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クルマの電気 / 電子（EE）システムは複雑化が続いており、自動車業界では

CAE プランの開発

CAEプランの開発

CAE（Computer-Aided Engineering）やバーチャル・デザイン検証ツール
の利用が拡大しています。開発期間の短期化が進む中で顧客ニーズを満た

一般的な自動車の CAE プランには、500 以上のEE 解析が含まれることがあ

していくには、なるべく短い期間でロバスト性の高いデザインを完成させな

ります。私たちのチームはモンテカルロ解析を広範囲にわたって使用し、数

ければなりません。

百ものシナリオにおけるパラメータのばらつきを調査しています。また、

高度なEE シミュレーション・ツールが登場する以前は、スプレッドシート

ンテカルロ解析を何度も実行して信号のばらつきの主な要因が何であるか

解析によるシンプルな計算を行って部品間（制御モジュールとスイッチな

をパレート解析（図1）で調査する方法をとっています。

CAE 環境を利用してDCと過渡解析、感度解析も行っています。通常は、モ

ど）の相互作用を調べていました。このアプローチでは、スイッチの接触に
十分な電流が流れているかどうかを確認するなど、部品の特定のパラメータ

一つの例として、私たちのチームでは車両内で複数のモジュールが共有する

しか調べることができませんでした。私たちのチームはこうした経験を通

信号のロバスト性を確保する作業でこの解析を利用しています（図2）
。共有

じ、現実世界を忠実に反映したモデルを作成して高精度な結果を得るには

信号とは、ある1つの部品が信号のソースとなり、それを別のいくつかの部

データの精度、そしてデータ・パラメータを完全に取り込んで理解すること

品で監視しているものをいいます。複数の部品サプライヤから調達したデ
しながらすべての機能を正しく実行できるようにするには、共有信号の解析
が非常に重要な役割を果たします。CAE 解析であれば、数百種類もの解析を

現実世界を忠実に反映したモデル

現実世界を忠実に反映したモデル

実行して統計的に有効な結果を得られます。同じことをラボの物理プロト

解析作業で何より重要なのは、現実の世界を忠実に反映した、完全かつ正確

タイプを使って行おうとしてもコストとスケジュールの面で現実的ではあ

なモデルを作成することです。私たちのチームが現在使用しているツール

りません。

は、初期のスプレッドシート・モデルよりもはるかに高度で複雑になってい
るため、内製モデルにせよ外部サプライヤから調達したものにせよ、多くの

エレメカ・システムのモデリング

エレメカ・システムのモデリング

リソースを費やして使用するモデルの正確性に万全を期しています。

車両システムやサブシステム・デザインに占めるエレメカ・システムの割

ムのエレメカ・モデルを開発した経験もあります。このモデルを使えば、電
ロバスト性の改善

気設計にあまり経験のない機械チームでも機械部品と電気部品の特性の相

CAE 解析は開発コストの削減につながるだけでなく、デザインのロバスト性

り、トルク / 電力損失の値を変えたりすることが容易に行えます。

ロバスト性の改善

互作用に基づいて、実際のシステムで必要なサイズのモーターを選択した

ソリューションのまとめ
筆者たちのチームが使用するEECAE 解析環境は、既存の設計環境にもシー
ムレスに統合し、以下の機能を実現します。
▶ 電気部品と機械部品の並行解析
▶ 高度な統計解析を利用し、現実世界を忠実に反映したモデルの作成
▶ 数千にも及ぶ定義済みのライブラリ部品からの選択
▶ 異なる領域の部品を容易に接続し、さまざまな抽象度でのシステム解析
▶ マルチドメイン・シミュレータ・インターフェイスを利用して、ある領域の
変化が別の領域にどのような影響を与えるかを機械、電気、温度の面から調査

向上にも大きく貢献します。私たちのチームは部品の許容差をさまざまに
変化させて数十万回もの解析を行い、温度変化や経年劣化の影響を調査して

ソフトウェアのプロトタイピング

ソフトウェアのプロトタイピング

います。次に、解析ツールから得られたデータに基づいて問題となる部品の
許容差を切り分け、特定の許容差の範囲を狭めるなどの変更を加えて、サブ

自動車に搭載されるソフトウェアの量が増えるにしたがって、車載アプリ

システム全体のロバスト性を高めています。

ケーションのソフトウェア開発にかかるコストは飛躍的な上昇を続けてい
ます。ソフトウェア検証は、安全システムの品質と性能を左右する重要な問

こうして品質の問題が明らかになると、サプライヤにも影響が及ぶ場合があ

題です。電気 / エレメカ・サブシステムの物理プロトタイプを削減するメソ

ります。回路デザインが部品レベルでは検証テストに合格していても、サブ

ドロジを確立した今、私たちのチームは次のテーマとしてソフトウェアのプ

システム内で使用した場合には改善が必要となることがあるためです。そ

ロトタイピングを目指しています。開発者がバーチャル・モデルを使って機

こで私たちのチームはエンジニアやサプライヤと緊密に協力してフィード

能テストを行えるようになれば、ブレッドボードの必要性はさらに低下し、

バックを提供し、デザインのロバスト性のさらなる向上を図っています。

システム検証期間の短縮、デバッグの改善、そしてソフトウェア品質の向上
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最新技術情報

合は増え続けており、この傾向は今後も続くと予想されます。エレメカ・シ
ステムにおける機械的な影響をより正確に把握するには、物理コンポーネン

が見込めるようになります。このバーチャル・ソフトウェア・ソリューショ
ンが完成すれば、バーチャル・プロトタイピングとCAE 解析を組み合わせた

Technology Update

CAE 解析と同じことを物理プロトタイプで行うのは、コストの面で現実的で
はありません。それは、車両自体の構築コストに加え、プログラム・チーム

図 2. 共有信号を使用したデザインの例

オートモーティブ
ソリューション

ザインが、予想されるすべての動作条件下で完全な精度とロバスト性を維持

が重要であるという教訓を得てきました。

最新技術情報

シニア CAE エンジニア Dave Beard 氏にご説明いただきます。

Technology Update

同社のアプローチを Ford 社 グローバル・エレクトリカル CAE スーパーバイザ Asaad Makki 氏 と

News Release

Ford 社は CAE 解析ツールの導入によって物理プロトタイプの使用を減らし、コスト削減と品質の向上を実現しました。

ニュースリリース

CAEを利用した電気システムの設計、
検証、
解析

Ford 社のEECAE チームは、すべての車両プログラム・チームに電気 CAE 解析とデザイン検証に関するサポートを提供しています。また、車両プログラム・チーム
に電流ベースのリミット・テストなどのサービスを提供するとともに、新しいEE 設計手法の調査も行っています。

セーフティクリティカル・システムのソフトウェア・テスト
バーチャル・プロトタイプは高度な故障注入シナリオを作成する完全なフレームワークとなるもので、
従来の手法に比べて高速に動作し、制御性と観測性にも優れ、ソフトウェア・コードに手を加える必要もありません。
ISO 26262 などの新しい安全規格においてバーチャル・プロトタイプが果たす役割について、シノプシスの Victor Reyes がご説明します。

R**2

自動車業界が現在直面している大きな課題―それはソフトウェアの欠陥を

しかもメーカーが実施するテストの数は増え続けているため、コストは今後

ゼロに抑えた新車をリリースすること。ソフトウェア不具合に起因するリ

も確実に上昇を続けるでしょう。

コールや再設計の数はこの10 年で爆発的に増加しており、この問題の深刻
さを物語っています。自動車のリコールはブランドの信用を失墜させること
もあり、メーカーにとってその経済的打撃の大きさは計り知れません。

しかし、ただ単にテストの数を増やすことが欠陥を減らす最善策とは限りま
せん。通常の運転では発現しないコーナーケースを生成できるようにテス
トを改善することが品質の向上につながります。

自動車メーカーは、すでにソフトウェア・テストに巨額の費用を投入してい
図 1. パレート解析の結果
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ます。事実、テストはソフトウェア開発コストの約75% を占めています。

ISO 26262は安全システムのプランニングと開発について定義した規格で、

次ページに続く
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オートモーティブ・ソリューション
セーフティクリティカル・システムのソフトウェア・テスト
前ページより続く

「コンタクトあり」の手法は永続的な故障をモデル化でき、介入性もありませ
シナリオのスクリプト

故障を注入するタイミングと場所に関する可制御性はほとんどありません。

スクリプト

ソフトウェア・ベースの故障注入手法では、エラーを注入できる場所はメモ
リーとメモリーマップド・ペリフェラルのレジスタなど、ソフトウェアでア

故障注入テスト

ワークロード
ライブラリ

クセスできる場所に限られます。このため、この手法では一過性の故障しか

故障注入は、故障発生時のシステム応答が仕様どおりであることを確認する
ために行うテストです。これにより、システム・エンジニアは故障がターゲッ
ト・システムの動作に与える影響を把握できます。また、耐障害性メカニズ
ムの効果を評価する目的でも使用できるほか、設計やインプリメンテーショ
ン工程で故障を減らすのにも役立ちます。

コントローラ

モデル化できません。ソフトウェア・ベースの故障注入法の最大の問題は、
その介入性にあります。エラーを注入するにはソフトウェアのバイナリ・コー
ウェアの動作が異なってしまう危険があります。

バーできるため、システムレベルにおける安全メカニズムのテスト・カバ
レッジが向上します。また、ハードウェア安全メカニズムを定義する際に故
障に対する応答を解析する場合や、ソフトウェアまたはハードウェア部品の
破壊をもたらす任意故障を注入して安全メカニズムをテストする必要があ
る場合なども故障注入が推奨されます。

<トリガ・イベント> インジェクタ

Inject
一過性 / 永続的
内蔵モニタ
解析ビュー

故障注入 API

要素

値

・レジスタ
・ピン
・メモリー内容

シミュレーション制御 / 検査インターフェイス
バーチャル・ハードウェア・モデル

ここまでに挙げた手法はいずれも実際のハードウェアを使用するため、可観

故障注入では、通常の運転時にはなかなか発生しないコーナーケースをカ

故障
ライブラリ

ワークロード生成

ドを修正しなければならないため、テスト時の動作と出荷後の製品ソフト

Trigger
1回/永久

測性に制約があります。可制御性と再現性には優れていますが、実際のハー

外部ツール

ドウェアを使用するため、テストが完全に確定的であることはありえません。

プラント
モデル

これら3つの手法はいずれも高速に（リアルタイムで）複雑なソフトウェア・
スタックを処理できます。

メモリー

メモリー

コア #1

コア #2

ECC
ー
エラ

シミュレーション・ベースの故障注入（RTLまたはゲートレベルで実行）には、

メモリー

タイマ

DMA

INTC

RTC

SPI

ADC

CAN

I/O

ハードウェア /ソフトウェア解析

ホストPC

システムのすべてのハードウェア要素に完全にアクセスできる長所がありま
シミュレーションは動作速度が非常に遅く、ソフトウェアを考慮に入れた複

故障はソフトウェアの故障とハードウェアの故障に大別されます。ハード

図3. 故障注入の環境

雑な故障シナリオで使用するのは現実的ではありません。

ウェア故障は、以下のいずれかに該当します。

バーチャル・プロトタイピング

▶ 永続的故障（部品の損傷によって引き起こされるもの）
▶ 一過性故障（特定の環境において引き起こされるもの。ソフト・エラー）
▶ 間欠性故障（ハードウェアが不安定なために引き起こされるもの）

バーチャル・プロトタイプとは、ハードウェアをエミュレートしたソフトウェ
ア・モデルです。設計チームはバーチャル・プロトタイプを使ってマイクロ
コントローラ・ユニットやECU（電子制御ユニット）
、あるいはECUネットワー

部ハードウェア要素にアクセスできます。バーチャル・プロトタイプのモデ

開発チームにとって、バーチャル・プロトタイプのメリットはハードウェア・
シミュレーション用のソフトウェア・モデルが得られることだけではありま

▶ 永続的な故障をモデル化できるかどうか

せん。この環境を使ってデバッグを行い、ハードウェアとソフトウェアの相

▶ 介入性: 故障の注入によって本来のシステム実行フローが変化するかどうか
▶ 可観測性: 故障により引き起こされる応答やイベントをどの程度観察、
記録できるか
▶ 可制御性: 故障を注入する時間と場所をどれだけ正確に決められるか
▶ 再現性: テストを確定的に反復できるかどうか

互作用を解析できます。また、バーチャル・プロトタイプは内部 / 外部レジ
スタや信号に対する完全な可観測性や、プログラム実行に対する完全な可制
御性を備えており、介入性もまったくありません。
バーチャル・プロトタイプを使うと、エンジニアは（マルチコア・ハードウェ
アの場合を含め）システム全体の実行をいつでもフリーズして内部値を読み
出し、修正できます。また、高度な解析機能を使って（アプリケーションレベ

▶ 速度: 実行可能なテスト・シナリオの複雑さと時間に（ある程度まで）影響

ルの）ソフトウェアとハードウェア・イベントの相関づけ、コード・カバレッ
ジの測定、故障注入の適用、スクリプト使用によるシミュレーションの自動
化などが行えます。

一般に、
「ハードウェア・ベースの故障注入（コンタクトあり）
」は ECUの
I/O 境界にエラーを注入する目的で使用し、
「ハードウェア・ベースの故障注
入（コンタクトなし）
」は放射線やEMI（Electro-Magnetic Interference）に
よって生じるメモリー・エラーのシミュレーションなど、ソフト・エラーを
引き起こす目的で使用します。

故障注入ポイント
永続的故障のモデル化

ム レ ス に 統 合 し、外 部 の サ ー ド パ ー テ ィ 製 ツ ー ル に 接 続 し て HIL
（Hardware-in-the-Loop）や 完 全 な レ ス ト バ ス（Rest-of-Bus）シ ミ ュ
レーションも行えます。

実行コードへの介入性

コンタクトあり

コンタクトなし

ソフトウェア・ベースの
故障注入

制限あり
（主にI/Oピン・レベル）

内部（ソフト・エラー :
放射線、EMI）

ソフトウェアでアクセス可能な
部位（メモリー、レジスタ）のみ

ハードウェア・ブロックに完全に
アクセス可能

不可能

不可能（明示的なハードウェア
サポートがある場合を除く）

可能

高い

なし

可能
なし

なし
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シミュレーション・ベースの
故障注入（RTL/ ゲートレベル）

可観測性

低い

低い

低い

高い

可制御性

高い

中

高い

高い

再現性

中

中

中

高い

シミュレーション速度

リアルタイム

リアルタイム

リアルタイム

非常に低速（実行可能なシミュレー
ションの回数が限られる）

表1. 従来の故障注入手法の比較

ルは、ブロックの機能をより抽象度の高いレベルでミラーリングするだけで

▶ MCUで AUTOSAR ソフトウェア・アプリケーションを実行する
▶ 内部割り込みラインからのトリガにより、プロセッサ・コアが標準の
割り込みサービス・ルーチンにジャンプする
▶ SRAMメモリーへの最初のネクスト・アクセスでECC エラーをトリガする

簡単に作成できます。

この故障注入フレームワークに用意されたスクリプティング機能と故障注入

バーチャル・プロトタイプは、一過性および永続的な故障をどちらもモデル

コードで記述できます。

API を使うと、このシナリオはわずか 3つのコマンドを使って10 行足らずの
化できます。これらの故障は、組込みソフトウェア・モデルに修正を加えず
にシミュレーション・フレームワーク上のメカニズムを通じて注入できます。

コアがソフトウェア例外ルーチンに入ると、エラー・ルーチンによってOS

また、システム上でモデル化されているすべてのハードウェア /ソフトウェ

がシャットダウンされます。故障注入とその影響は、内蔵のモニタ / 解析機

ア・イベントを可視化し、トレースすることもできます。可視化ツールはハー

能を使ってトレースできます。

ドウェアとソフトウェアの実行状況とイベントを同じウィンドウに同じ時間
軸で表示してくれるため、これらを相関づけて故障の因果関係を容易に特定
できます。

まとめ
ISO 26262 規格でも推奨されている故障注入は、ハードウェア・ブロックの

基本的な故障注入の環境には、以下の要素が含まれます（図3 参照）
。
▶ ターゲット・システム ： バーチャル・ハードウェア・モデル

バーチャル・プロトタイプは既存のソフトウェア・ツールチェーンにシー

ハードウェア・ベースの故障注入

めモデル化された機能であればユーザーはデザインに含まれるすべての内

検証編

用できます。

Support Q&A

▶ 発生させることのできる故障の種類（故障注入ポイント）

ウェア・デバイスが完成する何カ月も前からバーチャル・プロトタイプを利

フィジカル編

表1は、4 つの伝統的な故障注入手法を比較したものです。ここでは、特に
重要なファクターとして以下の点を考慮しています。

メモリー ECC（誤り訂正符号）などの耐障害性メカニズムも含め、あらかじ

がデータ・アボート例外をトリガします。手順は以下の通りです。

Support Q&A

タイプはソフト・モデルであるため、ソフトウェア・チームは実際のハード

バーチャル・プロトタイプなら、メモリー内容、レジスタ、信号はもちろん、

実行中にSRAMメモリーのデータを破壊します。SRAMモデルのECC 機能

論理合成編

故障注入手法の比較

バーチャル・プロトタイピング・テクノロジを
利用した故障注入

このソフト・エラー・シナリオでは、故障注入を使って通常のソフトウェア

Support Q&A

用するのと同じバイナリ・ソフトウェアを実行します。バーチャル・プロト

有、アーカイブ、導入も簡単です。

故障注入シナリオ: ECCエラーによるデータ・アボート

最新技術情報

ンを実行します。バーチャル・プロトタイプでは、実際のハードウェアで使

バーチャル・プロトタイプは、グローバル展開している開発チーム間での共

Technology Update

ク全体のデジタル特性をモデル化し、デスクトップ PC 上でシミュレーショ

このシミュレーション・モデルは複数のチームで容易に導入、拡張できます。

オートモーティブ
ソリューション

す。完全な可観測性、可制御性、確定性もあり、介入性もありません。しかし

故障の種類

最新技術情報

め、安全レベルのバリデーションに関する要件と推奨手法を規定しています。

は一過性エラーを対象にしたもので、こちらも介入性はありません。しかし

Technology Update

Integrity Levels）が土台となっています。この規格は、故障注入テストを含

故障注入 API
・関数呼び出し
・レジスタR/W
・ピン状態変化
・タイムアウト

News Release

に 特 化 し た リ ス ク・ベ ー ス の ア プ ロ ー チ で、ASIL（Automotive Safety

バーチャル・プロトタイプの故障注入フレームワーク

ん（ただし使用を誤ると損傷のリスクがあります）
。
「コンタクトなし」の手法

ニュースリリース

ソフトウェア・テストの重要性が強調されています。ISO 26262は、自動車

▶ 故障インジェクタ ： ライブラリから故障を注入
▶ ワークロード・ジェネレータ ： テスト・シナリオに基づいて
スティミュラスを生成
▶ モニタ ： ターゲット・システムやデータ・コレクタ / アナライザからの
データをフィードバック
▶ コントローラ ： 全体の統制

耐障害性をテストし、診断ソフトウェアの効果を高める方法として現時点で
最も優れています。
バーチャル・プロトタイプは、高度な故障注入シナリオを作成する完全なフ
レームワークとなるもので、ハードウェア・ベースの故障注入に比べ可観測性
に優れ、より多くの故障注入ポイントをサポートします。また、永続的なエ
ラーとソフト・エラーの両方をモデル化できるほか、ソフトウェア・ベースの
故障注入のような介入性もまったくありません。また、RTL/ゲートレベルの
シミュレータに比べ、バーチャル・プロトタイプは数桁高速に動作します。
バーチャル・プロトタイプを利用した故障注入フレームワークにより、ユー
ザーはエラーのバージョン管理が可能になり、ソフトウェアに変更が発生する

故障インジェクタとライブラリは、シンプルな故障注入 APIに基づいて故障

たびに故障注入リグレッション・テストを自動で実行できます。バーチャル・

注入シナリオをモデル化します。APIには triggerとinject の 2 つの基本的な

プロトタイプによるシミュレーションは、ISO 26262などの規格への認定、適

コマンドがあります。trigger コマンドは、トリガ・イベントが発生するとイ

合に関する証拠としても活用できるなど、大きな可能性を秘めています。

ンジェクタのルーチンを呼び出します。複数のトリガを連鎖させ、システム
の状態に応じて他のトリガを動的に有効にすることもできます。inject コマ
ンドは指定した要素を特定の値に設定します。このコマンドがサポートする
要素には、I/Oピン、レジスタ、内部信号、メモリー位置があります。値は1
回だけ設定したり（一過性）
、永続的に強制もできます。また、特定の目的に
合わせてモデル依存のコマンドも追加できます（読み出し / 書き込みアクセ
ス後のメモリー ECC エラーのフラグなど）
。

著者紹介 Victor Reyes

シノプシス、システムレベル・ソリューションズ・グルー
プ所属のテクニカル・マーケティング・マネージャ。
特に自動車業界を対象にしたバーチャル・プロトタ
イプ・テクノロジとツールを担当。ラスパルマス大学
（スペイン）で電子 / 電気通信の修士号（2002 年）と博
士号（2008年）を取得。シノプシス入社前はCoWare社、
NXP Semiconductors 社、Philips Research 社に所属。
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オートモーティブ・ソリューション
セーフティクリティカル・システムのソフトウェア・テスト
前ページより続く
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Inject
一過性 / 永続的
内蔵モニタ
解析ビュー
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ー
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メモリー

タイマ
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ハードウェア /ソフトウェア解析

ホストPC

システムのすべてのハードウェア要素に完全にアクセスできる長所がありま
シミュレーションは動作速度が非常に遅く、ソフトウェアを考慮に入れた複

故障はソフトウェアの故障とハードウェアの故障に大別されます。ハード

図3. 故障注入の環境

雑な故障シナリオで使用するのは現実的ではありません。

ウェア故障は、以下のいずれかに該当します。

バーチャル・プロトタイピング

▶ 永続的故障（部品の損傷によって引き起こされるもの）
▶ 一過性故障（特定の環境において引き起こされるもの。ソフト・エラー）
▶ 間欠性故障（ハードウェアが不安定なために引き起こされるもの）

バーチャル・プロトタイプとは、ハードウェアをエミュレートしたソフトウェ
ア・モデルです。設計チームはバーチャル・プロトタイプを使ってマイクロ
コントローラ・ユニットやECU（電子制御ユニット）
、あるいはECUネットワー

部ハードウェア要素にアクセスできます。バーチャル・プロトタイプのモデ

開発チームにとって、バーチャル・プロトタイプのメリットはハードウェア・
シミュレーション用のソフトウェア・モデルが得られることだけではありま

▶ 永続的な故障をモデル化できるかどうか

せん。この環境を使ってデバッグを行い、ハードウェアとソフトウェアの相

▶ 介入性: 故障の注入によって本来のシステム実行フローが変化するかどうか
▶ 可観測性: 故障により引き起こされる応答やイベントをどの程度観察、
記録できるか
▶ 可制御性: 故障を注入する時間と場所をどれだけ正確に決められるか
▶ 再現性: テストを確定的に反復できるかどうか

互作用を解析できます。また、バーチャル・プロトタイプは内部 / 外部レジ
スタや信号に対する完全な可観測性や、プログラム実行に対する完全な可制
御性を備えており、介入性もまったくありません。
バーチャル・プロトタイプを使うと、エンジニアは（マルチコア・ハードウェ
アの場合を含め）システム全体の実行をいつでもフリーズして内部値を読み
出し、修正できます。また、高度な解析機能を使って（アプリケーションレベ

▶ 速度: 実行可能なテスト・シナリオの複雑さと時間に（ある程度まで）影響

ルの）ソフトウェアとハードウェア・イベントの相関づけ、コード・カバレッ
ジの測定、故障注入の適用、スクリプト使用によるシミュレーションの自動
化などが行えます。

一般に、
「ハードウェア・ベースの故障注入（コンタクトあり）
」は ECUの
I/O 境界にエラーを注入する目的で使用し、
「ハードウェア・ベースの故障注
入（コンタクトなし）
」は放射線やEMI（Electro-Magnetic Interference）に
よって生じるメモリー・エラーのシミュレーションなど、ソフト・エラーを
引き起こす目的で使用します。

故障注入ポイント
永続的故障のモデル化

ム レ ス に 統 合 し、外 部 の サ ー ド パ ー テ ィ 製 ツ ー ル に 接 続 し て HIL
（Hardware-in-the-Loop）や 完 全 な レ ス ト バ ス（Rest-of-Bus）シ ミ ュ
レーションも行えます。

実行コードへの介入性

コンタクトあり

コンタクトなし

ソフトウェア・ベースの
故障注入

制限あり
（主にI/Oピン・レベル）

内部（ソフト・エラー :
放射線、EMI）

ソフトウェアでアクセス可能な
部位（メモリー、レジスタ）のみ

ハードウェア・ブロックに完全に
アクセス可能

不可能

不可能（明示的なハードウェア
サポートがある場合を除く）

可能

高い

なし

可能
なし

なし
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シミュレーション・ベースの
故障注入（RTL/ ゲートレベル）
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耐障害性をテストし、診断ソフトウェアの効果を高める方法として現時点で
最も優れています。
バーチャル・プロトタイプは、高度な故障注入シナリオを作成する完全なフ
レームワークとなるもので、ハードウェア・ベースの故障注入に比べ可観測性
に優れ、より多くの故障注入ポイントをサポートします。また、永続的なエ
ラーとソフト・エラーの両方をモデル化できるほか、ソフトウェア・ベースの
故障注入のような介入性もまったくありません。また、RTL/ゲートレベルの
シミュレータに比べ、バーチャル・プロトタイプは数桁高速に動作します。
バーチャル・プロトタイプを利用した故障注入フレームワークにより、ユー
ザーはエラーのバージョン管理が可能になり、ソフトウェアに変更が発生する

故障インジェクタとライブラリは、シンプルな故障注入 APIに基づいて故障

たびに故障注入リグレッション・テストを自動で実行できます。バーチャル・

注入シナリオをモデル化します。APIには triggerとinject の 2 つの基本的な

プロトタイプによるシミュレーションは、ISO 26262などの規格への認定、適

コマンドがあります。trigger コマンドは、トリガ・イベントが発生するとイ

合に関する証拠としても活用できるなど、大きな可能性を秘めています。

ンジェクタのルーチンを呼び出します。複数のトリガを連鎖させ、システム
の状態に応じて他のトリガを動的に有効にすることもできます。inject コマ
ンドは指定した要素を特定の値に設定します。このコマンドがサポートする
要素には、I/Oピン、レジスタ、内部信号、メモリー位置があります。値は1
回だけ設定したり（一過性）
、永続的に強制もできます。また、特定の目的に
合わせてモデル依存のコマンドも追加できます（読み出し / 書き込みアクセ
ス後のメモリー ECC エラーのフラグなど）
。
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