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1. はじめに 
機能安全は多くの市場の重要事項です。そして現実に近づきつつある自動運転とその関連サービスに

とっても、成功と幅広い普及を左右する決定的な要因です。生命に与える危険度が高く、運転者によ

る制御が難しいほど、本質的なリスクも要求される Automotive Safety Integrity Level（ASIL）も

高くなります。ISO 26262 [1] は 4 段階の ASIL を定めています： 

1. ASIL A（最低要件） 

2. ASIL B 

3. ASIL C 

4. ASIL D（最高要件） 

ASIL は、安全上の目標と機能安全要件の定義に基づき、車両レベルで決定します。その後、それぞ

れの機能安全要件について技術安全要件が導かれ、システムを構成する各ハードウェア/ソフトウェアコ

ンポーネントに割り当てます。たとえばプロセッサーなどのハードウェア・コンポーネントが高い安全要件を

維持するには、継続的なモニタリングやレポート機能（CPU に割り当てられた技術安全要件）による

ランダムハードウェア故障の高いカバレッジが必要です。 

高いカバレッジの維持、継続的モニタリング、レポート生成に一般に用いられるのが、デュアルコアロックス

テップ（DCLS）です。DCLS では、メイン CPU と冗長 CPU を同期し、2 つの出力を常に比較するこ

とで、いずれかのプロセッサーの動作中に発生して出力に伝播するランダムハードウェア故障を検出し、

レポート化します。このシステムは CPU の実装面積が約 2 倍になるため高価ですが、ISO 26262 

Automotive Safety Integrity Level D（ASIL D）[1]の指針を満たす場合など、セーフティクリティカ

ルな用途に多く採用されています。しかし、一般に運転者が制御可能な安全用途（車線逸脱防止、

アダプティブヘッドライトなど）では、安全要件がそれほど高くありません（ASIL B など）。この場合、ソ

フトウェア・テスト・ライブラリ（STL）[2]などの自己診断テストが多く利用されます。 

このホワイトペーパーでは、最先端の STL を使用し、ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率に関して

ISO 26262 ASIL B の安全要件を満たす方法を説明します。最初に STL の概要、次に ISO 26262

の要件に関連して利点や限界を検討します。特に注目するのは次の点です。 

• STL が、ASIL B ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率のシステムレベルの目標値を IP レベ

ルで満たさない場合はどうするか？ 

• 目標値を満たしていない場合、どのように ASIL B の用途に使用するか？ 

本書の重点は、IP、IC や STL を使ったシステムのシステマティック故障の回避方法ではありません。こ

れには、IP/IC プロバイダーが適宜対応すると想定します。 

本書の考察は、IEC 61508規格のハードウェア・アーキテクチャ故障検出率の目標値に関しても有効で

す。 

本書の構成： 

• セクション 2：STL、その要件、原則を説明。 

• セクション 3：考察の土台としてハードウェア・アーキテクチャ故障検出率と ISO 26262 に定義さ

れた DC（診断カバレッジ）について説明。CPU 用の STL の安全機構を例に挙げ、DC の範

囲と目標値を明確化。 

- 目標とする ASIL に指定または想定されているハードウェア故障検出率に基づき、1 つのハ

ードウェア・コンポーネント（マイクロコントローラーなど）と構成 IP ブロック（CPU コアなど）

のハードウェア・アーキテクチャ故障検出率を計算するための推奨事項。 

- 推奨されるハードウェア・アーキテクチャ故障検出率と DC 目標値に対して、目標とする

ASIL と根拠に応じて許容される例外。 

• セクション 4：目標とするハードウェア・アーキテクチャ故障検出率とカバレッジに関する IP、IC レ

ベルでの検討事項。 

• セクション 5：IP または IC レベルで得られたハードウェア・アーキテクチャ故障検出率と DC を改

善するためのシステムレベルの検討事項と方法。次に本書で説明する手法を使用し、システムレ

ベルで DC を改善する例。 

• セクション 6：IP サプライヤーとシステムインテグレーターに対する推奨事項と結論。 
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1 STL は、ECC、パリティ、MBIST、LBIST など、他の安

全機構との併用が可能です。 

2 STL は、stuck-at 故障と同じ形で影響を観察できる

限り、ブリッジ故障、オープン故障、ハイインピーダンス出

力など、他の永久故障も検出します。 

3 起動時に全体として STL を実行すると、アプリケーショ

ンを実行する前に CPU の健全性を確認できます。あ

るいは、安全アプリケーションで STL 実行を分割し、故

障検出時間間隔を満たせば、空きサイクルがあるときに

スケジュール実行することも可能です。 

 

2. ソフトウェア・テスト・ライブラリの概要 
STL とはソフトウェアベースの安全機構であり、実行するアプリケーションの機能安全を実証する必要の

ある車載機器、産業用機器など、多くの市場で安全関連設計の重要な構成要素 1 となります。STL

は、ハードウェアの機能ロジック内にある stuck-at-0 や stuck-at-12などのハードウェア永久故障のテス

トに使用され、Software Safety Element Out of Context（SW SEooC）として開発されます。 

STL 開発において一般に考慮される安全/機能要件： 

安全 

• 技術安全コンセプトの要求に従って STL に想定される、または IP プロバイダーによって STL に想

定される DC 目標値を達成する。 

• テストによって特定された故障を含め、故障情報をシステムレベル・アプリケーションシステムレベ

ル・アプリケーションに報告する。 

• アプリケーション・ソフトウェアへの干渉を回避する。 

• 保護された IP に対して定義された診断テスト時間間隔（DTTI）以内に実行する。IP の

AoU（Assumptions of Use、想定）を実行時に維持する。 

機能 

• テストレベルを柔軟に設定し、選択したテストを選択した回数で特定の時点に実行する。 

• 異なるテスト群の選択により、特定の論理ブロックに対象を絞ったテストができる。 

• さまざまな IP 構成に順応できる。 

• 一般的な総メモリフットプリントにおけるコードサイズが定義済みの許容パーセンテージ以内。 

• システムメモリマップによっては再配置可能。 

• 最大定義済みレイテンシ以内で割り込み可能。 

総合的に STL3 は、永久故障の診断カバレッジを達成する強力で重要な方法であり、システムの可用

性にほとんど影響を与えません。 

STL アーキテクチャの開発において考慮すべき原則： 

1. 統合の簡素化： 

• STL を呼び出すシンプルな API があること。 

• STL の特定の部分や部分の数を選択し、システムレベルの技術安全コンセプトに従って使用可

能な時間内に実行できること。 

• 顧客による独自の論理故障シミュレーションの実行に対応すること。 

2. 選択した構成や特定の時点で使用可能なメモリに応じてテストを柔軟に選択。 

3. 診断カバレッジを上げるために必要な追加ハードウェアは最小限。 
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4 本書ではすべての PVSG 故障を単一故障点と仮定し

て検討します。 

 3. ランダムハードウェア故障と関連ハードウェ
ア・アーキテクチャ故障検出率の基本定義 
3.1 ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率と診断カバレッジ（DC） 

アイテムにおける電気/電子システムの機能不全は、1 つまたは複数の要素におけるシステム故障とラン

ダムハードウェア故障（RHWF）によって生じます。 

ランダムハードウェア故障に関して、ISO 26262 その他の機能安全規格は、定義済みの安全要件レベ

ルについて複数のハードウェア・アーキテクチャ基準 [1] と推奨目標値 [3] を定義しています。安全関連

のシステムが、事故につながる危険なシステム機能不全を引き起こすことなく、ある程度、RHWF に対

応するためには、これらのハードウェア・アーキテクチャ故障検出率の目標値を満たす必要があります。 

ISO 26262規格はこの目的で、絶対的なハードウェア・アーキテクチャ故障検出率（単位：FIT）に加

え、2つの相対的なハードウェア・アーキテクチャ故障検出率（単位：1または%）を定義しています。 

• PMHF（Probabilistic Metric for Random Hardware Failure、ランダムハードウェア故障の

故障検出率）：制御不能な RHWF の絶対的故障率。PVSG（Potential to Violate a 

Safety Goal、安全目標侵害の可能性）がある。（単位：h-1または FIT）[方程式 5] 

• SPFM（Single Point Fault Metric、単一点故障検出率）：制御不能な PVSG 故障の「1 

– 比率」。システムまたは要素におけるすべての安全関連 RHWF に相対。（単位：1 また

は%）：[方程式 4] 

• LFM（Latent Fault Metric、潜在的故障検出率）：DPFL（潜在的デュアルポイント故

障）の「1 – 比率」。制御不能な PVSG 故障を除くすべての安全関連 RHWF に相対。 

（単位：1 または%） 

ISO 26262-5 §8.4.5、ISO 26262-5 §8.4.6、ISO 26262-5 §9.4.2.2 [3] は、PMHF、SPFM、LFM

の 3 つのハードウェア・アーキテクチャ故障検出率について ASIL 依存の目標値を定義しています（表

参照）。これらの目標値はシステムレベル用に定義され、システムレベルで満たす必要があります（たと

えばブレーキやステアリングのシステム全体で）。ASIL A には目標値が定義されていません。また、

ASIL B の目標値は ISO 26262 でしか推奨されていません。それでもシステム開発者は常に ASIL B

の目標値を満たすことを求め、実践しています。 

表 1 – ISO 26262 の故障検出率目標値 [3] 

ASIL レベル SPFM LFM PMHF 

ASIL B ≥ 90% ≥ 60% ≤ 10-7 h-1（100 FIT） 

ASIL C ≥ 97% ≥ 80% ≤ 10-7 h-1（100 FIT） 

ASIL D ≥ 99% ≥ 90% ≤ 10-8 h-1（10 FIT） 

 

もう 1 つの故障検出率は、故障の検出と制御における安全機構の有効性を示す目的で一般に使

用されます。 

• 診断カバレッジ – 単位：1 または%（DC）：安全機構によって検出/制御されるハードウェア

要素の故障モードの故障率（%）[方程式 3]。 

安全機構の DC は、安全機構が作用する要素のハードウェア・アーキテクチャ故障検出率（SPFM、

PMHF）に直接的な影響を与えます。図 1 は 1 つのハードウェア要素の総合故障率を示します。これ

は基本故障率（λTotal）とも呼ばれ、その一部は安全故障、残りは PVSG4 故障とみなされます。本

書では、安全故障と PVSG（安全目標侵害の可能性のある故障）のみ考慮します。安全機構は特

定の割合の PVSG 故障を検出し、制御します。方程式 1～5 は、各種のハードウェア・アーキテクチャ

故障検出率がどのように定義され、この例でどのように計算されているかを示します。 

 

図 1 – ハードウェア要素の故障率 

 

残り 

検出/制御済み 

λSafe 

λPVSG 

方程式 1 

λDet 

方程式 2 

方程式 3 

方程式 4 

方程式 5 

λRF 

λTotal = λSafe + λPVSG 

DC= 1 - 
λRF 

= 
λDet  

λFR λFR  
 

SPFM= 1 - 
λRF 

= 
λSate + λDet  

λTotal λTotal  
 

λPVSG = λRF + λDet 

PMHF = λRF = (1-dc)•λPVSG 
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API 

 3.2 安全機構の範囲と診断カバレッジ目標値の定義 

IC または IP 安全コンセプトの一環として安全機構を定義する際は、安全機構の範囲と DC

目標値をはじめ、各種の要件を定める必要があります。範囲の定義に関しては以下の点を検

討する必要があります。 

• どのハードウェア・ブロックを安全機構の対象とすべきか？ 

• 安全機構の対象としなくても良いサブブロックはあるか？ 

• ハードウェア・ブロックの故障モードは何か？ 

• 安全機構がハードウェア・ブロックのすべての故障モードを対象とすべきか、それとも一部の故障モ

ードだけで良いか？ 

DC 目標値はハードウェア・ブロック全体に対して、または故障モードそれぞれに対して定義しま

す。後者は故障モードカバレッジ（FMC）目標値とも呼ばれます。どちらの場合も、以下の点

を検討する必要があります。 

• ASIL に基づくハードウェア・ブロックの SPFM の目標値は何か？ また、セクション 4.1、4.2 に記

載の検討事項は？ 

• 安全故障の数は多いか？ それによって SPFM の目標値より必要な DC が下がるか？ 

• 同じブロックや故障モードを対象とする他の安全機構の計画はあるか？ それらが直交または重

複することで、SPFM の目標値に関して各安全機構に必要な DC が下がるか？ 

• どの程度の DC 目標値なら達成可能か？ 

さらに正確な DC 仕様を裏付ける詳細情報がない場合は、表 1 に記載された ASIL 依存の

SPFM 目標値と等しい DC 目標値を定めるのが妥当です。言い換えれば、アプリケーションのユ

ースケースが不明な状況で SEooC の安全機構を開発する場合は、ASIL 依存の SPFM 目標

値と等しい DC 目標値を想定します。 

3.2.1 CPU用の STL：範囲、診断カバレッジ目標値、ハイレベル・アーキテクチャ、開発プロセス 

3.2.1.1 CPU STL の範囲と DC 目標値 

Arm CPU コアの STL を例に挙げると、範囲と DC 目標値の定義によって STL に以下の要

件が生じます。CPU コアはハードウェア SEooC として開発されており、以下は想定されるソフ

トウェア割り当て済みの技術安全要件です。 

• STL は、非安全関連ブロックを除き、CPU コア内のすべての永久故障を対象とするものとしま

す。すべての機能 CPU 故障モードまたはすべてのゲートレベルネットリストの stuck-at 故障に基

づき、さらに詳細な解析も可能です。一時的な故障を STL の対象とはしません。 

• STL は 90%DC という DC 目標値を達成するものとします（CPU コアの想定 ASIL B ユースケ

ースに基づく）。 

STL はこのような想定された要件と DC 目標値に従って開発されます。 

3.2.1.2 STL アーキテクチャ 

STL のハイレベル・アーキテクチャ 5は図 2 のとおりです。アーキテクチャは 4 つの部分に分割さ

れます。 

• シンプル API 

• スケジューラ 

• ブロック：プロセッサーの機能ブロック（コア、MPU など）を示すパーツの論理グループ。これによ

り、CPU の構成に応じて STL を柔軟に設定。 

• パーツ：制約付きのランダムテスト生成機能または特定のロジックをターゲットとして記述された

指向性付きテストで生成。制約付きランダムテストは特定の機能に重点を置く。たとえば DPU

のパーツには FPU 命令がないため、FPU がない場合でも実行できる。これらのテストはアセンブ

リコードで書かれているため、効率的に実行できるとともに、C 言語で書かれたコードで生じる可

能性のあるコンパイラの最適化を回避できる。 

 

 

図 2 - STL アーキテクチャ 

 

5 これは Arm が採用したソフトウェアアーキテクチャの例で

すが、他のアーキテクチャも可能です。 

STL スケジューラ 

ブロック 1 ブロック 2 ブロック 3 ブロック 4 ブロック 5 
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  Arm STL アーキテクチャの重要な構築理念は「シンプル」です。ライブラリを呼び出し、スケジュールされ

たテストを実行させるには C ベースの API を使用します。完了すると制御がライブラリの呼び出し元に

戻り、実行したテストの結果を戻します。テスト結果が失敗の場合、失敗したテストと考えうる原因につ

いての情報も提供されます。 

1 つの API から実行可能なテストの数は、使用可能な時間とメモリに応じて設定できます。 

3.2.1.3 STL の開発 

STL の開発は以下の段階に分割されます。 

1. 検討 

この段階では、SPFM 全体に最大の影響を与える CPU の安全関連領域、たとえば命令を実行する

ユニットを検討します。これに基づき、まずカバレッジに最大の影響を与えるユニットのスティミュラスとチェッ

カーを実装します。これは間接的に他の小さなユニットにもメリットを与える可能性があります。 

2. テストの記述 

この段階では、できればツールを使用して、たとえば命令を実行するユニットをテストするための疑似ラン

ダムテストを生成します。これには、たとえばランダム命令シーケンスを作成し、メモリシステムまたは割り

込みコントローラ向けのテストを生成します。また指向性付きテストを使用して、到達しにくい具体的な

領域、またはランダムテストではヒットしない領域をヒットします。 

3. 故障シミュレーション 

故障シミュレーションは通常、記述されたテストの質を確認するために実行されます。故障シミュレーショ

ンは適切な故障シミュレーターで行います。STL を構成するパーツやブロックの質は、ここで得られた DC

で確認します。必要な DC が得られない場合、IP 開発者は、カバレッジ目標値に達するまでステップ 2

からやり直す必要があります。 

4. サインオフ 

サインオフでは、常に CPU 全体に対してフルセットのテストを実行し、期待される、または目標とするカ

バレッジが得られることを実証します。 

STL 開発の最後には 6、範囲の定義を満たしていることを確認し、STL の実際の DC を測定または評

価します。実際の DC は文書化され、ユーザーと CPU コアのインテグレーターに報告されます。これは、

CPU を統合する IC とシステム全体の定量分析を裏付けるためです。 

多くの場合、STL が達成する実際の DC は ASIL B ユースケースの SPFM 目標値（IP レベルの

90%）に及びません。これは、RTL とネットリストのマッピングを理解してターゲットを絞ったテストを生成

することが難しいためです。制御力に限界があり、ロジックに深く埋没した故障を観察点まで伝播させら

れないことも原因の 1 つです。本書の後半のセクションでは、IP レベルの DC が表 1 に示す SPFM 目

標値より低くても許容可能であり、システムレベルで SPFM を改善する方法があることを示します。 

4. IP/IC レベルでの検討事項 
4.1 PMHF/SPFM 目標値に基づき、1 つのハードウェア・コンポーネントと構成 IP ブロックのハード

ウェア故障検出率を計算する 

ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率の目標値はシステムレベルで定義されており、システムのハード

ウェア全体で達成する必要があります。したがって、もし完全なシステムを開発せず、たとえばシステムの

コンポーネントやサブパーツとして IC や IP を 1 つだけ開発する場合、故障検出率の目標値はどうなる

のかという疑問が生じます。これに関して ISO 26262 には何の要件もなく、指針もほとんどありません。

たとえば SEooC の定義の一環としてこの目標値を指定することは、IC または IP 開発者に任せられて

います。 

ICまたは IPレベルの故障検出率目標値を指定する際は、以下の指針を考慮する必要があります。 

1. SPFM：IC と IP は、ターゲットとする ASIL に基づき、システムレベルの SPFM 目標値を採用する。 

2. LFM：IC と IP は、ターゲットとする ASIL に基づき、システムレベルの LFM 目標値を採用する。 

 

 

6 STL 開発の終了は、製品の実用性が確保されている、

つまりカバレッジを最大化するためにメモリやタイミングが

犠牲にならないというエンジニアリング上の判断で決定さ

れます。少なくとも先行世代の STL より良いカバレッジ

を確保するため、原則として GAMAB [9] を使用しま

す。 
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 3. IC の PMHF：IC に関しては、PMHF 目標値として、ASIL に依存する総システムレベルの PMHF

目標値（表 1 参照）の 1～10%を想定することを推奨します。 

a. 複雑な IC で、ターゲットシステムにおいて最も重要なハードウェア・コンポーネントとなる場合は、

上限に近い PMHF 値を想定します（最大 10%）。たとえばアンチロックブレーキシステム

（ABS）、バッテリー管理システム（BMS）、電動パワーステアリング（EPS）など、従来の車

載システムをターゲットとするマイクロコントローラーです。 

b. 中程度に複雑、または複雑な IC で、ターゲットシステムにおいて 1 つまたは複数の同様に複雑

な IC と併用される場合は、中程度の PMHF 目標値（3～5%）を想定します。たとえば、他

の非常に複雑な ISP、DSP、ASIC などを含む SAE L3 以上の自動運転システム用の複雑な

CPU です。 

c. シンプルなディスクリート IC については最低レベルの PMHF 目標値を想定します（1～2%）。

たとえば、センサーIC、DRAM メモリ、PMIC です。 

4. IP の PMHF：IP には PMHF 目標値を定義しません。 

5. DC：IC/IP の安全機構の DC に関して一般的な目標値はありません。 

相対的なアーキテクチャ故障検出率に関して指針 1 と 2 を満たし、システム内のすべてのハードウェア・

コンポーネントがシステムレベルの SPFM、LFM 目標値を満たす場合、システム全体も自動的に相対

的故障検出率の目標値を満たします。 

指針 3 の目的は、PMHF バジェットという難しい問題に対処することです。システムレベルの PMHF 目

標値はシステム内のすべてのハードウェア・コンポーネントを含む値のため、1 つの IC やコンポーネントで

総 PMHF の大部分を使うことはできません。他のコンポーネントの PMHF バジェットが足りなくなりま

す。1～10%の推奨割り当て（ASIL D システム用に開発された IC の場合は 0.1FIT～1FIT）は、

経験と実現可能性に基づく妥当な目標値です。定義されている IC の PMHF 目標値は、シリコンダイ

やパッケージに起因する永久故障や一時的故障を含む想定上の目標値であり、SEooC に対して定

義されている想定の一部です。このような想定がシステムレベルの PMHF 目標値を達成する上で適

切かどうかはシステムインテグレーターが検証し、確認する必要があります。 

IP を IC の一部としてではなく単独で開発する場合は、相対的ハードウェア・アーキテクチャ故障検出

率（SPFM、LFM）のみ使用します。この場合、ガイドライン 4 のとおり、PMHF の目標値は定義しま

せん。これは、絶対的故障検出率の計算に必要なスタンドアロン IP の基本故障率を決定することが

一般的でないためです。その代わりに通常、IC 全体に対して基本故障率を判断し、それを各 IP に細

分します。 

最後に指針 5 は、ISO 26262 [3] の要件が 3 つのハードウェア・アーキテクチャ故障検出率

（PMHF、SPFM、LFM）を満たすことだけであることに注意を向けます。安全機構が具体的な DC

を達成すべきという条件は ISO 26262 にありません。ただし、ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率

を IC レベルとシステムレベルで満たすよう、安全機構とそれぞれの DC を含む IC/IP の安全コンセプト

を指定する必要があります。 

4.2 IP/IC レベルで推奨されるハードウェア・アーキテクチャ故障検出率と診断カバレッジに関する例外 

このセクションでは、セクション 5.1 のガイドラインに従った SPFM、LFM、PMHF 目標値の定義が、す

べての IC と IP に適切かどうかを検討します。より厳しいまたは緩い目標値が必要、または許容可能と

なる例外的な状況があるかどうかも調査します。 

• 絶対的、相対的ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率の両方を満たす 

ISO 26262 は、相対的、絶対的ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率の両方を満たすことを条件に

指定しています（ISO 26262-5 [3]、第 8、9 条）。ISO 26262 に適合するにはすべての条件を満た

す必要があります。つまり、相対的ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率（SPFM、LFM）を満たす

だけでは不十分であり、絶対的な PMHF 故障検出率を無視してはなりません。 

これが ISO 26262 の条件の根拠です。PMHF 故障検出率は、車載アイテムの絶対的な意味での

残存リスクを示し、それほど大きくはなりません。しかし相対的ハードウェア・アーキテクチャ故障検出率

は、システムの残存リスク軽減に注ぐべき労力を示します。この労力は、たとえ絶対的な残存リスクがす

でに比較的低くても、本質リスクが高い場合（高い ASIL で）に高くなります。 

• システムまたは IC の総基本故障率に基づく、SPFM と ASIL 依存目標値の差 
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 PVSG 故障に関しては、アイテムレベルで PMHF と SPFM の両方の目標値を満たす必要がありま

す。システムまたは IC の基本故障率に応じて、この 2 つのハードウェア・アーキテクチャ故障検出率のい

ずれかが有力となります。基本故障率が低い場合、デフォルトの SPFM 目標値（表 1）で PMHF

目標値も達成できます。ただし、基本故障率が非常に高い場合、デフォルトの SPFM 目標値では

PMHF 目標値の達成に不十分な場合があります。この場合、さらに高い SPFM が必要となります。

PMHF バジェットの作成と SPFM 目標値の調整は、できるだけ早期に行うことを推奨します（SEooC

の定義、または IC レベルでの安全コンセプト仕様の作成中など）。 

• さまざまな故障タイプ別にハードウェア・アーキテクチャ故障検出率を満たす 

ISO 26262-5 §8.4.7（備考 1、2）[3] のほか、ISO 26262-11、4.6.1.8 章 [4]（特にパラグラフ

4）は、故障率の低い故障が見過ごされることがないよう、さまざまな故障タイプを個別に分析すべきこ

とを明確に規定しています。つまり IC や IP の場合、シリコンダイ上の永久故障と一時故障、さらにはパ

ッケージ関連の永久故障（場合により）について、異なる故障検出率を指定し、達成する必要があ

るということです。 

• ISO 26262 がコンポーネントやサブパーツに対してアイテムレベルで定義するハードウェア・アーキ

テクチャ故障検出率目標値の妥当性と関係  

ISO 26262（ISO 26262-4、§6.4.5.3 [5]、ISO 26262-5 §8.4.7.b [3] など）の一部の記述は、1

つのコンポーネントやサブパーツの SPFM や LFM が低くても許容されるという考え方に沿っていると解釈

されます。つまり、相対的故障検出率の目標値がシステムレベルで満たされるよう、他のコンポーネント

やサブパーツが要件を上回る結果で補えば良いということです。しかし、ISO 26262-5 §9.4.1.2、

§9.4.1.3 は、すべての ASIL C または ASIL D ハードウェアパーツに単一故障点がない、あるいは

SPFM が 90%以上であること（一部の例外を除く）を条件とするなど、そのような考え方を厳しく制限

しています。IC や IP、たとえば CPU において、この 2 つの条件は IC や IP のすべての主要サブパーツ

やサブモジュールに適用されます。 

SPFM 90%以上など、ASIL C と ASIL D の両方のハードウェア部品に関する各種の条件は、ISO 

26262 適合の明確な基準でもあります（たとえば機能安全評価に合格するため）。そのほか、ASIL 

X のハードウェア部品の SPFM が、ASIL X-1 のデフォルトの SPFM 目標値を決して下回らない（つま

り ASIL D では 97%、ASIL C では 90%、ASIL B では 60%を下回らない）など、さらに厳しい設計目

標値の定義が推奨される場合もあります。 

前述の例は、特に IC や IP の SPFM 目標値が ASIL 依存のデフォルト値（表 1）から逸脱する場

合があることを示しています。すべての IC またはシステムレベルの故障検出率要件を満たすために、や

や低い SPFM 目標値が許容されたり、高い SPFM 目標値が必要になったりする場合もあります。 

5 システムレベルの検討事項 
5.1 IP または IC レベルでハードウェア・アーキテクチャ故障検出率と診断カバレッジを改善する方法

と検討事項 

IP または IC レベルで達成可能な実際の SPFM（たとえば STL によって）が必要な目標値より低

い場合、結果は以下の方法で改善可能です。 

• 追加のコンテキストアウェアな安全故障を特定し、考慮に入れる 

• システムレベルで他の安全機構や対策を使用する 

5.1.1 追加のコンテキストアウェアな安全故障の特定 

図 1 が示すように、故障の総数は、安全故障と安全目標や安全要件に違反する可能性のある故障

の合計です。つまり安全故障の増加は、安全目標に違反する可能性のある故障の減少を意味しま

す。ユースケース、設定、設計の実装など、さまざまな要因に基づき、システムレベルで他の安全故障を

特定することは、システムレベルの SPFM 改善につながります。安全故障は次のように分類されます。 

• アーキテクチャ安全故障（Safearch）：IP とネットリストの所定の設定に基づいて安全と判断さ

れた故障。たとえば、同じゲートの別の入力の接地によって AND ゲートの入力がブロックされる

故障です。 
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 例としてアーキテクチャ安全故障を特定するには、IP 開発者や IC 設計者が適切なツールを使用し、

IP の特定の設定とネットリストで構造分析または形式分析を実行します。IP プロバイダーは通常、所

定の設定（少なくとも 1 つ）に対して有効なアーキテクチャ安全故障のリストを提供します。このような

安全故障は IP レベルで SPFM を計算する際に考慮に入れ、サンプル FMEDA で提供します。利用

企業は、実装済みのネットリストで具体的な設定の構造解析を実行し、Safearch を計算することが推

奨されます。 

• アプリケーション依存安全故障（Safeapp）：このカテゴリーの安全故障は、アプリケーション、つ

まり最終的なアプリケーションワークロードとアクティビティパターンに依存します。この場合、IP に含

まれる破損した結果がアプリケーションによって読み出さなかったり、特定のデータパスやブロック全

体がセーフティクリティカルな機能において実行されなかったりします。たとえば、浮動小数点ユニッ

ト（FPU）が実装に存在するにもかかわらず、そのアプリケーションによって浮動小数点コードが

実行されない場合、IP の他のアクティブな部分に干渉しない限り、FPU の故障は安全とみなさ

れます。また、一部のチップメーカーが SoC とともに提供するソフトウェア開発キット（SDK）は、

アプリケーション・ソフトウェアがハードウェアの一部にアクセスするのを制限する場合があります。こ

のような制限のある部品に関連するハードウェアの故障は未使用領域と識別され、その特定のユ

ースケースに関してメーカーによって安全故障とみなされる場合があります。 

使用するハードウェア IP により、安全故障の総数は Safearchと Safeappの合計として計算できます。 

5.1.2 システムレベルで他の安全機構や対策を使用する 

システムのさまざまな抽象レベルで安全機構や対策を追加することは、保護の層を厚くし、アイテムの安

全戦略全体の強化につながります。この多層型アプローチにより、直接的にも間接的にも IP または IC

の DC が向上します。本セクションでは、STL、およびそれに追加可能な（または追加の必要な）安全

機構や対策を利用し、システムレベルで IP の DC を改善する方法を説明します。 

安全機構や対策が主張する診断カバレッジは、STL およびシステムレベルで追加された他の機構や対

策による故障カバレッジの重複を考慮に入れる必要があります。STL およびシステムレベルで追加され

た他の機構や対策における故障カバレッジの重複を推測し、IP や IC の全体的な DC を判断する際

は、本書に記載するエンジニアリング上の判断と推奨事項が役に立ちます。推奨事項は、実際の測定

値ではなく統計的な推定値に基づいています。これはほとんどの場合、IC を集積した後でゲートレベル

の故障の DC を測定することが難しいためです。 

STL のテストパターンは通常、IP 内の各ブロックまたは各サブブロック向けに生成されます。テスト

パターンの生成方法は以下の 2 つです。 

• システマティック（つまり指向性付きテスト）。具体的なシナリオを作成して一部のロジックやイン

タフェースをターゲットとする。 

• ランダム。ランダム命令セット（RIS）生成ツールなどを使用。 

システムレベルで追加する他の安全機構や対策も、STL の点からランダムまたはシステマティックとして分

類できます。他の安全機構や対策には以下が含まれます。 

• アプリケーション層に追加可能な指向性付きテスト。多くの場合、STL の対象とならないシステム

の他の部分の故障を対象とする。STL の対象となる故障に関する DC と指向性付きテストの関

連は（関連があるかどうかも含め）、システムインテグレーターまたは開発者が判断する必要が

ある。 

• アプリケーションレイヤーに追加可能なランダムテスト。テストによって得られる DC は、システムイン

テグレーターまたは開発者が判断する必要がある。たとえば RIS ベースのテスト、またはセーフティ

クリティカルな用途向けにシステマティックに開発されたアプリケーション・ソフトウェア（セクション

5.1.2.1）。 

5.1.2.1 ランダムテストとしてセーフティクリティカルな用途向けにシステマティックに開発されたアプリ

ケーション・ソフトウェア 

SEooC IP または IC の観点から見ると、一般的なアプリケーション・ソフトウェアは、ランダムに実行され、

IP（たとえば CPU）の全体または一部をテストすると想定されます。 
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 セーフティクリティカルな用途向けにシステマティックに開発され、ISO 26262 第 6 部 [6]（または IEC 

61508 第 3 部 [7]）によって推奨されるソフトウェア安全機構を組み込んだアプリケーション・ソフトウェ

アは、ランダムハードウェア故障に対応する診断機能を提供します。エラー検出のためのソフトウェア安

全機構（ISO 26262-6:2018 7.4.12 備考 2 [6]）には以下があります。 

• 入力データと出力データの範囲チェック。たとえば ALU にランダムハードウェア故障があり、範囲外

の結果を生成する場合、その次の範囲チェックで検出されます。 

• 妥当性チェック。たとえばアサーションチェックなど望ましい動作のリファレンスモデルを使用するか、

異なるソースの信号を比較します。 

• ソフトウェアに実装されたアクセス違反制御機構。安全関連の共有リソースへのアクセスを許可ま

たは拒否します。これらはアドレシングロジックやメモリ保護ユニット（MPU）などにおけるランダム

ハードウェア故障を検出します。 

• 詳細なプログラムフローモニタリング。タイムアウトまたはウィンドウウォッチドッグを組み合わせ、プロ

グラムシーケンスの時間とロジックを監視します。これで正常なプログラムフローに影響を与えるラン

ダムハードウェア故障を検出します。 

システム開発者が ISO 26262 第 6 部 [6]（または IEC 61508 第 3 部 [7]）で推奨されるソフトウェ

ア安全機構に厳密に準拠して実装しているという十分な根拠がある、または妥当に想定される場合

は、アプリケーション・ソフトウェアがランダムハードウェア故障の全体的な DC を向上させると評価できま

す。 

主張可能な DC の決定においては、以下を考慮する必要があります。 

• アプリケーション・ソフトウェアが定義するユースケースにおいて、システムに関連する故障モードを

完全に特定できているか。 

• システムの異常を検出するために統合されているソフトウェア安全機構の有効性（範囲チェック、

プログラムフローモニタリングなど）。 

たとえば、タイヤ空気圧モニタリングシステムなど単純な用途の場合、故障モードが十分に理解され、範

囲チェック、プロージビリティチェックなどの安全機構が有効に実装されていれば、正当な根拠に基づいて

高い DC を表示することも可能です。しかし複雑なシステムの場合、主張するカバレッジは、故障モード

の特定における不確定性や実装されるソフトウェア安全機構の有効性を考慮し、やや低めにする必要

があります。 

ユースケースに従い、アプリケーション・ソフトウェアは IP の所定の領域へのアクセスも制限します。これに

より安全故障（Safeapp）が増加し、SPFM も改善されます。一般的なアプリケーション・ソフトウェアが

安全故障と PVSG 故障に与える影響を正確に判断することは困難です。したがって、セーフティクリティ

カルアプリケーション向けに開発されたアプリケーション・ソフトウェアの使用によって、主張する診断カバレ

ッジに想定される安全故障（Safeapp）を足すことは推奨しません。ただし十分な根拠がある場合、た

とえば IP の特定の部分が特定のユースケースにおいて決してソフトウェアにアクセスされないことを分析

によって証明できる場合を除きます。 

5.2 保護レイヤーの追加による DC 改善値を計算する際に検討すべき要因 

セクション 5.1.2「システムレベルで他の安全機構や対策を使用する」で説明した保護レイヤーの追加に

よって、どれだけの DC 改善を主張できるかを判断する際には、2 つの要因を考慮する必要がありま

す。 

5.2.1 STL に関する他の安全機構や対策の統計的な独立性 

以下の２つの機構間には統計的な独立性を持たせます。 

• 2 つのランダムな機構または対策 

• ランダムまたは非ランダムな機構や対策の組み合わせ 
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 他の保護レイヤー（安全機構を統合したアプリケーション・ソフトウェアなど）が追加され、STL が

統計的に独立している場合、2 つの機構によって実現する全体的な DC は、以下のように計算しま

す。 

• STL（DC1）の対象となる故障 + 

ランダムな手法の対象となる他の故障：残存故障（1-DC1）から安全機構を統合したアプリケー

ション・ソフトウェア（DC2）を除いたものこれ（DCnew）は以下の方程式で計算します。 

DCnew = DC1 + (1-DC1) . DC2 方程式 6 

すなわち DCnew = DC1 + DC2 - DC1 . DC2 方程式 7 

5.2.2 IP 上の既存のカバレッジ 

経験上、最初の安全機構の DC が高い場合、2 番目の安全機構が他の故障を検出する確率は高く

ありません。STL の場合、すでにカバレッジが 60%以上の STL にランダムな安全機構や対策を追加し

て DC を改善しようとしても、DC 全体が若干改善されるだけです。そのうえ、ターゲットとする具体的な

故障、そして 2 つの機構が検出する故障の重複を解明するのは困難です。このため、追加のランダム

な安全機構や対策の DC は想定にすぎません。したがって、保護レイヤーを追加する際は、より保守

的な方法で DC の改善（DCnew）を計算し、非常に高い確率（>0.99）で検出された追加の故障

のみ考慮に入れる必要があります。 

5.2.2.1 DCnew以上の DC に到達する可能性を計算する 

これは確率の古典的な定義を利用して計算します。つまり、出来事の確率は、いずれかの事例のほう

が他方より起こりやすいという根拠がないとして、その出来事に有利な事例の数と起こりうるすべての事

例の数の比率です。 

2 項係数を使用すると、n 要素のセットから k 要素のサブセットを選択する方法の数を評価できます

（交換なし）。この係数は「組み合わせ」または「組み合わせ数」とも呼ばれます。2 項係数の表記に

は記号 nCk と(𝒏
𝒌
)を使用し、「nが kを選択」と読みます [8]。  

この計算の目的上、計算をわかりやすくするために、故障の総数ではなく DC（%）を使用します。 

DC が DC1 と DC2 の 2 つのテストを組み合わせて DCnew以上の DC に到達する確率は以下のとお

りです。 

P(DCnew) = 
N2  

方程式 8 
N1 + N2  

このとき：N1 は DC（DCnewまで）を達成する方法の数： 

 
方程式 9 

N2 は DC（DCnew以上）を達成する方法の数： 

 

方程式 10 

：最初の安全機構、つまり DC1 ですでに検出された故障の中から検出可能なすべての

「DC2-i」故障の組み合わせを示します。 

：最初の安全機構で検出されなかった（100-DC1）故障のうち、2 番目の安全

100 – DC1 機構によって検出可能な「i」故障のすべての組み合わせを示します。 

DCnew を DC の改善値と想定するには、P（DCnew）が非常に高い値、つまり非常に高い閾値

（0.99 以上など）でなければなりません。 

 

new 

new 
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 P（DCnew）が 0.99 未満の場合、確率が 0.99 以上の DCnew –adj（DCnew adjusted、DC 新規

調整値）のみ、DC 改善値と主張することを推奨します。DC1 と DC2 が既知の場合、DCnew -adjは

方程式 8 で計算できます。以下のセクションではこの方法の使用例を紹介します。 

5.3 例：システマティックに開発されたアプリケーション・ソフトウェアによるシステムレベルでのDC改善 

これは、安全機構を組み込んでシステマティックに開発されたソフトウェアをシステムレベルで使用し、

その場合の DC を考慮して DC 改善値を計算する方法の例です。 

• IP のサブブロックには STL によってランダムに生成されたテストパターンが適用され、DC = DC1 = 

75%となる。 

• STL が実装されるシステムは複雑ではない。 

• ISO 26262 第 6 部 [6]（または IEC 61508 第 3 部 [7]）の推奨事項に従い、安全機構を

組み込んでシステマティックに開発されたソフトウェアはアプリケーションレイヤーに追加される。アプ

リケーション・ソフトウェアは複雑性が低いため、故障モードの理解は容易と想定される。この場

合、このアプリケーション・ソフトウェアに関しては DC = DC2 = 60% 7と主張できる。 

2 つのテストは統計的に独立しているため、これらを重ねた場合の DC 改善値は方程式 7 で計算でき

ます。ここでは、故障の種類によって故障検出の確率が変動しないと想定します。たとえば故障 1 の検

出のほうが故障 2 の検出より確率が高いことはなく、発生する可能性のあるすべての故障についてそれ

が言えるとします。 

この例では、理解を簡単にするために以下のように想定します。 

• PVSG 故障は合計 100 

• STL がこの PVSG 故障 100 のうち 75 の故障を検出（DC1 = 75%） 

• アプリケーション・ソフトウェアが PVSG 故障 100 のうち 60 の故障を検出可能（DC2 = 60%） 

セクション 5.2.1に基づき、アプリケーション・ソフトウェアが検出可能な故障 60は以下の場合があります。 

• STL がすでに検出した故障 75 に含まれるため、追加の故障は発見されていない 

• STL がすでに検出した故障と他の故障の組み合わせ 

安全機構を組み込んだ考えうるすべてのアプリケーション・ソフトウェアがランダムだと想定すると、

DC 改善値（DCnew）は方程式 7 で以下のように計算します。 

DC new = DC1 + DC2 - DC1 . DC2 = 90% 

つまり 2 種類のテストを連続して実行したときの DC の診断カバレッジは合計 90%、すなわち STL

（DC1 =75%）とアプリケーション・ソフトウェア（DC2 = 60%）となります。 

セクション 5.2.2 の推奨事項を使用： 

DC 改善値（DCnew ≥ 90%）に到達する確率は、他の故障を検出する方法の総数のうち、90 以上

の故障を検出する方法の数として計算されます。 

以下を想定： 

• N1 は 90 までの故障を検出する方法の数 

方程式 9 の展開： 

 

• N2 は 90 以上の故障を検出する方法の数 

方程式 10 の展開： 

 

 

 

7 ISO 26262 [3] がカバレッジレベルの低い安全機構また

は対策について提案する標準的な DC カバレッジ。複

雑なシステムの場合、主張するカバレッジは、故障モー

ドの特定における不確定性や実装されるソフトウェア安

全機構の有効性を考慮し、やや低めにする必要があり

ます。60%以上の DC を主張する場合は、システムの

安全分析が正しく、完全である、関連するシステムの故

障モードがすべて正しく定義されている、アプリケーショ

ン・ソフトウェアがその大半を検出できる、という根拠を示

し、正当化する必要があります。 
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  2 つのテストの合計として故障の 90%以上（DCnew ≥ 90%）を検出する確率は、P(DCnew) = 

N2/(N1+N2) = 0.5959 = 0.6（概数）であり、90%以上の DC を得る確率は 60%ということになり

ます。 

DCnew ≥ 90%に達する確率はわずか 0.6 のため、0.99 以上の確率と主張可能な DCnew -adjを解析

によって評価しました。 

図 3 のグラフは、2 つのテストによって 0.99 以上の確率を達成した DC を評価するために実行された

解析の結果です。 

• T1（STL、70% < DC1 < 90%） 

• T2（安全機構を組み込んだアプリケーション・ソフトウェア、DC2 = 60%） 

 

 

図 3：確率 0.99 以上の新しい DC。テスト 1（STL）の DC は 70～90%、テスト 2（アプリケーショ

ン・ソフトウェア）の DC = 60%。 

このグラフは、STL（DC1 = 75%）とアプリケーション・ソフトウェア（DC2 = 60%）の 2 種類のテストを

連続して実行し、DC を合計した場合、最大 85%の DC を達成できることを示します。 

この方法でシステムインテグレーターが、安全機構を組み込んでシステマティックに開発されたアプリケー

ション・ソフトウェア（セクション 5.1.2.1）をシステム上で実行して得られるカバレッジを評価する場合も

あります。システムインテグレーターがハードウェア・アーキテクチャ故障検出率をレポート化しながら評価

したい場合は、AoU（Assumptions of Use、想定）を追加します。 

 

確率 0.99 以上の新しい DC 

（テスト 1：70% ≤ DC1 ≤ 90%、テスト 2：DC2 = 60%） 

テスト 1（STL）の診断カバレッジ 

新
し
い
診
断
カ
バ
レ
ッ
ジ
（
テ
ス
ト

1
、
テ
ス
ト

2
）
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6. まとめ 
6.1 結論と STL サプライヤーへの推奨事項 

STL サプライヤーは、STL を開発する際、想定される ASIL の ISO 26262 に定められた相対的ハード

ウェア・アーキテクチャ故障検出率の達成を目指す必要があります。ただし IP レベルの SPFM が低い場

合は、システムインテグレーターやシステム開発者が、IP の SPFM を改善し、規格が定めるデフォルトの

SPFM 目標値を満たすよう、各ユースケースに固有の要因、他の安全機構やテスト、システムレベルで

実装されている手法を利用することが推奨されます。 

6.2 結論と保護レイヤーを追加するインテグレーターやユーザーへの推奨事項 

IP または IC レベルで DC や SPFM の目標値を満たしていない STL でも、特定の ASIL（たとえば

ASIL B）をターゲットとする用途に使用することは可能です。この場合、IP レベルで SPFM を判断する

際には検討されていないアプリケーション固有の安全故障を計算し、ハードウェア・アーキテクチャ故障検

出率をシステムレベルで改善します。さらに他の安全機構や対策、テストをシステムレベルで実行し、IP

の目標値に足りない部分を補います。 

 

本ホワイトペーパーに記載のコンセプトについて、皆様のご意見をお待ちしています。コメント、 

ご不明な点など、https://bit.ly/3hA02MRまでお寄せいただければ幸いです。 

Arm の機能安全に関する詳細は、www.arm.com/safety をご覧ください。 
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