What's New in DesignWare IP?
IPサブシステム：IP統合の新しいアプローチ
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エッジ・デバイスからゲートウェイを経由してクラウドに接続する IoT（Internet of Things）アプリケーションでは、無線接続が必須の
要件となります。本稿では、低消費電力の IoT エッジ機器に無線機能を追加するシノプシスの Bluetooth® Low Energy（LE）IP について
ご説明します。
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転送量がそれほど多くなく、低消費電力であることが求められるため、無線

コネクティビティ

主に 2 つのアプリケーション分野に注力しています。1 つはインフォテイン

接続には Bluetooth LE プロトコルを使用します。これ以外に、ホーム・

ARCとAPEXを統合した組込みシステム

メントやフィットネス / 健康を目的としたウェアラブル機器、そしてもう

オートメーションや M2M アプリケーションの無線接続には、IEEE 802.15.4

1 つはスマート家電、安全 / セキュリティ機器、スマートシティ / スマート

規格に基づいたプロトコルなどが利用されることもあります。

図3. ARC APEXテクノロジによりサブシステムの柔軟な設定と拡張をサポート

メーターなどの M2M（Machine-to-Machine）アプリケーションです。
ハイエンドのIoTエッジ・デバイスは、携帯電話や電子ブック・リーダーなど

すべてのI/Oに対する省フットプリントのドライバおよび各種信号処理

経由でのメモリー・アクセスをなくすことができます。また、APEXを利用

アルゴリズムをサポートした豊富なDSP関数が含まれます。この統合型

するとARCプロセッサの補助レジスタと外部インターフェイスを使用して

ソリューションは、IoTエッジ機器で一般的なセンサー、音声、ジェスチャ、

ペリフェラルを密結合することもできます。こうするとペリフェラルに直接

お よ び 基 本 的 な オ ー デ ィ オ 処 理 を 組 み 合 わ せ た「 常 時 オ ン 」の デ ー タ・

アクセスできるようになり、スレーブ・バス（通常はAPB）が不要になります
（図3）。メモリーとペリフェラルの両方を密結合すると組込みシステム全体

ハイエンド・デバイスは高いコンピューティング性能を備え、より多くの

います。現在、無線接続、セキュリティ、エネルギー効率、センサー処理に関

メモリーを必要とします。これらのデバイスは通常 Linux ® や Android™

する要件を満たした革新的な IoT デザインが市場に次々と投入されています

などの高機能な OS を実行し、外部 DRAM メモリーに接続するための DDR

（図 1）。

メモリー・インターフェイスを備えています。ハイエンド・デバイス向け
SoC は 40nm 以降の先端プロセスでインプリメントされることが多く、16 /

の面積と消費電力が削減され、バス・ベースのインプリメンテーションに比べ

14nm FinFET テクノロジが使われることもあります。これらのデバイスは

DesignWare Smart Sensor & Control IP Subsystemはデジタルおよび

性能が大幅に向上します。
性能と消費電力の改善は、
メモリーやペリフェラル・

デ ー タ 転 送 量 が 大 き い た め、無 線 接 続 に は Wi-Fi®、セ ル ラ ー 3G / 4G、

アナログ・センサーのデータ処理に最適化されており、センサー / 制御の

レジスタに頻繁にアクセスするワークロードで特に顕著です。

Bluetooth LE などの規格が採用されます。

データを低消費電力で処理してホスト・プロセッサの負荷を軽減します。こ

バッテリ動作時間
を延長しながら
追加できる
コネクティビティ

オンチップへの
センサー統合

アクセラレータで構成されます。DesignWare Smart Sensor & Control

削除）できます。ARC APEXテクノロジを利用すると設計チームがカスタム

IP Subsystemは、自動車、モバイル、産業、IoT市場で急速に採用が拡大して

命令を追加してプロセッサの性能をさらに最適化できるほか、特定の機能を

いる幅広い種類のセンサー処理 / 制御アプリケーションの要件を満たした

ハードウェアで実行して、これをプロセッサ・パイプラインから制御すると

事前検証済みの完全なソリューションです。

いったことも可能です。
これは、
構成が固定されたプロセッサ・アーキテクチャ

IoT 機器のバッテリ動作時間を延ばすため、SoC の機能は複数のブロックに

では仕様を十分に満たすことのできない低コスト・インプリメンテーション

分割してインプリメントされます。音声起動のように常時動作するブロック

ディオ・サブシステムとして提供することにより、SoCへの統合を支援しま
す。このサブシステムはDesignWare 32ビットARCオーディオ・プロセッサ、

図 1. IoT の要求を満たすために、さまざまな分野で技術革新が進行中

まとめ

が、バッテリ容量に限りがあるため、どのような SoC アーキテクチャであれ
エネルギー効率は特に重視されます。

はダイナミック・パワーを削減し、アイドル状態の時間が長いブロックは

をターゲットにしている設計チームで特に重宝する機能です。

ウェア、およびプロトタイピングの組み合わせを事前検証済みの完全なオー

エッジ・デバイスは 1 回の充電で少なくとも数日程度の動作が要求されます

スタティック・パワーを削減することが重要となります。

IoTエッジ・デバイスのSoCアーキテクチャ

消費電力を抑えるため、無線接続には Bluetooth LE が使われます。この

IoT エッジ・デバイスの SoC アーキテクチャは、ローエンド・デバイスか

も最小限に抑えられています。これ以外のローパワー設計手法として、

ハイエンド・デバイスかによって異なります。ローエンドの IoT エッジ・

クロック・ゲーティング、パワー・ゲーティング、スマート・バイアス制御、

デバイスは低コストで、コンピューティング性能はそれほど高くありません。

DVFS（動的電圧・周波数制御）なども利用されます。

プロトコルは低デューティ・サイクルで動作し、接続と再接続に必要な時間

標準デジタル・インターフェイス、アナログ・オーディオ・コーデック、および

シノプシスは、事前に設計を済ませた一連のサブシステム・アーキテクチャ、

すぐに使用できる完全なソフトウェア環境で構成されます。
このソフトウェア

ブロック、テストベンチを利用して個々のSoCに最適化したIPサブシステム

環境には、Dolby®、DTS®、およびSRSの最新のフォーマットをサポートする

を低コストでご提供しています。短期間で効率よくカスタマイズを行うため、

ソフトウェア・オーディオ・コーデックを網羅したライブラリが含まれており、

シノプシスはIPブロックを組み合わせて変更を加え、設計仕様を満たすよう

また、SoC にフラッシュを内蔵しており、外付けメモリーは使用しません。

ホスト・アプリケーションにシームレスにプラグインされます。24ビット・

にカスタム・ブロックまたは機能を追加し、最後にSoC環境内でサブシステム

ローエンド・デバイスはメモリー・フットプリントの小さいコンパクトな

55nm や 40nm などのファウンドリ・プロセスは、ゲート密度の向上、消費

オーディオ・ストリームをサポートしたDesignWare SoundWave Audio

を検証するところまでを手がけています。単にPHYとコントローラを統合

リアルタイム・オペレーティング・システム（RTOS）で動作するものが多く、

電力の大幅な削減、製造コストの低減など、IoT アプリケーションに大きな

Subsystemは、
デジタル・テレビ、
セットトップ・ボックス、
Blu-ray™ディスク、

するだけでなく、カスタマイズしたインターフェイスIPサブシステムをご

OS レスで動作するものもあります。また、プロセス・テクノロジのアナログ

メリットがあります。また、これらの世代にはデバイスのしきい値電圧を大幅

サウンドバー、メディア・プレーヤー、ポータブル・オーディオ、タブレット

提供することによって、より高い機能と価値を実現しています。このような

機能を利用してペリフェラルおよびセンサー・インターフェイスを多数統合

に引き上げて超低電圧動作と低リークを実現した ULP（Ultra-Low-Power）

など最新のオーディオ・アプリケーションの厳しい性能要件を満たします。

アプローチをとることで、シノプシスは個々の設計仕様に合わせてカスタ

しているのもローエンド・デバイスの特徴です。使用するプロセス・テクノ

プロセスも用意されています。

マイズしたインターフェイスIPサブシステムを短期間でご提供し、必要な

ロジは、コストおよび組込みフラッシュ利用の可否を考慮して最適なものを
選択します。これまで、ローエンド・デバイス向け SoC は 180nm や 90nm

IoTエッジ・デバイスに最適な無線接続ソリューション

ARCプロセッサはARCプロセッサ・エクステンション（APEX）テクノロジを

機能を統合するのに要する期間とコストの削減に貢献しています。また、

サポートしており、ユーザー定義の拡張命令をコアに追加できます。このた

個々のアプリケーション要件に合わせて構成を柔軟に変更できるARCプロ

プロセスでも組込みフラッシュが利用できるようになり、55 ～ 40nm への

無線通信プロトコルには多くの種類があり、システム設計者は個々のアプリ

め、ARCコアを統合したサブシステムを使用すると、ARCプロセッサに命令

セッサ・ベースのサブシステムを、事前検証済みの完全なハードウェア /

移行が進んでいます。この結果、あらゆる動作モードでさらなる消費電力の

ケーションに最適なものを選ぶ必要があります。通常、ウェアラブル機器に

およびデータ密結合メモリー（ICCM / DCCM）を簡単に構成でき、AHBバス

ソフトウェア統合型ソリューションとしてご提供しています。

削減が可能となっています。

は Bluetooth LE が理想的ですが、NFC（Near-Field Communication）の方

などのプロセスでインプリメントするのが一般的でしたが、最近では新しい

検証編

侵害やマルウェア
などを防ぐ
普遍的な
セキュリティ対策

して設計チームは個々の要件に応じて命令やコプロセッサを追加（または
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新しい
デファクト
スタンダード
の出現

優れた省電力性が求められるIoTエッジ・デバイス

インターフェイス、データ・コンバータ・インターフェイス、ハードウェア・

フィジカル編

センサー処理

Support Q&A

エネルギー効率

論理合成編

セキュリティ

密結合アーキテクチャのサポート以外にも、ARCプロセッサの拡張性を利用

Support Q&A

無線接続

のサブシステムはARC EM4またはEM6プロセッサ、シリアル・デジタル・

DesignWare SoundWave™ Audio Subsystemは、ハードウェア、ソフト
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のコンシューマ向け携帯機器と同様のSoC アーキテクチャを採用しています。

れらのアプリケーションは半導体市場において技術革新の牽引役を果たして

What's New
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フュージョンに最適化されています。

どちらのアプリケーションにもそれぞれ SoC 設計の難しさがありますが、こ

新製品
Custom Compiler

コイン電池で動作する小型で低コストのウェアラブル・デバイスはデータ

され、クラウドで処理されます。シノプシスは、エッジ・デバイスに関して
コネクティビティ
32ビット・プロセッサを使用した一般的な組込みシステム

IP1

IoTエッジ・デバイスのデータは無線接続によってコア・ネットワークに転送

IPN

ISO 26262

システム
コントローラ

…

メモリー
コントローラ

ARC EM4

ガイドラインへの適合

32ビットCPU

JTAG

News Release

組込みシステム
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低消費電力の IoT 機器に無線機能を追加する
Bluetooth Low Energy（LE）IP
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低消費電力のIoT機器に無線機能を追加するBluetooth Low Energy（LE）IP

前ページより続く
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PAN（スマートフォンを中心
としたウェアラブル機器）
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（産業用、スマートホーム）

LAN（家庭用ルータを中心とした
ホーム機器 / ゲートウェイ）

主な市場

VGA
LNA

左記の無線通信プロトコルは PAN（Personal Area Network）または LAN

や ZigBee® / Thread Group などのプロトコルがよく使われます。以下に、

（Local Area Network）に最適化されています。このほか、都市圏オート
メーションに向けた低消費電力の WAN（Wide Area Network）規格として、

プロトコルの適性を表 1 にまとめます。

LoRa® Alliance、SIGFOX、3GPP™などがセルラーよりも消費電力を抑えた

AGC
AFC

マッチング
ネットワーク

÷8

VCO
自動調整
fref

ループ
フィルタ

PA

PFD / CP

26 MHz
XO
高速起動

分周器
PLL BW
校正
基準電流 / 電圧
SDM

SPI スレーブ
および
レジスタ

割り込み、校正、
ステート・マシン

GFSK 変調器
ベースバンド機能（オプション）：
TX / RX FIFO、
パケット・ハンドラ、CRC、
スクランブラなど

プロトコルをそれぞれ提唱しています。特に、3GPP は LTE-M や LTE-Cat 0
●

Bluetooth LE プロトコル：従来の Bluetooth（クラシック Bluetooth）の

など LTE をベースにした低消費電力プロトコルの標準化を進めています。

消 費 電 力 を 大 幅 に 削 減 す る こ と を 目 的 と し て Bluetooth SIG（Special
Interest Group）が定義した新しいプロトコルで、システム・リソースに
制限のある機器を簡単に接続できる短距離無線規格です。Bluetooth LEは

図 3. DesignWare Bluetooth LE IP のブロック図（55nm プロセス・テクノロジ）

Bluetooth LEのプロトコル・スタック

と管理、およびその他のローレベルおよびセキュリティ機能を実行します。

メーション市場でも Bluetooth LE の採用が進むことが期待されます

Bluetooth 仕様では、これらの階層を「コントローラ・サブシステム」と総称

Bluetooth LE IPをラインナップしています。DesignWare Bluetooth LE IPは

テーションを総称して「ソフトウェア・スタック」と呼びます。

消費電力がきわめて低く、1V 未満の電圧で動作するため、長時間のバッテリ
動作が可能です。シリコン実証済みの DesignWare Bluetooth LE IP は

しています。
●

DesignWare Bluetooth LE IP

Wi-Fi プロトコル：IEEE 802.11 規格に基づく無線 LAN（WLAN）として
Wi-Fi Alliance® が定義しているプロトコルです。このプロトコルは主に
PC、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、デジタル・カメラなどの
機 器をインターネットに接続するために使用します。Wi-Fi は 2.4GHz

IoT / Bluetooth LE SoC

（UHF）および 5GHz（SHF）の ISM（産業・科学・医療用）バンドを使用し

ホスト・サブシステム

ます。家庭内でのインターネット接続以外に、Wi-Fi はビル全体、都市全体

プロファイル

をカバーする用途でも使われます。Wi-Fi プロトコルは高データ・レート
をサポートしており、大容量コンテンツを扱うアプリケーションに適して

ソフトウェア・スタック

います。Wi-Fi Alliance は低消費電力版の Wi-Fi 規格 802.11ah の策定を
進めていますが、現時点で標準化作業は完了しておらず、ウェアラブル
機器などの低消費電力 IoT アプリケーションでの Wi-Fi の利用は広がって
いません

●

ZigBee プ ロ ト コ ル：IEEE 802.15.4 準 拠 の PHY と MAC を ベ ー ス に
ZigBee Alliance が定義しているプロトコルです。Wi-Fi よりもシンプル
で低コストな通信プロトコルで、電気メーターや交通管理システムなど
低消費電力 / 低データ・レートの無線転送が必要なアプリケーションで

HCI インターフェイス

制約を解消した Thread Group などのプロトコルも登場しており、スマート
ホームでの採用が期待されています
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信号とエネルギーを正確に転送できます。このため外付け部品が少なく済み、

シノプシスの Bluetooth LE IP は最新の Bluetooth LE 規格に準拠しており、

部品コストの削減とボード・デザインの小型化に貢献します。この PHY IP

Bluetooth SIG が定義する手順に従って完全なテストと認証が行われていま

はIoT SoCに最適な55nmプロセス・テクノロジにも対応しています（図3）。

す。DesignWare ® Bluetooth LE IP は、Bluetooth SIG の「Qualiﬁed

また、複数のリンク層およびソフトウェア・スタックとのインターオペラ

Design（認証済みデザイン）」リストにも掲載されています。

ビリティがあり、認証済み IP に基づいて完全な Bluetooth ソリューション
を構築できます。

Bluetooth SIGにアソシエイト・メンバーとして参加しているシノプシスは、
最新の Bluetooth 規格で定義された機能および完全な Bluetooth LE プロト
コル・スタックを実装した高品質な Bluetooth LE IP をご提供しています。

HCI インターフェイス
リンク層
物理層
コントローラ・サブシステム

詳細情報
●

●

利用されています。ただし産業オートメーション以外の分野での採用は
それほど拡大していません。最近、802.15.4 規格をベースに ZigBee の

マッチング・ネットワークを内蔵しており、トランシーバとアンテナ間で

検証編

レートの向上などが盛り込まれる予定で、これによりホーム・オート

ソ リューションを幅広くご提供しており、その一環として DesignWare

で動作するソフトウェアとしてインプリメントされます。このインプリメン

Support Q&A

信号の変復調など）で構成されます。リンク層はデバイス同士の接続の確立

シノプシスは IoT アプリケーションに最適化したシリコン実証済み IP

汎用プロセッサ（Bluetooth インターフェイス専用かどうかは実装による）

フィジカル編

リビジョンでメッシュ・ネットワークへの対応、通信距離の延長、データ・

アプリケーション・プロファイルは「ホスト・サブシステム」に含まれ、

Support Q&A

最も下位の物理層（PHY）は RF トランシーバとベースバンド機能（Bluetooth

論理合成編

Bluetooth LE は、図 2 に示すような階層型のプロトコルを採用しています。

低コストの低消費電力アプリケーションに理想的です。この規格は、次の

Support Q&A

最新の Bluetooth 4.2 規格で定義されており、コイン電池で動作する小型 /
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これら一般的な無線通信プロトコルの違いについて簡単にご説明し、各

GFSK
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What's New in DesignWare IP?

低消費電力のIoT機器に無線機能を追加するBluetooth Low Energy（LE）IP
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消費電力

++
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+

コスト
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+
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PAN（スマートフォンを中心
としたウェアラブル機器）

LAN
（産業用、スマートホーム）

LAN（家庭用ルータを中心とした
ホーム機器 / ゲートウェイ）

主な市場

VGA
LNA

左記の無線通信プロトコルは PAN（Personal Area Network）または LAN

や ZigBee® / Thread Group などのプロトコルがよく使われます。以下に、

（Local Area Network）に最適化されています。このほか、都市圏オート
メーションに向けた低消費電力の WAN（Wide Area Network）規格として、

プロトコルの適性を表 1 にまとめます。

LoRa® Alliance、SIGFOX、3GPP™などがセルラーよりも消費電力を抑えた

AGC
AFC

マッチング
ネットワーク

÷8

VCO
自動調整
fref

ループ
フィルタ

PA

PFD / CP

26 MHz
XO
高速起動

分周器
PLL BW
校正
基準電流 / 電圧
SDM

SPI スレーブ
および
レジスタ

割り込み、校正、
ステート・マシン

GFSK 変調器
ベースバンド機能（オプション）：
TX / RX FIFO、
パケット・ハンドラ、CRC、
スクランブラなど

プロトコルをそれぞれ提唱しています。特に、3GPP は LTE-M や LTE-Cat 0
●

Bluetooth LE プロトコル：従来の Bluetooth（クラシック Bluetooth）の

など LTE をベースにした低消費電力プロトコルの標準化を進めています。

消 費 電 力 を 大 幅 に 削 減 す る こ と を 目 的 と し て Bluetooth SIG（Special
Interest Group）が定義した新しいプロトコルで、システム・リソースに
制限のある機器を簡単に接続できる短距離無線規格です。Bluetooth LEは

図 3. DesignWare Bluetooth LE IP のブロック図（55nm プロセス・テクノロジ）

Bluetooth LEのプロトコル・スタック

と管理、およびその他のローレベルおよびセキュリティ機能を実行します。

メーション市場でも Bluetooth LE の採用が進むことが期待されます

Bluetooth 仕様では、これらの階層を「コントローラ・サブシステム」と総称

Bluetooth LE IPをラインナップしています。DesignWare Bluetooth LE IPは

テーションを総称して「ソフトウェア・スタック」と呼びます。

消費電力がきわめて低く、1V 未満の電圧で動作するため、長時間のバッテリ
動作が可能です。シリコン実証済みの DesignWare Bluetooth LE IP は

しています。
●

DesignWare Bluetooth LE IP

Wi-Fi プロトコル：IEEE 802.11 規格に基づく無線 LAN（WLAN）として
Wi-Fi Alliance® が定義しているプロトコルです。このプロトコルは主に
PC、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、デジタル・カメラなどの
機 器をインターネットに接続するために使用します。Wi-Fi は 2.4GHz

IoT / Bluetooth LE SoC

（UHF）および 5GHz（SHF）の ISM（産業・科学・医療用）バンドを使用し

ホスト・サブシステム

ます。家庭内でのインターネット接続以外に、Wi-Fi はビル全体、都市全体

プロファイル

をカバーする用途でも使われます。Wi-Fi プロトコルは高データ・レート
をサポートしており、大容量コンテンツを扱うアプリケーションに適して

ソフトウェア・スタック

います。Wi-Fi Alliance は低消費電力版の Wi-Fi 規格 802.11ah の策定を
進めていますが、現時点で標準化作業は完了しておらず、ウェアラブル
機器などの低消費電力 IoT アプリケーションでの Wi-Fi の利用は広がって
いません

●

ZigBee プ ロ ト コ ル：IEEE 802.15.4 準 拠 の PHY と MAC を ベ ー ス に
ZigBee Alliance が定義しているプロトコルです。Wi-Fi よりもシンプル
で低コストな通信プロトコルで、電気メーターや交通管理システムなど
低消費電力 / 低データ・レートの無線転送が必要なアプリケーションで

HCI インターフェイス

制約を解消した Thread Group などのプロトコルも登場しており、スマート
ホームでの採用が期待されています
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信号とエネルギーを正確に転送できます。このため外付け部品が少なく済み、

シノプシスの Bluetooth LE IP は最新の Bluetooth LE 規格に準拠しており、

部品コストの削減とボード・デザインの小型化に貢献します。この PHY IP

Bluetooth SIG が定義する手順に従って完全なテストと認証が行われていま

はIoT SoCに最適な55nmプロセス・テクノロジにも対応しています（図3）。

す。DesignWare ® Bluetooth LE IP は、Bluetooth SIG の「Qualiﬁed

また、複数のリンク層およびソフトウェア・スタックとのインターオペラ

Design（認証済みデザイン）」リストにも掲載されています。

ビリティがあり、認証済み IP に基づいて完全な Bluetooth ソリューション
を構築できます。

Bluetooth SIGにアソシエイト・メンバーとして参加しているシノプシスは、
最新の Bluetooth 規格で定義された機能および完全な Bluetooth LE プロト
コル・スタックを実装した高品質な Bluetooth LE IP をご提供しています。
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