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高速道路を自律走行する自動車はすでに市販が始まっていますが、あと数年

されており、その用途は今後も増え続けるでしょう。自動車内のさまざまな

もすれば完全な自動運転車でどこにでも移動できる時代が来るでしょう。自

システムでビジョンを利用できるようになれば、システム設計者は車両の内部

動車は、エンベデッド・ビジョンが最も積極的に活用されているアプリケー

および周辺に関する膨大な情報を運転上の意思決定に利用できるようになり

ションです。車載ビジョンは安全強化および運転支援に大きな役割が期待さ

ます。レーダー、LIDAR、赤外線といったセンサーを利用する方法もありま

れており、急速な進歩を続けています。その最新機能は多くの技術の進歩に

すが、用途の広さでビジョン・プロセッシングに勝るものはありません。

よって支えられていますが、中でも特に大きく貢献しているのがクルマの「目」
表 1. ATPG 故障モデルの種類と、そのためのフィジカル・データ
またはタイミング・データを生成するツール

遷移といった先進の故障モデルを利用して高度な故障カバレッジ・テスト・

シノプシス製ツールとの緊密な統合

パターンを生 成します。これらの モ デルは、Galaxy™デ ザイン・プラット

TetraMAX Ⅱは、Galaxy デザイン・プラットフォーム構成ツールおよびその

たとえば、セル対応モデルは StarRC の寄生抽出からのフィジカル・データ

他のシノプシス製ツールと緊密に統合されているため、最も生産性の高いフ

を 利 用して おり、HSPICE シミ ュレ ー タ か ら の 詳 細 なタイミン グ 情 報 は

ローで、最高品質のテストを短時間で実行します。

TetraMAX Ⅱ ADV に活かされ、タイミング・クリティカルな故障に対応し
ます。
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ンを抑制します。その 後、これらの 静的状 態 用のパターンをシノプシスの

●

VCS などの Verilog シミュレータを使用して正確に検証し、IDDQ パターンが
確実に ATE（Automatic Test Equipment）で機能することを保証します。

Yield Explorerとの統合によるシームレスな量産用診断と歩留まり解析で、
歩留り損失の原因となるデザインやプロセス上の問題を発見

を生成すると同時に、静止状態で電流が過剰にならないようにテスト・パター

メラからのデータとその他のセンサーからのデータを組み合わせて処理する

ると、運転手は隣の車線の様子を見ることができます。この同じカメラから

センサー・フュージョンもサポートしています（図1）。今後、自動運転車の

の映像をビジョン・プロセッサで検査して隣の車線の物体検知を行えば、車

機能をさらに高めていくにはビジョン・プロセッサのさらなる性能向上が必

線を変更する前に車両の存在を運転手に警報で知らせることができます。カ

要ですが、それに伴う消費電力とコストの増大は最小限に抑える必要があり

メラ映像で死角を完全に目視できるならビジョン・プロセッサによる処理は

ます。このことは、ビジョン・プロセッサの設計者側とユーザー側の双方で

不要と思われるかもしれませんが、人間による目視では見落としの可能性が

大きな課題となります。

あります。電子システムならその心配はなく、運転手が見るのと同じカメラ

RTL 合 成 ツ ー ル Design Compiler に 組 み 込 ま れ た DFTMAX お よ び
面積、配線混雑と機能ロジックを最適化

●

を秘めています。たとえば助手席側のドアミラーに設置したカメラを利用す

映像を「見て」、運転を効果的に支援し、事故防止と安全向上につなげること

自動車におけるビジョン・プロセッシングの用途
最近の自動車ではリアビュー・カメラ以外にも多くの機能にビジョンが活用

ができます。もちろん、すべての車載カメラからの映像を運転手が見るのは
不可能で、またその必要もありません。カメラからは非常に多くの情報が
リアルタイムに得られるため、これらすべてのデータを人間が分析するのは

TetraMAX Ⅱ ADV は、PrimeTime からのスラック・データをガイドにし
てタイミング・クリティカルな故障を正確に特定

●

TetraMAX Ⅱ ADV は、寄生抽出ツール StarRC からのフィジカル・データ
活用して、セル内部のタイミング・クリティカルな故障をターゲットにした

スキャン・テストでは通常、トランジスタのスイッチング動作が一般に機能す

✓✓✓

セル対応 ATPG を実現

るレベルのピークより何倍にも増加し、過剰に電力が消費されます。テスト
時の電力消費量が過剰になると、テスター上で良品デバイスが故障し、不要

ネットリストとテスト・パターンのフォーマット

な歩留り損失が生じる可能性があります。TetraMAX Ⅱ ADV では、設計者

TetraMAX Ⅱ ADV は、DFTMAX や DFTMAX Ultra に採用されているスキャ

●

回路ネットリスト：Verilog、VHDL（1987 および1993）

●

ライブラリ：Verilogファンクショナル（ストラクチャおよび UDP）

●

タイミング例外：Synopsys Design Constraints（SDC）

●

デザイン・レイアウト：LEF / DEF インターフェイス

●

シミュレーション・テストベンチ：Verilog（シリアルおよびパラレル）

●

テスト・パターン：STIL、WGL、Verilog

●

テスター・フェイル：STDF（V4 および V4-2007）

ン・チェーン・グループの個別制御を利用したハードウェア支援によるシフト
パワーの削減にも対応し、ATPG のみの手法に比べ、平均のシフトパワーとパ
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詳細情報
●
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ウェブページ：TetraMAX II ATPG
http://www.synopsys.com/JP2/Tools/Implementation/RTLSynthesis/Test/Pages/TetraMAXIIATPG.aspx
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力消費を制限します。このパワー削減処理は、テスト・カバレッジを損なう

フィジカル編

スター・インターフェイスの業界標準に対応しています。

✓✓
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の動作レベルにまで削減することにより、スキャンおよびキャプチャ時の電
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TetraMAX Ⅱはデータ・フォーマット、シミュレーション・テストベンチ、テ
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が指定したパワー・バジェットに基づいてスイッチング動作を自動的に通常
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を活用、また HSPICE シミュレーションからの詳細なタイミング情報を

パワーを考慮した ATPG

USB for IoT

TetraMAX Ⅱ ADV は、IDDQ テスト用に故障検出率の高い最小限のパターン

サは HD 解像度をサポートし、複数のカメラからの入力を処理できるほか、カ

®

DFTMAX Ultraとの統合により、テストを考慮しつつタイミング、パワー、
IDDQ テスト

ビジョンは他のどの技術よりもカー・エレクトロニクスを一変させる可能性

スマートホーム

フォームの他のツールで生成されたデータを使用する場合もあります（表 1）。

となるエンベデッド・ビジョン・プロセッサです。最新のビジョン・プロセッ
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クルマの「目」となる
処理効率の高いビジョン・プロセッサ
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図 1. 現在の自動車におけるカメラの用途と数
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ラからの映像を目視するのは人間には困難でも、車載電子システムにはたや

で視覚イメージ内の物体や状況を識別します。CNN グラフに学習をさせるこ

すいことで、車両周囲の現在の状況に基づいてリアルタイムに意思決定を

とにより、任意の物体または複数の物体を認識、分類させることができます。

行って運転を支援したり警報を出したり、必要であれば車両の制御まで行え

このグラフは、ビジョン・プロセッサにプログラムして利用します。CNN の

るような車載システムを開発することができます。

視覚能力は他のビジョン・アルゴリズムよりも高精度で、実際、その精度と

シノプシス DesignWare EV6x プロセッサ
ビジョン CPU（1 ～ 4 コア）
コア 2

認識能力は人間のレベルに近付きつつあります。自動車の場合、回避すべき

カメラに要求される解像度と
ビジョン・プロセッサへの影響
現在の車載カメラは VGA 解像度をサポートしたものが大半ですが、現在設計
中の自動車に関しては、1 ～ 2 メガピクセル（MP）のカメラへの移行が急速
に進んでいます。このように高い解像度が必要となるのは、カメラの視野範

重要であるため、CNN はうってつけの技術です。

32ビット
スカラー

車載アプリケーション向けの
新しいビジョン・プロセッサ

ば 時 速 110km/hで 走 行している自動 車は、3 秒 間に 90m 以 上 進 みま す。

成果として発表した DesignWare® EV6xビジョン・プロセッサ・ファミリー

VGA 解像度で 90m 先を撮影した場合、カメラが捕らえた映像の中から歩行

は自動運転車、ドローン、仮想現実（VR）、動画監視などのビジョン・アプリ

者を識別するのは容易ではありません。しかしカメラの解像度を 2MP まで引

ケーションに必要とされる高い性能を満たすように設計されています（図 2）。

き上げると歩行者の識別が可能で、運転手に警告するにせよ衝突回避を試み

このプロセッサは最大4K の HDビデオ・ストリームをサポートしつつ、消費

るにせよ、3 秒あれば十分な対策をとることができます。

電力とコストは車載およびその他の組込みアプリケーションの要求を満たす

コア 3

512ビット
ベクタ DSP

32ビット
スカラー

同期およびデバッグ

畳み込み
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ベクタ DSP

ストリーミング転送ユニット
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図 2. DesignWare EV6x のアーキテクチャ

EV6x フ ァ ミ リ ー は OpenVX、OpenCV、OpenCL C コ ン パ イ ラ お よ び

使用するカメラの解像度が向上すると、カメラからのデータをリアルタイム

MetaWare Development Toolkit を含むツールセットでサポートされてお

め、コストと消費電力が増大します。2MP カメラからのデータを処理できる

ウェアを組み合わせており、車載ビジョン・アプリケーションに最適です。

り、車載ビジョン・アプリケーション開発の生産性が向上します。この包括

車載ビジョンは安全性強化および運転支援に大きな役割が期待されており、

ビジョン・プロセッサを設計すること自体は難しくありませんが、コストと消

EV6x プロセッサは現行のビジョン・プロセッサとして最も多くの機能を統合

的なツール・スイートを利用すると、現在の車載ビジョン・アルゴリズムを

急速な進歩を続けています。ビジョン・プロセッサの最先端を行くシノプシ

費電力の増大を最小限に抑えようとすると、設計は困難を極めます。ここで

しており、ホスト・プロセッサとの組み合わせ、または単体のどちらでも使

インプリメントできるのはもちろん、将来的な要求の変化にも柔軟に対応す

スの DesignWare EV6x ファミリーは HD 解像 度をサポートし、複数のカメ

必要とされるのは、最小限のメモリー帯域幅と消費電力でビデオ・ストリー

用できます。EV6x プロセッサは、特 化した高性 能ビジョン CPUと専用の

ることができます。

ラやセンサーからのデータを処理できると同時に、コストと消費電力は車載

ムを処理できるように特化した、電力効率の高いビジョン・プロセッサです。

CNNエンジンを組み合わせています。CNNエンジンは、最大4KのHDビデオ・

ビジョン・プロセッサには、2MP カメラからのデータを処理するだけでなく、

ストリームに対して物体検知やシーン分割を正確かつ効率的に実行できるだ

他のセンサー（レーダー、LIDAR、赤外線など）からのデータを評価し、これ

けのパフォーマンスを備えています。ビジョン CPU は CNN エンジンと並列に

割り当てがシンプル化できます

に対する負荷も増大します。この処理は車両内の他のプロセッサにオフロー

リーは最大4個のビジョンCPUコアをサポートしており、ビジョン・アプリケー

ドすることもできますが、そうすると潜在的な不具合の可能性が大きくなる

ションの種類に応じてスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。

ほか、メモリーのバッファリングも必要となり、車両内での大量のデータ転送
プログラマブルな専用 CNN エンジンは、最大 880 MAC/cyc le の処理性能に

ンサー・データの処理と解析を入力に近いところで実行しています。しかし

よりセマンティック・セグメンテーションなどの物体検知を正確かつ効率的

そうなるとビジョン・プロセッサがセンサーからのデータを解析し、詳細化

に実行します。CNN のトレーニングをオフラインで実行した後、できあがっ

した結果を車載システムに送信しなければならず、処理の負担が増大します。

たグラフは使いやすいグラフ・マッピング・ツールを使用してCNN エンジン

しかも、これらの処理はビジョン・プロセッサを含むカメラ・センサー・モ

にプログラムできます。

ジュール全体の消費電力をほとんど増やさずに実行しなければなりません。

ており、OpenCV ライブラリに用意された多数の関数と組み合わせてビ
ジョン・アプリケーションを構築できます
●

に伴う消費電力の増大といった問題も生じるため、ほとんどの自動車ではセ

標準 OpenVX カーネルは EV6x プロセッサに最適化してポーティングされ

MetaWare C / C++コンパイラと OpenCL C ベクトル化コンパイラを併用
すると、EV6x プロセッサのプログラミングが容易に行えます

詳細情報
●

う。今後、エンベデッド・ビジョンと自動運転車は社会の隅々まで浸透し、シ
ノプシスの EV6x ファミリーに代表される最先端のビジョン・プロセッサの登
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スカラー RISC と 512ビット幅のベクタ DSP で構成されます。EV6x ファミ

単純化できるため、複数のカメラや関数処理へのプロセッサ・リソースの

自動運転車は一部で市販も始まっており、本格的な普及もそう遠くないでしょ

Support Q&A

システムの機能と精度は格段に向上しますが、同時にビジョン・プロセッサ

フを簡単にインプリメントできます。ビジョン・グラフのプログラミングを
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ンサー入力からのデータを処理します。ビジョンCPUの各コアは、32ビット・

た場合のプロセッサ・リソース利用率を容易に予測でき、ビジョン・グラ

Support Q&A

す。このようにして複数のソースからのデータを解釈するようにすれば車載

OpenVX ランタイムを使用すると、複数のカメラやファンクションを利用し

論理合成編

動作して高いスループットと効率を実現しており、ビジョン・データと他のセ

●

Support Q&A

らをカメラからのデータと組み合わせて意思決定を行う機能も求められま

アプリケーションの要求を満たすレベルに抑えられています。

PCI for
Automotive

EV6x プロセッサは処理効率の高いハードウェアとプログラマブルなソフト

●
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レベルに抑えられています。
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シノプシスはビジョン・プロセッシングへの投資を積極的に進めており、その
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物体なのか無視できる物体なのかを理解するには認識性能と精度が非常に

囲で捉えた映像の中の小さな画像を精査する必要があるためです。たとえ

MetaWare、OpenCL™ C
開発ツール

OpenCV、OpenVX™ライブラリ
および API

ビジョン・プロセッサ IoTエッジ機器の
EV6x
セキュリティ

ク（CNN）技術の採用が始まっています。CNN は人間の脳と同じような方法

新製品
TetraMAX II

ラの台数は今後数年で15 を超えると考えられています。これらすべてのカメ

News Release

近年、車載ビジョン・アプリケーションでは畳み込みニューラル・ネットワー

ニュースリリース

現実的でないためです。現在の予想では、平均的な自動車に搭載されるカメ

場により、あと数年もすればこれらが当たり前の時代が到来すると予想され
ます。

ウェブページ：DesignWare EV6x エンベデッド・ビジョン・プロセッサ
https://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=ev6x-vision-processors
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で視覚イメージ内の物体や状況を識別します。CNN グラフに学習をさせるこ

すいことで、車両周囲の現在の状況に基づいてリアルタイムに意思決定を
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行って運転を支援したり警報を出したり、必要であれば車両の制御まで行え
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視覚能力は他のビジョン・アルゴリズムよりも高精度で、実際、その精度と

シノプシス DesignWare EV6x プロセッサ
ビジョン CPU（1 ～ 4 コア）
コア 2

認識能力は人間のレベルに近付きつつあります。自動車の場合、回避すべき

カメラに要求される解像度と
ビジョン・プロセッサへの影響
現在の車載カメラは VGA 解像度をサポートしたものが大半ですが、現在設計
中の自動車に関しては、1 ～ 2 メガピクセル（MP）のカメラへの移行が急速
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32ビット
スカラー

車載アプリケーション向けの
新しいビジョン・プロセッサ

ば 時 速 110km/hで 走 行している自動 車は、3 秒 間に 90m 以 上 進 みま す。

成果として発表した DesignWare® EV6xビジョン・プロセッサ・ファミリー

VGA 解像度で 90m 先を撮影した場合、カメラが捕らえた映像の中から歩行

は自動運転車、ドローン、仮想現実（VR）、動画監視などのビジョン・アプリ

者を識別するのは容易ではありません。しかしカメラの解像度を 2MP まで引

ケーションに必要とされる高い性能を満たすように設計されています（図 2）。

き上げると歩行者の識別が可能で、運転手に警告するにせよ衝突回避を試み

このプロセッサは最大4K の HDビデオ・ストリームをサポートしつつ、消費

るにせよ、3 秒あれば十分な対策をとることができます。

電力とコストは車載およびその他の組込みアプリケーションの要求を満たす

コア 3

512ビット
ベクタ DSP

32ビット
スカラー

同期およびデバッグ

畳み込み

512ビット
ベクタ DSP

ストリーミング転送ユニット

分類

クラスタ共有メモリー

AXI™インターコネクト

図 2. DesignWare EV6x のアーキテクチャ

EV6x フ ァ ミ リ ー は OpenVX、OpenCV、OpenCL C コ ン パ イ ラ お よ び

使用するカメラの解像度が向上すると、カメラからのデータをリアルタイム

MetaWare Development Toolkit を含むツールセットでサポートされてお

め、コストと消費電力が増大します。2MP カメラからのデータを処理できる

ウェアを組み合わせており、車載ビジョン・アプリケーションに最適です。

り、車載ビジョン・アプリケーション開発の生産性が向上します。この包括

車載ビジョンは安全性強化および運転支援に大きな役割が期待されており、

ビジョン・プロセッサを設計すること自体は難しくありませんが、コストと消

EV6x プロセッサは現行のビジョン・プロセッサとして最も多くの機能を統合

的なツール・スイートを利用すると、現在の車載ビジョン・アルゴリズムを

急速な進歩を続けています。ビジョン・プロセッサの最先端を行くシノプシ

費電力の増大を最小限に抑えようとすると、設計は困難を極めます。ここで

しており、ホスト・プロセッサとの組み合わせ、または単体のどちらでも使

インプリメントできるのはもちろん、将来的な要求の変化にも柔軟に対応す

スの DesignWare EV6x ファミリーは HD 解像 度をサポートし、複数のカメ

必要とされるのは、最小限のメモリー帯域幅と消費電力でビデオ・ストリー

用できます。EV6x プロセッサは、特 化した高性 能ビジョン CPUと専用の

ることができます。

ラやセンサーからのデータを処理できると同時に、コストと消費電力は車載

ムを処理できるように特化した、電力効率の高いビジョン・プロセッサです。

CNNエンジンを組み合わせています。CNNエンジンは、最大4KのHDビデオ・

ビジョン・プロセッサには、2MP カメラからのデータを処理するだけでなく、

ストリームに対して物体検知やシーン分割を正確かつ効率的に実行できるだ

他のセンサー（レーダー、LIDAR、赤外線など）からのデータを評価し、これ

けのパフォーマンスを備えています。ビジョン CPU は CNN エンジンと並列に

割り当てがシンプル化できます

に対する負荷も増大します。この処理は車両内の他のプロセッサにオフロー

リーは最大4個のビジョンCPUコアをサポートしており、ビジョン・アプリケー

ドすることもできますが、そうすると潜在的な不具合の可能性が大きくなる

ションの種類に応じてスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。

ほか、メモリーのバッファリングも必要となり、車両内での大量のデータ転送
プログラマブルな専用 CNN エンジンは、最大 880 MAC/cyc le の処理性能に

ンサー・データの処理と解析を入力に近いところで実行しています。しかし

よりセマンティック・セグメンテーションなどの物体検知を正確かつ効率的

そうなるとビジョン・プロセッサがセンサーからのデータを解析し、詳細化

に実行します。CNN のトレーニングをオフラインで実行した後、できあがっ

した結果を車載システムに送信しなければならず、処理の負担が増大します。

たグラフは使いやすいグラフ・マッピング・ツールを使用してCNN エンジン

しかも、これらの処理はビジョン・プロセッサを含むカメラ・センサー・モ

にプログラムできます。

ジュール全体の消費電力をほとんど増やさずに実行しなければなりません。

ており、OpenCV ライブラリに用意された多数の関数と組み合わせてビ
ジョン・アプリケーションを構築できます
●

に伴う消費電力の増大といった問題も生じるため、ほとんどの自動車ではセ

標準 OpenVX カーネルは EV6x プロセッサに最適化してポーティングされ

MetaWare C / C++コンパイラと OpenCL C ベクトル化コンパイラを併用
すると、EV6x プロセッサのプログラミングが容易に行えます

詳細情報
●

う。今後、エンベデッド・ビジョンと自動運転車は社会の隅々まで浸透し、シ
ノプシスの EV6x ファミリーに代表される最先端のビジョン・プロセッサの登

検証編

スカラー RISC と 512ビット幅のベクタ DSP で構成されます。EV6x ファミ

単純化できるため、複数のカメラや関数処理へのプロセッサ・リソースの

自動運転車は一部で市販も始まっており、本格的な普及もそう遠くないでしょ

Support Q&A

システムの機能と精度は格段に向上しますが、同時にビジョン・プロセッサ

フを簡単にインプリメントできます。ビジョン・グラフのプログラミングを

フィジカル編

ンサー入力からのデータを処理します。ビジョンCPUの各コアは、32ビット・

た場合のプロセッサ・リソース利用率を容易に予測でき、ビジョン・グラ

Support Q&A

す。このようにして複数のソースからのデータを解釈するようにすれば車載

OpenVX ランタイムを使用すると、複数のカメラやファンクションを利用し

論理合成編

動作して高いスループットと効率を実現しており、ビジョン・データと他のセ

●

Support Q&A

らをカメラからのデータと組み合わせて意思決定を行う機能も求められま

アプリケーションの要求を満たすレベルに抑えられています。

PCI for
Automotive

EV6x プロセッサは処理効率の高いハードウェアとプログラマブルなソフト

●
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まとめ

に評価するのにより多くのメモリー / バス帯域幅と処理性能が必要になるた

USB for IoT

レベルに抑えられています。

スマートホーム

シノプシスはビジョン・プロセッシングへの投資を積極的に進めており、その

CNN エンジン
コア4

コア 1

物体なのか無視できる物体なのかを理解するには認識性能と精度が非常に

囲で捉えた映像の中の小さな画像を精査する必要があるためです。たとえ

MetaWare、OpenCL™ C
開発ツール

OpenCV、OpenVX™ライブラリ
および API

ビジョン・プロセッサ IoTエッジ機器の
EV6x
セキュリティ

ク（CNN）技術の採用が始まっています。CNN は人間の脳と同じような方法

新製品
TetraMAX II

ラの台数は今後数年で15 を超えると考えられています。これらすべてのカメ

News Release

近年、車載ビジョン・アプリケーションでは畳み込みニューラル・ネットワー

ニュースリリース

現実的でないためです。現在の予想では、平均的な自動車に搭載されるカメ

場により、あと数年もすればこれらが当たり前の時代が到来すると予想され
ます。

ウェブページ：DesignWare EV6x エンベデッド・ビジョン・プロセッサ
https://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=ev6x-vision-processors
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