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Marc Serughetti

自動車のTier1およびOEM企業では、開発フローの一部としてバーチャル・プロトタイピングが定着しつつあり、マイクロコントローラのバーチャル・モデルの
重要性が高まっています。これらモデルの提供に関するシノプシスと半導体メーカーの協業について、シノプシスのMarc Serughettiがご説明いたします。

自動車分野のバーチャル・プロトタイピング

Development Kit）としてパッケージ化され、ただちに利用できる形で開発

ツールとの連携機能などが含まれているため、新しいマイクロコントロー

発 / テスト環境についての記事をいくつかご紹介してきました。非常に高

ラ・テクノロジを既存の開発フローに容易に取り入れることができます。

い安全性が要求されるこれらのシステムの中核となる電子制御ユニット

バーチャル・プロトタイプの提供に関する半導体メーカーとシノプシスのこ

（ECU）は、ハードウェア面では複雑なマルチコア化とネットワーク化が進

うした取り組みは、ルネサス エレクトロニクス社や Inﬁneon Technologies
社との協業に関するプレスリリースとしても発表されています。

Inﬁneon Technologies社の
AURIX™マイクロコントローラ・ファミリ

ていただき、当社の新しいアーキテクチャに対するフィードバックを早期に
得られました。AURIX 開発ツール・スイートの一部としてバーチャル・プ

チャル・プロトタイプは、設計サイクルの非常に早い段階でこうしたソフト

2012 年 6 月 26 日、シノプシスは Inﬁneon Technologies 社が同社の AURIX

ロトタイプが提供されることで、当社のお客さまはこのテクノロジを現行の

ウェアの開発、インテグレーション、テストに多くのメリットをもたらしま

マイクロコントローラを利用したシステムのバーチャル・プロトタイプをシ

ソフトウェア開発およびテスト・プロセスにスムーズに統合できるようにな

ノプシスの Virtualizer ツールセットを用いて完成させ、実チップ完成前の早

ります」

す。バーチャル・プロトタイプとは、開発中の物理的なハードウェア・シス
テムの機能を完全に表現した高速なソフトウェア・モデルをいいます。バー

ルネサス エレクトロニクス社の
RH850マイクロコントローラ・ファミリ

期段階でソフトウェア開発と顧客の開発支援を実現したことを発表しまし

― Inﬁneon Technologies AG
マイクロコントローラ・パワートレイン・アプリケーション・ライン

2012 年 8 月 1 日、シノプシスは世界中で先進の半導体ソリューションの提

た。AURIX バーチャル・プロトタイプは AURIX マルチコア・マイクロコン

レイヤ；MCAL / 複雑なドライバ、マルチコア・ソフトウェア、AUTOSAR

供を手がけるルネサス エレクトロニクス社の RH850 ファミリをはじめと

トローラの高速な機能モデルで、リアルタイム組み込みソフトウェアの開発

スタックなど）、インテグレーション、テスト（仮想ハードウェア・イン・ザ・

する同社の各種マイクロコントローラ（MCU）ベースのデザインに最適化

と導入にかかる時間を短縮するために Inﬁneon Technologies 社が顧客向け

ループ、故障注入など）など、幅広い設計タスクに利用できます。

した高度なソフトウェア開発ソリューションの開発と採用を促進するため、

に提供する開発ツール・スイートの中心的な要素となっています。
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他社との技術提携・開発の歴史
自動車業界はテクノロジに関する要求が特に厳しく、激しい競争にさらされ

始できる、より効果的な故障注入やデバッグ、解析機能を利用できる、外部

アをサポートし、性能をスケーラブルに選択することができます。AURIX

ています。このため、サプライチェーン全体で設計者には大きな負担がか

企業も含めた開発部門間（開発サプライチェーン）での共有が容易、などが

製品を開発していくことにしています。ルネサス エレクトロニクス社が提

マイクロコントローラは高い処理性能と安全 / セキュリティ機能を内蔵し

かっており、開発の効率化と製品品質の向上をもたらすツールやメソドロジ

あります。この結果、自動車メーカーはより安全性に優れた製品を短期間で

供する 32 ビット MCU の RH850 ファミリは、セーフティ、ボディ、エンジン

ており、エンジン / トランスミッション制御、ブレーキ・システム、パワー・

が常に求められています。Tier1 および OEM 企業に革新的なソリューショ

効果的に開発でき、開発、テスト、認証にかかるコストも抑えることができ

制御やドライバーとのインターフェイス、インフォテイメント機能などのさ

ステアリング・システム、シャーシ制御、エアバッグ、高度な運転支援シス

ンを提供するには、本稿でご紹介したような協業・提携が大前提となります。
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ンに使用できます。シノプシスの Virtualizer を利用することで、Inﬁneon
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マイクロコントローラは、ソフトウェアを動作させて目的の機能を実行する

「シノプシス社との協業は、車載機器向けソフトウェアの開発と機器への統

でなく、同社の顧客を製品開発サイクルの早期段階から支援することによ

上で、重要なテクノロジ基盤となっています。このように、長期にわたる協
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り、いち早く顧客からの貴重なフィードバックを得ることにも成功しまし

業と豊富な経験に裏付けられた半導体メーカーとシノプシスの信頼関係こそ

ルネサス エレクトロニクス社、Inﬁneon® Technologies 社、Freescale™

Excellence は、両社が持つ専門技術を持ち寄り、実績豊富な仮想プロトタ

た。このように、シノプシスのVirtualizerはInﬁneon Technologies社にとっ

がすべての土台となっています。
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「複雑化が進む車載電子システムのソフトウェアに対処する上で、バーチャ

エレクトロニクス社の SH-4A、SH-2A、V850、Inﬁneon Technologies 社の

供される必要があります。これらのモデルを作成するには、シノプシスと半

れるシステム統合とテストを担当する開発チームは、その開発期間を短縮

ル・プロトタイプは重要なツールとなりますが、シノプシス社との協業によ

TriCore、Freescale Semiconductor 社 の e200、ARM 社 の Cortex™-R、

導体メーカーとの緊密な協業と連携が必要です。シノプシスは長年にわたっ

し、製品のテスト性を改善し、製品信頼性を向上させることができるように

り、Inﬁneon Technologies と当社のお客さまには今後、市場をリードす

Cortex-M などのプロセッサ・コアをサポートしています。これら企業との

て半導体メーカーに検証 / インプリメンテーション・ソリューションを提

なります」

るバーチャル・プロトタイピング・テクノロジが提供されることになります。

長期にわたる協業関係を今後も継続させることで、Tier1 および OEM 企業の

シノプシス社の Virtualizer を利用して AURIX バーチャル・プロトタイプ

お客様は開発コストを抑えながらより安全性を高めた製品を短期間で効率的

を作製することで、Inﬁneon Technologies 社内でのソフトウェア開発期

に設計、開発できるようになります。

供してきた実績があるため、こうした協業にはうってつけです。この協業
から生まれたバーチャル・プロトタイプは、シノプシス VDK（Virtualizer

― ルネサス エレクトロニクス株式会社 MCU事業本部 ソフトウェア統括部
統括部長

高橋 久氏

検証編

AURIX ファミリは、最大 3 つの独立した 32 ビット TriCore™プロセッサ・コ

たソフトウェア開発とシステム・テストを効率化するためのさまざまな商用

Support Q&A

システムレベル・モデルや VDK を中心に、RH850 ベースのデザインに向け

フィジカル編

レーション、テストをシステム・ハードウェアが完成する前の早期段階で開

Support Q&A

マルチコア・アーキテクチャを採用した Inﬁneon Technologies 社の新しい

論理合成編

社のエンジニアで構成する「Virtual MCU Center of Excellence」を設立し、

Support Q&A

バーチャル・プロトタイプの利点としては、ソフトウェアの開発、インテグ

オートモーティブ
ソリューション特集

チャル・プロトタイプは、ソフトウェア開発（マイクロコントローラ抽象化

同社との協業を開始したことを発表しました。この協業の一環として、両
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間が短縮できただけでなく、より早い段階でお客さまにシステム開発を始め

最新技術情報

転支援システムなど、自動車の各種システムに関するバーチャルな設計 / 開

Technology Update

ンス・ソフトウェアのサンプル、他社製デバッガやシミュレータなど各種

Success Story

ム、パワー・ステアリング・システム、シャーシ制御、エアバッグ、高度な運

VDK（Virtualizer Development Kit）

お客様活用事例

プロトタイプ、デバッグ / 解析用のソフトウェア開発ツール一式、リファレ

マイクロコントローラのバーチャル・プロトタイプ

他社製ソフトウェア
デバッガ / アナライザ

図 1. シノプシスの VDK とオートモーティブ開発ツールの統合

サプライチェーンに支給されます。VDK には、実行可能形式のバーチャル・

これまで本誌では、エンジン / トランスミッション制御、ブレーキ・システ

み、ソフトウェアのコード行数は数百万にも達することがあります。バー

他社製シミュレータ
（フィジカル・プラント、
Restbus、アルゴリズム、
アナログなど）

デバッグ、解析、
スクリプト用の
VDK ツール

新着情報
最新技術情報ソリューション特集

サンプル・ソフトウェア
コード

Special Announcement
Technology Updateオートモーティブ

シノプシス

AUTOSAR

News Release

Tier1ならびにOEM企業のシステム開発チームに
マイクロコントローラの仮想モデルを提供

ニュースリリース

オートモーティブ・ソリューション特集

半導体メーカー各社との緊密な関係により、シノプシスはすでにルネサス
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