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要 旨

BDプレーヤの主要機能のすべてを、世界で初めて1チップに統合したシステムLSI「EMMA3PF」を開発しまし
た。EMMA3PFは、光ディスクから信号を読み出す機能、映像・音声信号に復号する機能、HDMI出力機能まで
を統合しています。また、高性能マルチコアCPUとグラフィックスエンジンの搭載で、プレーヤの操作性を大
幅に向上できます。NECエレクトロニクスでは、EMMA3PFの発売と同時に、リファレンスボ−ドと最新のBD
規格に準拠したソフトウェアを提供する予定です。
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1. まえがき
2006年に発売開始されたB1u-ray Disc（以下BD）プレーヤ
は海外を中心に急速に普及しています。一方でセットの市場
価格は、2008年末には$200以下となり低価格化が進んでいま
す。またBD規格においては、新たな機能の取り込みが行われ
ています。このような市場動向から、高機能化と同時にコス
ト低減に対応できるシステムLSIが求められています。NECエ
レクトロニクスでは、BDプレーヤ実現に必要とされる主要機
能を１チップ上に統合したシステムLSI「EMMA3PF」（ 写
真1 ）を世界で初めて開発しました。

写真1 EMMA3PF（MC-10121）の外観

2. EMMA3PFの特長
EMMA3PFは、以下の特長があります。
1) 光ディスクから読み出したアナログ信号の入力から、H.
264/AVCなどで符号化された映像やDTS-HDなどで符号化
された音声の復号化、表示処理を行うグラフィクス、
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)によるテレビ出力
までのBDプレーヤの実現に必要な主要機能を1チップ上に
統合しています（ 図1 ）。
2) 1チップ化、UMA(Unified Memory Architecture)による外付
けメモリのDDR2メモリへの統合、USB2.0ホストコント
ローラやイーサネットコントローラなど周辺機能の内蔵に
より必要な部品点数を大幅に削減したことで、従来のシス
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図1 EMMA3PF内蔵機能ユニット
テムと比較して実装面積を50％削減できます。
3) 映像の2画面再生やネットワーク接続による追加コンテ
ンツのダウンロードが可能なため、BDの最新規格「BDROMプロファイル2.0」に対応できます。

電子デバイス特集

4) 業界最高水準の合計1,150DMIPS（Dhrystone MIPS）と
なるマルチコアCPU、グラフィクス処理用アクセラレータ
を搭載しており、プレーヤの高速起動や操作性の大幅向上
が可能です。
3. EMMA3PFの機能概要
EMMA3PFは、光ディスクの信号の読み出し処理を行うフ
ロントエンド機能部と、各種コーデックの復号などを行う
バックエンド機能部から構成されます。EMMA3PFの仕様一
覧を 表1 に示します。
3.1 フロントエンド機能部
フロントエンド機能部は、光ディスクから読み出したアナ
ログデータをデジタルデータに変換するアナログ信号処理
(ASP)部とデータ変調やエラー訂正を内蔵MCU(Micro Controller
Unit)のファームウェア処理で実現するデジタル信号処理(DSP)
部から構成されます。ASP部とDSP部の協調動作により、BD、
表1 EMMA3PFの仕様一覧

DVD、及びCDのディスクなどの識別、エラー訂正されたデジ
タルデータ読み出しを実現しています。
これらの機能は、弊社の光ディスクドライブ用LSIである
SCOMBO/UM2との互換性を保ちながらEMMA3PFに統合さ
れました。具体的には、ASP部の回路特性、外部端子構成を
共通化し、LSI外部の回路も同じ構成で実装可能としています。
また、DSP部では、SCOMBO/UM2用に開発したファーム
ウェアが活用できるように、レジスタとメモリマップの互換
性を保っています。
更にEMMA3PFでは、SCOMBO/UM2で外付けとなる
SDRAMをDDR2メモリへ統合化しました。統合化により
DDR2メモリへのアクセスは、SDRAM外付け構成よりもアク
セス遅延が増大し、特にエラー訂正処理の効率が低下します
が、エラー訂正処理を高速化するハードウェアを新たに追加
することで、ファームウェアの変更無く、しかもBD再生に必
要なエラー訂正処理性能を実現しています。
3.2 バックエンド機能部
(1) CPU
655DMIPSの64ビットCPU VR5500は、アプリケーションに
柔軟に対応するハイパフォーマンスCPUです。
MIPSテクノロジー社の495DMIPSの32ビットCPUは、リア
ルタイム性が要求されるドライバ、AV処理を分担します。
(2) ストリームプロセッサ
弊社独自のストリーム処理に特化した専用プロセッサで
す。BDプレーヤ向けに最適化し、最新規格である「BDROM プロファイル2.0」に対応しています。
(3) セキュリティエンジン
BDプレーヤの安全性と堅牢性を高めるため、AACSのスク
ランブラ/デスクランブラを始め、AES、Triple DESなどの
各種暗号化処理機能を搭載し、EMMA3PFの内蔵メモリで
各種暗号系の鍵情報の管理と保存を行います。
(4) ビデオデコードエンジン
BDに採用されている各種コーデックに対応するために、H.
264/AVC、VC-1、そしてMPEG2 MP@HLのデコードエン
ジンを搭載しています。このデコードエンジンは、デュア
ルデコードに対応しているためPinP(Picture in Picture)を実
現することができます。更にDivX準拠のビデオデコードに
も対応しています。
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(5) ハイエンドオーディオエンジン
ハイエンドオーディオDSPとオーディオプロセッサを搭載
しています。これらは、DTS-HD Master Audio、Dolby True
HD、Dolby Digital Plusなどの音声フォーマットに対応して
います。また、S/PDIFからのビットストリーム出力のため
のDTSエンコードやDolby Digital Compatible Output、さらに
BD規格のプライマリ、セカンダリそしてインタラクティブ
オーディオの同時再生にも対応しています。
(6) HDMIトランスミッタ
HDMIトランスミッタは、HDMI Ver.1.3a規格とHDCP Rev.1.
2規格に準拠しています。Deep Color、xvYCC、ハイビット
レートHDオーディオに対応しており、高画質・高音質の映
像/音声出力が可能です。
(7) ディスプレイコントローラ/グラフィクスエンジン
BD規格に対応するために強力なディスプレイコントローラ
を搭載しています。3つのビデオプレーン、4つのOSDプ
レーン、1つのバックカラーをサポートし、アンチフリッ
カーフィルター、256レベルのアルファブレンディングに対
応しています。1,920×1,080画素のフルHD(High Definition)に
対応した動き適応型IP変換、各種ノイズリダクションと、
シャープネス、ブライトネスなどの画質コントローラを搭
載しており、高画質化を可能にしています。
グラフィクスエンジンは、フォント描画に有効なベクター
グラフィクスアクセラレータを搭載しています。さらに2次
元イメージの高速なブロック転送機能や、フォント描画の
展開などに有効なカラースペースコンバージョン、サイズ
変換などの機能をサポートしています。
(8) ビデオエンコーダ
デジタルビデオ出力、コンポーネント出力、S-Video/コン
ポジット出力の同時出力が可能です。アナログ出力のコン
ポーネント出力とS-Video/コンポジット出力には148MHz 12
ビット DACが使用されています。
(9) DDR2メモリインタフェースユニット
フロントエンド機能部を含め、メモリを使用するすべての
ユニットからのデータ転送要求を調停し、32ビットバスの
DDR2メモリインタフェース2系統に連続したアドレス空間
の割り当てを行い、BD再生に必要となるメモリ帯域を効率
的に確保します。
(10) 各種周辺機能
その他周辺機能として、 USB2.0ホストコントローラ、10/
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100Mbpsイーサネットコントローラ、シリアルATA、
UART、I 2 C、CSIなど、BDプレーヤに最適化したインタ
フェースを内蔵しています。

4. ソリューションの概要
BDプレーヤは、高品質な映像や音声再生だけでなく、グラ
フィックス、ネットワーク機能を駆使したインターラクティ
ブなコンテンツ再生といった複雑なソフトウェア処理も必要
になり、開発に多くの時間を費やします。 BDプレーヤを開発
するセットメーカーからは、LSI単体ではなく、ソリューショ
ン提供が求められており、開発を進めています。現在開発中
のソリューション仕様概要を 表2 に示します。
4.1 ハードウェア構成
ソリューション開発に関しては､ セットの低価格化にも応え
られるローコスト設計でなければなりません。そのため､ リ
ファレンスボード開発では､ 基板や周辺部品を含めたシステム
全体のコスト低減を考慮した設計を行いました。また､ 配線レ
イアウトの工夫により､ 4層基板への実装を実現しました。
リファレンスボード（ 写真2 ）は、EMMA3PFとサブマイ
コンを搭載したメインボード、表示パネルなどを搭載した
ユーザインタフェースボード、電源ボードと、光ディスクか
らデ−タを読み出すBDロ−ダで構成されています。
メインボード上には、コンポーネント、コンポジットのア
ナログ映像出力端子、2chアナログオーディオ出力端子、
HDMI出力端子やデジタル音声出力端子を搭載しています。ま
表2 ソリューション仕様概要
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図2 EMMA3PFソフトウェア構成
写真2 リファレンスボードの構成
5. むすび
た、LAN端子、USB端子、モータードライバ用の接続端子類
も搭載しています。
4.2 ソフトウェア概要
(1) ソフトウェア構成
ソリューション搭載のソフトウェアは､ 大きく分けて､ アプ
リケーション、ミドルウェア､ メディアフレームワーク､ デ
バイスドライバ､ OSの5階層から成ります（ 図2 ）。
アプリケーションは、ユーザインタフェースに基づき、外
部のサブマイコンやミドルウェア、デバイスドライバを制
御し、システム全体の制御を行います。
ミドルウェアは、DVDナビゲーション、BDナビゲーション
とBD-J(Blu-ray Disc Java)から構成され、光ディスクから読
み出したデータを解析し、ストリームをメディアフレーム
ワークに引き渡すナビゲーション機能と、表現力豊かな
GUI(Graphical User Interface)や、ネットワークを介したビデ
オ・コンテンツの再生、ゲームなどを実現します。弊社の
ソリューションでは、BDプレーヤのミドルウェアで高い技
術を保有するビデェイス社のValution BDを採用しています。
メディアフレームワークは、ミドルウェアから渡されたス
トリームデータを再生する機能を提供します。
デバイスドライバは、EMMA3PFのハードウェアを制御し、
符号化された映像や音声データの復号化を行います。
OSは、今後のBD規格の発展性や、今後拡充されるサービ
スへの追従に応えられる十分な機能を備えたOSとしてLinux
を採用しています。

本稿ではEMMA3PFの様々な機能の特長を説明しました。
本LSI、ソリューションを使用することにより、低価格で高性
能なBDプレーヤの開発期間短縮が可能となります。今後弊社
では、引き続き成長が期待されるBDプレーヤ向けに最適なシ
ステムLSIを積極的に開発する計画です。
*DolbyはDolby Laboratories, Inc.の登録商標です。
*DTS、DTS-HDはDTS, Inc.の商標です。
*DivXはDivX, Inc.の登録商標です。
*MIPS32はMIPS Technologies, Inc.の登録商標です。
*Javaは米国Sun Microsystems,Inc.の登録商標です。
*Valution はビデェイス株式会社の商標です。
*その他、本稿に記載した製品名やサービス名はすべてそれぞれの所有者に属す
る商標または登録商標です。
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