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 概要 
 

 

 

 

 

Arm Flexible Accessについて 

 

Arm Flexible Access では、幅広い Arm IP、ツール、トレーニングを無料または低コストで使ってみることができます。ポート

フォリオのどれを実験や設計に利用しても、ライセンス料金は製造時点まで発生せず、なおかつ最終的な SoC 設計に含ま

れる IP に対してのみ請求されます。 

 

Flexible Access のスタンダードレベルとエントリーレベルには、幅広い Arm CPU、専任サポート、トレーニング、開発ツール

が含まれます。 

 

DesignStart レベルでは、フィジカル IP のほか、一部の Arm IP、フォーラムサポート、オンライントレーニング教材、開発ツ

ールに無料でアクセスできます。 

 

また、Flexible Access に含まれる何千もの Arm Artisan フィジカル IP ライブラリは、幅広いファウンドリやプロセステクノロ

ジーノードでのシリコン実装や製造に無料で使用できます。 

 

詳細は https://www.arm.com/ja/products/flexible-access をご覧ください。 

 

起業間もないスタートアップ企業には、Arm Flexible Access for Startups を通じて Flexible Access のエントリーレベルを無

料でご利用いただけます。詳細は https://www.arm.com/ja/products/flexible-access/startupをご覧ください。 

 

Arm Flexible Accessの仕組み 
 

 

   

アクセス 設計 製造 

• 幅広い Arm IP、ツール、サービス 

 
• 設計権を含む年間アクセス料金 

 
• いつでも希望の（またはすべての）

IPパッケージをダウンロード可能 

• 必要に応じて自由にプロジェクトを

開始、変更、中止 

 
• 含まれる IP間で処理負荷を検討し

て、最適な設計を選択 

 
• 世界のどこでも Armのトレーニング

とサポートにアクセス 

• テープアウトに使用した IPにのみ

ライセンス料金が発生 

 
• 明瞭で簡潔な契約条件 

 

  

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


2 

Arm Flexible Accessの料金体系 
 

レベル DesignStart エントリー スタンダード 

アクセス料金 0 ドル 
80,000 ドル（年額） 

スタートアップは無料* 
212,000 ドル（年額） 

ライセンス料金（製造時に支払い） 使用した IPに基づいて設計あたりで計算** 

ロイヤリティ プロジェクト単位で計算、出荷個数に応じて支払い** 

 

*資金 500万ドル未満かつ年間収益 100万ドル未満で株式非公開のスタートアップ企業が対象 

**多数の Arm Artisanフィジカル IP ライブラリが無料 

 
Arm Flexible Accessに含まれるもの 
 

レベル DesignStart エントリー スタンダード 

含まれる製品 

一部の CPU とシステム IP 

フリーArtisan フィジカル IP 

ライブラリプログラム 

多数の CPU、GPU、Corstone ファウンデーション IP、システム IP、

セキュリティ IP、セーフティパッケージ 

 
フリーArtisan フィジカル IP ライブラリプログラム 

年間テープアウト数 

プロセッサー＆ 

システム IP 
1 

1 
Cortex-M0/M0+/M23/M3/ 

M4の 3 テープアウト 
無制限 

フィジカル IP 無制限 

Armの専門 

エンジニアによる 

テクニカルサポート 

プロセッサー＆ 

システム IP 

フォーラム形式のサポート。 

有料サポートもあり 
含まれる 

フィジカル IP フリーライブラリプログラムのフィジカル IPのサポートは除外 

評価、検討、完全な設計の権利 含まれる 

一部の対象製品に関するオンデマンドの 

初級オンライントレーニング参加シート 

2シート（本レベルに含まれる

CPUのみ対象） 
5シート 25シート 

ツールとモデル 

 
各サクセスキットの内容、および優れた 

製品の開発、リスクの削減、市場化期間の

短縮におけるメリットについてはこちらを 

ご覧ください 

1×ハードウェアサクセスキット 

評価版（90日間） 

1×ハードウェアサクセスキット 

 
3×ソフトウェアサクセスキット 

3×ハードウェアサクセスキット 

 
9×ソフトウェアサクセスキット 

Armサービストークン（トレーニング、設計

レビュー、オンサイトサポートに使用可能） 
別途購入 別途購入 

必要に応じて柔軟かつ速やかに 

サポートを受けられるサービストー

クン 15個（30,000 ドル相当）。 

3日間のオンサイトトレーニング 

または Armの専門エンジニアリン

グチームによる設計レビュー1回

に使用可能 

  

https://arm.com/success-kits
https://arm.com/success-kits
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スタンダード/エントリーレベル 
 

製品  説明 詳細情報 

Cortexプロセッサー 

Cortex-A53プロセッサー 

32 ビットと 64 ビットに対応する低消費電力プロセッサー。高性能と

低消費電力を要する多様なデバイスに応用可能。 

リファレンスデザインと対応システム IP は Corstone-700 で提供。プ
ロセッサーを統合する際、サブシステムに多少の修正が必要。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-a/cortex-a53 

Cortex-A35プロセッサー 

超高効率のスマートデバイスプロセッサーであり、最小、最高電力効

率の 32 ビット/64 ビット Arm アプリケーションプロセッサー。リファレ
ンスデザインと対応システム IP は Corstone-700 で提供。プロセッサ
ーを統合する際、サブシステムに多少の修正が必要。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-a/cortex-a35 

Cortex-A34プロセッサー 

超高効率で低消費電力の 64 ビット専用プロセッサー。リファレンスデ
ザインと対応システム IP は Corstone-700 で提供。プロセッサーを統
合する際、サブシステムに多少の修正が必要。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-a/cortex-a34 

Cortex-A32プロセッサー 
超高効率で低消費電力の 32 ビット専用プロセッサー。リファレンスデ
ザインと対応システム IPは Corstone-700で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-a/cortex-a32 

Cortex-A7プロセッサー 
幅広いデバイス向けに設計された電力効率の高いプロセッサー。消

費電力と性能のバランスを取り、さまざまな要件に対応。 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-a/cortex-a7 

Cortex-A5マルチプロセッサー 低消費電力と小さな実装面積で、仮想メモリ管理によって高度なオペ

レーティングシステムに対応する非常に小型の Cortex-A プロセッサ

ー。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-500で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-a/cortex-a5 

Cortex-A5ユニプロセッサー 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-a/cortex-a5 

Cortex-R52プロセッサー 
高性能とコスト効果の高い処理を必要とする先端のシリコンプロセス

に対応。機能安全を確保するリアルタイム性能を提供。 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-r/cortex-r52 

Cortex-R8プロセッサー 
タイミングのデッドラインを常に満たさなければならない高性能製品

に対応。 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-r/cortex-r8 

Cortex-R5プロセッサー 

信頼性、高可用性、フォールトトレランス、リアルタイム応答を要する

組み込みシステムに適した高性能のコンピューティングソリューショ

ン。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-r/cortex-r5 

Cortex-M55プロセッサー 

Helium ベクタ処理技術を採用した最初の Cortex-M プロセッサー。

DSP 性能と ML 性能を大幅に引き上げると同時に、低コストのエンド

ポイントデバイスにおける効率性の要件も満たす。 

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

Cortex-M7プロセッサー 
高エネルギー効率の Cortex-M プロセッサーファミリーの中で最高性

能の CPU。デジタル信号処理（DSP）命令を含む。 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-m/cortex-m7 

Cortex-M33プロセッサー 

コストと消費電力を重視するマイクロプロセッサーやミックスドシグナ

ル設計に最適。効率的なセキュリティやデジタル信号制御を必要とす

る用途に対応。新しい Arm カスタム命令により特定の処理負荷に対

する最適化が可能。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-201で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-m/cortex-m33 

Cortex-M4プロセッサー 

効率、使いやすい制御機能、信号処理機能を兼ね備え、デジタル信

号処理を必要とする用途に対応。 

対応システム IPは Corstone-101で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-m/cortex-m4 

Cortex-M3プロセッサー 

幅広いデバイスに低コストで低消費電力のソリューションを提供。実

装面積、性能、消費電力の好バランス。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-101で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-m/cortex-m3 

Cortex-M23プロセッサー 

Arm TrustZoneセキュリティを搭載した小型で低消費電力のマイクロ

コントローラ。ソフトウェアの分離とセキュリティを必要とする用途に最

適。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-102で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 
cortex-m/cortex-m23 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a53
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a53
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a35
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a35
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a34
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a34
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a32
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a32
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a7
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a7
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-r/cortex-r52
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-r/cortex-r52
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-r/cortex-r8
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-r/cortex-r8
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-r/cortex-r5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-r/cortex-r5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m55
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m55
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m7
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m7
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m33
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m33
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m4
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m4
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m3
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m3
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m23
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m23
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Cortex-M0+プロセッサー 
Cortex-M プロセッサーの中で最小面積かつ最低消費電力。センサ

ーやウェアラブルなど幅広い用途に対応。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-101で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 

cortex-m/cortex-m0-plus 

Cortex-M0プロセッサー 
小さな面積と高効率で、シンプルかつコスト重視のデバイスに最適。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-101で提供。 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 

cortex-m/cortex-m0 

Ethos機械学習プロセッサー 

Ethos-U55 

Ethos-U55 はニューラルネットワークを高速化する第一世代の

uNPU。組み込み市場をターゲットとし、Cortex-M プロセッサーととも

に動作。Ethos-U55 は 4 種類の構成によって複数の性能レベルに

調整できるため、スマートホーム機器、DTV、スマートスピーカーなど

幅広い用途に対応。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 

ethos/ethos-u55 

Ethos-U65 

Ethos-U55 の 2 倍のパフォーマンスを誇る Ethos-U65 は、高解像

度のスマートカメラ、スマートホームソリューション、音声アシスタント、

ドローン、ウェアラブルなどのエッジデバイスとエンドポイントデバイス

に新しい AI 機能を導入し、microNPU アーキテクチャによって 1 

TOP/s を達成。Ethos-U65 は DRAM ベースのシステムでの使用を

想定し、帯域幅の可用性を高めている。このため Ethos-U65 は、

Cortex-A ベースの高性能 SoC や、バッテリー駆動デバイスに適した

Cortex-Mベースの低消費電力 SoC（DRAM あり、または DRAM な

し）など、あらゆるクラスの組み込みシステムに使用可能。 

https://developer.arm.com/ip-products/ 

processors/machine-learning/arm-ethos-u/ 

ethos-u65 

Corstone IP 

Cortexプロセッサーのリファレンスパッケージと対応システム IP。シリコン設計を簡素化し、製品化期間を短縮。 

Corstone-1000 

Corstone-1000は、Cortex-Aおよび Cortex-M プロセッサーを統合

したリファレンスパッケージ。エンドポイント、ゲートウェイ、組み込み

アプリケーションなどをターゲットとしたセキュアで効率的な 64 ビット

Linux 対応 IoT システムオンチップ（SoC）の構築を目的としている。

Corstone-1000 のシステムアーキテクチャは、Cortex-A53、

Cortex-A35、Cortex-A32 プロセッサーのいずれかと最大 2 個の

Cortex-M ベースシステムを搭載。また高度な電力管理、認証デバッ

グ、信頼の基点となるスタンドアロンの Secure Enclave for PSAハー

ドウェア、セキュリティ強化専用のファイアウォール IP など、検証済

みのサブシステムを採用。必要なシステム IP とリファレンスソフトウェ

アスタックをすべて含み、設計の具現化と将来的な修正に対応。暗号

化アクセラレータをオプションとして提供。 

詳細はアカウントマネージャーにお問い合わせ 

ください。 

Corstone-500 

Corstone-500 は統合済みのリファレンスパッケージと充実したシス

テム IPにより、Cortex-A5 CPUをベースとした Linux対応の高性能

システムオンチップの構築に対応。Corstone-500 は FPGA イメー

ジ、すぐに使用可能な Linux サポート、シミュレーションモデルを含

み、製品化期間の短縮と開発リスクの削減に貢献。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-500 

Corstone-300 

Arm Corstone-300 は、リファレンスパッケージとシステム IP パッケ

ージを含み、信号処理や機械学習システムに適した出発点。Arm 

Cortex-M55 プロセッサーを設計の中心として AMBA AXI と

TrustZone でシステム全体を保護し、電力管理機能も内蔵。IP、

FPGA、FVP プラットフォーム、TF-M などのオープンソースソフトウェ

アも SoC開発をスピードアップし、リスクを低減。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-300 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m0-plus
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m0-plus
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m0
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m0
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ethos/ethos-u55
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ethos/ethos-u55
https://developer.arm.com/ip-products/processors/machine-learning/arm-ethos-u/ethos-u65
https://developer.arm.com/ip-products/processors/machine-learning/arm-ethos-u/ethos-u65
https://developer.arm.com/ip-products/processors/machine-learning/arm-ethos-u/ethos-u65
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-500
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-500
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-300
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-300
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Corstone-201 

Cortex-M33 プロセッサーでセキュアなシステムオンチップを構築す

るためのリファレンスパッケージとシステム IP。各種のシステム IP コ

ンポーネントのほか、プロセッサー、メモリ、デバッグ、セキュリティ、

電力制御を統合するリファレンスデザインサブシステムを含む。性能

と電力効率のバランスが重視される普及帯市場向け。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-201 

Corstone-102 

小型、低コスト、高エネルギー効率の SoC 開発に適した柔軟なリファ

レンスパッケージとシステム IPを提供。Arm Cortex-M23プロセッサ

ーをベースとし、セキュア IoT向けの低コストデバイス市場がターゲッ

ト。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-102 

Corstone-101 

Cortex-M3 をベースとするリファレンスパッケージのほか、各種のシ

ステム IP コンポーネントを含む。Arm Cortex-M0/Cortex-M0+/ 

Cortex-M3/Cortex-M4 プロセッサーを使用した SoC の設計に必要

なすべての基本システム要素を提供。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-101 

Maliマルチメディア処理 

Mali-G52グラフィックスプロセッ

サー 

普及価格帯のデバイスで高度なビジュアル体験を実現し、機械学習

機能を向上。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

multimedia/gpu/mali-g52 

Mali-G31グラフィックスプロセッ

サー 

IoT などの小型デバイスをターゲットとし、Bifrost アーキテクチャをベ

ースとする初の超高効率 GPU。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

multimedia/gpu/mali-g31 

Mali-C32画像信号プロセッサー 

高精度で高ダイナミックレンジの画像信号プロセッサー。実装面積に

最適化。低消費電力でコスト重視の組み込みビジョンデバイスに最

適。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

multimedia/image-signal-processor/mali-c32 

Mali-C52画像信号プロセッサー 
最先端の画像信号処理により、クラス最高レベルのダイナミックレン

ジ画質をリアルタイムで提供。性能または実装面積に最適化可能。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

multimedia/image-signal-processor/mali-c52 

Mali Arm Frame Buffer 

Compression（AFBC） 

Arm 以外のマルチメディア IP ブロックと簡単に統合し、SoC 全体で

Arm Frame Buffer Compression（AFBC）を活用。AFBCが必要なマ

ルチメディアシステム帯域幅を最小化し、SoC の消費電力を大幅に

削減。 

https://www.arm.com/why-arm/technologies/ 

graphics-technologies/arm-frame-buffer-

compression 

CoreLink インターコネクト 

CoreLinkCCI-550キャッシュコヒ

ーレントインターコネクト 

big.LITTLE、コヒーレントアクセラレータなど最大 6 つのクラスターと

完全なコヒーレンシを維持。内蔵スヌープフィルターによる高い性能と

電力効率。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/corelink-interconnect/cci-550 

CoreLinkCCI-500キャッシュコヒ

ーレントインターコネクト 

big.LITTLE、コヒーレントアクセラレータを含む最大 4 つのクラスター

と完全なコヒーレンシを維持。内蔵スヌープフィルターによる高い性能

と電力効率。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/corelink-interconnect/cci-500 

CPE-425付きの CoreLinkCCI-

400キャッシュコヒーレントインタ

ーコネクト 

2 つのクラスターのマルチコア CPU 間で完全なキャッシュコヒーレン

シを維持。デバイスの big.LITTLE処理と I/O コヒーレンシを可能に。 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/corelink-interconnect/cci-400 

CoreLink NIC-450ネットワーク

インターコネクト 

ネットワークオンチップの特性を利用した高度に構成可能なトポロジ

ーにより、高性能で最適化済みの AMBA 準拠 SoC 接続を構築

（QoS と Thin リンクを含む）。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/corelink-interconnect/nic 

CoreLink NIC-400ネットワーク

インターコネクト 

ネットワークオンチップの特性を利用した高度に構成可能なトポロジ

ーにより、高性能で最適化済みの AMBA準拠 SoC接続を構築。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/corelink-interconnect/nic 

https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-201
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-201
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-102
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-102
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-101
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-101
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/gpu/mali-g52
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/gpu/mali-g52
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/gpu/mali-g52
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/gpu/mali-g31
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/gpu/mali-g31
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/gpu/mali-g31
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/image-signal-processor/mali-c32
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/image-signal-processor/mali-c32
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/image-signal-processor/mali-c32
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/image-signal-processor/mali-c52
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/image-signal-processor/mali-c52
https://www.arm.com/products/silicon-ip-multimedia/image-signal-processor/mali-c52
https://www.arm.com/why-arm/technologies/graphics-technologies/arm-frame-buffer-compression
https://www.arm.com/why-arm/technologies/graphics-technologies/arm-frame-buffer-compression
https://www.arm.com/why-arm/technologies/graphics-technologies/arm-frame-buffer-compression
https://www.arm.com/why-arm/technologies/graphics-technologies/arm-frame-buffer-compression
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-550
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-550
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-550
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-400
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-400
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/cci-400
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/nic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/nic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/nic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/nic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/nic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/corelink-interconnect/nic
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CoreLink DPE-400データパリテ

ィ拡張 

CoreLink NIC-400 ネットワークインターコネクトのライセンス可能拡

張である DPE-400 は、AXI WUSER/RUSER、AHB HWUSER/ 

HRUSER 信号を使用して読み出し/書き込みデータペイロードのパリ

ティ情報を伝送。 

https://developer.arm.com/ 

documentation/100591/0100/dpe-400-overview 

CoreLink ADB-400 AMBA ドメイ

ンブリッジ 

電源、クロック、電圧ドメインの異なる 2 つのコンポーネントやシステ

ム間の非同期ブリッジ。 

https://developer.arm.com/ip-products/ 

system-ip/corelink-interconnect/corelink-

network-interconnect-family 

CoreLink PCK-600パワーコント

ロールキット 

システム電力とクロック管理のインフラの統合を容易にするシステム

IP群を装備したパワーコントロールキット。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/system-controllers/pck-600 

CoreLink XHB-400 AXI4-AHB

ブリッジ 

AXI4 スレーブインタフェースと AHB-Lite マスターインタフェースを介

して AXI4プロトコルを AHB-Liteプロトコルに変換。 

https://developer.arm.com/ip-products/ 

system-ip/corelink-interconnect/corelink-

network-interconnect-family 

CoreLink XHB-500 AMBA AXI5 から AHB5、AHB5から AXI5のブリッジとして機能。 
https://developer.arm.com/docs/101375/latest/ 

introduction/about-the-xhb-500-bridges 

CoreLink SIE-300 

自由に構成可能な AXI5 セキュリティ対応コンポーネント群により、セ

キュリティに対応しないペリフェラルやメモリを保護し、信頼できるソフ

トウェアのみペリフェラルやメモリにアクセスできるようにする。SIE-

300はクロック同期ブリッジとアクセス制御ゲートも装備。 

https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/corelink-interconnect/corelink-sie-300 

CoreLinkシステムコントローラ 

CoreLink AHBキャッシュ 

プロセッサーキャッシュ（データ用または汎用）またはシステムキャッ

シュとして実装可能。コードにもデータにも使用可能。キャッシュは

AHB5 データインタフェースと APB 構成インタフェースを持ち、いず

れも TrustZone for Armv8-Mをサポート。 

https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/system-controllers/cache-controllers 

CoreLink SIE-200 AHBシステム

IP 

CoreLink SIE-200 システム IP は、セキュアな AHB システムを簡単

に構築するためのインターコネクト、ペリフェラル、TrustZone コントロ

ーラコンポーネントを含む。 

https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/corelink-interconnect/corelink-sie-200 

Corelink DMA-350 

CoreLink DMA-350 はエンドポイント AI システム、特に Cortex-

M55 プロセッサーをベースとしたシステムをターゲットとする AXI 

DMA コントローラ。効率的なデータ移動によってシステムの消費電

力を削減し、パフォーマンスを高めることを目的に設計されている。 

 

CoreLink DMA-330 AXI DMA

コントローラ 

AXI ベースのシステムで性能向上と消費電力削減を可能にする高性

能 DMA コントローラ。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/embedded-system-design/dma-330 

CoreLink DMA-230 AHBマイク

ロ DMA コントローラ 

AHB ベースの Cortex-M システムをターゲットとする低ゲート数

（3,000～10,000ゲート）のマイクロ DMAエンジン。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/embedded-system-design/dma-230 

CoreLink GIC-500汎用割り込み

コントローラ 

Armv8.0-A プロセッサーへの割り込みを検出、管理、仮想化、分配。

最大 128 個のシングルスレッドコアと 960 本の共有割り込みを構成

可能。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/system-controllers/gic 

CoreLink GIC-400汎用割り込み

コントローラ 

ARMv7 プロセッサーへの割り込みを検出、管理、仮想化。最大 8 個

のコアと 480本の共有割り込みを構成可能。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/system-controllers/gic 

PL192ベクタ割り込みコントロー

ラ 

高度なベクタ割り込みコントローラでプログラム可能な優先度とマス

キング機能で最大 32本のベクタ割り込みをサポート。 

https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/system-controllers/peripheral-controllers 

CoreLink TZC-400 TrustZoneア

ドレス空間コントローラ 

メモリまたはペリフェラルへのトランザクションにセキュリティチェックを

実行。最大 8つの領域を構成可能。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

security/address-space-controllers 

CoreLink L2C-310 AXI レベル 2

キャッシュコントローラ 

通常、Cortex-A5 とともに使用される、Arm AXI プロセッサーに対応

するよう設計され、最適化された高性能の AXI レベル 2 キャッシュコ

ントローラ。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/embedded-system-design/l2c-310 

https://developer.arm.com/documentation/100591/0100/dpe-400-overview
https://developer.arm.com/documentation/100591/0100/dpe-400-overview
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/pck-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/pck-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/pck-600
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-network-interconnect-family
https://developer.arm.com/docs/101375/latest/introduction/about-the-xhb-500-bridges
https://developer.arm.com/docs/101375/latest/introduction/about-the-xhb-500-bridges
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-sie-300
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-sie-300
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers/cache-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers/cache-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers/cache-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-sie-200
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/corelink-interconnect/corelink-sie-200
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/dma-330
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/dma-330
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/dma-330
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/dma-230
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/dma-230
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/dma-230
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/gic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/gic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/gic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/gic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/gic
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/gic
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers/peripheral-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers/peripheral-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers/peripheral-controllers
https://www.arm.com/products/silicon-ip-security/address-space-controllers
https://www.arm.com/products/silicon-ip-security/address-space-controllers
https://www.arm.com/products/silicon-ip-security/address-space-controllers
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/l2c-310
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/l2c-310
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/embedded-system-design/l2c-310
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CoreLink MMU-500システムメ

モリ管理ユニット 

キャッシングとメモリ仮想化の機能を含むシステムメモリ管理ユニッ

ト。メモリ保護とアクセス制御を強制し、複数のゲスト OS がハイパー

バイザによって管理されている仮想化システムでの使用を想定。

Armv8-A と Armv7-Aをサポート。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/ system-controllers/mmu 

BP140 AXI内部メモリインタフェ

ース 
AXIからオンチップ SRAMへのインタフェース。 https://developer.arm.com/docs/dto0009/a 

BP141 TrustZone AXI メモリイン

タフェース 

Arm TrustZone 保護機能をサポートし、セキュアなメモリ領域を確保

する AXIからオンチップ SRAMへのインタフェース。 

https://developer.arm.com/products/system-ip/ 

system-controllers/other-system-controllers 

ペリフェラルコントローラ 

PL011 UART（ユニバーサル非同

期レシーバー/トランスミッター） 

UART、SPI、リアルタイムクロック用のペリフェラルコントローラ。 

https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/system-controllers 

PL022 SPI（同期シリアルポート） 
https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/system-controllers 

PL031 RTC（リアルタイムクロッ

ク） 

https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/system-controllers 

CoreSight デバッグ＆トレース 

CoreSight SoC-600デバッグ＆ト

レース 

広帯域幅のデバッグ＆トレースソリューションに対応。リモートとロー

カルでのデバッグアクセス、トレースのルーティングと終端、クロストリ

ガ機能、タイムスタンプ機能を含む。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/soc-600 

CoreSight SoC-600Mデバッグ

＆トレース 

マルチコアの Cortex-M ベースの SoC に対応するデバッグ＆トレー

スコンポーネント。リモートとローカルでのデバッグアクセス、トレース

のルーティングと終端、クロストリガ機能、タイムスタンプ機能を含む。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/soc-600M 

CoreSight SoC-400デバッグ＆ト

レース 

デバッグアクセストレース生成の操作と出力、クロストリガ機能、タイ

ムスタンプ機能を含む構成可能なコンポーネント。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/soc-400 

CoreSight SDC-600セキュアデ

バッグチャネル 

シリコンベンダーやツールベンダーによる防御やデバッグアクセスの

監視を可能にするとともに、暗号化機能やデバッグ証明書認証との

緊密な協調により、デバイスのセキュリティニーズに対応。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/sdc-600 

CoreSight SDC-600 

シリコンベンダーやツールベンダーによる防御やデバッグアクセスの

監視を可能にするとともに、暗号化機能やデバッグ証明書認証との

緊密な協調により、デバイスのセキュリティニーズに対応。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/sdc-600 

CoreSight ELA-600組み込みロ

ジックアナライザー 

極めて高いデータトレース効率と処理能力を誇るロジックアナライザ

ー。実行時の信号監視と制御によりシステム効率を向上。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/coresight-ela-600 

CoreSight ELA-500組み込みロ

ジックアナライザー 

SoC 内の低レベルの信号を効果的に監視し、データ破損の根本原因

を探る組み込みロジックアナライザー。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/coresight-ela-500 

CoreSight STM-500システムト

レースマクロセル 

システムの動作や性能に影響を与えないリアルタイムソフトウェア計

測のトレースソース。すべてのソフトウェア開発者に対し、ソフトウェア

とハードウェアの実行を低コストかつリアルタイムで可視化。64 ビット

のメモリインタフェースをサポート。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/coresight-stm-500 

CoreSightシステムトレースマク

ロセル 

32 ビットのメモリインタフェースをサポートするシステムトレースマクロ

セル。 

https://developer.arm.com/ip-products/system-

ip/coresight-debug-and-trace/coresight-

components/system-trace-macrocell 

CoreSight トレースメモリコントロ

ーラ 

自由に構成可能なトレースコンポーネントでバッファや FIFO へのトレ

ースバスの終端、あるいは AXI 経由でトレースデータをメモリやオフ

チップのインタフェースコントローラにルーティング。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

system/coresight-debug-trace/coresight-tmc 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/mmu
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/mmu
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/system-controllers/mmu
https://developer.arm.com/docs/dto0009/a
https://developer.arm.com/products/system-ip/system-controllers/other-system-controllers
https://developer.arm.com/products/system-ip/system-controllers/other-system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/system-controllers
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-600M
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-600M
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-600M
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-400
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-400
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/soc-400
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/sdc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/sdc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/sdc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/sdc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/sdc-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-ela-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-ela-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-ela-600
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-ela-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-ela-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-ela-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-stm-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-stm-500
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-stm-500
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/coresight-debug-and-trace/coresight-components/system-trace-macrocell
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/coresight-debug-and-trace/coresight-components/system-trace-macrocell
https://developer.arm.com/ip-products/system-ip/coresight-debug-and-trace/coresight-components/system-trace-macrocell
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-tmc
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-tmc
https://www.arm.com/products/silicon-ip-system/coresight-debug-trace/coresight-tmc
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認証済みライブラリと FuSa RTS 

FuSa RTS 

FuSa RTS は、安定したリアルタイムオペレーティングシステム

（RTOS）、独立したプロセッサー抽象化レイヤ（CMSIS-Core）、Arm

アーキテクチャの専門家によって Cortex-Mプロセッサー向けに最適

化された検証済みの Cライブラリを開発者に提供。 

https://developer.arm.com/tools-and-

software/embedded/fusa-run-time-system 

認証済み C ライブラリ 

安全開発専用に実装/最適化された約 200 の関数を含む標準 C ラ

イブラリのサブセット。 

 

IEC 61508（産業） – SIL 3に対応 

ISO 26262（車載） – ASIL D、EN 50128（鉄道） – SIL 4 

IEC 62304（医療） – クラス C。安全マニュアルと欠陥レポートを含む

独自のクオリフィケーションケーションキットが付属。 

https://developer.arm.com/tools-and-

software/embedded/arm-compiler/safety 

Artisan フィジカル IP 

TSMC 22ULL対応 Cortex-M33 

PIK 

TSMC 22ULL プロセッサーノードで Artisan フィジカル IP を使用し、

低リスクで Cortex-M33 を実装するためのリファレンスフロー。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

physical 

TSMC 22ULL対応 Cortex-M55 

PIK 

TSMC 22ULL プロセッサーノードで Artisan フィジカル IP を使用し、

低リスクで Cortex-M55 を実装するためのリファレンスフロー。 

TSMC 22ULL対応 Ethos-U55 

PIK 

TSMC 22ULL プロセッサーノードで Artisan フィジカル IP を使用し、

低リスクで Ethos-U55 を実装するためのリファレンスフロー。 

Artisan メモリコンパイラ TSMC 
22ULL 

メモリコンパイラ、ロジックライブラリ、GPIO、ドキュメンテーションを含

む TSMC 22ULL対応のフィジカル IP ソリューション。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

physical 

Artisan SC7MCロジックライブラ
リ TSMC 22ULL 

Artisan SC6MCロジックライブラ
リ TSMC 22ULL 

Artisan SC9 ThGOロジックライ
ブラリ TSMC 22ULL 

Artisan GPIO TSMC 22ULL 

Artisan ドキュメンテーション
TSMC 22ULL 

https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/fusa-run-time-system
https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/fusa-run-time-system
https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/arm-compiler/safety
https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/arm-compiler/safety
https://www.arm.com/products/silicon-ip-physical
https://www.arm.com/products/silicon-ip-physical
https://www.arm.com/products/silicon-ip-physical
https://www.arm.com/products/silicon-ip-physical
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Artisan フィジカル IP – フリーライブラリプログラム 

Artisan フィジカル IP - フリーライブラリプログラムに含まれる多数のフィジカル IP ライブラリの詳細はこちら： 

https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-physical 
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nm 
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nm 
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nm 
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nm 
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nm 

110 
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130 

nm 

150 
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152 

nm 

160 

nm 

180 

nm 

250 

nm 

TSMC      • •  • • • • • • • • • • • 

Samsung • •  •  •  •  •          

Global 
Foundries 

  • •  • • • • •  • • •    • • 

UMC     • • •  • • • •  • •   • • 

SMIC      • •   •  • • • •   •  

XMC         •           

SK Hynix            •        

Silterra             • • •   •  

HHGrace             • •    •  

DB HiTek             • •    •  

Vanguard             •     • • 

MagnaChip              •    •  

CSMC              •      

TowerJazz              •    •  

HeJian                 • •  

1st Silicon                  • • 

HHNEC                  •  

https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-physical
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セーフティパッケージ 

Cortex-A53セーフティパッケージ 

セーフティパッケージは、チップ開発者が機能安全に対応する SoC を

設計する際に使用する情報を提供。安全認証を取得するプロセスも容

易にする。プロセッサー別のドキュメンテーションも含む。 

 

Cortex-R52、Cortex-R5、Cortex-M33、Cortex-M4、Cortex-M3、

Cortex-M0+セーフティパッケージは、ライブラリの統合を可能にする

各ソフトウェアテストライブラリ（STL）へのアクセスを提供。 

https://www.arm.com/why-arm/technologies/ 

safety 

Cortex-R52セーフティパッケージ 

Cortex-R5セーフティパッケージ 

Cortex-M33セーフティパッケー

ジ 

Cortex-M23セーフティパッケー

ジ 

Cortex-M7セーフティパッケージ 

Cortex-M55セーフティパッケー

ジ 

Cortex-M4セーフティパッケージ 

Cortex-M3セーフティパッケージ 

Cortex-M0+セーフティパッケージ 

トレーニング 

Armオンデマンドオンライントレー

ニング 

Arm オンデマンドオンライントレーニングは、シリコン開発時間を短縮

し、必要な知識を必要なときと場合に提供する豊富なトレーニングコン

テンツを含む。Arm CPU アーキテクチャ、AMBA バスプロトコル、

Arm ツール/モデルなどのトピックがあり、500 個以上の小動画（知識

確認テスト付き）で提供される。 

 

オンライントレーニングの翻訳は韓国語、簡体/繁体中国語、日本語で

提供。利用の問い合わせはアカウントマネージャーまで。 

www.arm.com/support/training 

 

https://www.arm.com/why-arm/technologies/safety
https://www.arm.com/why-arm/technologies/safety
https://www.arm.com/why-arm/technologies/safety
http://www.arm.com/support/training
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DesignStart レベル 
 

製品  説明 詳細情報 

Cortexプロセッサー 

Cortex-A5マルチプロセッサー 

低消費電力と小さな実装面積で、仮想メモリ管理によって高度なオペレ

ーティングシステムに対応する非常に小型の Cortex-Aプロセッサー。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-500で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/ 

cortex-a/cortex-a5 

Cortex-M3プロセッサー 

幅広いデバイスに低コストで低消費電力のソリューションを提供。実装面

積、性能、消費電力の好バランス。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-101で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

cpu/cortex-m/cortex-m3 

Cortex-M23プロセッサー 

Arm TrustZone セキュリティを搭載した小型で低消費電力のマイクロコ

ントローラ。ソフトウェアの分離とセキュリティを必要とする用途に最適。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-102で提供。 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-

cpu/cortex-m/cortex-m23 

Cortex-M0プロセッサー 
小さな面積と高効率で、シンプルかつコスト重視のデバイスに最適。 

リファレンスデザインと対応システム IPは Corstone-101で提供。 
https://www.arm.com/products/silicon-ip-

cpu/cortex-m/cortex-m0 

Corstone IP 

Cortexプロセッサーのリファレンスパッケージと対応システム IP。シリコン設計を簡素化し、製品化期間を短縮。 

Corstone-500 Preconfigured 

Corstone-500 は統合済みのリファレンスパッケージと充実したシステム

IP により、Cortex-A5 CPU をベースとした Linux 対応の高性能システ

ムオンチップの構築に対応。Corstone-500 は FPGA イメージ、すぐに

使用可能な Linux サポート、シミュレーションモデルを含み、製品化期間

の短縮と開発リスクの削減に貢献。 

 
Corstone-500 と異なり、Corstone-500 Preconfigured は CoreSight 

SoC-400 と CoreLink NIC-400の構成済みインスタンスのみ提供（構成

可能バージョンは含まない）。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-500 

Corstone-102 

小型、低コスト、高エネルギー効率の SoC 開発に適した柔軟なリファレ

ンスパッケージとシステム IP を提供。Arm Cortex-M23 プロセッサーを

ベースとし、セキュア IoT 向けの低コストデバイス市場をターゲットとす

る。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-102 

Corstone-101 

Cortex-M3 をベースとするリファレンスパッケージのほか、各種のシス

テム IP コンポーネントを含む。Arm Cortex-M0/Cortex-M0+/Cortex-

M3/Cortex-M4 プロセッサーを使用した SoC の設計に必要なすべての

基本システム要素を提供。 

https://www.arm.com/products/iot/soc/ 

corstone-101 

https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a5
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m3
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m3
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m23
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m23
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m0
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-m/cortex-m0
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-500
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-500
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-102
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-102
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-101
https://www.arm.com/products/iot/soc/corstone-101
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Artisan フィジカル IP – フリーライブラリプログラム 

Artisan フィジカル IP - フリーライブラリプログラムに含まれる多数のフィジカル IP ライブラリの詳細はこちら： 

https://www.arm.com/ja/products/silicon-ip-physical 
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  • •  • • • • •  • • •    • • 

UMC     • • •  • • • •  • •   • • 

SMIC      • •   •  • • • •   •  
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SK Hynix            •        

Silterra             • • •   •  

HHGrace             • •    •  

DB HiTek             • •    •  

Vanguard             •     • • 

MagnaChip              •    •  
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TowerJazz              •    •  

HeJian                 • •  

1st Silicon                  • • 

HHNEC                  •  

DesignStart トレーニング 

Armオンデマンドトレーニングでは、Armv7-M、Armv8-M、Armv8-M/Armv7-A対応 TrustZone関連モジュールにのみアクセス可能。 

各トピックに関する 500個以上の小動画（知識確認テスト付き）で提供。 
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