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Fundamentals Review 第1巻の最後にあたり，次を見据えて，
今回から「技術の原点」というシリーズものを企画しました . 第 1
回目は，DSP（Digital Signal Processor：信号処理プロセッ
サ）の発明者の一人として世界的に認知されている西谷隆夫先生
に，DSP れい明期から現在までの発展について御紹介頂きます．
最前線のエンジニアが実行，経験した数々のイノベーション（新
しい価値をもたらす行為．技術に限らない．
）について，様々な
教訓が得られるのはもちろんのこと，ユーモアを交えた語り口
も楽しんで頂けると思います．分量が多いため，2 回に分けて
掲載します．今号の前編では，DSP の市場が成立するまでです．
3 か月後の後編も是非御覧下さい．
（編集委員会）
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オーバーサンプルと FIR フィルタによる高周波成分除去

（a） 標本間にゼロ点挿入，（b） FIR フィルタ，（c） 倍速で滑ら
かな信号を得る．

し，ASIC の設計にも高速回路をプログラムで制御する DSP

1．はじめに

の方法論は確固たる地位を占めるに至る．最初の DSP によ
る標準化作業の経験に基づいて，NEC もベル研究所も次世

DSP（Digital Signal Processor）という言葉が信号処

代は浮動小数点プロセッサの方向に向かった．固定小数点演

理用のプログラム可能なプロセッサという意味で使われるよ

算で付きもののダイナミックレンジと演算精度を気にしなく

うになって久しい．単一チップのプログラム可能な VLSI プ

てよいためである．しかし，浮動小数点 DSP はハードウェ

ロセッサである．最近では TI 社（Texas Instruments）と

アが重過ぎて万能とはいえず，固定小数点の高速 DSP に軌

いえば DSP を想像されるまでになった．しかし，DSP は

道修正を行った．これは，モバイル用の音声コーデックとな

NEC が世界に先立ち開発し，ビジネスを始めた分野である．

る CELP 方式の登場のためである．多くのマルチメディアに

1970 年代後半の，米国による「日米貿易不均衡」から始ま

関する標準が細かい演算精度合わせを必要としなくなってか

り「日本の技術開発ただ乗り論」という日本バッシングに対し

ら，DSP は携帯端末のマルチメディア化になくてはならな

てもののいえない政府に代わって，技術で解答する宿命を帯

いものとなってきた．TI 社が伸びてきたのはこの辺りからで

びて登場した DSP と，この DSP を用いて通信関連の標準化

ある．種々の国際標準化アルゴリズムを搭載する宿命を持ち，

で積極的な活動を行い，社会への具体的な貢献につなげ，更

更に多くのマルチメディア付加機能を搭載した携帯電話の登

に，この標準活動に基づいて新たな DSP アーキテクチャを

場により DSP が巨大市場を得て育っていったためである．

開拓していった．その過程を，世界初の DSP 開発者の目を

つまり，このような初期の活動があったからこそ現在の広範

通して時代背景及び当時の技術環境とともに論じたい．DSP

な DSP の活用舞台が用意できたのだと断言できる．

の初期段階では参入他社も多かったが，常に NEC とベル研

本稿では将来方向の可能性についても言及したい．今の

究所の間で先陣争いが行われた．これは一重に信号処理が音

DSP のアーキテクチャは一次元信号の音声処理分野に適し

声やオーディオを圧縮して通信帯域の削減に用いたいという

たものから出発し，高速化とともに二次元信号であるビデオ

通信志向から来たことであり，オーディオを忠実に再生する

にまで手を広げている．ビデオが今後のマルチメディアの主

というオーディオメーカの業務範ちゅうには入らない．つま

役と考えると，新しい方向性としてのビデオ処理用 DSP と

り圧縮符号化などへの応用を目指したものであった．しかし，

もいうべきチップが必要である．実は，このような活動もこ

通信方式では標準化なくしては機能しない．このため，初期

れまでの DSP の流れの中から成長しつつあることにも触れ

の DSP は標準という特定目的が定まった途端に専用チップ

たい．

ASIC（Application Speciﬁc Integrated Circuit）に 負 け
ることが多かった．はん用性は不要になるからである．しか
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正員：フェロー 首都大学東京システムデザイン学部
Takao NISHITANI, Fellow（The Department of System Design, Tokyo Metropolitan
University, Hino-shi, 191-0065 Japan）.
Fundamentals Review Vol.1 No.4 pp. 17-29 2008 年 4 月

Fundamentals Review Vol.1 No.4

2．DSP 誕生の時代背景
DSP は 1980 年に登場したベル研究所の DSP-20（1），（2）
と NEC のμ PD7720（3），（4）が最初である．ただし，ベル研
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（b）二次フィルタ部分はデータをシリアルにするシフトレジ

（a）二次巡回型フィルタ

スタ（SR）と ROM 及び加減算器で実現
図2

ROM による積和演算器の実現（5）

究所のものは販売予定がないため，μ PD7720 の独壇場で

44kHz 標本値列の間に標本値ゼロを埋めてゆき，88kHz 標

ある時代が数年続いた．同時に 2 機関から DSP 開発の発表

本化信号とする．これで，周波数ゼロからナイキスト周波

があったのは，時代背景もこのようなチップを要求していた

数である 44KHz までが有効な信号となる．急しゅんな特性

ことが原因である．当時のマイクロプロセッサの状況はイン

を持つ線形位相フィルタは遅延時間を許せば図 1（b）に示す

テルの 8086 が登場したことにより，それまでの 8 ビット処

FIR（Finite Impulse Response）ディジタルフィルタで容

理から，より高度な 16 ビット処理へと移りつつあった．ソ

易に実現できる．20kHz から 44kHz までの折返し信号成分

フトウェア開発だけで高度な処理が実現でき，機能修正も

をディジタルフィルタで取り除いた 88kHz 標本信号を作っ

容易であること，装置サイズも小さいことなどの利点が強調

て D-A 変換する．この 88kHz 出力標本信号は入力信号を図

され，マイクロプロセッサは瞬く間に広まっていった．た

1（c）のように滑らかにする働きがある．この場合もアナロ

だし，演算能力は高くなかった．当時の命令サイクルは最も

グフィルタは必要であるが，20kHz から 44kHz の間には信

早い命令でも 4M 回 / 秒程度と現在のマイクロプロセッサの

号成分はなくなっているため，アナログフィルタは 20kHz

1/1,000 にも満たない．16 ビット乗算はシフトと累算を繰

よりなだらかに周波数特性を減衰するだけでよい．このよう

り返すため 1 秒間に 40k 回程度しかできない．電話音声用

なディジタルフィルタを当時は 64 タップの FIR フィルタで

PCM（Pulse-code Modulation）の標本化速度が 8kHz で

実行した．88kHz で入力される 1 標本値を出力するのに乗

あるから，1 標本当たり 5 回の乗算を行えば終わりで，加算

算と加算が 64 回必要であるから，1 秒間で必要となる演算

やアドレス計算などは含められない．このため，意味のある

は 11M 回程度となる．実にマイクロプロセッサの乗算速度

実時間ディジタル信号処理には全く活用できなかった．

40kHz と比べると 200 倍以上高速性が要求される．当時の

意味のある信号処理に必要な演算速度を身近なところで知

DSP でも 2 チップ必要とした．CD から出力されるオーディ

るために，DSP 誕生から 2 年後に発売が開始された CD プ

オ信号は 2 チャネルのステレオであるので CD プレーヤには

レーヤで検証しよう．初代の DSP が活躍した分野である．

4 個の DSP が必要であった．余談であるが，当時はこのよ

CD プレーヤは 44kHz で標本化されたオーディオ標本列を

うなアプローチの CD プレーヤを出した家電メーカがなかっ

コンパクトディスクから取り出す．これをオーディオ信号と

たもので，NEC の家電会社であった NEC ホームエレクトロ

して再生するには，ナイキスト条件となる 22kHz 以上の周

ニクスの製品が音が良いと一躍有名になったりした．

波数成分をアナログフィルタで抑圧しなければならない．標

当時はディジタル信号処理でも上記のようなフィルタが注

本化信号はデルタ関数列のようなもので，22kHz 以上の高

目されており，将来的には LSI 技術が発達するため，回路規

い周波数成分を含んでいる．このため，そのままでは高域周

模を小さく実現できる，システムとして常に安定した動きが

波数成分が低域成分に折り返って混入し，雑音として聞こえ

期待できる，経年変化がないなどの夢の技術として語られて

てしまう．取り出したいオーディオ信号帯域は 20kHz まで

いた．回路規模はなかなか小さくならなかったが，ムーアの

広がっているため，20kHz までを信号の形を変えずに，別

法則より 3 年で 4 倍の集積度向上が期待できることが宣伝さ

の言い方をすると位相ひずみなく通過させ，同時に 22kHz

れていたからである．しかし，ディジタルフィルタが実用

以上を抑圧させる．このようなフィルタが必要であるが，こ

レベルに達してきたのは DSP の登場より早く，1975 年

んな急しゅんな特性を持つアナログフィルタは容易にはで

ごろにプリンストン大学から提案された ROM による積和

きない．このため，最近では当たり前になっているオーバ

回 路（5）， 別名「Distributed Arithmetic」回路からである．

サ ン プ リ ン グ D-A（Digital-to-analog）変 換 と い う 技 法 を

当時はディジタルフィルタとして図 2（a）で示される二次巡

用いる．つまり，図 1（a）にも示すとおり，読み出したい

回型フィルタが図 1（b）の FIR フィルタより少ないハード
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ウェアで急しゅんなフィルタ特性を出せるので本命視されて

は一瞬しか使わない．よって，乗算器は大部分の時間が遊ん

いた．このため，この積和回路は図 2（b）に示すような二次

だ状況になる．これを避けるには複数の音声信号を入力して

巡回型フィルタの構造で提案された．特徴的なところはフィ

同一処理を行う，いわゆる，チャネル多重する．もしくは，

ルタに供給されるデータはすべてビットシリアル，つまり，

機能としての二次巡回フィルタを多段にわたって使い，高次

データ 1 語を最小けたから最大けたに向かって 1 けたずつ

のフィルタ処理を行う．ビットパラレル乗算器を 1 個だけ

時系列的に読み出すシステムとなっている．このため，図 2

用いて実現する方法は余り省みられなかった．フィルタのど

（b）の二次巡回型フィルタの遅延素子（図 2（a）の z-1 に相当）

の位置の乗算を実行するのか，また，遅延素子からのデータ

はシフトレジスタ（図 2（b）で SR）となっている．複数のシ

をどのように持ってくるのかを考え出すと，当時の大型コン

フトレジスタから供給される同一けたの内容を集めて，つま

ピュータを設計するようなものになるからであった．もっと

り，シフトレジスタの出力で ROM を参照する．ROM の出

も，当時の大型計算機は乗算器を持っていないのが当たり前

力からの演算はビット並列で行う．ROM の内容は固定係数

であった．これは計算機の性能評価であるベンチマークテス

から導出された複数の部分積の和をあらかじめ計算して蓄え

トでは乗算の占める割合が 1% であったことも一因である．

ておく．このようにするとデータの同じけたを持つビットで

このため，一つの乗算器をいろいろな機能に共用するという

ROM をアクセスして正しい部分積の和を出力でき，この出

考え方は巨大システムになりかねなく，小さくて安定した

力を加算器でけたごとに累算しながらシフトを繰り返すこと

ディジタルフィルタという概念から判断して論外であった．

で，1 乗算と同じステップ数ですべての乗算とその和である

一方，シリアル乗算器は時間とともにシフトと累算を繰り返

積和演算が完了する．これは乗算器が 5 個必要な二次巡回型

すため，処理能力は低い．しかし，これを信号処理を行うブ

ディジタルフィルタを 1 個の小容量 ROM と 1 個の加算器の

ロック図どおりに並べることでシステムが簡単に作れる．こ

みで効率的に実現することができる画期的なものであった．

の場合，演算量が低いことは利点であり，多重化に対する配

このディジタルフィルタ用回路は，1980 年代を通じて活躍

慮もそれほど多くの信号で行わなくてもよい．図 3（b）がそ

した．また，MPEG 符号化などの DCT（Discrete Cosine

の様子を示したもので，図中の遅延素子は多重化数 M とデー

Transform）回路としては現在も使われている．前述のオー

タのビット長 N の積である MN 語（ワード）の容量を持つシフ

バサンプリング D-A 変換回路も専用 LSI としてこの回路を含

トレジスタである．制御部が軽くなるため，世の中の研究は

（6）

んだ専用チップ

に移っていった．

この方向に沿って進んでいた．ROM による積和回路もこの

入社以来私はディジタル信号処理ハードウェアとして構造
（7）

の簡易な，図 3（a）に示すビットシリアル乗算器

流れの中から出てきた技術であり，図 2（b）の回路でもデー

の検討を

タはビットシリアルでシフトレジスタが使用されている．プ

行っていた．ビットパラレル乗算器，つまり，乗数と被乗数

リンストン大学の ROM による積和回路による画期的な簡単

データ語を同時に与えて一気に乗算を実行する回路のことで

化のおかげで私のやっていたビットシリアル乗算器は不要に

あるが，このような乗算器で二次巡回型フィルタを作ること

なり，しばらく私の出番はなくなった．

を考えると，乗算器が最低 4 個必要でハードウェア規模が大

私の仕事上の課題は，ビットシリアル乗算器からマイクロ

きくなりすぎる．また，音声信号一つを対象にすると乗算器

プロセッサによる信号処理になった．マイクロプロセッサの

（a）ビットシリアル乗算器

（b）チャンネル方向とチャンネル内方向の多重処理
二次巡回フィルタ
図3
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ビットシリアル回路とディジタルフィルタの実現方法（7）
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利点ばかりが宣伝されている風潮がその原因であり，マイク

を信号処理用から転用して試作（9）していた．しかし，
コムサッ

ロプロセッサを信号処理にどのように活用できるかを検討す

トは AD-PCM を PCM の代わりに使う方針で，そのフィージ

ることを上司から指示された．しかし，先に述べたように現

ビリティスタディに関する研究公募があった．日本は第一次

実と夢の間のギャップが大きく，おいそれとはマイクロプロ

イランイラク戦争がようやく終わりかけた時期で，不景気の

セッサで信号処理はできない．前述の ROM による積和回路

真只中であったことも影響して，研究所はこのフィージビリ

に対抗して二つの固定係数乗算とその和を 1 個の固定係数乗

ティスタディに挑戦し，これを獲得できた．圧縮方式の検討

算並みになるマイクロプロセッサ向けアルゴリズム（2 項乗

とともにハードウェアとしてエンコーダとエンコーダ各一式

（8）

算アルゴリズム

）なども考案したものの，現実との要求に

を提供することが条件であった．

2 けたの差が横たわっていた．同僚に研究所のデバイス関係

アルゴリズムが定まっていないので，プログラムで後から

部門に配属となり CMOS アナログ回路を研究していた者も

修正のきく上記の特殊用途プロセッサを選択することがまず

いたので MOS の特性などいろいろ教わり，「MOS は TTL と

決まった．アルゴリズムに関しては，当時 AD-PCM はほと

比べても遅くない」ということと「今，ビット並列の乗算器を

んど日本では研究されておらず，数少ない海外論文をベース

設計すると 1 チップには収まらない」ということだけは理解

に，音声エコーキャンセラの研究を行っていたグループの人

させてくれた．当時は LSI の設計ルールが今より 100 倍程

たちと取り組んだ．エコーキャンセラは当時から適応信号処

度ゆるい 5 ミクロンルールで，チップサイズも 5mm 角とい

理，特に LMS（Least Mean Square）アルゴリズムによる

うのは巨大なチップとされていたころの話である．

システム同定手法を使っていたので，予測に LMS を使った

私の採った方法は「マイクロプロセッサ」という範ちゅう

ノートルダム大学の方式（10）をベースに研究を進めた．この

でディジタル信号処理ハードウェアを作り上げることであっ

予測は，前述した FIR フィルタの係数を時々刻々変化させて

た．当時のミニコンを作るための TTL チップセットである

予測誤差を最小にするアルゴリズムであり，図 1（b）の固定

ビットスライスマイクロプロセッサを活用することである．

係数を用いた FIR フィルタの係数自体を時々刻々修正するも

4 ビットの ALU にレジスタが入った程度のチップで，これ

のである．この LMS アルゴリズムとの出会いが初代 DSP

をワード方向に並べることで 16 ビットや 32 ビットのプロ

アーキテクチャに影響を与えることになる．ただし，ノート

セッサの原型ができるという初歩的な機能しかない．また，

ルダム大学の AD-PCM はコンピュータシミュレーションの

TRW 社が軍事目的で開発した 10MHz 程度で動く単一チッ

みの研究であったため，簡単にはハードウェア化できなかっ

プ 16 × 16 ビット乗算器 LSI の発売も開始され始めた．こ

た．コンピュータシミュレーションでは，オペレーティング

のため，これらを組み合わせて，信号処理に特化した信号処

システムがプログラム実行前に内部使用メモリをすべてクリ

理システムを作り上げた．今では珍しくもないが，この乗算

アするようになっている．つまり内部状態はエンコーダとデ

器は 64 ピンの細長いパッケージの上にヒートシンクが付い

コーダで完全に一致する．しかし，実際にはエンコーダとデ

ており，使用上の注意として風速指定もあるという当時とし

コーダは遠く離れた位置の間で通信する．このため，同期を

ては最先端技術製品であった．この乗算器により乗算速度は

取って内部状態をクリアする必要があるが，陽にリセットす

確実に速くなった．これに対応させるためアドレス指定や

る通信システムというものは考えない伝統がある．たとえ同

乗算に必要な二つのオペランドを効率良く供給できる構造の

期をとってリセットを実行しても伝送路エラーなどによりエ

アーキテクチャを取り込み，更に，マイクロプロセッサの制

ンコーダとデコーダで内部状態が異なってくる．やがてこれ

御を行うマイクロプログラム部分を直接プログラムとして記

はシステムが発散し，システムダウンに至る．私たちのアル

述する方式にした．つまり，本来はコンピュータの基本命

ゴリズムではこの部分を強化した．この方法は，通常デコー

令 を 作 り 上 げ る ROM（Read-only Memory）部 分 を RAM

ダ側のシステム伝達関数が適応的に動く極を持つのに対し，

（Random Access Memory）で置き換え，ROM シミュレー

この極をゼロ点に置き換える方法を取った（11）．ハードウェ

タと称したシステムを作り上げて直接そこにコンピュータを

アをプログラマブルアプローチで実現していたため，このよ

制御するコードを書き込むものである．出来上がったものは

うなアルゴリズム変更も容易にできた．出来上がった AD-

当時の制御用高速ミニコン並みの大きさである．

PCM は伝送路誤りにはめっぽう強かった．

このようなシステムでも幾つかの特殊用途システムには
貢献できた．その中で，その後の DSP 設計に重要な経験と
なったのは次に述べる米国衛星会社コムサットの AD-PCM

3．DSP 誕生の契機

（Adaptive Differential PCM）プロジェクトであった．そ

同時にベル研究所も DSP を発表していたように，当時，

のころの衛星は長距離電話回線に活用されていたが，チャネ

いつはん用 DSP が出てきてもおかしくない状況であった．

ル当りのコストが高すぎるためいろいろなコスト低減の試み

今までの話は私の個人的な状況を中心に述べてきたが，当時

が行われていた．DSI（Digital Speech Interpolator）など

の状況を再度チェックしよう．DSP のアーキテクチャを定

は現在のパケット音声通信に似ており，音声の無音区間を他

める上では，乗算器の取扱いが最大の問題であった．先に

の話者に割り当てる実時間高速交換機のような方法でチャネ

述べたように，当時の大型計算機アーキテクチャはマイクロ

ルコスト低減を行う．このような装置も私の特殊プロセッサ

プログラミングという制御部分しか参考にならなかった．乗
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算器を持っていなかったからである．IBM は信号処理用に
DSP アーキテクチャ

（12）

構想を発表していたが，乗算器の

リズムで補ったすごい成果であった．この延長として NEC
伝送通信事業部でもデータモデム用 DSP を計画していた．

導入は困難と考え，固定係数乗算を高速化する工夫を提案し

ただし，乗算器は前述の ROM による積和回路を RAM に置

ていた．これは係数表現に 0 と± 1 の 3 値を許す 2 進数表現

き換えて柔軟性を持たせたものである．このプロジェクト

（signed digit code）を用いるもので，この表現を使うとど

も乗算器を持つ第 1 世代 DSP の開発プロジェクトが明確に

のような固定係数であってもゼロでないけたが平均 1/3 程度

なった段階で中断になった．他社においてもモデムの市場規

となることを利用する．2/3 のけたがゼロとなり，ゼロのけ

模が大きいことからこのようなプロジェクトはいろいろあっ

たの部分は部分積をけたシフトで済ませることができる．イ

たのではないかと思う．

ンテル社は図 4 に示すようにこの IBM の DSP 構想に近い簡

私に転機を与えたのは世の中の流れと学会発表である．

易乗算補助エンジンを持ち，A-D・D-A 変換器も内蔵したア

1980 年以前の世界の動き，特に米国の動きが大きい．日

ナログフィルタ用マイクロプロセッサチップ（13）を試作して

本の半導体会社は DRAM（Dynamic RAM）や米国のマイク

いた．中央の欄の右端に ALU があるが，その入力部にバレ

ロプロセッサ仕様と同じチップを作り，米国に売り込んでい

ルシフタを用意し，固定乗数の部分積生成に対応する演算は

た時代である．当然個数に勝る DRAM などは大量に輸出さ

プログラムで行うようになっている．一方，1970 年代後

れ，貿易不均衡の一因とされた．特に，日本の技術開発ただ

半から音声電話回線を活用してデータ伝送を行うための音声

乗り論が盛んに宣伝されていた．一見しただけでは DRAM

帯域モデムの需要が顕在化しだした．2,400bit/s（bit per

にはすごい技術が必要ということが分からないし，確かに日

second）辺りまでは従来の変復調技術だけでも問題なく伝

本発の独創的システム LSI はほとんどなかった．この状況に

送できたが，さすがにこのビットレートでは伝送速度が遅い．

反論するため，NEC では半導体部門の研究所というべき組

4,800bit/s にすると電話回線の特性を補償する回線イコラ

織「マイクロコンピュータシステム開発本部」を，独自チップ

イザが必要で，このイコライザに利用される技術が LMS な

を作る目的で設立した．明確なプロジェクトかどうかよく知

どの適応信号処理であった．AMI 社はこの応用に的を絞り，

らないが，この組織では，世界が驚く独自システムチップを

（14）

12 ビット乗算器を持つ DSP

を開発しようとしていた．

毎年 1 個作ろうとしていた．海外の営業部門で働く外国人営

16 × 16 ビットのビットパラレルの乗算器は巨大なブロッ

業マンが「Chip-of-the-Year」と呼んでいたもので，米国に

クとなるが演算精度を 12 × 12 ビットとすることで乗算器

対し日本でもシステム LSI をやっているぞと胸を張れるチッ

は約 1/2 のサイズにしできること，かつ彼らの持つ VMOS

プを作るのが目的であった．この流れの中で，IBM-PC には

プロセスという三次元的な LSI 加工プロセスを用いることで

必ず乗っていたフロッピーディクスコントローラや，本稿の

小さくできると宣言していたが，このチップは最終的に出て

DSP，更に日本の標準パソコンとなった PC98 用グラフィッ

こなかった．NEC 研究所でも理論グループが回線イコライザ

クチップなどが登場することになる．

に挑戦しており，伝送データは必ず 0 か 1 であることを利用

もう一つの流れは学会発表である．個人的には先に述べた

して適応イコライザ処理を簡単にするディシジョンフィード

信号処理用マイクロプロセッサで二つの固定係数乗算結果を

（15）

バックイコライザ

という新たな手法を編み出し，乗算器

加算する 2 項乗算手法など論文化などを行っていたが，なか

なしのビットスライスマイクロプロセッサで 4,800bit/s モ

なか製品になる道は見えない．私の成果として マイクロ

デムを作り上げていた．当時のハードウェアの弱点をアルゴ

という名前を冠したミニコン並みのシステムが出来上がって
しまったので，上司の許可を得て電子情報通信学会の全国大
会に投稿した．この記事が日経エレクトロニクス誌の記者の
目にとまり，記事となった．これが先ほどの「Chip-of-theYear」プロジェクトを推進していた人たちの関心を引き，研
究所に事業部サイドから次期のチップにしたい旨の打診がき
た．そのころ，事業部と共同で行う大規模開発は，年に一度
の研究所と事業部のトップ会談で決まっていたが，そのよう
な流れとは異なった例外的な動きとなった．つまり，いった
ん社外発表を行って商業誌を介して社内に情報が伝わり，関
心を持ってもらったことになる．半導体事業部の研究開発部
隊はマイクロプロセッサの開発を行っていていた人々が中心
であり，DSP は技術的に通じるものがあるためいったんや
ると判断したら，その後の開発は素早かった．

4．第 1 世代 DSP
図4

アナログ信号処理プロセッサ（13）
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関しては当時のマイコンにはこのような機能がなかったの
で，事業部から驚かれたりした．これらの仕様は先に述べた
AD-PCM の経験から導出したもので，以下のとおりである．
•

音声の 8 ビット PCM は振幅圧縮されており，これを伸
張すると 13 ビット程度の精度になる．このため，丸め
誤差などを考えて 16 ビット演算を基本とするプロセッ
サにする．ただし，倍長演算は可能なように設計し，必
要な場合には 32 ビット演算ができるようにした．

•

データ ROM 容量は 8 ビット PCM として入力される標本
値を線形化するためのルックアップテーブルとフィルタ
などの係数格納用を考えて合計 512 語とする．

•

当時の 8086 の最短命令サイクルから判断して 4MHz 命
令サイクルを採用する．すると，プログラムは 8kHz 音
声標本化周期ごとに繰り返すと考えると，500 ステップ
しか処理できない．このため，マイクロプログラム格納
ROM は 512 語とする．また，乗算器も 4MHz で動作さ

図5

IBM の DSP の心臓部（12）

せる．

はやはり大問題だった．2 項乗算手法もよいが，変数同士の

•

単なる固定係数 FIR だけであれば 500 ステップのプログ

乗算が必要になる LMS アルゴリズムにはうまく活用できそ

ラムも記述できるが，可変係数 FIR フィルタとでもいう

うもない．いろいろ考えた挙げ句，可変係数を許す変形 2 項

べき LMS を考えると，その 1/4 である 128 語でも十分

乗算アルゴリズムベースのアーキテクチャと，並列乗算器を

と判断した．

用いるアーキテクチャを事業部に提案した．同僚の，並列乗
算器はチップに入れるのは無理だという意見を覚えているの

小容量である ROM/RAM や演算語長は半導体事業部に

で，並列乗算器を組み込むアーキテクチャが採用されること

「作り易い」印象を与えたはずである．並列乗算器を導入する

は余り期待していなかった．事業部を含めた大会議でこの 2

ため，その他の機能は極力削減したものにするように事業部

案を提案すると，事業部の方々はその場で計算を始め，どち

側からの要請も厳しかった．レジスタファイルは「採用する

らでも実現可能だという．即座に並列乗算方式に決定した．

と 4MHz で動作させるには遅延時間的に苦しい」という理由

実は，計算を多少間違えておられて，その時点の設計ルー

で見送られた．しかし，以下の 2 点は交渉の結果実現できた．

ルでは困難であったが，目前に迫っている新設計ルールだ

第 1 は 1 チップ PCM コーデック接続のための PCM 多重化

（16）

で

一次群の速度（1.544/2.048MHz）で動作するシリアル I/O

TRW 社の乗算器と比べると全加算器を半減した上での話で

レジスタの導入である．設計する DSP には A-D・D-A 変換

ある．計算違いもあったため事業部側で DSP 開発のヘッド

器がないため，アナログ入出力の最低限の機能として採用し

となったこの方はこの乗算器に大変苦労されたようである．

てもらったのだが，最初は 1.544MHz という数値を説明し

と可能だったようだ．当然，乗算器は Booth の乗算器

ただし，提案した乗算器内蔵のアーキテクチャでは他の機

ても理解してもらえなかった．2.048MHz はクロック周波

能を絞り込んだのも事実で，乗算器と累算器（アキュームレー

数を逓倍するだけで済みそうなので採用してもらえるという

タ）を核として十分な信号処理能力を出せるアーキテクチャ

ことになった．当然，1.544MHz でも動作する．これによ

にするとともに，演算器以外は当時のマイコンと比べても

り通信端末としての利用の可能性を広げることに成功した．

妥当な仕様にした．以下，工夫のあとを追うため，実現した

第 2 は内部 RAM を分割して上位アドレスと下位アドレスか

世界初の DSP，NEC の「μ PD7720」のブロック図 4 であ

らのデータを同時に乗算器へと転送する機能である．これは

る図 6 で説明したい．16 ビットの内部バス（IDB：Internal

変数係数の FIR フィルタとなる LMS への対応であった．

Data Bus）の周辺に中心となる乗算器（MPY）とその横に

バスの構造も工夫し，マイクロプログラミングをうまく

128 語（ワード）の Data RAM，乗算器の下に 512 語のデー

活用すると RAM 内のベクトルデータと ROM 内の係数ベク

タ格納用 ROM，マイクロプログラム格納用の 512 語 ROM

トルデータを連続的に乗算器に送り込み，1 クロック時刻

及び ALU があり，後は少数のレジスタがある程度である．

前の乗算結果を累算する積和演算処理が可能である．また，

ただし，演算能力を最大限に引き出すため，RAM/ROM の

RAM 内のベクトルデータ間の積和演算も同様に連続的に実

アドレスレジスタはカウンタにして次のデータの準備を効率

行できるようにした．この結果，最大 6 個の動作を 1 マイク

的に行うとか，メモリをリングバッファにして FIR フィルタ

ロプログラム命令で同時に実行することが可能になった．つ

のシフトレジスタ部分をアドレス変換だけで済ませるような

まり，二つのアドレスの更新，メモリから二つのデータの乗

工夫を組み込んだ．連続累算時のオーバフローやその制御に

算器への同時転送，1 クロックサイクル前に転送した乗算と
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図6

世界初の DSP（µPD7720）のブロック図

その累算器への転送，更に累算の実行の 6 個である．はん用

著）の第 3 版（17）には DSP アーキテクチャも触れられており，

性を最大限に引き出しながら，AD-PCM もチャッカリ作り

「μ PD7720 という DSP は，チップは良かったがサポート

易く作ることができた．2 年前に登場した 8086 と比較する

ツールが悪かった」と書かれている．この件は後に詳述した

と乗算速度で 100 倍であり，二次巡回型フィルタを 55 回路

い．

分実行できた．

ベル研究所と NEC から実際に動くチップのアナウンスを

RISC（Reduced Instruction Set Computer）プロセッ

行った 1980 年は，Intel 社の Bob Owen 氏が信号処理関係

サはクロックサイクルと命令サイクルが同じであるアーキテ

の国際学会 ICASSP ʼ 80 で「VLSI-Real Dream for Digital

クチャで有名であるが，DSP は RISC プロセッサが現れる

Signal Processing?」と 題 し た 特 別 セ ッ シ ョ ン を 設 け た

前からクロック速度が命令サイクルとほぼ同じになる構造を

が，これは当時の信号処理に使われていた LSI と新規登場の

持っていた．これはマイクロプログラミングからくる性質で

DSP を一堂に集めたもので，Owen 氏のいいたいことをさ

ある．DSP は 1 命令サイクルに多くのことを並列処理する

りげなく並べたセッションであった．最初に，これまでにも

というものであり，RISC は「Reduced Instruction Set」

述べてきた AMD 社のビットスライスマイクロプロセッサ，

の語源からも判るように，プロセッサの 1 命令サイクルの

TRW 社の乗算器など，大電力だけど能力は発揮できるぞと

構造をパイプライン化可能な単純な命令セットのみを選択し

いうチップに関する講演があり，初登場のベル研究所と NEC

てアーキテクチャの設計をするものである．RISC はパイプ

の DSP が並び，TI 社の Speak&Spell という玩具に使った

ラインを推し進める方法で，DSP は並列に操作する対象を

音声合成専用チップが発表された．セッションタイトルに「?」

増やしてゆく方法で高速化を達成するという点で異なる．し

が付いているものの，やがて玩具にまで信号処理チップは進

かし，その後の両者の発展では，DSP の演算機能をパイプ

出するぞというストーリであった．私の初めての国際学会論

ライン化するに従い，また，RISC プロセッサは 1 データ語

文（3）は，一般投稿であったにもかかわらず招待セッションで

（64 ビット程度）の内部に複数のメディア語長（8 〜 16 ビッ

発表することになった．

ト）を設けて処理するメディア命令を付け加えることによっ
て両者は次第に近いものになってきている．以下に述べる
DSP の発展を見ればこの発展は当然といえよう．まだ，一
般的には DSP は演算中心のはん用プロセッサに比べ小消費

5．独走時代
DSP などの専用チップをゼロから作るとなると，当時は，

電力であることが，RISC は本格的な OS や高級言語を装備

内部仕様書，外部仕様書を完成させ，チップデザイナーに理

したはん用性があることが両者を隔てている．ただし，最近

解してもらい，その後に設計するという手順を踏む．このた

では DSP でも高級言語志向で消費電力も大きいものが，ま

め，仕様書作りとメンバーによるその内容理解に 1 年，試

た RISC でも組込み用の低消費電力のものも出てきている．

作に 1 年は最低必要である．このため，他社，特に TI 社の

この面でも両者の距離は近づいてきている．RISC のバイブ

DSP である TMS32010（18）がアナウンスされるまで 2 年

ル「Computer Architecture」（Hennessy & Patterson

かかっている．しかし，本当に TI 社から供給が始まったのは
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1983 年以降，恐らく 1984 近くではないかと思っている．

NEC から大学へ転出して種々のデバイスやシステムを扱い

当時の ICASSP の展示ブースでは，論文とかチップ写真と

始めた後である．現在も社内用に開発した装置を購入させて

かは並んでいても実際のチップは並んでいなかったためであ

頂いて使っているが，開発に携わった人や熟知した人が近く

る．また，ベル研究所のチップ DSP-20 は組織上ベル研究

にいない場合はほとんど迷路を歩く状況に似ている．今思う

所内だけのチップであり外販できなかった．つまり NEC は

と，多くの研究・開発者が当時同じ状況に立たされたようで

この間独走態勢となった．サポートが悪かったと Hennessy

ある．

& Patterson の 近 著 に 書 か れ て い る と 述 べ た が， 当 然，

このようなマニュアル不備を解消する出来事が起こった．

DSP を使い易くするための努力も以下のように行っている．

当時の NEC デバイス販売を米国で扱っていたのは NEC マ

最初の DSP はマスク ROM 方式で作った．これは ROM の

イクロコンピュータズという会社で，ボストンの近くのレキ

内容を固定する時点をチップ量産時に行うやり方で，安価に

シントンに本拠地があった．MIT（マサチューセッツ工科大

大量生産ができる．しかし，このままではプログラム開発は

学）とはそんなに遠くない距離である．MIT リンカーンラボ

容易ではない．この辺りの事業部の対応はマイクロプロセッ

は軍事的研究などを中心に行っている所であるが，軍で使用

サを販売してきた経験から素早かった．マスク ROM を紫外

する狭帯域通信用音声符号化としてボコーダの研究を精力

線消去可能な PROM（プログラマブル ROM）に置き換えた

的に行っていた．ボコーダは音声を分析し，のどや口の伝

チップを導入したり，当時のパソコンである PC98 で動作す

達関数を見つけ，それに音源を加えて送るもので，一種の

るアセンブラや実時間で動作するエミュレータを矢継ぎ早に

「こわいろ」生成器である．そこの研究者 Joel Feldman 氏

発売した．このエミュレータは Eva-kit と称し，ターゲット

が NEC の DSP に強い興味を示し，日本語でもなかなか読

になる基板上の DSP 部分を IC ソケットにしておけば，Eva-

めないマニュアルを英語へ直訳したマニュアルに挑戦し，ま

kit から伸びたケーブルをその IC ソケットに挿入させるとあ

た，NEC マイクロコンピュータズに細かい質問を浴びせ，

たかもそこに DSP チップがあるように実時間で動作する．

システム開発を完成させた．図 7 に示すように彼の力作は

このために特別なチップも開発している．また，アーキテク

IEEE の論文誌に特別論文として採録されたが，タイトルが

チャはμ PD7720 と同じであるが，内部メモリを強化し，
ク ロ ッ ク 速 度 を 8Mbit/s に 上 げ た CMOS 版 DSP で あ る
μ PD77C25 なども 1980 年代後半には投入している．

A Compact, Flexible Vocoder, based on Commercial
Signal Processing Microprocessor

（19）

と「 市 販 の

（Commercial）
」という言葉が入っており，Abstract には

ただし，種々のマニュアル類は理解しにくかった．エンジ

「NEC μ PD7720」と製品番号まで入っている．この論文が

ニアの書いた内部仕様書や外部仕様書から LSI のデータシー

特別論文として選ばれた理由も，「これまでは実験室の巨大

トとして製品ハンドブックに載せるのがこれまでのやり方

システムであったボコーダが基板の片隅に乗っかる」という

だったが，ユーザーズマニュアルはデータシートそのもので

衝撃を伝えたかったからである．更に，彼に感謝すべきこと

あった．それまでマイクロプロセッサを使った開発経験があ

なのか NEC が情けないことかは別として，彼はさっぱりわ

り，他社のマイクロプロセッサを物色したい人たちには十分

からない日本語マニュアルを理解した経験を生かして How

であろうが，マイコンでは能力的に不十分で使うことも考え

to use NEC7720 のようなタイトルで IEEE の学会にお

なかったが DSP の登場により初めて使おうとした人たちに

いてチュートリアル講演を行っている．これは NEC マイク

は難解である．ただし，このようにしみじみと思うのは私が

ロコンピュータズが彼に頼んだわけではなく，彼の自由意志

図7
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で行ったものである．彼の解説資料は，内部仕様書よりも使

換に使ったという例はほとんどない．特に信号処理用ハード

う立場に立ったもので，私も彼の説明に準じた講演を行った

ウェアのベンチマークに使われていた PB レシーバ（押しボ

ことがある．この現象は，このチップが与えたインパクトの

タン電話の発信する 1 〜 9 に対応する音を分析して数値に置

すごさとも取れるし，逆に，このような新規チップの売出し

き換える機器）の実用化はなかったと思う．アナログ回路も

をうまくできなかった NEC のマーケティングの問題とも思

そのころになると小さくて性能の良いメカニカルフィルタが

う．マイクロプロセッサでは，インテル社などが「マイクロ

登場し，電力供給も必要としない．それが安い価格で手に入

プロセッサというのはこういうものだ」という認識を世界に

る．事実，初めての DSP の発表に米国出張へ行ったときに

植え付ける努力をした後，NEC などの後発組は類似マイク

ベル研究所も訪問したが，DSP の性能評価に含めていた PB

ロプロセッサを販売した．つまり，NEC には多くのユーザ

レシーバに批判が集中した．
「何でこんなものを乗せるのか ?」

を対象にした新規システムデバイスを大々的に売り出した経

という質問とともに「PB レシーバは 10 ドル台だぞ．お前の

験はなかった．蛇足だが Feldman 氏のおかげでμ PD7720

DSP は 1 ドルで売るのか ?」と厳しい質問を受けた．アナロ

シリーズは米国でも良く売れていたようで，25 年以上たっ

グ製品が活躍している分野への進出は絶望的であった．やは

た時点でもまだ購入要望が来るそうである．既に開発ツール

り先に述べたオーバサンプリング D-A のようなディジタル信

などのサポートはないのに，職場で代々使い方を受け継がれ

号処理ならではの応用分野が必要であった．

た結果であろう．ただし，米国での反応が良かったこともあ

μ PD7720 のオーバサンプリング D-A 変換以外の分野と

り，NEC マイクロコンピュータズのセールス関係者が，こ

してはボコーダを始めとする音声圧縮，認識，合成があった．

の DSP に SPI（Signal Processing Interface）というニッ

この分野では周波数分解能が恐ろしく高いフィルタが必要で

クネームを付けたのには閉口した．これは，当時の「日本の

アナログ回路では簡単には実現できない．また，ブロック予

技術ただ乗り論」の象徴として，日本の会社がアメリカの技

測などをよく利用するが，ブロック単位に入力した信号の性

術をスパイしているという雑誌の表紙が登場したが，これに

質に応じてフィルタ係数を変える必要のある分野であったた

異議を唱えようと， Spy our SPI と宣伝したかったためで

めである．しかし，最もマーケットからの反応が大きかった

ある．日本の方々から「なんでスパイなの ?」と聞かれること

のはデータモデム関連であった．適応イコライザが必要で，

も多かった．

かつ，電話回線を介したデータ通信が本格的に立ち上がり

並列乗算器を内蔵させたこと，また，比較的使い易いアー

つつあったためである．それでもこのマーケットは DSP に

キテクチャであることから前述したように滑り出しの評判は

とっては大きくならなかった．DSP 化データモデムは DSP

好調であった．ただし，批判的な意見も多かった．第 1 は専

の価格が高かったこともあり，NEC で作るモデムは DSP を

門家からのコメントで，並列乗算器をシステム LSI に簡単に

複数個用いて小さく作れたが，ヨーロッパでは大きな基板に

載せられるなら，DSP を作らなくても ASIC ビジネスをやる

1 個載せる程度の回路構成で進めていた．当然装置サイズは

べきだということ，第 2 はユーザからのコメントで，自分た

DSP を数多く使った NEC 製品はコンパクトで，海外モデム

ちの応用には RAM/ROM はそんなにいらないから安いチッ

製品は大きい．売れそうなものであるが，販売に先立って各

プにカスタマイズしろということである．第 1 のコメントに

国の公衆回線接続に関する認定を受けなければならず，これ

対する問題は，何にでも載せられるような十分な動作余裕の

が障壁となったようである．自由に接続できる状況になるこ

ある作り方でないことであり，ASIC のコアにはおいそれと

ろにはアナログ回路を含めたロックウェル社の ASIC モデム

は提供できなかった．第 2 のコメントに対する問題は，第 1

チップの独壇場になってしまった．

の問題と同様コア部分のカスタマイズ設計を安価にできるほ

LSI は 1 世代デザインルールが変わると同一機能チップの

ど技術的に成熟していなかったことが原因であるが，チップ

チップサイズが半分になる．このため，価格はどんどん安く

の価格が高かったことも一因でもある．これまでのマイクロ

なるのも事実である．当初は高嶺の花であったものが安くな

プロセッサは外部にメモリを載せて使うのが一般的であった

ることによって広がった応用分野も多い．列車のスピード制

から，ユーザは自由にメモリサイズを選択できた．単一チッ

御や，ゲーム機のキャラクタを拡大縮小する機能など応用分

プでできるだけコンパクトになることをねらうアプローチが

野にも確実に広がっていった．あ然としてしまった応用とし

売り物の DSP であるが，価格が高い．ユーザとしては，自

ては，PCM 多重信号から 1 チャネル分の信号を取り出し，

分たちの不必要機能を削除して安価にほしいというもので，

PCM を線形符号に変換する目的だけで使っていたものがあ

チップ内に不要部分があることが耐えられない．私自身は同

る．苦労して作り込んだ乗算器は使われていない．これはア

一チップを安価にして「メモリの半分は保証できません」とい

センブラ自体がそんなに複雑でないため，アセンブラに手馴

う手もマーケティング戦略としてあったのではないかとも思

れた人たちが片手間に必要機能を作り上げ，その場でプログ

う．後に出てくる TI 社は DSP チップアーキテクチャからす

ラム化することで製品に応用できるためであった．

ると非効率としか思えないが，メモリを外部に出すことでマ

第 1 世代 DSP に関してかなり後に複数の事業部から文句

イコンのプログラマを取り込めたことが大きい成功要因と見

が来た．DSP の特許を外国出願していないことである．特

る人も多い．

許を書いた私たちは，ぜひとも海外にも特許を出してほしい

応用製品の試作も始まった．ただし，既存フィルタの置

Fundamentals Review Vol.1 No.4
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がバスにつながっているような特許はハネウェル社が山のよ
うに持っているからだめ」という．私たちは，信号処理の効
率が良いとか 1 チップに収まっているとか粘ってみたが，海
外出願の基準に合わなかった．もし，海外特許として認めら
れれば，今ごろは左団扇で暮らしていることと思う．

6．DSP と ASIC
私がビットスライスマイクロプロセッサで信号処理用マイ
クロプロセッサを開発していた特殊プロセッサの時代に話を
戻すと，特殊プロセッサの需要は多くはなく，開発を指示
した上司もがっかりしたのか，共著の社内レポートで「信号
処理マイクロプロセッサが得意とするのは少量多品種機器の
みである」という趣旨のものを出すことになった．この認識

図8

制御用ミニコン波の ADPCM と DSP 化 AD-PCM

DSP の

採用で手のひらサイズまでコンパクトになった．

は特定機能だけを目的とするシステムに限定すると真実で

手本になっていたので，比較的容易に DSP へ実装でき，自

ある．DSP が伸びる分野は，後に述べるように応用分野が

信作でもあった．図 8 は開発した AD-PCM 装置をコムサッ

同じであっても種々のプログラムチューニングが必要な場合

トに納めた当時の制御用ミニコン並みの巨体の AD-PCM シ

と，種々の信号処理機能を場面に応じて変えることのできる

ステムと DSP 化した AD-PCM 搭載ボードを比べたものであ

はん用機能エンジンとして扱う分野，具体的には携帯電話の

る．DSP 化 AD-PCM は手のひらに乗る程度のコンパクトな

エンジンなどである．プログラムのチューニングが必要な分

ボードに仕上がっている．ここまで小さいと，音声の情報量

野には開発段階のシステムなども含む．また，MPEG ムービー

が半減するならば使いたいという気を引き起こしたのであろ

や JPEG 静止画など複数の標準化機能とその他の特徴的な信

う．私の 2 度目の一般投稿国際学会論文は，初回の DSP の

号処理機能の実現したい携帯電話は，プログラムの入れ替え

発表に続き，再び招待セッションに回されることになった．

だけ多くの機能が実現できる DSP にはうってつけであった．

このセッションは ICASSP ʼ 82 がパリで開かれるという

以 下， 第 1 世 代 DSP で 私 が 実 際 に 遭 遇 し た DSP か ら

ので通信の国際標準を定める組織 CCITT（現在の ITU-T）の

ASIC への流れを AD-PCM の標準化を例にして話したい．

Study Group という分科会の責任者だったフランステレコ

DSP だけでなく，その後の標準化の流れにも関係する出来

ムの X Mitre 氏が NTT の青山友紀氏（後の東京大学教授）と

事である．標準化した機能は，機能ごとにプログラムをチュー

組まれた特別招待セッションでなかったかと思う．CCITT の

ニングする必要もない．このようになると，DSP のはん用

音声分野の取組みを紹介するもので，AD-PCM がなぜ必要

性を実現するための各種機能は特定分野に最適化する ASIC

か，どういう機能が要望されているのかなど，CCITT での

では不要である．そのような機能の代わりにはん用 DSP で

活動発表（20）があった後，各国の研究機関に提供してもらっ

不足した機能やメモリ容量増強などを付け加えて 1 チップで

た音声信号を固定予測の AD-PCM で処理して評価した結果

収めると安価になる．このため，DSP から ASIC への流れが

をベル研究所の Goodman 氏が報告し，更に，適応予測 AD-

加速する．ただし，演算精度まで厳しく標準化されると，多

PCM の研究により PCM と比べてもそん色のない良いもの

くの標準機能を実装するごとにその標準向け専用チップが必

が出てきたというセッション構成であった．適応予測 AD-

要になり現実的でない．このようなことが以下の標準化で起

PCM の発表は主にフランスの企業の成果であったが，極東

こったためである．

でも取り組んでいるよというのが私たちの論文であった．私

先にベル研究所の DSP と NEC の DSP が同時に登場した

たちの論文のポイントは，DSP による小型化と伝送路誤り

ものの，市販されたのは NEC のものだけだったと述べたが，

に強いアルゴリズムであった．フランスの各社の AD-PCM

どちらのアーキテクチャが良かったかは述べていない．ベル

システムは当時のミニコンサイズの AD-PCM であったり，

研究所の DSP は乗算に対して乗数と非乗数を別個に設定す

60 チャネルほどを一括処理する巨大なシステムであった．

る機能がなかった分だけ高速性能性は劣っていると見ている

私の講演のときに，ポケットから取り出して見せた私たちの

が，累算器とメモリからの乗数と被乗数の同時設定は可能

AD-PCM は性能の良さ以上に小さいことが多くの聴衆に驚

であった．最大の違いはベル研究所の DSP の名称 DSP-20

きを与えたようであった．

が示すとおり，演算語長を 20 ビットと長く取っていること

ICASSP か ら 帰 国 後，CCITT の 分 科 会 内 部 に 設 立 さ れ

であった．この違いが後で問題になってくる．この二つの

た標準化案検討専門家グループから NTT の青山氏を介して

DSP が AD-PCM という同一応用分野で激突することになっ

NEC に参加要請が来た．私たちの AD-PCM コーデックをベ

た．契機は ICASSP ʼ 82 に私たちの DSP へコムサット向け

ル研究所に持ち込んで，他のコーデックとの性能評価に参加

の AD-PCM を多少修正して搭載した論文（11）を投稿したこと

してほしいとのことである．競争するコーデックはフラン

から始まる．先に述べたように私たちの DSP は AD-PCM が

ス TRT 社のコーデック（21）とベル研究所のコーデック（22）で
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あった．TRT 社のものは ICASSP ʼ 82 の同じセッションで
発表していたもので，PCM と AD-PCM を多段接続しても
音声の S/N 比が劣化しない「タンデム同期」が特徴である．
CCITT でもこの性質を重要視しており，自信を持っての登場
である．一方のベル研究所のものは彼らの DSP で作ったも
ので，特徴は音声だけでなく 4,800bit/s の音声帯域データ
モデム信号を安定して送れる量子化アルゴリズムにあった．
ベル研究所で 1 か月ほど特性評価を行ったが，この結果（23）
は各機関が主張する点が良い成績を示す結果となった．実は，
ベル研究所のものも特殊な状況では「タンデム同期」状態を確
立できた．しかし，理論的な検討に基づいたものではなく，
セットアップしてから昼食を取りに 1 時間ほど休憩している
と同期を確立するものであった．「タンデム同期」は今もって
TRT 社が明確な理屈を理解していたとは思えない．彼らの特
許には，特殊な予測器を使わなくてはならないと書いてあっ
た．曲がりなりにもベル研究所が普通の予測器に何らかの操
作を行うことで実現したことは私には驚きであったが，TRT
社はもっと驚いたのではないかと思う．
この評価結果より専門家会議では，1 年程度で各コーデッ
クの良い点を持つような新しい方式を作ることになった．3
か月ごとに 4 回の会合を予定し，実ハードウェアで評価する

図9

タンデム同期アルゴリズム

PCM と ADPCM を組み合わ

せたアルゴリズムを使うと特性まで改善する（24）

ことが決まった．TRT 社はベル研究所の量子化などへの修正

結果は図 9 に示すとおりである．面白いのは，AD-PCM の

までは可能であったが，DSP でないため，それ以上の修正

エンコーダ / デコーダとして測定した SN 比よりも，PCM/

は短時間ではできなかった．つまりこの時点で先に述べた第

AD-PCM と AD-PCM/PCM 変換するほうが SN 比を改善で

一の DSP の特徴である種々のチューニング，特に，試作シ

きる．余談だが，この理論展開を実証する過程で，当時新入

ステムへの応用としての優位性が明確になった．この結果に

社員として入社してきた部下が，ほとんど彼の給料と同じ値

ついては，別の意味でも歴史的なことだとベル研究所の連中

段の PROM 版μ PD7720 を毎日数個ずつ壊していたこと

は喜んだ．CCITT の標準というのは国家間の投票によって決

を懐かしく思い出す．チップを IC ソケットに逆に差し込むと，

定されるので，たとえ米国が技術的に進んでいてもフランス

電源とグランドが逆になり，回路をショートさせるためであ

を中心にしたヨーロッパ連合がフランス案に賛成するのが通

る．

常である．よって，そのような場合はフランス案が基準にな

しかし，この後，NEC 製 DSP はその後どんどん追い詰め

り，米国案は既に使われているからという理由で併記される

られることになる．追い詰められる主因は，当時の圧縮符

マイナー標準となるのが常であった．しかし，今回の CCITT

号化法にある．当時の制御情報は送受間で送らなくてもよ

標準は米国と日本案のみで構成することになり，前代未聞の

い「フィードバック制御」を用いていた．つまり伝送する圧

標準なのである．この AD-PCM は後に PHS の標準コーデッ

縮符号から制御信号をエンコーダとデコーダで独立して抽出

クとして活躍することになるほか，当時の構内電話網などに

する方法である．このため，余分な制御信号を送る必要はな

も多く用いられ，私の関係する特許も多い．このときの標準

いが，送受のハードウェアの食い違いは致命傷になる．この

化では，上司が「特許は無償にする」ということに同意してお

ため，できるだけ演算量が軽くなる構成法を標準案に組み込

り，私には特許収入は入らなかった．この特許無償化の条件

むことになった．当然演算精度が 16 ビットとベル研究所の

は，標準化に採用された要因の一つでもあるのでやむを得な

DSP-20 の 20 ビットより短い私たちの DSP がハードウェ

いともいえるが，優雅な老後がまたしても失われたと思うと

アの基準となるべきだと考えたが，演算精度の高い DSP の

残念である．

方向に進むことになった．多分皆が「NEC の DSP のために

話を元に戻すと，その後 DSP のソフトウェアの柔軟性を

標準化を行っているわけではない」と感じたせいかもしれな

活用し，ベル研究所と NEC で各々 AD-PCM のアルゴリズ

い．ベル研究所の 4,800bit/s モデムに強い量子化器は音声

ムのチューニングを続け，1 年後には当初の目標どおり双方

とモデムの切換えを標本ごとに順次行っていたが，制御パラ

とも「タンデム同期」を実現でき，伝送路誤りに強く，かつ

メータの抽出が問題になった．ベル研究所の言い分は，米国

4,800bit/s モデム信号を伝送できる AD-PCM を作り上げ

で使われている種々のモデムで実験したところ 19 ビット以

ることができた．私は「タンデム同期」を最終的にはきれい

上必要だといい，この点は譲れないとのことである．NEC

な理論展開（24）としてまとめ上げることにも成功した．この

の DSP では実現しにくい．しかし，かなりのステップ数を

原理に従ったアルゴリズムを DSP に実装して測定を行った

食うが倍長演算で対応できるので了承した．また，近似的に
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正規化 LMS を実現していた私たちの予測方法も信号の正負

簡単化させた．ただし，多少の標準化案が変化してもソフト

の極性のみを使う一歩後退した LMS になってしまった．実

で対応できるようにした．AD-PCM の規格は 1984 年末ご

は，私たちの DSP であるμ PD7720 では正負の極性だけ

ろに CCITT 標準 G.723（後に改番され，ITU-T G.726）と

を使ったアルゴリズムを実装する場合は正負の判定が必要で

なった．それから 1 週間で標準対応チップの新聞発表を行い，

あり，ステップ数を多く食う．その次にベル研究所が言い出

ICASSP ʼ 85 でチップ概要を発表できた．AD-PCM チャネ

したことは，演算の更なる簡略化であった．機能ごとにでき

ルバンクは翌年東京で行われた ICASSP ʼ 86 のデモブース

るだけ少ないビット長で浮動小数点演算を行う．こうすると，

に出品したが，展示員を務めた伝送通信事業部のエンジニア

乗算器は仮数部のみの乗算でよいから，固定小数点演算で最

はブースにお客様が来られるたびに，24 チャネル AD-PCM

も精度の要求されていた演算ブロックでも 8 × 8 ビットの乗

ボードを引き出し，同じチップが 24 個並んでいるのを見せ

算で十分対応できるとのことである．この浮動小数点演算ま

て得意顔をしていたそうである．

でμ PD7720 で行うと実時間での実行には対応できない．

以上の話から導かれる結論は，
「大量生産できるものは専

しかし，「AD-PCM はいろいろな場面で使われるから最も演

用チップになるためはん用 DSP のマーケットにはならない．

算部が小さくなる専用 LSI を前提に検討するのが当然だ」と

しかし高速で動く回路を効率良く 1 チャネルごとに処理する

いうのが皆の意見であった．この案ではベル研究所の DSP

方法としては DSP の方法論が専用チップでも活用できる．
」

でも実現できなくなる．つまり，はん用性をねらって作った

ということである．はん用性をねらう DSP でなく，自分た

双方の DSP が使えなくなってしまった．

ちの攻めたい分野に特化した領域で DSP を実現する方法は

AD-PCM アルゴリズムはその後マイナーチェンジが数回

現在でも健在で，テンシリカ（Tensilica）社はユーザの自前

あった．NEC の DSP では実現できなくなったので，NEC は

DSP を設計するツールや DSP を核にした SOC（Sytstem-

他社をリードして AD-PCM のビジネスを行うという思惑が

On-Chip）のデザインツール，及び，そのアーキテクチャに

外れることになった．しかし，今度は社内の伝送通信事業部

基づいた LSI 化をサポートしている．また，最近の例では

がバックアップしてくれた．つまり，AD-PCM 用 DSP を作

ICASSP ʼ 2007 で大阪大学と旭化成より開発されたオー

ることになった．図 10 がその専用チップのアーキテクチャ

ディオ信号の到来方向やエコー抑圧の処理分野に限定したブ

である．初代 DSP を多少修正し，乗算器を 8 × 8 ビッ

ロック浮動小数点 DSP（26）の開発などがある．後者の DSP

トにしてその出力に多けたにわたるシフトが可能なバレルシ

は FPGA（Field Programmable Gate Array）をベースに

フタを配した．バレルシフタは乗数と非乗数の指数部の和に

特定領域の DSP を開発したものである．ただし，システム

よって乗算器出力のシフトを行う．この結果，標準化原案通

の開発に DSP の開発からはじめると，開発すべきものが

り乗算は浮動小数点で，累算は固定小数点で行うようにした．

DSP そのものと目的アプリケーションの二つとなるため，

残りの部分は極力 AD-PCM 向けにメモリやアドレス演算を

特定領域であってもソフトウェアによる柔軟性を後々活用で

（25）

きることが大前提となる．また，DSP ではソフトウェアの
開発だけで済むが，FPGA などで DSP から開発する場合は
ゲート遅延やレイアウトデザインなど LSI 特有の知識も重要
になるので注意されたい．
この AD-PCM の規格は各機能の演算順序や演算形式及び
ビット長までを細かく定義したため，すこぶる評判は良くな
かったようである．このような精密な仕様にする理由はただ
一つで，モデム信号と音声信号の切換えを「フィードバック
制御」
，つまり，圧縮符号列からパラメータを抽出してコー
ダとデコーダで独立に同期させて行うためである．このため，
その後のオーディオやビデオの標準化ではフィードバック制
御をやめ，制御信号はヘッダのような形式でコーダ側からデ
コーダ側へ陽に送るようにしている．このようにすると多少
の演算誤差が発生するにせよ，システムとして発散するよう
なことはなくなる．つまり，演算語長の異なる DSP で実現
しても大差がない．これにより DSP の第 2 の応用分野であ
る複数の標準コーデックを単一の DSP で実現できる環境が
整って行くことになる．つまり，携帯電話のアプリケーショ
ンチップとして活躍できる環境を作り上げて行くことにな
る．
DSP で行っていた処理が専用チップになる例は，このほ
図 10
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ADPCM 用 DSP（25）

かにも先に挙げたオーバサンプリング D-A チップやロック
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ウェルの得意とした 4,800/9,600bit/s のモデムチップが
典型的である．ロックウェルのチップとボードはアナログ技
術まで動員してコスト低減を図ったもので，単なる DSP で
は太刀打ちできなかった．半導体事業部の苦労は，事業部が
チップ作りに必要なノウハウをなかなか提供してくれなかっ
たことだという．モデムのような，ある社内事業部の戦略的
製品であるチップを作る場合，そのような事業部はノウハウ
を簡単には手離さなかった．当時の大会社の事業部制，つま
り，事業部が個々の独立会社として活動し，その総和が本社
の利益になるシステムでは，まず個々の事業部が最大利益を
求める．このため，自分の事業部は損するが全社的には大き
な利益になるような場合の判断はしにくかった．モデムを熟
知したエンジニアは社内にいても，半導体事業部は彼らを活
用できなかった．
（後編に続く）
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