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MEMS技術と時代の変遷
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センサの急増と
クラウドへの接続

テクノロジーと生活の融合

オフライン時代 オンライン時代 オンライフ時代

マンマシン･インタフェースの
パラダイムシフト

2000 2010 2020

パフォーマンスの向上と
テクノロジーの融合

検知 / 処理 / アクションを実行
できるスタンドアロン型デバイス

MEMSテクノロジー ：
コンセプトから商品化へ



センサ内蔵システムの発展

接続されたセンサ・ノードにより
データ収集が効率化

エッジAIによりエッジ側で
検知 / 処理 / アクションを実行
プライバシー保護を最大化

独立したシンプルなシステム

接続 知能分散
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オフライン時代 オンライン時代 オンライフ時代



センサ内蔵システム

局所的
効率

広域的
効率→
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接続 知能分散

オフライン時代 オンライン時代 オンライフ時代



AI処理の移行
「エッジ周辺」から「エッジ内」へ

再構成可能
プロセッシング・ユニット

インテリジェント･センサ
プロセッシング･ユニット

マイクロコントローラ

センサ + マイコン rPU ISPU 

独立したマイコン / 

センサ･パッケージに集積されたマイコン
センサASICに統合されたISPUセンサASICに統合されたrPU

プログラマブル
専用命令セット

最適化
レジスタ設定により再構成可能

標準
アルゴリズムをマイコンで実行

複数のAIアルゴリズムを実行
1bit ニューラル･ネットワークを正確に実行

制約
同じモード / マッピングのみサポート

あらゆるソフトウェアを実行
マイコンに最適なソフトウェアの実行

5

MCUセンサ MCU
rPU+

センサ
MCU

ISPU +

センサ



1ソリューションでさまざまなメリットを提供

ISPU rPUセンサ + マイコン

柔軟性

センサ / マイコン間
データ通信料の最適化

低消費電力

パラメータ

特定用途向け
コーディング

メリット

プリプロセッシング
データをrPUへ送信

rPUにより
数十µA消費

メリット

慣性データに
最適化

ローカルでの
AIプロセッシング

演算セルを内蔵
MCUのスタンバイ
/ 起動を制御

メリット

MCUセンサ MCU
rPU +

センサ
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MCU
ISPU +

センサ



エッジAI ： 3つの設計ポイント
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ローカル 高速 インテリジェント

エッジ内処理 ：
データの機密性向上

低消費電流

専用プロセッサによる
リアルタイム実行向け

カスタマイズ

複雑なAIアルゴリズムの
実行とアクションの決定



ミックスド･シグナルDSPをMEMSに統合

• エンハンスド32bit RISCコア（ハーバード・アーキテクチャ）

• 専用命令とHWで簡単に拡張可

• 最大周波数 / ODR（出力データレート） ：
5MHz / 3.33kHz～10MHz / 6.66kHz

• 高速4段パイプライン

• 16bit 可変長命令

• 20bit アドレス空間

• 高速割り込みレスポンス ： 4サイクル vs 15（Cortex）

• シングルサイクル 16bit 乗算器

最適化
消費電力 vs 性能

RAMベース
40kB（プログラム + 実行領域）

標準パッケージ
3 x 2.5 x 0.83mm

省スペース
8kゲート

ﾊﾞｲﾅﾘ･ﾆｭｰﾗﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸ
畳み込み演算対応

完全精度
浮動小数点ユニット
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エッジAIにおける要件
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ミックスド･シグナルDSPを搭載した最先端MEMSセンサ

（標準パッケージ）

制約のあるスペースにロジック回路とRAMを最適に配置

Flashメモリ不使用

超低消費電力（µWクラス）

マルチ･プラットフォーム対応

市販のAIモデルで簡単にプログラミング可



オン・デバイス学習ソリューション
ISPU & NanoEdge AI Studio
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コンスーマ機器

インダストリアルIoT（IIoT）

by

リファレンス設計
カスタム化を含めたサポート

市販ライブラリ
ISPUへ展開可

オンライフ時代のアプリケーションに対応 ：
データ・パターン検知 & 分類



まとめ
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• オンライフ時代 ： ISPUでローカル高速演算を実行、
オンライフを実現

• 持続可能性 ： エッジ内処理で広範なシステムの
最適化に貢献

• 生産性 ： ISPUにより、1000万人以上におよぶ
C言語ユーザがエッジAIを使用可能に
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