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1. は じ め に
我々は，高性能・低消費電力なメニーコアプロセッ
サの実現と，メニーコアプロセッサの組み込みシステ
ムへの応用展開を目的として，NEDO のプロジェク
ト「極低電力 回路・システム技術開発（グリーン IT
プロジェクト）」 の中で，
「低消費電力メニーコア用
アーキテクチャとコンパイラ技術」の研究課題を実施
している．本プロジェクトは，1) 組込みシステム応
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用を意識した高効率な超並列処理の実現，2) 大幅な
動作時消費電力の削減，3) ソフトウェア生産性の向

主記憶や I/O アクセスの際にはコアクラスタとペリ

上，を重要な研究課題と位置付け，それらを解決する

フェラルクラスタ間でデータ転送が行われる．各クラ

ための一つの方策として「仮想アクセラレータ（VAM:

スタ間は NoC により接続され，パケットスイッチン

Virtual Accelerator on Many-core）」の概念を導入

グ方式でデータ転送が行われる．複数コアでクラスタ

し，その実行プラットフォームとしてメニーコアアー

を構築し，さらにクラスタ間をネットワークで接続す

キテクチャSMYLEref とプログラム開発環境の構築を

るという階層的な構造を用いることで，通信を自クラ

行っている．本稿では，SMYLEref のアーキテクチャ

スタのキャッシュにできる限り閉じ込め，通信路の混

と，FPGA を用いた評価環境について紹介し，その

雑による性能低下の回避を狙う．ネットワークトポロ

上での初期評価結果を示す．

ジは，スケーラビリティの確保と拡張性を考慮して 2
次元メッシュを採用している．

2. メニーコア・アーキテクチャSMYLEref

2.2 仮想アクセラレータ VAM

2.1 SMYLEref の構成

VAM 導入により，多数の小規模コアを仮想アクセ

図 1 に SMYLEref の概要を示す．SMYLEref はシ

ラレータ実現のためのハードウェアプラットフォーム

ンプルな数個のプロセッサコアをバスで結合したク

として活用し，一方でコンパイラや並列プログラムは

ラスタを，2 次元メッシュのオンチップネットワーク

アプリケーション特性に応じて自らが VAM の構成

(NoC) で接続したアーキテクチャである．各コアは，

を決定しつつ，それに基づきコード生成や実行を行う

1)

2)

(図 2 参照) ことができる．このように，ソフトウェア

を用いる．Geyser は MIPS R3000 ベースとしたシン

に対してハードウェアアーキテクチャの決定権を与え

プルなプロセッサコアであり，8KB(2Way セットア

ることで，高い並列処理性能を得ることを狙う．

JST CREST のプロジェクト

で開発された Geyser

ソシアティブ，64B ラインサイズ) の L1 命令／デー

SMYLEref では，再構成可能 L1 キャッシュ，VAM

タキャッシュ，また 16 エントリの TLB を持つ．

間での L2 キャッシュ競合を回避するための分散共有

クラスタには，コアや L2 キャッシュを備えるプロ

L2 キャッシュの拡張，柔軟かつ高速なバリア同期を実

セッサクラスタと，チップ外部とのインターフェース

現するためのグループ・ハードウェアバリアサポート

(SDRAM コントローラなど) を持つペリフェラルク

など種々のアーキテクチャの拡張を考えている．

ラスタがある．1 つのプロセッサクラスタは，複数個

3. FPGA における評価環境の構築

の Geyser コアが Cluster バスを通して接続される．

SMYLEref の評価・検証を行うに当たり，我々は
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仮想アクセラレータ（VAM) の概要
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評価結果

いる．実際に複数コアを FPGA 上に構築し，それら
を並列に動作させることで，評価に要する時間の短縮

した場合に対する複数コアで実行した場合のスピード

が期待できる他，OS やシステムソフトウェアの実行

アップを示す．図より，FFT ではコア数分ではないも

もそのまま評価・検証を行うことができる．また，実

のの，16 コアまで性能が向上していることがわかる．

際に HDL により設計することで，正確かつ詳細な評

一方で，LU では，8 コアの場合に比べ、16 コアを用

価・検証をを行うことが可能になる．

いると性能が低下してしまっている。これは，今回の

今回の実装では，Xilinx 社製の FPGA チップであ

評価環境の実装では，ヒープ領域は uncachable 領域

る Virtex-6 を搭載する ML605 評価ボードを利用し

とし，同期や排他制御の度にその他のデータに対して

た．この FPGA チップ (Virtex-6 XC6VLX240T) に

もキャッシュをフラッシュしているため，コア数が増

は，Geyser コアを 8 個程度しか実装することができ

えるとネットワークが混雑して性能が低下してしまう

ず，1 つの ML605 ボードだけでは数十，あるいは数

ためと考えられる。今後，L2 キャッシュやキャッシュ

百のコアを持つようなメニーコアプロセッサの評価

コヒーレンスの実装を行うことで，並列処理効率は改

を行うことができない．そこで，複数のボードを結合

善すると考えられる．

し，ルータ間の通信をボード間に跨がって行うことで

5. まとめと今後の課題

メニーコアの評価環境を実現することにした．ボード

本稿では，組込みシステム向け高性能・低消費電力メ

間の通信には高速シリアル通信インターフェースであ

ニーコアプロセッサアーキテクチャの SMYLEref と，

る rocket I/O を使用する．

4. 評

そのための FPGA による評価環境を紹介し，初期評

価

価結果を示した．今後は，VAM 向けの拡張を実装し，
種々のアプリケーションで評価をしつつ，メニーコア

構築した SMYLEref の FPGA 評価環境を用いて，

SPLASH2 の中から FFT，LU に関して予備性能評価

プロセッサのあるべきアーキテクチャとを検討してい

を行った．本評価には ML605 ボードを 2 枚使用し，

く予定である．さらに，評価環境に関する設計データ

合計 16 コアの環境で評価を行った．L2 キャッシュは

はできる限り公開し，メニーコアプロセッサのアーキ

現在実装中であり，今回の評価では各コアの L1 命令，

テクチャやソフトウェア開発・評価環境として広く利

およびデータキャッシュのみを用いる．各機能ブロッ

用してもらうことを考えている．

クへ供給する周波数は Geyser コアが 10MHz，クラ
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100MHz である．

ジェクト）」 の支援により行われたものである．

並列化 API には pthread を用い、SMYLEref 評価
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ラリを実装して評価を行った．現在はまだキャッシュ
コヒーレンス機構を実装していないため，共有データ
領域 (ヒープ領域) は uncachable 領域とし，バリア
同期，および排他制御の度に毎回各コアで L1 データ
キャッシュをフラッシュすることにした．
図 3 に，各プログラムを 1 コアのみを用いて実行
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