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演算器アレイ型アクセラレータのための命令変換手法
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ループカーネルに応じてアレイサイズの構成を変更で

1. は じ め に

きる．

画像処理や科学技術計算といった膨大な計算能力が

しかし，既存のいずれのアクセラレータも，構成情

要求される場面では，性能向上だけでなく低消費電力

報を出力可能な新たなコンパイラの開発や専用命令

化が求められている．専用ハードウェアは，特定の問

セットを使用しなければならないために，既存プログ

題に対して最適化されたハードウェアにより安定した

ラムとの互換性が低いという問題がある．特に，ルー

性能を実現し，かつ，低消費電力を実現している．し

プカーネルの命令数が機能ユニットの数を超える場合

かし，専用ハードウェアでは，日々進歩する様々な規

には，1 つの機能ユニットが複数の命令を切り替えな

格への対応や，膨大な開発コストの問題から採用が困

がら実行しなければならず，時間軸方向の割り当ても

難となっており，柔軟性と高効率を両立するアーキテ

考慮しなければならない．

クチャが求められている．

3. プログラマビリティを備えた演算器アレイ

本稿では，演算器アレイで既存プログラムを高速実
行するために求められる制約を明らかにし，GCC が

既存プログラムを直接実行できるプログラマビリ

生成した命令列からアレイ実行可能な命令列への命令

ティをもつ CGRA は以下の特徴を備えていることが

変換手法を提案する．これにより高いプログラマビリ

必要である．

ティをプログラマに提供する．

2. 関 連 研 究

(1)

演算器は幅 W× 段数 D の 2 次元アレイ．

(2)

同一段に対するバイパスと次段（D の正方向）
への演算器間ネットワークを持つ．次段へのネッ

ソフトウェアとの親和性，および，リコンフィギャラ

トワークは W×W の完全結合である．

ブルデータパスによる高速性の両立を目指す仕組みに，

ADRES1) ，TRIPS2) や PPA3) などの粗粒度リコン

(3)

命令幅 W の VLIW 命令セットを用いる．

この中で ( 3 ) は必須事項ではないが，幅方向の並列

フィギャラブルアレイ（CGRA）がある．ADRES は，

性抽出を VLIW 対応の既存コンパイラで行うことで，

VLIW エンジンにて既存 VLIW 命令を実行し，アク

実行時のハードウェアの負担を大幅に軽減できる．

セラレータエンジンにて専用コンパイラで生成された

以上を満たす CGRA であれば，以下の制約条件を

ループカーネルを高速実行する．4×4 の機能ユニット

満たすループが直接実行の候補となる．

構成の ADRES は，4 命令発行の一般的な VLIW 構

(4)

成のバックエンドとして，各演算ユニットにローカル

ループ中の分岐は先頭に戻る後方分岐と，ルー
プを抜ける前方分岐のみである．

レジスタファイルを備えた 4×3 程度の CGRA を接

(5)

イタレーションを超える依存関係が無い．

続する．専用コンパイラが，制限付きの C 言語によ

(6)

アレイ対象ループの開始位置，最大ループ回数，

り記述されたプログラムから，4×3 命令発行に対応す

入出力データの範囲が明らか．

る CGRA 命令を生成する．TRIPS はデータフロー

これらの条件を満たすループの検出とヒント命令の

とアレイ構造を直接記述できる EDGE 命令セット4)

挿入を自動変換機構で実現することにより，既存プロ

を用いることで，多数の演算器を制御することを目指

グラムを CGRA で直接実行することが出来る．

している．PPA は，2×2 の CGRA を 8 コア接続し，

4. 命 令 変 換
すべての最内ループに対して，前述の制約条件を満
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たすループを検出し，必要ならばプログラムの変形を
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行った後に，ヒント命令の挿入を行うプログラムを作

常実行した場合のサイクル数，アレイ実行は変換対象

成した．このプログラムは GCC の出力するアセンブ

ループの実行サイクル数，プリフェッチはアレイ実行

リコードに対するトランスレータとして実装した．す

のために必要になったプリフェッチのサイクル数を示

べての制約を満たすことができる最内ループのみを変

す．この結果から，tomcatv，swim は 70% 以上の部

換対象とし，それ以外のループの変換は行わない．

分がアレイ実行出来ており，それぞれ 3.12 倍，2.42

現在の実装では，アセンブリコードからループ回数

倍の性能向上を達成している．また，変換対象区間の

が明示的に判断可能なループのみを対象としているほ

みで比較すると tomcatv は約 13 倍，swim は約 6 倍

か，リンクリストのようなアクセス範囲の解析が困難

の性能向上がみられる．一方 mgrid は，最も大きい

なデータ構造を検出すると変換対象外とする．

5. 評

ループを自動変換できなかったため，図 1 の変換対象
の占める割合が他の 2 つのベンチマーク比べ非常に小

価

さくなっている．そのため性能向上は約 1% に留まっ

自動変換プログラムによって変換されたコードを

たと考えられる．

RTL シミュレータを用いて評価した．評価に用いる

自動変換できなかった mgrid の最内ループはルー

演算器アレイは幅 6×32 段の構成とした．ロードおよ

プが大きすぎることが原因であり，これはループを分

びストアのレイテンシは 2 である．また，現在は評価

割する等の方法により解決できる．

を簡単化するため，すべての浮動小数点演算が 1 サイ

6. む す び

クルで完了すると仮定している．浮動小数点演算のレ
イテンシが延びると，より大きなアレイが必要となる

本稿では，電力効率に優れたリコンフィギャラブル

が，現在検討中の時分割多重による並列化機構5) を応

プロセッサの互換性問題を解決するための命令変換手

用することにより，解決可能であると考える．

法を提案した．提案手法をコンパイラ拡張として実装

評価プログラムには SPEC95 の tomcatv，swim，

し，3 種の科学技術計算ベンチマークの自動変換を確

mgrid の 3 つを用いた．ただし，現在のシミュレー

認した．評価の結果，変換前と比較し RTL シミュレー

タは単精度浮動小数点のみをサポートするため，倍

タ上で最大 3.12 倍の性能向上を確認した．

精度を用いている部分は単精度へと変更した．ベンチ

今後は，変換プログラムを改良し変換可能なループ

マークの入力データセットには tomcatv と swim に

の割合を増やすとともに，より多くのベンチマークに

は train を，mgrid には ref を用いた．評価は各ベン

よる評価を行う．
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す．結果は変換前の各ベンチマークの実行サイクル数
で正規化した．ここで，変換対象外は変換対象となら
なかった部分，変換対象は変換対象となった部分を通

図1

辞

実行サイクル
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