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はじめに
今日のビル・オートメーション機器の設計者は数多くの課題に直面しています。ビル・オートメーション
機器は通常、
1個ないし複数のセンサを使い、環境状態と異常の発生を監視しています。その用途は安全性
の確保（熱 / 火災 / ガス漏れ検知器）、冷暖房空調（サーモスタット、環境センサ、故障検知器）、セキュリティ
（動作 / ガラス破損検 知器）などです。こうした機器には、キーパッド、デジタル・リーダー、メカニカルな
機能を必要とする電子ロックなどの複雑なデバイスも含まれています。
他の多くのアプリケーションと同じように、ビル・オートメーション機器を設計する上で設計者が直面する
課題が、電力効率の改善、ノードのインテリジェンス向上、追加機能の統合です。さらに、デバイスの遠隔制
御 / 管理のためのIoT（モノのインターネット）を可能にするワイヤレス・コネクティビティが必要になると、
低消費電力の維持は設計者にとってさらに負担の大きい課題となります。また、機器の堅牢性とフェイル
セーフ・メカニズムを犠牲にせずに、製造コストを可能な限り低減することも必要です。

消費電力低減のための
課題

廊 下 な どのスペースで 何らか の 動 きが あ れ ば、それを
検 知します（図1を参照）。これらセンサは、何らかの動き
を検知するまでは、すべての機能を作動させる必要がな
いことから、基 本的に超低消費電力のディープスリープ・
モード で 動 作します。いった ん 異常を検 知すると、シス

多くのビル・オートメーション機器で、消費電力の低減は

テムはウェイクアップし、センサ・データを効率よく処理

設 計 の 際 の 極 めて 重 要な 技 術 的 課 題となっています。

し、データに基づいてアクションを実行した後、可能な限

例えば、
人感センサや動作検知器は、
赤外線、
超音波、
音響、

り速やかにスリープ・モードまたはスタンバイ・モードに

イメージ認識を使用し、
オフィス、
教室、
会議室、
トイレ、
倉庫、

戻ります。
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図1： 人感センサや動作検知器などのセンサは、何らかの動きを検 知するまでは作 動する必要がないため、基 本的に超低消費電 力の
ディープスリープ・モードで動作します。異常を検 知すると、システムはウェイクアップし、センサ・データを効率よく処理し、データに基
づいてアクションを実行した後、消費電力を最小限に抑えるため、可能な限り速やかにスリープ・モードまたはスタンバイ・モードに戻る
ことが要求されます。
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図2： ガラス破損検知器などのセンサは、実装がシンプルなものから、検知精度向上のために高度なデータ処理能力を持たせた複雑な
ものまで、さまざまなタイプが存在します。

センサの構成はシンプルな場合や複雑な場合があります。

こうした機器は、キーパッド、指紋リーダー、RFIDカード、

例えばガラス破損検知器では、
ガラスが割れる音特有の周

セキュリティ・トークンなど、各種技術をサポートする柔

波数に合わせてチューニングした狭帯域マイクを使い、音

軟性の高いプラットフォームをベースに構築する必要が

が一定の限度を上回った場合にアラームを発信します
（図

あります。多くの場合、ビル・オートメーション機器は、内

2を参照）。これをより複雑にしたシステムも可能で、信号変

蔵 バッテリ電 源 だけで の 長 時 間 動 作 が 要求 されます。

換を使い、マイクで拾った音をガラス破損音のプロファイ

低消費電力マイコンを使用し、センサの消費電力を抑え

ルと比較して破損検知精度を上げることもできます。

れば、バッテリの動作寿命を10 年以上に延長することも
できます。これにより、最終製品のマニュアル管理が不要

ロックなどのメカニカル部品と電子部品を組み合わせた

になり、メンテナンス・コストの節減が実現します。

。
機器でも、
低消費電力動作が要求されます
（図3を参照）
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図 3： 電子ロックなどの、メカニカル 部品と電子 部品を組み合わせたビル・オートメーション機 器も存 在します。こうした機 器の場合、
キーパッド、
指紋リーダー、
RFIDカード、セキュリティ・トークンなど、各種技術をサポートする低消費電力で柔軟性の高いプラットフォームが
必要になります。
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低消費電力
MSP マイコン

速度と、フラッシュメモリ同様の不揮発性を備えており、
高い堅牢性、
柔軟性、
効率を1つのメモリ技術で実現します。

FR AM の 柔 軟 性 が 発 揮されるのはまず、汎 用メモリと
しての高い 機能性です。FRAM はプログラム・コードと

TI の MSP 低消費電力マイコン・ファミリは、ビル・オート

データ両方の格納に使用できます。また、ビット単位での

メーション 機 器 設 計 の 際 の 技 術 的 課 題 を 解 決します。

書き込みができ、
プログラマに効率的なデータ管理ソリュー

MSP マイコンは電力効率が高く、広範なプロセッシング

ションを提供します。FRAMはまた、劣化を起こさずにほ

能力を有しており、浮動小数点演算やセキュリティ機能も

ぼ無限に書き込みが可能で（ 10 1 5 サイクルのオーダー）、

サポートしています。最大動作周波数は 48MHzで、ビル・

設計者はSRAMと同じ感覚で使用できます。

オートメーション・システムの分析能力とインテリジェント
な意思決 定機能を向上できます。例えば、センサは高度

FRAMはファームウェアの設計法に変革をもたらしてい

なデータ分析を行うことができ、監視範囲内での安全性

ます。FRAM は優れた書き込み速度、読み出しアクセス、

とセキュリティ機能の向上を実現します。

電力効率を提供します。FRAM ベースの MSP マイコンに
より、設計者はプログラム・コード格納とデータ保存にど

ビル・オートメーション機器は広範な機能を必要としてい

れだけのメモリを割り当てるかを柔軟に決 定できます。

ますが、MSP マイコンの高集積アーキテクチャはシング

そのパーティションはユーザー定義が可能で、アプリケー

ル チップ 設 計で 完 全 なシステム構 築 を可 能 にしま す。

ションに応じて、また、開発中の仕様変更の必要に応じて

MSPマイコンはA/Dコンバータ、オペアンプ、コンパレータ

調整が可能で、最 適なメモリ利用効率を実現できます。

を集積しており、センサ・ベース機能の設計と操作を簡単

例えば、メモリ構成の異なる新しいプロセッサを探さなく

にします。さらに、パルス幅変調（PWM）出力がモーター

ても、トレードオフ関係にあるデータとコード・サイズの

の効率的な制御を可能にするほか、LCDドライバが最大

最適バランスを実現できます。

320 セグメント・ディスプレイへの対応を可能にします。
サイズが重要な用途のために、MSP マイコンには最小で

TI の FRAM 技 術はまた、多数の先 進的機能を備えてい

8ピン、2×2.2mm のパッケージも用意されています。

ます。その1つが、プログラム・コードの偶発的修正を防ぐ

2

ことのできる統合メモリ保護ユニット（MPU）です。設計
者はまた、IPカプセル化機能を使用し、許可した書き込み

低消費電力動作を
実現するFRAM マイコン

と 読 み 出しからプ ロ グ ラム・コ ード を 保 護 で き ま す 。

FRAMは、高速書き込み（フラッシュメモリの100 倍）、低
い動作時消費電力、高い耐久性、優れたセキュリティ機能
を提供します。

従来の組込みシステムは SRAMとフラッシュメモリを使

アプリケーション・レベルで
消費電力を最適化

用してきました。SRAM は高速アクセスを特長としてい
ますが、
常時電力を消費するうえ、
システム電源を落とした
場合、あるいは電源故障が発生した場合に、データが失わ
れます。不揮発性メモリのフラッシュは、電力を消費せず
にデータを保持できます。しかし、アクセス速度が比較的
遅いために、フラッシュに格納されるのは一般的に、電源

ビル・オートメーションで使用するセンサの多くは、
ほとん

が落ちた際にも保持する必要のあるプログラム・コード

どの時間、スタンバイ・モード状態になります。スタンバイ

やシステム構成パラメータなどの極めて重要なデータだ

時間の最大化とスタンバイ電流の最小化により、消費電

けです。

力の最適化が可能になります。しかし、従来のデバッグ・
ツールの場合、システムの広範な使用例全般で、消費電力

MSP マイコン・アーキテクチャの重 要な特 長 の 1つが、

を正確に評価するには能力的に限界がありました。

メモリに FeRAM または F-RAM とも呼ばれる FRAM
（強誘電体ランダム・アクセス・メモリ）技術を採用した製

その点、MSP430™マイコン・ファミリはEnergyTrace™

品も含まれていることです。
FRAMはSRAMに匹敵する

技術をサポートしており、
プロセッサ動作のリアルタイム・
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プロファイリングにより、設 計 者にとって消費電 力の最

にあったかにかかわらず、自力で完全にリセットする必要

適化が 可能になります。ビル・オートメーション・アプリ

があります。さらに、マニュアルによる再 設 定 が必 要な

ケーション向けに、MSP430FRx と MSP430FR6x は

デバイスもあります。

EnergyTrace++ 技 術をサポートします。これにより、
CPUの電力利用状況が把握できるとともに、個々のペリ

ビル全体の停電を想定すると、オートメーション・ネット

フェラルの消費電力監視が可能になります。

ワークに接続されたすべてのデバイスのリセットや、ある
い はマニュアルによる再 設 定 が 必 要に な れば、メンテ

個々のペリフェラルの監視機能により、単なる消費電力

ナンス上の大きな問題となります。一方、電源喪失発生時

全体の経時的な測定に比べ、詳細な測定が可能になりま

に個 々のデバイスが 即座に自身 のコンテクスト情 報と

す。こうした高精度監視により、ペリフェラルが予定通り

デー タを 保 存 で きれば、デバイスは自動 的に喪 失 前の

に動作しているかどうかを検証できます。
例えば、
非使用時

状態に回復し、動作をシームレスに再開できます。

にも、
ADCやFPUの電源がオフにならない可能性があり
ます。EnergyTrace++により、設計者は個々のペリフェ

従来、
電源喪失時のコンテクスト情報の保存と喪失後の復

ラルの電源がいつオンになったか、さらに本当に給電が

元には、
バッテリ・バックアップまたは大容量コンデンサを

必要であったかを判断することが可能になります。

使用して十分な電力を供給し、
不揮発性メモリへの情報書
き込みを完了できるようにしていました。このアプローチ

同様に、EnergyTrace++ 技術は CPUが正しい低消費電

は追加のコンポーネント、基板スペース、スイッチング回路

力モードにあることを検 証するためにも使 用できます。

を必要とします。コストとシステムの複雑さも増大するだ

個々の低消費電力モードは複数の要素に依存しており、

けでなく、
新たな故障原因箇所も増加します。
それに対し、

初期化が正しくないと、CPUが低消費電力モードに移行

FRAMの場合は大型のバックアップ電源を用意しなくても、

できないことがあります。例えば、低消費電力モードに切

電力停止中の計算状態保持
（Compute Through Power

り替わるには、システム・クロックが特定の周波数で動作

Loss）が可能です。まず、プログラム・データは FRAMに

することが必要な場合があります。クロックの設定が不

保存可能なことから、そのデータは電源喪失から保護さ

適切な場合、システムは低消費電力モードに移行できず、

れています。FRAM は書き込み速度が速く、消費電力が

想 定値 以 上の電 力を消費する結果となります。これは、

低いことから、電源喪失の検知から完全な喪失までの短

デバッガだけを使って検出できるバグではありません。

い時間内に、システムはいかなるコンテクスト情報も保
存できます。

TI はまた、電力効率最適化に向けて設計者を支援するた
めに、ULP Advisor™（超低消費電力アドバイザ）を提供

TI の MSP4 30FR5x と MSP4 30FR6xマイコンには、

しています。ULP Advisorは、アプリケーション・コードと

Compute Through Power Loss（CTPL）ソフト

ファームウェア・コードをスキャンし、
消費電力低減方法を

ウェア・ユーティリティが組み込まれており、
コード開発者

設 計 者に推 奨するツールです。ULP Advisor は単 なる

はそれを利用して電源を監視し、
深刻な電圧低下を検知で

ベスト・プラクティス・リストを凌駕する機能を備えており、

きます。電圧が一定限度未満に低下すると、システムは完

電力効率向上のためのシステム・コード最適化の具体的

全な電源喪失前に、現在のコンテクストを即座に保存し

な方法と、
それをどこで適用すべきかを示します。

ます。電 源の 復旧後、システムはコンテクストを復 元し、
動作を再開します。

MSPマイコンはシステムのステータスを迅速に保存/ 復元

CTPL 技術により

する機能を持っており、
いくつかの使用例では、
デバイス動

堅牢性を向上

作時の消費電力をさらに低減することが可能です。
スタン
バイ電流が低いほど、
システムのウェイクアップに要する時
間が長くなる可能性があります。
例えば、
センサ作動時にシ

ビル・オートメーション・ネットワークのメンテナンス作業

ステムを素早く応答させる必要があると、
多くの場合、
シス

の最小化も、設計者にとって重要な課題の1つです。例え

テムに電力消費効率の低いスタンバイ・モードを使用する

ば、予期しないデバイスの電源喪失時には、揮発性メモリ

必要性が生じます。

のデータのほか、現在の動作状態の情報も失われます。
電源復旧時にデバイスは、喪失前にどのような動 作状態
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FRAMは読み出しが非常に速いことから、コンテクスト復

アナログの高度な集 積ソリューションは、複数のセン サ

元時間を大幅に短縮できます。
フラッシュメモリを使うと、

入 力を サ ポートし、サイズの 低 減 と電 力 効 率 の 向 上を

13KBのデータ・ブロックの保存に1秒かかります。FRAM

可能にします。

の場合、
同じデータの書き込みはわずか10ミリ秒で終了し
ます。
FRAM の場合、アプリケーションのコンテクストと

MSP マイコンは各種の通信プロトコルを幅広くサポート

データのほとんどを、不揮発方式ですでにFRAM 中に保

し、高度なコネクティビティとIoTベースの機能を実現しま

存済みであることに留意する必要があります。いくつかの

す。MSP430マイコンはFRAMベース・アーキテクチャを

ケースで は、このウェイクアップ 時 間 の 短 縮 は、LPM3

採用した不揮発性メモリ技術により、設計の複雑さを低

（ 400nAの低電流）やLPM3.5（250nAの低電流）などの

減すると同時に、全体的な電力効率を向上します。IP カプ

低消費電力モードへのシステムの移行を可能にしながら、

セル化や 256ビットAESハードウェア・アクセラレータな

リアルタイム・イベントへの応答も可能にします。こうした

どの先進技術により、ビル・オートメーション・システムに

使用例では、
システムのウェイクアップ頻度にもよりますが、

求められる高度なセキュリティも提供します。

スタンバイ消費電力を大幅に低減することができます。
設計者は、さまざまな処理能力、ペリフェラル、メモリ密度
を提供し、特定用途に最適な機能を集積したTI の広範な

柔軟性と豊富な選択肢

MSP 製品ラインアップを利用できます。
より高度な性能と処理能力が必要な用途向けには、
TIは

費用対効果と電力消費効率の高い形でデバイスを相互接

最 近、ARM ® の 32ビット Cortex ® -M4Fコアをベースと

続することは、ビル・オートメーション設計にとって極めて

するMSP432™マイコンを発表しました。MSP432マイ

意味を持っています。MSP マイコン・アーキテクチャは標

コンは超低消費電力 MSP マイコンの DNA を受け継ぐ

準的な通信プロトコルのほとんどを、ドライバとアプリ

とともに、先 進的なミックスド・シグナル機 能も備えてい

ケーション・レベルのリファレンス・ソフトウェアでサポー

ます。さらに、数値演算ライブラリの最適化によって性能

トしています。こうした 通 信プ ロトコルには、UART を

を向上しており、設計時間と労力の節減を可能にします。

介して動作するインテリジェントなビル通信プロトコル

また、
Regional Secure Zones（範囲限定のセキュリティ・

であるKNXや、2.4GHz Wi-Fi 、Bluetooth Smart、

ゾーン）、AES256 、ファームウェアのリモート・アップグ

ZigBee などの SimpleLink™ワイヤレス・コネクティ

レードのためのデュアルバンク・メモリなど、より高度な

ビティ製品ラインアップが含まれています。プロトコル・

セキュリティ機能も提供します。

®

®

®

スタックとソフトウェアのほかに、
TIは無線 / 有線接続コン
ポーネント向けに広 範 なハードウェアも提 供しており、

16ビットと32ビットの MSP マイコン製品ラインアップに

設 計者はそれぞれのアプリケーションに最適な通信イン

より、設計者は性能、電力効率、セキュリティ機能の最 大

ターフェイスを選択できます。

化とコストの最小化を実現できます。

TIはまた、包括的なアナログ製品ラインアップを提供して

ビル・オートメーション・アプリケーションでのTI MSP

おり、温度、光、動き、近接、流量などの多くの種類のデー

マイコンの 使い方の詳 細、リファレンス・デザイン、推 奨

タをモニタする各種センサなど、
あらゆるタイプのセンサ・

デバイスについては、MSP アプリケーションのページを

アプリケーションの入手を容易にしています。さらに開発

ご覧ください。

を迅速化するため、
センサ・ベースのリファレンス・デザイン
を収録した包括的なライブラリも用意しています。

MSP マイコン・ファミリは、センサ・ノードからアクセス /
制御システムまでのビル・オートメーション・アプリケー
ションの開発に最 適なプラットフォームです。低 消費電
力動 作は、バッテリ駆 動 時間の 最 大化とメンテナンス・
コストの最小化に不可欠です。MSP430 マイコンは消費
電力低減を実現するアーキテクチャにより、高効率動作、
バッテリ駆動時間の延長、
複雑な電源回路の削減を可能に
します。
特定用途と最終製品向けに最適化したデジタルと
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ご注意：
本資料に記載された製品・サービスにつきましては予告なしにご提供の中止または仕様の変更をする場合がありますので、本資料に記載された情報が最新のもの
であることをご確認の上ご注文下さいますようお願い致します。

TI は製品の使用用途に関する援助、お客様の製品もしくはその設計、ソフトウェアの性能、または特許侵害に対して責任を負うものではありません。また、他社の
製品・サービスに関する情報を記載していても、
TIがその他社製品を承認あるいは保証することにはなりません。
※ EnergyTrace、MSP430、MSP432、SimpleLink、ULP Advisor は、テキサス・インスツルメンツの商標です。
※ すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
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