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今日、 インターネットに接続されるモノやクラウド・サービスは、 そのユーザーの増加とともに、
ますますその重要性を増しています。
テキサス・インスツルメンツ（TI）では、 消費電力が少なく使いやすい広範囲の無線通信ソリュー
ションを提供しています。ウェアラブル、ホーム / ビルディング・オートメーション、 製造、スマー
ト・シティ、 ヘルスケア、自動車などのアプリケーションにおいて、 データをワイヤレスに共有、
監視、 管理できるように TI のイノベーションでサポートいたします。

広範囲のポートフォリオ。超低消費電力。使いやすさ。

www.tij.co.jp/wirelessconnectivity

広範囲のテクノロジー・ポートフォリオ
さまざまな製品群に加え、 14以上のテクノロジー、規格、プロトコルをサポートすることにより、広範なワイヤレス・コネクティビティ・ポートフォリオ
を用意しています。これにより、さまざまなサイズのネットワークやトポロジに対応できるようになっています。どのソリューションも、 広範囲の
ワイヤレス・マイコン、ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ、スマートRFトランシーバを介して、 任意のアプリケーションに対するコネクティビティ
を追加できる設計になっています。

WiLink™ ソリューション

SimpleLink™ ソリューション

高性能なWi-Fi® ＋ Bluetooth® /
Bluetooth Low Energyコンボ

あらゆるテクノロジーとシステムに対応する低消費電力ソリューション

ソフトウェア・システム
の区分
アプリケーション
ワイヤレス・スタック

RF無線

•

•
•

•
•
•

•

TI のワイヤレス・コネクティビティ・ソリューションがサポートするテクノロジー
Bluetooth®ワイヤレス・テクノロジーは、 30億台以上の導入実績を持つ、もっとも優れた近・中距離通信テクノロジーです。当社のソリューションには、
以下のものがあります。
Bluetooth Smart
SimpleLink CC2640ワイヤレス・マイコン
CC2540T（最高125°
C）
CC2540（USBインターフェイス）
CC2541（I2Cインターフェイス）

クラシックおよびデュアルモードBluetooth
CC2564デュアルモードBluetooth
CC2560クラシックBluetooth
LMX9838クラシックBluetooth 2.0プラグアンドプレイ・モジュール

詳細については次のURLを参照：www.ti.com/bluetooth

Wi-Fi®は、デバイスとデバイス、デバイスと広域のネットワークが直接接続できるようにすることによって、 IoTを推進する主要なテクノロジーです。
当社では、お客様がさまざまな市場で構成、接続、通信できるようにするため、さまざまなオプションを用意しています。当社のソリューションには、
以下のものがあります。
WiLink 8 Wi-Fi ＋デュアルモードBluetooth：プロセッサ用の高性能コンボ・コネクティビティ
SimpleLink Wi-Fi：CC3200ワイヤレス・マイコンおよびCC3100ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ（QFNおよび認証モジュール）
詳細については次のURLを参照：www.ti.com/wiﬁ

Sub-1GHz市場では、 当社のスマートRFトランシーバおよびワイヤレス・マイコンが、クラス最高の通信距離を持つ高性能製品であり、しかも消費
電力も最小レベルです。当社のソリューションには、 以下のものがあります。
SimpleLink CC1310ワイヤレス・マイコン
CC12xx RFトランシーバ（最長距離）
CC112xトランシーバ
詳細については次のURLを参照：www.ti.com/sub1ghz

6LoWPANは、 すべてのノードに独自のIPv6アドレスを割り当てる低消費電力のワイヤレス・メッシュ・ネットワークで、オープン規格を使用してインター
ネットに直接接続できるようにするものです。このソリューションは、 超低消費電力の完全なソリューション・セットで、 都市全域のネットワークに対応
するデュアルバンドをサポートしています。当社のソリューションには、 以下のものがあります。
SimpleLink CC2630ワイヤレス・マイコン
CC2538ワイヤレス・マイコン
詳細については次のURLを参照：www.ti.com/6lowpan

ZigBee®は、 低消費電力メッシュ・ネットワークの規格です。 TIでは、 小型のコイン電池だけで複数年動作する低消費電力ソリューションの他、 数
100ノードの接続に対応した使いやすいキット、 開発を速やかに始めることができるリファレンス・デザインなどを提供しています。
当社のソリューションには、 以下のものがあります。
SimpleLink CC2630ワイヤレス・マイコン
CC2530ワイヤレス・マイコン
CC2538ワイヤレス・マイコン
詳細については次のURLを参照：www.ti.com/zigbee

Near Field Communication （NFC）は、デバイス間で安全かつ低消費電力の通信を提供することによって、 近距離の双方向通信を実現します。 TI
では、 業界で最大の多岐に渡るNFC製品ポートフォリオを提供することで、さまざまなRFコネクティビティが必要とする低消費電力ソリューションが実
現可能です。当社のソリューションには、 以下のものがあります。
RF430FRL15xHセンサ・タグ
RF430CL330Hダイナミック・タグ
Tag-it™ HF-Iスタティック・タグ
TRF7970Aトランシーバ
TRF796xAリーダー /ライター・トランシーバ
詳細については次のURLを参照：www.ti.com/nfc

低消費電力ワイヤレス・コネクティビティ
TIがSimpleLink™超低消費電力ワイヤレス・マイコンプラットフォームを市場に投入したとき、 Bluetooth® Smart、 Sub-1GHz、 ZigBee®、 6LoWPAN、 ZigBee RF4CE™のそれぞれのワイヤレス・マイコンに対して、 新しい業界消費電力ベンチマークが確立されることになりました。 SimpleLink Wi-Fi® Internet-on-a-chip™プラットフォームでは、電池で動作する製品、システムのために低消費電力ワイヤレス・マイコンも用意しています。
また、 TIではSimpleLinkワイヤレス・ネットワーク・プロセッサおよびスマートRFトランシーバに加えて、 WiLink™プラットフォームによるコンボ・コ
ネクティビティ・ソリューションも提供しています。これを利用すれば、ウェアラブル、ポータブル・エレクトロニクス、ホーム/ビルディング・オートメー
ション・アプリケーション、 産業および組み込み自動車の各分野で低消費電力コネクティビティを追加できるようになります。 TIの低消費電力無線通
信製品の詳細については、 www.tij.co.jp/simplelinkを参照してください。
低消費電力ソリューションの推進
電池のないアプリケーションからコイン電池駆動の
アプリケーションまで対応するワイヤレス

SimpleLink 超低消費電力 CC26xx/CC13xx プラットフォーム

このソリューションは、独自のセンサ・コントローラを使用することによっ
て、コイン電池で5〜10年間動作できるようになっているため、 結果

的に電力効率が非常に高いフラッシュベースのワイヤレス・マイクロコ

単三電池アプリケーション用のWi-Fi

SimpleLink Wi-Fi CC31xx/CC32xx プラットフォーム

このプラットフォームは、 低消費電力無線モードおよびアドバンスド低
消費電力モードにより、2個の単三電池で1年以上駆動できるようになっ

ています。

ントローラになっています。

IoTの普及により、製品設計およびシステム設計において、消費電力に対する要求は一層高まっています。現在、エナジーハーベスティング、コイ
ン電池、 単三乾電池で動作する常時オンのセンサ製品は、 数年間に渡って最適な状態で動作し、 効率的な処理を行うことができます。
多くのアプリケーションにおいて、 全体としての消費電力および電池寿命が非常に重要になっています。 TIのワイヤレス・コネクティビティ・ソリュー
ションは、 電池寿命を想定した上で作成され最適化されており、ソリューションの一定の性能を確保できるようになっています。
平均消費電力が重要です。
機能を速やかに実行することで、システムがスリープ状態にすぐに戻れるようになります。また処理パワーを多く使用すれば、システムのパフォー
マンスが上がります。 TIでは、 61μA/MHzという超低消費電力のワイヤレス・マイコンを用意しています。
スリープ時およびハイバネーション・モード時の低消費電力および送受信時の低消費電力。
超低消費電力モードでもセンサ・データを検出できるようなシステム：TIには独自のセンサ・コントローラがあり、メインCPUを持続的にオフにし
た状態で、マイコンがスリープでもセンサ情報を収集できるようになっています。
システムの電力効率のためにDC–DCを内蔵しています。
システムの電力効率 – 低消費電力モードおよび主な使用事例 – ULPBench™を参照。
当社のワイヤレス・コネクティビティ・ポートフォリオはIoTに対応しており、 業界最高の超低消費電力ソリューションにより、 他に類を見ない電池寿
命を持つワイヤレス・システムを実現します。

使いやすさ
組み込みシステムの設計開発は、 認証済みのモジュール、 安価なツール、 完全な開発キット、ソフトウェア・プラッ
トフォームなど使いやすい部品が登場しただけでなく、 技術文書などの重要な情報をいつでもオンラインで簡単に入
手できるようになったことから容易になっています。 市場投入時間を短縮するため、リファレンス・デザインのTIデ
ザイン・ライブラリ、サンプル・コード/アプリケーション、オンライン・トレーニング、 TI E2E™コミュニティ・サポー
トを利用することができます。またTI IoTクラウド・エコシステムを利用することによって、 TIソリューションと組み合
わせたクラウド・サービスを利用することもできます。さらにお客様は、 TIデザイン・ネットワークを通じて、 組み込
みワイヤレス・コネクティビティ・ソリューションに対する実績のある設計サービスやエコシステム・サポートを活用
することもできます。

使いやすさ：ソフトウェア、 サポートなど
ソフトウェア

共通のソフトウェア

ロイヤリティフリーのネットワーク・スタック

すべてのSimpleLink™製品で

堅牢で、 認証済みの、 実績のあるスタック

TI-RTOSオペレーティング・システム

OTAをサポートしたBluetooth®および
BLE-Stack

Code Composer Studio™統合開発環境

さまざまなZigBee®アプリケーションを
サポートするZ-Stack™

ARM®のIAR Embedded Workbench

Sub-1GHz wM-Busソフトウェア・スタック
サポート

包括的

E2Eサポート

オンラインで参照可能な
開発文書、ガイド、 Wiki

オンライン・
コミュニティ –

トレーニング

TI E2E
Community
エンジニアからの迅速な回答
www.ti.com/nfc-forum
TM

部品やツールについて
詳細に知るための
オンライン・ビデオなどの資料

e2e.ti.com

その他…

オンラインのTIリファレンス・デザイン

TI IoTクラウド・エコシステム

TI Storeでのシリコン/キットの販売
およびサンプル

IoT のための TI デザイン
ホーム・ネットワーク接続
リファレンス・デザイン

UART-Bluetooth® Low Energy（BLE）

ブリッジ・リファレンス・デザイン

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200

スマート・プラグ・リファレンス・デザイン

セキュリティおよびセンサ・アプリケーションで 有線UARTおよびBLEプロトコルをサポートす 単一のマイクロコントローラ（MCU） 内に内
のSub-1GHzスター・ネットワークの作成方法 るデバイスの間で、シリアル・データをワイヤ 蔵された、 すべてのWi-Fi通信に加え、 測定や
レスかつ双方向に通信するためのUART-BLEブ データ計算を行うための完全なシステム・ソ
を示しています。
リューション。
リッジを実装しています。
その他の設計については、www.tij.co.jp/tidesignsを参照してください。

Internet of Things
今後10年間で数十億ものデバイスがクラウドに接続する可能性がある中、 Internet of Things （IoT）は、 我々の生活のあらゆる場面に組み込まれ
ることになります。 TIは、 IoTを実現するためのすべての構成要素を用意しています。このような構成要素には、無線通信ソリューションの他、マイ
コン、プロセッサ、センサ・テクノロジー、 電源管理、 アナログ・シグナル・チェーン・ソリューションなどが含まれ、こういったものが最適なIoT
システムを開発するために役立ちます。これらのソリューションは、 センサ・ノード、 ゲートウェイ、クラウド・サービス・パートナーなどに広がる
アプリケーションもサポートしています。

すべての IoT 構成要素を持つのは TI のみ

IoTは、ビルディング/ホーム・オートメーションから
ウェアラブルに至るまで、 我々のあらゆる生活場

ゲートウェイ、
ブリッジ、
ルータ

ノード

クラウド

面に関わってきます。 TIは、 アナログ・シグナル・
チェーン、電源管理、センサ、マイクロコントロー
ラ、プロセッサ、 無線通信などのソリューションに
おいて業界でもっとも広範なポートフォリオを持っ
ており、革新的で低消費電力の使いやすいソリュー
ションによって、お客様をサポートいたします。

エンドツーエンド・クラウドレディ・パートナー

クラウド・パートナー

TIでは、 十分に検証されたソリューションを提供するため、 当社の接続
デバイスをサポートするクラウド・プロバイダによるエコシステムを確立
し、クラウドに簡単かつ迅速に接続できるようにしました。 現在、 TIの
IoTエコシステムには18のクラウド・プロバイダが参加を表明しており、
このプロバイダにはIBM、 PTC （かつてのAxeda）、 Exosite、 Arrayent、 Xivelyなどが名を連ねており、 参加プロバイダは継続的に増えて
います。
エコシステムの各メンバーは、 TIの無線通信マイコン、プロセッサ・ソ
リューションを使ってクラウド・サービスを提供しています。 TIクラウド・
エコシステムのメンバーおよびそのサービス、 多様なツールやTIが提

供するサポートなどについては、 www.tij.co.jp/IoTを参照してくだ

さい。

開発ボード
最適化された開発キットを使用することにより、 評価と開発をすぐに始めることができます。当社では、 開発の個別の必要性に対応できるよう、 以
下のようなさまざまなオプションを用意しています。

SimpleLink™マルチスタンダード
SensorTag
CC2650STK

SimpleLink Wi-Fi® CC3200MOD
LaunchPad
CC3200MOD-LAUNCHXL

SensorTag

LaunchPad

29.00米ドル

34.99米ドル

SimpleLinkスタンダードCC2650
開発キット

CC2650DK

299.00米ドル

開発キット
クラウドに接続したセンサ・データを3分間で収 SimpleLink Wi-Fi CC3200ワイヤレス・マイクロ ハードウェア、ソフトウェア、RF開発プラット
集します。Bluetooth® Smart、6LoWPAN、Zig コントローラ用の開発プラットフォームで、 Wi-Fi フォー ムが 統 合され たキットで、 SimpleLink

Bee®の各テクノロジーをサポートしています。 コネクティビティを内蔵した、業界で最初のシン Bluetooth Smart CC2640および6LoWPAN/Zig
IoTアプリケーションをカスタマイズするため グルチップ・プログラマブル・マイコンです。
Bee CC2630ワイヤレス・マイコンを評価するた
に、 デバッガDevPackなどのDevPackで拡張 TELEC/FCC/IC/CE準拠。
めに使用します。
することもできます。 SimpleLinkスタンダード
CC2650ワイヤレス・マイコンおよび10の低消
費電力センサを装備しています。
長距離開発キット

CC256x Bluetooth / デュアルモード

WiLink™ 8モジュール2.4/5GHz COM8

CC256XQFNEM

WL1835MODCOM8B/WL1837MODCOM8I

868MHz、915MHz用
CC1120DK

評価モジュール

開発キット

評価キット
2.4-GHzのWL1835および2.4/5GHzのWL1837
ベースの評価ボードは、 Sitara™ AM335xおよ
びAM437x EVMの他、 Wi-FiやBluetooth/Blue
tooth Low Energy）をサポートすることができ tooth Low Energy開発のためのいくつかのTI
ます。
EVMおよびリファレンス・デザインとも互換性
があります。 SDIOを介してLinux®プロセッサと
接続する場合は、 他のボード・インターフェイ
スを利用することもできます。
TELEC/FCC/IC/CE準拠。

299.00米ドル

Sub-1GHzパフォーマンス・ライン用の開発キッ
ト。 パケット・エラー・レート・テストがプリプ
ログラムされています。 異なるRF設定で通信
距離および堅牢性をテストすることができ、 消
費電力も簡単に測定することができます。この
キットには、プロトタイプ・ソフトウェアの開発
のためのSmartRF™トランシーバ評価ボード
（TrxEB）の他、 ボードとPCを接続しSmartRF
Studioから無線を制御するためのUSBコネク
ティビティも用意されています。

59.00米ドル

評価モジュール

39.79/49.00米ドル

評価キット
この評価モジュール・ボードは、 QFNパッケー
ジを持つTI CC256xデバイスに基づいており、
デ ュア ル モ ードBluetooth （Bluetooth/Blue-

ツールのポートフォリオについては、 www.tij.co.jp/wirelessを参照してください。
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