Arm Flexible Access日本システムウエア事例

国内唯一Arm認定デザインパートナーが
活用する“柔軟なIP利用モデル”とは
最適なデバイス設計に向け、
さまざまな IP を試したいと考えるエンジニアを悩ませるのが “IP のライセンスコスト問題 ” だ。
国内屈指の技術力を誇る IoT ＆ AI ソリューションベンダーの日本システムウエア（NSW）は、その解決策として柔軟性の
高い提供モデル「Arm Flexible Access」を活用している。
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プロダクトソリューション事業本部全体としては、最近で

なく、あくまでも顧客の要望にあわせて望む形のチップを設
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モデルベース開発）を利用した開発や、車体制御などのソフ

き渡す、要するにデザインスタジオ的な役割を果たしている。

トウェア、ADAS やモバイルアプリケーションなども手掛け
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一番安心できるものを利用したい
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いるかという手順などもきちんと監査を行い、これに合格し
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しやすい」と語る。

Arm Flexible Accessが実現する
「迅速かつ精度の高い提案」

この「IP の品質」については、プロセッサそのものやそこ

では具体的にどんな使い方をしているのだろうか？通常デ
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の Interconnect といったクリティカルな部分では「やはり

りを行い、顧客が納得したら顧客が Arm とライセンス契約

Arm の IP を利用するのが一番安心できる。無償ライセンス

する。このライセンスを使って設計を始めるという形になる。

で利用できるオープン系の IP は、ここが一番ネックになる」

ただこの流れであれば、実際に IP を利用できるのは契約の

と桐原氏は強調する。

後になる。従って構成の見積もりは、複数の IP の取捨選択

Arm の IP を使うことでライセンスコストこそかかるが、そ
の分 Arm が品質を担保してくれることになる。ところがオー
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プン系の場合、品質は最終的に顧客が担保する必要がある。 用することで “ 顧客から相談を受けた時点で ” 複数の IP を
そのためには、単に論理検証だけでは足らず、物理検証や

組み合わせてシミュレーションを行うことが可能になった。

実際に製造後のテストなども厳しく行わなければならない。 「結果としてフィジビリティスタディの精度が大幅に向上。複
論理検証だけならまだ時間を掛ければ何とかなるが、物理
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一切発生しないため、時間が許す限りシミュレーションを
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どの移植に手間取ることも少なくない。一方、Arm ベースな

顧客の側としても、これは大きなメリットだ。従来、先進

らば既にエコシステムでのサポートが十分にあり、さまざま

的な ASIC の開発においては一定の不確実性を伴うケース
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る。総じて、開発全体に掛かるコストや期間において大きな

社内での稟議を通すのに一苦労ということは少なくない。お
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まけに契約をして IP を入手したものの、性能が足りなかっ

15 年以上の長きにわたり Arm の IP をベースにデザイン
パートナーとしてビジネスを続けていた NSW が 2018 年に

た、あるいは余ったといったマッチングミスも、しばしば発
生していた。性能不足だと最悪作り直しになりかねない。

認定された AADP だが、そのパートナーの技術力や過去の

ところが Arm Flexible Access を利用し、実際の IP を

実績、さらにはどんなツールを利用してどのように開発して

使って厳密なシミュレーションを行った結果として選択したコ

アであれば、稟議を通す際の説得力が増す上、マッチングミ

せない要素になりつつある。特に AI では、
エンドポイント向

スも大幅に軽減されることになる。こうしたメリットは、デザ

けに省電力である程度の性能を出すインタフェースエンジン

インハウスの役割を果たす NSW が Arm Flexible Access

のニーズが高い。

を利用でき、そしてこれをフルに生かせる技術力があるからこ
そ生まれるものだ。

顧客のニーズに寄り添った
ソリューション提案を
NSW が注力する IoT/AI 分野では、昨今はエッジやエン
ドポイントに近い部分でも処理能力や高セキュリティが欠か

「これらのニーズに対し、NSW では Cortex-M 系のプロ
セッサ＋セキュリティ機能に、NSW の AI インタフェースソ
リューションを組み合わせる提案を計画している。こうした
ケースでも、
さまざまなプロセッサ IP を組み合わせて評価を
行える Arm Flexible Access はとても有効。今後も Arm

Flexible Access を活用して、顧客のニーズに寄り添った形
でソリューションを提供していきたい」（桐原氏）
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