなシステムも、部品の許容誤差、周囲環境からのストレス、部品の経

リューション（IDE）のリーディング・サプライヤとも提携しています。ま
た、市場をリードするメカトロニクス設計ツール（Saber）も提供しており、

Q2

Design Compiler 講座

Saber プロダクト・ライン シニア・マネージャ

車載システム・エンジニアリングのための
ソリューション

最新技術情報

メータ空間を探索してワーストケース条件と全体的な信頼性が損なわれる

ソース利用率、ひいては最終的なデバイスのコストに最も大きな影響を与え

展開が容易

価することが難しくなっています。メカトロニクス・システムの信頼性を

システム入力、部品パラメータ、周囲環境などシステム全体に対する不確実

るには、開発、テスト、製造に多くの費用が発生するため、これらもデバイ

設計ツールの選択が非常に重要になってきます。デザインのシリコン・リ

生産性が向上

最近の車載システムは複雑化が進み、これまでの手法では信頼性を正しく評

する基本的な手段として広く用いられています。Physical Modeling には、

のトータル・コストで考える必要があります。カスタム IC を設計・製造す

スといえるでしょう。量産規模の大きいデザインでFPGAを使用する場合は、

早期に利用可能

Marc Serughetti

バーチャル・プロトタイピング・
ソリューションズ ディレクタ

ンや解析と組み合わせて複雑なシステムにおける不確実要因の影響を理解

す。しかしコストを考える際は、製造に必要なデバイスの個数を予測してそ

開発者のデスクトップ

Lee Johnson

Saberプロダクト・ライン
シニア・マネージャ

検証できるシミュレーション・ベースの手法はありますか？

特定用途向けに作り込んだ ASIC/SoC と FPGA の間に大きな隔たりがありま

既存の
プラント・モデルと
ハードウェアを
再利用

Jim Patton

Saberアプリーケーションズ・
エンジニアリング マネージャ

Technology Update

自動リグレッション
テスト
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Saber

ス単価は ASIC や SoC に比べかなり割高です。FPGA デバイスのコストを抑
えるにはどうすればよいでしょうか？

Matlab®/Simulink

ソフトウェア・デバッガ :
Lauterbach、gdb など

車載アプリケーションでも FPGA を利用する機会が増えていますが、デバイ
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プロダクツ ディレクタ
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･ パフォーマンス
･ コード・カバレッジ
･ 故障注入
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組込みソフトウェア
スタック

Jeﬀ Garrison

News Release

Simulink/RTW

バス・モニタリング

生産性重視の
ソフトウェア解析ツール

シノプシス
オートモーティブ・チームの
専門家がお答えします

ニュースリリース

既存のソフトウェア開発
ツール・チェーン
（コンパイラ、デバッガ）を
再利用

オートモーティブ

SaberのWebサイト:
www.synopsys.com/saber
SaberRD Student/Demo Editionの無料ダウンロード:
www.synopsys.com/saber-sw-demo

用方法についてはシノプシスまでお問い合わせください。

Marc Serughetti

バーチャル・プロトタイピング・ソリューションズ ディレクタ

SaberRDのデータシート:
www.synopsys.com/saber-ds
バーチャル・プロトタイピングのWebサイト:
www.synopsys.com/virtualprototyping
Virtualizerのデータシート:
www.synopsys.com/virtualizer-ds
FPGAソリューションのWebサイト:
www.synopsys.com/fpga
Synplify Premierのパンフレット:
www.synopsys.com/synplifypremier-fpga
オートモーティブ・ソリューションのWebサイト:
www.synopsys.com/automotive
オートモーティブ・ソリューションのデータシート:
www.synopsys.com/automotive-ds

シボレー・ボルトと
Jim Patton（Saberアプリーケーションズ・エンジニアリング マネージャ）
撮影： Automotive Solutions Seminar（デトロイト）にて
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