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Java 言語ベース高位合成ツールを用いた
回路分割方式の実装と評価
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概要：高位合成ツール JavaRock には，RTL でのアルゴリズム記述の煩雑さを克服し，Java 言語で記述
したプログラムのハードウェア化が期待されている．しかしながら，Java で記述したアプリケーションプ
ログラムをハードウェア化する際には，1 つの FPGA に格納できないような規模の回路に対する場合や，
FPGA のリソース使用量の増加により動作周波数が低化する場合に問題となる．そこで，高位合成ツール
JavaRock による論理合成回路の BlockRAM の利用状況に着目し，クラスタリングを適用することで，複
数の FPGA に回路を分割する方式を考案し，実装を行った．本論文では，JavaRock によって生成された
VHDL のコードを対象として回路分割を行い，レジスタ数や LUT 数，BlockRAM 消費量を解析すること
で，提案する回路分割システムが有効であることを確認した．
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Abstract: A High-Level Synthesis Tool JavaRock is expected to overcome the complexity to describe algorithms at an RTL for implementation of a Java program into hardware. However, there are two big problems
to implement a Java application in hardware; an increasing scale of a circuit to be implemented in a single
FPGA and decreasing operating frequency due to large usage of slices in an FPGA. Thus, we focus on usage
of BlockRAM in an FPGA with a high-level synthesis tool JavaRock. Moreover, we design and implement
a system to partition a circuit into multiple FPGAs with applying clustering. In this paper, VHDL codes,
which are generated by JavaRock, are targets of our circuit partitioning. We investigate the amount of registers and LUTs, usage of consumed BlockRAMs in order to conﬁrm that our proposed circuit partitioning
system is eﬀective．
Keywords: High-Level Synthesize, circuit partitioning, multiple FPGA

1. はじめに

り，高位合成を利用したハードウェア設計に期待が寄せら
れている．HDL を利用したレジスタ転送レベル（Register

一般的なハードウェア設計に用いられる VHDL や Ver-

Transfer Level；RTL）における設計では，論理回路やレジ

ilog HDL といったハードウェア記述言語（HDL）に代わ

スタ間の処理を記述することが可能であるが，複雑なアル
ゴリズムを記述する際には，煩雑な記述が要求される．そ
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のため，RTL よりも高い抽象レベルで記述できる高位合成
は有用である．
高位合成ツールとしては，C 言語をベースとする Sys-

temC [1]，ImpulseC [2]，CyberWorkBench [3] や LegUp [4]
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をはじめ，Java 言語をベースとする JHDL [5] や Lime [6]，

の制約上使用できない文法を除外し，ビット幅の指定など

JavaRock [7] など，様々なものがある．しかし，高位合成

ハードウェア固有の文法を追加したものである．文献 [11]

ツールを用いて設計された回路は，HDL を用いて設計した

は，プログラムのモジュールや関数をブロックとして考え，

回路と比較して，回路規模が大きくなる傾向にあり，1 つ

FPGA の面積制約を満たす分割点候補のうち，性能が最も

の FPGA に格納できないような規模の回路に対する場合

良いものを分割点として設定する．分割点でソースコード

や FPGA のリソース使用量の増加により動作周波数が低

の分割が行われ，CyberWorkBench で合成される．

下する場合に問題となる．大規模回路を搭載できる高性能

我々の提案手法のように高位合成ツールで合成した回路

な FPGA は高価であり，コストパフォーマンスの点で不

に対して回路を分割するという方針がある一方，文献 [11]

利である．そのため，規模の小さな FPGA を複数利用す

のように入力プログラムを分割したものを高位合成ツール

ることで，低価格で回路を動作させるという要求がある．

に適用することで，回路を分割するという戦略もある．プ

しかしながら，高位合成ツールは，複数の FPGA に対して

ログラム入力時に分割を行うメリットとしては，合成され

回路を分割するための機能を備えていない．

た部分回路の再利用性の高さがあげられる．たとえば，C

そこで，本論文では Java クラスによるオブジェクト指向

言語の関数のようなまとまりのある一連の処理を分割し，

設計を HDL のモジュール設計に適用する手法に着目した．

合成することで，多様な用途の回路に組み込むことが可

我々は，Java ベースの高位合成ツールとして JavaRock を

能である．しかしながら，我々の提案手法とは異なり，文

利用し，JavaRock が生成する回路を複数の FPGA に自動

献 [11] では共有メモリへの対応を今後の課題としてあげて

的に分割するシステムを考案し，実装と評価を行った．特

いる．

に，回路が利用する共有メモリを考慮し，回路を分割する

C 言語を用いた大規模なプログラムでは，多くの変数や

方式を考案した．本手法を適用することで，HDL での記

関数が使用されるため，分割点にまたがった信号の扱いが

述が困難なアルゴリズムをはじめ，アプリケーションプロ

問題となり，時間多重 I/O [10] を用いたとしても動作速度

グラムを JavaRock で合成した場合の回路規模による制約

は低化する．

を満たすことが可能となる．

2 章において，関連研究について述べ，3 章で高位合成

一方，Java 言語では，関連する変数やメソッドはクラ
スにまとめられるため，クラス単位で分割を行うことで，

ツール JavaRock の概要について簡単に述べる．続く 4 章

分割点にまたがる信号を削減できる．しかしながら，Java

では，この JavaRock が生成する回路に対する分割手法に

ベースの高位合成ツールを対象とした回路分割手法は提案

ついて説明する．さらに 5 章では，回路分割システムの概

されていない．そこで，本論文では，Java 言語ベースの高

要を述べ，6 章で Java 言語で記述したアプリケーション

位合成ツール JavaRock を対象とした回路分割手法の検討

プログラムに対する回路分割を行い，実装したシステムを

を行った．C 言語において，関数呼び出しはプログラムの

評価する．7 章で考察を行ったのち，最後に本論文をまと

様々な点で行われるため，関数をどの呼び出し点とまとめ

める．

るかを判断することは容易ではない．しかしながら，Java

2. 関連研究

言語では，クラス内にメソッドがまとめられるため，抽象
度を上げることができる．そのため，クラスの関係性に基

分割回路を複数の FPGA 上で動作させるためには，分

づいた分割が可能である．本論文では，クラスの関係性を

割回路の規模を FPGA に実装可能な回路規模以下に収め

利用し，分割対象回路に対する座標変換を行い，変更を加

るだけでなく，分割回路間の信号線数を FPGA の I/O ブ

えた K-means 法に適用することで，回路分割を行った．ま

ロック数以下に抑える必要がある．そこで，ネットリスト

た，文献 [11] の手法が対応していない共有メモリにも対応

を対象に，分割回路間の信号線数を最小化する手法が提案

し，メモリを共有するクラスをまとめて FPGA に格納し

されている [8], [9] が，I/O ブロック数制約を満たせない場

た．実装した回路分割システムでは，既存の Java 言語で

合がある．この場合，1 つの I/O ブロックに対して時分割

記述されたソースコードを入力とするため，文献 [11] のよ

を行い，複数の信号を割り当てる時間多重 I/O [10] が利用

うに入力ソースコードを変換する必要はない．

される．ここではネットリストを対象とするのではなく，

HDL のモジュール単位での分割手法に着目し，高位合成
ツールを回路分割に利用した関連研究について述べる．
現在，C 言語ベースの高位合成ツールである CyberWork-

3. 高位合成ツール JavaRock
3.1 概要
JavaRock は，Java 言語で記述されたソースプログラム

Bench を対象とした回路分割手法 [11] が提案されている．

を VHDL（Very high speed integrated circuit Hardware

この手法では，C 言語で記述されたアプリケーションプログ

Description Language）に変換するためのコンパイラであ

ラムを BDL 形式に変更したものを入力とする．BDL 形式

る [12]．入力する Java 言語のソースプログラムは，JVM

とは，再帰呼び出しや動的アロケーションなどの高位合成

（Java Virtual Machine）上でソフトウェアとしても実行で
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int i = 10;

U_A : s i m p l e d u a l p o r t r a m

while ( i > 0) {

generic map (

i - -;

DEPTH = > A_DEPTH ,

}

WIDTH = > A_WIDTH
)

図 1 Java サンプルプログラム

Fig. 1 Sample program of Java.

port map (
clk = > clk ,
we = > A_we_field_rdata ,
raddr = > A_raddr_field_rdata ,
rdata = > A_rdata_field_wdata ,

case conv_integer ( s a m p l e _ m e t h o d _ s t a t e ) is

waddr = > A_waddr_field_rdata ,

…

wdata = > A _ w d a t a _ f i e l d _ r d a t a

when 2 = >

);

i_sample_0 <= c o n v _ s t d _ l o g i c _ v e c t o r (10 ,
i_sample_0 ’ length );

図 3

s a m p l e _ m e t h o d _ s t a t e <= s a m p l e _ m e t h o d _ s t a t e + 1;
when 3 = >
…

配列の変換例

Fig. 3 Conversion example of an array.

3.3 配列宣言
図 2

ステートマシンの変換例

Fig. 2 Conversion example of a state machine.

JavaRock では，Java プログラム内で宣言された boolean
や int，char 型の変数は，VHDL のシグナル変数に変換さ
れる．一方で，配列宣言された変数に対しては FPGA に

き，機能レベルでのデバックが可能であるとともに，Eclipse

内蔵された BlockRAM に変換される．そのため，配列に

といった開発環境がハードウェア開発にそのまま利用で

関する処理は，BlockRAM に対するアドレス指定を行い，

きる．

読み込みや書き込みを行うことで実現される．

しかしながら，JavaRock は，シグナルやステートマシンの

例として，配列 A を宣言した場合の VHDL のコードを

ビット数に対する最適化を行わない．そのため，JavaRock

図 3 に示す．BlockRAM アクセス用に，アドレス信号や

が生成する回路のリソース量は，既存の論理合成・配置配

データ信号，制御信号が追加され，信号線数が増大する．

線ツールによる最適化に依存する．

BlockRAM に確保される領域は，利用する変数の型や配列

現在，JavaRock を用いたハードウェアとソフトウェア
の協調設計 [13] や Reconﬁgurable Android（FPGA を搭載
した Android）における開発環境としての JavaRock の利
用 [14] が研究されている．また，ロボット制御システムの
設計に JavaRock が活用される [15] など，JavaRock の利
用は拡大している．

サイズにより指定される．

4. JavaRock の生成回路を対象とした
回路分割手法
このように，JavaRock は Java の文法や型を拡張しない
ことで，Java ユーザによるハードウェア設計を容易かつ身
近なものとした．しかしながら，JavaRock は，生成され

3.2 逐次処理と制御文

た大規模回路に対する回路分割をサポートしていない．そ

一般的に Java プログラムは逐次実行される．JavaRock

のため，HDL での記述が困難なアルゴリズムを JavaRock

では，Java プログラム内の 1 文を 1 ステートに変換すると

でハードウェア化した際に，FPGA の回路規模制約を満た

いう基本方針のもと，逐次処理を実現する．また，合成回

せない場合が考えられる．したがって，JavaRock の利便

路に対する並列性を高めるため，並列演算可能な記述は 1

性を高めるため，大規模回路に対する回路分割への応用は

つのステートに集約される．したがって，図 1 のプログラ

必要である．

ムにおける変数 i への代入処理は，図 2 の VHDL のコー

本章において，JavaRock が生成する回路に対する分割

ド例に変換される．ここでは，sample method state の形

手法について述べる．提案手法では，以下の 3 点を考慮し，

で示されたステートマシンが，メソッド全体の処理を管理

変更を加えた K-means 法に適用することで，回路分割を

する．このステートマシンに対して，インクリメントを行

行う．

うことで，次のステートへ処理が移行する．

( 1 ) FPGA のリソース使用量を閾値（任意に指定した

また，プログラム内で使用される if 文や while 文，for 文
といった制御文もステートマシンで実現され，メソッド全
体を制御するステートマシンに内包される．すなわち，メ
ソッド全体を制御するステートマシンに対するサブステー
トマシンに変換される．
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FPGA のリソース使用率）以下に制限する．
( 2 ) 同一 BlockRAM にアクセスするモジュールをまとめ
て FPGA に格納する．

( 3 ) FPGA 間の結線数を可能な限り削減する．
以下では，回路分割の詳細について述べる．
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4.1 3 次元座標への変換
提案手法では，回路全体を 3 次元座標に変換し，K-means
法によるクラスタリングを適用する．ここでは，Java プロ
グラム内で配列宣言が行われた（BlockRAM を利用する）
モジュールをノード D，配列の要素を使用する（ノード D
の BlockRAM にアクセスする）モジュールをノード U と
定義する．
座標変換の結果，トップモジュールを原点とし，階層ご
とに座標が配置される．各階層は z 座標の値として表現さ
れ，階層間の距離 L は，Java プログラム内でのクラス間の
アクセス頻度によって決定する．すなわち，クラス間のア
クセスが多いほど，L は小さくなる．同一階層のモジュー
ルは，xy 平面に展開され，座標間の距離 D は

V 1 × (1 − R) (ノード U )
D=
V 2 × (1 − R) (ノード U 以外)
で定められる．変数 V 1，V 2 は座標間距離の基準値を示
し，V 1 < V 2 の関係にある．また，変数 R は FPGA の

図 4

変更を加えた K-means 法のアルゴリズム

Fig. 4 Algolithm of the modified K-means method.

I/O ブロックの使用率を示す．つまり，同一 BlockRAM に
アクセスするモジュールや I/O ブロックの消費が大きいモ

データ数がクラス数と同値であるのに対し，文献 [16] では

ジュールに対して，D を小さく設定する．

論理ブロックの総数となる．したがって，大規模回路に対
する回路分割を想定した場合において，本手法の方が試行

4.2 K-means 法への変更

回数は少なく済む．

次に，回路分割に利用したクラスタリングのアルゴリズ
ムについて述べる．クラスタリング適用後，同一クラスタ
に所属するモジュールを同一 FPGA に割り当てる．
提案手法では，K-means 法に変更を加え，回路分割に活

4.3 回路分割フロー
K-means 法を用いた回路分割フローについて述べる．提
案手法では，まず，トップモジュールに対する処理を行う．

用する．変更した K-means 法のアルゴリズムを図 4 に示

トップモジュール直下のモジュール群を 1 つのクラスタと

す．座標の位置情報だけでなく，BlockRAM アクセスの有

して扱い，各クラスタに所属するモジュール群の位置座標

無や I/O ブロックの使用量を用いて，所属クラスタを決定

から平均座標を算出する．各クラスタの平均座標とトップ

する．FPGA 間にまたがる BlockRAM へのアクセスオー

モジュール間の距離を計算し，最短距離となるクラスタに

バヘッドは大きいが，同一 BlockRAM にアクセスするす

トップモジュールを所属させる．

べてのモジュールを同一 FPGA に格納するのは，制限が

次に，各クラスタに対する回路規模の見積りを行い，閾

大きすぎる．そこで，所属クラスタの変更をどの深さの

値以下のクラスタ集合の中で回路規模が大きいものから

階層までに適用するかは，ユーザが指定する．以下では，

FPGA に割り当てる．このとき，FPGA の個数がクラスタ

所属クラスタを変更する深さを arrayDepth と定義する．

数よりも多い場合は，リソース使用量が大きい FPGA に対

arrayDepth で指定された範囲のモジュールは同一 FPGA

して K-means 法を適用し，細分化したクラスタを FPGA

にまとめられる．

に割り当てる．また，クラスタ数が FPGA の個数を上回

なお，K-means 法を用いた回路分割手法として，文献 [16]

る場合は，リソース使用量が小さい FPGA にクラスタを

があげられる．この手法では，ネットリストを対象とし，

割り当てる．閾値以上のクラスタに対しては，K-means 法

K-means 法と FM 法を組み合わせることで，回路を分割す

を適用することで，再分割を行い，閾値以下の回路規模に

る．FM 法とは，1 つのノードに対する移動と交換を繰り

なるようにする．分割されたクラスタは，リソース使用量

返すことで回路を分割するヒューリステックアルゴリズム

の小さい FPGA に割り当てる．

である．K-means 法はあくまで FM 法に対する初期分割

FPGA ごとに分割回路が割り当てられるが，各 FPGA

を与えるための手段であり，回路分割の中心は FM 法であ

のリソース使用量は均等ではないため，分割対象回路の構

る．本手法では，変更した K-means 法への適用のみで回

成によっては小規模回路が FPGA に割り当てられること

路分割が可能である一方，文献 [16] では K-means 法に加

も想定される．しかしながら，複数の FPGA に実装された

えて FM 法による試行が必要となる．また，本手法で扱う

分割回路を同期動作させることは容易ではない．そこで，
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図 6

回路分割システムの構成

Fig. 6 Configuration of the circuit partitioning system.
表 1 XC3S1200E のリソース量
図 5

Table 1 Amount of resources in XC3S1200E.

回路分割システムの全体図

Fig. 5 Overall view of the circuit partitioning system.

個数
スライス数

8,672

分割回路を格納した FPGA に対する統合処理を行い，利

LUT 数

17,344

用する FPGA の削減を図る．ここでは，回路規模の条件

Block RAM 数

28

を満たした上で，I/O ブロックの使用量の削減を図る．ま

I/O ブロック数

250

ず，FPGA 間の結線数が I/O ブロック数より多い FPGA
を統合対象とする．ある統合対象と接続関係にある FPGA

ムでは，ユーザ任意にエンコード方式を指定し，ステート

群に対して，統合後のリソース使用量が閾値以下に収まる

マシンに対する最適化を行う．エンコード部では，VHDL

場合，その FPGA で統合を行い，統合後の I/O ブロック

ファイルごとにステートマシンのエンコード方式を指定

の使用量を算出する．最も I/O ブロックの使用量を削減で

し，Java ファイルとともにパーサに渡す．

きる FPGA に統合する．また，リソース使用量が小さい

パーサでは，Java ファイルと VHDL ファイルの解析を

FPGA が存在し，統合の余地がある場合，その FPGA を

行い，回路情報を取得する．しかし，回路規模の情報はソー

統合対象として統合処理を行う．

スコードから見積もることは困難であるため，実際に論

5. 回路分割システムの概要
本章で，JavaRock の回路分割システムの概要を説明す

理合成を行った後に判断する必要がある．そこで，パーサ
は XST を呼び出し，見積り対象に対する論理合成を行う．

XST は論理合成を行った結果をレポートとして出力する．

る．本提案システムの全体図を図 5 に示す．回路分割シ

このレポートを元に回路規模の情報を取得し，解析された

ステムへの入力は，Java ファイル群と VHDL ファイル群，

回路情報は 3 次元座標への変換プログラムに渡される．

本ツール用の設定ファイルの 3 つである．

Java ファイルは，JavaRock によって合成するアプリケー

回路情報の 3 次元座標への変換と回路分割フローについ
ては，前章で触れた．回路情報に対して座標変換を行い，

ションプログラムを記述したものであり，VHDL ファイル

各モジュールの座標データを取得する．この座標データを

は，この Java ファイルを JavaRock で合成した際に得られ

元に回路分割を行う．このとき，スライスや LUT をはじ

る出力である．設定ファイルには，利用する FPGA デバ

めとしたリソースは，設定ファイルで与えた閾値を満たす

イス名や個数，閾値，arrayDepth が記述される．

ように分割される．

入力として渡された Java ファイルと VHDL ファイル，
設定ファイルを元に回路分割を行った後に，FPGA ごと
に VHDL ファイルをフォルダ分けして出力する．その際，
分割結果のレポートが同時に出力される．このレポートで

6. 評価
6.1 評価環境
Xilinx 社の FPGA である XC3S1200E の利用を想定し，

は FPGA ごとのリソース使用量や FPGA 間の接続情報を

回路分割の評価を行った．XC3S1200E のリソース量を表 1

ユーザに提供する．

に示す．評価実験を行った PC のスペックは，Intel Core

回路分割システムの構成を図 6 に示す．本論文では，論

i5-750 Processor 2.66 GHz，メインメモリは 4 GB，OS は

理合成ツールとして，Xilinx 社の XST（Xilinx Synthesis

Windows7 である．論理合成には，XilinxISE14.4 を使用

Technology）[17] を利用する．

した．

JavaRock ではリソース削減のための最適化は論理合成

回路分割システムの評価を行うために，FPGA のリソー

ツールに依存するため，論理合成ツールの設定により，不

スを最大限に利用する回路および 1 つの FPGA に格納で

適切な最適化が行われ，リソースの消費量が増加する場合

きない規模の回路を生成した．評価用回路として，以下の

がある．一例として，ステートマシンがワンホット・エン

回路を JavaRock で合成した．前者の回路は，7 個のクラ

コードされる場合があげられる．そこで，回路分割システ

スで構成され，後者の回路は，20 個のクラスにより構成さ
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表 2 単一プログラムのリソース使用量

表 5

Table 2 Amount of resources in the single program for

Table 5 Amount of resources in each module of the multiple

evaluation.
評価用回路

複数プログラムにおける各モジュールのリソース

program.
FPGA リソース

利用率

LUT 数

BRAM 数

29

55

0

481

869

3

214

366

0

D

1,823

2,965

4

E

219

352

2

スライス数

スライス数

8,598

8,672

99%

A

LUT 数

15,703

17,344

90%

B

19

28

67%

C

BlockRAM 数
表 3

単一プログラムにおける各モジュールのリソース

Table 3 Amount of resources in each module of the single

F

2,390

3,868

4

G

144

236

1

H

404

641

1

I

380

650

1

J

457

868

0

K

102

111

0

L

177

174

0

M

177

250

0

N

412

626

0

O

1,129

2,103

3

P

463

721

0

表 4 複数プログラムのリソース使用量

Q

457

868

1

Table 4 Amount of resources in the multiple program for

R

189

352

0

S

51

90

0

T

156

283

0

program.
スライス数

LUT 数

BRAM 数

A

441

709

0

B

485

889

4

C

1,120

1,976

4

D
E
F
G

371
3,726
153
2,933

606
7,045
271
5,482

1
5
0
5

evaluation.
評価用回路

FPGA リソース

利用率

スライス数

10,957

8,672

126%

LUT 数

18,260

17,344

105%

21

28

75%

BlockRAM 数

表 6

単一プログラムの分割結果

Table 6 Partitioning result of the single program.
スライス数

LUT 数

BRAM 数

動作周波数

れる．また，後者の回路では，同一のクラスをインスタン

default

8,598(99%)

15,703(90%)

19(67%)

66 MHz

スとして共有するクラスが複数存在する．評価用回路にお

FPGA1

5,023(57%)

9,249(53%)

10(35%)

111 MHz

ける FPGA のリソース使用量は表 2 と表 4 に示し，それ

FPGA2

4,206(48%)

7,729(44%)

9(32%)

97 MHz

ぞれの場合におけるモジュールのリソースを表 3 と表 5
に示す．

分割結果は表 6 に示す．FPGA1 にモジュール A，B，D，

( 1 ) KMP 法を実行するプログラム

E が割り当てられ，FPGA2 にモジュール C，F，G が割

( 2 ) バブルソート，挿入ソート，選択ソート，クイックソー

り当てられる．このとき，分割後の各 FPGA の利用率は

ト，K-means 法を実行するプログラムの集合

75%以内に収まっており，使用する FPGA の個数は最小

( 1 ) に関しては，FPGA に格納可能な回路規模に収まっ

限に抑えられた．また，分割前の回路と比較した結果，分

ている．しかしながら，スライスと LUT の利用率が 90%以

割後の回路の動作周波数が向上したことを確認した．さら

上を占めており，FPGA のリソースに余裕はない．一方，

に，求められた分割前後の動作周波数に基づき，実行時間

( 2 ) に関しては，スライスと LUT の利用率が 100%を超え

の算出を行う．ここでは，FPGA 間をバス接続するもの

ているため，1 つの FPGA に格納することは不可能である．

とし，遅延は 10 ns 以内で転送できるものと仮定する．そ

( 1 ) および ( 2 ) の回路においては，元の Java プログラム

して，分割後の回路は 97 MHz で動作させるものとする．

内で複数クラスが配列を利用するため，複数のモジュール

FPGA 間の接続に 200 MHz を超える高速クロックによる

が BlockRAM にアクセスする．ここでは，arrayDepth=3

外部バス接続を想定した場合には，レイテンシを 10 ns 以

に設定し，6 個の FPGA が利用可能であるとする．分割回

下に抑えることは可能である．その結果，分割前の実行時

路を格納した FPGA の利用率が，( 1 ) 単一プログラムの場

間は 1.89 ms，分割後の実行時間は 1.35 ms となり，実行時

合は 75%以下，( 2 ) 複数プログラムの場合は 50%以下に収

間は 0.72 倍に短縮されることが確認される．

まるように分割を行った．

次に，複数プログラムの評価を行う．評価用回路の構成
は図 7 であり，回路分割を行った結果が図 8 である．分

6.2 評価結果
まず，単一プログラムの評価を行う．単一プログラムの
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複数プログラムの階層関係

Fig. 7 Layered structure of the multiple program.

図 9

評価用回路の統合結果

Fig. 9 Integration result of evaluation circuit.
表 8

統合後の各 FPGA の利用率

Table 8 Utilization of each FPGA after integration.
スライス
数

LUT
数

BRAM
数

結線
数

動作
周波数

FPGA1 3,580(41%) 5,767(33%) 4(14%) 50(20%) 56 MHz
FPGA2 3,911(45%) 6,161(36%) 11(38%) 44(15%) 90 MHz
FPGA3 3,466(39%) 5,740(32%) 5(17%)

6(2%)

62 MHz

7. 考察
図 8

評価用回路の分割結果

Fig. 8 Partitioning result of evaluation circuit.

Table 7 Utilization of each FPGA for partitioning.
LUT
数

BRAM
数

結線
数

これまで行われてきた回路分割に関する研究には，Func-

tional Partitioning と Structural Partitioning と呼ばれる

表 7 分割時の各 FPGA の利用率

スライス
数

7.1 クラス単位での分割

動作
周波数

2 つの手法がある [18]．Functional Partitioning では，対
象となる処理を実現するために必要となる機能に着目し，
その粒度は手続きおよび変数群である一方，Structural

FPGA1 2,910(33%) 4,866(28%) 4(14%) 88(35%) 62 MHz

Partitioning は，対象処理を自身で実装したり，高位合成

FPGA2 2,055(23%) 3,616(20%) 6(21%) 38(15%) 91 MHz

ツールなどにより変換した RTL の記述や，論理合成した

FPGA3 2,045(23%) 3,765(21%) 5(17%)
FPGA4

670(7%)

901(5%)

0(0%)

6(2%)

90 MHz

38(15%) 58 MHz

FPGA5 2,853(32%) 4,589(26%) 4(14%) 184(73%) 62 MHz
FPGA6

613(7%)

1,151(6%)

1(3%) 178(71%) 90 MHz

結果のネットリストなど，対象回路の構造に着目して分割
を行うものである．
これらの手法は，様々な回路分割手法に対しても採用され
ており，Functional Partitioning と Structural Partitioning

られた FPGA が存在する．分割回路を格納した FPGA に
対する統合処理を行った結果が図 9 と表 8 である．使用
する FPGA の個数を最小化したうえで，FPGA 間の結線
数が最小化するように統合した結果，各 FPGA の利用率
は 50%以下に抑えられ，3 個の FPGA を使用するだけで
済む．このとき，複数プログラムを分割した際の各分割結
果に属するモジュールの内訳は，図 8 と図 9 に示され，
図 9 においてモジュール J と R が共有されることが確認で
きる．さらに統合処理を行うと，スライスあるいは LUT，

BRAM の利用率が 50%を超えるため，無駄な FPGA を使
用しない構成となっている．また，arrayDepth=3 である
ため，同一 BlockRAM にアクセスするモジュールは同一

FPGA にまとめて格納される．そのため，FPGA 間にまた
がる BlockRAM アクセスは行われない．また，FPGA 間
の結線数が多い FPGA を統合することで，I/O ブロック
の使用量が削減された．
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の優劣を決めることは容易ではない．本提案手法では，Java
のクラスが機能分割に，合成語の HDL ファイル群が構造
分割の対象となり，両分割手法を採用しているといえる．
しかしながら，提案手法のように，Java のソースととも
に合成後の HDL を基に分割する手法であれば，既存手法
を合成回路に適用することは可能である．そこで，本手法
と同様に，Structural Partitioning を採用する文献 [19] を
例に，クラス構造に着目した分割の有効性について述べる．
文献 [19] の手法では，回路の階層構造に着目しており，各
出力信号に対応するプロセス内部の処理をブロックとして
考え，論理合成を実行する．

Java 言語はオブジェクト指向言語であるため，関連する
変数やメソッドはクラスにまとめられ，同一クラスのイン
スタンスが複数存在することは一般的である．そのため，
クラス構造を考慮せずに分割した場合，各インスタンスの
変数情報とメソッドの呼び出し先（JavaRock で合成した
該当メソッドを格納した FPGA）を管理する必要がある．
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また，メソッドの呼び出し先が複数 FPGA に及ぶ場合，

表 9 最適化を行った場合のリソース量

FPGA の I/O ブロックの消費が増大し，複数 FPGA 間に

Table 9 Amount of resources in the case of optimizing.

おける同期動作が必要となる．さらに，メソッド内部での

スライス数

LUT 数

BRAM 数

分割が行われる場合には，JavaRock の合成回路に構築さ

default

3,759(43%)

6,424(37%)

10(35%)

—

れるステートマシンの制御信号が問題となる．JavaRock

optimize

3,646(42%)

6,273(36%)

10(35%)

97.4%

リソース比

の合成回路では，各メソッドでの処理を管理するステート
マシンが複数の FPGA にまたがって構築される場合，状態

ンとのトレードオフに関しては，プロトタイピングの進捗

遷移ごとに FPGA 間の通信が必要になるなど，合成回路

状況を考慮する必要がある．プロトタイピングの初期段階

の動作は低速化すると考えられる．文献 [19] では，FPGA

においては，クラスの仕様が変更されることは十分に考え

の実装容量制約と I/O ブロック数制約のみを考慮した分割

られるため，マージンを多く設定することが望ましい．一

が行われており，クラス内部で分割される場合，クラス間

方，プロトタイピング末期においては，クラスの仕様が固

のデータアクセスやクラス内部の各メソッドに対する制御

まりつつあるので，マージンを削減し，FPGA の使用台数

信号がクリティカルパスになる可能性がある．以上の点か

を抑えてコストを下げる．そして，クラスの仕様が確定し

ら，本提案手法では，クラス構造を考慮した回路分割を行

た段階で，再分割を行うことで，最適な分割結果を得るこ

うことで，分割回路の構造を単純化し，高いクロック周波

とが可能である．また，分割回路に対する FPGA のリソー

数を維持できると考えられる．

スに余裕を持たせることで，配置配線による遅延を削減で

また，JavaRock の合成回路は，Java で記述された入力

きる．

プログラムが反映され，オブジェクト指向的な回路となる
ため，クラス間における関係はモジュール間の関係と同一

7.3 ステートマシンの最適化

となる．そのため，頻繁にデータのやりとりを行うクラス

JavaRock はリソース削減のための最適化を論理合成ツー

間で分割を行った場合，FPGA 間の通信レイテンシが大き

ルに依存する．そのため，論理合成ツールの設定により，

くなり，分割回路自体の性能低下の原因となる．そこで，

ステートマシンがワンホット・エンコードされ，必要以

提案手法では，JavaRock の合成回路の特徴をふまえ，クラ

上にリソースを消費するという問題がある．本論文では，

ス間アクセスが頻繁であるものをまとめる方針を採用して

JavaRock により合成された回路を分割する前に，ユーザ

おり，各実験結果において接続関係にあるモジュールが同

任意にエンコード方式を指定することで，この問題に対処

一 FPGA にまとめられる．この方針に基づくことで，全

した．回路を分割する際の合成回路のリソース見積りに

数探索を行う場合よりも少ない探索時間で解を求められる

は，エンコード方式を指定した回路が使用されるため，エ

と考えられる．

ンコード方式の変更前後の整合性は保たれる．ここでは，

6. 評価で使用した K-means 法のプログラムを JavaRock で
7.2 クラスの再利用

合成し，初期化用のモジュールを追加した回路を対象とす

Java プログラムにおいて，同一クラス内の複数インスタ

る．ステートマシンのステート数が 6 以下の場合はジョン

ンスや，Java プログラムの仕様変更による新たなインスタ

ソン・エンコードを適用し，それ以外の場合はグレイ・エ

ンス生成に対して，インスタンスの元となったクラスは再

ンコードを適用するものとして，リソースの比較を行った．

利用される．そのため，回路の合成時間の観点から，クラ
スの再利用性を考慮して回路を分割するべきである．

最適化を行った結果を表 9 に示す．最適化前の回路で
は，いくつかのステートマシンに対して，ワンホット・エン

JavaRock において，クラスとモジュールは 1 対 1 に対

コードが施され，リソース量の増加を起こしている．そのた

応付けられるため，モジュール単位で分割を行うことで，

め，最適化によるリソースの削減が可能である．JavaRock

合成した回路の再利用性を保持することが可能である．た

によりステートマシンに変換されるステートメントとし

とえば，メソッドの処理に変更がある場合は，変更するク

て，for 文や while 文，if 文などがあり，これらを複数利用

ラスのみを JavaRock で合成すればよい．また，メソッド

するアプリケーションプログラムに対して，最適化処理は

の引数に変更がある場合は，呼び出し元のクラスと変更す

有用であると考えられる．

るクラスのみを JavaRock で合成すればよい．したがって，
クラスの再利用性を考慮した分割を行うことで，Java プロ
グラム全体に対する再合成は不要となる．提案手法では，

7.4 回路規模の見積り
回路規模は，含まれるモジュールごとに論理合成し，見

FPGA の利用率での分割が可能であるため，プロトタイピ

積りが行われる．その際，回路分割のたびに回路構成は変

ングの段階で，Java プログラムの変更に備えてマージンを

更される上，論理合成ツールの最適化によるリソースの共

設定することにより，回路規模の増大に対応でき，再分割

有などにより回路規模は変化する．ここでは，評価で使用

の手間は省かれる．このとき，FPGA の使用台数とマージ

した単一プログラムを分割した際の分割結果に対する回
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表 10 回路規模の見積り誤差

Table 10 Estimation error of the circuit size.

FPGA1

FPGA2

項目

提案手法による見積り

論理合成結果

見積り誤差

スライス数

5,023

4,456

+7%

LUT 数

9,249

8,355

+5%

BlockRAM 数

10

9

+4%

スライス数

4,206

4,840

−7%

LUT 数

7,729

8,923

−7%

BlockRAM 数

9

9

0%

路規模の見積り誤差について述べる．提案手法による回路

な時間で回路分割が実行できると考えられる．

規模の見積りと論理合成後の回路規模の比較を表 10 に
示す．提案手法によって見積もられた回路規模の誤差は，

7.5 高位合成ツールによる回路分割の今後

±10%未満である．回路規模を大きく見積もる原因として

現在，提案されている多くの回路分割手法は，RTL レ

は，見積りの段階において，論理合成ツールによるすべて

ベルやネットリストレベルのものである．したがって，高

の最適化に対応できていないことが考えられる．一方，回

位合成ツールが合成した回路に対して，従来の手法を適用

路規模が小さく見積もられる要因としては，モジュール間

することは可能である．FPGA の実装容量や I/O ブロッ

の通信が考慮されていないことがあげられる．JavaRock

ク数による制約を満たすことに焦点が当てられており，そ

の合成回路では，リクエスト信号とビジー信号によるポー

れらの手法に適用することで，高位合成ツールの合成回路

リングを用いて，回路間のデータ通信を行う．したがって，

は分割できる．しかしながら，高位合成ツールには C 言

モジュール間の通信部分によるリソース消費は大きなもの

語をベースにしたものや Java 言語をベースにしたものな

となる．このように，単純に各モジュールの回路規模によ

ど，様々なツールが存在しており，合成される回路も一様

る見積りを行った場合，論理合成後の結果とは異なる値を

ではない．そのため，単純に回路の構造に着目して回路を

とる可能性がある．

分割した場合，分割した回路の性能は不十分なものになる

一方，回路分割処理の実行時間を考えたとき，分割結果

と予想される．一方，提案手法では，Java ベースの高位合

それぞれに対する論理合成を行うことは，実行時間の増大

成ツール JavaRock に焦点を当てることで，JavaRcok の

につながる．ここでは，2 つ目の評価実験を例として論理

合成回路の特徴をふまえた回路分割が可能である．そのた

合成回数について述べる．評価実験で使用したプログラム

め，Java プログラム内で宣言した配列が BlockRAM に変

は，20 個のクラスで構成される．提案手法では各モジュー

換され，配列アクセスを行う複数のクラスから参照され

ルの回路規模の見積りを行うため，JavaRock で合成され

るといったデータの共有を考慮した分割が行える．また，

たモジュール数の論理合成が必要となる．そのため，ここ

Java で記述したプログラムの機能を考慮することで，合成

では 20 回の論理合成が行われる．回路規模の見積りが行

された回路の再利用性を高めることができる．

われたモジュールは，回路分割フローに適用される．この

以上のように，汎用的に高位合成ツールに対応するので

回路分割時において，一時的な分割回路が作成され，回路

はなく，特定のツールに特化させることで，その合成回路

規模の見積りを行うことで，分割が評価される．そこで，

を効率的に分割することが可能となる．

評価実験で使用したプログラムを分割する際に必要となる

一方で，本論文で焦点を当てた JavaRock 以外の高位合

回路規模の見積り回数を算出したところ，21 回の見積り

成ツールに対しても提案手法を適用することは可能である

が行われることが観測された．したがって，分割前の各モ

と考えられる．JavaRock と同様に Java プログラムにおけ

ジュールに対する回路規模の見積りに加えて，さらに 21

るクラス構造を考慮し，HDL を生成する高位合成ツール

回の論理合成を行うこととなり，全体で 41 回の論理合成

であるならば，提案手法は適用可能である．Java のクラス

が実行されることになる．また，単一モジュールとの比較

構造を考慮した高位合成ツールの例としては，JavaRock-

において，分割結果の回路構成は複雑なものとなるため，

Thrash [20] があげられる．JavaRock-Thrash は Java ソー

論理合成に要する時間は長大化する．そのため，より大規

スコードから Verilog-HDL を生成する高位合成ツールで

模な Java プログラムを JavaRock で合成した回路に対す

あり，JavaRock の研究で得られた知見が生かされたツー

る回路分割を行う場合，実行時間が無視できないほど大き

ルである．この JavaRock-Thrash が合成した回路に対し

くなることが考えられる．

ても，提案手法による回路分割は有効だと考えられる．た

以上の点から，回路に含まれるモジュールに対して論理

だし，JavaRock-Thrash 独自の機能や合成回路の特徴があ

合成を適用し，回路規模を見積もることで，リーズナブル

り，提案手法を応用した場合の有効性に関する調査は今後
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の課題である．

8. まとめ

[13]

高位合成ツール JavaRock が生成する回路を対象に，回
路分割を行うシステムを実装した．Java プログラム内にお

[14]

いて配列宣言された変数が，FPGA 内蔵の BlockRAM に
対応付けられることに着目し，クラスタリングを適用する
ことで，指定した回路規模に収まるように回路を分割した．

[15]

本論文では，クラスタリング手法の 1 つである K-means 法
に変更を加え，回路分割に活用した．実験では，FPGA の
リソースを最大限に利用する回路や 1 つの FPGA に格納

[16]

できない規模の回路に対して，指定した回路規模に収まる
ように分割が行えることを確認した．

[17]

提案する回路分割システムでは，Xilinx 社の論理合成
ツールのみに対応するため，Altera 社をはじめとした他

[18]

のベンダのツールへの対応を考える必要がある．また，

JavaRock を利用したハードウェア設計をさらに簡易化す
るために，FPGA 間の通信インタフェースの考案と実装を

[19]

行い，FPGA 間の通信レイテンシを含めた評価を行いたい
と考えている．
[20]
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