Technology Update

高性能 FPGA ベースのプロトタイピングでソフトウェア開発期間を短縮
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シニア・プロダクト・マーケティング・マネージャ

なっています。シノプシスの SoundWave オーディオ・サブシステムには、オーディオ処理用の認証取得済みコーデックが含まれており、
機器開発に多くの利点をもたらします。このSoundWaveオーディオ・サブシステムの主な特長について、シノプシスのシニア・プロダクト・
マーケティング・マネージャ、Henk Hamoen がご紹介します。

VCK アナライザ

ハードウェア完成前にソフトウェア開発を開始

実機とほぼ同等の速度で HW/SW 動作をバリデーション

図 4．ハイブリッド・プロトタイピング・ソリューション

オーディオ処理をインプリメントするには、まずシングルコアまたはデュ

クス市場の市場規模は総額2500億米ドルで、そのうち90%以上をオーディ

アルコアのオーディオ・プロセッサ、A / DコンバータIP、デジタル・インター

オ・ビジュアル（AV）関連機器が占めています。この機器市場で最も重要

フェイスなどの IP を含むハードウェア・プラットフォームから構築します。

なのが、オーディオ処理テクノロジです。CD プレーヤ、Hi-Fi システム、サ

コーデックやポストプロセッシングはソフトウェアでインプリメントして

ウンド・バー、車載インフォテイメント・システム、携帯型オーディオ・プレー

オーディオ・プロセッサで実行し、これらをソフトウェア・デバイス・ド

ヤ、メディア・プレーヤなど高い音質が求められる機器もあれば、デジタル・

ライバを利用して各種インターフェイスに接続します。

使いやすい統合型のソフトウェア・フロー

テレビ、ホーム・シアター・システム、DVD/Blu-ray Disc™プレーヤ、タ

デザインの観測性を 100 倍に高める HAPS の Deep Trace Debug 機能にも

ブレットのように優れた画質と音質が求められる機器もあります。いずれ

ハードウェア・プラットフォーム、および基本的なオーディオ機能、コー

FPGA を使用して ASIC デザインのプロトタイプを作成するには、ASIC の

対 応 し て い ま す。サ ン プ ル 結 果 は、デ バ ッ ガ・ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン と

にせよ、消費者はこれらすべての機器において優れた音質を求めています。

デック、ドライバなどのソフトウェア・ライブラリを含めたすべてのビル

ゲートレベル・コンポーネントやゲーテッド・クロックツリー構造などデ

HAPS-70システムを接続するHAPSのUMRBusインターフェイス・ポッド・

ザインの一部要素を FPGA インプリメンテーション・ツールで認識できる

リンク経由で高速に取得できます。
このほか、Identify には以下の高度なデバッグ機能もあります。

認識して等価な FPGA 構造に自動で変換します。

・デバイスの分割およびプランニング前に FPGA ベースの ASIC プロトタ
イプへのデバッグ・ポイントの設定が可能

オーディオ・ファイルの再生です。図1は、MP3やFLACなど各種ファイル・

ンネルの放送音声の受信など、サポートすべきインターフェイスの数はど

フォーマットのオーディオ再生をサポートするためのソフトウェアとハー

んどん増えています。

ドウェアのインテグレーション方法を示したものです。このサブシステム
は、ファイルをデコードして必要なポストプロセッシングを実行し、音量、

高い音質を備えたオーディオ製品の市場規模はこれまで以上に拡大してい

低域、高域を調整してからアナログ・ヘッドフォンと S / PDIF デジタル出力

ますが、インターフェイスの複雑化および音質に対する要求レベルの高ま

へ同時に信号を出力します。

りにより、システムオンチップ（SoC）設計チームはオーディオ製品向け
チップを低コストで早期市場投入できる新しい手段を模索しています。

Certify は、シノプシスの FPGA ベース・プロトタイピング・ハードウェア /
ソフトウェア・フローと緊密に統合されています。Certify には HAPS シス
テム用のボード記述が組み込まれているため、セットアップの作業がほと
んど不要ですぐに生産性を向上できます。HAPS は HSTDM により FPGA 間

まとめ

オーディオ処理に必要なハードウェアとソフトウェア
一口にオーディオ処理といっても、そこには（1）各種ソフトウェア・コー

の接続スピードを最大限に高めていますが、Certify はこの HAPS の信号を

シノプシスの HAPS-70 シリーズ・プロトタイピング・システムは高性能で

デックを利用したエンコード / デコード、
（2）ボリューム、サラウンド・バ

自動的に利用できるように開発されているため、最大限のパフォーマンス

スケーラブルなFPGAベース・プロトタイピング・ソリューションを提供し、

ランス、イコライザ、低域 / 高域強調といった定番のオーディオ機能、
（3）

を引き出せます。

複数のプロジェクトやエンジニアリング拠点でプロトタイプを利用するこ

大手音響ラボの独自アルゴリズムを利用した高度なオーディオ・ポストプ

とで設計生産性は最大限に向上します。HAPS-70 の対称型システム・アー

ロセッシングなど多くの処理が含まれます。

高度なデバッグ機能
以前はロジック・アナライザを使用して FPGA ハードウェアをデバッグし

ファイル :
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図 1. オーディオ再生の流れ

キテクチャ（SSA）では、個々のサブシステムから大容量のプロトタイプを
階層型に組み立てることのできるモジュール式のアプローチによって、最

オーディオ・コーデック（およびそのファイル・フォーマット）には多くの

大 144M ASIC ゲートのプロトタイプを作成できます。

種類がありますが、音質を最大限に維持しながらデータ・サイズをなるべ

ていましたが、最近では合成後のゲートレベルでアクティビティを観察で

く小さくし、保存に必要なストレージ容量と転送に必要な帯域幅を最小限

デジタル・テレビ : 複数チャンネルの同時視聴 / 録画

次は、もう少し複雑な利用モデルの例として、ある番組を視聴しながら別の
チャンネルを録画できるサブシステムの開発について見てみましょう。

きる埋め込みプローブが FPGA ベンダから提供されています。マルチ FPGA

また、HAPS-70 ベース・システムは従来のピン多重化の 3 倍のパフォーマ

プロトタイプでは、ゲートレベルでのインプリメンテーションの後でデザ

ンスを実現する HSTDM を自動で挿入することによりインターコネクトの

は MP3、FLAC、AAC-LC、Ogg / Vorbis、WMA、Dolby Digital Plus、

図 2（P8 参照）は、2 つのストリームを入力し、並列にデコードしてからダ

イン要素を複数のデバイスに分割することになるため、デバッグはより困

帯域幅を拡大しており、実機とほぼ同等の I/O と動作速度でデータを処理

DTS-HD Master Audio™といった代表的なコーデックをはじめ、多くの

ウンミックスを実行する機能をハードウェアとソフトウェアの組み合わせ

難になります。扱い慣れた RTL からデバッグを実行できれば、設計チーム

できます。

コーデックをサポートする必要があります。

で実現する方法を示しています。あるチャンネルを視聴しながら別のチャ

HAPS-70 プロトタイピング・システムは各種ハードウェアとソフトウェア

デコードが完了したら、オーディオ・ポストプロセッシングによって音質を

HAPS-70 システムと Identify ソフトウェアを連携させると、数多くのデ

機能が連携して構成されており、再利用性を備えたスケーラブルで高性能

さらに改善します。ポストプロセッシングでは、2.0チャネルのステレオ・ソー

バッグ機能を利用してバグを短時間で効率よく見つけることができます。

なプロトタイプを作成し、設計サイクルのより早い段階で利用することが

スから5.1チャネルのサラウンド・サウンドを生成し、フロント・スピーカ2台、

Identify のデバッグ機能は HAPS に対応しており、RTL ソース・レベルでプ

できます。FPGA ベース・プロトタイプを利用してソフトウェア開発、ハー

リア・スピーカ2台、センター・スピーカ1台、LFE（Low Frequency Eﬀects）

ロトタイピング・プロジェクトに対してシミュレータに匹敵する観測性を

ドウェア / ソフトウェア・インテグレーション、システム・バリデーション

再生用のサブウーファー１台（0.1ch）の計 6 台のスピーカを使って音声を

提供します。Identify ではマルチ FPGA のデバッグ観測性が向上し、デザイ

を早期段階で実行することにより、設計チームは次世代製品を短期間かつ

再生できます。Dolby® Laboratories 社や DTS® 社などの革新的な音響ラ

ン分割とは関係なくプロトタイプをデバッグでき、シミュレータと同様の

低リスクで開発し、収益性の向上を図ることができます。

ボは、ユーザーにより良いオーディオ体験を提供すべく独自のアルゴリズ

テレビ番組を視聴していると、チャンネルを切り替えた時や、同じチャンネ

ムや規格の開発に取り組んでいます。

ルでも番組と CM が切り替わる時に音量が大きく変化して不便に思うこと

に抑えるという基本的な目的はどれも同じです。コンシューマ向け機器で

の生産性は向上します。

方法で信号を観測できます。

検証編

行できます。

とも、波形ビューアで確認することも可能

言うまでもなく、オーディオ・システムの機能として最も基本的なのは、

Blu-ray Disc の HD オーディオ再生、そしてデジタル・テレビでは複数チャ

Support Q&A

ピングし、FPGA リソース使用量のフィードバックを確認しながら分割を実

・デバッグ結果を RTL ソースや RTL 構造ビューに重ね合わせて表示するこ

オーディオ再生

フィジカル編

RTL ソース・コードおよび DesignWare IP を複数の FPGA に自動的にマッ

・フルスピードで動作させながらデザイン内部の観測が可能

トからのストリーミング・オーディオ再生、USB メモリーからの音楽再生、

Support Q&A

Synplify Premier の合成エンジンを搭載した Certify は、ASIC スタイルの

ローブできる高度なトリガ作成機能

ターフェイスはほとんどの機器で必須ですが、それ以外にもインターネッ

一般的な利用シナリオ

論理合成編

分割が行えます。

・デザインの特定の動作シナリオを表示したり、回路内の特定ノードをプ

マイク入力、ライン入出力、S/ PDIF、スピーカ、ヘッドフォンなどのイン

Support Q&A

デザインをHAPSのマルチFPGAプロトタイピング・ボードに効率よく変換、

を RTL ソース・コードから直接実行

することになります。

最近のコンシューマ向けオーディオ製品では、オーディオ入出力やネット
ワーク・インターフェイスなどの接続性に対する要求も高まっています。

・最先端の FPGA デザインに対するデバッグ・ポイントの設定とデバッグ

シナリオに応じた高度なオーディオ機能を実現するソリューションを開発

Success Story

をサポートしており、GUI 形式のフロー・ガイドを使用して大規模な ASIC

ネットワーク時代のオーディオ機器

お客様活用事例

Certify は自動または手動分割によるマルチ FPGA インプリメンテーション

ディング・ブロックが揃ったら、設計チームはコンシューマの複雑な利用

What's New
in DesignWare IP?

調査会社の Datamonitor 社によると、世界のコンシューマ・エレクトロニ

また、Identify はオフチップの外部メモリー・ストレージを利用することで

構造に変換する必要がありますが、これらの要素を人の手で変換するのは
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Henk Hamoen

コンシューマ向けオーディオ製品用の高品質なオーディオ・ソリューションを設計する上で、ソフトウェアが果たす役割はますます大きく

UMRBus

極めて困難で時間もかかります。Certify は、こうした ASIC 特有の構造を
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What's New in DesignWare IP?

前ページより続く

ンネルの番組をデコード、ダウンミックス、エンコードして、録画用のハー
ドディスクへストリーミングします。

ポストプロセッシング : 高度な音量レベル調整

3 つ目の利用シナリオとして、ユーザーにより快適なオーディオ体験を提供
する高度なポストプロセッシングについて説明します。

次ページに続く
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ARC プロセッサを使用した完全なオーディオ・ソリューション

前ページより続く

デコード

5.1ch

5.1ch

ポストプロセッシング :
サンプリング・レート
低域
高域
音量
…

ダウンミックス

ポストプロセッシング :
バーチャル・サラウンド
5.1ch
5.1ch

2ch

エンコード

エンコード

音量レベル
調整

スピーカへの
ストリーム出力

メディア
プレーヤ

メディア・ストリーミング・フレームワーク

S/PDIF

5.1ch

2ch

オーディオ
デコード

オーディオ・デコード

オーディオ出力

オーディオ
ポストプロセッシング

オーディオ
プラグイン

ビデオ
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OS

ARC オーディオ・プロセッサ

ホスト・プロセッサ

ハードディスク

= オーディオ・ソフトウェア

があります。つい最近まで、視聴者は CM と番組の間で音量を調整するため

通常、音響ラボが新しいポストプロセッシング・アルゴリズムを開発する

にリモコンを手放せないという状況でした。

と、ARC オーディオ・プロセッサ上での動作効率が最大になるようにシノ

= オーディオ・ハードウェア

図 3. プラグ・アンド・プレイ方式でアプリケーションを統合するメディア・ストリーミング・フレームワーク（MSF）

プシスの R&D チームが最適化を行います。次に、音響ラボがシノプシスの

オーディオ・アプリケーションはデータ処理量が非常に多く、システム・

ユーザー体験を改善する高度なサウンド・プロセッシングの一例として、

インプリメンテーションを自社の社内ツールおよびプロセスを使用してテ

メモリーに対する要求が厳しいという性質があります。データは、処理前、

高度な音量レベル調整機能があります。一般的な音量調整メカニズムは、

ストし、認証を行います。これにより、機器メーカーはコーデック・レベル

処理中、処理後のいずれもメモリー（通常は RAM）に格納する必要があり、

図3は、SoundWaveオーディオ・サブシステムのメディア・ストリーミング・

オーディオ信号の振幅の大小に合わせて信号を減衰 / 増幅して音量変化を

の認証取得作業に長時間を費やす必要がなくなり、開発リスクを抑えるこ

プログラム・コード自体も最初は ROM に格納されています。メモリー使用

フレームワーク（MSF）を示したものです。開発者は、MSF を利用すること

調整するという方法をとっていますが、これでは個々の周波数バンド内の

とができます。

量はチップ面積、すなわちコストに直結するため、シノプシスは RAM と

で SoundWave オーディオ・サブシステムのすべてのソフトウェア機能を

可能なすべての機能を含んだ API（Application Programming Interface）

能を低コストかつ短期間でオーディオ製品向け SoC に集積できるように、

も豊富で、HD 品質のマルチチャネル・オーディオ・ストリームを複数並列

ありません。

です。このプラグインはオーディオ・サブシステムとホスト・プロセッサ

新しい方法を見つける必要があります。

に処理できるように最適化されています。

シノプシスは、ARC オーディオ・プロセッサ向けにオーディオ・ポストプロ

ARC コアは個々のアプリケーションに合わせたコンフィギュレーションと

セッシング・ソフトウェア・コンポーネントを提供しており、この中には

最適化も容易で、面積を抑えた高性能なハードウェア・ソリューションを

シノプシスは、まずすべてのコーデックを徹底的にテストし、それぞれの規

ム・インテグレータは SoundWave サブシステムのすべてのオーディオ機

放送音声の音量変化を補正して一定の音量レベルを維持する DTS 社の

実現できます。

格や認証要件に完全に準拠していることを確認します。次に、これらのコー

能を個々のアプリケーション・ソフトウェアに容易に組み込むことができ

デ ッ ク を Dolby Laboratories 社、DTS 社、Microsoft® 社、Digital Wave 社

ます。

間のすべての通信を仲介し、ホスト上で動作するアプリケーション・ソフ

認証取得済みの ARC オーディオ・ソフトウェア

社の Dolby Volume なども含まれます。どちらのソリューションも音量レ

デュアルコアの ARC プロセッサはシングルコア・プロセッサよりも低いク

など、各規格の権利保有企業に認証してもらいます。シノプシスが提供す

トウェアとオーディオ・サブシステムをプラグ・アンド・プレイ方式で統
合します。SoundWave GStreamer プラグインを利用することで、システ

ベルをリアルタイムに解析、調整して再生時の音量を管理します。Dolby

ロック周波数で高い処理性能を発揮しますが、それ以外にも、ユーザーによ

るコーデックはすべてCソース・コードの形で支給され、FPGAやシミュレー

Laboratories 社と DTS 社では異なるアルゴリズムを採用していますが、シ

るシステム分割が可能という利点があります。2 つ目の小さなコアをエン

タ上ですぐに動作するテスト・ハーネスも付属しているため、容易にイン

ノプシスは両方を提供しており、ユーザーが自由に選択することができます。

ド・カスタマーが使用できるように設計しておけば、そのコアでユーザー・

テグレーションが行えます。また、シノプシスのソフトウェア IP には、デー

コンシューマ向けオーディオ製品用の高品質なオーディオ・ソリューショ

ソフトウェアを実行してもシステム全体への干渉を防ぐことができます。

タシート、リリース・ノート、クイック・スタート・ガイド、リファレンス・

ンを設計する上で、ソフトウェアが果たす役割はますます大きくなってい

シノプシスは ARC プロセッサの多くのパラメータを最適化していますが、

ドキュメント、サンプル・コードなどの充実したドキュメントも付属して
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