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本日の発表内容 

１．vECU-MBD WGの設立背景と活動概要 
 

２．活動事例紹介： フォールト注入 
 

３．まとめ 
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【略号】 
ECU： Electronic Control Unit  電子制御ユニット 
vECU： Virtual ECU  仮想ECU 
MBD： Model Based Development  モデルベース開発 
WG：  Working Group  ワーキンググループ 
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１．vECU-MBD WGの設立背景と活動概要 
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・ＭＢＤの進展と課題 

・仮想マイコンと仮想ＥＣＵ 

・めざすべき目標イメージ 

・vECU-MBD WGの概要 

２．活動事例紹介： フォールト注入 

３．まとめ 
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MBD活用の進展 

車載電子制御システム開発へのMBD適用が進展 

4 

資料より引用 
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ＭＢＤにおけるモデルとは？ 
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仮想システムでのシミュレーションを可能とするもの 

資料より引用 
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複雑化した車載電子制御システムのテストの課題 

HILS B-CAN 

F-CAN 

実車テスト 

車一台分の大規模HILSテスト 

アプリソフト＋プラットフォームソフト（基盤ソフト）＋ネットワークのテストは 

実機（実ECU）完成後の実施となり、問題抽出の早期化が図れない 
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解決策 ⇒ 仮想マイコンと仮想ＥＣＵ の活用 
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仮想ＥＣＵ（バーチャルＥＣＵ、ＥＣＵモデル）： Virtual ECU 
実装対象ECUのモデル。実装対象プロセッサのモデル（仮想マ
イコン）を含む。 

制御対象モデル ECUモデル 

入力モデル 出力モデル マイコンモデル 

システム階層 

ユニット階層 

パーツ階層 
仮想マイコン 

実オブジェクトコード 

エ
ン
ジ
ン
回
転
数 

Ａ
Ｔ
ギ
ア 

仮想ECU 

仮想マイコン（マイコンモデル）： Virtual Microcontroller 
実装対象プロセッサのモデル。マイコン内蔵の周辺回路を含む。 

OSなど基盤ソフトも含め
て製品と同一のオブジェク
トコード(バイナリコード)を
シミュレーション実行でき
る。 

../../../１．開発プロセス・環境改革/仮想マイコン応用推進協議会／vECU-MBD WG/121019/honnda作成資料/NE_RPM&Gear.avi
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めざすべき目標イメージ 
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各設計プロセスの階層で仮想ECU活用 → V字開発プロセスの右側を短縮 

単体実機 

検証 

量産 要求設計 

ソフトウエア詳細設計 

仕様設計 

実装 

実車検証 

要求側 

供給側 

要求側 

供給側 

短縮 

単体実機レス 

デバッグ＆検証 

実車レス 

デバッグ＆検証 

仮想マイコン 

仮想ECU／仮想HILS 

コード 

コード 

ECU内部要求モデル 

システム要求モデル 

ソフトウエア要求モデル 

ECU要求モデル 

コード 

仮想システム／仮想車一台分シミュレーション 

 

コード 

短縮 
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活用例： 仮想HILS （現状HILSとの比較） 
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HILS 

01001010 

01101011 

11101010 

01010111 

・・・・・・・・ 

HILS装置 

車両モデル 

ECU（実機） 

ソフトウェア 
(バイナリコード) 

ＨＩＬＳ （Hardware-in-the-loop  simulation) 

■構成： 実ＥＣＵ＋プラントモデル 

■特長 

 －製品と同一のバイナリコードを動作検証 

 －実機ベースのソフトウェア検証 

■短所：場所制約、ターゲット環境切替工数、再

現性不確定、観測性制約、フォールト注入の制

約など 

仮想ＨＩＬＳ （Virtual HILS) 

■構成： 仮想ＥＣＵ＋プラントモデル 

■特長 

 －製品と同一のバイナリコードを動作検証 

 －実機ベースとほぼ等価なソフトウェア検証 

 －実機レス （実機不要、実機完成前でもテスト可） 

 －場所制約、ターゲット環境切替工数、再現性 

   不確定、観測性制約、フォールト注入の 

   制約などの実機(HILS)の短所は解決 

 －クラウド活用による遠隔利用や並列実行可 

仮想HILS 

(Virtual HILS) 

プラントモデル 

(車両モデル) 

仮想ECU 
シミュレータ 

Co-sim 

マイコンモデル 
＜仮想マイコン＞ 

コントローラモデル 
（ECUモデル） 
＜仮想ECU＞ 

ソフトウェア 

（バイナリコード） 

Simulator 

現状 今後 
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仮想ECU活用拡大のための課題 
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モデル 

機密の壁 
ツール環境の壁 

モデリングスキルの壁 

モデリング精度の壁 

モデリング動作保証の壁 

自動車メーカー・ECUサプライヤ・半導体ベンダ・ツールベンダの 

領域を越えたモデル流通の仕組み構築が必要 

‐タイムリ・低コスト・高品質なマイコンモデル / ECUモデルの準備 
‐複数のモデル・ツール間の連携技術確立、など 



All Rights Reserved by 仮想マイコン応用推進協議会／vECU-MBD WG 

国内協調活動スタートの経緯 

11 

vECU-MBD WG活動を2010年4月から 

有志メンバーが集まり検討をスタート 

仮想マイコン応用推進協議会／ｖECU-MBD WG 

グローバル競争で優位性を保つためにも 

仮想マイコン活用への取組みを 

自動車・ECU・半導体・開発ツールの 

技術を縦断した活動が必要 



All Rights Reserved by 仮想マイコン応用推進協議会／vECU-MBD WG 

vECU-MBD WG概要 
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◆特徴： 業界縦断型コラボレーション活動  

◆目的： 仮想ECU応用MBD環境の活用推進 

◆WGメンバー構成： 自動車メーカ、サプライヤ、ツールベンダ、半導体ベンダ、研究機関 

◆活動期間： ２０１０年４月～  

◆URL： http://www.vecu-mbd.org/  英文版：http://www.vecu-mbd.org/en/ 

◆主な活動成果： 

 ①ユーザ事例集、用語集、ユーザ向け導入検討支援ガイド 

 ②実証実験システム 

◆フェーズ２（１３年度～）の重点活動テーマ： ①複数ＥＣＵ連動、②フォールト注入テスト ②フォールト注入テスト 

【会員】 
(株)本田技術研究所、マツダ(株)、日産自動車（株）、アイシン精機(株)、カルソニックカンセイ(株)、 (株)デンソー、
富士通テン(株)、(株)日立製作所、日立オートモティブシステムズ(株)、 (株)日立産業制御ソリューションズ 、日
本IBM(株)、オムロンオートモーティブエレクトロニクス（株）、トヨタテクニカルデベロップメント(株)、 (株)ヴィッツ、
ルネサスエレクトロニクス(株)、スパンション・イノベイツ(株)、(株)東芝、イータス(株)、日本シノプシス合同会社、
ガイオ・テクノロジー(株)、 Australian Semiconductor Technology Company(株)、 TOOL(株)、(株)リンクポート、
dSPACE Japan(株)、クオリアーク・テクノロジー・ソリューションズ(株)、（一財）日本自動車研究所（JARI）、(株)半
導体理工学研究センター（STARC）、(公財)九州先端科学技術研究所（ISIT）（計28機関） 【順不同】（2014年9月） 
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WG活動のロードマップ 
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◆重要度、難易度を考慮し、３つのフェーズに分けた推進を計画し、2011年度からTF活動を開始 
◆フェーズ１（～2012年度）： モデル流通のための啓蒙活動を推進（含む実証実験） 
◆フェーズ２（2013年度～ ）： モデル流通TFは当初の目標をほぼ達成したので終了  
                   ⇒ 仮想HILS TFを開始 

フェーズ１ 
（2011年度～ 2012年度） 

フェーズ２ 
（2013年度～xx年度） 

フェーズ３ 
（xx年度～yy年度） 

モデル流通TF 

モデル流通のための標準化と仕組み  

—ユースケースのモデル開発 

—開発プロセス、および、モデル運用

ビジネスプロセスの定義 

仮想HILS TF 

仮：クラウド対応、業界連携対応 

基礎技術構築 効率化のための環境構築 大規模化、高可用性への対応 

マイコンモデルTF 

業界標準化、モデル・ツール対応 

－フォールト注入 

－複数ECU間インタフェースモデル 

－複数ECU連動 

フォールト注入 
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これまでの主な活動内容 
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・ユーザ事例集 ＜啓蒙＞ 
・実証例題: JMAAB提供パワーウィンドウシステムを仮想マイコンと連携 

◆情報発信（例） 
・2012/5月： ISITカーエレ研究会 （成果発表） 
・2012/11月： 一般公開HP 
・2012/11月： ET2012xEDSF2012 パネルセッション 
・2013/3月： 用語集 HP公開 
・2013/5月： ISITカーエレ研究会 （成果発表） 
・2013/6月： ユーザ向け導入検討支援ガイド HP公開 
・2013/9月： IFAC-AAC2013 (成果発表） 
・2013/9月： 一般公開HP(英語版) 
・2014/1月： ISITカーエレ研究会 （成果発表） 
・2014/7月： ISITカーエレ研究会 （成果発表） 
・2014/10月： ユーザ向け導入検討支援ガイド(第２版) 
                   HP公開 

・ユーザ向け導入検討支援ガイド、用語集 ＜啓蒙＆標準化＞ 
・CAN I/F動作モデリング＜標準化＞ 
・実証例題: フォールト注入（＠マイコンモデル） 
・周辺モデル付SILSの提案と試作評価 

◆公開成果物（例） 
 
 
 
（１）目的 ： 仮想ECUの導入・活用の検討において、 
   ユーザに役立つと思われる情報をガイドとして纏めた。 
（２）目次 ：  
      ①仮想ECUシミュレータの導入・活用の狙い 
   ②開発プロセス上の位置付け、③現状事例 
   ④時間精度について、⑤複数シミュレータの同期化 
   ⑥モデル間インタフェース、⑦ユーザインタフェース 
   ⑧フォールト注入、⑨性能評価（CPU負荷率） 
   ⑩周辺モデル設計における留意点 

11年度 

12年度 

仮想ECU活用のための 
ユーザ向け 導入検討支援ガイド 

・実証例題: 複数ECU連動（CAN接続） 
・実証例題: フォールト注入（＠ECU入出力回路モデル） 

１3年度～ 

14年度前半 

                              フォールト注入（＠マイコンモデル） 

                                     フォールト注入（＠ECU入出力回路モデル） 
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実証例題（システム構築と実証） 
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JMAAB提供パワーウィンドウシステムを仮想マイコンと連携 

仮想マイコンツール： 以下の２種ツールで実証 
• Synopsys社／Virtualizer 
• ガイオ・テクノロジー社／No.1システムシミュレータ 
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WG活動風景 
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第１８回ｖＥＣＵ－ＭＢＤ ＷＧミーティング  ２０１４年６月２０日（金）＠(株)半導体理工学研究センター（STARC） の活動風景 
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vECU-MBD WG ホームページ 
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http://www.vecu-mbd.org/ 
 

英文版：http://www.vecu-mbd.org/en/ 

ホームページURL 

活動内容や成果物は上記
URLから確認頂けます。 

http://www.vecu-mbd.org/
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２．活動事例紹介： フォールト注入 
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・機能安全規格と仮想ECU 

・従来実機テストの悩みと仮想フォールト注入テストのねらい 

・仮想フォールト注入テストの活用拡大の課題 

・テスト仕様の標準化案提唱 

・実証例題 

・効果算定 

３．まとめ 

１．vECU-MBD WGの設立背景と活動概要 
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機能安全規格 ISO 26262 と仮想ECU 

仮想ECUを活用したフォールト注入テスト⇒安全性の検証に有効活用期待 
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Part5(ハードウェア)-10節 Hardware integration and testing 

Part4(システム)-8節 8.4.2 Hardware-software integration and testing 

安全度水準が
高い場合
（ASIL-C以上） 

↓ 

フォールト注入
テストの実施が
要求される。 

備考： 

＋：推奨、＋＋：強く推奨 

フォールト注入テストのテスト環境 

＋＋ ＋＋ 

＋＋ ＋＋ 

ハードウェアに対するフォールト注入テストは、モデルベースのフォールト注入シミュレーションでもよい。 

⇒仮想ＥＣＵを適宜活用可能 

b)  ～ Model-based fault injection (e.g. fault injection done at the gate-level netlist level) is also 

applicable, especially  when  fault injection  testing  is very  difficult to do at the hardware product 
level. 
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実ECUを用いたフォールト注入テストにおける悩み 
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実ECU スイッチ
ボックス 

車両モデル 

HILS 

ECU外部端子や内部端子の電源短絡・地絡・断線を検証 

ECU単体 

実ECU 評価ベンチ 

IC 

⇒故障再現に限界あり 

■従来手法（実ECUを用いたフォールト注入テスト）における悩み 

1. 任意の場所や、タイミングでフォールト注入（再現）できない 

2. 任意の場所を観測が困難 

3. 検証の着手に遅延 

4. 検証作業の期間・工数大 

実機（実ECU）を用いたフォールト注入テスト環境 

■解決策 ⇒ 仮想ECUを用いたフォールト注入テスト 

：フォールト 
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仮想ECUを用いたフォールト注入テストのねらい 
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任意の故障を注入でき、再現性・観測性・網羅性に優れた仮想環境を用いて、 

高品質・高効率なシステム検証を可能にする 

■うれしさ 

1. 任意の場所やタイミングでフォールト注入が可能 

2. システム内部状態の任意の挙動を可視化 

3. 実機完成前に事前検証を前倒しかつ、検証環境の高速化  

4. 実機を壊さずに検証可能 

仮想ECUを用いたフォールト注入テスト環境 

仮想ECU 

ﾏｲｺﾝ+ﾌﾟﾗﾝﾄを 

PC上で模擬 

 

ﾏｲｺﾝ内外の
情報を可視化 

システムレベル 
LAN 

ECU ECU ECU ECU 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 

ﾓﾃﾞﾙ 

仮想テスト環境 

PC/サーバ 

ﾏｲｺﾝ 
ﾓﾃﾞﾙ 

H/W 
ﾓﾃﾞﾙ 

ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ 

ｺｰﾄﾞ 

H/W 
ﾓﾃﾞﾙ 

：フォールト 
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先行事例の分析 
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先行事例１ 

Copyright © Hitachi  Ltd. All rights reserved 

先行事例２ 

○ 仮想フォールト注入テストに必要な要素技術は存在 
   ‐マイコン内のフォールト注入モデル 
   ‐マイコンモデルとプラントモデルとの連動 
   ‐クラウドを用いた並列テスト、など 
● しかし、ユーザによる個別手作りの仕掛けに依存 
  活用拡大には、①テスト仕様の標準化、②モデル・ツールへの標準装備 などが有効 

■先行事例の分析結果 
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仮想フォールト注入テストの活用拡大に向けた課題 

仮想検証環境 

■仮想フォールト注入テスト仕様の要件 

・想定されるフォールトを定義 
・ターゲット依存のないフォールト注入手法 
・試験結果の効率的な判定手法の確立 

 ⇒標準化仕様案の提唱 

■目指す姿 

仮想ECU 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 

ﾓﾃﾞﾙ 

回路 
ﾓﾃﾞﾙ 

回路 
ﾓﾃﾞﾙ 

マイコンモデル 
 
 
 

コアモデル 

ソフトウェア 

周辺モデル 

フォールト注入 

シナリオ 
 

 

 

 

対象箇所, 
ﾌｫｰﾙﾄﾓｰﾄﾞ, 
ﾀｲﾐﾝｸﾞ, etc. 

ｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ 

期待値 Sim 

結果 OK/NG 
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注入 

容易性 

想定したフォールトが容易に表
現できること 

汎用性 
検証対象（ソフトウェア、機能ブ
ロックなど）に影響を与えないこ
と 

妥当性 試験結果の判定が容易なこと 

仮想ECUで想定される故障を分析 

 →フォールトレベル/注入箇所を定義 

端子間ｼｮｰﾄ 

オープン 

固着 

 機能ブロックを変更したくない  → I/F拡張によるフォールトモデル 

入力 出力機能レベル
a+b=c

機能ブロックモデル

機能ブロック

フォールトモデル

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果 
OK / NG  結果からOK/NGまで判定したい 

ｼｽﾃﾑ 

 →フォールトモードの定義 

ECU ECU ECU

ECU / ﾏｲｺﾝ / 回路部品 

・フォールト注入テスト仕様/モデリング手
法が標準化されておらず非効率 

 ⇒標準化仕様案の提案が望まれる 

■現状課題 
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仮想フォールト注入テストの要求仕様の標準化(案)提唱 
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（１）フォールト注入条件（レベル／箇所／モード／タイミング）およびフォールト注入方法 
 仮想環境では、フォールト注入条件（= テストケース）をいくらでも拡大可。 
 （注入箇所ｘ 故障モード ｘ タイミングなど）  どこまでを考慮するか、標準的な目標案を提唱する。 
 また、フォールト注入方法も極力標準的な方法に統一できることが望ましい。 
（２）結果判定条件 
 結果判定条件も極力標準的な記述仕様を提唱し、自動判定できることが望ましい。 
 
■標準化(案)提唱の狙い： 
（１）フォールト注入テストのためのモデル・ツールの標準整備が可能 
（２）網羅的フォールト注入テストの自動化、FMEAの自動判定も、ツール機能に追加 
（３）仮想フォールト注入テストの環境構築および実行のための工数、費用、納期が格段に改善 

フォールト注入テストの要求仕様の標準化 

フォールト注入テストのためのモデル・ツールの標準整備 

網羅的フォールト注入テストの自動化 

ＦＭＥＡの自動判定  

【備考】 FMEA： Fault Mode and Effect Analysis 

◆vECU-MBD WG活動： 仮想フォールト注入テストの要求仕様の標準化(案)提唱 
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標準化検討１：フォールトレベル/注入箇所の定義 

フォールトレベル/注入箇所を定義 

半導体/回路レベル ECU（マイコン）/ASICレベル システムレベル 

Low固着 

High固着 

ドリフト 

発振 等 

・電源、クロック断 

・ROM/RAM 誤データ書込/読出 

・I/Oポートからの誤出力 

・割り込みタイミングずれ 等 

・パリティエラー 

・フレームエラー 

・オーバーフロー 

・タイミングエラー  等 

■フォールトのレベル 

■注入箇所 
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システムレベル 
LAN 

ECU ECU ECU 

仮想ECU 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 

ﾓﾃﾞﾙ 

回路 
ﾓﾃﾞﾙ 

回路 
ﾓﾃﾞﾙ 

マイコンモデル 
 
 
 

コアモデル 

アプリソフト 

周辺モデル 

ハードウェア ・マイコン、ASIC 端子 

・ECU上の電子部品 端子 

（抵抗,ｺﾝﾃﾞﾝｻ, ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ等）  

・マイコン、ASIC内部のROM/RAM/   

 レジスタ 

通信ネットワーク ・内部通信(UART他) 

・外部通信(CAN, LIN他) 
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標準化検討２：フォールト注入箇所/モードの選定案 
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◆フォールト注入条件（フォールト注入レベル／箇所／モード）の選定案を策定 

フォールト注入条件（フォールト注入レベル／箇所／モード）選定の考え方 
（１）従来実機テストで実施している注入条件（フォールト注入レベル／箇所／モード）をカバーする。 
（２）従来実機テストで実施困難な注入条件（フォールト注入レベル／箇所／モード）については、主に、 
   以下の視点で追加選定した。 中間値故障、マイコン内部トップ層機能ブロック、タイミング、など 

場所（レベル・箇所） 故障モード 

a ECU上： コネクタ端子 各端子のＨ固定/Ｌ固定、隣接端子ショート 

b ECU上： マイコン、ASICの端子 

c ＥＣＵ上：  
電子部品（抵抗、コンデンサ、
トランジスタなど）の端子 

抵抗 オープン ただしアナログ回路の場合は中間値故
障も追加 

d コンデンサ オープン/ショート ただしアナログ回路の場合は中
間値故障も追加 

e トランジスタ 各端子オープン、隣接端子間ショート 

f ECU間： 通信ネットワーク 通信エラー注入 

g マイコン、ASIC内部：  
トップ層機能ブロックのI／F部 

HAZOPによるフォールト注入 

h マイコン、ASIC内部： 
エラー検出機構によるエラー検出 

検出対象エラー注入 

詳細仕様記載例 

アナログ回路部品（抵抗、コンデンサなど）の中間値故障（ドリフト変化） 

  以下の４点または６点で検証する。 

  ドリフト変化に関しては、基準値の×2,×3,×(1/2),×(1/3)の4点でシミュレーション実施する。 

  ロバスト性のチェックのため、しきい値の近傍(×1.1, ×0.95など)についても検証する。 

  理由： 中間値については無限に取りうるが、上記案を提唱する。 

⇒ 検討結果は、本ＷＧで発行のユーザ向けガイド(第２版)に反映＆公開 
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実証例題１：メモリ故障におけるフェールセーフ検証 
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■検証の概要 

フォールト 

シナリオイメージ 

【ソフト仕様】 

 モータの過電流：3A以上が200ms 

 継続で異常判定し、モータ停止 

マイコン内部故障時に発生する 

過電流検出のフェールセーフ機能検証 

マイコン内部故障における 制御システムのフェールセーフ機能の動作を検証 
～２つの商用ツール（Virtualizer or No.1システムシミュレータ + MATLAB/Simulink）の連動～ 

マイコンモデル 

TIMER 

ADC PORT 

MEM 
CPU  

 
 
 
 

MEM 

レジスタ I/F 

 

 

 

CPU 

時間 対象 アドレス 故障値 

■フォールト注入のイメージ 

■検証結果 

 time[ms]  Target Command address    val 

  400        MEM Change    0x******** 0x0000 

発生フォールト：メモリ値化け 

コマンド 

フォールト注入モデル 

フォールト注入モデル 

回転数の読み出し0固定 

RAM 

(回転数) 
CPU 

RAMモニタ(イメージ) 
400[ms] 

シミュレーション実行画面 

参考：正常動作波形 

Window speed 

Motor current 

UP Switch Monitor 

UP Switch Signal 

ﾓｰﾀ駆動 
電流停止 

過電流 
検出 

Window position ｳｨﾝﾄﾞｳ 
上死点 
到達 

Window speed 

Motor current 

UP Switch Monitor 

UP Switch Signal 

Window position 

ｽｲｯﾁ入力
信号 

ｽｲｯﾁ入力 
比較信号 

200[ms] 

注入モデル例 
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実証例題２：ECU回路故障におけるフェールセーフ検証 
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開発環境 
回路:     SaberRD2012.12 
         (Synopsys社) 
マイコン：   Virtualizer H-2013.06SP1 
         （Synopsys社） 
制御システム:MATLAB 2012a 
                    (MathWorks社) 
実行環境 :    Windows7(64bit) 

[検証の概要] 

ECU回路故障時に発生する 

入力の不合理検出による 

フェールセーフ機能検証 

(本来のソフト仕様) 

上昇、下降の両スイッチが同時に 

ON検出で異常と判定しモーター停止 

故障(フォールト)注入のイメージ 

抵抗の値を変えることで模擬する。 

  ●プルアップ抵抗のショート 

  ●コンデンサのショート 

マ 
イ 
コ 
ン 

入力上昇 スイッチ 

入力下降スイッチ 

マイコン上昇指示 

マイコン下降指示 

マイコンPWM出力 

Window Position 

Window Speed 

抵抗の値を変更  10kΩ⇒1μΩ(短絡故障) 

(検証結果) 

上昇スイッチが優勢になっている。 

原因はECUソフトウェアのバグ 

⇒バグを摘出 

ウィンドウ位置 

故障 

故障 

ECU回路故障における 制御システムのフェールセーフ機能の動作を検証 
～３つの商用ツール（Virtualizer or No.1システムシミュレータ + Saber + MATLAB/Simulink）の連動～ 
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【補足】仮想フォールト注入テスト活用時の留意点 
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■ユーザ部門からの、よくある質問：  
マイコンの隣接端子が短絡したときに、電圧値が不詳なので、短絡時の電圧値を計算したい。その
ようなことが仮想フォールト注入テストでできるのか？ 
 
■回答（WGでの討議結果）：  
上記利用目的であれば、回路シミュレータ(SPICEなど)を個別に利用することが望ましい。 
 
本WGで提唱の「仮想フォールト注入テスト」は、想定されるエラー事象に対して、電子制御システム
として問題なきことを、網羅的に検証するという考え方で利用するのがよい。 
 
例 短絡時の電圧が、LowレベルかHighレベルか不明？ 
  ⇒LowレベルまたはHighレベルの両者の場合で「安全目標を侵害しないこと」を検証すればよい。 

利用目的 適したシミュレータ 判定方法 

想定されるエラー事象に対して、電子制
御システムとして問題なきこと（安全目標
を侵害しないこと）を検証したい 

仮想ECUを用いたフォールト注入テスト 
(仮想ECU = 仮想マイコン＋回路シミュレータ） 

短絡時の電圧がＬと見なされてもＨと見な
されてもいずれのケースでも問題なきこと
（安全目標を侵害しないこと）を判定する 

マイコンの隣接端子が短絡したときの電
圧値を計算したい。 

回路シミュレータの個別利用 短絡時の電圧が期待値の範囲内か、許容
値をオーバーしていないかなどを判定する 

◆vECU-MBD WG活動の中で、仮想フォールト注入テストの活用方法を討議 

⇒ 討議結果は、本ＷＧで発行のユーザ向けガイド(第２版)に反映＆公開 
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効果の算定例 

マイコン 抵抗 コンデンサ ダイオード OP AMP CMOSロジック MOS-FET 

UPスイッチ入力検出回路 

DOWNスイッチ入力検出回路 
1(2) 4(8) 2(4) - - - - 

電流検出・電流電圧I/F回路 1(1) 6(12) 1(2) 4(8) 2(6) - - 
回転パルス信号I/F回路 1(1) 4(8) 2(4) - - - - 
PWM駆動・Hブリッジ回路 1(3) 5(10) - 4(8) - 11(33) 4(12) 

合計 1(7) 19(38) 5(10) 8(16) 2(6) 11(33) 4(12) 

個数(端子数) 

仮想フォールト注入テストの有効性 

①テストカバレッジの拡張、②検証作業の効率アップ 

■全体における部品集計 
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・実証例題（パワーウィンドウシステム）における総部品点数 ＝ 50点 
例： ・フォールト発生箇所/モードの単一組み合わせ 

   ・アナログ部品などは中間値(ドリフト)故障として下記6点を追加 

     ドリフト変化：基準値の×2,×3,×(1/2),×(1/3) 4点 

     ロバスト性も考慮：しきい値の近傍(×1.1, ×0.95など) 2点 

約500 検証パターン 

■仮想FMEA検証（一部抜粋） 
ASIL 対象 部品名 機能 エラー ﾌｫｰﾙﾄﾓｰﾄﾞ 影響度 致命度 発生頻度 検出度 

ASIL * 入力検出回路 抵抗＊ レベル検出 誤検出する H固定 窓が勝手に上がり続ける ＊ ＊ ＊ 

L固定 窓が上昇しない ＊ ＊ ＊ 

テストカバレッジの拡張【例】 

従来実機：2点⇒仮想：8点 

テスト作業時間の推定【例】 

従来実機：約１ヶ月⇒仮想：約１日 
1Hr x 500件 / 計算機ノード20台 = 25Hr 
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３．まとめ 
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１．vECU-MBD WGの設立背景と活動概要 

２．活動事例紹介： フォールト注入 
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まとめ 
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◆vECU-MBD WG 

 ・仮想ECU活用の目的： V字開発プロセスの右側を短縮 
 ・自動車完成車メーカ、部品メーカー、半導体メーカー、ツール メーカー、 
    および、研究機関の技術を縦断した国内協調活動 
 ⇒仮想ＥＣＵの活用拡大を図る 

◆機能安全規格と仮想ECU 
 ・機能安全規格 ISO 26262では、安全性の証明の一環として、フォールト注入 
  テストが要求され、仮想テスト環境の活用も推奨されている。 
 ・仮想ECUを活用したフォールト注入テスト⇒安全性の検証に有効 

◆活動事例紹介： 仮想ECUを用いたフォールト注入テスト 
 ・想定すべきフォールトを抽出し、フォールトレベル/注入箇所/モードを定義 
  またその具体選定案を提唱 
  (本ＷＧで発行のユーザ向けガイドに反映公開) 
 ・実オブジェクトコードの変更なく、制御システムのフェールセーフ検証を実証 
  ３つの商用ツール（マイコン＋ECU回路＋プラント）の連動 
 ⇒仮想フォールト注入テストの有効性を示した 
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今後の期待 
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・ツールベンダ： 

 仮想フォールト注入テスト機能の 

 標準装備と拡充 

 

・半導体ベンダ： 

 上記の技術支援（必要に応じて）  

 

 

・自動車メーカ、ECUサプライヤ： 

 仮想フォールト注入テストの活用拡大 

仮想フォールト注入テスト 

の活用容易化 

安全性の検証を 

さらに高品質・高効率化 
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ご清聴ありがとうございました。 
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