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IoT 設計の 

新たなアプローチ 



IoT が 3 つのフェーズで進化を遂げる中、Arm

は数十年間にわたり IoT の進化をリードしてき

ました 
 
 

私たちはまず、計装に着手しました。大規模なエコシステ

ムと協力し、Arm が実現したコアテクノロジーにより、大規

模な環境で数十億個ものデバイスにマイクロコントローラー

が採用されました。その後、業界が相互接続へと移行す

る中、現在では Bluetooth から 5G までを対象に、私たち

は豊富な選択肢を取り揃えており、こうした「モノ」の同時

接続を可能にしています。 

モノのインターネット（IoT）の 3 つのフェーズ 

 

 

     

そして今では、インテリジェンスという IoT の第 3 フェーズに

突入しています。このフェーズでは、グローバル・インフラスト

ラクチャからクラウドまでの膨大な数のエンドポイントを対象

に、最新のテクノロジーとサービスが融合します。このフェー

ズが成功すれば、人々の生産性を向上させて、経済的

な成長を牽引し、世界の主要な難題を解決する機会を

創造するための新たな手段が確立し、スマートフォン業界

の「アプリエコノミー」の構造、スピード、規模にも匹敵する

新たな IoT エコノミーを牽引できるようになります。 

 
IoT 設計の変革 

この機会を捉え、IoTエコシステムの力を直ちに発揮できるよう、

Armは2021年10月、IoT設計を根底から変革するArm Total 

Solutions for IoT を発表しました。この業界初の取り組みに

は、3 つの要素があります。 

• 特定のユースケースを念頭に設計され、統合および実証済

みサブシステムである Arm Corstone を基盤とするフルスタッ

クのソリューション。 

 • 各種ソリューションをクラウド化し、物理的なシリコンの開

発を不要にする革新的な Arm Virtual Hardware。 

• Project Centauri などのエコシステム・イニシアチブによるソ

フトウェアの再利用。Project Centauriは、革新的な IoTソ

フトウェアを普及させるための規格や枠組みを推進する新

しい Arm のエコシステム・イニシアチブ。 

https://www.arm.com/ja/solutions/iot/total-solutions-iot
https://www.arm.com/ja/solutions/iot/total-solutions-iot


Arm Total Solutions for IoT は、標準規格ベースのソリュー

ションです。Linuxベースのシステムの場合、Project Cassiniと

Arm SystemReady によって、エッジにおけるクラウドネイティブ

のソフトウェア開発環境の利用と導入が容易になります。 

 

 Arm Virtual Hardware は、モデリング技術の進化を通じて

IoT 開発の新たな現実に対応する取り組みです。これは、

Arm ベース SoC、Corstone、サードパーティハードウェアの正

確なモデルとして、メモリやペリフェラルなどのシミュレーション 

 業により多くの時間を費やすことができます。クラウド環境を

活用した Arm Virtual Hardware によって、ソフトウェアのテ

ストインフラストラクチャの規模を容易に拡大でき、品質の

向上と同時に、ソフトウェアのリリース期間も短縮できます。

ハードウェア面に関しては、IPはArm Flexible Access経由

で提供されます。一方のソフトウェア面では、現在ではArm

の Github を通じ、Total Solutionsの包括的なソフトウェア

開発キット（SDK）を自由に利用できます。 

 

Armの Github にアクセスし、GitHub の検索バー

に「Total Solutions」と入力することで、Total 

Solutions の全リポジトリを確認できます。 

 

こ うした SDK と自社開発のソフトウェ アは、 AWS 

Marketplaceで Amazonマシンイメージとして提供されてい

る Arm Virtual Hardware 上で実行できます。この Arm 

Virtual Hardware AMI と Total Solution SDK の組み合わ

せは、Github Runnerのような、代表的な CI/CDワークフロ

ーの一部と連携します。 

 

Project Centauri は、Cortex-M ベースの IoT エンドポイントに

均一性をもたらすことで、Arm ベースの多様なハードウェアを

対象に、大規模な環境でソフトウェアを活用できます。さら

に、PSA Certifiedによって、IoTに必要なセキュリティが実現し

ます。 

 

  

用のメカニズムを提供します。その結果、ソフトウェアの開発

とテストをチップの出荷開始前に行うことで、あらゆる製品の

市場投入までの期間を短縮しつつ、IoT 製品の全体的な

設計サイクルを前倒しできます。こうした変革により、製品の

設計サイクルは数年規模で短縮され、あらゆる担当者は、

統合作業に要する時間を短縮し、製品とサービスの開発作 
  

https://www.arm.com/ja/products/flexible-access
https://github.com/ARM-software
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urbpq7yo5va7g
https://www.psacertified.org/


Arm 初の IoT 向けトータルソリューション 

初の Arm Total Solutionは、ML ベースの音声キーワー

ド認識など、汎用的な演算/ML ワークロードのユースケ

ースに対応しました。これは、Cortex-M55 と Ethos- U55

プロセッサーを実装した Arm Corstone-300 プラットフォー

ムの複数の構成をサポートしています。ユーザーは、こう

した構成から選択し、特定のワークロードに活用すること

ができます。クラウド環境にも対応しており、直ちにテスト

を開始できます。 

エコシステムでは、この設計アプローチと Arm の新しいツ

ールやプラットフォームを活用し、シンプルかつ最先端の

方法でソフトウェアを開発できます。また、Arm は 2022

年春、Arm Total Solutions for IoT にさらなる機能を追

加しました。 

 
 

 

Armのロードマップは、音声認識や物体認識などのアプリケーションを網羅しています。 

  

https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m55
https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-cpu/ethos/ethos-u55
https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-cpu/ethos/ethos-u55
https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-cpu/ethos/ethos-u55
https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-subsystems/corstone-300


  

IoT の未来 -  

実績ある基盤での

設計 



 

設計・開発作業の簡素化と迅速化 

Armがこの IoT設計の根本的な転換を発表したのは、設計プロセスを簡素化し、ハ

ードウェア IP、プラットフォームソフトウェア、ML モデルなどすべてを提供して製品開発

を合理化するためです。これにより開発者は、革新や差別化など本当に重要な点

に集中できます。 

Total Solutionsの中心となる Arm Corstoneは、統合および検証済みの IPサブシス

テムです。 

過去 3 年間では、Arm の Cortex-M55 ライセンシーの約 70%を含む、150 以上の

設計が Arm Corstone サブシステムを採用することで、市場投入までの期間を短縮

してきました。IoT の成長が次のフェーズを迎える中、パートナー各社は、開発サイク

ルの簡素化・迅速化を進める手段を求めていました。 

Arm Corstoneをベースにエコシステムと協力し、エンド・トゥ・エンドなツールのサポート、

堅牢な OS イネーブルメント、アプリケーション固有のリファレンスコードを追加すること

で、Arm Total Solutions for IoT は、すぐに実装・構築の可能な、包括的なソリュー

ションとなっています。ユースケース別のソリューションを提供することで、設計プロセス

の簡素化と製品開発の合理化に必要な要素がすべて揃います。 

 

 
  

https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m55
https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m55


最初の Total Solution for IoTは Corstone-300をベースとし、キーワード認識を主な用途として

いました。2022 年春、Arm はこれに 2 つを追加しました。 

• Corstone-310 と新しい Cortex-M85 をベースとし、音声認識に対応する新しい M クラス

の Total Solution。 

• クラウドネイティブのエッジプラットフォームに対応する Arm 初の Cortex-A Total Solution。

Corstone-1000 をベースとし、高いパフォーマンスを要するユースケースを想定。 

Armは、総合的なソリューションに必要なすべての要素を備え、なおかつ開発者が創造性を発

揮する自由度と柔軟性を確保しています。 

これらのソリューションをそのまま利用される方が多いとは思いますが、パートナーの皆様が

Corstone 310 と Corstone 1000 を他のユースケースに活用されることも想定しています。 

ロードマップからわかるように、視覚認識や物体認識などさらに複雑なユースケースに目を向

け、今後またさらなる更新を予定しています。 

Arm Total Solutions for IoT は、エンド・トゥ・エンドな開発体験を簡素化し、半導体企業から

OEM、クラウドサービス・プロバイダーまで、あらゆる人々を対象に IoT アプリケーションの開発・

導入を迅速化します。 

 

 

 

これらのテクノロジーをセキュアな IoT SoCに効果的に実装できるよう、Arm Corstoneで

は、SoC 設計の開始時に必要なすべての要素を提供しており、アーキテクチャの適切

な選択肢と、検証・実証済みのサブシステムを通じ、SoCの開発をより迅速・セキュアに

行えます。Arm Total Solutions for IoT は、エンド・トゥ・エンドな開発体験を簡素化

し、半導体企業から OEM、クラウドサービス・プロバイダー（CSP）まで、あらゆる人々

を対象に IoT アプリケーションの開発・導入を迅速化できます。 

  

https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-subsystems/corstone-310
https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m85
https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-subsystems/corstone-1000


Corstone のリファレンスパッケージ 

Corstone リファレンスパッケージには、サブシステムの拡張・完成に必要な、すべての関連す

るシステム IP が含まれており、複雑かつ多様な要件に対応可能な SoC を開発しつつ、パフ

ォーマンスと消費電力の二者択一でバランスを取ることが可能です。それぞれのサブシステム

は構成・修正が可能で、自社のニーズに応じてシステムをカスタマイズすることで、製品の差

別化に専念できます。Corstone のリファレンスパッケージは拡張性を重視した設計となってお

り、サブシステム SoC はサブシステム上で開発できます。 

では、Total Solution の基盤となる新しい Corstoneサブシステムを詳しく見てみましょう。 

Corstone-310 は、完全な修正権のあるリファレンスデザインを SoC 設計者に提供します。こ

れは、Cortex-M85 CPU をベースとしたセキュアで高性能のチップの基盤として機能し、音声

認識などの高度な用途に対応します。Corstone-310 は、CPU の高度な機能を生かし、設

計者がMCUの性能を引き上げられるよう開発されています。Cortex-M85の最先端のスカラ

演算および機械学習（ML）性能、さらにオプションの Ethos-U55 NPUのML高速処理機

能により、極めて高性能の MCU をこれまでになく容易に設計できます。 

 

 

 

• 最高性能の MCUベース設計 

• 新しい Cortex-M85 を採用 

• セキュアな IoTデバイスを実現 

• ユースケース：スマートスピーカー、ドローン、スマートサーモスタット 

  



次に、新しい Cortex-M85 を詳しく見てみましょう。 

高い演算処理性能に対するニーズを満たす上で、Cortex-M マイクロコントローラーシステム

の開発者には選択肢があります。現行のマイクロコントローラーでクロックサイクルあたりの処

理性能を高めるか、コードベースをより性能の高いマイクロプロセッサークラスに移行するかで

す。Cortex-M マイクロコントローラーには、デターミニズム、短い割り込みレイテンシ、最新の

低消費電力管理モード、TrustZone によるハードウェア実装のセキュリティ機能など、多くの

利点があります。 

Cortex-M85 は、セキュアで高性能のマイクロコントローラーにおける新しい基準を確立し、

ルネサス、NXP、STMicroelectronics などのパートナー各社から非常に注目を集めていま

す。 

M85 はマイクロコントローラーベースの高性能デバイスに最適な選択肢です。 

• M85 はML 向けの Armの Helium テクノロジーを活用し、DSPなしで高忠実度の音声

処理サポートを可能にします。Helium は、先行世代の Cortex-M と比べ、DSP 性能と

ML 性能の効率を何倍にも改善します。 

• どんな IoT システムや組み込みシステムにも、悪意ある侵害や意図しない機密データの

漏洩を防ぐセキュリティが必要です。Cortex-M85 は Armv8-M 対応の TrustZone を搭

載しています。さらに Cortex-M85 は、新しい Armv8.1-M ポインター認証・分岐ターゲッ

ト識別拡張（PACBTI）を統合し、開発者による PSA Certified レベル 2 セキュリティの

取得を助ける初の Cortex-M プロセッサーです。 

 • マイクロアーキテクチャレベルと新しい Corstone-310 ソリューションにおけるスカラ演算処理

性能の向上を踏まえ、M85は Ethos-U55 NPU と組み合わせられています。IoT分野の幅

広い高性能製品を実現可能です。 

 

 

Arm Corstone に関する詳細は、こちらをご覧ください。 

 

  

Cortex-M85が高性能の IoTデバイスを実現 
従来型と ML の両方のワークロードでクラス最高のパフォーマンス 

https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-subsystems/corstone-1000


「Arm Total Solutions for IoT は、IoT 製品メーカー

の開発作業を簡素化・合理化することで、当社の

シリコンパートナーから OEM、サービスプロバイダー 

まで、IoT エコシステムとバリューチェーン全体で、 

より短期間での収益化を実現します」 

Arm、IoT 事業担当バイスプレジデント、モハメド・アワッド（Mohamed Awad） 

 

 
 

Cortex-M85 は、過去にないレベルの性能を提供する最高性能の Cortex-M プロセッサー

です。6 CoreMarks/MHz、3 DMIPS/MHz を超える初の Cortex-M でもあります。このレベ

ルのスカラ演算処理は、最適化されたデュアル発行、選択的なトリプル発行機能、分岐

予測の改善、メモリシステムの強化など、マイクロアーキテクチャレベルでの数多くの革新的

な機能を備えています。 

Arm Helium Technology を統合した Cortex-M85は、先行世代に比べ何倍もの DSP 処

理と ML 処理性能を提供します。また、スタンドアロンでエンドポイントデバイスのキーワード

検出におけるML性能を 4倍に高めます。 

 

音声認識や自動スピーチ認識（ASR）など、高い負荷のMLユースケースが必要な場合

には、Ethos-U55 microNPU を搭載した音声認識対応 Corstone-310 Total Solution が

適しています。 

M85 は M クラスのファミリーにおける大きな前進です。事実上、Cortex-A に近い性能を提

供しつつ、MCUの利便性、デターミニズム、低消費電力を備え、さらに充実した Cortex-M

ソフトウェアエコシステムの多様性を利用できるという利点もあります。 

 

 
  

IoT開発の最大の課題は？ 

製品設計の遅れ 

非効率なソフトウェア開発環境 

拡張性の問題 



 
 
 
 

 

IoT市場には、MCUベースの SoC だけでなく、主要な Linuxディストリビューションをそのま

ま実行できる高性能プロセッサーが必要です。Arm Total Solutions for IoT はこのニーズ

に Corstone-1000 で対応します。Corstone-1000 は Cortex-A を統合し、Corstone-310

などの Cortex-M プロセッサーを使用したヘテロジニアスシステムの実装を容易にすること

で、高性能と極めて高い電力効率を兼ね備えたシステムを実現します。Cortex-A プロセ

ッサーは Cortex-A32から Cortex-A53 まで拡張可能なため、モバイル POSデバイス、ゲー

トウェイ、ハイエンドのスマートカメラなど、幅広いプラットフォームの実装が可能です。

Corstone-1000 には検証済みの構成オプションが数多くあります。 

セキュリティは Corstone-1000の定義に完全に組み込まれています。Secure Enclaveはそ

の重要なコンポーネントであり、Corstone-1000 に含まれる Cortex-M0+プロセッサーを使

用します。独立したシステムリソースと独立した OS を持つ Secure Enclave は、機密情報

の保存や処理に適したセキュアな環境となります。Corstone-1000 は Secure Enclave に

より、PSA レベル 2 対応認定を受けています。 

  



  

Arm Corstone の拡張と新たなソリューションの実現 

Corstone 310 と Corstone 1000 を追加するなど、Total Solutions for IoT の中核として

Corstone にさらに投資することで、Armは IoT 市場や組み込み市場の幅広いユースケ

ースにおいて開発者のニーズに応えていきます。 



  

Arm Virtual 

Hardware -  

市場投入までの 

期間を短縮 



物理ハードウェアへの依存を低減する、シンプ

ルで拡張性に優れたソリューション 

従来の IoTアプリケーションの開発作業は、ハードウェア・プラ

ットフォームの出荷時期に縛られており、これによって、柔軟

性や拡張性が制約を受けるケースも考えられます。さらに、

最新のテクノロジーが登場する際には、チップの出荷が開始

されるか、FPGA エミュレーションが作成されるまで、ソフトウェ

アの開発作業を開始できず、時間とコストを消費してしまい

ます。 

Arm Virtual Hardwareは、Corstoneサブシステムの仮想モ

デルとなるクラウドベースの製品であり、物理的シリコンなし

でのソフトウェア開発を可能にします。これにより Arm のエコ

システムは、大規模なカスタムハードウェア会社なしに最新

のクラウドベースの開発と CI/CD を容易に導入できます。し

たがって Arm Virtual Hardwareは製品の設計サイクルを大

幅に短縮することになります。 

Arm Virtual Hardware は、物理ハードウェアへの依存を低

減させると同時に、組み込みエッジ向けのクラウドネイティブ

なソフトウェア開発など、新たなパラダイムの扉を開きます。

Arm Virtual Hardware は、エンドポイント機器向けの仮想

マシンのようなもので、ArmベースSoCの機能を正確に再現

し、ソフトウェアから見える動作をシミュレートしつつ、基礎と 

 

 

課題：一般的な 5 年の開発サイクルの場合、アプリケーション開発はハードウェア設計の後

追い状態となっています。 

    

 なるハードウェアの複雑性を抽象化します。   

  



物理ハードウェアの出荷時期に関するボトルネックが解消さ

れることで、ソフトウェアエンジニアリング・チームは、かつてな

いほどのメリットが得られます。 

こうしたメリットがある一方で、従来型の組み込みワークフロ

ーの場合、開発者の効率性に加えて、ソフトウェア・ワークロ

ードに関するビジネス上の意思決定では、品質管理データ

を確保する必要があり、この 2 つの要素が制約となっていま

した。Arm Virtual Hardware では、今日のモダンなクラウド

環境の拡張性を活用することで、このような従来の課題を

解決します。例えば、チームがソフトウェアのテスト期間を半

分にしたい場合や、テストカバレッジを 2 倍にしたい場合は、

継続的インテグレーション（CI）のクラウド環境でインスタン

ス化された Virtual Hardware の数を 2 倍にするだけです。

Arm Virtual Hardware を使用すれば、IoT ソフトウェア製品

の一般的なライフサイクルの足かせとなる、物理的なラボス

ペースや、同様の物流タスクの管理が不要になります。 

クラウドベースで革新を加速 

Arm Virtual Hardwareの機能は、Arm CPUのシミュレーショ

ンに留まるものではありません。メモリ・サブシステムやペリフェ

ラルについても、シミュレーションの正確なメカニズムを提供し

ます。そのため、Arm Virtual Hardware は、ベアメタルの開 

 

 

解決策：ハードウェアの設計と同時にクラウドの開発が可能なことで、サイクル期間は 5 年か

ら 3年に短縮されます。 

    

 発から、LinuxなどのリッチOSによるカーネルやアプリケーショ

ンの開発にも適しています。 

Arm Virtual Hardware の現行リリースでは、オーディオフロ 

 ントエンドなどの一般的な I/Oフォーマットを模倣する「仮想ペ

リフェラル・ドライバー」を提供します。ユーザーは、自社製品

に求められる適切なアナログ-デジタルのデータストリーム用に

仮想ドライバーを構成します。将来的には、Arm とパートナー 
  



各社によって、追加のペリフェラル構成への投資を予定して

おり、顧客の製品に求められる、共通のデータ I/O 要件のさ

らなる軽減を進めていきます。 

Arm Virtual Hardwareは、基礎となるハードウェア設計の準

備が整うと同時に、Arm Total Solutions for IoT の一部とし

て提供されます。その結果、OEM を含むエコシステム全体に

おいて、チップが入手可能になるかなり前の段階から、新型

デバイス向けのソフトウェアの開発作業をスタートできます。

つまり、あらゆる関係者が市場投入までの期間を短縮で

き、シリコンパートナーにとっては、テープアウトの前に将来的

なチップに対する需要が生まれるという保険も得られます。

開発者は Arm Virtual Hardware の可能性を模索しつつ、

その他に求めている機能や特長についても率直に語ってくれ

ました。以下の 3 つが主な内容です。 

• すでに運用が開始され、IoT や組み込み機器に搭載さ

れている何十億個もの Arm ベースデバイスに対応する

Arm Virtual Hardware の追加 

• 既存の開発フローにおけるテスト、評価、開発のさらなる

合理化 

• さらに幅広いデバイスタイプのサポート 

 Arm はこのような明確なフィードバックを踏まえ、それに対応

すべく多くの形で投資しています。 

まず、Arm Virtual Hardware 製品の一環として、さらに多く

の Cortex-M プロセッサーのモデルを AWS で発表します。す

でに人気の高い Cortex-M モデル 7 つを追加しました。 

ツールに関しては、他のツールプロバイダーによる Armのサポ

ートを積極的に支援しています。最も一般的なソースコード

ホスティングサービスであるGitHubは、コンパイラや仮想ハー

ドウェアを含むArmツールをサービスに統合するよう求めてい

ます。これにより、ユーザーはすでに利用している場所で

Arm Virtual Hardware を入手し、複雑なセットアップから解

放されることになります。 

 

 
  



  

Armは Arm Virtual Hardware を Keil ツールにも

統合し、開発プロセスの一環となるようにしていま

す。Keil MDK Professional はすでに Cortex-M 

Arm Virtual Hardware を含み、それをローカルで

実行する機能によって従来の組み込み開発ワー

クフローにも対応しています。 

Arm は新しい Total Solution for Cortex-A と併

せ、Cortex-A53 だけでなく既存のサードパーティエ

コシステムのデバイスにも Arm Virtual Hardware

サポートを拡大する予定です。最初に追加するの

はNXPと STMicroelectronicsの人気サードパーテ

ィハードウェア、それに仮想 Raspberry Pi です。

Arm Virtual Hardware をエコシステムデバイスに

拡張することにより、独立系ソフトウェアベンダーや

Cloud サービスプロバイダーは、すでに運用されて

いる何十億個もの Arm ベースの IoT や組み込み

デバイスを活用できます。 

Arm Virtual Hardware は、設計の 

拡張と市場投入までの期間短縮をサポー

トします。詳細はこちら 

https://www.arm.com/blogs/blueprint/cloud-based-embedded-development


  

多様で断片化された

IoT バリューチェーンに

おけるワークロード 

ポータビリティを実現 

 



Project Centauri：大規模導入には標準化

が不可欠 

クラウドベースの開発環境は、さまざまな市場で重要なテクノ

ロジーとなっており、Arm は、エッジ向けの Project Cassini や

車載向けの SOAFEEなどのアクティビティを通じ、こうした環境

の実現をサポートしてきました。クラウドネイティブな

DevOps/MLOps主導型のソフトウェア開発ライフサイクルはこ

れまで、データセンターに革命をもたらしてきましたが、新しい

IoT エコノミーがこうしたペースや規模を達成するには、IoT 内

のテクノロジーが必要です。 

  

Project Centauri では、これを実現するにあたって、Arm の

Cortex-Mソフトウェアの豊富なポートフォリオを活用しており、

単一のMCUソフトウェア戦略の下で、補完的なイニシアチブ

を取りまとめています。こうしたイニシアチブは、Arm Total 

Solutions for IoTの基礎を構成しており、Open-CMSIS-Pack

などの基本的な規格、PSA CertifiedとTrusted Firmware-M

によるセキュアなデバイス管理、ユースケース別の IoT ソリュー

ションに対するエコシステムのサポートを、バリューチェーン全

体にもたらします。 

Project Centauri は、システムのさまざまな側面を標準化す

ることで、多様なハードウェアを対象に、ソフトウェアの活用を 

 
バリューチェーンのパートナー各社の課題を解決するため、Project Centauriでは、IoTの拡大に寄与する基礎を 

構築しています。 

   

可能にします。これにより、クラウドサービス、リアルタイム

OS、プラットフォーム・ソフトウェア・パッケージの提供を検討

中の IoT パートナー各社には、事業を拡大するための環

境が整います。PSA Certified に準拠したリファレンス実装

を提供する Trusted Firmware-M での Arm の取り組みも

Project Centauriの対象となっています。 

 

大規模な機会：IoT チップの市場規模は、昨年は

90億ドルに達し、2025年には約 190億ドルまで 

拡大する見通しです。 

  

  

https://www.arm.com/ja/solutions/infrastructure/edge-computing/project-cassini
https://www.arm.com/ja/solutions/infrastructure/edge-computing/project-cassini
https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/pdf/white-paper/WP_SOAFEE_JP.pdf
https://arm-software.github.io/CMSIS_5/Pack/html/index.html
https://arm-software.github.io/CMSIS_5/Pack/html/index.html
https://arm-software.github.io/CMSIS_5/Pack/html/index.html
https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/firmware/trusted-firmware/trusted-firmware-m
https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/firmware/trusted-firmware/trusted-firmware-m


  

Project Centauriでは、Project Cassini と同じコアを柱としつつ、Cortex-Mアーキテクチャに特化した標準規格とソフトウェアを提供します。具体的には、Arm とパートナー各社の既存

および新規のイニシアチブでは、幅広い採用と、迅速な拡大を目指して取り組みを一新しています。 

標準規格 

• Open-CMSIS-Pack は、ソフトウェア・コンポーネン

トを統合・管理し、組み込み/IoT プロジェクトで

コードの再利用を向上させるインフラストラクチャ

を提供するため、Linaro Incubation プロジェクト

として発足しました。 

• Open-CMSIS-CDIは、クラウド-接続型の IoTデバ

イス向けに、主要な抽象化レイヤーを提供する

イニシアチブとしてこれに参加します。 

セキュリティ 

• Arm とパートナー各社は今後も、PSA Certified

の成功に基づき、IoT/組み込み製品のセキュリ

ティ基準の向上に取り組んでいきます。 

• Trusted Firmware-M に つ い て は 、 PSA 

Certification の認証プロセスを迅速化し、より広

範な採用を実現すべく、Armは新たな投資を行

っています。 

エコシステム 

• 全体的なエコシステムの拡大について、段階的な

変化をもたらすため、Arm は現在、低コード/ノー

コード開発、ML Ops、クラウドサービスなどの分野

で革新的なパートナー各社と協業しています。 

https://www.open-cmsis-pack.org/
https://www.open-cmsis-cdi.org/


昨年 Project Centauri を発表したとき、Arm はさまざまな

ベンダーのソフトウェア・コンポーネントをパッケージ化し、提

供する方法を指定する CMSIS-Pack 規格について触れま

した。どの開発環境でも使える共通の形式を作ることによ

り、ソフトウェアベンダーは、CMSIS-Pack にすでに対応した

9,500のマイクロコントローラーと450のボード（その数は今

後も増加を続けると予想されています）に自社製品を展

開できます。 

Armは、IoTに使用されるMCUデバイスの共通デバイスイ

ンタフェースを定義する Open-CMSIS-CDI について Linaro

と協力しています。Open-CMSIS-CDI は、仮想デバイスと

物理デバイスで IoT アプリケーションのポータビリティを可能

にするものです。 

Arm には、Centauri 規格を中心としたリファレンス実装で

ある Open-IoT-SDK もあります。IoT 市場にとって、ベストプ

ラクティスの標準化や共通の作業方法の確立には長い時

間がかかりますが、Project Centauriへの関心の高さは、エ

コシステムが本当にその価値を認めていることを示していま

す。 

 

 

 

Project Centauri は、システムのさまざまな側面を標準化することで、多様なハードウ

ェア間でソフトウェアの活用を促進します。Project Centauri の詳細は、こちらをご覧く

ださい。 

  

  

https://www.arm.com/ja/solutions/iot/project-centauri


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まとめ 
  



 

IoT の可能性を開花する 
   

 

IoT がもたらすメリットは明白です。最新ソースの膨

大なデータを収集することでビジネスを変革し、分

散する演算リソースや AI/ML機能をプロセス内で活

用します。しかし、従来型の開発手法では、今後

の大規模な拡大には対応できません。 

システムの設計方法を抜本的に見直す Arm Total 

Solutions for IoT を活用すれば、バリューチェーン全

体で投資対効果（ROI）を拡大し、市場投入ま

での期間を大幅に短縮できます。この業界初の取

り組みでは、ユースケース別のシンプルなパッケージ

を通じ、ソフトウェアとハードウェアを統合管理しま

す。これらのソリューションをクラウド環境に対応させ

ることで、IoT向けのモダンな開発フローが実現し、ソ

フトウェア開発者にとっては、チップ入手前のアクセス

が可能です。 

 このプロセスでは、IoTの経済性を以下のように変革します。 

  • Arm Total Solutions for IoT は、特定のユースケースを

念頭に設計された、フルスタックのソリューションです。 

• Arm Virtual Hardwareを活用することで、チップの生産

前にクラウドソフトウェアの開発を直ちに開始できます。 

• Arm Corstone は、実績ある基盤として、事前に設計

済み、検証済み、実証済みのサブシステムを提供しま

す。 

• エコシステム・イニシアチブの Project Centauri は、定義

済みの標準規格を使用し、ソフトウェアの活用と大規模

な導入を実現します。 

   
  



Arm Total Solutions for IoT のロードマップ 

Arm は、Total Solutions for IoT のロードマップを今後数カ

月・数年間で展開し、引き続き、この包括的なソリューショ

ン・アプローチに力を入れていく予定です。新しい IoT のユー

スケースをターゲットとし、最新 IP もサポートします。将来性

にご期待ください。一方、顧客が作業を直ちに開始できるよ

う、IoT の開発環境を変革する基本ツールを以下の通り提

供しています。 

• Centauriベースの Arm Total Solution SDK は、下記 URL

からダウンロードできます。 

https://github.com/ARM- software/ATS-Keyword 

• Arm Virtual Hardware は、Amazon マシンイメージとして

提供されます。AWS との協力により、初期インフラ費用は

相殺されます。 

https://www.arm.com/ja/products/development- 

tools/simulation/virtual-hardware 
 

• Arm Corstone は現在、ライセンス提供を開始しており、

Arm Flexible Access を通じて利用できます。 

https://www.arm.com/ja/products/flexible-access 

 

 

 

IoT ソリューションを構築するテクノロジーライブラリの拡大 
多くの選択肢、セキュリティ、パフォーマンス、柔軟性によって開発者のニーズに対応 

https://www.arm.com/ja/products/development-tools/simulation/virtual-hardware
http://www.arm.com/products/development-
https://www.arm.com/ja/products/development-tools/simulation/virtual-hardware
http://www.arm.com/ja/products/flexible-access


新しいアプローチが重要な理由 

 Arm は新しいアプローチを構築し、IoT 市場と組み込み市場に必要なものを提供するにあたり、3 つの指針を定めまし

た。 

第 1 に規模。大規模に導入できる必要があります。これは開発者に、デバイスからデバイスへのソフトウェアの移植では

なく革新に力を注いでもらうためです 

第 2 に高速化。開発者のプロセスを合理化する必要があります。市場化期間を短縮し、製品の開発方法を簡素化

することが重要です。 

第 3 に活用。エコシステムを活用する必要があります。パートナーと協力し、何百万人もの開発者やデバイス製造企

業にアプローチする必要があります。 

Arm Total Solutionsの 3つの指針は、以下の主要理念を念頭に置いています。ここまで述べてきたように、Armはこの

3 つすべての分野に今後も投資を続けます。 

• Cortex-M85 などの IP を組み込んだ Corstone設計の追加。 

• 開発者に必要なものを提供する Arm Virtual Hardware ライブラリの拡大。 

• エコシステム全体への規格の普及を推進する強力な枠組み。革新をスピードアップする新しいソフトウェア要素。 

Armは、IoT設計への画期的なアプローチ、そしてエコシステムが革新と IoTの規模拡大を続けるために必要なツール、

テクノロジー、プラットフォームを初めて発表して以来、エコシステムから大きな反応をいただいていることを非常にうれしく

思っています。 
  



 

ご参照いただき、ありがとうございました。 

Total Solutions for IoT や 

その他の業界ニュースなど、

Arm の最新情報を引き続き

ご覧ください。 
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