シノプシス テクニカル・スタッフ・メンバー Mike Borza

リ テ ィ 脆 弱 性 に つ い て 調 査 し た 論 文（「Security Analysis of Emerging

ムワークの機能を（計画的にせよそうでないにせよ）悪用しないように、企業

）が紹介されました。この論文は 2016 IEEE
Smart Home Applications 」

やその他のスマートホーム・プログラマーの善意に期待するという方法では、

Symposium on Security and Privacy で発表されたもので、市販されている

この問題はもちろん解決しません。たとえば Java や Flash などの環境も、こ

スマートホーム機器のプログラミング・フレームワークの動作を調査し、そ

れまであらゆる種類のマルウェアの攻撃ベクトルとして繰り返し悪用されて

の潜在的な問題点を報告しています。プログラミング・フレームワークとは、

きました。IoT はバッテリで動作する小型機器もあれば巨大なリモート・ク

個々の機器、ハブ、クラウド・ベースのコマンド / 制御サービス、スマート

ラウド・コンピューティング・リソースもあり、有線および無線ネットワー

フォン・アプリで構成されるエコシステム全体の共通基盤となるものです。

キング・テクノロジも数多く存在するなど、これまでとは桁違いに複雑です。

プログラミング・フレームワークにはデバイスの検出、デバイス機能のアド

これらのシステムには、面白半分または金銭目的で悪用が可能な脆弱性があ

バタイズ、サービスへのデバイス・イベントの通知、これらイベントへの応

ちこちに存在しており、こうしたセキュリティ・ホールを突くように巧妙に

答の制御などの機能があります。また、スマートホーム内部で誰が（何が）ど

設計されたマルウェアが必ず出現するはずです。

※1

の部分にアクセスできるかを制御する機能もあります。
小型機器からネットワーク・サービスまでをサポートしたこれらのフレーム
これまでも特定の機器が抱える実装上の不具合がセキュリティ研究者によっ

ワークは、設計段階からセキュリティを考慮しておく必要があります。また、

てセンセーショナルに取り上げられ、問題のある機器の動作が明るみになる

エコシステムに接続する製品はすべて基本的なセキュリティ機能を SoC に

ことでセキュリティ強化に拍車がかかるという事例がしばしばありました。

ハード化し、セキュアな通信環境をセットアップできるようにする必要があ

しかし今回の論文が特徴的なのは、フレームワークに備わっている機能を（程

ります。シノプシスのセキュリティ IP ソリューションは、未来の IoT テクノ

度の差こそあれ）認められた方法でのみ使用して、ユーザーのプライバシー、

ロジをセキュリティ攻撃から保護します。

データ完全性、そして物理的なセキュリティを攻撃しているという点です。
システムですが、同様のスマートホーム・フレームワークは多くの企業が開

ティを確保することの両立の難しさを改めて浮き彫りにしています。
今回の論文で明らかになったのは、クラウド・サービス上で動作する多くの
アプリケーションが、それぞれの機能の実行に必要とされるもの以上のデー
これはフレームワーク自体の権限システムが定義しているアクセス制御の粒

シノプシスのセキュリティ IP ソリューションは、さまざまな機器向け
SoC にセキュリティ機能を提供して、それらの実装により、SoC レベル
の Root of Trust を実現します。またハードウェア IP ではなく、ソフト
ウェアで実装するセキュリティ・ソリューションも提供しており、コン
テンツ・プロテクションやプラットフォーム・セキュリティに広く採用
されています。
暗号処理エンジン IP：
Hash / SHA-3 Look Aside Core、Conﬁgurable Lookaside AES Core、

度が大きすぎることに原因があります。つまり、ある機器のすべての機能が

ECC / RSA Public Key Accelerator、TRNG など

1 つのアクセス権限にまとめられてしまっており、単に機器を監視するだけ
の場合も機器を制御する場合もすべての機能へのアクセスが可能になってい
るケースが多く見られます。今回調査の対象となった SmartThings でも、ア
実際には機器のすべての機能へのアクセスが許可されるようになっていまし

暗号処理アルゴリズムをハードウェアまたはソフトウェアで実装。対称
型、非対称型、各種エンジンを提供
セキュリティ・サブシステム IP：
Security Protocol Accelerator SPAcc、SPAcc-LTE、SPAcc-MPM、

た。この論文では、スマートホームのオーナーがアプリケーションを操作し
てリモートから自動的にドアを施錠する例が挙げられています。このアプリ
ケーションがアクセスを必要とするのはドアを施錠するコマンドのみです
が、実際にはドアを解錠するコマンド（施錠コマンドよりもはるかに悪用リ
スクの高いコマンド）やユーザーがドアロックのキーパッドで入力する解錠

SSL / TLS / DTLS PDU Processor、ESP / AH PDU Processor など
●

プロトコル・アクセラレータ（TLS、IPsec、LTE-A、Wi-Fi®）

●

各プロトコルに準拠した組み込みセキュリティ・モジュール

プラットフォーム・セキュリティ：

コンテンツ・プロテクション：
HDCP2 ESM、DTCP-IP SDK（Software Development Kit）
、
HDCP2.2 IIA SDK など
●

●

すると考えられますが、将来的にはこれらのフレームワークがエコシステム

そうなろうとも思っていない）一般ユーザーにも簡単に運用できるように、

※1
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力が 1/3 で済みます。HSIC が使用されるのはモデムのみです。

スマートフォンは出荷台数が数千万に達しているため、数百もの機能（および
IP コア）をワンチップに集積したSoCを使用できます。これに対し、IoTシス
テムの場合はまだ出荷数が十分なレベルに達していないため、複数のディスク
リート IC を組み合わせて構築することになります。したがって、IoT 機器内部
およびプリント基板（PCB）上のコンポーネント接続が極めて重要となります。

無線インターフェイス
• 802.11ac/n
• 802.11ad
• Bluetooth LE
• ZigBee
• LTE / 3G / 26

CPU / MCU

USB 2.0
デバイス

IoT システムを設計する際には、複数の無線プロトコルのサポート、消費電
力の最小化、新しいセンサー入力の追加といった要求に対処できるように柔

PCI
Express®

て最も一般的なのは、内部接続と外部接続の両方をサポートしたインター
フェイスを採用することです。すると当然、選択肢に上がるのが USB です。
USB 機器が PC に接続するだけで動作することはコンシューマにも知られて
います。ほとんどのタブレット、PC、スマートフォンは少なくとも PCB 上に

loT SoC

図 1. 無線通信に USB 2.0 ホスト / デバイスを使用した IoT 向け SoC

3 つの内部 USB 接続を備えており、ここにキーボード、タッチパッド、タッ
チスクリーン、カメラ、モデムなど数十億（機能の数でいえば数千）もの

図 2 のように内部接続と外部接続の両方に USB を採用することにより、IoT

USB ペリフェラル・チップを接続できます。USB は PC、スマートフォン、

チップは主要な IoT 市場への適応性を高めることができます。

テレビ、セットトップ・ボックスなどで広く採用されているため、多くのベ
ンダーがこれらの機器に接続可能な USB インターフェイスを備えたチップ
を販売しています。

IoTの消費電力を削減するUSB
IoT チップに USB インターフェイスを採用すると、あらゆる無線規格を迅速
に追加できます。Bluetooth® Low Energy（BLE）や Wi-Fi® などのディスク
リート無線チップは量産によって単価が下落しており、IoT 機器メーカーはさ
まざまなベンダーの製品を自由に選んで全体的な部材コストを削減できます。
また、USB はコントローラ（および PHY）をすばやくオンにして、送信が完了

無線 I/F
（802.11ac/n、Bluetooth LE、
ZigBee、LTE...）
外部ホスト・ポート
（データ転送、診断、
ストレージ）
Rx / Tx ポート
（ビデオ・ディスプレイ、カメラ、
センサー、タッチパッド、
マウス、キーボード）

USB 2.0
ホスト

CPU / MCU

USB 2.0
デバイス
USB 3.0
ホスト
（ハイエンド・システム）
PCI Express

loT SoC

充電

したらまたすばやくオフにできるため、全体的な消費電力の削減にも効果が
あります。USB と無線チップが完全にアクティブになるのは、データ送信中
のみです。USB を採用すると、システムの部材コストを抑えたアーキテク

図 2. 外部有線 / 無線通信に USB 2.0 を使用した IoT システム

チャとすることが可能で、既存の USB ソフトウェア・ドライバも利用できる
ほか、デザインの全体的な柔軟性も向上します。

IoTのシステム・アーキテクチャ

IoT市場におけるUSB
ここでは、IoT の市場分野をコンシューマ向けウェアラブル機器、ビル構内の
短距離 M2M、スマートシティ向け M2M の 3 つに分けて考えます。

幅広い市場への展開を考慮してシステムレベルの柔軟性を最大限に高めるに
ウェアラブル機器の場合、バッテリ動作時間と充電時間が特に重視されます。

ターフェイスに絞り込むのが一般的です。これらのインターフェイスは、シ

これらの機器は、クレードルを使用するか本体の USB ポートを直接使用して

DLNA（Digital Living Network Alliance®）向け DTCP-IP ソフトウェ
ア開発キット

ステム内部で PCB 上の配線を利用して標準ペリフェラルおよびセンサーに接

充電します。クレードルには、簡単な電気的接点を使用するものとワイヤレ

続します。一般的な IoT チップには、少なくとも 3 つの USB ホスト・ポート

ス充電を行うものがあります。ウェアラブル機器は、収集したデータ（また

と1つのUSBデバイス・ポートがあります。これらのポートはシステム（製品）

は他の機器から受信したデータ）を BLE を使用してスマートフォンやタブ

内部で使用することも、外部でペリフェラルに接続することもできます。

レット、PC と同期します。タッチスクリーンやカメラを備えたウェアラブル

tRoot™ Secure Hardware Root of Trust
●

USB 2.0
ホスト

は、IoT チップの機能を 1 個のマイクロプロセッサ（MPU）といくつかのイン

各 IP を柔軟に管理する、高度な耐タンパー性を実現する最新のセキュ
リティ・ソリューション

理解しやすいものとしていく必要があります。
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ケーブルでのデータ送信を想定していないため、USB 2.0 PHY に比べ消費電

アプリケーションに展開するのはあまり効率がよくありません。たとえば

Miracast™、HDMI®、DisplayPort™向けの HDCP2.2 ハードウェア IP
とソフトウェア開発キット
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て人間の役に立つ魅力的なアプリケーションが実現するでしょう。それまで
の間、こうした制御はプログラマーでもネットワーク管理者でもない（また

接続する FR4 トレースの数を削減できます。HSIC は PCB 専用の規格で USB

このため、1 つのシステム・オン・チップ（SoC）を設計して幅広い市場の
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を受信できてしまうといった問題です。IoT の時代は始まったばかりでフ

内での個々の通信のアクセス権限を適切に制御し、多くの接続が連携し合っ

ンターフェイスを採用したものが多く、IoT 機器の PCB 上で MPU とモデムを
IoT 製品の年間出荷台数が数千万に達するのはまだ数年後と予想されます。
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●

告されています。たとえばアプリケーションが何の制限もなく SMS 経由で情

レームワークも発展途上の段階にあるため、この種の脆弱性はまだまだ存在

フェイスを備えています（図 1）
。モデムは HSIC（High-Speed Interchip）イ

フィジカル編

●

この論文では、これ以外にも SmartThings で見つかったいくつかの問題が報
報を送信できたり、任意のアプリケーションが本来受信できないはずの通知

ほとんどの無線チップはUSB 1.1、USB 2.0、USB 3.0のいずれかのインター

がら消費電力を最小限に抑えることが要求されます。

Support Q&A

の情報が利用される可能性があります。

あるという点です。つまり無線通信やセンサー・データ処理を常時実行しな

論理合成編

悪意あるプログラムが組み込まれた場合、ユーザーが意図しない形でこれら

または他の機器の接続に使用できます。

の状態で周囲環境から継続的にデータを収集してクラウドに送信する必要が

Support Q&A

Ellipsys™-tBoot など

コードのリストを含め、ドアロックのすべてのステートおよびコントロール
へのアクセスが可能になってしまいます。このアプリケーションに何らかの

のポートは連続充電、ファームウェアの更新、データのダウンロード、診断、

には 1 つの共通する要件があります。それは、
「常時（またはほぼ常時）オン」

PCI for
Automotive

プリケーションに対して機器のある 1 つの機能へのアクセスを許可すると、

通常、IoT 機器の外部 USB 接続は Type-C™ポートを 1 つのみ使用します。こ

Machine）までさまざまなものがあります。しかしこれらすべての IoT 製品

USB for IoT

タと機能にアクセスできるようになっていたという事実です。多くの場合、

外部 USB 接続

る い は 都 市 圏 全 体 で 使 用 さ れ る 完 全 に 自 動 化 さ れ た M2M（Machine to

スマートホーム

シノプシスのセキュリティIPソリューション

発、展開しています。この論文は、消費者が複数の機器を簡単に相互接続し、
機器やサービスからのデータ・アクセスを制限して適切なレベルのセキュリ

を備えたウェアラブル機器のようなものから、スマートマシンやビル構内あ

軟なアーキテクチャを採用する必要があります。柔軟性を確保する方法とし

この論文で取り上げられたのは Samsung 社の SmartThings と呼ばれるエコ

個々の機能の寄せ集め以上の機能をスマートホーム全体で実現することと、

IoT（Internet of Things）市場のアプリケーションには、人間との対話機能

Eric Huang

ビジョン・プロセッサ IoTエッジ機器の
EV6x
セキュリティ

意図しない、あるいは望ましくないデータ利用を許してしまうようなフレー

シニア・プロダクト・マーケティング・マネージャー

新製品
TetraMAX II

最近の報道で、一般的な「スマートホーム」アプリケーションに潜むセキュ

シノプシス

News Release

複雑なコネクテッド・システムへの攻撃を防ぐ方法

IoT アプリケーションの柔軟性を高める内部 / 外部接続

ニュースリリース

スマートホームの構築を支えるセキュアな基盤

内部 USB 接続

機器もあります。

IoT 機器の場合、無線チップ、センサー、入力デバイスを内部で接続するため

ビル構内の M2M 製品は Wi-Fi または ZigBee®、場合によっては BLE を使用

に多くの内部ポートが使用されます。PCB 上で USB 接続を使用すると、機器

してクラウドのサーバに接続します。バッテリや太陽電池で動作する M2M

メーカーは豊富に販売されている無線などの各種チップを自由に選んで機能

製品もあります。商用電源で動作する M2M 機器の場合、小型の USB Type-C

を拡張できます。顧客からのカスタマイズ要求に対しても、それに応じた無

コネクタを 1 つだけ使用するのが理想的です。無線経由でプログラミングや

線規格、センサー、その他のペリフェラルを選択して対応できます。

デバッグが行えない場合は、このポートを使用して実行します。セットアップ
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前ページより続く

す る と、そ れ だ け で Battery Charging（BC）規 格 よ り も 大 電 力 を 供 給

アプリケーション

追加する必要があり、通常は製品内に別チップとして実装されます。標準の

ワークに接続します。ネットワークには 1日に 1回、または 1時間に数回など

Type-C PHY とコントローラを使用すると、BC 規格に比べチ ッ プ 点 数

周期的にアクセスするか、あるいは常時アクセスしてデータをアップロード

とコストを削減できます。Type-C 実装なら回路を追加せずに（すなわち

します。電源には太陽電池または商用電源を使用します。そして各種セン

基板面積を増やさずに）15W の電力を供給できます。Type-C は USB 2.0

サーを用いて天気、交通量、大気汚染など都市サービスの提供に必要なデータ

および USB 1.1 デザインにも低コストで簡単に実装でき、適切な IP を

を計測します。また、中央のコントロール・センターから IoT 機器の設置

インプリメントすれば USB 3.0 デザインにも完全に統合できます。

して新しい機器を接続するだけでよく、カスタム配線は不要です。

IoTに適したUSB

•
•
•
•

物理符号化副層
（PCS）

SerDes パラメータ、主要なインターフェイス信号のステート
フレーミング / PIPE / デコード / スキュー調整エラー、L0 / L1-> 回復、L1 CPM
LTSSM ステート情報および主要な入力
スピード変更

USB は幅広い機器に採用されているため、製品メーカーは顧客が要求する
Rx

できます。チップとソフトウェア・ドライバを再利用すれば、IoT 製品を

USB Type-CがIoTにもたらすメリット

短期間で市場に投入できます。また、USB Type-C コネクタはコネクタ /

USB Type-C 規格はコネクタ / ケーブルの小型化、表裏がなく耐久性が

ケーブルが小型化され、メンテナンス性も改善しているほか、給電能力も

向上したコネクタといった特長に加え、従来の USB コネクタよりも電源

向上しています。USB は IoT 製品の内部接続と外部接続の両方をサポート

供給能力が向上しています。新しい USB Type-C 規格は 2 段階の電圧 /

できる理想的な選択肢です。

シニア・テクニカル・マーケティング・マネージャー

Richard Solomon

また、エラーが検出されたパケットは NAK によって再送されるため、アプリ

インフォテインメント・システムはホーム・シアターに匹敵するほど複雑化

ケーション・ソフトウェアや上位層ハードウェアからは再送の事実が見えず、

が進んでおり、先進運転支援システム（ADAS）に至ってはデータセンター・

物理インターコネクトで発生しているシグナルインテグリティの問題が隠れ

クラスの処理性能を必要とします。マシン・ビジョンを利用した ADAS の

てしまうという弱点もあります。設計 / 製造時の根本的な問題が原因にせよ、

多くは、多数の高性能プロセッサを広帯域の PCI Express® リンクで接続して

製品の使用に伴う経年劣化が原因にせよ、最も深刻な PCI Express リンク・

おり、そのアーキテクチャは高性能クラウド・コンピューティング・シス

エラー以外はほとんどソフトウェアから認識できません。

して見た方がよいものもあります。

アプリケーションで採用実績のある PCI Express が車載電子システムでも

これらの問題を解決するには、SoC 設計時に 2 つの点に注意する必要があり

普及しつつあるのも当然といえます。最近のインフォテインメント・シス

ます。1 つはオンチップ・データの信頼性を確保し、誤ったデータがリンク

テムでは、PCI Express をベースにした Wi-Fi® チップや GPU、ASIC 間接続

に送出されないようにすること、そしてリンクで受信した誤ったデータが

が見られることも珍しくなくなっています。

アプリケーション・ロジックに渡されないようにすることです。もう 1 つは
リンク自体の信頼性を確保し、リンク品質が低下しても動作を継続できる
ようにすること、そして何らかの問題が発生したらアプリケーション・ロジッ

フォームは安全性が最も重視されるため、これらの機能を担う車載電子シス

クに通知できるようにすることです。

テムには厳格な信頼性規格への適合が求められます。車載インフォテイン

オンチップ・データの信頼性

必要です。初期のオンチップ SRAM は故障率もランダム・エラー・レートも

しておかなければなりません。高信頼性のシステムを構築するには、信頼性

高かったため、データの意図しない変化を防ぐためにパリティや冗長性など

の保証されたコンポーネントを組み合わせることから始めます。ただし車載

の保護メカニズムが組み込まれていました。その後、CMOS プロセスの成熟

向けのシステム・オン・チップ（SoC）を設計する際には、伝統的なデータ

に伴いこれらのエラー・イベントは発生頻度が低下したため、多くの市場で

センターで使用する高性能サーバの場合よりもさらに細心の注意を払って

は面積を節約するために保護メカニズムのない SRAM が採用されるようにな

信頼性の問題に取り組む必要があります。

りました。そして現在、プロセス・ルールの急速な微細化、そしてプレーナ
型トランジスタから FinFET トランジスタへの移行によって「ソフト」エラー

リンク・インテグリティのためのメカニズム

や「ランダム」エラーに対する懸念が再び高まっています。幸い、最新のシリ

PCI Express プロトコルにはリンク・インテグリティを確保するための非常

訂正符号）のような高度な手法を採用することも現実的となっています。

に堅牢なメカニズムが用意されています。たとえばすべてのアプリケーショ

ECC はデータ破損に対して非常に強力な保護能力があるため、特に車載アプ

ン・パケットにはデータリンク層 CRC（LCRC）があり、パケットを受信する

リケーションでは必須といってよいでしょう。

コン・プロセスでは利用可能なゲート数が増加しているため、ECC（誤り

とただちに LCRC が検査されます。そこでエラーが検出されると ACK / NAK
（肯定応答 / 否定応答）メカニズムによってパケットがシームレスに再送さ

具体的な数値は ECC の種類によって異なりますが、現在の SoC デザインでは

れるほか、リンクがダウンした場合にはタイムアウト機能によって確実に

64 ビットのデータに対して約 8 ビットを追加するだけで完全な SECDED（1

通知されます。しかしこれだけで信頼性が保証されると考えるのは早計です。

ビット・エラー訂正、2 ビット・エラー検出）保護を実現できます。ロジック

このメカニズムの弱点としてまず挙げられるのは、LCRC はあくまでも

が多少複雑になったとしても、1ビット・エラーを訂正できた方がシステムに

PCI Expressインターフェイス・ロジックが受け取ったデータを保護するもの

とって大きなメリットがあります。車載 SoC を設計する際には、訂正可能エ

であって、データが実際に正しいことを保証するものではないという点です。

ラーと訂正不能エラーの両方のログを記録してソフトウェアに報告する

れるSoCの場合、システム診断の間隔が1年以上も空くことがあります。もう

データパスを正しいデータが転送されるようにすることをいいます。メモ

1つの注意点として、上で述べた信頼性の指標となるリンク品質データはラボ

リーに ECC を使用しているデザインでは、データと ECC コードを一緒にして

でシステムを最初に立ち上げる際にも重要な役割を果たすため、PCI Express

転送すればもちろんこの目的を達成できますが、ECC チェックが増えるのは

リンクの動作状態にかかわらずこれらのデータにアクセスできる手段を設けて

面積やタイミング収束のことを考えると必ずしも好ましくありません。最先

おく必要があります。たとえばロジック・アナライザ用インターフェイス、デ

端の FinFET プロセスではフリップフロップの信頼性がかなり向上している

バッガ用のUSBインターフェイス、プロセッサのインサーキット・エミュレー

ため、車載アプリケーションであっても業界で一般的なパリティを使用する

タ用インターフェイス、あるいは独自仕様のメカニズムなどを用意して、PCI

だけで十分に対応できると考えられます。

Expressリンクが動作していなくてもSoCにアクセスできるようにします。

PCI Express リンクへのアウトバウンド・パスの途中で訂正可能エラーが検出

最後にもう 1 つ重要な点として挙げられるのが、エラー挿入機能です。通常、

された場合、アプリケーション・ロジックとの間で何らかのハンドシェイク

車載システムの認証では広範なシステム・テストが要求されますが、潜在的

処理によってエラーを回復できるようにしておく必要があります。パケット

な PCI Express エラー・イベントをすべて作り出すのは非常に困難です。

はパイプライン処理されることが多いため、アウトバウンド・パケットを

そこで、インバウンド・イベント（あたかも PCI Express リンクでエラーが

無効化してアプリケーション・ロジックに通知するだけでは、後続のパケット

検出されたように動作させる）とアウトバウンド・イベント（PCI Express

が送信されてしまうことがあります。最悪の場合、このパケットが直前の

リンクで実際にエラーを発生させる）の両方向のイベントを生成する機能を

破損したデータの「正常完了」を意味する高次プロトコルのメッセージで

SoC 設計段階で組み込んでおけば、こうした認証に必要なテストの負担を

ある可能性もあります。この場合、エラーのあるパケットを送信していなく

大きく軽減できます。また、制御可能なエラー挿入機能があれば組み込み

ても、本来そのパケットによって更新されるはずのシステム・メモリーが

ファームウェアやシステム・ドライバなどのソフトウェア・テストの負担が

更新されないまま「正常完了」メッセージを受け取ることになるため、致命的

大幅に軽減するため、包括的なエラー挿入システムを用意しておくことは

なエラーが発生する可能性があります。

全体的に非常に大きなメリットになります。

まとめ

PCI Expressリンクの信頼性 / 可用性
設計上、PCI Express のトランスポート層は非常に正確なデータ転送が可能

最新のコネクテッド・カーには、データセンターにも匹敵するようなコン

なため、SoC 設計時に PCI Express コントローラまで確実にデータを保護で

ピューティング・プラットフォームとアーキテクチャが採用されています。

きていれば、データは正しく転送されると考えられます。ここで重要なのは、

このため、クラウドおよびデータセンター・アプリケーションで広く普及し

エラーも再送もなくデータが転送されているかどうかを基準に信頼性を追跡

ている PCI Express が車載アプリケーションに採用されるのも当然といえま

するということです。仮にすべてのパケットが 3 回目の再送で正しく転送さ

す。車載電子システムはいくつもの信頼性および安全性規格に適合する必要

れている場合、正しいデータが転送されているという意味ではリンク信頼性

がありますが、PCI Express プロトコルなら外部 / 内部データ保護および

は維持されていますが、エラーなしに転送されているという基準は満たして

信頼性機能を組み合わせることによってこれらの要件を満たすことができま

いません。長年の経験から、PCI Express リンクの信頼性を左右する最大の

す。SoC を設計する際には、すべてのメモリーに SECDED ECC を使用し、

要因はチャネル品質であることが知られています。しかし通常、チャネル

少なくともデータパスにはバイト・パリティを使用するなど、業界ベスト・

設計に関して SoC 設計者は手出しができません。そして言うまでもなく、

プラクティスに従って保存データと移動データの両方を保護する必要があり

温度変化が激しく振動も大きい自動車は過酷環境の最たるものです。そこで、

ます。また、リンク信頼性を計測するハードウェアを組み込んでおき、必要

SoC 設計者はイベント・カウンタやログ機能を利用してチャネル品質を追跡

に応じて不揮発性ストレージを採用しておけば、包括的なシステム診断が

することになります。もちろん、先に述べたように内部データ保護エラーは

可能になり、リンクを最初に立ち上げる作業も簡略化できます。さらに、シス

訂正可能エラーと訂正不能エラーの両方を追跡しておく必要があります。

テム全体の信頼性テストおよびソフトウェア開発が容易になるようにSoC 設

図 1 は、PCI Express プロトコルのさまざまな階層でどのような情報を追跡

計時に対応するエラー挿入機能を実装しておくことも重要です。シノプシス

すればよいかを示したものです。これらのデータには、単位時間あたりの

の PCI Express 向け DesignWare® IP はこれらの機能をサポートしており、

イベント数として理解した方がよいものもあれば、単純なイベント・ログと

車載システムの信頼性要件を満たした SoC 設計が可能です。

検証編

（Automotive Safety Integrity Levels）認証の取得に必要な信頼性を確保

長時間が経過した後でもアクセスできるようにしておきます。自動車で使用さ
もう1つの「移動中のデータの保護」とは、SoC内のさまざまな非ストレージ・

Support Q&A

格納したデータがアレイ内で変化しないようにする何らかのメカニズムが

これらのデータを不揮発性ストレージ媒体に保存しておき、電源を喪失したり

フィジカル編

という 2 つの面があります。保存データを保護するには、メモリーアレイに

構 成 す る 重 要 な 要 素 の 1 つ で あ り、ほ と ん ど の ADAS シ ス テ ム は ASIL

容はSoCリセット後も失われないようにしておく必要があります。理想的には、

戻してもあまり意味がありません。

Support Q&A

ますが、車載電子システムの場合そうはいきません。信頼性は機能安全を

テム・リセットが必要となることがあるため、少なくとも重要なレジスタの内

のデータが書き込まれるため、訂正後のデータ値を元のメモリー位置に書き

論理合成編

オンチップ・データ保護には「保存データの保護」と「移動データの保護」

ということです。リンクがダウンした場合、再びリンク・アップするにはシス

デザインの階層間を移動し、移動後には同じメモリー位置に後続のパケット

Support Q&A

フォンなら 1 週間に 1 度再起動したり、2 ～ 3 年ごとに買い換えたりでき

ここで注意が必要なのは、信頼性データの格納先を不揮発性ストレージにする

ウェアを特定できるようになります。一般に、保存データは PCI Express

PCI for
Automotive

パワートレイン、ブレーキ制御、ADAS など車両の動作に関係するプラット

は経時的なソフト・エラーのパターンからでも故障の可能性があるハード

USB for IoT

テムと大差ありません。そう考えると、クラウド・コンピューティング・

目まぐるしく変動しても常に正常に動作することが求められます。スマート

ことが特に重要です。エラーの発生したデータ・ビットと SRAM ライン・

スマートホーム

車載エレクトロニクスは世代を重ねるたびに複雑になっています。現在の

メント・システムでさえ、運転が長時間に及んで温度、湿度、振動の条件が

図 1. PCI Express プロトコルの各階層で追跡すべき主なイベント

アドレスをログに記録しておけば、アプリケーションや診断用ソフトウェア

車載アプリケーションで
PCI Express の信頼性を確保するための設計手法
シノプシス

Tx
レーン

ビジョン・プロセッサ IoTエッジ機器の
EV6x
セキュリティ

機能を追加して短時間で IoT 製品を完全なシステムに構築し、カスタマイズ
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• 不正 TLP / DLLP、LCRC エラー、Tx / Rx 無効化
• リプレイ、フロー制御カウンタのロールオーバー、タイムアウト
• シーケンス番号、ACK / NAK 送信

PIPE インターフェイス

PHY

やすく交換も容易です。IoT モジュールの交換が必要な場合、機器を取り外

リンク層
物理層

場所までリモート制御が可能なものもあります。これらの機器には高い
柔軟性、耐久性、メンテナンス性が要求されます。標準 USBコネクタは、使い

• ポイズンド TLP、ECRC エラー、サポートされない要求、コンプリータ・アボート
• フロー制御クレジットのストール（双方向）
• フロー制御の上限 / 下限値（High / Low ウォーターマーク）

トランザクション層

新製品
TetraMAX II

スマートシティ向け M2M 製品は、モデムまたは Wi-Fi を使用してネット

コントローラ

できます。BC 規格では 7.5W まで供給できますが、そのためには回路を

詳細情報
●

ウェブページ：PCI Express IP ソリューション

http://www.synopsys.com/pcie

News Release

電流レベルをサポートしています。大きい方の電圧 / 電流レベルを使用

的な製品コストを削減できます。

ニュースリリース

と給電の両方に同じポートを使用できるため、コネクタの数を減らして全体
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