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HD マルチチャネル・オーディオ機能のチップ統合期間を短縮

シノプシス シニア・スタッフ Pieter van der Wolf

セッサ、オーディオ・ペリフェラル、ソフトウェア・ドライバ、オーディオ処
理ソフトウェアなどさまざまなハードウェア / ソフトウェア・コンポーネン
トを組み合わせる必要があります。本稿では、まず HD（High-Deﬁnition）マ
ルチチャネル・オーディオを処理するためのオーディオ・ソリューションに
求められる条件についてご説明した後、これらのソリューションを構築する
際の課題として、以下の 3 点について詳しくご説明します。

▶

ホスト・プロセッサとのインターフェイスやユースケースの構築と
実行のための API（Application Program Interface）の提供

現在、SoCにオーディオ機能を組み込む際は、市販または内製のハードウェ

こうしたトレンドの結果として、現在ではコンシューマ機器の多くでオー

労力とリスクが伴います。

ディオのデコードとエンコード、サウンド・エンハンスなど幅広いオーディ

ハードウェア / ソフトウェア・コンポーネントを完全な汎用オーディオ・サ

るには強力なオーディオ処理性能が要求されます。

オ処理機能のサポートが必須となっています。当然、これらの機能を実行す

ションを利用すれば、高度なHD マルチチャネル・オーディオ機能の SoC へ

HDマルチチャネル・オーディオの処理にどれだけの演算性能が要求される

の統合に伴う労力とリスクが大幅に軽減され、SoC 開発スケジュールの短縮

かは、CD品質のオーディオとBlu-rayディスク品質のオーディオを比べてみ

とコスト削減にもつながります。開発対象の SoCによってさまざまに異なる

れば明らかです。CDがデータ・レート44.1kHz、ステレオ、16ビットの非

載されるオーディオ機能の具体的なユースケースについて、いくつか考察し
てみます。図1は、多くのアプリケーションで使われるオーディオ機能の範

す。S/PDIF からマルチチャネルの圧縮オーディオ・データを出力するなど、

オーディオ・データは、アナログまたはデジタル・ペリフェラルから入力す

能をシステムで実行します。録画のユースケースでは、オーディオ・データ

るか、または SoC 上のバスを経由してシステム・メモリー内のオーディオ・
からのオーディオ・データは、オーディオ A/Dコンバータ（ADC）を経由し
て入力します。S/PDIF や I2S などのペリフェラルは、デジタル入力として利
データ（IEC60958）と圧縮ステレオ / マルチチャネル・オーディオ・データ
（IEC61937）に対応しています。I2Sは非圧縮のステレオ / マルチチャネル・
オーディオ・データに対応しています。

レ ー シ ョ ン す る 上 で 重 要 な 役 割 を 果 た し ま す。DesignWare ARC

求されます。それに加え、マルチチャネル・オーディオでは通常、アップミッ

AS211SFX/AS221BD オ ー デ ィ オ・プ ロ セ ッ サ を 搭 載 し たDesignWare

クス（ステレオ→5.1chなど）やダウンミックス（7.1ch→5.1chなど）といっ

SoundWaveオーディオ・サブシステムは、この「オーディオ・サブシステム」

た機能も必要になります。オーディオのデコードやエンコードなどの機能に

というアプローチの利点を完全に備えたソリューションです。

必要な演算性能も、状況によって大きく異なります。これは、MP3（標準ビッ
ト・レ ー ト 最 大320kbit/s）とDTS-HD Master Audio（同 最 大24.5Mbit/s）
を比べてみると明らかです。一般に、MP3 のデコードは動作周波数10MHz
未満のオーディオ DSP（メモリー・アクセス・レイテンシを 0 サイクルとし

オーディオ処理は、現在ほとんどのコンシューマ機器で重要な役割を担って

た場合）で実行できますが、Dolby TrueHDやDTS-HD Master Audioなどの

います。代表的な例として、デジタル・テレビ、セットトップ・ボックス

圧縮コンテンツをデコードするには数十～数百MHz の動作周波数が必要で

（STB）
、Blu-ray™ ディスク・プレーヤー、携帯メディア・プレーヤー、タブ

す。高度なサウンド処理をサポートした場合、HDマルチチャネル・オーディ

機器がサポートする動作を定義したものです。ここではいくつかのユース
ケースを例に挙げ、SoCにオーディオ機能を搭載する際に求められる条件を
見ていきます。
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表 1. デジタル・ペリフェラルでサポートされるオーディオ・データの種類

放送受信機やファイル・システムなど、SoC の他の機能によってシステム・
メモリーに記録されたオーディオ・データは、SoC 上のバス経由でアクセス
し ま す。こ こ で 言 う シ ス テ ム・メ モ リ ー に は、SoC のDRAM（Dynamic
Random Access Memory）インターフェイスを介してアクセスするオフ
チップのDRAMも含みます。

図2は、Blu-ray ディスクの圧縮コンテンツ再生のユースケースを示したも
のです。このユースケースには複数の入力ストリームがあります。メインの
音声ストリーム以外に、映画監督による解説を第 2 オーディオ・トラックに
記録するといった使い方もできます。第3 の入力ストリームは Blu-ray ディ
スク Java™コンテンツを使用し、対話型メニューのシステム・サウンド再生
や、BD-J（Blu-ray Disc Java）制御の映画再生をサポートします。デコード
機能には、AC-3と呼ばれるDolby Digital（DD）やDTSなど必須のデコーダに
加え、Dolby Digital Plus（DD+）や Dynamic Resolution Adaptation（DRA）
などオプションのデコーダもあります。このほか、高品位なBlu-rayオーディ
オ再生に対応する場合には、ロスレス・オーディオ符号化をサポートする
Dolby TrueHD やDTS HD-Master Audio などの音声圧縮フォーマットに対
応し た デ コー ダ を 加 え る 場 合 も ありま す。サ ン プリン グ・レ ート 変 換

入力オーディオ・データが圧縮されている場合、最初にデコード処理が必要
です。その後、システムはボリューム /トーン・コントロール、ミキシング、
サンプリング・レート変換などの基本的なポストプロセッシングを実行しま

（SRC）は、後でミックスが行えるようにすべてのストリームを第1 ストリー
ムと同じサンプリング・レートに変換します。S/PDIF から圧縮ストリーム
を出力するにはオーディオ・エンコード機能が必要です。

オの処理に必要な演算性能はさらに高くなります。

理機能を組み込むのは容易ではなく、特にサポートしなければならないユー
スケースやオーディオ圧縮フォーマットの種類が多い場合には、非常に長時

このようにHD マルチチャネル・オーディオの処理には非常に高度な演算性

間の複雑な作業が必要です。しかも、オーディオ処理に対する要求は年々厳

能が要求されるため、この処理を SoC のホスト・プロセッサで実行するのは

しさを増しています。オーディオ処理に関する最近のトレンドとしては、以

得策ではありません。多くのアプリケーションでは、1つまたは複数のオー

下のようなことが挙げられます。

ディオ専用プロセッサにオーディオ処理を任せてホスト・プロセッサの負荷

▶ 24ビット精度、
最大192kHzの高サンプリング・レート、

は、SoCにオーディオ機能を組み込む上での課題とその解決方法、そして

を軽減した方がコストと消費電力の面で大きなメリットがあります。本稿で
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Blu-ray ディスク・プレーヤーやデジタル・テレビなどのコンシューマ機器
には、それぞれサポートすべきユースケースがあります。ユースケースとは、

複数のオーディオ・チャネル
（5.1/7.1）
など、

HD マルチチャネル・オーディオの処理を専用プロセッサに移管するメリッ

HDマルチチャネル・オーディオへのシフト

トについてご説明します。
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に達します。このため、サンプリング・レート変換（SRC）やイコライズなど

イピング・サポートもオーディオ・サブシステムを SoCに効率よくインテグ

をファイル・システムによってシステム・メモリーに書き込みます。

データにアクセスして入力します。アナログのライン入力またはマイク入力
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す。また、明確に定義されたインターフェイス、ツール・サポート、プロトタ

このトレンドは、高品質なオーディオ・コンテンツの保存や配信に使わ
れるDolby ® TrueHD、DTS HD-Master Audio™、FLAC、Windows
Media® Audio 9/10 Proなどのオーディオ圧縮フォーマットの登場に
よって牽引されています。
また、
Blu-rayディスクも高品質オーディオの
新しい標準となっています。

圧縮オーディオ・データを出力する場合は、まずオーディオ・エンコード機
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ネル、24ビットの非圧縮オーディオ・ストリームで、情報量の差はほぼ 20 倍

（DAC）を使用します。デジタル出力の場合は S/PDIF または I2S を使用しま

囲を一般化して示したものです。
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圧縮オーディオ・ストリームであるのに対し、Blu-rayは192 kHz、5.1 チャ
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Support Q&A

アプリケーション・ニーズを満たすには、厳選されたコンフィギュレーショ
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レット、携帯電話などがあります。これらの機器向けの SoCにオーディオ処

タを処理することもあります。オーディオ・データはペリフェラル経由で出

オーディオ機能に求められる要件を詳しく見ていくため、ここでは SoCに搭

ブシステムとして統合し、検証済みの形で提供されるオーディオ・ソリュー
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す。さらに、システムで高度なサウンド処理機能を実行してオーディオ・デー
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種類が増えています。たとえば、最近は多くの携帯機器がインターネッ
トのオーディオ・コンテンツにアクセスする機能を備えています。また、
HDMI™を経由してBlu-ray ディスクのコンテンツを圧縮オーディオ・
データとして A/Vレシーバやデジタル・テレビに転送した場合、転送先
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機能には、AC-3と呼ばれるDolby Digital（DD）やDTSなど必須のデコーダに
加え、Dolby Digital Plus（DD+）や Dynamic Resolution Adaptation（DRA）
などオプションのデコーダもあります。このほか、高品位なBlu-rayオーディ
オ再生に対応する場合には、ロスレス・オーディオ符号化をサポートする
Dolby TrueHD やDTS HD-Master Audio などの音声圧縮フォーマットに対
応し た デ コー ダ を 加 え る 場 合 も ありま す。サ ン プリン グ・レ ート 変 換

入力オーディオ・データが圧縮されている場合、最初にデコード処理が必要
です。その後、システムはボリューム /トーン・コントロール、ミキシング、
サンプリング・レート変換などの基本的なポストプロセッシングを実行しま

（SRC）は、後でミックスが行えるようにすべてのストリームを第1 ストリー
ムと同じサンプリング・レートに変換します。S/PDIF から圧縮ストリーム
を出力するにはオーディオ・エンコード機能が必要です。

オの処理に必要な演算性能はさらに高くなります。

理機能を組み込むのは容易ではなく、特にサポートしなければならないユー
スケースやオーディオ圧縮フォーマットの種類が多い場合には、非常に長時

このようにHD マルチチャネル・オーディオの処理には非常に高度な演算性

間の複雑な作業が必要です。しかも、オーディオ処理に対する要求は年々厳

能が要求されるため、この処理を SoC のホスト・プロセッサで実行するのは

しさを増しています。オーディオ処理に関する最近のトレンドとしては、以

得策ではありません。多くのアプリケーションでは、1つまたは複数のオー

下のようなことが挙げられます。

ディオ専用プロセッサにオーディオ処理を任せてホスト・プロセッサの負荷

▶ 24ビット精度、
最大192kHzの高サンプリング・レート、

は、SoCにオーディオ機能を組み込む上での課題とその解決方法、そして

を軽減した方がコストと消費電力の面で大きなメリットがあります。本稿で

10

Blu-ray ディスク・プレーヤーやデジタル・テレビなどのコンシューマ機器
には、それぞれサポートすべきユースケースがあります。ユースケースとは、

複数のオーディオ・チャネル
（5.1/7.1）
など、

HD マルチチャネル・オーディオの処理を専用プロセッサに移管するメリッ

HDマルチチャネル・オーディオへのシフト

トについてご説明します。

必須 : LPCM、DD、DTS
オプション : DTS HD HRA、DD+、DRA
オプション : TrueHD、DTS HD MA
（5.1/192kHz または 7.1/96kHz）

DD+（5.1/48kHz）
DTS Express（5.1/48kHz）

BD-J からの対話型オーディオ
PCM、48kHz

検証編

非圧縮オーディオ・データに対する処理の実行にも、より高い演算性能が要

ユースケースの例

Support Q&A

に達します。このため、サンプリング・レート変換（SRC）やイコライズなど

イピング・サポートもオーディオ・サブシステムを SoCに効率よくインテグ

をファイル・システムによってシステム・メモリーに書き込みます。

データにアクセスして入力します。アナログのライン入力またはマイク入力

フィジカル編

す。また、明確に定義されたインターフェイス、ツール・サポート、プロトタ

このトレンドは、高品質なオーディオ・コンテンツの保存や配信に使わ
れるDolby ® TrueHD、DTS HD-Master Audio™、FLAC、Windows
Media® Audio 9/10 Proなどのオーディオ圧縮フォーマットの登場に
よって牽引されています。
また、
Blu-rayディスクも高品質オーディオの
新しい標準となっています。

圧縮オーディオ・データを出力する場合は、まずオーディオ・エンコード機

Support Q&A

ネル、24ビットの非圧縮オーディオ・ストリームで、情報量の差はほぼ 20 倍

（DAC）を使用します。デジタル出力の場合は S/PDIF または I2S を使用しま

囲を一般化して示したものです。

論理合成編

圧縮オーディオ・ストリームであるのに対し、Blu-rayは192 kHz、5.1 チャ

力するか、またはシステム・メモリー内に保存します。オーディオ・データ
をアナログのラインまたはヘッドフォンに出力するには D/A コンバータ

Support Q&A

アプリケーション・ニーズを満たすには、厳選されたコンフィギュレーショ
ン・オプションがオーディオ・サブシステムに用意されていることも必要で

レット、携帯電話などがあります。これらの機器向けの SoCにオーディオ処

タを処理することもあります。オーディオ・データはペリフェラル経由で出

オーディオ機能に求められる要件を詳しく見ていくため、ここでは SoCに搭

ブシステムとして統合し、検証済みの形で提供されるオーディオ・ソリュー

はじめに

す。さらに、システムで高度なサウンド処理機能を実行してオーディオ・デー

アプリケーションとユースケース

Design Compiler 講座

リューションを構築するのが一般的です。しかしこの作業には非常に多くの

S/PDIF

図 1. 一般的な SoC で必要になるオーディオ・ソリューションの機能

用できます。表1に示したように、S/PDIFは非圧縮のステレオ・オーディオ・

ア /ソフトウェア・コンポーネントを組み合わせて、自前でオーディオ・ソ

オーディオ処理
システム・メモリー経由で
アクセス

最新技術情報

▶ 統合されたデジタル /アナログ・オーディオ・ペリフェラルの提供

たとえば、仮想サラウンド・サウンドやダイナミック・ボリューム・
コ ン ト ロ ー ル な ど の テ ク ノ ロ ジ が Dolby（Dolby Pro Logic® IIz、
Dolby Volume など）、DTS ®（DTS Neo:6 ® 、DTS Neo:X™）、SRS
（SRS TruSurround® HD、SRS TruVolume）といった企業から提供
されています。これらのテクノロジの中には、マルチチャネル・オー
ディオをさらに 9.1 チャネル（Dolby Pro Logic IIz）や 11.1 チャネル
（DTS Neo:X）オーディオにまで拡張できるものもあります。

アナログ・ペリフェラル

I2S

オーディオ・コンテンツにアクセスできるようになっていること

▶ 豊かなサラウンド・サウンドを実現する高度なサウンド処理技術の登場

エンコード
（圧縮音声を
出力の場合）

Technology Update

▶ オーディオ・プロセッサで実行する各種ソフトウェア・コーデックと
サウンド処理機能の提供

デジタル・ペリフェラル

ストレージ
ワイヤレス
HDMI
USB
...

I2S

▶ コンシューマ機器がネットワークに接続するようになり、
幅広い種類の
この結果、サポートしなければならないオーディオ圧縮フォーマットの
種類が増えています。たとえば、最近は多くの携帯機器がインターネッ
トのオーディオ・コンテンツにアクセスする機能を備えています。また、
HDMI™を経由してBlu-ray ディスクのコンテンツを圧縮オーディオ・
データとして A/Vレシーバやデジタル・テレビに転送した場合、転送先
の機器でデコードとオーディオ処理が必要になります。

ライン
ヘッドフォン

オートモーティブ
ソリューション特集

高度なオーディオ機能を SoCにインプリメントするには、オーディオ・プロ

ボリューム
トーン
ミキシング
フィルタリング
SRC
+
サウンド処理

デコード処理
（圧縮音声を
入力の場合）

S/PDIF

概要

DAC

News Release

SoCへ効率的に組み込めるオーディオ・サブシステム

ADC

ニュースリリース

ライン
マイク

PCM
2/5.1/7.1
192kHz

ストリーム 1
デコード

ストリーム 2
デコード

SRC、
ミックス、
ダウンミックス、
DTS Neo:6

BD-J
デコード

PCM
2/5.1
48kHz

PCM
2/5.1/7.1
192kHz

DAC

Dolby
または
DTS
エンコード

S/PDIF

HDMI

図 2. Blu-ray ディスク再生のユースケース

次ページに続く
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Technology Update

SoC へ効率的に組み込めるオーディオ・サブシステム

前ページより続く

デコード

PCM
ダウンミックス、 5.1
SRC
PCM
2

エンコード

DAC

オーディオ
データ

HDMI

ハードディスク

す。まず、多重化されたMPEG-2トランスポート・ストリーム（TS）などの

トウェア・コーデックについては各標準化団体と協力して規格適合の承認を

オーディオやビデオ・データを分離したら、システム・メモリー経由で圧縮

受ける必要があります。

オーディオ・コンテンツを受信します。オーディオ・デコード機能は、ター
全なユースケースを構築する際、
これらの機能にインターオペラビリティが

CommitteeならAC-3/Dolby Digital）をサポートする必要があります。この

なければ作業の負担とリスクを抑えることはできません。
ここでのインター

ユースケースでは、DACを経由してスピーカーやヘッドフォンに出力され

オペラビリティとは、オーディオ・データ・フォーマット、メタデータ処理、

るオーディオ・データに対して高度なサウンド処理を実行します。S/PDIFや

バッファ・マネージメントに関する互換性を言います。
しかしこのような互換

HDMIでオーディオ・データを出力する場合はエンコードも行います。ダウ

性の確保に関する標準規格は存在しないため、
さまざまなソースやサプライ

ンミックスしたステレオのオーディオ・データは、エンコードしてからハー

ヤから別々にオーディオ処理機能IPを調達して組み合わせるのは非常に困難

ドディスクに記録します。

な作業となります。たとえばインターリーブありのオーディオ・データ
（別々
のチャネルのオーディオ・ワードが1つのバッファを交互に使用する）
を出力
するオーディオ処理機能とインターリーブなしの入力
（オーディオ・データの

ユースケース
（図2）
ではオーディオ・データが
「プル・モード」
で入力されるの

チャネルごとに専用のバッファにアクセスする）
しか受け付けないオーディ

に対し、
放送受信のユースケース
（図3）
ではオーディオ・データが放送局から

オ処理機能を接続する場合、
SoCインテグレーションの際に互換性の問題を

「プッシュ・モード」で到着する点です。
プッシュ・モードで到着したオーディ

解決しなければなりません。
もう1つの例として、
タイムスタンプ管理の問題

オ・データをペリフェラルから出力する場合、
これらのペリフェラルを駆動す

があります。あるユースケースの中をオーディオ・データが移動する際は、
タ

るサンプル・クロックは放送局から送信された参照クロックから再構築した

イムスタンプを正しく管理してオーディオとビデオの出力を同期
（リップシ

システム・クロックを使って生成する必要があります。
こうすることにより、

ンク）
させる必要があります。
オーディオ処理機能同士のインターオペラビリ

放送受信機は放送ネットワーク経由時に発生したクロックの精度低下やドリ

ティがないと設計の手間が増えるだけでなく、オーディオ・データのフォー

フトを補償し、
受信機側でのオーディオ・データのアンダーフローやオーバー

マット変換を実行するグルー・ロジックが必要となるため、
プロセッサやメモ

フローを防げます。

リー・リソースの利用効率も低下します。

セッサ上でローカルに実行しているのと同じ感覚でユースケースの構築と実
図 4. I2S ペリフェラルのステレオ出力（左がマスタ・モード、右がスレーブ・モード）

行を行えます。
ホスト・プロセッサ上でのオーディオ機能ソフトウェアのイン
テグレーションの詳細は、本稿末尾でご紹介する関連ホワイトペーパー

ここでは、
これらの課題について詳しく見ていきます。

Master Audioなどのオーディオ圧縮フォーマットや高度なサウンド処理機能

フトウェア・コンポーネントを組み合わせて構築できます。
しかし内製または

ク（sclk）の最小周波数は、
「Fs x オーディオ・ワード x 2」です（ただしFsは

外部サプライヤから調達した複数のIPを組み合わせるこのアプローチでは、

オーディオ・ストリームのサンプル・レート（48kHzなど））。S/PDIFは、

前述のようなインプリメンテーション上の課題に直面してしまいます。
これ

IEC60958プロトコルに基づきFs x 128のシンボル・レート・クロックでデー

では、
ハードウェア/ソフトウェア設計エンジニアの作業負担が非常に大きく

タをシリアル駆動します。
オンチップまたはオフチップのアナログ・コーデッ

なります。

Fs x 256やFs x 384な
クへの接続には、
通常I2Sインターフェイスを使用し、
どの周波数のオーバーサンプリング・クロックを使用します。

オ・ソリューションを利用すれば、
SoCインテグレーションの手間を大幅に軽
オーディオ機能ブロックにペリフェラルを追加するのも大変な作業です。

オーディオ機能をSoCに組み込む際は、
オーディオ・ストリームの入出力を行
うための専用ペリフェラルを含めるのが一般的です。
一般に広く普及してい
I2SとS/PDIFは
るデジタル・ペリフェラルとしては、
I2SとS/PDIFがあります。
どちらもシリアル・インターフェイスで、
少ないピン数でチップ外部と接続で
きます。マイク、
ライン、ヘッドフォンなどのアナログ入出力をサポートする
ためにアナログ・コーデックをSoCに組み込む場合もあります。

現在のSoCインテグレーションでは、
内製または外部サプライヤから調達し
たハードウェア/ソフトウェア・コンポーネントを組み合わせてオーディオ機

ペリフェラルの動作には、
マスタ・モードとスレーブ・モードがあります。
ペリ

能を構築するのが一般的です。
ハードウェア・コンポーネントの中でも特に中

フェラルがマスタ・モードで動作する場合、
オーディオ・ワードの入力/出力を

心的な役割を果たすのが、オーディオ処理機能を実行するオーディオ・プロ

駆動するためのサンプル・クロックをオーディオ機能ブロックからペリフェ

セッサです。
このオーディオ・プロセッサは、
ターゲットとするユースケース

ラルに供給する必要があります。スレーブ・モードで動作する場合は、
外部ク

で要求される演算性能をなるべく少ない面積と消費電力で達成する必要が

ロック・ソースがオーディオ・ワードの入力/出力を駆動します。
この場合、
マ

あります。
オーディオ・プロセッサを選ぶ上でもう1つ重要な基準となるのが、

スタ・モードで動作する他のオーディオ・ペリフェラル用のサンプル・クロッ

そのプロセッサ上で実行できるオーディオ処理機能の種類です。
多くの場合、

クを生成するために、
サンプル・クロックのリカバリが必要です。
I2Sペリフェ

SoCアプリケーションのユースケースをサポートしてユーザーニーズを満た

ラルは、
マスタ・モードとスレーブ・モードの両方が可能です。図4は、
I2Sのス

すには、
非常に多くのオーディオ処理機能が必要になります。
しかしこのよう

テレオ出力を例として示しています。マスタ・モードでは、供給されたサンプ

に大規模で複雑なオーディオ処理機能を開発し、
任意のプロセッサで効率よ

ル・クロック
（clk）
がシリアル・データ出力
（sdout）
を駆動します。
スレーブ・

減できます。
オーディオ・サブシステムとは、
ハードウェア/ソフトウェア・コン

ハードウェアに関しては、
ペリフェラルのIPブロックを開発または購入し、
コ

ポーネントが完全な形で統合、
検証されており、
SoCに組み込むだけで面倒な

ンフィギュレーションとインテグレーションを行う必要があります。
この作

設定をすることなく利用できるソリューションを言います。
このようなオー

業では、バス・インターフェイス、
割り込み、
DMA制御など低レベルの細部に

ディオ・サブシステムには2つの種類があります。
1つは、
単一の
「汎用製品」
と

関する作業が発生します。
ソフトウェアに関しては、
プロセッサや使用するオ

して定義されたものです。
しかし前述のように、
オーディオ処理機能の実行に

ペレーティング・システム（OS）用のソフトウェア・ドライバを用意し、ペリ

必要な処理性能や使用するペリフェラルの数と種類など、
オーディオ機能に

フェラルのレジスタ空間をメモリー・マップに割り当て、
ソフトウェア・ドライ

求められる要件はSoCのアプリケーションによって大きく異なります。

バをソフトウェア・スタックに統合することにより、
ユースケースでペリフェ
ラルを使用できるようにする必要があります。ハードウェアとソフトウェア

また、
1種類の汎用製品であらゆる用途に対応しようとすると、
多くのSoCア

のインテグレーションが正しく行われており、必要な動作モードをすべてサ

プリケーションでシリコンの占有面積が必要以上に大きくなります。
そこで

ポートしているかどうかを検証するには長時間の作業が要求されます。

もう1つのアプローチとして考えられるのが、ターゲットとなるSoCアプリ

ペリフェラルのインテグレーションで特に重要になるのが、
サンプル・クロッ

ギュラブルなオーディオ・サブシステムです。図5は、
コンフィギュラブルな

ケーションに合わせて最適なコンフィギュレーションを選択できるコンフィ
クの生成です。ハードウェアに関しては、サポートするすべてのサンプル・

オーディオ・サブシステム、複数IPの組み合わせ、汎用製品という3つのアプ

レート
（Fs）
に関してペリフェラル用のサンプル・クロックを1つのソース・ク

ローチを、
「特定の要件に合わせて最適化できる自由度」
と
「オーディオ機能の

ロックから供給できるようなサンプル・クロック・インフラストラクチャが必

構築とインテグレーションの際の使い勝手の良さ」
に着目して比較したもの

要です。
これには、
スレーブ・モードのペリフェラルがマスタ・モードで動作中

です。
使い勝手の良さは、
エンジニアの作業量に反比例します。

の他のペリフェラルに対してサンプル・クロックを生成するためのオーディ
オPLL（Phase Locked Loop）
が含まれます。クロック制御ソフトウェアに関

理想的な製品

しては、ユースケースで使用するペリフェラルに対して適切なサンプル・ク
ロックを生成できるように、
クロック・インフラストラクチャのプログラミン

複数の IP の
組み合わせ

グをサポートする必要があります。
オーディオ・ペリフェラルにはリアルタイム制約があり、
入力ペリフェラルで
のオーバーフローや出力ペリフェラルでのアンダーフローを避けなければな
りません。
このようなオーバーフローやアンダーフローは聴覚上のノイズとし

ペリフェラルとサンプル・クロック生成のインテグレーション

これに対し、完成したオーディオ・サブシステムとして提供されるオーディ

･
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オーディオ
サブシステム

自由度が高い
作業負担が大きい
リードタイムが長い
リスクが高い

･
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･
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て知覚され、
ユーザー体験の質を低下させる原因となります。
定義した動作条

検証編

処理機能の数が少ないローエンド・システムなら、
Dolby TrueHDやDTS-HD

SoCに集積するオーディオ・ソリューションは、
さまざまなハードウェア/ソ

ルはマスタ・モードのみとなります。
I2Sプロトコルで使用するビット・クロッ

Support Q&A

して実現するには、
下記のようにさまざまな課題を解決する必要があります。

S/PDIFの場合、
入力ペリフェラルはスレーブ・モードのみで、
出力ペリフェラ

フィジカル編

になります。
たとえば、
サポートするオーディオ圧縮フォーマットやサウンド

オーディオ・サブシステム

Support Q&A

力を抑えた効率的なハードウェア/ソフトウェア・インプリメンテーションと

データ転送を駆動します。

設計自由度

リケーション向けのSoCを開発するには、
演算性能のスケーラビリティも必要

モードでは、外部ビット・クロック
（sclk）
とレフトライト・クロック（lrclk）が

論理合成編

大きく異なるため、
同じオーディオ処理ソフトウェアを再利用して異なるアプ

をサポートしたハイエンドのシステムほどの演算性能は必要ありません。
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セッサとオーディオ・プロセッサのやりとりを、
高レベルAPIを用いて透過的
に実行できるのが理想的です。このようなAPIを使用すると、ホスト・プロ

Support Q&A

また、
ユースケースの実行に必要な演算性能はSoCアプリケーションによって

ターゲットとするSoCアプリケーションのユースケースを、
コストと消費電

オーディオ処理のインプリメンテーション

sdout
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これらの2つのユースケースには大きな違いが1つあります。
Blu-ray再生の

ホスト・インターフェイスとユースケース構築/実行のためのAPI

オーディオ
Tx
データ
スレーブ

からユースケースを構築し、
ペリフェラルとの間でオーディオ・データの双方
向ストリーミングを行うためのサポートも必要です。
ここでは、
ホスト・プロ

最新技術情報

幅広い種類のオーディオ処理機能を用意し、
これらの機能を組み合わせて完

フォーマット（たとえばATSC規格: Advanced Television Systems

▶

sdout

lrclk

ロセッサから実行できる機能が必要です。また、個々のオーディオ処理機能

Technology Update

ゲットとするデジタル・テレビ放送規格で使われているオーディオ圧縮

ペリフェラルとサンプル・クロック生成のインテグレーション

Tx
マスタ

sclk
I2S

オートモーティブ
ソリューション特集

エンコード

く実行できるように最適化するには非常に多くの作業が必要です。
また、
ソフ

▶

lrclk

clk

（Derwig, 2012）
でご説明しています。

図3はデジタル・テレビ放送の受信と録画のユースケースを示したもので

▶ オーディオ処理
（デコーダ、
エンコーダ、
基本的なポストプロセッシング、
高度なサウンド処理）
のインプリメンテーション

sclk
I2S

S/PDIF

図 3. デジタル・テレビ放送の受信と録画のユースケース

オーディオ機能のインプリメントに関する課題

clk

News Release

多重化された
トランスポート
ストリーム（TS）
の分離

PCM
5.1

サウンド
処理

ニュースリリース

PCM
2/5.1

コンフィギュラブルなソリューション
作業負担が少ない
すぐに利用可能
リスクが低い

件の範囲内でリアルタイム制約の違反が発生しないようにするには、
ワースト
ケース・パフォーマンス解析を行い、
バッファのサイジングを正しく実行する

･
･
･
･

必要があります。
ワーストケース・パフォーマンス解析では考え得るすべての
相互連携を考慮する必要がありますが、
その解析結果はどのようなハードウェ
ア/ソフトウェア・アーキテクチャを選択するかによって大きく変化します。

ホスト・インターフェイスと
ユースケース構築/実行のためのAPI

現状のまま（自由度がほとんどない）
作業負担が少ない
すぐに利用可能
リスクが低い

汎用製品

使い勝手の良さ
図 5. 3 つのアプローチ（コンフィギュラブルなオーディオ・サブシステム、
複数 IP の組み合わせ、汎用製品）の比較

一般に、
ホスト・プロセッサ上のソフトウェア・アプリケーションはオーディ

ここからは、
簡単な作業でSoCに集積可能なオーディオ機能を実現するコン

オ・ユースケースだけでなくビデオ、
グラフィックス、
ストレージなどの機能

フィギュラブルなオーディオ・サブシステムの利点について詳しく見ていき

も実行します。
アプリケーションの構築をサポートするには、
オーディオ・プ

ます。

ロセッサで実行するオーディオ処理機能を制御するためのソフトウェア・イ
ンターフェイスがホスト・プロセッサ側に必要です。
オーディオ処理機能のホスト・インターフェイスには、
ホスト・プロセッサと

コンフィギュレーション性
SoCアプリケーションによってさまざまに異なるニーズを満たすには、
オー

オーディオ・プロセッサ間のプロセッサ間通信
（IPC）
を使用します。
このIPC

ディオ・サブシステムに高いコンフィギュレーション性が求められます。
ここ

上で、
オーディオ処理機能の作成、
開始、
一時停止、
再開、
停止などをホスト・プ

で重要になるのは、
次の3つです。

次ページに続く
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す。まず、多重化されたMPEG-2トランスポート・ストリーム（TS）などの

トウェア・コーデックについては各標準化団体と協力して規格適合の承認を
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るオーディオ・データに対して高度なサウンド処理を実行します。S/PDIFや

バッファ・マネージメントに関する互換性を言います。
しかしこのような互換

HDMIでオーディオ・データを出力する場合はエンコードも行います。ダウ

性の確保に関する標準規格は存在しないため、
さまざまなソースやサプライ

ンミックスしたステレオのオーディオ・データは、エンコードしてからハー
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な作業となります。たとえばインターリーブありのオーディオ・データ
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図 4. I2S ペリフェラルのステレオ出力（左がマスタ・モード、右がスレーブ・モード）

行を行えます。
ホスト・プロセッサ上でのオーディオ機能ソフトウェアのイン
テグレーションの詳細は、本稿末尾でご紹介する関連ホワイトペーパー
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これらの課題について詳しく見ていきます。

Master Audioなどのオーディオ圧縮フォーマットや高度なサウンド処理機能

フトウェア・コンポーネントを組み合わせて構築できます。
しかし内製または

ク（sclk）の最小周波数は、
「Fs x オーディオ・ワード x 2」です（ただしFsは

外部サプライヤから調達した複数のIPを組み合わせるこのアプローチでは、
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なります。

Fs x 256やFs x 384な
クへの接続には、
通常I2Sインターフェイスを使用し、
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たハードウェア/ソフトウェア・コンポーネントを組み合わせてオーディオ機

ペリフェラルの動作には、
マスタ・モードとスレーブ・モードがあります。
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ハードウェア・コンポーネントの中でも特に中
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オーディオ・ワードの入力/出力を
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ターゲットとするユースケース
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この場合、
マ

あります。
オーディオ・プロセッサを選ぶ上でもう1つ重要な基準となるのが、

スタ・モードで動作する他のオーディオ・ペリフェラル用のサンプル・クロッ

そのプロセッサ上で実行できるオーディオ処理機能の種類です。
多くの場合、

クを生成するために、
サンプル・クロックのリカバリが必要です。
I2Sペリフェ

SoCアプリケーションのユースケースをサポートしてユーザーニーズを満た

ラルは、
マスタ・モードとスレーブ・モードの両方が可能です。図4は、
I2Sのス

すには、
非常に多くのオーディオ処理機能が必要になります。
しかしこのよう

テレオ出力を例として示しています。マスタ・モードでは、供給されたサンプ

に大規模で複雑なオーディオ処理機能を開発し、
任意のプロセッサで効率よ

ル・クロック
（clk）
がシリアル・データ出力
（sdout）
を駆動します。
スレーブ・

減できます。
オーディオ・サブシステムとは、
ハードウェア/ソフトウェア・コン

ハードウェアに関しては、
ペリフェラルのIPブロックを開発または購入し、
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このようなオー

業では、バス・インターフェイス、
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と

関する作業が発生します。
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ラルを使用できるようにする必要があります。ハードウェアとソフトウェア
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ここでは、
ホスト・プロ

最新技術情報

幅広い種類のオーディオ処理機能を用意し、
これらの機能を組み合わせて完

フォーマット（たとえばATSC規格: Advanced Television Systems

▶

sdout

lrclk

ロセッサから実行できる機能が必要です。また、個々のオーディオ処理機能

Technology Update

ゲットとするデジタル・テレビ放送規格で使われているオーディオ圧縮

ペリフェラルとサンプル・クロック生成のインテグレーション

Tx
マスタ

sclk
I2S

オートモーティブ
ソリューション特集

エンコード

く実行できるように最適化するには非常に多くの作業が必要です。
また、
ソフ

▶

lrclk

clk

（Derwig, 2012）
でご説明しています。

図3はデジタル・テレビ放送の受信と録画のユースケースを示したもので

▶ オーディオ処理
（デコーダ、
エンコーダ、
基本的なポストプロセッシング、
高度なサウンド処理）
のインプリメンテーション

sclk
I2S

S/PDIF

図 3. デジタル・テレビ放送の受信と録画のユースケース

オーディオ機能のインプリメントに関する課題

clk

News Release

多重化された
トランスポート
ストリーム（TS）
の分離

PCM
5.1

サウンド
処理

ニュースリリース

PCM
2/5.1

コンフィギュラブルなソリューション
作業負担が少ない
すぐに利用可能
リスクが低い

件の範囲内でリアルタイム制約の違反が発生しないようにするには、
ワースト
ケース・パフォーマンス解析を行い、
バッファのサイジングを正しく実行する

･
･
･
･

必要があります。
ワーストケース・パフォーマンス解析では考え得るすべての
相互連携を考慮する必要がありますが、
その解析結果はどのようなハードウェ
ア/ソフトウェア・アーキテクチャを選択するかによって大きく変化します。

ホスト・インターフェイスと
ユースケース構築/実行のためのAPI

現状のまま（自由度がほとんどない）
作業負担が少ない
すぐに利用可能
リスクが低い

汎用製品

使い勝手の良さ
図 5. 3 つのアプローチ（コンフィギュラブルなオーディオ・サブシステム、
複数 IP の組み合わせ、汎用製品）の比較

一般に、
ホスト・プロセッサ上のソフトウェア・アプリケーションはオーディ

ここからは、
簡単な作業でSoCに集積可能なオーディオ機能を実現するコン

オ・ユースケースだけでなくビデオ、
グラフィックス、
ストレージなどの機能

フィギュラブルなオーディオ・サブシステムの利点について詳しく見ていき

も実行します。
アプリケーションの構築をサポートするには、
オーディオ・プ

ます。

ロセッサで実行するオーディオ処理機能を制御するためのソフトウェア・イ
ンターフェイスがホスト・プロセッサ側に必要です。
オーディオ処理機能のホスト・インターフェイスには、
ホスト・プロセッサと

コンフィギュレーション性
SoCアプリケーションによってさまざまに異なるニーズを満たすには、
オー

オーディオ・プロセッサ間のプロセッサ間通信
（IPC）
を使用します。
このIPC

ディオ・サブシステムに高いコンフィギュレーション性が求められます。
ここ

上で、
オーディオ処理機能の作成、
開始、
一時停止、
再開、
停止などをホスト・プ

で重要になるのは、
次の3つです。

次ページに続く
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前ページより続く

ソリューションとなるようにハードウェア・アーキテクチャを設計しました。
ルコアARC AS211SFXオーディオ・プロセッサまたはデュアルコアARC

アプリケーション

す。
ARC AS211SFXとARC AS221BDオーディオ・プロセッサは、
少ない面積

Gfx

AS221BDオーディオ・プロセッサとしてコンフィギュレーションできるた
め、
ターゲットとなるユースケースの要件に合わせて処理性能を選択できま
と消費電力で効率よくオーディオ処理機能を実行できるように最適化され

▶ ペリフェラルの数や種類を設定できること

ビデオ

ターゲットとなるユースケースのオーディオ処理機能を実行する上で
必要な演算性能のコンフィギュレーション性。オーディオ・プロセッサ
のコンフィギュレーション・パラメータでキャッシュ・サイズやコア数
を変更できること

オーディオ
プラグイン

デコード
+
エンコード

がメモリー・アクセス・レイテンシから受ける影響を考慮してSoCインテグ

ソフトウェア・インフラストラクチャ

ドライバ

ホスト・プロセッサ

ARC AS211SFX/AS221BD
オーディオ・プロセッサ

ペリフェラルと
クロック

レーション時にコンフィギュレーションが可能です。
ARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサとオーディオ・ペリフェ

コンフィギュレーション性はハードウェアとソフトウェアの両面で必要で

ラルは、スマート・ローカル・インターコネクトで接続しています。このイン

す。
たとえば、
選択したペリフェラルに合わせてソフトウェアを設定できるこ

ターコネクトは、ペリフェラルのリアルタイム制約を満たしながらオーディ

とも必要です。

オをストリーミングできる省面積のインフラストラクチャを提供します。
こ
のスマート・ローカル・インターコネクトには、SoCインフラストラクチャ側

ただし、
コンフィギュレーション・オプションの数はオーディオ・サブシステ

にオーディオ・ペリフェラルのインテグレーション専用ポートを必要としな

ムの使い勝手の良さとの間で慎重なバランスをとる必要があります。コン

いという利点もあります。
SoundWaveオーディオ・サブシステムは、デジタル・ペリフェラル（I 2 S、

レーション作業が複雑になります。
コンフィギュレーション・オプションの数

S/PDIF）
とアナログ・ペリフェラル（マイク、
ライン、ヘッドフォン）
を両方サ

が多いと設計自由度は向上しますが、使い勝手が悪くなるため、図5（P13参

コンフィギュレーションによって入
ポートしています。I2Sペリフェラルは、

照）
のグラフでは左上に位置してしまい、
好ましくありません。
このため、
オー

力または出力、マスタまたはスレーブ、ステレオまたはマルチチャネル

ディオ・サブシステムの設計自由度を十分に維持しながらコンフィギュレー

（5.1/7.1）を選択できます。S/PDIFを使ってHDMIレシーバまたはトランス
ミッタをチップ上で直接接続することもできます。
S/PDIFとHDMIはどちら

ション・オプションの数を最小限に抑えるのが理想です。

もIEC60958とIEC61937規格に基づいたプロコトルであり、
直接接続するこ
オーディオ・サブシステムには、複数のIPの組み合わせによるアプローチで

とによって面積を大幅に削減できます。
このハードウェア・アーキテクチャには、
コンフィギュレーションに含めたペ

ハードウェア/ソフトウェア・コンフィギュレーションを生成する自動化され

リフェラルに対するすべてのサンプル・クロック
（アナログ・コーデック用の

たコンフィギュレーション・フローにより、
インテグレーションが簡単に行え

オーバーサンプリング・クロックを含む）
を生成可能なクロック・インフラス

る点です。
また、
すべてのコンポーネントが1つのサブシステムとしてまとめ

トラクチャが用意されています。
SoCインテグレーションを容易にするもう

られているため、
サブシステムのサプライヤが現在の標準IPブロックと同じ

1つの手段として、
リセット・コントローラも提供されます。
オーディオ・サブ

ような感覚でブロック全体を検証できます。
複数の調達先からのコンポーネ

システムをリセットするための1つのコマンドを実行するだけで、オーディ

ントを組み合わせてSoCインテグレーションを行う場合のような検証の手間

オ・サブシステム内部の詳細を意識することなくサブシステムの各コンポー

は発生しません。

ネントを正しくリセットできます。

オーディオ・サブシステムのアーキテクチャ

オ・サブシステムのアーキテクチャを示します。

スケースで必要なオーディオ処理機能をSoCインテグレーションの際に選
択できます。

テムの量産用ソフトウェアで実行できます。要求される演算性能がそれほど

図7の右下に示したモジュールは、ペリフェラルとクロック・インフラス

可能です。ソフトウェア開発が完了した後も、プロトタイプはバリデーショ

高くないユースケースの場合、リアルタイムにオーディオ出力を得ることも

トラクチャのハードウェアを表しています（詳細は図6に記載）。これら

リフェラルのインテグレーションに関してソフトウェアのポーティングを
行う必要が一切なく、SoCへのオーディオ・サブシステムのインテグレー
ションが容易になります。入力ペリフェラルと出力ペリフェラルがそれぞ
れソース機能とシンク機能として提供されており、これらをユースケース
のフローグラフの開始点と終了点として使用できるのも、SoCインテグ
て提供される高レベルAPIを利用すれば、ペリフェラルとクロック・インフ
ラストラクチャの細部を意識せずに制御できます。これらはすべて、ソー
ス機能とシンク機能をユースケースにインスタンス化して、開始、停止な
どを実行するだけで透過的に処理されます。

ク図を示したものです。

インフラストラクチャがデコーダ、
エンコーダ、
基本的なポストプロセッシン
グ、
高度なサウンド処理といったオーディオ処理機能のフローグラフの作成
と実行をサポートします。SoundWaveオーディオ・サブシステムには利用

ホスト
プロセッサ

システム
メモリー

ARC
AS211SFX/
AS221BD
オーディオ・プロセッサ

SRAM

USB

リセット
コントローラ

オーディオ・サブシステム
ハードウェア・アーキテクチャ

ホスト・プロセッサから利用できるようにするオーディオ・プラグインが付属

オ処理を実行できます。
オーディオ・プラグインは、
ホスト・プロセッサとARC
AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ間のIPCを利用します。
オーディオ・プラグインは、
ユースケースの構築と実行に関する高レベルAPI
を提供します。
SoundWaveオーディオ・サブシステムでサポートされるAPI
の1つに、
GStreamer APIがあります。
GStreamerはストリーミング・メディ
ア・アプリケーションを作成するためのオープンソースのマルチメディア・フ
レームワークとして広く使われており、
GStreamerプラグインも数多く提供
されています。
オーディオ・サブシステムのオーディオ・プラグインを利用す
サ上でGStreamer要素として実行できます。
GStreamer要素はプロキシとし
て動作し、
実際にはARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ上で
機能が実行されます。
GStreamer APIを使うと、
ホスト・プロセッサ上でロー
により、
ホスト・プロセッサの処理をオーディオ・プロセッサに簡単に移管し
てHDマルチチャネル・オーディオの処理性能を最適化できるため、ソフト

I2S

I2S 入力

I2S

I2S 出力

あらかじめインテグレーションが完了したオーディオ・サブシステムとは、

S/PDIF 入力

ものでなければいけません。プロトタイピングとしては、バーチャル・プロト

S/PDIF 出力

ウェア・インテグレーションの作業負担が大幅に軽減します。

14

▶

ターゲットとするユースケースで求められる演算性能を備えた
オーディオ・プロセッサ上で、幅広い種類のソフトウェア・コーデックと
サウンド処理機能を提供すること
デジタル/アナログ・ペリフェラルのインテグレーション
（必要なサンプル・クロックの生成を含む）
ホスト・プロセッサとのインターフェイスやユースケースの構築と
実行のためのAPIの提供

ハードウェア/ソフトウェア・コンポーネントを完全な汎用オーディオ・サブ
システムとして統合し、検証済みの形で提供されるオーディオ・ソリュー
ションを利用すれば、SoCへの高度なHDマルチチャネル・オーディオのイン
テグレーションに伴う労力とリスクが大幅に軽減されます。
DesignWare SoundWaveオーディオ・サブシステムは、この「オーディオ・
サブシステム」というアプローチの利点を完全に備えたソリューションで
す。このサブシステムはARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ
を搭載し、インターオペラビリティの確保されたオーディオ処理機能を幅広
く提供しています。また、効率的なツールを用いてコンフィギュレーション
が行えます。オーディオ処理機能をホスト・プロセッサから利用できるオー
ディオ・プラグインも用意されており、オーディオ処理のプロセッサ移管も
非常に簡単な作業で実現します。また、ペリフェラルのインテグレーション、
サブシステムのリセット、ホスト・プロセッサとオーディオ・プロセッサのや
りとりなど、インプリメンテーションの細部を抽象化するハードウェア/ソ

プロトタイピングのサポート

フトウェア・インターフェイスも明確に定義されているため、SoCへのオー

SoCに統合した完全なオーディオ機能のプロトタイプ開発もサポートした
タイピングまたはフィジカル・プロトタイピング、あるいはそのハイブリッ
ド形式が可能です。SoundWaveオーディオ・サブシステムにもプロトタイ
ピング環境が用意されており、SoCのハードウェア設計と並行してアプリ
ケーション・ソフトウェアを開発できます。開発が完了したら、アプリケー

図 6. DesignWare SoundWave オーディオ・サブシステムのハードウェア・アーキテクチャ

▶

ションでは、
ビデオやグラフィックスなど他の必要な処理と併せてオーディ

ヘッドフォン
ライン

S/PDIF

ションに関しては、以下の課題があります。

ディオ・サブシステムには、オーディオ処理機能、
ソース機能、シンク機能を

DAC

S/PDIF

SoCへのHDマルチチャネル・オーディオ・ソリューションのインテグレー

▶

カルに実行しているような感覚でユースケースを構築し実行できます。
これ

アナログ
コーデック

HDMI
クロック
マネージメント

ADC

マイク
ライン

ディオ機能の処理から解放され、
全体的なコストと消費電力を抑えられます。

図7の左側に示したのは、ホスト・インターフェイスです。SoundWaveオー

ると、
すべてのオーディオ処理機能やソース/シンク機能をホスト・プロセッ
スマート
ローカル
インターコネクト

処理に必要な演算性能は年々高まっており、オーディオ処理を専用のオー
ディオ・プロセッサに移管すれば、ホスト・プロセッサは負荷の大きいオー

検証編

のOSと軽量のストリーミング・フレームワークで構成されるソフトウェア・

本稿では、
SoCへのオーディオ機能の統合について、
アプリケーションとユー
スケースの観点から詳しく考察しました。
HDマルチチャネル・オーディオの

Support Q&A

含めてコンフィギュレーションしたハードウェア・アーキテクチャのブロッ

まとめ

AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサで実行します。このため、ペ

フィジカル編

オーディオ・プロセッサで実行します。
ARCオーディオ・プロセッサでは、
小型

ンやデモンストレーションといった用途に役立ちます。

ペ リ フ ェ ラ ル の ド ラ イ バ は 、オ ー デ ィ オ・サ ブ シ ス テ ム 内 の A R C

Support Q&A

図7の中央上部に示したオーディオ処理機能は、
ARC AS211SFX/AS221BD

図6は、
SoundWaveオーディオ・サブシステムにいくつかのペリフェラルを

す。これにより、実際のオーディオ処理をSoundWaveオーディオ・サブシス

論理合成編

システムとしてSoundWaveオーディオ・サブシステムが提供されています。

したユースケースをオーディオ・サブシステムのプロトタイプ上で実行しま

Support Q&A

シノプシスのDesignWare IPには、
コンフィギュラブルなオーディオ・サブ

シノプシスは、
SoC環境へのインテグレーションを容易にするため、
省面積の

可能なオーディオ処理機能が豊富に用意されており、ターゲットとするユー

しており、
アプリケーションの構築を容易に行えます。
このようなアプリケー

図7に、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたSoundWaveオーディ

その他のハードウェア

Design Compiler 講座

ザー・インターフェイスを備えた合理的なツールのサポートや、選択した

その他のソフトウェア

図 7. DesignWare SoundWave オーディオ・サブシステムのアーキテクチャ

レーションを容易にする特長の1つです。ソース機能とシンク機能によっ

は実現できないメリットがほかにもいくつかあります。
まず、
スマートなユー

オーディオ・サブシステムのハードウェア

最新技術情報

に複雑な細部を扱うことになるため、オーディオ・サブシステムのインテグ

オーディオ・サブシステムのソフトウェア

Technology Update

フィギュレーション・オプションが多すぎるとSoCインテグレーションの際

ソース
+
シンク

オートモーティブ
ソリューション特集

バス・インターフェイスの種類
（AHB™/AXI™など）
やメモリー・マップ
のベース・アドレスなど、
SoC環境へのオーディオ・サブシステムのイン
テグレーションに影響するプロパティを設定できること

基本的な
高度な
ポスト
サウンド処理
プロセッシング

OS

たコンフィギュラブルなプロセッサです。ARC AS211SFX/AS221BDオー
ディオ・プロセッサのキャッシュは、
SoC環境ではオーディオ・サブシステム

▶

ペリフェラルの
インテグレーション

News Release

▶

オーディオ処理

ニュースリリース

図6のARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ・ブロックはシング

ション・ソフトウェアをホスト・プロセッサのプロトタイプ上で実行し、構築

ディオ・サブシステムのインテグレーションを簡単に行えます。オーディオ・
サブシステムのプロトタイピング機能を利用すると、ハードウェア・インプ
リメンテーションと並行してアプリケーション・ソフトウェア開発を進めら
れます。複数のソースからIPを調達してハードウェア/ソフトウェア・コン
ポーネントを組み合わせた統合度の低いアプローチに比べ、検証済みの完全
なオーディオ・サブシステムならエンジニアの労力、開発コスト、リスクを最
小限に抑えてSoCインテグレーションを完成させ、製品を短期間で市場に投
入できます。

関連ホワイトペーパー： Derwig, R. (2012)
High-end audio made easy: the software story, Software integration of an audio subsystem into a system on chip.
Synopsys, Inc.
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前ページより続く

ソリューションとなるようにハードウェア・アーキテクチャを設計しました。
ルコアARC AS211SFXオーディオ・プロセッサまたはデュアルコアARC

アプリケーション

す。
ARC AS211SFXとARC AS221BDオーディオ・プロセッサは、
少ない面積

Gfx

AS221BDオーディオ・プロセッサとしてコンフィギュレーションできるた
め、
ターゲットとなるユースケースの要件に合わせて処理性能を選択できま
と消費電力で効率よくオーディオ処理機能を実行できるように最適化され

▶ ペリフェラルの数や種類を設定できること

ビデオ

ターゲットとなるユースケースのオーディオ処理機能を実行する上で
必要な演算性能のコンフィギュレーション性。オーディオ・プロセッサ
のコンフィギュレーション・パラメータでキャッシュ・サイズやコア数
を変更できること

オーディオ
プラグイン

デコード
+
エンコード

がメモリー・アクセス・レイテンシから受ける影響を考慮してSoCインテグ

ソフトウェア・インフラストラクチャ

ドライバ

ホスト・プロセッサ

ARC AS211SFX/AS221BD
オーディオ・プロセッサ

ペリフェラルと
クロック

レーション時にコンフィギュレーションが可能です。
ARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサとオーディオ・ペリフェ

コンフィギュレーション性はハードウェアとソフトウェアの両面で必要で

ラルは、スマート・ローカル・インターコネクトで接続しています。このイン

す。
たとえば、
選択したペリフェラルに合わせてソフトウェアを設定できるこ

ターコネクトは、ペリフェラルのリアルタイム制約を満たしながらオーディ

とも必要です。

オをストリーミングできる省面積のインフラストラクチャを提供します。
こ
のスマート・ローカル・インターコネクトには、SoCインフラストラクチャ側

ただし、
コンフィギュレーション・オプションの数はオーディオ・サブシステ

にオーディオ・ペリフェラルのインテグレーション専用ポートを必要としな

ムの使い勝手の良さとの間で慎重なバランスをとる必要があります。コン

いという利点もあります。
SoundWaveオーディオ・サブシステムは、デジタル・ペリフェラル（I 2 S、

レーション作業が複雑になります。
コンフィギュレーション・オプションの数

S/PDIF）
とアナログ・ペリフェラル（マイク、
ライン、ヘッドフォン）
を両方サ

が多いと設計自由度は向上しますが、使い勝手が悪くなるため、図5（P13参

コンフィギュレーションによって入
ポートしています。I2Sペリフェラルは、

照）
のグラフでは左上に位置してしまい、
好ましくありません。
このため、
オー

力または出力、マスタまたはスレーブ、ステレオまたはマルチチャネル

ディオ・サブシステムの設計自由度を十分に維持しながらコンフィギュレー

（5.1/7.1）を選択できます。S/PDIFを使ってHDMIレシーバまたはトランス
ミッタをチップ上で直接接続することもできます。
S/PDIFとHDMIはどちら

ション・オプションの数を最小限に抑えるのが理想です。

もIEC60958とIEC61937規格に基づいたプロコトルであり、
直接接続するこ
オーディオ・サブシステムには、複数のIPの組み合わせによるアプローチで

とによって面積を大幅に削減できます。
このハードウェア・アーキテクチャには、
コンフィギュレーションに含めたペ

ハードウェア/ソフトウェア・コンフィギュレーションを生成する自動化され

リフェラルに対するすべてのサンプル・クロック
（アナログ・コーデック用の

たコンフィギュレーション・フローにより、
インテグレーションが簡単に行え

オーバーサンプリング・クロックを含む）
を生成可能なクロック・インフラス

る点です。
また、
すべてのコンポーネントが1つのサブシステムとしてまとめ

トラクチャが用意されています。
SoCインテグレーションを容易にするもう

られているため、
サブシステムのサプライヤが現在の標準IPブロックと同じ

1つの手段として、
リセット・コントローラも提供されます。
オーディオ・サブ

ような感覚でブロック全体を検証できます。
複数の調達先からのコンポーネ

システムをリセットするための1つのコマンドを実行するだけで、オーディ

ントを組み合わせてSoCインテグレーションを行う場合のような検証の手間

オ・サブシステム内部の詳細を意識することなくサブシステムの各コンポー

は発生しません。

ネントを正しくリセットできます。

オーディオ・サブシステムのアーキテクチャ

オ・サブシステムのアーキテクチャを示します。

スケースで必要なオーディオ処理機能をSoCインテグレーションの際に選
択できます。

テムの量産用ソフトウェアで実行できます。要求される演算性能がそれほど

図7の右下に示したモジュールは、ペリフェラルとクロック・インフラス

可能です。ソフトウェア開発が完了した後も、プロトタイプはバリデーショ

高くないユースケースの場合、リアルタイムにオーディオ出力を得ることも

トラクチャのハードウェアを表しています（詳細は図6に記載）。これら

リフェラルのインテグレーションに関してソフトウェアのポーティングを
行う必要が一切なく、SoCへのオーディオ・サブシステムのインテグレー
ションが容易になります。入力ペリフェラルと出力ペリフェラルがそれぞ
れソース機能とシンク機能として提供されており、これらをユースケース
のフローグラフの開始点と終了点として使用できるのも、SoCインテグ
て提供される高レベルAPIを利用すれば、ペリフェラルとクロック・インフ
ラストラクチャの細部を意識せずに制御できます。これらはすべて、ソー
ス機能とシンク機能をユースケースにインスタンス化して、開始、停止な
どを実行するだけで透過的に処理されます。

ク図を示したものです。

インフラストラクチャがデコーダ、
エンコーダ、
基本的なポストプロセッシン
グ、
高度なサウンド処理といったオーディオ処理機能のフローグラフの作成
と実行をサポートします。SoundWaveオーディオ・サブシステムには利用

ホスト
プロセッサ

システム
メモリー

ARC
AS211SFX/
AS221BD
オーディオ・プロセッサ

SRAM

USB

リセット
コントローラ

オーディオ・サブシステム
ハードウェア・アーキテクチャ

ホスト・プロセッサから利用できるようにするオーディオ・プラグインが付属

オ処理を実行できます。
オーディオ・プラグインは、
ホスト・プロセッサとARC
AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ間のIPCを利用します。
オーディオ・プラグインは、
ユースケースの構築と実行に関する高レベルAPI
を提供します。
SoundWaveオーディオ・サブシステムでサポートされるAPI
の1つに、
GStreamer APIがあります。
GStreamerはストリーミング・メディ
ア・アプリケーションを作成するためのオープンソースのマルチメディア・フ
レームワークとして広く使われており、
GStreamerプラグインも数多く提供
されています。
オーディオ・サブシステムのオーディオ・プラグインを利用す
サ上でGStreamer要素として実行できます。
GStreamer要素はプロキシとし
て動作し、
実際にはARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ上で
機能が実行されます。
GStreamer APIを使うと、
ホスト・プロセッサ上でロー
により、
ホスト・プロセッサの処理をオーディオ・プロセッサに簡単に移管し
てHDマルチチャネル・オーディオの処理性能を最適化できるため、ソフト

I2S

I2S 入力

I2S

I2S 出力

あらかじめインテグレーションが完了したオーディオ・サブシステムとは、

S/PDIF 入力

ものでなければいけません。プロトタイピングとしては、バーチャル・プロト

S/PDIF 出力

ウェア・インテグレーションの作業負担が大幅に軽減します。
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▶

ターゲットとするユースケースで求められる演算性能を備えた
オーディオ・プロセッサ上で、幅広い種類のソフトウェア・コーデックと
サウンド処理機能を提供すること
デジタル/アナログ・ペリフェラルのインテグレーション
（必要なサンプル・クロックの生成を含む）
ホスト・プロセッサとのインターフェイスやユースケースの構築と
実行のためのAPIの提供

ハードウェア/ソフトウェア・コンポーネントを完全な汎用オーディオ・サブ
システムとして統合し、検証済みの形で提供されるオーディオ・ソリュー
ションを利用すれば、SoCへの高度なHDマルチチャネル・オーディオのイン
テグレーションに伴う労力とリスクが大幅に軽減されます。
DesignWare SoundWaveオーディオ・サブシステムは、この「オーディオ・
サブシステム」というアプローチの利点を完全に備えたソリューションで
す。このサブシステムはARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ
を搭載し、インターオペラビリティの確保されたオーディオ処理機能を幅広
く提供しています。また、効率的なツールを用いてコンフィギュレーション
が行えます。オーディオ処理機能をホスト・プロセッサから利用できるオー
ディオ・プラグインも用意されており、オーディオ処理のプロセッサ移管も
非常に簡単な作業で実現します。また、ペリフェラルのインテグレーション、
サブシステムのリセット、ホスト・プロセッサとオーディオ・プロセッサのや
りとりなど、インプリメンテーションの細部を抽象化するハードウェア/ソ

プロトタイピングのサポート

フトウェア・インターフェイスも明確に定義されているため、SoCへのオー

SoCに統合した完全なオーディオ機能のプロトタイプ開発もサポートした
タイピングまたはフィジカル・プロトタイピング、あるいはそのハイブリッ
ド形式が可能です。SoundWaveオーディオ・サブシステムにもプロトタイ
ピング環境が用意されており、SoCのハードウェア設計と並行してアプリ
ケーション・ソフトウェアを開発できます。開発が完了したら、アプリケー

図 6. DesignWare SoundWave オーディオ・サブシステムのハードウェア・アーキテクチャ

▶

ションでは、
ビデオやグラフィックスなど他の必要な処理と併せてオーディ

ヘッドフォン
ライン

S/PDIF

ションに関しては、以下の課題があります。

ディオ・サブシステムには、オーディオ処理機能、
ソース機能、シンク機能を

DAC

S/PDIF

SoCへのHDマルチチャネル・オーディオ・ソリューションのインテグレー

▶

カルに実行しているような感覚でユースケースを構築し実行できます。
これ

アナログ
コーデック

HDMI
クロック
マネージメント

ADC

マイク
ライン

ディオ機能の処理から解放され、
全体的なコストと消費電力を抑えられます。

図7の左側に示したのは、ホスト・インターフェイスです。SoundWaveオー

ると、
すべてのオーディオ処理機能やソース/シンク機能をホスト・プロセッ
スマート
ローカル
インターコネクト

処理に必要な演算性能は年々高まっており、オーディオ処理を専用のオー
ディオ・プロセッサに移管すれば、ホスト・プロセッサは負荷の大きいオー

検証編

のOSと軽量のストリーミング・フレームワークで構成されるソフトウェア・

本稿では、
SoCへのオーディオ機能の統合について、
アプリケーションとユー
スケースの観点から詳しく考察しました。
HDマルチチャネル・オーディオの

Support Q&A

含めてコンフィギュレーションしたハードウェア・アーキテクチャのブロッ

まとめ

AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサで実行します。このため、ペ

フィジカル編

オーディオ・プロセッサで実行します。
ARCオーディオ・プロセッサでは、
小型

ンやデモンストレーションといった用途に役立ちます。

ペ リ フ ェ ラ ル の ド ラ イ バ は 、オ ー デ ィ オ・サ ブ シ ス テ ム 内 の A R C

Support Q&A

図7の中央上部に示したオーディオ処理機能は、
ARC AS211SFX/AS221BD

図6は、
SoundWaveオーディオ・サブシステムにいくつかのペリフェラルを

す。これにより、実際のオーディオ処理をSoundWaveオーディオ・サブシス

論理合成編

システムとしてSoundWaveオーディオ・サブシステムが提供されています。

したユースケースをオーディオ・サブシステムのプロトタイプ上で実行しま

Support Q&A

シノプシスのDesignWare IPには、
コンフィギュラブルなオーディオ・サブ

シノプシスは、
SoC環境へのインテグレーションを容易にするため、
省面積の

可能なオーディオ処理機能が豊富に用意されており、ターゲットとするユー

しており、
アプリケーションの構築を容易に行えます。
このようなアプリケー

図7に、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたSoundWaveオーディ

その他のハードウェア

Design Compiler 講座

ザー・インターフェイスを備えた合理的なツールのサポートや、選択した

その他のソフトウェア

図 7. DesignWare SoundWave オーディオ・サブシステムのアーキテクチャ

レーションを容易にする特長の1つです。ソース機能とシンク機能によっ

は実現できないメリットがほかにもいくつかあります。
まず、
スマートなユー

オーディオ・サブシステムのハードウェア

最新技術情報

に複雑な細部を扱うことになるため、オーディオ・サブシステムのインテグ

オーディオ・サブシステムのソフトウェア
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フィギュレーション・オプションが多すぎるとSoCインテグレーションの際

ソース
+
シンク

オートモーティブ
ソリューション特集

バス・インターフェイスの種類
（AHB™/AXI™など）
やメモリー・マップ
のベース・アドレスなど、
SoC環境へのオーディオ・サブシステムのイン
テグレーションに影響するプロパティを設定できること

基本的な
高度な
ポスト
サウンド処理
プロセッシング

OS

たコンフィギュラブルなプロセッサです。ARC AS211SFX/AS221BDオー
ディオ・プロセッサのキャッシュは、
SoC環境ではオーディオ・サブシステム

▶

ペリフェラルの
インテグレーション

News Release

▶

オーディオ処理

ニュースリリース

図6のARC AS211SFX/AS221BDオーディオ・プロセッサ・ブロックはシング

ション・ソフトウェアをホスト・プロセッサのプロトタイプ上で実行し、構築

ディオ・サブシステムのインテグレーションを簡単に行えます。オーディオ・
サブシステムのプロトタイピング機能を利用すると、ハードウェア・インプ
リメンテーションと並行してアプリケーション・ソフトウェア開発を進めら
れます。複数のソースからIPを調達してハードウェア/ソフトウェア・コン
ポーネントを組み合わせた統合度の低いアプローチに比べ、検証済みの完全
なオーディオ・サブシステムならエンジニアの労力、開発コスト、リスクを最
小限に抑えてSoCインテグレーションを完成させ、製品を短期間で市場に投
入できます。

関連ホワイトペーパー： Derwig, R. (2012)
High-end audio made easy: the software story, Software integration of an audio subsystem into a system on chip.
Synopsys, Inc.
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