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ネットワークオーディオインターフェースの製作
文: novi (http://novis.jimdo.com/)

インターフェース付録のARM[1]を使ってオーディオ
インターフェース overIPを作ってみました [17]。(「素
直に AirMac Expressを買えよ」とか言わないで下さい
^^;)

1 部品
付録基板の他には最近流行りのデバイスである (と思
われる)、OLED(有機 EL)・イーサネットチップ・オー
ディオデコーダ・リチウムバッテリを使用しました。
バッテリに関しては今回は実験用に付けてあるだけで
す。本来は外部電源での駆動を想定しています。

OLED は安価になってきたので今回は簡単に入手で
きるなかの一番大きいサイズ 1.5 inch 128x128 @ 2,000
yen のもの [8][9]を使用しました。コントローラ内蔵 [7]
でコマンドを送るだけで表示できるものです。
イーサネットチップというと物理層までが実装され
ているものを指しますが、今回は TCP/IP までをハー
ドウェアで実装している超お手軽イーサネットチップ
W5100[11] を使うことにしました。PHY から ARP,
IP, TCP, UDP に至るまでネットワークに必要な基本
プロトコルを実装しているので、命令とデータを送るだ
けで簡単に通信ができるようになっています。
オーディオデコーダは MP3 プレイヤーの工作
でおなじみ VLSI 社のものです。最上位版である
VS1053b[5][6] が簡単に入手できるので、これを使い
ます。これには I2Sが出力できる端子が付いていて、こ
れはもう DACを付けるしかありません。

DAC はバーブラウンの PCM1716[12] を使用しまし
た。石自体は結構古いものですが、もともと中から高級
機用のものなのでそれなりにいい音がでます。入手もそ
れほど難しくありません。ただし、∆Σ型なのでちゃん
と作らないとかえって性能が出ません。電源用コンデン
サは最近出た東信のオーディオ用、LPF のパスコンに
はMUSEを選択しました。
その他ディスクリート素子は通販で入手できる、面実
装タイプの物を使用しました。

2 回路
次に示すのが、ブロック図になります。

Batt IC Ethernet

Audio
Decoder

ARM

DAC LPF

OLED

USB Pow

SD

DC/DC

Output

マイコンに対して、SDカード、OLED、イーサネッ
ト、デコーダチップが接続されています。イーサネット
とデコーダは SPI で接続しました。デコーダの先には
DACが付きます。

OLEDはバス接続ですが、FGPIOからバスをエミュ
レートしています。
2.1 電源回路
電源をUSBから取り、充電用 IC[13]を経由して、各デ
バイスへ供給しています。OLED とイーサネットチッ
プはマイコンから電源を制御できるようにしました。
また、OLED駆動用には 13V程度の電圧が必要にな
るので、これは 3.3Vから昇圧しました。

3 基板と部品実装
基板に各モジュールを置いて、0.2mm の UEWで配
線していきます。デコーダと OLEDコネクタは 0.5mm
ピッチなので気合いで頑張ります。充電用 ICは 0.5mm
ピッチの QFNパッケージなのでひっくり返して配線し
ます。
イーサネットチップですが、80ピン 0.4mmピッチな
のでこれはさすがにUEWで配線出来ません。モジュー
ルタイプ [10]のものにお世話になりました。

DACのアナログ回路側は性能をフルに出すために気
を使う必要があります。特にパスコンはチップのすぐ近
くに付け、グランドループを作らないようにします。

4 ソフトウェア
ネットワークを使いますので、マイコン側に組み込む
ソフトウェアとコンピュータ側 (サーバー) の 2 種類が
必要になります。
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4.1 マイコン編
ARMでのプログラムは ChaNさんが素晴らしすぎる
サンプル [4]を公開してくださっているので、それを利
用させてもらいました。簡単なタスクディスパッチャ・
割り込み管理・モニタプログラム・SDドライバ・FAT
ファイルシステム等必要なものがすべて入っています。
今回は OLED・イーサネット・デコーダドライバ、ア
プリケーションプログラムを追加してマイコン側のソフ
トを完成させました。
4.2 サーバー編
イーサネットチップとサーバー間では 2 本のコネク
ションを作成します。コマンド転送には TCP を使い、
音楽データの転送には UDPを使います。
スループットはUDP時約 150KB/s、TCP時 15KB/s
でした。速度が出ないのは SPI 接続なのでどうしよう
もありません。
チップ側のキャッシュが 4KB しか無いので、サー
バーから一気にデータを送ろうとすると、溢れてしま
います。UDPですからフロー制御などは一切ありませ
ん。そこで、データを受け取ったら確認を返すだけの

、
　え、

　せ TCPプロトコルを作りました。

5 開発環境
純正の開発環境は値段が高いうえ、Mac では使えな
いので話になりません。そこで、GCC+Eclipseを使っ
た開発環境 [15]を使います。
マイコンへの書き込みは JTAG かシリアルが使え
ます。例によって、純正はあれなので Clone[14] を製
作しました。JTAG なら OpenOCD、シリアルなら
lpcsp[16]が使えます。lpcspはMac版が無いので、Win
版を移植しました。
しかし、JTAG が異様に遅い (100KB の hex で 1 分
ほど)のでスクリプトを見直すなり、修正の余地アリで
す。やはり Cloneはダメか...

6 まとめ
少ないキャッシュならがらもMP3や AACのデータ
ならば難なく再生できる程度にまでなりました。サー
バー側から OLED やデバイスの制御もできるように
なっています。(OLED は iTunes のアートワーク表
示用)
肝心の音ですが、ぶっちゃけ普通です。スペック通り
という感じでしょうか。デコーダの性能もあまり良くな
いので本当にそれなりです。
数値については測定できるものが無いので正確には分
かっていません。(S/Nくらいは測っておきたかった...)

6.1 あれ 24bit/192Khzは?

オーディオインターフェースなのにそれに対応してい
ないというのはどういうことでしょう。
当初は DACチップの性能をフルに出す程度のスペッ
ク (16bit/96KHz) を考えていたんですが、イーサネッ
トチップが遅くてどうしようもないので、結局圧縮済
みオーディオファイルをデコードする程度になってし
まいました。それ以前に VS1053b は AAC のみにしか
96KHz に対応していないようです。

ARMにも I2Sが付いているので、これを使うことも
出来ますが、やはりイーサネットの速度とキャッシュが
ネックになります。
次回はいつになるか分かりませんが、ちゃんとした
オーディオインターフェースを作る予定です。;-)
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