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テーマ概要 

テーマ名 マルチメディア多機能チップの研究開発  

実施者 株式会社コト（委託） 

０．テーマの概要 

小さなダイサイズ、低消費電力でありながら、高演算能力、高映像表現力を有するマル

チメディア多機能チップを研究開発する。 

また、マルチメディア機能を効率的かつ簡便に利用するための、各種ミドルウェアの開

発、および三次元グラフィックスに立脚したユーザー・インタフェース（以下、3D GUI）

の開発を行う。併せて、開発したマルチメディア多機能チップの総合的な性能を評価する

ために必要となる、開発環境、プロトタイプ装置、評価用ソフトウェアの開発も行う。 

Ⅰ．テーマの位置付

け・必要性につい

て 

従来、市場に存在する三次元コンピュータ・グラフィックス（３ＤＣＧ）を扱うマルチ

メディア多機能チップは、ハイエンドの３ＤＣＧを志向し、高性能だが高価格のものと、

低価格化を第一の目的とし、非常に低性能な３ＤＣＧしか扱うことの出来ないものとの二

極化する傾向にある。これは、以下の問題が市場に潜在していることを意味する。 

・３ＤＣＧを十分に扱えながら、低価格であるチップが市場に不在である。 

・製品開発者、システム開発者の求める性能を満たすチップが価格要求を満たさないた

め、新たな製品・サービスの創出を阻害している。 

 

本研究では、低価格・低消費電力でありながら、高演算能力・高映像表現力を有するマ

ルチメディア多機能チップを開発するのみならず、ＯＳ、ミドルウェア、ソフトウェア開

発環境、応用装置プロトタイプの研究開発、簡便かつ直感的な操作性を備える３Ｄ ＧＵ

Ｉの研究を合わせて行うことにより、上記の問題を解決しつつ、以下の目標の達成を目指

す。 

・既に市場に存在する製品に新しい価値を加える。 

・パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ）が必須であるサービス・製品を単独で簡便に

扱える製品を実現することを可能にする。 

 

ひいては、コンピュータ・グラフィックスを扱うマルチメディア機器の利用者層及び市

場の拡大、ならびに、近年問題となっている情報技術を使いこなせる層と使いこなせない

層との間に生じる格差の問題、いわゆるデジタルデバイドの解消を目標とする。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

テーマの目標 

 マルチメディア多機能チップの開発における主な目標は、下記の通りである。（ここで、

「従来チップ」とは、弊社と米 LSI Logic 社が２００５年に共同開発したマルチメディア

多機能チップを指し、「ターゲットチップ」とは、本研究プロジェクトにて試作したマルチ

メディア多機能チップを指す。） 

・ ３ＤＣＧ処理におけるジオメトリ演算性能、ポリゴンセットアップ性能、およびピク

セルフィル性能について、従来チップの４倍以上を達成する。 

・ 5mm 角以下のチップとする。 

 

また、各種ミドルウェアの開発における主な目標は、下記の通りである。 

・ OpenGL ES 1.1 をターゲットチップ上で動作するように移植、最適化を行い、従来チッ

プ上での処理に比べ、４倍以上の性能を達成する。 

・ MascotCapsule バージョン 3、Flash Lite 2.1 をターゲットチップの機能に合わせて最

適化する。 

・ GS クラスのサウンドドライバ並びに音源データを実装する。 

・ H.264 デコーダを実装、最適化し、QVGA 解像度、15 フレーム／秒を達成する。 

・ MPEG-4 デコーダを実装、最適化し、QVGA 解像度、30 フレーム／秒を達成する。 

・ AAC-SBR デコーダを実装、最適化し、CPU 占有率 50%以下で、48KHz／ステレオの音声を

デコードする。 

 

 さらに、その他の研究項目における主な目標は、下記の通りである。 

・ TCP/IP プロトコルスタックとウェブブラウザの実装、最適化を行う。 

・ Linux カーネル 2.6、μITRON、WindowsCE 5.0 の実装、最適化を行う。 

・ CPU と DSP の二つのプロセッサコアを備えるターゲットチップ上で動作するソフトウェ

アを効率的に開発するための環境を整える。 

 

 再委託の研究開発項目の主な目標は、下記の通りである。 

・ DAPS(Dynamic A Posteriori Probability Scoring)エンジンをベースとして、実時間

（１秒の音声に対して１秒の処理時間）で動作する発音評定ミドルウェアを開発す

る。 

・ 3D GUI コンセプトの具体化と、プロトタイプの試作を行う。 

・  
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主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

チップ、ソフトの仕様設計 

チップの論理設計 

ソフトのテスト移植、評価 

レイアウト設計・配置配線 

チップ試作 

ソフトの最適化、評価 

試作チップを用いての評価 

テーマの計画内容 

成果とりまとめ 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

コト（委託） 46.6 332.9 146.0  525.5

事業費(NEDO 負担額) 

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2)       

開発体制 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

 計画当初は、試作チップでは 90nmCMOS のプロセステクノロジを使用することを予定して

いたが、試作チップの実装設計を担当する米 LSI Logic 社の 90nm への対応の遅れと、

90nmCMOS プロセステクノロジ全体での予想外のリーク電流の増加の影響により、研究開発

スケジュールの大幅な遅れと、「消費電力あたりの性能」の目標値を達成できない恐れが生

じた。この問題を解決するための対策として、使用するプロセステクノロジを 130nmCMOS

へと変更した。これにより、CPU コア等の一部の IP コアが当初搭載を予定していたものよ

り若干性能の低いものになる等の影響が生じたが、マチュアなプロセスを使用することに

よるプロセス依存の問題発生リスクの低減等のメリットも得られた。 

 また、平成１９年６月に、試作チップの実装設計ならびに試作の外注先であった米 LSI 

Logic 社が、外注先の担当部署を含むコンシューマ事業部門を、米 Magnum Semiconductor

社へ売却することを急遽決定した。この結果、一部の担当エンジニアの退社、移籍に伴う

業務の一時停止、使用予定の IP コアのライセンス消失等の影響が発生することが予測され

た。これに対し、早急に米 Magnum Semiconductor 社の CEO ならびに投資家チームとの会談

を持ち、①プロジェクト履行、②プロジェクトチームの人員増強、③使用予定であった IP

コアのライセンス取得、の各項目についての確約を得た。結果として、プロジェクトスケ

ジュールの１．５ヶ月程度の遅延は回避することができなかったため、プロジェクト進行

中に計画変更して新たに追加する予定であった一部新機能の実装を中止し、計画当初の

チップの仕様に戻す、等の対応策を取った。 

（３Ｄ ＧＵＩの研究開発） 

（発音評定ミドルウェアの研究開発） 

（マルチメディア多機能チップの研究開発） 

京都工芸繊維大学

（再委託） 

（再委託） 

㈱ ATR-Promotions

（委託） 
㈱コトNEDO 

 



 

 マルチメディア多機能チップの開発における主な目標を、下記の通り達成した。 
・ 3D グラフィックス処理におけるジオメトリ演算性能、ポリゴンセットアップ性能、お

よびピクセルフィル性能について、従来チップの４倍以上を達成した。 

・ 当初計画のチップ仕様に対して、USB OTG、アナログ／デジタル変換器を追加したにも

関わらず、約 5.3mm 角のチップサイズを達成した。（当初計画分の機能の占有面積は、

約 4.5mm 角） 

 
 また、各種ミドルウェアの開発における主な目標を、下記の通り達成した。 
・ OpenGL ES 1.1 のターゲットチップへの移植、最適化を完了し、従来チップ上での処理

に比べ、４倍以上の性能を確認した。 

・ MascotCapsule バージョン 3、Flash Lite 2.1 のターゲットチップへの最適化を完了

し、ターゲットチップ上での動作を確認した。 

・ GS クラスのサウンドドライバ並びに音源データの実装を完了し、ターゲットチップ上

での動作を確認した。 

・ H.264 デコーダの実装、最適化を完了し、ターゲットチップ上で、QVGA 解像度、15 フ

レーム／秒の性能を達成していることを確認した。 

・ MPEG-4 デコーダの実装、最適化を完了し、ターゲットチップ上で、QVGA 解像度、30 フ

レーム／秒の性能を達成していることを確認した。 

・ AAC-SBR デコーダの実装、最適化を完了し、ターゲットチップ上で、CPU 占有率 30%以

下で、48KHz／ステレオの音声のデコードを達成していることを確認した。 

 

 さらに、その他の研究項目における主な目標を、下記の通り達成した。 

・ TCP/IP プロトコルスタックとウェブブラウザの実装、最適化を完了し、ターゲット

チップ上での動作を確認した。 

・ Linux カーネル 2.6、μITRON、WindowsCE 5.0 の実装、最適化を完了し、ターゲット

チップ上での動作を確認した。 

・ デバッガならびにＩＣＥを、試作したターゲットチップの機能に合わせて最適化し、

正しく機能していることを確認した。 

 

 再委託の研究開発項目の主な目標を、下記の通り達成した。 

・ 実装した評定エンジンが、十分に実用的な評定精度を達成していることを確認した。 

・ Flash 等による 3D GUI コンセプトの具体化、ならびに、携帯教育用端末機器をター

ゲットとしたプロトタイプの試作を完了した。 

 

結果として、全ての研究開発項目において目標を達成し、一部の項目については、当初

計画以上の成果を得られた。 

 

投稿論文 なし 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

特  許 出願検討中 

Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

実用化、事業化については、下記の方針に基づいて、現在推進中である。 

・ 「低コストかつ高パフォーマンス」という特長を備えるマルチメディア多機能チップ

と、充実した開発環境（リアルタイム OS、各種ミドルウェア、3D GUI を含む）の提供

によるプラットフォームの普及推進を行う。 

・ チップならびに開発環境の販売、チップを搭載したボードまたは製品の設計開発サー

ビスの提供、製品開発から製造まで含む ODM サービスなど、顧客の希望する供給形態

に合わせたフレキシブルなビジネススキームを提供する。 

・ 「価格を維持し性能を引き上げたチップ」「性能を維持し価格を下げるチップ」を次世

代として開発し、価格性能比の優位を維持する。 

 

これらの方針は、将来的に競合他社が同じ価格・性能セグメントに進出してくる場合に

も、市場で優位性を保持し続けるために有効であると考える。 

 

 現在、実用化チップならびに開発環境の提供に関して商談中の分野は、デジタルフォト

フレーム、PND、携帯電話機、業務用遊戯装置などである。 

 実用化チップをベースにした製品開発ならびに製品 ODM に関して商談中の分野は、デジ

タルフォトフレーム、学習機、知育ゲーム機、電子玩具、ワンセグＴＶ、カラオケ装置な

どである。 

 



テーマ別評価資料 
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まえがき 

本研究は、低価格、低消費電力でありながら、高演算能力、高映像表現力を有するマル

チメディア多機能チップの研究開発を目的とする。あわせて、同チップを効率的に運用す

るための各種ミドルウェア、オペレーティングシステム（以下、ＯＳ）の研究開発、なら

びにユーザーにとって使いやすい同チップのソフトウェア開発環境の研究開発、ならびに同チ

ップの応用装置のプロトタイプの開発、試作を目的とする。あわせて、簡便かつ直感的な操

作性を備える３Ｄ ＧＵＩ（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）の研究を目的

とする。 

 

従来の市場に存在するコンピュータグラフィックスを扱うマルチメディア多機能チップ

は、ハイエンドの３Ｄグラフィックスを志向し、高性能だが高価格のものと、低価格化を

第一の目的とし、３Ｄグラフィックスを全くあるいは十分に扱うことの出来ないものとの

二極化する傾向にある。これは、以下の問題が市場に潜在していることを意味する。 

① ３Ｄグラフィックスを十分に扱えながら、低価格であるチップが市場に不在である。 

② 製品開発者、システム開発者の求める性能を満たすチップが価格要求を満たさないた

め、新たな製品・サービスの創出を阻害している。 

 

本研究では、低価格・低消費電力でありながら、高演算能力・高映像表現力を有するマ

ルチメディア多機能チップを開発するのみならず、ＯＳ、ミドルウェア、ソフトウェア開

発環境、応用装置プロトタイプの研究開発、簡便かつ直感的な操作性を備える３Ｄ ＧＵ

Ｉの研究を合わせて行うことにより、上記の問題を解決しつつ、以下の目標の達成を目指

す。 

① 既に市場に存在する製品に新しい価値を加える。 

② パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ）が必須であるサービス・製品を単独で簡便に

扱える製品を実現することを可能にする。 

 

ひいては、コンピュータグラフィックスを扱うマルチメディア機器の利用者層及び市場

の拡大、ならびに、近年問題となっている情報技術を使いこなせる層と使いこなせない層

との間に生じる格差の問題、いわゆるデジタルデバイドの解消を目標とする。 
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要約 

本研究は、低価格、低消費電力でありながら、高演算能力、高映像表現力を有するマル

チメディア多機能チップ（以下、ターゲットチップ）の研究開発を目的とする。あわせて、

同チップを効率的に運用するための各種ミドルウェア、オペレーティングシステム（以下、

ＯＳ）の研究開発、ならびにユーザーにとって使いやすい同チップのソフトウェア開発環境の

研究開発、ならびに同チップの応用装置のプロトタイプの開発、試作を目的とする。あわせて、

簡便かつ直感的な操作性を備える３Ｄ ＧＵＩ（グラフィカル・ユーザー・インターフェ

ース）の研究を目的とする。 

研究開発の実績を以下に示す。 

① ターゲットチップの仕様検討、開発においては、ターゲットチップの試作ならびに評

価ボードの製作を完了し、ターゲットチップの機能試験を行い、一部の軽微なエラッ

タを除くほぼ全ての機能が正常に動作していることを確認した。 

② グラフィックスミドルウェアの研究開発においては、携帯電話機で標準的に用いられ

ているミドルウェア、ならびにＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１をターゲットチップの機

能に合わせて 適化し、試作したチップを用いてミドルウェアの評価、検証を行った。 

③ サウンドミドルウェアの研究開発においては、現行チップ上で動作済みのＭＩＤＩサ

ウンド再生ミドルウェアをターゲットチップの機能に合わせて 適化するとともに、

更に機能を追加し、試作したチップを用いてミドルウェアの評価、検証を行った。 

④ 画像および音声コーデックミドルウェアの研究開発においては、現行チップ上で動作

済みのＭＰＥＧ－４、Ｈ．２６４、ＡＡＣ－ＳＢＲの各デコーダをターゲットチップ

の機能に合わせて 適化するとともに、新たにＣＰＵのみで動作する動画・音声デコ

ーダのターゲットチップへの移植を行い、試作したチップを用いてミドルウェアの評

価、検証を行った。 

⑤ 評価用ソフトウェアプロトタイピングにおいては、現行チップ上で動作済みの評価用

ソフトウェアを、ターゲットチップの機能に合わせて 適化し、試作したチップの評

価ボードならびに⑥の装置プロトタイプと組み合わせ、試作チップの性能評価を行っ

た。 

⑥ 装置プロトタイピングにおいては、３Ｄ ＧＵＩを用いる学習補助機器、ならびに語

学学習用発音評定システムのプロトタイプボードの開発を行った。 

⑦ ネットワークミドルウェアの研究開発においては、現行チップ用に移植したネットワ

ーク機能を有するＯＳ（ＷｉｎｄｏｗｓＣＥ）をターゲットチップの機能に合わせて

適化するとともに、別のＯＳ（μＩＴＲＯＮ）に合わせて開発したＴＣＰ／ＩＰプ

ロトコルスタックをターゲットチップに 適化したインターネットブラウザと組み

合わせ、試作したチップを用いて評価、検証を行った。 

⑧ リアルタイムＯＳの研究開発においては、現行チップ用に移植したμＩＴＲＯＮ、Ｌ
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ｉｎｕｘ、ＷｉｎｄｏｗｓＣＥをターゲットチップの機能に合わせて 適化し、試作

したチップを用いて評価を行った。 

⑨ デュアルコアＣＰＵの開発環境の研究開発においては、開発したデバッガとＩＣＥを

ターゲットチップの機能に合わせて 適化し、試作したチップを用いて実機検証を行

った。 

⑩ 発音評定ミドルウェアの研究開発においては、開発したプロトタイプをターゲットチ

ップの仕様に合わせて実装し、試作したチップを搭載した装置プロトタイプを用いて

評価を行った。 

⑪ ３Ｄ ＧＵＩの研究開発においては、これまでの調査、分析結果に基づいてコンセプ

トモデルを策定し、学習補助機器をターゲットとして、試作したチップを搭載した装

置プロトタイプを用いて３Ｄ ＧＵＩの実装、評価を行った。 
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本編 

１．ターゲットチップの仕様検討、開発 

研究の目的 

本研究では、低価格、低消費電力でありながら、高演算能力、高映像表現力を有するマ

ルチメディア多機能チップの研究開発を目的とする。ここで、効率的な研究開発を行うた

めに、当社と米ＬＳＩコーポレーション（旧社名ＬＳＩ Ｌｏｇｉｃ）との共同開発品で

あるチップ（以下、現行チップ）を評価し、ターゲットとなるチップ（以下、ターゲット

チップ）のハードウェアの仕様を検討し、概略仕様を策定する。並行して、想定市場の製

品を実使用して調査するとともに、市場からの要求仕様の調査を行い、概略仕様に反映さ

せる。 

概略仕様を策定した後に、仕様設計、実装設計を経て、ターゲットチップの試作を行う。 

ターゲットチップの設計、試作と並行して、試作したチップを評価するための評価ボードの設計、

製作を行う。 

製作した評価ボードに試作したターゲットチップを搭載し、ターゲットチップの機能、

性能の評価を行う。 

研究の目標 

ターゲットチップの仕様、性能に関する大まかな目標を以下に記す。 

（ⅰ）現行チップとソフトウェアの後方互換性を備える。 

（ⅱ）３Ｄグラフィックス処理におけるジオメトリ演算性能、ポリゴンセットアップ性能、

およびピクセルフィル性能について、現行チップの４倍以上を達成する。 

（ⅲ）５ｍｍ角以下のチップを作ることを目標とする。 

 

上記の各目標を達成するために、以下のように細かな目標を設定した。 

 

（ⅰ）について 

・ 基本機能については、オブジェクトコードレベルでの後方互換性を維持するために、現

行チップに対して仕様を追加、変更する機能ブロックについては、現行チップの備える

制御レジスタを残したまま、新規の制御レジスタを追加する。 

 

（ⅱ）について 

・ ３Ｄオブジェクトデータの座標を管理し、オブジェクトの移動、回転、変形を行うとと

もに、オブジェクト同士の衝突判定を司るＣＰＵの処理能力を、現行チップに対し１．

５倍以上に引き上げる。（現行チップでは、これらの処理がＣＰＵに与える負荷は、
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大でも２０～３０％程度であったため、１．５倍以上の性能の引き上げで十分と判断し

た。） 

・ 上記のＣＰＵの処理を補助するための行列演算アクセラレータを新規に設計し、浮動小

数点と固定小数点との相互変換、行列演算時に４倍以上の性能を達成する。 

・ ハードウェアによるスクリーンクリッピング機能を新たに実装することにより、ポリゴ

ン分割処理が簡素化され、ポリゴン描画能力の実効値を引き上げる。 

・ デプスバッファ（Ｚバッファ）に対するテストモードを追加することにより、ピクセル

フィル性能の実効性能を向上させる。 

・ アプリケーションプログラムの実行時に、アプリケーションプログラムと協調して動作

する３ＤグラフィックスＡＰＩ（ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１を想定）にとって、扱い

やすいハードウェアデザインとする。 

 

（ⅲ）について 

・ ロジック部（論理回路）のみならず、ミクスドシグナル部（論理回路とアナログ回路）

を含んで、ベアダイの状態で、チップの１片が５ｍｍ以下になることを目指す。 

 

研究は、下記のように、工程毎の目標を設定して行った。 

 

① 仕様検討と概略仕様策定 

現行チップを用い、ハードウェアとして要求される仕様、性能の検討を行う。 

また、ターゲットチップの使用を想定している市場から要求される、仕様、性能の調査

を行う。 

これらの検討、調査の結果に基づいて、ターゲットチップの概略仕様を策定する。 

 

② 詳細仕様設計 

策定された概略仕様に基づき、現行チップに対して追加・変更される機能ブロックの詳

細仕様設計を行う。 

 

③ 設計実装とチップ試作 

仕様設計書に基づき、ＨＤＬ（ハードウェア記述言語）のＲＴＬ（レジスタ転送レベル）

での実装、ならびにチップの試作を行う。但し、必要とされる技術者の数、ならびに設備

の都合により、この工程は外注にて行うものとする。 

 

④ 評価 

ターゲットチップの評価を行うための評価ボードを設計、製作し、試作したターゲット

チップを搭載し、ターゲットチップの機能、性能の評価を行う。 
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研究の内容 

前述の通り、研究は４つの工程に分けて行った。 

以下に各工程の研究の内容を示す。 

 

① 仕様検討と概略仕様策定 

現行チップを用いて評価を行い、新規に試作するチップのハードウェアに対して、必要

と想定される仕様・性能の検討を行った。 

以下に、仕様検討開始当初に、ターゲットチップに必要と想定された仕様・性能の一覧

を示す。 

項目 要求仕様・性能 

ソフトウェアの後方互換性 ・ 可能な限りオブジェクトコードレベルで

の後方互換性維持 

ＣＰＵの処理能力 ・ 現行チップの１．５倍以上の処理能力 

行列演算アクセラレータの新設計 ・ 浮動小数点／固定小数点の相互変換機能

・ 現行チップと比較して４倍以上の行列演

算性能 

３Ｄグラフィックス機能 ・ ハードウェアによるスクリーンクリッピ

ング機能追加 

・ デプステストモードの追加 

・ ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１の実装が容

易な機能設計 

ダイサイズ ・ ５ｍｍ×５ｍｍ以下目標 

 

また、ターゲットチップの使用が想定している市場から要求される、仕様、性能の調査

を行った。 

調査の結果に基づいて、ターゲットチップの概略仕様を策定した。 

 

② 詳細仕様設計 

策定された概略仕様に基づき、現行チップに対して追加・変更される機能ブロックの詳

細仕様設計を行った。 

 

グラフィックスに関する機能については、先ず、現行チップに搭載されているＧＰＵコ

ア（コード名：Ｈａｎａｂｉ）に対し、機能の追加、内部演算精度の向上などの修正を施

した新設計ＧＰＵコア（コード名：Ｈａｎａｂｉ２）の詳細仕様の策定を行った。 

策定した仕様に基づき、ＰＣ上で動作するＧＰＵコアのシミュレーションモデルを作成
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し、パイプライン処理上のボトルネック箇所の検出、パフォーマンスの測定を行い、詳細

仕様の修正を行い、設計仕様書を作成した。 

 

また、行列演算アクセラレータについては、現行チップに搭載されているものの設計を

全面的に見直し、新たな機能ブロックとして詳細仕様の策定を行った。 

行列演算アクセラレータについては以下の演算モードを新たに追加した。 

（ａ）３２ビット固定小数点数 整数部１６ビット／小数部１６ビット 

（ｂ）３２ｂｉｔ固定小数点数 整数部２０ビット／小数部１２ビット 

（ｃ）３２ｂｉｔ浮動小数点数 ＩＥＥＥ７５４形式単精度浮動小数点数 

（但し、丸めは０方向への丸めのみ、不正規化数はサポートなし） 

 

ターゲットチップをベースに事業化を行う際に事業化の対象と想定される製品の市場か

らの要求に基づき、ターゲットチップにはＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセン

サなどを搭載したカメラユニットに対するインターフェースを追加することを決定し、詳

細仕様の策定を行った。 

 

さらに、他の研究項目における現行チップを用いての評価結果をフィードバックし、下

記の仕様追加、変更を決定した。 

・ ＣＰＵの 大動作周波数を１５０ＭＨｚから２２５ＭＨｚに引き上げた。 

・ ＣＰＵとＤＳＰとが、内蔵ＳＲＡＭを共有して通信できるインターフェース機能を追加

した。 

・ ＧＰＵに、ハードウェアによるスクリーンクリッピング機能を追加した。 

・ ＧＰＵに、３２ｂｐｐ画像の転送機能を追加した。 

・ ＧＰＵに、奇数画素幅画像の転送機能／水平座標が奇数の場合の転送機能を追加した。 

・ ＰＬＬの設計を変更し、ＳＰＵにサンプリング周波数４８ＫＨｚの出力モードを追加し

た。 

・ ディスプレイ・コントローラに、ビデオスクリーンへのハードウェアによるディザ機能

を追加した。 

・ 汎用プログラマブルタイマの仕様を一部変更した。 

・ メモリインターフェースの設計を変更し、ＳＤＲＡＭの 大積載容量を増加した。１チ

ップで 大６４Ｍバイト、４チップで 大１２８ＭバイトのＳＤＲＡＭを搭載可能とし

た。 

・ メモリバスのＩ／Ｏバッファに、スルーレート制御機能を追加した。 

・ ＪＴＡＧ拡張ポートによる、ＣＰＵとＤＳＰのデバッガ選択・切替機能を追加した。 

 

その他の機能ブロックについては、現行チップの設計に準ずる（ＤＳＰ、ＳＰＵ等）、あ
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るいは、既存のＩＰコアのライセンスを受ける（ＵＳＢインターフェース等）といった形

で、詳細仕様を策定した。 

 

③ 設計実装とチップ試作 

設計仕様書に基づき、ＨＤＬ（ハードウェア記述言語）のＲＴＬ（レジスタ転送レベル）

での実装、ならびにチップの試作を行った。但し、必要とされる技術者の数、ならびに必

要とされる設備の都合により、この工程は外注にて行うことを決定した。 

 

現行チップにおけるレイアウトデータ等の設計資産、ならびに設計ノウハウを有すると

いう理由より、ＲＴＬ実装からチップ試作までの工程については、ＬＳＩ社に外注を行う

ことを決定した。ＬＳＩ社にてＲＴＬ実装が行われた後、設計データをＦＰＧＡボードに

組み込み、機能シミュレーション、基本性能評価を行った。この作業は、２００７年３月

に完了した。 

 

その後、２００８年２月上旬にターゲットチップの試作が完成した。 

 

以下に、完成したターゲットチップの写真を示す。 

 

写真１：完成したターゲットチップ 
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④ 評価 

ターゲットチップの評価を行うための評価ボード（Ｏｃｈａｙａ１０５０）に、試作し

たターゲットチップを搭載し、ターゲットチップの機能、性能の評価を行った。 

 

試作チップの評価については、大きく以下の二つの工程にて行った。 

（ⅰ）各部基本機能の評価 

（ⅱ）評価プログラムならびに評価プロトタイプと組み合わせての評価 

 

（ⅱ）の評価の項目、評価結果については後述する。 

目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

 

（ⅰ）現行チップとソフトウェアの後方互換性を備える 

現行チップ用に製作したアプリケーションソフトウェア、ならびに評価プログラムを動

作させた結果、ＣＰＵならびにＤＳＰにおけるソフトウェア実行状況、ＧＰＵならびにＤ

ＰＵによる画像描画結果、ＳＰＵによる音声再生結果のいずれにも問題が無く、ソフトウ

ェアの後方互換性に問題が無いことを確認できた。 

したがって、本項目の目標は十分に達成されたと言える。 

 

（ⅱ）３Ｄグラフィックス処理におけるジオメトリ演算性能、ポリゴンセットアップ性能、

およびピクセルフィル性能について、現行チップの４倍以上を達成する 

下記の条件において、３Ｄグラフィックス描画性能についての測定を行った。 

表示デバイス ＮＴＳＣ方式ＴＶ受像機 

３ＤグラフィックスＡＰＩ ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１準拠 

描画３Ｄモデル １６７６枚の三角形ポリゴンで構成された自動車 

描画プログラム カメラ固定、３Ｄモデルを一軸回転 

 

以下に、測定に用いた評価ソフトウェアの画面写真を示す。 
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写真２：３Ｄグラフィックス評価ソフトウェアの画面 

 

以下に現行チップにおける測定結果と、ターゲットチップにおける測定結果を示す。 

プロセッサ ３ＤグラフィックスＡＰＩ 描画フレームレート 

（単位：フレーム／秒） 

現行チップ 現行チップに移植された 

ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１ 

通常時：１４～１５ 

クリッピング問題発生時： 

７～８ 

ターゲットチップ ターゲットチップに 適化された

ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１ 

通常時：６０ 

（表示性能上の上限） 

クリッピング問題発生時：３０

 

上述の条件において、４倍以上の描画性能の向上が確認できた。したがって、本項目の

目標の達成は十分にされたと言える。 

 

（ⅲ）５ｍｍ角以下のチップを作ることを目標とする 

当初目標より若干ながらダイサイズが大きくなったが、その理由は、以下の通りである。 

・ 市場要求に基づき、ＵＳＢ ＯＴＧ機能を物理層インタフェース（ＰＨＹ）まで含めて

搭載した。 

・ 市場要求に基づき、８ポートのアナログ入力と、１０ビットのアナログ／デジタル変換

器（ＡＤＣ）を搭載した。 

これらの機能追加により、ダイサイズは当初予定より若干ながら大きくなったが、チッ

プを使用するユーザーにとってのメリットは大きく向上した。仮に当初計画の機能のみを
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搭載したチップのサイズを算出すると、約４．５ｍｍ角となるため、所期の目標以上を十

分に達成していると言える 

今後の課題 

今後、本研究プロジェクトの成果に基づき、ターゲットチップの実用化に向け、以下の

二つの方針に基づく研究開発の継続を想定している。 

 

（ⅰ）より微細な製造プロセスを用いる実用化チップの開発 

ターゲットチップより更に微細な製造プロセスを用いることにより、ターゲットチップ

と同程度のダイサイズで、より多くのトランジスタを積載したチップ（以下９０ｎｍ実用

化チップ）の実用化が可能になる。 

 

このチップを実用化することにより、下記の市場において、①システムの低価格化、②高

性能な３Ｄグラフィックス機能の提供による製品の付加価値の向上 が見込まれる。 

９０ｎｍ実用化チップの 

ターゲット市場 

・ 携帯電話機のアプリケーションチップ 

・ ハイエンドカーナビ（インダッシュタイプ） 

・ ＰＮＤ（ポータブル・ナビゲーション・デバイス） 

・ 携帯メディアプレイヤ 

・ デジタルフォトフレーム（ハイエンド） 
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（ⅱ）システム構成をより低価格化する実用化チップの開発 

本研究において試作したターゲットチップをベースに、システムで必要とされる周辺機

能をチップ内に取り込んだチップ（以下１３０ｎｍ実用化チップ）を開発することにより、

システム全体のコストをより低価格化することが可能になる。 

 

このチップを実用化することにより、下記の市場において、更なるシステムの低価格化が

見込まれる。 

１３０ｎｍ実用化チップ

のターゲット市場 

・ 電子玩具 

・ 電子辞書 

・ ＰＮＤ（ポータブル・ナビゲーション・デバイス） 

・ デジタルフォトフレーム（ローエンド） 
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２．グラフィックスミドルウェアの研究開発 

研究の目的 

ターゲットチップの２Ｄ／３Ｄグラフィックス機能を十全に活かしきるためには、ター

ゲットチップのハードウェアを効率的に制御し、アプリケーションプログラムに対して高

機能かつ扱いやすいインターフェースを提供する、グラフィックスミドルウェアの存在が

必要不可欠である。 

そこで、市場において標準的な位置を占めるグラフィックスミドルウェアを、ターゲッ

トチップとソフトウェアの後方互換性の高い現行チップを利用し、ターゲットチップの研

究開発と並行してターゲットチップへの移植を行うとともに、完成したターゲットチップ

に合わせて 適化、評価を行うことを本研究項目の目的の一つとする。 

本研究で扱うのは、下記の３つのグラフィックスミドルウェアである。 

① ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１ 

“ＯｐｅｎＧＬ”は、米シリコングラフィックス社が中心となって策定した主に３Ｄグ

ラフィックスのためのプログラムインタフェースであり、ＰＣ、エンジニアリングワーク

ステーション（ＥＷＳ）などで、標準的な位置を占めている。“ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ”は、

主に携帯電話などの組み込みシステムに多く使用されるＯｐｅｎＧＬのサブセットであり、

バージョン１．１は、１．０に比べてハードウェアアクセラレーション等に改良が加えら

れている。 

本研究では、“ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１”のターゲットチップへの移植と、ターゲッ

トチップの機能に合わせた 適化を行う。 

② ＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅ 

“ＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅ”は、株式会社エイチアイの携帯電話向け３Ｄレンダリ

ングエンジンであり、日本国内の携帯電話市場において標準的な位置を占めている。 

本研究では、既に現行チップに移植した“ＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅ® バージョン３

（Ｖ３）”を、ターゲットチップの機能に合わせて 適化する。 

③ Ａｄｏｂｅ Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１ 

“Ａｄｏｂｅ Ｆｌａｓｈ（以下Ｆｌａｓｈ）”は、米アドビ社の動画、インタラクティ

ブコンテンツ等を簡便に扱うための規格ならびにソフトウェア群であり、“Ａｄｏｂｅ Ｆ

ｌａｓｈ Ｌｉｔｅ（以下Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ）”は、組み込み機器向けに開発されたＦ

ｌａｓｈの再生ソフトウェア（Ｆｌａｓｈ Ｐｌａｙｅｒ）である。 

本研究では、“Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１”のターゲットチップへの移植と、ターゲ

ットチップの機能に合わせた 適化を行う。 

 

以下に、上記の３つの項目別に、研究の内容を報告する。 
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２．１ ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１の移植と 適化 

研究の目的 

本研究プロジェクトの背景として、３Ｄグラフィックスを扱うマルチメディアプロセッ

サが高価なものになってしまい、中－低価格の製品に３Ｄグラフィックを採用できない、

という状況があった。 

本研究プロジェクトのターゲットチップは、ハードウェアの面でそのブレークスルーた

らんとする試みではあるが、３Ｄグラフィックスを扱う既存の製品開発においては、ソフ

トウェア面での難解さ、ソフトウェア開発環境の使い難さが、開発期間を長くする大きな

要因であり、３Ｄグラフィックスを使った新たな製品・サービスの創出を困難なものにし

ている。 

そこで、組込み向けの３ＤグラフィックスＡＰＩの中で、事実上の標準の位置を占める、

ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１（以下ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ）を移植し、ターゲットチップの

機能に合わせた 適化を行うことにより、３Ｄグラフィックスを使ったアプリケーション

ソフトウェアの製作にまつわる障壁を下げることを本研究項目の目的としている。 

研究の目標 

今回の移植ならびに 適化に際して、達成すべき性能の目標を、現行チップ上での処理

と比べて、４倍以上と設定した。 

研究の内容 

先ず、ＯｐｅｎＧＬ ＥＳを、現行チップで動作するように移植を行った。この段階に

おいては、下記のような仕様を定め、実装を行った。 

ハードウェアで達成

する機能 

・ 点、ライン、ラインストリップ、ポリゴン、ポリゴンストリ

ップ描画 

・ カラーテクスチャ（ＲＧＢ１５ビットに減色） 

ソフトウェアで達成

する機能 

・ ４次正方行列同士の行列積 

・ 平行光源、点光源×８ 

・ ＲＧＢＡ等への色変換 

・ 透視投影変換以外の投影変換 

ハードウェアとソフ

トウェアの組み合わ

せで達成する機能 

・ 圧縮テクスチャ 

・ フォグ 

・ 透視投影変換 

・ アルファブレンディング 

 

上述の実装仕様に基づき、ＯｐｅｎＧＬ ＥＳの移植を行った後、１６７６枚の三角形
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ポリゴンで構成される、自動車の３Ｄモデルデータを回転させる性能評価プログラムを作

成し、現行チップ上でＯｐｅｎＧＬ ＥＳならびに性能評価プログラムを実行して予備評

価を行った。その結果、１４～１５フレーム／秒で３Ｄモデルを処理（描画、表示）でき

るという結果が得られた。 

 

ターゲットチップの機能に合わせて 適化したＯｐｅｎ ＧＬにおいては、この性能を

大幅に改善して目標を達成するため、下記の二つのアプローチを検討した。 

 

（ⅰ）ＣＰＵ演算性能の向上 

この性能評価プログラム上でボトルネックを調査すると、ＯｐｅｎＧＬ ＥＳでの３Ｄ

モデルの頂点情報を、ＧＰＵが直接処理できる内部データ形式に変換する時間が も大き

な比重を占めていることが判明した。これは、「３Ｄモデルに含まれる頂点数」が、処理速

度に大きな影響を与えることを意味する。 

ＯｐｅｎＧＬ ＥＳが扱う頂点形式は、ソフトウェアで扱うことを前提としたもので、

「複数の頂点データの数値形式と複数のパラメータが存在し、そのどれを用いるかは自由」

というように、数値形式とパラメータとの組み合わせが、順列組み合わせ的に存在すると

いう非常に複雑なものである。 

この頂点形式をＧＰＵが直接扱う形式に変換するのにハードウェアを用いる、という手

法は、その変換形式の多様性、ならびに、それぞれの数値変換の複雑さゆえに現実的でな

い、と判断した。そこで、 終的にＣＰＵの処理速度を向上させることで、この問題の解

決を試みた。 

ＣＰＵの処理速度の向上を行うには、以下の二つの手法が一般的である。 

① 動作周波数を向上させる 

② ＣＰＵが高速にアクセスできるキャッシュのサイズを増量する 

②の手法に関しては、ダイサイズが大幅に増加し、 終的なチップコストに大きく影響

することが予想されるため、ターゲットチップ開発の目標である、「３Ｄグラフィックスを

使った低価格な製品」の実現からは遠ざかるものである、と判断した。結果として、①の

手法について、より詳細な検討を進め、ターゲットチップで想定した製造プロセスルール

などの条件下では、現行チップと比べ、動作周波数を１．５倍に高めることが出来る見通

しが立った。 

 

（ⅱ）ハードウェアによるスクリーンクリッピングの実装 

ＣＰＵの処理速度の問題と別に、３Ｄモデルを描画する際、仮想３次元空間上の視点の

位置が、モデルに非常に近い際、３Ｄモデルに含まれるポリゴンが正常に描画されない問

題（以下クリッピング問題）が存在することが判明した。この問題は、３Ｄモデルの頂点

を計算上の仮想的な３次元空間で変換する際に、変換後の頂点の座標が、ＧＰＵが描画で
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きる座標空間の精度（値域）の限界を超えてしまっていることが原因であった。この問題

は、パフォーマンス以前の問題として、「ソフトウェア制作者の意図した描画結果が得られ

ない」という点において、放置できない致命的な問題であった。 

後述するソフトウェアのアプローチでこの問題を解決しようとした場合、描画・表示パ

フォーマンスは７～８フレーム／秒（視点の位置により変化）以下まで低下していた。こ

の７～８フレーム／秒をクリッピング問題における性能評価基準と定め、パフォーマンス

改善のアプローチを模索することとした。 

 

このクリッピング問題に対処するには、以下の４つの手法があると考えられた。 

① ソフトウェアによる手法：３Ｄモデルのポリゴンを細分化し、値域の限界を超えないよ

うにする 

② ソフトウェアによる手法：値域の限界を超えてしまうポリゴンを、変換の過程で取り出

して、そのポリゴンだけを細分化する 

③ ハードウェアによる手法：①をハードウェアで行う 

④ ハードウェアによる手法：②をハードウェアで行う 

 

①については、「３Ｄモデルのポリゴンの数は、頂点の数に比例する」という事実によっ

て、適切な手法ではないと考えられた。前述のように、ＯｐｅｎＧＬ ＥＳの処理速度に

も影響を与えるのは、「３Ｄモデルに含まれる頂点の数」であり、ポリゴンを細分化する

ことで、処理速度は顕著な低下が見られた。 

 

②については、試験的な実装によって、「ポリゴンの細分化」におけるソフトウェア処理

の負荷が非常に高いことが判明した。１つポリゴンの細分化には、複数回の乗除算が必要

であり、特に除算は除算器を持たないＡＲＭ９２６ＥＪ－Ｓでは非常に負荷の高い処理で

あった。精度の限界を超えるポリゴンが数十～１００前後（現実的に、視点の位置によっ

てこれ以上のポリゴン数にもなり得る）になると、パフォーマンスは１０フレーム／秒以

下になるなど、①の手法以上に効率の悪い手法であることが判明した。 

 

以上の検討によって、①または②の手法では、所期の目標である「現行チップと比較し

て４倍程度以上の描画性能」から遠ざかってしまうことが判明した。そこで、ソフトウェ

アによる手法を断念し、ハードウェアによる手法に注力して検討を行うこととした。 

 

③については、処理できる値域内に含まれるポリゴン（および頂点データ）をも細分化

する必要があり、結果的に無駄な処理が増加する、という意味で④の手法に比べて劣る、

と判断した。 
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残る④については、「値域の限界を超えた頂点だけに、ハードウェアで細分化処理を行う」

という形となり、「問題がある箇所だけに、 も高速な対策をする」という、投資するハー

ドウェア資源と、そこから得られる効果とのバランスの点において、この問題に対して

適なアプローチである、という結論に至った。 

 

以上の検討によって、ターゲットチップに搭載するＧＰＵに不可欠な機能の仕様を作成

し、ハードウェアの設計に反映することによって、パフォーマンスを低下させずに、描画

されないポリゴンの発生を防ぐことが可能となった。 

 

以上の検討結果に基づいて新設計したＧＰＵの論理回路データを、ＦＰＧＡプロトタイ

プに実装して性能評価プログラムを実行した。ＦＰＧＡプロトタイプは、実チップに比較

して動作周波数が低いが、比例計算によって実チップでの性能に置き換えると、安定して

３０フレーム／秒の描画を達成していることを確認した。これは、クリッピング問題発生

時の性能評価基準（７～８フレーム／秒）と比較して、４倍以上の性能である。 

 

ターゲットチップの仕様を 終確定する前に、さらにパフォーマンスを改善する余地が

ないかの検討を行った。 

 

先ず、整理のために、ＯｐｅｎＧＬ ＥＳでの３Ｄモデルを１フレーム描画するための

流れを以下に簡単にまとめる。 

 

ステップ１：３Ｄ空間上での姿勢や視点の位置、「光」の当たり具合を決定するパラメータ

の計算（ＣＰＵ） 

ステップ２：ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ形式の頂点データを、ＧＰＵが直接扱うことのできるデ

ータ形式へ変換（ＣＰＵ） 

ステップ３：各種パラメータに基づく、頂点の３次元空間上の座標変換、頂点の２次元空

間への投影変換、その過程において発生する「値域の超えたポリゴン」の細分化処理（Ｇ

ＰＵ） 

ステップ４：座標変換、細分化処理されたポリゴンの描画（ＧＰＵ） 

 

この流れにおいて、ステップ２は、実際にはほとんどのケースで一度しか実行しなくて

も良い処理であることが判明した。「姿勢」は１フレームごとに変化するが、性能評価プロ

グラムにおける自動車の３Ｄモデルは、不変であるためである。 

 

以上を踏まえ、ステップ２を一度だけ処理し、変換結果を保存しておく処理を実装し、

ＯｐｅｎＧＬ ＥＳのターゲット依存ＡＰＩ（ＯｐｅｎＧＬに準拠しない独自ＡＰＩ）と
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して利用可能とした。 

 

上記のように 適化を行ったＯｐｅｎＧＬ ＥＳを、完成したターゲットチップに実装

して評価を行った。その結果、上記のターゲット依存ＡＰＩを利用することにより、性能

評価プログラムと他の条件は変えずに、６０フレーム／秒の性能を安定して達成している

ことを確認した。但し、この数値は、本評価における表示デバイス（ＮＴＳＣ方式のＴＶ

受像機）においては上限となる値であり、実際には、より高い描画性能が達成できている

と考えられる。これは、性能評価基準（１４～１５フレーム／秒）と比較して、４倍以上

の性能である。 

目標に照らした達成状況 

上記のように、所期の目標以上の性能を達成したことが確認できた。 

今後の課題 

本研究の成果として得られたターゲットチップを基に、次世代のチップを開発する際に

は、ＯｐｅｎＧＬ等の市場において標準的な位置を占めるグラフィックスＡＰＩの仕様に

合わせ、容易にハードウェア化でき、尚且つハードウェア化によって得られるメリットが

大きい機能については、一層のハードウェア化を促進することが低価格かつ高性能のシス

テムを構成することに大きく寄与することになると思われる。 
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２．２ ＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅのターゲットチップへの 適化 

研究の目的 

主に携帯電話などの分野において標準グラフィックスＡＰＩの地位を占める、エイチア

イ社のＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅを、ターゲットチップの仕様に合わせて仕様変更、

適化を行う。 

研究の目標 

既に現行チップ用に移植を行っていたＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅバージョン３（以下、

ＭＣＶ３）に対し、ターゲットチップの以下の新機能に対応させるべく、仕様変更ならび

に 適化を行う。 

① ＧＰＵの演算精度向上 

② ３次元座標変換用の行列演算アクセラレータへの対応 

③ スクリーンクリッピング機能への対応 

④ 拡張されたデプステストモードへの対応 

研究の内容 

ターゲットチップの新機能毎に、ＭＣＶ３の仕様変更ならびに 適化を行った。 

 

① ＧＰＵの演算精度向上 

ＧＰＵの内部演算精度が１６ビット浮動小数点数から２４ビット浮動小数点数に向上し

たことに伴い、ＧＰＵを制御するコマンドのフォーマットが変更になり、対応が必要にな

った。 

このＧＰＵの演算精度向上の背景としては、現行チップで使用していた１６ビット浮動

小数点数は、符号１ビット、指数部６ビット、仮数部９ビットの形式であり、主に仮数部

の精度が決定的に不足していたことが挙げられる。 

どの程度不都合があるかを示すために、３次元の仮想世界を構築することを考えてみる。

仮想世界の１メートルを、ＧＰＵの内部数値で１．０、と置くとすると、仮想世界の座標

系の原点（０，０，０）付近では十分な精度があるが、たとえば原点から１００メートル

離れた点では、小数点以下を約３．３５ビットしか確保できない。これは現実世界で、１

ｍをおよそ１０等分（１０ｃｍ刻み）でしか表現できない精度であり、この地点では人間

（１．８ｍ程度）の細かな表情などが表現できないことを意味する。これではいかにも精

度不足である、という判断により、精度を２４ビット浮動小数点数に向上させることとし

た。 

２４ビット浮動小数点数は、符号１ビット、指数部８ビット、仮数部１６ビットの形式

であり、特に仮数部の精度は、同じ指数の場合、現行チップに搭載されているＧＰＵと比
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較して１２８倍の精度を得られることを意味する。上の例では、原点から１００ｍの距離

の地点で、１ｍｍ以下の精度、１０００ｍの距離の地点でも１ｃｍ程度の精度を得ること

ができる。これにより、実用に値する仮想空間の広さを飛躍的に広げることができた。 

 

ＧＰＵの演算精度向上に伴って、ＧＰＵを操作するためのコマンド形式も変更すること

とした。 

２４ビット浮動小数点は、ＣＰＵが直接扱える形式でないため、ＣＰＵが用意しＧＰＵ

に与えるデータ形式は、ＩＥＥＥ７５４の３２ビット単精度浮動小数点の形式を踏襲する

こととした。（但し、不正規化数は絶対値０とみなす。） 

ＭＣＶ３は、インターフェースとして、３２ビット固定小数点数を使用するので、イン

ターフェースはそのままに、ＧＰＵのコマンドインターフェースの論理回路の実装を変更

し、新仕様に対応した。 

 

② ３次元座標変換用の行列演算アクセラレータへの対応 

ターゲットチップでは、以下の３種類の数値に対応した、４×４行列演算アクセラレー

タを搭載している。 

 

（ａ）３２ビット固定小数点数 整数部１６ビット／小数部１６ビット 

（ｂ）３２ｂｉｔ固定小数点数 整数部２０ビット／小数部１２ビット 

（ｃ）３２ｂｉｔ浮動小数点数 ＩＥＥＥ７５４形式単精度浮動小数点数 

（但し、丸めは０方向への丸めのみ、不正規化数はサポートなし） 

 

このうち、特にＭＣＶ３の内部演算で使用される（ｂ）を積極的に利用するように、Ｍ

ＣＶ３の実装を変更した。 

 

変更した後、パフォーマンス評価を行った結果、行列演算アクセラレータを使用した場

合と、ＣＰＵを使用した場合とでは、行列演算アクセラレータを使用した場合が、ＣＰＵ

を使用した場合と同等か、若干劣る、という結果となった。詳しく調査したところ、行列

演算アクセラレータが他のバスマスタ（ＧＰＵやディスプレイコントローラ）と共有する

バスに接続されており、バスの使用状況によって本来の性能を発揮できないこと、また、

ＣＰＵが行列演算アクセラレータにアクセスする際に、バスサイクルで 低でも４～５サ

イクルの時間がかかってしまうなど、実装仕様検討時に見逃していたオーバーヘッドが発

見された。 

 

但し、ＣＰＵの負荷が極端に重いケースなどを考えると、依然として行列演算アクセラ

レータは有効である場合も存在しうることを考慮し、ソフトウェアのコンパイル時に行列



 
 

22

演算アクセラレータの仕様の可否を選択できる仕様に変更した。 

 

③ 「スクリーンクリッピング」機能への対応 

前述の「ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１の移植と 適化」でも触れているが、３次元空間

の頂点座標を２次元空間に投影変換する際、ＧＰＵの演算精度の限界以上の頂点座標に変

換された頂点を含むポリゴンが発生する場合がある。その問題に対応するために、ハード

ウェアによるスクリーンクリッピング機能をＧＰＵに追加した。 

 

これに対応するように、ＭＣＶ３の実装を変更した。スクリーンクリッピングは、本来

表示されるはずのポリゴンが表示されないことを防ぐ機能なので、ＡＰＩで機能のＯＮ／

ＯＦＦを選択させるのではなく、内部的に常に本機能が有効である、という実装を選択し

た。 

 

④ 拡張された「デプステストモード」への対応 

現行チップに搭載されているＧＰＵ、ターゲットチップに搭載されているＧＰＵともに、

３次元空間中の物体同士の重なりをグラフィックスで表現するために、「デプスバッファア

ルゴリズム」を採用している。 

 

このアルゴリズムでは、これまで処理した３次元の奥行きと、これから描画するピクセ

ル（点）の奥行きをある関数を使って評価し、評価の結果が真であれば、「これから描画し

ようとしたピクセルは、既に描画された物体の前にある」と判断して、描画を行う。 

 

現行チップに搭載されているＧＰＵでは、デプスバッファアルゴリズムにおける描画時

に選択可能な関数に限りがあり、デプスバッファアルゴリズムを採用した３Ｄグラフィッ

クスシステムで普遍的に使用されているテクニックのいくつかが使用できなかった。その

ため、ターゲットチップに搭載するＧＰＵを設計する際に、新たに以下の関数を追加した。 

 

（ａ）イコール：既存の奥行きと、現在の奥行きが同じであれば、描画 

（ｂ）小なり：既存の奥行き ＞ 現在の奥行きが同じであれば、描画 

（ｃ）大なりイコール：既存の奥行き ＜＝ 現在の奥行きが同じであれば、描画 

 

以上の追加関数に対応するために、あらたにＭＣＶ３のインターフェースの拡張を行っ

た。 
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目標に照らした達成状況 

上記の４項目の全てにおいて、ＭＣＶ３の仕様変更ならびに 適化を完了し、評価を行

った。 

 

評価の結果、仕様変更ならびに 適化を行った機能を含め、ＭＣＶ３の全ての機能が正

常に動作していることが確認できた。 

 

したがって、所期の目標を達成したことを確認できた。 

今後の課題 

本研究の成果として得られたターゲットチップを基に、次世代のチップを開発する際に

も、ＧＰＵの機能の変更ならびに追加に応じてＭＣＶ３を 適化すると共に、Ｍａｓｃｏ

ｔＣａｐｓｕｌｅのバージョン４の移植と 適化についても検討を行う。 
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２．３ Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１の移植と 適化 

研究の目的 

本研究においては、単に低価格かつ高性能のマルチメディア多機能チップを研究開発す

ることのみならず、開発したチップ上で動作するソフトウェアコンテンツの制作者にとっ

て、グラフィックスやサウンドを扱うインタラクティブコンテンツを容易に制作できる開

発環境やミドルウェアを研究開発することも目的の一つとしている。 

ターゲットチップの想定市場を調査した結果、米アドビシステムズ社の携帯機器ならび

に組み込み機器向けのＦｌａｓｈ ＰｌａｙｅｒであるＦｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１（以

下、ＦＬ２．１）をターゲットチップに移植することが、上述の目的を実現するために必

須であると判断した。 

研究の目標 

ＦＬ２．１のターゲットチップへの移植、ならびにターゲットチップの機能に合わせた

適化を行うと共に、移植されたＦＬ２．１が、コンテンツ制作者やコンテンツの使用者

にとって、ストレス無く実行可能なものとなるかどうかの評価を行う。 

研究の内容 

研究は、以下の工程で行った。 

① ＦＬ２．１の現行チップへのテスト実装と性能評価 

② ＦＬ２．１のターゲットチップへの 適化と性能評価 

 

各工程の詳細を以下に示す。 

 

① ＦＬ２．１の現行チップへの移植 

ＦＬ２．１は、Ｆｌａｓｈ Ｐｌａｙｅｒとしての基本機能を提供するコア部分と、ハ

ードウェアの構成に応じてカスタマイズされるハードウェア抽象化レイヤ（以下ＨＡＬ）

とから成る。 

 

ＨＡＬを現行チップのハードウェアに合わせて設計、製作するとともに、ＦＬ２．１の

ＡＰＩの内、実装するものと実装しないものとに分類した。 
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②  ＦＬ２．１のターゲットチップへの 適化と性能評価 

ターゲットチップの仕様に合わせ、ＦＬ２．１の 適化を行った。変更箇所を以下に示

す。 

・ ＣＰＵの動作周波数向上に応じたタスク負荷の増加 

・ ＧＰＵのハードウェア仕様変更に合わせた変更 

・ ブートストラップ処理の変更 

 

変更後のＦＬ２．１を完成したターゲットチップに搭載し、前述の性能評価ＳＷＦを、

前述と同じ環境で動作させ、性能評価を行った。 

 

以下に、現行チップ上での性能評価の結果を示す。 

評価条件 描画フレームレート 

（単位：フレーム／秒） 

６４０×５１２画素の画像を常にスクロール 約４５ 
１６×１６の画像ブロック１～１０個を 

常に画面でスクロール 

約９０ 

１６×１６の画像ブロック１１～１７個を 

常に画面でスクロール 

約６０～８０ 

目標に照らした達成状況 

ＦＬ２．１のターゲットチップへの移植、ならびにターゲットチップの機能に合わせた

適化については、所期の目標どおり、達成することができた。 

移植されたＦＬ２．１が、コンテンツ制作者やコンテンツの使用者にとって、ストレス

無く実行可能なものとなるかどうかの評価については、上述の評価結果より、ターゲット

チップを搭載するシステムにおいて も多く使用されると想定される画素解像度、すなわ

ち、ＱＶＧＡ（３２０×２４０画素）から変則ＷＱＧＡ（４８０×２７２画素）において

は、問題の無い性能（４５～８０フレーム／秒）が達成できた。 

よって、所期の目標は十分に達成できたと言える。 

今後の課題 

現在までに行ったターゲットチップの機能に合わせた 適化では、基本的にＣＰＵの動

作周波数の向上（約１．５倍）と同程度の性能向上に留まっている。より描画負荷の高い

ＳＷＦファイルでも問題の無い性能を達成するためには、ＧＰＵのライン描画機能、スプ

ライト描画機能等をより有効に使う実装にすることが望ましい。 

また、今後リリースされる予定のＦｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ３．０（Ｆｌａｓｈ Ｖｉｄ

ｅｏ再生機能を含む）への対応を進めていく。 
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３．サウンドミドルウェアの研究開発 

研究の目的 

ターゲットチップのサウンド機能を十全に活かしきるためには、ターゲットチップのハードウェアを

効率的に制御し、アプリケーションプログラムに対して高機能かつ扱いやすいインターフェースを

提供する、サウンドミドルウェアの存在が必要不可欠である。 

先ず、ターゲットチップとソフトウェアの後方互換性の高い現行チップを利用し、現行チップ上で

動作するように開発した“ＭＩＤＩ（ＧＭレベル）サウンドドライバ及び音色ライブラリ（以下、ＧＭサウン

ドミドルウェア）”を評価し、サウンドミドルウェアとして追加すべき機能、ならびに追加、修正すべき

音色ライブラリについて検討を行う。 

ターゲットチップの研究開発と並行して、検討結果を反映した新たなサウンドミドルウ

ェアを開発し、完成したターゲットチップに合わせて 適化、評価を行うことを本研究項

目の目的とする。 

研究の目標 

第一の目標は、現行チップ上で動作するように開発したＧＭサウンドミドルウェアの仕

様を再検討し、ターゲットチップ上で必要とされるサウンドミドルウェアの仕様を策定す

ることである。 

第二の目標は、策定した仕様に基づき、先ずは現行チップ上で動作するようにサウンド

ミドルウェアの開発を行い、動作の検証を行うことである。 

第三の目標は、現行チップ上で動作するように開発したミドルウェアを、ターゲットチ

ップの機能に合わせて 適化し、完成したターゲットチップ上で動作させ、評価を行うこ

とである。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① 新サウンドミドルウェアの仕様の検討と策定 

② 現行チップ上で動作する新サウンドミドルウェアの開発 

③ 新サウンドミドルウェアのターゲットチップに機能に合わせた 適化と評価 

 

以下に各工程の詳細を示す。 
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① 新サウンドミドルウェアの仕様の検討と策定 

先ず、現行チップ上で動作するように開発済みであったＧＭサウンドミドルウェアの評

価を行った。評価の結果を以下に示す。 

評価項目 評価結果 

同時発音数 ハードウェア仕様上の上限（ 大６４音）まで使うこ

とができ、通常の音楽再生の用途には十分な性能 

ＭＩＤＩコマンドの機能 必要 低限のコマンドが実装されているが、音楽再生

に重きを置くアプリケーション（カラオケ等）に用い

るには不十分 

ＰＣＭ再生機能 ＰＣＭストリームをＭＩＤＩ音楽と同時に再生できる

ため、様々なアプリケーションで効果音再生等に利用

可能 

シンセサイザー機能 エンベロープ処理等の、ごく基本的な機能のみが実装

されているため、音楽再生に重きを置くアプリケーシ

ョンに用いるには、機能が不十分 

音色ライブラリの種類 音楽再生に重きを置くアプリケーションに用いるに

は、音色の種類が不十分 

音色ライブラリのサイズ コンパクトに収められているため、様々なアプリケー

ションで利用が可能 

 

評価の結果、新たに開発するサウンドライブラリについて、以下の方針を決定した。 

・ ＳＰＵのハードウェア仕様上実装可能なＧＳコマンドをサポートする 

・ 既に実装済みの音色ライブラリを「データサイズ重視」のライブラリととらえ、ＧＭの

音色データを含め、「音質重視」の新たなＧＭ音色ライブラリを製作する 

・ 一般的に使われる頻度の高いＧＳの音色データを追加する 

・ ＰＣＭ再生機能については、別途移植を進める“Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１”のサ

ウンド再生部との協調を行えるようにする 

 

② 現行チップ上で動作する新サウンドミドルウェアの開発 

前述の方針に基づき、新たなサウンドミドルウェアの開発を行った。このミドルウェア

を、実装する機能から“ＧＳサウンドドライバ及び音色ライブラリ（以下、ＧＳサウンド

ミドルウェア）”と呼称する。 
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以下に、ＧＳサウンドミドルウェアの仕様の概要を示す。 

・ 電子楽器の分野で一般的に用いられているＧＳフォーマットに準拠 

・ １６チャンネル×２ポート分のＭＩＤＩデータを演奏可能 

・ 同時発音数：１～６４音 

・ 同時発音数が６４音未満の場合、空いた音声でＰＣＭストリーム再生が可能 

・ ＭＩＤＩ１チャンネルあたりの発音数は、 大同時発音数の範囲内で無制限 

・ ボイスリザーブに対応 

・ ＧＳトーンマップ３に対応 

・ ローランド社製サウンドモジュールＳＣ－８８互換のシステムエクスクルーシブの一

部に対応 

・ ローランド社製サウンドモジュールＳＣ－８８互換のＮＲＰＮの一部に対応 

・ 音色ライブラリ（サウンドフォント）は、アプリケーション側からの設定により、任意

に入れ替えが可能 

・ 様々なシンセサイザー機能を実装 

 

また、実装するシンセサイザー機能の一覧を以下に示す。 

・ ノートオン／ノートオフ処理 

・ エンベロープ処理 

・ モジュレーション処理（ビブラート効果等） 

・ 音色アクセスルール（類似の音色の検索、再生機能） 

 

策定した仕様に基づき、先ず、現行チップを搭載するソフトウェア開発ボード（Ｏｃｈ

ａｙａ３）、ならびに小型汎用ボード（Ｙａｓａｋａ１０２０）上で動作するようにＧＳサ

ウンドミドルウェアの開発を進めた。 

 

その後、ターゲットチップの論理回路を実装したＦＰＧＡボードの完成後は、上記のボ

ードに加え、ＦＰＧＡボードを併用してＧＳサウンドミドルウェアの開発を進めた。 

 

また、「２．グラフィックスミドルウェアの研究開発」において並行して開発を進めてい

た“Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１”の基本部分の移植が完了後、ＰＣＭストリーム再生

機能との協調部分を開発、実装した。 

 

③ 新サウンドミドルウェアのターゲットチップに機能に合わせた 適化と評価 

ターゲットチップの完成後、ターゲットチップを搭載した評価ボード（Ｏｃｈａｙａ１

０５０）にＭＩＤＩ－ＵＡＲＴ変換ボードを組み合わせたシステムに開発プラットフォー

ムを移行し、以降の実装作業とターゲットチップの機能に合わせた 適化作業を行った。 
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また、開発したＧＳサウンドライブラリを評価するための、“ＧＳプレイヤー”ソフトウ

ェアを開発した。ＧＳプレイヤーの機能の概要を以下に示す。 

・ ＭＩＤＩメッセージのリアルタイムモニタ機能 

・ パートパラメータ表示機能 

・ パートディテール（詳細）表示機能 

・ ボイス（発音チャンネル）ステータス表示機能 

・ ＵＡＲＴコントロールパッドからの演奏制御機能 

・ 外部ＭＩＤＩ機器からの入力機能 

 

完成したＧＳサウンドミドルウェアを、ＧＳプレイヤーと組み合わせて評価を行った。

評価は大きく「手弾き入力（ＭＩＤＩキーボード）による評価」と「ＭＩＤＩデータ（ス

コア）による評価」に分けて行った。 

「手弾き入力による評価」は、外部ＭＩＤＩ機器としてＭＩＤＩキーボードを接続し、

ＭＩＤＩキーボードを操作して評価を行った。 

以下に「手弾き入力による評価」の結果を示す。 

評価項目 評価結果 

ノートオン 正常 

ノートオフ 正常 

プログラムチェンジ 正常 

バンクセレクト 正常 

ホールド 正常 

モジュレーションホイール 正常 

 

「ＭＩＤＩデータによる評価」は、ＧＳサウンドドライバにメモリに格納したＭＩＤＩ

スコアデータ（ＳＭＦファイル）を解釈させ、ＭＩＤＩ楽曲を演奏させて評価を行った。 
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以下に「ＭＩＤＩデータによる評価」の結果を示す。 

評価項目 評価内容 評価結果 

パンポット及び 

エクスプレッション 

先ず、短めのノートと、定位を変えたパンポ

ットのデータを交互に出力し、ノートごとに

定位が変化するかを確認した。次に、長いノ

ート（約４小節）の発音中に定位を変えたパ

ンポットのデータを出力し、発音中にも効果

があるか、及び音が途切れないかを確認し、

さらに、長いノート（約４小節）の発音中に

値を変えたエクスプレッションのデータを出

力し、発音中に音量が変化するか及び音が途

切れないかを確認した。 

正常 

リバーブセンド 短めのノートの発音ごとに、リバーブセンド

の値を変化させ、リバーブ効果の変化を確認

した。 

正常 

ピッチベンド及び 

ピッチベンドセンシティ

ビティ（ＲＰＮ） 

同じノートナンバーの音符しか使わず、ピッ

チベンドによる音程変化でメロディーを演奏

する。また、同じノートナンバーの音符かつ

同じピッチベンドの変化パターンでピッチベ

ンドセンシティビティだけを変化させ、別の

メロディーを演奏する。 

正常 

ＮＲＰＮ 

（エンベロープ） 

同じプログラムナンバーのまま、同一のメロ

ディーをＮＲＰＮでエンベロープパラメータ

を変えて複数回演奏した。ＮＲＰＮでの指定

どおりにエンベロープが変化すれば良しとす

る。 

正常 

ＮＲＰＮ 

（ビブラート） 

同じプログラムナンバーのまま、同一のメロ

ディーを、ＮＲＰＮでビブラート（モジュレ

ーションて複数回演奏する。ＮＲＰＮでの指

定どおりにビブラートによる変調が変化すれ

ば良しとする。 

正常 

（次頁に続く） 
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（前頁より続く） 

オールサウンドオフ及び 

オールノートオフ 

 

まず、長いノートで構成されたメロディーを

演奏。次に、同一のメロディーで途中にオー

ルサウンドオフを挿入。さらに、同一のメロ

ディーで途中にオールノートオフを挿入。 

オールサウンドオフの直後では音が直ちに消

えれば良しとする。オールノートオフの直後

では、全ての音がノートオフし、エンベロー

プがリリースフェイズに移行すれば良しとす

る。 

正常 

エクスプレッション、 

モジュレーションホイー

ル、 

ピッチベンド、及び 

リセットオールコントロ

ーラー 

エクスプレッション、モジュレーションホイ

ール、ピッチベンドを使用したメロディーを

演奏し、それぞれの効果が続いている状態で

リセットオールコントローラーを送出する。

以降エクスプレッション、モジュレーション

ホイール、ピッチベンドの効果が消えていれ

ば良しとする。 

正常 

ＮＲＰＮ（ビブラート）、 

システムエクスクルーシ

ブ（ＧＳリセット）、及び 

システムエクスクルーシ

ブ（ＭＩＤＩ ＲＸ） 

冒頭にＧＳリセットを挿入し、全パートのセ

ッティングを初期化。またその直後にパート

２のビブラートパラメータを変更してパート

１と区別できるようにしておく。ＭＩＤＩチ

ャンネル１で１回目のメロディー演奏．この

時点ではパート１のみ発音する。 

次にＭＩＤＩ ＲＸでパート２の受信ＭＩＤ

Ｉチャンネルを１に変更。ＭＩＤＩチャンネ

ル１で２回目のメロディー演奏。パート２の

受信ＭＩＤＩチャンネルが変更されているの

で、ここではパート１とパート２の両方が発

音すれば良しとする。 

正常 

総合評価 本格的なＭＩＤＩデータを正常に演奏できる

かどうかを総合的に評価する。 

正常 

 

上記の評価の結果、実装した全ての機能が、ターゲットチップ上で正常に動作している

ことが確認できた。 
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目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

第一の目標については、現行チップ上で動作するＧＭサウンドミドルウェアの入念な評

価を経て、ターゲットチップ上で必要とされるサウンドミドルウェアの仕様を策定するこ

とができたため、目標を十分に達成したと言える。 

第二の目標については、ＧＳサウンドミドルウェアの開発を、先ずは現行チップ上で動

作するようにしたため、ターゲットチップの研究開発と並行して行うことができたため、

目標を十分に達成したと言える。 

第三の目標については、開発したＧＳサウンドミドルウェアを、完成したターゲットチ

ップ上で動作させ、評価を行った結果、全ての機能が正常に動作していることを確認でき

たため、目標を十分に達成したと言える。 
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４．画像および音声コーデックミドルウェアの研究開発 

研究の目的 

ターゲットチップの実用化の際に搭載が想定される製品市場の調査結果より、「安価な３

Ｄグラフィックスを実現するチップは製品に新たな価値を与える一方、必要機能として動

画ならびに音声の再生機能が要求される」ことが判明していた。 

動画ならびに音声の再生機能については、機器を使うユーザー自身で動画ならびに音声

ファイルを用意することが多いため、専用のアルゴリズムを実装するよりも、既存のコー

デックに対応することがより重要である。 

そこで、市場において多く用いられている動画ならびに音声コーデックのデコーダミド

ルウェアを、ターゲットチップとソフトウェアの後方互換性の高い現行チップを利用し、

ターゲットチップの研究開発と並行してターゲットチップへの移植を行うとともに、完成

したターゲットチップに合わせて 適化、評価を行うことを本研究項目の目的とする。 

あわせて、デコーダミドルウェアの現行チップ上での評価結果を踏まえ、ターゲットチ

ップに追加すべきアクセラレーションロジックの仕様を検討することも目的とする。 

 

本研究で扱うのは、下記の４つの動画ならびに音声デコーダミドルウェアである。 

① Ｈ．２６４デコーダ 

“Ｈ.２６４”は、動画の圧縮規格であり、ＭＰＥＧ－２等のＨ.２６４以前の従来の動

画圧縮技術と比較して、高い圧縮率を達成し、同程度のビットレートであれば従来の動画

圧縮技術よりも高画質であることを特徴とする。但し、ＭＰＥＧ－２等と比較して、デコ

ードには高い処理能力が必要とされる。現在、Ｈ．２６４は、携帯機器等の低解像度の映

像分野からＨＤＴＶといった高解像度の映像分野まで、幅広く用いられている。 

本研究では、Ｈ．２６４のターゲットチップへの移植と、ターゲットチップの機能に合

わせた 適化を行う。 

 

② ＭＰＥＧ－４デコーダ 

ここで言う“ＭＰＥＧ－４”は、ＭＰＥＧ－４（Ｐａｒｔ ２）を指す。ＭＰＥＧ－４

規格は、動画、音声の両方の圧縮規格を含むものであるが、ここでは動画のみを扱うもの

とする。ＭＰＥＧ－４（Ｐａｒｔ ２）（以下、ＭＰＥＧ－４）は、携帯情報端末や半導体

メモリへの動画録画器など、ＰＣに比べて処理能力が比較的低く、低消費電力が要求され

る機器において、広く用いられている。 

本研究では、ＭＰＥＧ－4のターゲットチップへの移植と、ターゲットチップの機能に合

わせた 適化を行う。 
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③ ＡＡＣ－ＳＢＲデコーダ 

“ＡＡＣ-ＳＢＲ”は、音声の圧縮規格であり、“ＭＰＥＧ－４ ＡＡＣ”の拡張仕様で

ある“ＨＥ－ＡＡＣ”の別称である。ＭＰ３（ＭＰＥＧ－１ Ａｕｄｉｏ Ｌａｙｅｒ ３）

やＭＰＥＧ－２ Ａｕｄｉｏ等の従来の音声圧縮技術よりも、高い圧縮率と高音質を目標

として策定された。昨今の携帯メディアプレイヤや、デジタルテレビ放送などの分野で多

く用いられている。 

本研究では、ＡＡＣ-ＳＢＲのターゲットチップへの移植と、ターゲットチップの機能に

合わせた 適化を行う。 

 

④ ＡＤＸ／Ｓｏｆｄｅｃデコーダ 

“ＡＤＸ”は、株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの開発した音声データの圧縮・再生を行

うミドルウェアである。デコードのために必要な処理能力の負荷が比較的軽く、家庭用や

業務用のゲーム機等において広く用いられている。 

“Ｓｏｆｄｅｃ”は、株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの開発した動画データの圧縮・再

生を行うミドルウェアである。音声デコードには、上述のＡＤＸを使用する。Ｓｏｆｄｅ

ｃは、圧縮率においてはＨ.２６４に及ばないが、デコードのために必要な処理能力の負荷

が比較的軽く、家庭用や業務用のゲーム機等において広く用いられている。 

ＡＤＸ、Ｓｏｆｄｅｃに共通する特徴として、オーサリングツールやファイルシステム

等の周辺環境が整っていることや、マルチストリーム再生が可能なことが挙げられる。 

本研究では、ＡＤＸ／Ｓｏｆｄｅｃのターゲットチップへの移植と、ターゲットチップ

の機能に合わせた 適化を行う。 

 

以下に、上記の４つの項目別に、研究の内容を報告する。 
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４．１ Ｈ.２６４デコーダの移植と 適化 

研究の目的 

本研究の背景として、携帯メディアプレイヤやパーソナルナビゲーションデバイス等の

携帯機器の分野において、動画再生の需要が高まっていることが挙げられる。特に、地上

デジタルテレビジョン放送の「携帯電話・移動体端末向けの１セグメント部分受信サービ

ス（通称、ワンセグ）」が開始されて以降、様々な携帯機器において、ワンセグ受信機能が

搭載されるようになっている。 

ワンセグでは、映像の圧縮方式として“Ｈ.２６４ Ｂａｓｅｌｉｎｅ Ｐｒｏｆｉｌｅ”

が用いられ、映像の解像度は３２０×２４０画素または３２０×１８０画素、フレームレ

ートは１５フレーム／秒と定められている。音声の圧縮方式としては、“ＭＰＥＧ－２ Ａ

ＡＣ”（ＳＢＲの適用は放送局に委ねられる）が用いられている。 

ターゲットチップでワンセグの映像ならびに音声のデコードが可能になれば、本研究の

成果の応用範囲が大きく広がることになることが見込まれるため、本研究項目では、“Ｈ.

２６４ Ｂａｓｅｌｉｎｅ Ｐｒｏｆｉｌｅ（以下、単にＨ.２６４）”のターゲットチッ

プへの移植と、ターゲットチップの機能に合わせた 適化を行うことを目的とする。 

研究の目標 

Ｈ.２６４のデコードを、ＱＶＧＡ（３２０×２４０画素）の解像度で、１５フレーム／

秒にて行うことを目標とする。すなわち、ワンセグの映像を十分にデコード可能とするこ

とを目標とする。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① デコード処理の負荷の見積と実装方針の決定 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

 

各工程の詳細を以下に示す。 

 

① デコード処理の負荷の見積と実装方針の決定 

 本研究の開始に当たり、先ず、ターゲットチップに内蔵されるＣＰＵコアであるＡＲＭ

９２６ＥＳ－Ｊにおける、Ｈ．２６４デコード処理ならびにＡＡＣ－ＳＢＲの負荷を見積

もることとした。ここでリファレンスとするミドルウェアは、市場において高い評価を得

ている株式会社テクノマセマティカル（以下、ＴＭＣ）のＨ．２６４デコーダならびにＡ

ＡＣ－ＳＢＲデコーダとした。 
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ＡＲＭ９２６ＥＳ－Ｊ上で、ＴＭＣのＨ．２６４デコーダならびにＡＡＣ－ＳＢＲデコ

ーダを実行したと想定した場合の負荷の見積を以下に示す。 

・ Ｈ．２６４：７０～１００ＭＨｚ 

・ ＡＡＣ－ＳＢＲ：７０～８０ＭＨｚ 

 

ワンセグの再生には、動画と音声両方を同時にデコードすることが必要であるが、 大

でも１５０ＭＨｚの動作となる現行チップのＣＰＵ、ＡＲＭ９２６ＥＳ－Ｊでは、動画と

音声を同時に行うことは不可能であることが判明した。また、 大２２５ＭＨｚまで動作

周波数を向上する予定であったターゲットチップのＣＰＵにおいても、動画と音声のデコ

ード処理でほぼＣＰＵを使い切ってしまい、ＣＰＵが他の処理を行う余力が無くなる事が

判明した。 

そこで、より負荷の大きい動画のデコード処理を、デジタル信号処理に特化したプロセ

ッサであるＤＳＰで行う方針を定めた。現行プロセッサ、ターゲットチップの両方に、Ｄ

ＳＰとして、 大１５０ＭＨｚで動作するＺＳＰ４００が搭載される。 

 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

ターゲットチップの開発と並行してＨ.２６４デコーダのターゲットチップへの移植を

進めるために、ターゲットチップとソフトウェアの後方互換性の高い現行チップを用い、

Ｈ.２６４デコーダのテスト実装を進めることとした。 

ここで、市場において高い評価を得ているＴＭＣのＨ．２６４デコーダをベースに、デ

コード処理をＤＳＰで、ＤＳＰとのデータ授受の処理、ならびにデコード後の画像に対す

るポスト処理をＣＰＵにて行うこととした。 

 

Ｈ．２６４デコード処理においては、画像は各成分８ビットのＹＵＶ４２０形式で出力

される。現行チップのディスプレイコントローラは、ＹＵＶ形式の画像を扱うことが可能

であるが、出力は 終的には各成分５ビットのＲＧＢ形式に変換される。したがって、色

成分の解像度の低下を、単に近似や切捨てによって処理すると、色調の境界が協調されて

感じられる、「マッハバンド現象」が発生してしまう。この現象を軽減するため、デコード

後の画像に対するポスト処理において、ディザ処理を行って中間色調を擬似的に作り出す

こととした。 

 

ディザ処理は、一般的には、Ｒ、Ｇ、Ｂの各成分にある数値（正負）を加算することで

行われる。但し、現行チップならびにターゲットチップに搭載されているディスプレイコ

ントローラでは、ＹＵＶ形式の画像をメモリから読み出し、ハードワイヤードロジックに

よりＲＧＢ形式に変換して出力するので、ＣＰＵが行う画像に対するポスト処理は、ＹＵ

Ｖ形式のデータに対して行うことになる。 
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一般的に、ＹＵＶとＲＧＢの関係は下記の変換式で表される。 

BGRV
BGRU

BGRY

081.0419.0500.0
500.0331.0169.0

114.0587.0299.0

−−=
+−−=

++=
 

この式のＲＧＢそれぞれにｄを加算すると、 

)(081.0)(419.0)(500.0
)(500.0)(331.0)(169.0

)(114.0)(587.0)(299.0

dBdGdRV
dBdGdRU

dBdGdRY

+−+−+=
+++−+−=

+++++=
 

となる。ｄをまとめると、 

BGRV
BGRU

dBGRY

081.0419.0500.0
500.0331.0169.0

114.0587.0299.0

−−=
+−−=

+++=
 

となり、Ｙ成分だけにｄを加算するだけで良いことがわかる。 

 

ディザ処理の手法には、誤差拡散、オーダードディザ等があるが、単純で演算量の小さ

い２×２のオーダードディザを採用した。 

ディザ行列は、 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2 6
4 0

 

を使用した。 

現行チップで、この演算を行うとＱＶＧＡサイズの画像で約２ミリ秒かかった。これは、

ターゲットチップはもちろん、現行チップにおいても、１５フレーム／秒の表示を達成す

るのに全く問題の無い処理時間である。 

 

ＤＳＰへのデコーダの実装、ならびにＣＰＵへのデータ授受処理、画像ポスト処理の実

装後、現行チップを搭載した評価システム上で実装したソフトウェアを実行して性能評価

を行った。この結果、現行チップにおいても、目標と設定したＱＶＧＡ解像度、１５フレ

ーム／秒でのＨ.２６４のデコードを達成していることを確認した。但し、後述するように、

ＡＡＣ－ＳＢＲのデコード処理をＣＰＵにて行うと、ＣＰＵの残余処理時間が殆ど無くな

ってしまう為、例えば、ワンセグの動画ならびに音声デコード以外の処理を殆どできなく

なり、実用化の際の応用範囲に制限が生じる恐れがある。したがって、ターゲットチップ

のハードウェア仕様としては、（１）ＣＰＵの処理能力の向上 （２）ＣＰＵで行うポスト

処理の一部を他の機能ブロックに割り振る 等のハードウェアの変更が求められる。 
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③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

動画デコード処理という観点において、ターゲットチップのハードウェアは、現行チッ

プと比較して、（１）ＣＰＵの 大動作周波数が１．５倍に向上される （２）ディザ処理

の機能がディスプレイコントローラのハードウェアに追加される という点で異なってい

る。 

現行チップを利用してターゲットチップへ移植されたＨ．２６４デコーダを、上記の２

点の違いに合わせて、 適化を行った。具体的には、ディザ処理等のＣＰＵで行うポスト

処理において、（１）タスク処理割り当て時間の増加 （２）ディザ処理をディスプレイコ

ントローラで行うよう変更 の二点の 適化を行った。 

 

変更前後の性能評価の結果を以下に示す。 

現行チップ上で、ＱＶＧＡ（３２０ｘ２４０ピクセル）サイズ、ビットレート２５６Ｋ

ｂｐｓの動画をデコードする時間を計測した結果、平均１７．７フレーム／秒を得た。Ｉ

ＤＲ（Ｉｎｓｔａｎｔａｎｅｏｕｓ Ｄｅｃｏｄｅｒ Ｒｅｆｒｅｓｈ）フレーム（他の

フレームの情報なしに単独でデコードができるフレーム）は、１フレームのデータサイズ

が大きくデコード処理ならびにポスト処理に時間がかかるため、実際、現行チップ上では

１０フレーム／秒しか達成できないことが判明した。これをそのまま表示すると、ＩＤＲ

毎に動きががたつく（一様な表示フレームレートを達成できない）結果に繋がる。そこで、

現行チップ上においては、実際に動画再生の際には適当な枚数のフレームバッファを設け、

このフレームレートの落ち込みを吸収する必要がある。 

 

ターゲットチップのハードウェアに 適化されたＨ．２６４デコーダを、ターゲットチ

ップ上で実行した場合、ＩＤＲフレームのデコード処理ならびにポスト処理も十分に実用

範囲（３０～５０ミリ秒程度）で完了しており、ワンセグの動画デコードの規格であるＱ

ＶＧＡ解像度、１５フレーム／秒を十分に達成し、なおかつ、ＣＰＵの処理能力に余裕の

あるという結果を得られた。 

目標に照らした達成状況 

Ｈ.２６４のデコードを、ＱＶＧＡの解像度で、１５フレーム／秒にて行うという目標は、

十分に達成できた。 
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４．２ ＭＰＥＧ－４デコーダの移植と 適化 

研究の目的 

本研究の背景として、携帯メディアプレイヤやパーソナルナビゲーションデバイス等の

携帯機器の分野において、動画再生の需要が高まっていることが挙げられる。これらの携

帯機器においては、表示デバイスの解像度が比較的低いため、再生される動画の解像度も

比較的低い（ＱＶＧＡ程度）レベルに留まっているが、許容される電力消費や搭載可能な

論理回路のサイズが限られているため、動画のデコード処理が軽いコーデックが好まれる

傾向にある。 

こうした製品分野において、ＭＰＥＧ－４は、（１）動画のデコード処理が比較的軽い 

（２）低ビットレートでもそれなりに動画の圧縮が可能 という特長から、広く用いられ

ている。 

そこで、ＭＰＥＧ－４をターゲットチップに移植するとともに、ターゲットチップの機

能に合わせた 適化を行うことにより、ターゲットチップの実用化において、携帯機器の

分野で広く用いられるようにすることを本研究項目の目的としている。 

研究の目標 

ＭＰＥＧ－４のデコードを、ＱＶＧＡ（３２０×２４０画素）の解像度で、３０フレー

ム／秒の表示を行うことを目標とする。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① デコード処理の負荷の見積と実装方針の決定 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

 

各工程の詳細を以下に示す。 

 

① デコード処理の負荷の見積と実装方針の決定 

 本研究の開始に当たり、先ず、ターゲットチップに内蔵されるＣＰＵコアであるＡＲＭ

９２６ＥＳ－Ｊにおける、ＭＰＥＧ－４デコード処理なの負荷を見積もることとした。こ

こでリファレンスとするミドルウェアは、市場において高い評価を得ている株式会社テク

ノマセマティカル（以下、ＴＭＣ）のＭＰＥＧ－４デコーダとした。 

ＡＲＭ９２６ＥＳ－Ｊ上で、ＴＭＣのＭＰＥＧ－４デコーダを実行したと想定した場合

の負荷の見積は、約３０～５０ＭＨｚとなった。 

これは、ＭＰＥＧ－４の映像デコードのみをＣＰＵで行うと想定すれば、十分に低い値
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である。但し、上述のＨ.２６４に関する研究において、ターゲットチップのハードウェア

の設計上避けられない色成分解像度の低下を、単に近似や切捨てによって処理すると、色

調の境界が協調されて感じられる、「マッハバンド現象」が発生してしまうことが判明して

いた。したがって、画像に対するポスト処理や、動画デコードと並行して音声デコードを

行うことを想定すると、ＣＰＵにおいてＭＰＥＧ－４のデコード処理を行うことは適当で

ないと考えられた。 

そこで、ＭＰＥＧ－４のデコード処理を、デジタル信号処理に特化したプロセッサであ

るＤＳＰで行い、ＤＳＰとのデータ授受の処理、ならびにデコード後の画像に対するポス

ト処理をＣＰＵにて行うこととした。 

 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

ターゲットチップの開発と並行してＭＰＥＧ－４デコーダのターゲットチップへの移植

を進めるために、ターゲットチップとソフトウェアの後方互換性の高い現行チップを用い、

ＭＰＥＧ－４デコーダのテスト実装を進めることとした。 

ここで、市場において高い評価を得ているＴＭＣのＭＰＥＧ－４デコーダをベースに、

先ずデコード処理をＤＳＰに移植することとした。 

 

これと並行して、ＣＰＵによる画像のポスト処理の実装を進めた。ここでは、前述のＨ．

２６４デコーダの研究と同様に、ＣＰＵによるディザ処理を実装することとした。 

 

ＤＳＰへのデコーダの実装、ならびにＣＰＵへのデータ授受処理、画像ポスト処理の実

装後、現行チップを搭載した評価システム上で実装したソフトウェアを実行して性能評価

を行った。この結果、現行チップにおいても、目標と設定したＱＶＧＡ解像度、３０フレ

ーム／秒でのＨ.２６４のデコードを達成していることを確認した。 

但し、同時に下記の問題が判明した。 

（ａ）ＣＰＵによるＤＳＰとのデータ授受の処理にボトルネックがあり、４００Ｋｂｐｓ

を超えるビットレートのデコード処理において、フレームドロップが発生することがある。 

（ｂ）例えばＡＡＣ－ＳＢＲのような音声のデコード処理をＣＰＵにて行うと、ＣＰＵの

残余処理時間が殆ど無くなってしまう。 

 

したがって、ターゲットチップのハードウェア仕様としては、（１）ＣＰＵの処理能力の

向上 （２）ＣＰＵで行うポスト処理の一部を他の機能ブロックに割り振る 等のハード

ウェアの変更が求められる。 
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③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

動画デコード処理という観点において、ターゲットチップのハードウェアは、現行チッ

プと比較して、（１）ＣＰＵの 大動作周波数が１．５倍に向上される （２）ディザ処理

の機能がディスプレイ・コントローラのハードウェアに追加される という点で異なって

いる。 

現行チップを利用してターゲットチップへ移植されたＭＰＥＧ－４デコーダを、上記の

２点の違いに合わせて、 適化を行った。具体的には、ディザ処理等のＣＰＵで行うポス

ト処理において、（１）タスク処理割り当て時間の増加 （２）ディザ処理をディスプレイ

コントローラで行うよう変更 の二点の 適化を行った。 

 

適化後の性能評価の結果を以下に示す。 

現行チップ上で、ＱＶＧＡ（３２０ｘ２４０ピクセル）サイズ、ビットレート５１２Ｋ

ｂｐｓの動画をデコードした結果、３０フレーム／秒を達成し、しかもフレームドロップ

が発生しないことを確認できた。 

目標に照らした達成状況 

ＭＰＥＧ－４のデコードを、ＱＶＧＡの解像度で、３０フレーム／秒にて行うという目

標は、十分に達成できた。 
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４．３ ＡＡＣ－ＳＢＲデコーダの移植と 適化 

研究の目的 

本研究の背景として、近年、携帯メディアプレイヤやワンセグ等の携帯端末向けのテレ

ビジョン放送の分野において、高音質かつ高圧縮率の音声圧縮技術の需要が高まっている

ことが挙げられる。 

特に“ＭＰＥＧ－２／４ ＡＡＣ（以下、ＡＡＣ）”は、ＭＰ３等の他の音声コーデック

と比較して高圧縮率かつ高音質であるため、ｉＰｏｄや地上デジタルテレビジョン放送な

どの採用事例が増えている。特に、“ＭＰＥＧ－４ ＡＡＣ”の拡張仕様である“ＡＡＣ-

ＳＢＲ（ＨＥ－ＡＡＣ）”は、低ビットレートでの圧縮率に優れ、ワンセグ（但し、ＳＢＲ

の適用は放送局に委ねられている）などで採用されている。 

ターゲットチップでＡＡＣ－ＳＢＲのデコードが可能になれば、ワンセグへの対応など、

本研究の成果の応用範囲が大きく広がることになることが見込まれる。したがって、本研

究項目では、ＡＡＣ－ＳＢＲのターゲットチップへの移植と、ターゲットチップの機能に

合わせた 適化を行うことを目的とする。 

研究の目標 

ＡＡＣ－ＳＢＲのデコードを、以下の条件で達成することを目標とする。 

・ サンプリング周波数：４８ＫＨｚ 

・ ステレオ 

・ ターゲットチップのＣＰＵ占有率：５０％以下 

ワンセグ放送のストリーム受信ならびに動画・音声のデコードをターゲットチップで行

う場合、前述のように動画のデコードをＤＳＰで行うこととしたが、ビットストリームの

Ｄｅｍｕｘやアプリケーション層の快適な動作に必要なＣＰＵ資源を残すために、この値

を目標とした。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① 現行チップ上での問題点の検討と実装方針の決定 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

 

各工程の詳細を以下に示す。 
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① 現行チップ上での問題点の検討と実装方針の決定 

ターゲットチップの開発と並行してＡＡＣ－ＳＢＲデコーダのターゲットチップへの移

植を進めるために、ターゲットチップとソフトウェアの後方互換性の高い現行チップを用

い、ＡＡＣ－ＳＢＲデコーダのテスト実装を進めることとした。 

現行チップへのＡＡＣ－ＳＢＲデコーダのテスト実装に着手する前に、現行チップのハ

ードウェア上の制限等の問題点を洗い出し、実装方針を定めることとした。 

ワンセグ放送は、サンプリング周波数が４８ｋＨｚ／２４ｋＨｚの音声を採用している。

しかし、現行チップではサンプリング周波数が４４．１ｋＨｚ以下のＰＣＭ音声しか再生

することができない。そのため、ワンセグ放送からデコードされたＰＣＭ音声を再生する

ためには、サンプリング周波数変換を行う必要がある。 

しかしながら、単純な間引き演算によるダウンサンプリングを行うとエイリアシングと

呼ばれるノイズが発生する。これを発生させないため、独自のダウンサンプリング手法を

用いることとした。 

また、ワンセグ放送の動画・音声のデコードをターゲットチップで行う場合、前述のよ

うに、動画（Ｈ．２６４）のデコード処理はＤＳＰで行う方針を決定していたため、ＡＡ

Ｃ－ＳＢＲデコード処理についてはＣＰＵで行うこととした。 

 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

現行チップ搭載のＣＰＵへのＡＡＣ－ＳＢＲデコーダの実装、ならびにＣＰＵによるリ

サンプリング処理の実装後、現行チップを搭載した評価システム上で実装したソフトウェ

アを実行して性能評価を行った。この結果、ＡＡＣ－ＳＢＲのデコード処理ならびにリサ

ンプリング処理を含め、ＣＰＵにかかる負荷は 大で８０ＭＨｚ程度であった。 

この結果は、ターゲットチップ上でＡＡＣ－ＳＢＲのデコードのみを行うには十分低い

負荷であることを示すものであるが、動画デコード処理やアプリケーションプログラムの

実行を同時に行うには、ＣＰＵの余力が十分でないことを示している。 

したがって、現行チップへのテスト実装において行っていたリサンプリング処理を行わ

ずに済むように、ターゲットチップのＳＰＵ（サウンド・プロセシング・ユニット）にて

サンプリング周波数４８ＫＨｚのＰＣＭ音声の再生が行えるよう、ＰＬＬの設計を変更す

ることを決定した。 

 

③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

音声デコード処理という観点において、ターゲットチップのハードウェアは、現行チッ

プと比較して、（１）ＣＰＵの 大動作周波数が１．５倍に向上される （２）ＰＬＬの設

計が変更されＳＰＵにてサンプリング周波数４８ＫＨｚのＰＣＭ音声の再生が可能となる 

という点で異なっている。 

現行チップを利用してターゲットチップへ移植されたＡＡＣ－ＳＢＲデコーダを、上記
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の２点の違いに合わせて、 適化を行った。具体的には、（１）タスク処理割り当て時間の

増加 （２）４４．１ＫＨｚへのリサンプリング処理の削除 の二点の変更を行った。 

適化後の性能評価の結果、ＣＰＵにかかる負荷を 大８０ＭＨｚから 大７０ＭＨｚ

弱にまで軽減することができた。ターゲットチップのＣＰＵの動作周波数は 大２２５Ｍ

Ｈｚであるため、 適化により、Ｈ．２６４のデコード処理（ＣＰＵ部分）、ワンセグ放送

のＤｅｍｕｘ処理、アプリケーションプログラムの実行を同時に行うだけの余力を生み出

すことができた。 

目標に照らした達成状況 

ＡＡＣ－ＳＢＲのデコードを、以下の条件で達成することができた。 

・ サンプリング周波数：４８ＫＨｚ 

・ ステレオ 

・ ターゲットチップのＣＰＵ占有率：約３０％ 

当初の目標であった「ＣＰＵの占有率：５０％以下」よりも、はるかに少ないＣＰＵ占

有率を実現できた。したがって、目標は十分以上に達成できたと言える。 
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４．４ ＡＤＸ／Ｓｏｆｄｅｃデコーダの移植と 適化 

研究の目的 

本研究プロジェクトの他の研究項目では、ターゲットチップに搭載されているＤＳＰで

動画デコード処理を実現しているが、ＤＳＰによるデコード処理には、以下のような利点

と欠点がある。 

（利点） 

・ ターゲットチップのハードウェア設計上、ＤＳＰとＣＰＵは並列に動作可能であるので、

ＣＰＵを別の処理（アプリケーションプログラムの実行や、音声デコード処理など）に

振り向けることができる。 

・ 単純な計算能力においては、ターゲットチップのＤＳＰはＣＰＵ以上の処理能力がある

ため、より高度なデコード処理が実現できる。 

（欠点） 

・ ＤＳＰとＣＰＵは並列に動作するため、ＣＰＵ上で動作するアプリケーションプログラ

ムとの通信、同期処理などにオーバーヘッドが生じる。 

・ ターゲットチップのハードウェア設計上、チップに内蔵されているＳＲＡＭが、ＤＳＰ

とＧＰＵで共有されているため、動画をデコードする間、ＧＰＵの処理速度が低下する。 

 

アプリケーションの種類によっては、上記欠点が致命的なものとなる場合があり、それ

を回避するために、ＣＰＵのみで動画および音声をデコードできるデコーダミドルウェア

を移植する必要があると判断した。また、ＣＰＵのみでデコード可能な比較的処理負荷の

軽いミドルウェアを用意しておくことは、ターゲットチップの実用化の方向性の一つとし

て、ＤＳＰならびに内蔵ＳＲＡＭを取り除いたより安価なチップを開発する際に、非常に

有効となると考えられる。 

このような目的に合致し、かつ、ターゲットチップの実用化を目指す市場において一定

以上の評価を得ているミドルウェアとして、株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの音声デコーダ“Ｃ

ＲＩ ＡＤＸ（以下、ＡＤＸ）”と、同社製の動画デコーダ“ＣＲＩ Ｓｏｆｄｅｃ（以下、Ｓ

ｏｆｄｅｃ）”のターゲットチップへの移植、ならびにターゲットチップの機能に合わせた 適

化を行うことを決定した。 

ちなみに、ＡＤＸならびにＳｏｆｄｅｃは、以下の特長を備える。 

・ ハードウェアの特性に 適化した、高速なソフトウェアデコーダ 

・ ＣＧムービーなどのハイクオリティなコンテンツに適したエンコーダを提供 

・ マルチスレッドに対応することで、パフォーマンスを保ちながらアプリケーションと統

合しやすいアーキテクチャ 
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研究の目標 

ターゲットチップにおいて、ＭＰＥＧ－４デコーダで達成した性能を考慮すると、それ

に劣る品質の動画再生を実現しても利用価値は低いと考えられる。したがって、以下の目

標を設定した。 

（Ｓｏｆｄｅｃ） 

・ 解像度：ＱＶＧＡ（３２０×２４０画素） 

・ フレームレート：３０フレーム／秒 

（ＡＤＸ） 

・ サンプリング周波数：４４．１ＫＨｚ 

・ ステレオ 

・ １６ビットＰＣＭ 

この条件でＳｏｆｄｅｃならびにＡＤＸを並行してターゲットチップのＣＰＵで実行し、

２２５ＭＨｚ動作時に処理がオーバーフローしないことを目標として設定した。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

② ターゲットチップへの 適化と性能評価 

各工程の詳細を以下に示す。 

 

① 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

先ず、現行チップのＣＰＵ（ＡＲＭ９２６ＥＪ－Ｓ、 大動作周波数：１５０ＭＨｚ）

に試験的にＳｏｆｄｅｃならびにＡＤＸを移植して性能を計測したところ、入力データの

ビットレート１．５Ｍｂｐｓの条件で、上記目標値の内、下記の項目が目標に到達してい

ないことを確認した。 

・ フレームレート：１０フレーム／秒以下 

 

解析を進めた結果、下記の原因が判明した。 

（１）ＹＵＶデータをＲＧＢデータに変換する処理が重い。（この処理を除けば、２０フレ

ーム／秒以上を達成） 

（２）マルチスレッド動作への対応が不十分 

 上記（１）については、デコード後の動画データをポリゴンのテクスチャとしてマッピ

ングする際には必須の仕様であるため、今回の研究においては不可避であると判断した。 

上記（２）については、ターゲットチップの仕様ならびにＯＳの仕様に 適化すること

によって、大幅な性能の向上が見込まれる項目であったため、この点を中心に 適化を行

うこととした。 
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② ターゲットチップへの 適化と性能評価 

先ず、ターゲットチップのＣＰＵの 大動作周波数（２２５ＭＨｚ）は、現行チップの

ＣＰＵの 大動作周波数（１５０ＭＨｚ）に対して１．５倍であるため、単純に１．５倍

程度の処理速度向上が期待できた。 

次に、マルチスレッド動作への対応と 適化を試みた。本研究項目の評価システムでは、

表示デバイスとしてＮＴＳＣ方式のＴＶ受像機を用いたので、ＴＶの垂直同期待ちまでの

期間に、マルチスレッド（マルチタスク）でデコード処理を継続できるようにデコーダの

適化を行った。 

その結果、現行チップに対するテスト実装において、目標を大きく下回っていた動画デ

コードのフレームレートに、以下の改善が確認された。 

・ 入力データビットレートが１Ｍｂｐｓの場合：３０フレーム／秒 

・ 入力データビットレートが２Ｍｂｐｓの場合：２５～２８フレーム／秒 

目標に照らした達成状況 

入力データのビットレートが１Ｍｂｐｓの場合においては、設定した目標値を達成する

ことができた。 

入力データのビットレートが２Ｍｂｐｓの場合においては、設定した目標値を僅かなが

ら下回ったが、人間の目では、３０フレーム／秒との違いを知覚することは難しく、十分

に良好な品質の動画再生結果が得られたと言える。 

したがって、設定した目標を概ね達成することができた。 
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５．評価用ソフトウェアプロトタイピング 

研究の目的 

ターゲットチップの性能を評価する評価用ソフトウェアの開発を目的とする。 

ここで開発する評価用ソフトウェアは、他の研究項目にて研究開発したミドルウェアを

組み込み、アプリケーションレベルでの動作確認、必要に応じてミドルウェアの調整を行

うためのものである。 

また、ターゲットチップとソフトウェア後方互換性の高い現行チップへのテスト実装な

らびに評価を、ターゲットチップの仕様策定、開発と並行して進めることにより、評価結

果をターゲットチップの仕様に反映させることも目的とする。 

研究の目標 

ターゲットチップの開発と並行して各種ミドルウェアの開発と評価が行えるように、先

ずは現行チップ上で動作するように評価用ソフトウェアを開発することを第一の目標とす

る。 

その後、開発した評価用ソフトウェアをターゲットチップの機能に合わせて 適化する

ことで、各種ミドルウェアの性能、ならびにターゲットチップの機能と性能を正しく評価

できるようにすることを第二の目標とする。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① 評価用ソフトウェアの仕様検討 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

 

各工程の詳細を以下に示す。 

① 評価用ソフトウェアの仕様検討 

先ず、本研究プロジェクト全体を俯瞰し、評価用ソフトウェアが必要とされる項目を検

討、整理した。その結果、以下の評価用ソフトウェアを製作することとした。 

 

（１） ３Ｄグラフィックス評価ソフトウェア 

“ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１（以下、ＯｐｅｎＧＬ）”ならびに“ＭａｓｃｏｔＣａｐ

ｓｕｌｅ バージョン３（以下、ＭＣＶ３）”を組み込み、ターゲットチップで３Ｄグラフ

ィックスをリアルタイムに描画・表示するソフトウェアである。これらのグラフィックス

ミドルウェアの評価、ならびにターゲットチップの３Ｄグラフィックスの描画・表示性能

の評価を目的とする。 
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（２） ＧＭ／ＧＳサウンドミドルウェア評価ソフトウェア 

“ＧＳサウンドドライバ及び音色ライブラリ”を組み込み、ターゲットチップでＧＭ／

ＧＳの楽譜ファイルを再生し、再生結果を観測するためのソフトウェア“ＧＳプレイヤー”

を製作した。これらのサウンドミドルウェアの評価、ならびにターゲットチップのサウン

ド再生性能の評価を目的とする。 

 

（３） 発音評定ミドルウェア評価ソフトウェア 

“発音評定ミドルウェア”を組み込み、ターゲットチップで音声入力、ミドルウェアへ

の音声データ受け渡し、ミドルウェアからの評定結果の引き取り、評定結果の表示を行う

ためのソフトウェアである。発音評定ミドルウェアの評価、ならびにターゲットチップが

上記の一連の処理を正しく行うことが可能かどうかの評価を目的とする。 

 

（４） 携帯メディアプレイヤプロトタイプ 

“Ｈ.２６４デコードミドルウェア”、 “ＭＰＥＧ－４デコードミドルウェア” 、なら

びに“ＡＡＣ－ＳＢＲデコードミドルウェア”を組み込むとともに、様々な動画・音声フ

ァイルを選択するための３Ｄ ＧＵＩを実装し、携帯メディアプレイヤのプロトタイプと

しての機能を実現するソフトウェアである。これらの動画・音声デコーダミドルウェアの

評価、ならびにターゲットチップの動画・音声デコード処理性能の評価を目的とする。さ

らに、製品レベルのプロトタイプを試作することにより、実用化に向けての課題を洗い出

すことも目的とする。 

 

② 現行チップを用いたテスト実装と性能評価 

上記の４つの評価用ソフトウェアを、先ずは現行チップを搭載した評価ボード上で動作

するように製作を行った。それぞれのソフトウェアを用いての評価結果を以下に示す。 

 

（１） ３Ｄグラフィックス評価ソフトウェア 

１６７６枚の三角形ポリゴンで構成される自動車の３Ｄモデルデータを回転させるＯｐ

ｅｎＧＬの性能評価プログラムを製作し、現行チップ上で評価を行った結果、１４～１５

フレーム／秒で３Ｄモデルが処理（描画、表示）された。 

この性能評価プログラムを用いての評価を経て、ターゲットチップへのＯｐｅｎＧＬの

実装時に 適化すべき項目を決定するとともに、ターゲットチップに搭載される新設計Ｇ

ＰＵに、ハードウェアによるスクリーンクリッピング機能を搭載することを決定した。 

また、ＭＣＶ３を用い、入力装置からの入力に応じて３Ｄモデルを移動、変形させる評

価プログラムを製作し、現行チップ上で評価を行った。 

この性能評価プログラムを用いての評価を経て、ターゲットチップへのＭＣＶ３の実装
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時に 適化すべき項目を決定するとともに、ターゲットチップに搭載される新設計ＧＰＵ

に、３２ビット単精度浮動小数点の形式でのＧＰＵコマンドインターフェースを追加する

ことを決定した。 

詳細な評価結果については、「２．グラフィックスミドルウェアの研究開発」の項に記す。 

 

（２） 発音評定ミドルウェア評価ソフトウェア 

開発途上の“ターゲットチップ用発音評定ミドルウェア”を組み込んだ評価ソフトウェ

アを、現行チップを搭載した評価ボード上で実行し、評価を行った。 

詳細な評価結果については、「１０．発音評定ミドルウェアの研究開発」の項に記す。 

 

（３） 携帯メディアプレイヤプロトタイプ 

“Ｈ.２６４デコードミドルウェア”、 “ＭＰＥＧ－４デコードミドルウェア” 、なら

びに“ＡＡＣ－ＳＢＲデコードミドルウェア”を組み込んだ携帯メディアプレイヤプロト

タイプソフトウェアを、現行チップを搭載した評価ボード上で実行し、評価を行った。 

評価の結果を経て、ターゲットチップへの上記の各デコーダミドルウェアの実装時に

適化すべき項目を決定するとともに、ターゲットチップに搭載されるディスプレイコント

ローラにディザ機能を追加することと、ＰＬＬの設計を変更してＳＰＵでサンプリング周

波数４８ＫＨｚのＰＣＭ再生を実現可能とすることを決定した。 

詳細な評価結果については、「４．画像および音声コーデックミドルウェアの研究開発」 

の項に記す。 

 

③ ターゲットチップへの 適化と性能評価 

上記の４つの評価用ソフトウェアを、完成したターゲットチップを搭載した評価ボード

上で動作するように 適化を行った。それぞれのソフトウェアを用いての評価結果を以下

に示す。 

 

（１） ３Ｄグラフィックス評価ソフトウェア 

ＯｐｅｎＧＬをターゲットチップの機能に合わせて 適化した後、前述の３Ｄモデルデ

ータを回転させるＯｐｅｎＧＬの性能評価プログラムをターゲットチップ上で実行して評

価を行った結果、６０フレーム／秒で３Ｄモデルが処理（描画、表示）された。 

また、ＭＣＶ３をターゲットチップの機能に合わせて 適化した後、前述の３Ｄモデル

を移動、変形させる評価プログラムをターゲットチップ上で実行して評価を行った結果、

ＭＣＶ３の全ての機能が正常に動作していることが確認できた。 

詳細な評価結果については、「２．グラフィックスミドルウェアの研究開発」の項に記す。 

 

（２） ＧＭ／ＧＳサウンドミドルウェア評価ソフトウェア 
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現行チップ上でのＧＭサウンドミドルウェアの評価結果を経て策定した追加、変更仕様

を盛り込み開発したＧＳサウンドミドルウェアを、新たに製作したＧＳプレイヤーと組み

合わせ、ターゲットチップを搭載した評価ボード上で実行し、評価を行った。 

この結果、ターゲットチップに内蔵されているＳＰＵにおいて、ＧＳレベルの音楽再生

が十分に達成できることが確認できた。 

詳細な評価結果については、「３．サウンドミドルウェアの研究開発」の項に記す。 

 

（３） 発音評定ミドルウェア評価ソフトウェア 

完成した“ターゲットチップ用発音評定ミドルウェア”を組み込んだ評価ソフトウェア

を、ターゲットチップを搭載した評価ボード上で実行し、評価を行った。 

詳細な評価結果については、「１０．発音評定ミドルウェアの研究開発」の項に記す。 

 

（４） 携帯メディアプレイヤプロトタイプ 

ターゲットチップの機能に合わせて 適化された“Ｈ.２６４デコードミドルウェア”、 

“ＭＰＥＧ－４デコードミドルウェア” 、ならびに“ＡＡＣ－ＳＢＲデコードミドルウェ

ア”を組み込んだ携帯メディアプレイヤプロトタイプソフトウェアを、ターゲットチップ

を搭載した評価ボード上で実行し、評価を行った。 

詳細な評価結果については、「４．画像および音声コーデックミドルウェアの研究開発」 

の項に記す。 

目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

第一の目標については、ターゲットチップの仕様策定前に評価ソフトウェアを完成させ

ることで、評価結果を各種ミドルウェアの 適化の仕様、ならびにターゲットチップのハ

ードウェア仕様に反映させることができたため、十分に達成できたと言える。 

第二の目標については、開発した評価用ソフトウェアをターゲットチップの機能に合わ

せて 適化し、各種ミドルウェアの性能評価、ならびにターゲットチップの機能と性能の

評価を正しく行うことができたため、十分に達成できたと言える。 
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６．装置プロトタイピング 

研究の目的 

市場におけるターゲットチップの応用事例を想定し、ターゲットチップを搭載した装置

のプロトタイピングを行うことにより、ターゲットチップの実用化の際の課題を洗い出す。 

また、ターゲットチップを搭載したボード設計において問題が発生しやすいと想定され

る周辺アナログ回路について、評価ボードを製作して評価を行う。 

研究の目標 

ターゲットチップを電池で動作させることを考えた場合、課題となる可能性の高い電源

回路の評価ボードを設計、製作し、評価を行うことを第一の目標とする。 

ターゲットチップの開発と並行して、評価用ソフトウェアの実行、評価環境を整えるた

めに、先ずは現行チップを搭載した各種プロトタイプボードを設計、製作し、評価環境を

整えることを第二の目標とする。 

その後、ターゲットチップの機能に合わせて 適化した評価用ソフトウェアの実行、評

価環境を整えるために、試作したターゲットチップを搭載した各種プロトタイプボードを

設計、製作し、評価環境を整えることを第二の目標とする。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① 電源回路評価ボードの設計、製作と電源回路の評価 

② 現行チップを搭載したプロトタイプボードの設計、製作と評価環境の整備 

③ ターゲットチップを搭載したプロトタイプボードの設計、製作と評価環境の整備 

各工程の詳細を以下に示す。 

 

① 電源回路評価ボードの設計、製作と電源回路の評価 

ターゲットチップの実用化の際には、携帯メディアプレイヤや携帯情報端末といった携

帯機器の分野が、ターゲットとする市場の一つとして想定される。このような携帯機器の

電源としては、リチウムイオン二次電池が使用されるケースが も多いと想定される。 

したがって、リチウムイオン二次電池を用いた電源回路評価ボードの設計、製作を行い、

電源回路の評価を行った。 

この電源回路評価ボードは、リチウムイオン二次電池に対する充電回路を含み、ＵＳＢ

インターフェースからの充電機能を備えるものである。 

このボードによる電源回路の評価の結果、リチウムイオン二次電池に対する充電機能、

ＵＳＢインターフェースからの充電機能がともに正常に動作していることを確認した。 
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② 現行チップを搭載したプロトタイプボードの設計、製作と評価環境の整備 

現行チップを用い、汎用目的の小型の試作ボードの設計、製作を行った。 

このボードを用い、以下の評価を行った。 

・ ＯｐｅｎＧＬ ＥＳ １．１の評価 

・ ＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅバージョン３の評価 

・ ＭＩＤＩ（ＧＭレベル）サウンドドライバ及び音色ライブラリの評価 

・ Ｈ.２６４デコードミドルウェアの評価 

・ ＭＰＥＧ－４デコードミドルウェアの評価 

・ ＡＡＣ－ＳＢＲデコードミドルウェアの評価 

・ ＷｉｎｄｏｗｓＣＥ ５．０の評価 

 

評価結果の詳細については、各研究項目の報告において記す。 

 

また、現行チップのソフトウェア開発用ボードと接続されるオーディオコーデックＩＣ

搭載サブボードの設計、製作を行った。現行チップのソフトウェア開発用ボードとオーデ

ィオコーデックＩＣ搭載サブボードを組み合わせ、評価を行った。 

詳細な評価結果については、「１０．発音評定ミドルウェアの研究開発」の項に記す。 

 

また、ターゲットチップを用いたシステムの消費電力ならびにＥＭＩレベルを想定して

ターゲットチップの仕様に反映させるために、現行チップを用いた測定用試作ボードの設

計、製作、ならびに、これを格納するハウジングケースの試作を行い、携帯メディアプレ

イヤプロトタイプのソフトウェアを実装して評価を行った。 

評価結果の概要を以下に記す。 

・ システムの消費電力（ディスプレイユニット除く）： 大４００ｍＷ程度 

・ ＥＭＩ評価の結果：ＶＣＣＩクラスＢ基準に対し、メモリバスの周波数（約１５０ＭＨ

ｚ）、ならびにその整数倍周波数において、若干（ 大３ｄＢ程度）の規格値オーバー

が認められた 

 

上記の評価結果を受け、ターゲットチップのメモリバスのＩ／Ｏバッファ設計などにス

ルーレート制御機能の追加を行った。 

 

③ ターゲットチップを搭載したプロトタイプボードの設計、製作と評価環境の整備 

試作したターゲットチップを用い、評価ボード（Ｏｃｈａｙａ１０５０）を設計、製作

した。また、これと並行して、以下のサブボードの設計、製作を行った。 

・ ＬＣＤサブボード 

・ ネットワークサブボード（Ｅｔｈｅｒｎｅｔインターフェース搭載） 
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・ ＭＩＤＩ－ＵＡＲＴ変換ボード 

 

これらのボードを用いて、以下の評価を行った。 

・ ターゲットチップの評価 

・ Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１の評価 

・ Ｓｏｆｄｅｃ／ＡＤＸの評価 

・ ＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタック及びウェブブラウザの評価 

・ ＷｉｎｄｏｗｓＣＥ ５．０の評価 

 

また、小型評価ボードの設計、製作を行った。また、これと並行して、以下のＬＣＤサ

ブボードの設計、製作を行った。 

小型評価ボードとＬＣＤサブボードを用い、以下の評価を行った。 

・ Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１の評価 

・ Ｈ.２６４デコードミドルウェアの評価 

・ ＭＰＥＧ－４デコードミドルウェアの評価 

・ ＡＡＣ－ＳＢＲデコードミドルウェアの評価 

・ 携帯メディアプレイヤプロトタイプソフトウェアの評価 

 

評価結果の詳細については、各研究項目の報告において記す。 

 

また、ＬＣＤサブボードにマイク、オーディオコーデックＩＣを追加し、下記の評価を

行った。 

・ 発音評定ミドルウェアの評価 

 

詳細な評価結果については、「１０．発音評定ミドルウェアの研究開発」の項に記す。 

 

また、ＬＣＤサブボードにロータリーエンコーダを追加し、下記の評価を行った。 

・ ３Ｄ ＧＵＩを搭載した携帯学習機器プロトタイプの評価 

 

詳細な評価結果については、「１１．３Ｄ ＧＵＩの研究開発」の項に記す。 

目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

第一の目標については、ターゲットチップの開発と並行して、電源回路の評価ボードを

設計、製作、評価を完了し、ターゲットチップを搭載した評価ボードならびに各種プロト

タイプボードの設計に評価結果を反映させることができたため、設定した目標を十分達成
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できたと言える。 

第二の目標については、現行チップを搭載した各種プロトタイプボードを設計、製作を

行い、各種評価用ソフトウェアの実行環境を整えることができたため、設定した目標を十

分達成できたと言える。 

第三の目標については、ターゲットチップを搭載した各種プロトタイプボードを設計、

製作を行い、各種評価用ソフトウェアの実行環境を整えることができたため、設定した目

標を十分達成できたと言える。 
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７．ネットワークミドルウェアの研究開発 

研究の目的 

ターゲットチップの実用化の際には、ネットワークへの接続機能、ならびにウェブコン

テンツやデータ放送のブラウジング機能が重要になると想定される。 

したがって、ターゲットチップ上で動作するネットワークプロトコルスタック、ウェブ

ブラウザ、データ放送ブラウザを開発し、ターゲットチップの実用化の際に、ネットワー

ク接続機能ならびにコンテンツブラウジング機能を備えた製品を迅速に市場投入可能とす

ることを本研究項目の目的とする。 

研究の目標 

ターゲットチップ上で動作するＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックを開発することを、第

一の目標とする。今日のネットワークを取り巻く環境において、ＴＣＰ／ＩＰプロトコル

スタックは必要不可欠である。 

ターゲットチップ上で動作するウェブブラウザを開発することを、第二の目標とする。

このウェブブラウザは、上記のＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックと組み合わされて動作す

るものである。 

既にネットワーク接続機能を備えているオペレーティングシステムをターゲットチップ

上で動作するように移植することを第三の目標とする。 

ターゲットチップ上で動作するデジタルテレビジョン放送用の「ビューワとデータ放送

ブラウザ」を開発することを第四の目標とする。ここでは、市場にて搭載事例の増えてい

るワンセグ放送用のビューワとデータ放送ブラウザを開発するものとする。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① ＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックの現行チップへの移植 

② ターゲットチップ上で動作するワンセグ用のビューワとデータ放送ブラウザの開発 

③ ネットワーク接続機能を有するオペレーティングシステムの移植 

④ ターゲットチップ上で動作するデータブラウザならびにウェブブラウザの開発 

以下に各工程の詳細を示す。 

 

① ＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックの現行チップへの移植 

ターゲットチップの開発と並行してネットワークミドルウェアの研究開発を行うために、

ターゲットチップとソフトウェア面での後方互換性の高い現行チップを利用することとし

た。 

先ず、ＯＳとしてμＩＴＲＯＮを搭載した現行チップ上で動作するＴＣＰ／ＩＰプロト
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コルスタックを開発し、後にターゲットチップが完成した際に、このＴＣＰ／ＩＰプロト

コルスタックをターゲットチップ上で動作するように移植する方針を定めた。 

 

ＴＣＰ／ＩＰのコアの処理部分については、μＩＴＲＯＮ上で動作する組み込み機器用

のウェブブラウザなどで定評のある株式会社アクセスに実装を外注し、当社においては、

現行チップを搭載したネットワーク接続機能付きのボードの開発、ならびに、このボード

と現行チップのハードウェア仕様にあわせたＥｔｈｅｒｎｅｔドライバの開発、ＴＣＰ／

ＩＰのコア部との結合を行うこととした。 

 

上記のボードならびに各ソフトウェアモジュールの完成後、これらを結合し、ＴＣＰ／

ＩＰによるネットワーク接続試験を行った。試験の結果、ＴＣＰ／ＩＰにてネットワーク

に正常に接続できていることが確認できた。 

 

② ターゲットチップ上で動作するワンセグ用のビューワとデータ放送ブラウザの開発 

研究開始当初の計画においては、ＴＣＰ／ＩＰの開発に引き続いて、ウェブブラウザの

開発を行う予定であったが、市場動向の変化を鑑み、ワンセグ放送用の「ビューワとデー

タ放送ブラウザ」を先行して研究開発することとした。 

ワンセグ放送のビューワ部は、大まかに以下のソフトウェアコンポーネント群から構成

される。 

 

（ａ）Ｈ．２６４（ベースラインプロファイル対応）デコードミドルウェア 

性能用件としては、ＱＶＧＡ解像度のストリームを１５ｆｐｓでデコード可能であるこ

とが挙げられる。 

 

（ｂ）ＡＡＣデコードミドルウェア 

性能用件としては、４８ＫＨｚステレオのＡＡＣ－ＳＢＲストリームをデコード可能で

あることが挙げられる。 

 

（ｃ）ＭＰＥＧ－２ ＴＳ Ｄｅｍｕｘ（デマルチプレクサ） 

放送波から得られるＭＥＰＧ２－ＴＳストリームから、Ｈ．２６４データストリーム、

ＡＡＣデータストリーム、各種制御情報ストリームを分離し、各々のデータストリームを

抽出する。 

 

（ｄ）動画音声同期処理モジュール 

分離抽出されたＨ．２６４データストリーム、ＡＡＣデータストリームは、それぞれＨ．

２６４デコードミドルウェア、ＡＡＣ－ＳＢＲデコードミドルウェアによって独立してデ
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コードされる。これを、同じく分離抽出された各種制御情報ストリームに含まれるＰＴＳ

（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ Ｔｉｍｅ Ｓｔａｍｐ）情報に基づき、同期しつつ出力す

る処理を行う。 

 

（ｅ）チューナドライバ 

ワンセグ受信用チューナ（チューニング部分とＯＦＤＭモジュール部分から成る）を制

御し、放送波からＭＰＥＧ－２ ＴＳストリームを取り出す。 

 

（ｆ）その他ドライバや基礎ソフトウェア 

組み込み用リアルタイムＯＳとして、応答性の高いＯＳであるμＩｔｒｏｎを使用し、

現行チップの各種ハードウェアドライバとしてμＩＴＲＯＮ上で動作するものを使用した。 

 

Ｈ．２６４デコードミドルウェアとＡＡＣデコードミドルウェアについては、「４．画像

および音声コーデックミドルウェアの研究開発」の成果を利用した。 

ＭＰＥＧ－２ ＴＳ Ｄｅｍｕｘについては、テクノマセマティカル社（以下、ＴＭＣ

社）製のソフトを、現行チップのハードウェアに合わせるように移植した。 

動画音声同期処理モジュール、ならびにチューナドライバについては、新規に開発を行

った。 

その他ドライバや基礎ソフトウェアについては、既に現行チップ用に開発済みであった

ものを使用した。 

 

以上のソフトウェアコンポーネント群で構成されるソフトウェアを動作させるターゲッ

トハードウェアとして、ワンセグチューナモジュールと現行チップとを、ＦＰＧＡ上に構

成したグルーロジック（接合用論理回路）を経由して接合する、ワンセグ評価ボードを試

作した。 

 

 

これらのソフトウェア、ハードウェアを用い、ワンセグ放送を受信し、デコードした動

画を表示し、同時に音声を再生するシステムを試作した。 
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試作したシステム上での評価結果を以下に示す。 

評価項目 評価結果 

放送波の受信 受信感度に若干難あり 

評価ボードの不要輻射対策が不十分である

ことが原因であった 

各データストリームの分離・抽出 正常 

動画のデコード 正常 

音声のデコード 正常 

動画再生と音声再生の同期 正常 

 

また、課題として、ソフトウェアの基本設計に柔軟性を持たせる必要性が確認された。

この段階のソフトウェア設計においては、チューナの制御、ＭＰＥＧ－２ ＴＳストリー

ムの取り出し、ストリームの分離（Ｄｅｍｕｘ）処理、動画デコード処理などのそれぞれ

の処理にどの程度の処理時間がかかるか、事前に正確な予想ができなかったため、 悪の

ケースを想定し、処理速度を 優先とした設計となった。その結果、ソフトウェアの基本

設計に柔軟性が無くなり、他のアプリケーションソフトウェアと結合するのが困難なもの

になってしまった。 

 

ワンセグ評価ボードのハードウェア的な問題を解決するために、小型化、ならびに受信

感度向上のためのノイズ対策を施した小型ワンセグ評価ボード新たに設計、製作した。こ

の小型ワンセグ評価ボードでは、ハードウェア、ソフトウェア両面において、下記の改善

を施している。 

・ 現行チップの小型ＢＧＡパッケージ版を新たに製作し、不要輻射対策として６層基板化

した。 

・ Ｄｅｍｕｘ処理、ならびに動画音声同期処理の部分について、ＴＭＣ社製「ワンセグメ

ディアエンジン」を移植して使用することとした。 

 

この小型ワンセグ評価ボードによる評価によって、現行チップに内蔵されているＣＰＵ

の処理時間は、おおまかに以下のような比率であることがわかった。 

処理項目 ＣＰＵ（１５０ＭＨｚ動作時）の占有比率 

ＡＡＣデコード処理 ２５％－５０％程度（ＳＢＲ適用時、約５０％） 

Ｄｅｍｕｘ処理 １０％以下 

動画音声同期処理 計測不能（非常に微少） 

チューナドライバ処理 ２０％以下 

アイドル時間 ２０％以上程度 
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ワンセグ放送としてのビューワとしての機能、すなわち、ＭＰＥＧ－２ ＴＳストリー

ムの分離から、動画ならびに音声再生の処理を全て行った後、更にＣＰＵ計算リソースに

２０％程度の余剰があるという事実から、ソフトウェア設計については、処理速度に極度

に 適化して、柔軟性のない設計をする必要がない、と判断できた。また、ターゲットチ

ップではＣＰＵ動作周波数が１．５倍になり、さらに処理時間に余裕が生まれるであろう、

ということを踏まえ、設計の柔軟性を高めるべき、という結論に達した。このワンセグメ

ディアエンジン移植によって、複雑なデコード過程や同期処理をアプリケーションの基本

設計から隠蔽することが可能となり、ワンセグ受像部分全体を、アプリケーションの組込

む際に非常に大きな柔軟性を得ることが期待できた。また、このメディアエンジンによっ

て、ワンセグ放送に含まれる、データ放送部分を容易に取り出すことができ、ブラウザエ

ンジンとの結合に対する準備となった。 

 

小型ワンセグ評価ボードでは、チューナモジュールが他社製のものに変更されたことか

ら、チューナドライバを新チューナ用に実装し、このドライバと上記のソフトウェアコン

ポーネント群とを結合して、評価システムを作成し、その上でワンセグ放送の受像を確認

した。 

小型ワンセグ評価ボードを用いたたシステム上での評価結果を以下に示す。 

評価項目 評価結果 

放送波の受信 正常 

各データストリームの分離・抽出 正常 

動画のデコード 正常 

音声のデコード 正常 

動画再生と音声再生の同期 正常 

 

③ ネットワーク接続機能を有するオペレーティングシステムの移植 

ターゲットチップへのネットワーク接続機能の搭載の研究の一環として、既にネットワ

ーク接続機能を備えているオペレーティングシステム（以下、ＯＳ）をターゲットチップ

上で動作するように移植することを行った。 

ターゲットチップの実用化の際に想定される市場の一つに、ポータブル・ナビゲーショ

ン・デバイスがある。この市場の動向を調査した結果、搭載されるＯＳの傾向が、Ｌｉｎ

ｕｘからＷｉｎｄｏｗｓ ＣＥベースのＯＳ（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅな

ど）に移行しつつあることが判明した。また、同様の移行が、他の市場でも起こる可能性

があることが想定された。 

この調査結果を踏まえ、ネットワーク接続機能を有するＯＳとして、“Ｗｉｎｄｏｗｓ 

ＣＥ ５．０”をターゲットチップに移植することを決定した。 
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本項目の研究の詳細については、「８．リアルタイムＯＳの研究開発」の項に記す。 

 

結果として、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＣＥ ５．０をターゲットチップ上で動作するように移

植し、正常な動作が行われていることが確認できた。 

 

④ ターゲットチップ上で動作するデータブラウザならびにウェブブラウザの開発 

ワンセグ評価システムの試作と並行して、ワンセグ放送用データブラウザの移植を進め

た。 

 

先ず、準備として、通信処理を除いた、ローカルコンテンツを表示するだけのブラウザ

エンジン部分を現行チップに移植した。主に描画部分の移植層を実装し、その過程で、タ

ーゲットチップのＧＰＵに追加すべきハードウェア仕様を決定した。 

 

追加した仕様は、以下の通りである。 

 

（１）３２ｂｐｐ画像の転送機能 

現行チップでは、ＧＰＵが扱える色表現は、１６ｂｐｐ（ｂｉｔ ｐｅｒ ｐｉｘｅｌ

＝１画素あたりのビット数）のみであった。しかし、ブラウザエンジンが内部的に取り扱

う色表現は、ネットワーク上の多様なコンテンツに対応するため、２４ｂｐｐ以上であり、

このギャップをソフトウェアによる変換処理で行うには、ＣＰＵにかかる負荷が非常に大

きくなり、システム全体の性能が大きく低下することが予測された。 

この問題を解決するために、ＧＰＵのハードウェアに、３２ｂｐｐ画像の転送機能を追

加することを決定した。 

 

（２）奇数画素幅画像の転送機能／水平座標が奇数の場合の転送機能 

現行チップに内蔵されるＧＰＵには、「描画機能」と「ビットマップ転送機能」があり、

通常のアプリケーションソフトウェアでは、後者を使ってＶＲＡＭ上にビットマップ（画

像）を転送し、その画像を用いて、２Ｄ／３Ｄグラフィックスの描画を行う。例としては、

ビットマップ画像をテクスチャデータとしてＶＲＡＭに転送し、これをポリゴンにマッピ

ングする３Ｄグラフィックスの描画手法が挙げられる。このようにすることで、「転送」し

た画像を「描画」時に変形処理など、自由に加工できる利点がある反面、「転送」「描画」

の２段階の処理になるために処理速度が低下し、また、ＶＲＡＭに「転送するためのメモ

リ領域」と「描画のためのメモリ領域」が必要となり、メモリ使用効率的に不利である。 

特にデータブラウザの場合、指定した画像データを、何の加工も施さずに忠実に表示し

たい場合が多い。そのため、この「２段階」の処理によるオーバーヘッドを回避できれば、

処理速度、メモリ使用効率に寄与するという検討結果を得た。 
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このオーバーヘッドを回避するひとつの方法は、「描画」を行いたい位置に、直接画像を

「転送」する、という手法である。しかし、現行チップでは、転送効率を上げる目的と、

上記のような「転送」→「描画」という基本的な描画ステップを想定していたため、シス

テムメモリからＧＰＵが扱うビデオメモリ（以下ＶＲＡＭ）に画像を転送する際、「転送先

アドレスの３２ビットアドレスアライン」、「３２ビット単位サイズの画像の転送」しか対

応できていなかった。この制限の下では、水平座標が奇数位置への転送（２バイト／画素

であることから、奇数水平位置への転送は３２ビットアドレスアラインにならない）や、

奇数画素幅の画像の転送（３２ビット単位サイズにならない）ができず、この手法を用い

ることができなかった。そこで、ターゲットチップに搭載するＧＰＵでは、これらの制限

を撤廃すべく、設計を変更することとした。これによって、「転送」効率は若干低下するが、

「転送」＋「描画」よりもずっと高速で、かつ、「転送先」＝「描画先」であることから、

余分なメモリ消費を抑えることが期待された。 

 

先ず、現行チップ上で、完成したデータブラウザを評価し、問題無く動作していること

を確認した。 

 

その後、データブラウザをターゲットチップの機能に 適化するため、下記の変更を施

した。 

（１）３２ｂｐｐ画像の転送機能の実装 

（２）奇数画素幅画像を無加工で転送するよう変更 

（３）水平座標が奇数の画像を無加工で転送するよう変更 

 

ターゲットチップが完成し、上記の 適化を施したデータブラウザをターゲットチップ

に実装して評価を行った。評価の結果、（１）全機能が問題無く動作していること （２）

適化による描画の高速化 を確認した。 

 

ワンセグ放送用データブラウザの完成後、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックと組み合わ

せた、ターゲットチップ上で動作するウェブ（ＨＴＴＰ）ブラウザを開発することとした。 

ＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックについては、現行チップ上で動作するように移植した

ものをベースに、ターゲットチップ上で動作するように移植した。ＴＣＰ／ＩＰのプロト

コル処理に関わる部分において、現行チップとターゲットチップではハードウェアに差異

が極めて少なかったため、僅かなコードの変更のみでＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックを

ターゲットチップ上で動作させることができた。 

ウェブブラウザ部分については、組み込み機器用ウェブブラウザの分野で実績のあるＡ

ＣＣＥＳＳ社の「ＮｅｔＦｒｏｎｔ」のブラウザエンジンをベースに、ターゲットチップ

用データブラウザの開発で得た 適化手法を適用して開発を行った。 
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完成したウェブブラウザをＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックと組み合わせ、インターネ

ットの様々なウェブサイトへ接続し、評価を行った。 

その結果、本ウェブブラウザが対応している機能のみで構成されたウェブページについ

ては、正しくデータ取得、描画が行われていることを確認した。 

 

以下に本ウェブブラウザの動作時の表示画面の写真を示す。 

 

写真７：ウェブブラウザの動作時の表示画面 

 

目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

第一の目標については、ターゲットチップ上で動作するＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタッ

クを開発し、ターゲットチップを搭載したネットワーク接続機能付き評価ボード上で正常

な動作が確認できたため、目標を十分に達成したと言える。 

第二の目標については、ターゲットチップを搭載したネットワーク接続機能付き評価ボ

ード上で動作するウェブブラウザを開発し、インターネットを介して様々なウェブサイト

が正しく表示されることが確認できたため、目標を十分に達成したと言える。 

第三の目標については、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＣＥ ５．０を、ターゲットチップを搭載し

たネットワーク接続機能付き評価ボード上で動作するように移植を行い、正常な動作が確

認できたため、目標を十分に達成したと言える。 

第四の目標については、ターゲットチップを搭載した評価ボード上で動作するワンセグ

放送用の「ビューワとデータ放送ブラウザ」を開発し、ワンセグ放送の受信、画像と音声

の再生、データ放送のブラウズが正常に行えることを確認できたため、目標を十分に達成

したと言える。 
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今後の課題 

ウェブブラウザについては、「２．グラフィックスミドルウェアの研究開発」の項で開発

した、ターゲットチップの機能に 適化した“Ｆｌａｓｈ Ｌｉｔｅ ２．１”のブラウ

ザエンジンへの組み込みを進める。これにより、より多くのウェブサイトの閲覧が可能に

なる。 
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８．リアルタイムＯＳの研究開発 

研究の目的 

本研究プロジェクトは、単に高機能かつ低価格のマルチメディア多機能チップ（ターゲ

ットチップ）を研究開発するのみならず、同チップを効率的に運用するためのオペレーテ

ィングシステム（以下、ＯＳ）の研究開発も目的としている。ターゲットチップの研究開

発と並行してこのようなＯＳを用意することにより、チップを利用した製品、サービスを

短い期間で開発することが可能となり、研究成果の速やかな実用化が可能となる。 

したがって、本研究項目では、市場で評価の高いリアルタイムＯＳをターゲットチップ

上で動作するように移植し、評価を行うことを目的とする。 

研究の目標 

ターゲットチップとソフトウェア面で高い後方互換性を有する現行チップを用い、Ｌｉ

ｎｕｘカーネル２．６（以下、Ｌｉｎｕｘ）を現行チップ上で動作するように移植を行う

ことを、第一の目標とする。 

既に現行チップ上で動作するように開発済みのμＩＴＲＯＮと、現行チップ上で動作す

るように移植したＬｉｎｕｘを現行チップ上で評価し、ターゲットチップのハードウェア

仕様に追加、変更すべき点があるかどうかを確認することを、第二の目標とする。 

ターゲットチップの実用化の際に想定される市場で使用されているＯＳの傾向を調査し、

ＬｉｎｕｘならびにμＩＴＯＲＮ以外のＯＳで、ターゲットチップ上で動作するように移

植すべきものがあれば、先ずは現行チップ上で動作するように、当該ＯＳの移植を行うこ

とを、第三の目標とする。 

現行チップ上で動作するように移植した各ＯＳを、ターゲットチップの機能に合わせて

適化を行い、各ＯＳの評価を行うことを、第四の目標とする。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① Ｌｉｎｕｘの現行チップへの移植 

② μＩＴＲＯＮとＬｉｎｕｘの評価と変更ハードウェア仕様の検討 

③ 他のＯＳの調査ならびに現行チップへの移植 

④ 各ＯＳのターゲットチップへの移植と評価 

 

以下に各工程の詳細を示す。 

① Ｌｉｎｕｘの現行チップへの移植 

本研究プロジェクトの着手前、現行チップ上で動作するリアルタイムＯＳとして、μＩ

ＴＲＯＮを移植済みであった。μＩＴＲＯＮは、コードサイズならびに必要とするワーク
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メモリのサイズが小さく、イベントに対する応答が早いという特長を備える。このような

特長から、組み込み機器向けのＯＳとして、多く用いられている。現行チップは、ソフト

ウェア面でターゲットチップとの互換性が高いため、現行チップ上で動作するμＩＴＲＯ

Ｎは、大きな変更を施すことなく、ターゲットチップ上も動作すると想定された。 

しかしながら、ＯＳ上で動作する既存のソフトウェアのバリエーションという点から見

ると、μＩＴＲＯＮは、他のポピュラーなＯＳと比較するとバリエーションが少ないとい

う欠点がある。ターゲットチップの実用化の際に、様々な分野においてチップが利用され

ることを想定すると、μＩＴＲＯＮ以外の他のＯＳもターゲットチップ上で動作するよう

に移植を行うべきであると考えられた。 

そこで、市場において多く用いられているＯＳで、且つ、ＯＳ上で動作する既存のソフ

トウェアのバリエーションの多いものという観点で調査を行った結果、Ｌｉｎｕｘをター

ゲットチップ上で動作するように移植することを決定した。 

ここで、Ｌｉｎｕｘの移植をターゲットチップの研究開発と並行して行うために、先ず、

現行チップ上で動作するようにＬｉｎｕｘを移植することとした。また、このように研究

を進めることにより、現行チップ上でのＬｉｎｕｘの評価結果より、ターゲットチップの

ハードウェア仕様に追加、変更を行うことが可能になるという利点がある。 

 

Ｌｉｎｕｘを、現行チップを搭載したソフトウェア開発ボードに移植し、評価を行い、

移植した全ての機能が正常に動作していることを確認した。 

 

② μＩＴＲＯＮとＬｉｎｕｘの評価と変更ハードウェア仕様の検討 

既に現行チップ上で動作するように移植していたμＩＴＲＯＮを評価した結果、以下の

点でターゲットチップのハードウェアに変更を加えることとした。 

・ 汎用プログラマブルタイマの仕様を一部変更する。これにより、μＩＴＯＲＮの応答性

が大きく向上する。 

・ ＣＰＵとＤＳＰ間のインターフェースとして内蔵ＳＲＡＭのメモリ共有を行えるよう

にする。これにより、ＣＰＵとＤＳＰの連動が行いやすくなり、ＤＳＰをＯＳの制御下

で扱いやすくなる。 

 

また、Ｌｉｎｕｘの評価によって、下記の結果が得られた。 

（１）他のＡＲＭ９（動作周波数：２００ＭＨｚ）を搭載したシステム上でのＬｉｎｕｘ

の実行結果と比較し、ほぼ動作周波数の比例に近い速度での実行結果を得た。 

（２） 小構成においても、プログラムを格納するＲＯＭ（約５Ｍバイト）、ワークメモリ

として必要とするＲＡＭ（約１８Ｍバイト）のフットプリントが大きい。 

 

（１）の結果は、着手前の想定とほぼ同じであり、問題はない。（２）の結果については、
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必要とするＲＡＭのフットプリントが予想以上に大きく、１チップのＳＤＲＡＭでの 大

搭載容量が３２Ｍバイトの現行チップでは、あまり大きなアプリケーションソフトウェア

を搭載できないという問題が生じた。 

そこで、ＳＤＲＡＭの 大積載容量を増やすように、ターゲットチップのハードウェア

仕様に変更を加えることとした。１チップで 大６４Ｍバイト、４チップで 大１２８Ｍ

バイトのＳＤＲＡＭを搭載可能とした。 

 

③ 他のＯＳの調査ならびに現行チップへの移植 

ターゲットチップの実用化の際に想定される市場の一つに、ポータブル・ナビゲーショ

ン・デバイスがある。この市場の動向を調査した結果、搭載されるＯＳの傾向が、Ｌｉｎ

ｕｘからＷｉｎｄｏｗｓ ＣＥベースのＯＳ（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅな

ど）に急速に移行しつつあることが判明した。 

この理由について考察を行い、以下の結論を得た。 

（１）顧客のＯＳに対する要求が高くなり、より複雑な処理が必要となっている。 

（２）今まで組み込み機器で利用されてきた低機能なＯＳでは、これらの要求に対応でき

ないため、より高機能なＯＳが求められている。 

（３）Ｌｉｎｕｘを用いたシステムでは、まだアプリケーションソフトウェアの開発経験

者が少なく、アプリケーションの開発にかかるコスト、期間が増大している。 

 

同様の状況は、他の市場でも起こっている、あるいは起こりつつあることが想定された。 

この調査結果を踏まえ、μＩＴＲＯＮ、Ｌｉｎｕｘ以外のＯＳとして、“Ｗｉｎｄｏｗｓ 

ＣＥ ５．０（以下、ＣＥ５．０）”を選択し、ターゲットチップに移植することを決定し

た。 

 

ＣＥ５．０のターゲットプラットフォームの移植においては、ターゲットプラットフォ

ームのハードウェアに合わせたボード・サポート・パッケージ（ＢＳＰ）を製作すること

となる。ＣＥ５．０自体のソースは、マイクロソフト社が所有し、現在のところ公開され

てはいないが、ハードウェア抽象化レイヤ（ＨＡＬ）とのインターフェースはライセンシ

ーには公開されるため、ターゲットシステムのＨＡＬを組み込んだＢＳＰを用意すること

で、ＣＥ５．０のターゲットプラットフォーム上での動作が可能となる。 

 

ここでは、現行チップとＥｔｈｅｒｎｅｔ接続機能を備えたＣａｆｅ１ボードをターゲ

ットプラットフォームと設定し、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＣＥについての技術に詳しい横河デジ

タルコンピュータ株式会社の協力を得て、ＢＳＰの製作を行うこととした。 
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ＢＳＰを構成するコンポーネントとして、先ず、下記のソフトウェアを製作した。 

 

（１）ＯＡＬ（ＯＥＭ Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ） 

いわゆるＨＡＬであり、ＯＳとターゲットプラットフォームの仲介層として、システム

資源（タイマ、割り込みなど）の制御に関わる機能を備える。 

 

（２）デバイスドライバ 

ターゲットプラットフォームが搭載するハードウェア資源を、ＯＳから利用するための

制御機能を備える。 

 

（３）ブートローダ 

実行可能なＣＥ５．０イメージをターゲットプラットフォーム上にダウンロードして、

起動する機能を備える。 

 

（４）デバッグ用Ｅｔｈｅｒｎｅｔコントロール 

Ｅｔｈｅｒｎｅｔを介して、ソフトウェアのデバッグのための機能を提供する。 

 

上記の４つのソフトウェアコンポーネントの完成後、ＣＥ５．０イメージと組み合わせ、

画面表示等の基本機能が正しく動作していることを確認した。 

但し、この時点では、入力装置用のデバイスドライバを用意していなかったため、ＯＳ

の機能の評価を進めるために、現行チップのＵＡＲＴに接続するマウスを製作し、このマ

ウスを含むポインティングデバイス用のデバイスドライバの製作を行った。 
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このデバイスドライバの完成後、より詳細な評価を行ったので、その結果を以下に示す。 

評価項目 評価結果 

ブートローダの動作 正常 

（Ｅｔｈｅｒｎｅｔデバッグ機能を利用し、

ターゲットプラットフォームのＮＯＲフラ

ッシュにブートローダを書き込んだ後リセ

ットすると、ブートローダが起動してＴＶ画

面にＣ５．０のメニューが表示されることを

確認） 

画面表示 正常 

アプリケーションの起動 正常 

ポインティングデバイスによるＧＵＩの操作 正常 

（製作したＵＡＲＴ接続マウスで、正しくＣ

Ｅ５．０のＧＵＩ操作が行えていることを確

認） 

ＧＰＵの制御 正常 

（ＧＰＵのデバイスドライバ、およびＧＰＵ

ライブラリを利用したアプリケーションを

作成し、ポリゴンが表示されることを確認）

 

ＣＥ５．０を評価した結果、プログラムを格納するＲＯＭ領域として約１４Ｍバイト、

ワークメモリのＲＡＭ領域として起動時で約３Ｍバイト、 大で約２６Ｍバイトのフット

プリントを必要とすることが判明した。しかしながら、現行チップのハードウェア仕様上、

１チップのＳＤＲＡＭでの 大搭載容量が３２Ｍバイトに制限されているため、ＣＥ５．

０上で動作するアプリケーションソフトウェアを実行するためのＲＡＭ領域が非常に小さ

くなってしまう。 

この問題については、前述のように、ＳＤＲＡＭの 大積載容量を増やすようにターゲ

ットチップのハードウェア仕様に変更を加えることで解決することとした。 

 

④ 各ＯＳのターゲットチップへの移植と評価 

ターゲットチップの完成後、ターゲットチップとＥｔｈｅｒｎｅｔインターフェースを

搭載した評価システム（Ｏｃｈａｙａ１０５０メインボード＋ネットワークサブボード）

に各ＯＳを搭載し、評価を行った。 

 

μＩＴＲＯＮについては、ターゲットチップのハードウェア仕様の変更（汎用プログラ

マブルタイマの変更、ＣＰＵとＤＳＰインターフェースの追加）に合わせた 適化を行っ
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た後、上記評価システムに搭載して評価を行った。 

 

μＩＴＲＯＮの評価結果を以下に示す。 

・ ＣＰＵの動作周波数の向上（１５０ＭＨｚ→２２５ＭＨｚ）に見合う動作速度の向上が

確認できた。 

・ タスク切替の周期の設定に自由度が高まり、リアルタイムＯＳとしての応答性が高めら

れていることを確認した。 

 

Ｌｉｎｕｘについては、ハードウェア仕様の追加（ＵＳＢ ＯＴＧ追加等）に合わせて、

デバイスドライバを追加した。 

Ｌｉｎｕｘの評価結果を以下に示す。 

・ ＣＰＵの動作周波数の向上（１５０ＭＨｚ→２２５ＭＨｚ）に見合う動作速度の向上が

確認できた。 

・ ＳＤＲＡＭの 大積載容量の増加により、より大きなワークメモリを必要とするアプリ

ケーションソフトウェアが実行可能となっていることを確認した。 

・ 新たに追加したデバイスドライバが正常に動作していることを確認した。 

 

ＣＥ５．０については、ＵＡＲＴドライバ、ネットワークドライバを新たに追加すると

ともに、ＧＰＵドライバの 適化を行った。 

ＣＥ５．０の評価結果を以下に示す。 

・ ＣＰＵの動作周波数の向上（１５０ＭＨｚ→２２５ＭＨｚ）に見合う動作速度の向上が

確認できた。 

・ ＳＤＲＡＭの 大積載容量の増加により、より大きなワークメモリを必要とするアプリ

ケーションソフトウェアが実行可能となっていることを確認した。 

・ 新たに追加、変更したデバイスドライバが正常に動作していることを確認した。 

・ ＧＰＵドライバの 適化により、グラフィックスの描画速度が向上していることを確認

した。 

目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

第一の目標については、Ｌｉｎｕｘを現行チップ上で動作するように移植し、正常な動

作を確認できたため、十分に目標を達成できたと言える。 

第二の目標については、現行チップ上で動作するμＩＴＲＯＮならびにＬｉｎｕｘの評

価結果より、ターゲットチップのハードウェア仕様に追加、変更すべき点を確認でき、実

際にターゲットチップのハードウェア仕様に反映させることができたため、十分に目標を

達成できたと言える。 
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第三の目標については、調査の結果ＣＥ５．０の移植を決定し、実際に現行チップ上で

動作するようにＣＥの移植を完了したため、十分に目標を達成できたと言える。 

第四の目標については、μＩＴＲＯＮ、Ｌｉｎｕｘ、ＣＥ５．０の各ＯＳを、ターゲッ

トチップの機能に合わせた 適化を行い、いずれも正常に動作していること、また、 適

化の効果が現れていることを確認できたため、十分に目標を達成できたと言える。 
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９．デュアルコアＣＰＵの開発環境の研究開発 

研究の目的 

本研究プロジェクトは、単に高機能かつ低価格のマルチメディア多機能チップを研究開

発するのみならず、ユーザーにとって使いやすいソフトウェア統合開発環境の研究開発も

目的としている。このようなソフトウェア統合開発環境を用意することにより、チップを

利用した製品、サービスをス少ない労力と短い期間で開発することが可能となり、研究成

果の速やかな実用化が可能となる。 

但し、本研究プロジェクトで開発するチップは、ＣＰＵとしてＡＲＭ９、ＤＳＰとして

ＺＳＰ４００を搭載するヘテロジニアス・マルチコア・プロセッサである。しかも、ＧＰ

ＵやＳＰＵを含め、多くのプロセッサコアを単一の半導体チップ上に集積している。 

このような独特なアーキテクチャに基づいて構成されているプロセッサ上で実行される

ソフトウェアを、効率的に開発するためのソフトウェア統合開発環境の研究開発を行うこ

とを、本研究項目の目的とする。 

研究の目標 

ターゲットチップに搭載されるＣＰＵとＤＳＰの既存のデバッガならびにＩＣＥについ

て研究し、ターゲットチップに搭載するデバッグ機能を策定することを、第一の目標とす

る。 

デバッガとＩＣＥを、試作したターゲットチップの機能に合わせて 適化することを、

第二の目標とする。 

研究の内容 

本研究項目は、以下の工程で行った。 

① ターゲットチップに搭載するデバッグ機能の検討と策定 

② デバッガならびにＩＣＥのターゲットチップの機能に合わせた 適化 

 

以下に各工程の詳細を示す。 

 

① ターゲットチップに搭載するデバッグ機能の検討と策定 

試作するターゲットチップは、現行チップとソフトウェア面での高い互換性を備える。

ターゲットチップに搭載されるＣＰＵは、現行チップに搭載されているＣＰＵの動作周波

数を引き上げたものである。また、ターゲットチップに搭載されるＤＳＰは、現行チップ

に搭載されているＤＳＰと基本的に同じものである。 

そこで、現行チップのソフトウェア開発用に用意したＩＣＥならびにデバッガを評価す

ると共に、ＩＣＥならびにデバッガのベンダに対してインタビューを行い、ターゲットチ
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ップのデバッグ機能として必要なハードウェアについての検討を行った。 

その結果、ターゲットチップのデバッグ機能として、以下のハードウェアを追加するこ

とを決定した。 

・ ＪＴＡＧ拡張ポートによる、ＣＰＵとＤＳＰのデバッガ選択・切替機能 

・ 内蔵ＳＲＡＭを介したＣＰＵとＤＳＰの通信機能 

 

② デバッガならびにＩＣＥのターゲットチップの機能に合わせた最適化 

策定したデバッグ用の追加ハードウェアの仕様に合わせた、デバッガのプラグインモジ

ュールの設計、製作を行った。 

完成したターゲットチップを搭載した評価ボード（Ｏｃｈａｙａ１０５０）に、プラグ

インモジュールを追加したデバッガ、ならびにＩＣＥを接続し、評価を行った。 

評価の結果を以下に示す。 

評価項目 評価結果 

ＣＰＵ用ＩＣＥの接続 正常 

DSP 用 ICE の接続 正常 

ＣＰＵ用ＩＣＥとＤＳＰ用ＩＣＥの選択・切替機能 正常 

ＣＰＵとＤＳＰの内蔵ＳＲＡＭを介した通信 正常 

目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

第一の目標については、現行チップ用のＣＰＵとＤＳＰのデバッガならびにＩＣＥにつ

いて研究した結果を踏まえ、ターゲットチップに搭載するデバッグ機能を策定することが

できたため、目標を十分に達成できたと言える。 

第二の目標については、デバッガとＩＣＥを、試作したターゲットチップの機能に合わ

せて 適化し、正しく機能していることを確認できたため、目標を十分に達成できたと言

える。 
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１０．発音評定ミドルウェアの研究開発（再委託） 

研究の目的 

発音評定ミドルウェアとは、ユーザーの外国語等の発音がどれだけ正確に発音できてい

るかを評定するミドルウェアである。従来、発音評定ミドルウェアは、高性能ＰＣクラス

のパフォーマンスを備えるプラットフォーム上では実現できているが、本研究プロジェク

トのターゲットチップを含む組み込み機器用のプロセッサ上では実現できていない。そこ

で新たなアルゴリズムの研究も含め、発音評定ミドルウェアをターゲットチップ向けに実

現することを本件研究項目の目的とする。 

研究の内容 

本研究項目は、株式会社ＡＴＲ－Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓへの再委託を行った。 

研究開発の目標と達成状況 

マルチメディア多機能チップ上で動作する発音評定ミドルウェアの完成を目標とし、Ｄ

ＡＰＳ（Ｄｙｎａｍｉｃ Ａ Ｐｏｓｔｅｒｉｏｒｉ Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ Ｓｃｏ

ｒｉｎｇ）エンジンをベースとして、演算量およびメモリ使用量の軽量化、音響モデルの

作成等を実施する。その結果、充分な評定精度を維持した状態（ＰＣ版の評定値との相関

係数０．９３から１．００．量子化ｂｉｔ数１０ｂｉｔおよびＤＳＰ併用版含む）で、実

時間（１秒の音声に対して１秒の処理時間）で動作する発音評定ミドルウェアＰＡＰＰＳ

が完成し、目標を１００％達成した。このほか、ＣＰＵのみではなく、ＤＳＰも併用して

発音評定を行うバージョンも開発し、精度面ではＣＰＵのみを使用する版と差が無く（評

定値の差の平均が５％以下）、ＣＰＵの処理負荷を軽減することが可能となった。 
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１１．３Ｄ ＧＵＩの研究開発 

研究の目的 

ターゲットチップは、高度な３Ｄグラフィックス機能を安価に提供できることを目標の

一つとしている。したがって、従来２Ｄグラフィックスが用いられてきた組み込み機器の

ＧＵＩ画面を３Ｄグラフィックス化することにより、コミュニケーション性、操作性、ア

ミューズメント性といったいわゆるインタラクションデザインの向上が期待でき、新たな

商品価値を創出できる。本研究開発項目では、このような目標の実現に向け、様々な機器

に対するユーザーニーズの特定から、そのソリューションとしてのインタフェースデザイ

ンのプロトタイピング展開を行うことを、本研究項目の目的とする。 

研究の目標 

３Ｄ ＧＵＩのユーザーニーズの特定から、そのソリューションとしてのインタフェー

スデザインのプロトタイプ展開を行うことを、第一の目標とする。 

検討した３Ｄ ＧＵＩコンセプトの具体化を行い、プロトタイプの試作を行うことを、

第二の目標とする。 

研究の内容 

本研究項目は、国立大学法人京都工芸繊維大学櫛研究室への再委託を行った。 

目標に照らした達成状況 

設定した目標毎の達成状況を以下に記す。 

第一の目標については、様々な機器に対する３Ｄ ＧＵＩのユーザーニーズの調査、分

析を行い、その結果、共通コンセプトとして“Ｆｕｎｐａｃｔ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ＝楽

しく、直感的に操作でき、ユーザーにとって新鮮な驚きを与えるインターフェース”とい

うキーワードを設定した。このキーワードに基づき、Ｆｌａｓｈ等を用いて、ＰＣ上で様々

な機器のＧＵＩプロトタイプの展開を行った。したがって、目標を十分に達成できたと言

える。 

第二の目標については、検討した３Ｄ ＧＵＩコンセプトの結果に基づき、ターゲット

として携帯教育用端末機器を設定し、ＧＵＩならびに機器のプロトタイプの試作を行った。

したがって、目標を十分に達成できたと言える。 
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結び（総括及び結論） 

研究着手時の計画通り、低価格、低消費電力でありながら、高演算能力、高映像表現力

を有するマルチメディア多機能チップ（ターゲットチップ）の開発を完了した。また、試

作したチップの機能、性能について評価を行った結果、機能については、一部の軽微なエ

ラッタが認められたが動作上問題が無いことを確認し、性能については、ほぼ目標の性能

を達成できていることを確認した。 

また、ターゲットチップの研究開発と並行して、ターゲットチップ上で動作する各種ミ

ドルウェア、オペレーティングシステム、ならびに３Ｄ ＧＵＩプロトタイプの研究開発

を進めた結果、ターゲットチップの完成から程なく、これらの研究開発を完了することが

出来た。 

さらに、ターゲットチップ上で実行されるソフトウェアを開発するための開発環境、な

らびに装置プロトタイプについても、ターゲットチップの研究開発と並行して研究開発を

進めた結果、ターゲットチップの完成から程なく、これらの研究開発を完了することが出

来た。 

したがって、単にハードウェアとしてのマルチメディア多機能チップを計画通りに完成

させただけでなく、このチップを効率的に動作させ、また、アプリケーションソフトウェ

アならびに応用製品を短期間かつ少ない労力で開発可能とする、各種ソフトウェア、ソフ

トウェア開発環境、プロトタイプハードウェアを完成させることができたことにより、本

研究成果の速やかな実用化を行うことが可能となった。 

また、本研究を通じて得られた問題点ならびに技術的課題を、実用化の計画に反映させ

ることにより、ターゲットとする市場に、より価値の高い製品ならびに技術を提供できる

見通しを得られた。 
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