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内部プロセス / 手続きを変更

フトウェア・コードの入手を試みています。今や、OEM はサードパーティ

していることが原動力となっています。今や、この業界での製品イノベーショ

製の電気 / 機械部品を統合するだけでなく、ソフトウェアにフォーカスし

ンはサイエンスであると同時にアートとしての性格を強めています。今日の

たサプライチェーンも管理していく必要があります。多くの企業でソフト

組込みシステムに求められる機能を実現していくには、エンジニアリング・

ウェア・サプライチェーンの全体的な多様化と複雑化が進んでおり、こう

プロセスの開発と管理の手法を再検討する必要があります。これらの企業は、

した変化を効率よく管理できない現在のプロセスとツールには大きな負担

増え続けるソフトウェア主導の設計要件を管理する必要があるだけでなく、

がかかるようになっています。外部からコードを調達することは開発期間

「システム・オブ・システムズ」と呼ばれるデザインの比率が高くなったこ
とによる開発プロセス全体の見直しを迫られています。

セキュリティ・リスク軽減のためのスタッフを増員
サードパーティまたはオープンソース・ソフトウェアに対して
セキュリティ・ベースラインを要求 / 計測
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バイナリ解析を実施
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後もソフトウェア・コードの提供と更新が必要なため、この問題はいっそ

強化され、企業および消費者の生産性を左右する活動との結びつきを強めて

う深刻なものとなります。

います。しかしこのインテリジェント化とネットワーク接続機能こそが、
OEM、エンタープライズ、消費者をこれまでにない大きなセキュリティ・

ています。
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ボトルネックが発生します。また、セキュリティ・リスクの高まりもあって
新しい自動テスト技術の必要性が高まり、採用も広がっています。

組込みシステムの開発と展開を成功させるには、多くの要素を組み合わせる

本格的な IoT 時代の到来を間近に控え、製品やビジネス・モデルには既に変

必要があります。どのような要素を組み合わせるかは業界によって、組織に

化が見られます。事実、エンジニアを対象にしたアンケートでは 69% の回

よって、そしてプロジェクトによっても異なります。しかし組込み機器の種

答者が今後 3 年以内に IoT を利用したプロジェクトを予想しています。さら

類や、実際にネットワークに接続された後の動作がさまざまであっても、1 つ

にその 3/4 のエンジニアは、最終的に IoT が顧客の収益力強化に貢献するだ

の大原則は共通します。それは、製品の品質とセキュリティは開発プロセス

ろうと考えています。こうした中、多くの企業が IoT の活用に向けて製品開

の最初から設計要素として組み入れておく必要があるということです（図 2）
。

企業責任を十分に認識、検討した上でのことでしょうか。単に市場の新しい

セキュアな IoT システム・ネットワークのフレームワークを構築するにあ

トレンドに盲従しているだけではないでしょうか。

たって最も重要なのは、セキュアなデバイスを開発することです。IoT ネッ

機械
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トワークは、単に複数のデバイスを接続したものに過ぎません。このため、
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先に述べたように、ソフトウェア開発の複雑化というトレンドの中で、形式

タの保存、通信に使われており、ハッカーや犯罪組織にとって垂涎の的と

おり、多方面から攻撃を受ける可能性があると同時に、どのような半導体 IP

化および自動化されたテスト手法の採用がここ数年広がっていますが、セ

なっています。事実、セキュリティ対策が不十分なために驚くほど多くの

やランタイム・ソフトウェアを選択するか、そしてより高品質なソフトウェ

キュリティへの懸念からペネトレーション・テストやファジングなど、組込

現在の組込みシステムでは、エンジニアリング・プロセス全体の中でソフト

企業、消費者、個人のデータが危険にさらされており、既にさまざまな種

アを開発するために企業がどのようなプロセスやツールを採用するかなど、

みエンジニアが伝統的に採用してきた機能 / ユニット・テストを補完する

ウェア開発が最大のクリティカル・パスとなっています。それは単に最も多

類の機器が悪意ある攻撃の標的となっています。リコールや販売機会損失

セキュリティ対策の方法も多岐にわたります。

テスト手法もさかんに利用されています。その一方で、シノプシスのコベリ

くの工数が必要というだけでなく、これらのソフトウェア資産が最終製品の

などは数値化して理解するのが容易なリスクですが、企業の収支決算を脅

価値の大半を占めているという意味でもあります。ソフトウェア・エンジニ

かすリスクはこれだけにとどまりません。たった 1 人の顧客の怒りを買う

アリングの重要性が高まっていることはコード量の増加という形で顕著に現

ことで「炎上」を招き、本来なら有意義な活動に費やせたはずの労力を事態

れており、今後のプロジェクトではコード量が 20% のペースで増加してい

の鎮静化に回さざるを得ないこともあります。特に高い安全性が要求され

ソフトウェア・エンジニアも人間である以上、ソフトウェア・コードベース

析ツールではレッド・フラグ（潜在的な脆弱性を示すコード・パターン）を

くと予想されています。また、エンジニアリング企業に対する要求の増大が

るプロジェクトでは、セキュリティ侵害のコストはさらに大きくなります。

に不具合が混入することは今後も避けられません。そのこと自体は目新しい

検出できるほか、セキュアな開発手法を実現するためのコーディング基準へ

最も顕著に現れているのも、主にソフトウェア関連の設計タスクです。従来

たとえば自動車や航空機、医療機器などに不具合があると死傷者が発生す

ことではありませんが、ソフトウェア開発の規模、スピード、複雑さが増した

の適合性もテストできます。また、他のテスト手法とは違ってスタティック

のハンド・コーディングだけではソフトウェア・コード量の増加ペースにつ

る可能性があります。一度このような不祥事を起こしてしまうと、不法行

現在、従来のアプローチによるソフトウェア・テストが通用しなくなってい

解析ツールはソフトウェア・エンジニアが開発中に使用することもできる

いていくことができず、多くの開発チームが既にさまざまな種類の新しい調

為責任を問われ信用の低下を招くなどして、ブランド力の回復は非常に厳

ます。人手によるテスト、そしてさまざまな形態のダイナミック・ユニット・

ため、製品開発サイクルの早期段階でリスクと不具合を発見し、比較的低コ

達元や経路に目を向けるようになっています。

しくなります。

テストは拡張性に難があり、特定の開発プロセスおよび統合の節目ごとに

ストで問題を修正できる利点があります。
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Support Q&A

企業に変化を促す最も有効な手段、それは顧客からの要求です。しかしほ
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6

セキュアなシステムの開発はセキュアなデバイスから

発戦略の見直しを急いでいますが、それは果たして今後発生しうる潜在的な
26.7
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図 2. セキュリティ要件に対して企業が実行している対策
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しなければ、IPコンプライアンスの問題、コードへの潜在的な不具合の混入、

ます。組込み機器はよりインテリジェントになり、ネットワーク接続機能が
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分からない

にもなります。サードパーティ製のソフトウェア・コードは入念な審査を

セキュリティの問題が起こる可能性があります。IoT の場合は機器の展開
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の短縮には大きな効果がありますが、多方面からのリスクを抱え込むこと

あいにく、この市場はこれまで以上にハイリスク、ハイリターンとなってい
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図 4. 異分野のエンジニアリング統合による最大の利点

IoT によって高まる異分野統合と協業の重要性
次世代コネクテッド・システムの開発を手がけるエンジニアリング企業に

す。IoTの出現により、顧客の期待は以前にも増して急速に高まっています。

とって、設計の課題と複雑さという負担を軽減するには、開発者同士の協業

製品の設計要件も、以前とは比べものにならないほど急速に変動しています。

とソフトウェア開発サイクル全体での統合をより高度なものにしていく必要

OEM はこうした外部の変化に対処するだけでなく、自らの組織を迅速に変

があります。しかし協業の強化と変更管理の改善は、ソフトウェアの領域だ

化させる必要もあります。さらに、製品展開後のサービス提供および機能増

けで行えばよいわけではありません。近年、ソフトウェア / 電気 / 機械工

強の可能性を視野に入れ、OEM は自社のプロセスを適応させる新しい方法

学の境界線は次第に曖昧になっており、それぞれの機能が不可分なまでに相

を模索せざるを得なくなっています。

互依存するようになっています（図 4）。

ベースのアーキテクチャが一般的で、プロセス・レイヤの追加が不要な組込

を実行するアプリケーション）は、モバイル、車載、PC 周辺機器向けに開

みフラッシュ（eFlash）または低コスト / 低消費電力の不揮発性メモリー

発された技術を流用していました。しかし近年、時間、人材、投資、リソー

（NVM）を組み合わせます。これらの機器はメモリー・リソースに制約があり、

スがこの分野に集中するのに伴い、IoT にさらなる革新の機運が高まってい

多 く の 場 合 リ ア ル タ イ ム 制 御 が 必 要 と さ れ る た め、一 般 的 な Linux や

ます。IoT 市場は非常に細分化されていますが、市場での勝利を左右する鍵

AndroidではなくリアルタイムOS（RTOS）を実行する必要があります。エッ

を握るいくつかの要因があります。フィットネス / 健康関連のウェアラブ

ジ機器をインターネットに接続する手段として低消費電力の無線機能も統合

ル機器、インフォテインメント、M2M（Machine-to-Machine）機器などの

されていますが、これらは組込みフラッシュ・テクノロジ・プロセスで製造

新しいアプリケーションで特に顕著ですが、物理的なサイズと消費電力とい

されます。現在、これらのプロセスは 90nm 世代のミックスドシグナル

う 2 つの設計制約がそれです。消費電力の制約を満たすには、現在のモバイ

SoCをサポートしていますが、現在は55nmプロセスに対応したワイヤレス・

ル、車載、PC 周辺機器向け SoC で使われている手法をはるかにしのぐ、新

コネクティビティ IP の選択肢を複数提供するファウンダリが増えています。

しいローパワー手法を導入して消費電力の更なる削減を図り、長時間のバッ

55nm は 40nm や 28nm に比べアナログ性能の優位性があるため、このプ

テリ動作を実現する必要があります。

ロセスが次のメインストリーム・プロセスになると予想されています。
センサーなどアナログ主体の IC にインテリジェンスを追加する場合、これ

IoT 機器向け SoC のアーキテクチャ

までは PCB またはシステム・アーキテクチャにマイクロコントローラやア

IoT 機器向けに開発されている SoC アーキテクチャを大別すると、アプリ

プリケーション・プロセッサを追加する必要がありました。しかし、プロセッ

ケーション・プロセッサ（ハイエンド）、マイクロコントローラ（ローエンド）、

サ・コア、NVM、MEMS センサー、パワー・マネジメント・デバイス、そ

スマート・アナログの 3 種類があります（図 1）。

の他のアナログ・デバイスを密結合してリアルタイム制御を実行した方が
全体的なシステム・コストの削減と効率および柔軟性の向上を実現できま

が予想されます。

した伝統的な手法は時代遅れで負担の大きなものとなりつつあり、エンジニ

者など、IP の調達元が複雑化、多様化しているため、伝統的な電気 / EDA、

アリング企業は開発期間の短縮につながる新しい手法を模索しています。こ

ソフトウェア / ALM、機械 / PLM の各エンジニアリング領域を横断したプ

うした手法には、単に設計の複雑化に対応できるだけでなく、要件が急速に

ロセスとツールの統合がこれまで以上に重要になってきます。特に、ソフト

変化する環境にも対応できることが求められます。このように要件とソフト

ウェアの複雑化と潜在的なコネクティビティ・パラダイムの増加により、シ

ウェア・コード作成の両方が急速に変化する中、エンジニアリング企業にとっ

ステム全体の機能とセキュリティのテストがますます難しくなっています。

て開発サイクル全体でより緊密な統合と協業を推進することの重要性がます

IoT のコネクティビティとサービス・モデルを最終的に実現するには、継続

ます高まっていると考えられます。今後、アジャイルなどのより反復的な開

的な改善と価値の進化が必要となります。このため、企業は今後予防的およ

発メソドロジを採用するエンジニアリング・チームが増えていけば、より高

び継続的にセキュリティと品質を管理していくことがますます強く求められ

度な統合と協業の重要性は高まる一方でしょう。

るでしょう。システム・ソフトウェアと完全性の改善に向けた基盤は、製品
開発サイクルの最初から構築していく必要があります。そのために必要とさ
れる高度なプロセス統合、トレーサビリティ、洞察力は、自動化ツールをよ
り広範かつ正式に導入するという方法でしか達成できません。
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しかも半導体サプライヤ、OEM、サードパーティのアプリケーション開発
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番に実行するという開発メソドロジが採用されてきました。しかし今やこう

フィジカル編

たプロセス技術で開発されていますが、今後はより先端プロセスへの移行

ら機器の機能はほぼ共通しているため、Android™または Linux® オペレー

Support Q&A

なスマートフォン / タブレットのアーキテクチャを利用しています。これ

論理合成編

でのリーク電流を最適化しているため、現在は主に 180nm などの成熟し

IoTの製品ライフサイクルは非常に長く、無期限のものも少なくありません。

伝統的に、組込みソフトウェア / システム開発では特定の設計タスクを順

Support Q&A

す。これらのデバイスはアナログが主体であり、スリープおよびオフ状態

サ・コア、外部 DRAM、LCD コントローラ、GPU などで構成される伝統的
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組込み業界が直面している最大の問題は、変化が加速していることにありま

ローエンドのエッジ・アプリケーション向けSoCではマイクロコントローラ・
これまでの IoT エッジ機器（実際の「モノ」に対するセンシング、計測、制御
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継続的エンジニアリングという分野の出現

術が最も一般的な選択肢となっています。
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たく新しいタイプの製品を合わせた IoT 機器全体の出荷数が 2020 年には
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リソースを利用できます。このクラスのエッジ機器では、28nm プロセス技
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ティング・システムを利用でき、IoTソフトウェア開発者は潤沢なメモリー・

ます。Gartner® 社の予測では、既存機器を「スマート化」した製品と、まっ
200 ～ 250 億台に達すると見られています。

全体的な設計の改善
変更管理の改善

急速に台頭する IoT 市場では今、投資とイノベーションが盛んに行われてい
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急速に台頭する IoT（Internet of Things）市場におけるローパワー設計のトレンド、そして IoT アプリケーション向け SoC の消費電力削減
に向けたシノプシスの IP 開発の取り組みについて、シノプシス、IoT 戦略マーケティング担当マネージャ、Ron Lowman がご説明します。
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DDR、MMU 付きアプリケーション・プロセッサ、LCD / GPU
65nm → 28nm（一部 40nm）
• Linux、
Android
• WiFi™、
Bluetooth® Smart Ready

IP：eFlash、NVM
90nm → 55nm（一部 40nm）
• RTOS：FreeRTOS™、Contiki、MQX™
• Bluetooth Smart、802.15.4

IP：電源、オーディオ、センサー
180nm（一部 130 / 110 / 90nm）
• RTOS：なし、制限付き RTOS
• Bluetooth Smart、802.15.4 など

•

•

•

•

•

•

図 1. IoT 機器のアーキテクチャの比較
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