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概要：航空宇宙，医療，原子力といった分野において，高信頼な LSI が必要とされている．従来，このよ
うな分野においては，厳格な米軍仕様の基準を満たした MIL 規格品をはじめとする高信頼用途専用の LSI
が用いられてきた．しかし，このような専用品は，高価なだけでなく，性能や入手性においても民生品に
劣り，不便である．そこで本稿では，FPGA(Field-Programmable Gate Array) をベースに，安価に高信
頼 LSI を得ることを目的とする．つまり，通常用途の FPGA に対し，わずかな追加ハードウェアで高い耐
故障性をもたせる手法を提案する．通常用途の FPGA に対し追加するハードウェアを最小限に抑えること
で，高信頼用途と通常用途の両立を図ることが可能となる．結果として，従来に比べて圧倒的に低コスト
に高信頼 LSI を実現することが可能となる．

可能となる．

1. はじめに

FPGA に TMR/DRP を組み合わせて高信頼を目指す研究

航空宇宙，医療，原子力といった分野においては，高信

は数多くある [2], [3], [4]．

頼な LSI が必要とされる．従来このような分野において

本提案のアプローチは，高信頼化のための追加ハード

は，MIL 規格部品をはじめとする高信頼用途専用の LSI が

ウェアの面積オーバヘッドを十分に小さく—例えば数 %

用いられてきた．

程度に抑えることで，ほぼ同一の FPGA を通常用途と高

しかしこのような専用品は，高信頼ではあるものの，○
1 高

信頼用途の両方に用いられるようにすることである．

コスト，○
2 低入手性，○
3 低性能といった問題がある．す

追加ハードウェアの面積オーバヘッドが十分に小さけれ

なわち，民生品とは異なる特別に管理された生産ライン,

ば，この FPGA を通常用途向けにも販売することができ

製造プロセスで製造されることによる，高コスト化や低入

る．現状でも，FPGA のユーザは FPGA のすべての機能

手性であり [1]，2〜3 世代前のプロセスで製造されること

を使っている訳ではないから，数 % 程度のオーバヘッド

による, 低性能である．

は許容されるであろう．通常用途向けにある程度の生産量

そこで本稿では，信頼性を犠牲にすることなく，これら

を見込むことができれば，高信頼用途に利用する際にも，

の問題点を解消する LSI について考える．

それに応じたスケール・メリットが得られる．その結果，

アプローチ

○
1 低価格 と○
2 高入手性 が実現できるようになる．

本稿の提案のベースは，FPGA に TMR と DPR を組
み合わせて高信頼化を達成するものである．

○
3 高性能 を達成することができる．前述したように，高信
モジュール

頼専用の LSI は，専用のプロセスを用いて故障回避 (fault

を三重に冗長化し，3 つの出力の多数決の結果を採

avoidance) によって高信頼性を達成するものである．耐

ることによって故障をマスクする．同時に，出力同士

故障 (fault tolerance) の考え方に従えば，故障自体の発

を比較することによって故障を検出する．

生確率はある程度高くてもよく，民生用のプロセスを用

TMR (Triple Modular Redundancy)

DPR (Dynamic Partial Reconfiguration)

†1

また，このアプローチによれば，専用の LSI を超える

動的部

いて製造することができる．先端のプロセスを用いれば，

分再構成．永久故障に対しては，FPGA の再構成に

FPGA であっても，高信頼専用のプロセス技術で製造され

よってモジュールの TMR 状態を回復する．特に，動

る ASIC(Application-Specific Integrated Circuit) を超え

的に，部分的に，再構成を行うことによって，ノンス

る○
3 高性能 を提供することができるであろう．

トップの，すなわち，稼働状態を保ったままの回復が

目標
このようなアプローチを実現するためには，高信頼用途
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のために必要とされる高い信頼性を維持しながら，高信頼
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化のために追加される回路の面積オーバヘッドを十分小さ

アード・ロジックで実装することにより，BLE に対して十

く抑えなければならない．

分に小さい面積オーバヘッドでハードワイアード・トリプ

より具体的には，以下のような項目について考慮する必
要がある．

A. 高信頼 高信頼用途時に

ル・ボータを実現できることを 3.2 節で示す．

DPR のための回路再構成コントローラは，同一 LSI 上
のユーザ・ロジックで実装する．従来研究では，再構成コ

A-0. MTBF/MTTF の伸長 特に宇宙用途では，修

ントローラはハードワイアードで実装されてきた [3], [4]．

理不能であるので，MTBF (Mean Time Before Fail-

本提案では，これをユーザロジックとして実装することを

ure) ではなく，MTTF (Mean Time To Failure) の伸

提案する．ユーザ・ロジックで実装することにより，通常

長が必要になる．

用途時には面積オーバヘッドが 0 となる．

A-1. 単一障害点の回避 多重化により単一障害点を
なくし，故障が発生した場合にも検出漏れが起こる
ことを防ぐ．

A-2. 連続稼働性 故障が発生した際にも，機能や性

( 3 ) ノンストップ DPR
DPR 中も機能・性能を落とさずに稼動状態を保つため
の手法を提案する．TMR の単一障害点を除去し，ユーザ・
ロジック上に実装された再構成コントローラによる DPR

能を損なわず動作を続けることを可能にする．

を組み合わせることにより，故障が発生し，回復が完了す

B. 低オーバヘッド 高信頼性の実現のために追加される

るまでの間においても単一障害点が発生せず，従来通りの

回路の面積オーバヘッドを最小化する．

正しい動作を継続することが可能になる．この手法では，

B-1. DPR のオーバヘッドの最小化 再構成回路を

ソフトエラー，ファームエラー，ハードエラーに関わらず，

ユーザ・ロジックで実装することにより，DPR の

回復を行うことが可能である．これにより，再構成コント

オーバヘッドを最小化する．

ローラ自身に故障が発生した際にも再構成コントローラが

B-2. TMR のオーバヘッドの最小化 単一障害点を

自身の回復を行うことができ，従来では単一障害点であっ

なくすためのトリプル・ボータをハードワイアード・

た再構成コントローラの耐故障性についても保証するこ

ロジックで実装することで，ハードウェアコストを抑

とができる．なお，この手法には追加ハードウェアは必要

える．また，ハードワイアード・ロジックで実装され

ない．

たトリプル・ボータとロジックを結ぶためのローカ
ル・ボータ・ネットワークが省略できることを示す．

以上により，高信頼用途時の信頼性を維持しながら，通

これらの目的を達成するための提案手法のポイントは，

常用途時における面積オーバヘッドを抑えることが可能と

次のようにまとめられる．

なり，その結果として専用品に比べて圧倒的に低コスト，

( 1 ) BLE 単位の TMR と triplet 単位の DPR

高入手性，高性能な高信頼 LSI の実現が可能となる．本稿

MTBF/MTTF の伸長のためには，一次近似的には，

では，主に，ノンストップ DPR について詳しく述べる．

TMR/DPR の粒度を下げることである．粒度を下げれば，

以下，2 章では従来の FPGA ベースの高信頼化手法につ

再構成の際に予備の領域の効率的な利用を可能にし，MTTF
が伸びる．
本提案では，BLE（Basic Logic Element，2.1.1 項参照）

いて説明し，3 章で提案手法を示す．

2. FPGA ベースの高信頼手法

を単位とする細粒度の TMR により，MTBF/MTTF の伸

2.1 FPGA の構成

長を実現する．一方で，粒度を細かくすると面積オーバ

2.1.1 CLB,BLE, コンフィギュレーション

ヘッドは増加するが，それは (2) の技術によって最小化さ
れる．

FPGA の内部仕様の詳細はベンダによって異なるが，
基本的には同じであると考えてよい．図 1 に示すように，

ハードエラーが起こった時には，BLE 単位で提案手法

FPGA の内部には CLB (Configurable Logic Block)

を用いて TMR を行った triplet を単位として置き換えを行

と呼ばれるプログラム可能なブロックが格子状に並んでお

う．これによって，BLE とボータを結ぶネットワークを省

り，それらが配線と配線との接続を行う Switch Box や，

略することができる．先行研究である [5] で行った評価に

配線と CLB との接続を行う Connection Block といっ

よって，このようにしても MTTF は大きく変わらないこ

たスイッチマトリクスにより接続された構造となっている．

とが示されている．

CLB 内には BLE (Basic Logic Element) と呼ばれる

( 2 ) ハードワイアード・トリプル・ボータ と ユーザ・ロ

FPGA の論理を構成する最も基本的な単位が複数個，並列

ジック再構成コントローラ

に配置されている．

単一障害点をなくすためのトリプル・ボータをハードワ

この BLE の基本構造を図 2 に示す．BLE は LUT(Look-

イアード・ロジックで構成することにより，ハードウェア・

Up Table) と FF(Flip-Flop) が直列に接続された構造となっ

コストの上昇は最小限に抑えられる．ボータをハードワイ

ている．LUT とは，SRAM で構成されたテーブルで，任
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チップの内部からコンフィギュレーションメモリにアクセ
スするためのポートである．Xilinx 社では，ICAP を経由

図 2 BLE の構造

して FPGA のコンフィギュレーションデータを読み出す
リードバック [7] という機能を提供している．

意の真理値表を格納できる．入力値をアドレスとしてテー
ブルを参照し，対応した値を出力することで，任意の組み
合わせ回路を実現することができる．

CLB，BLE の構成やスイッチマトリクスの情報を記述

2.2 FPGA ベースの高信頼化手法の概要
FPGA を用いた高信頼化の手法の多くは，TMR と DPR
を用いた故障回復とを組み合わせて用いている．本項で

し，FPGA 上に回路を構成することをコンフィギュレー

は，それぞれの手法について説明する．

ションと呼ぶ．FPGA の回路においてプログラム可能な機

2.2.1 TMR

能は全て，デバイス内のコンフィギュレーションメモリに

TMR は，一般的によく用いられる耐故障性を付加する

書きこまれたコンフィギュレーションデータによって決定

ための手法である．TMR を構成するには，同一の回路を

される．

三つ用意し，同一のタイミングで同じ処理をさせる．三つ

2.1.2 Xilinx 社の DPR，ICAP

の回路の出力はボータによって比較され，多数派の値が選

2.1.2.1 DPR

択される．また，図 3 のように，三つの回路の出力の値

コンフィギュレーションメモリ全体を書き換えるコン

を比較する回路を付加することで，どの部分に故障が発生

フィギュレーションに対し，コンフィギュレーションメモ

したかを知ることができる．TMR はロジックを三重化す

リの一部を,FPGA の動作中に書き換えることを DPR と

るため面積オーバヘッドが大きいという問題点を持つが，

呼ぶ.DPR はコンフィギュレーションメモリにアドレスを

ソフトエラー, ファームエラー, ハードエラーがどの部位

割り振り，任意のアドレスを指定して書き換えを行うこと

に発生しても検出することが可能である．5 い，FPGA で

ができるよう，アドレスデコーダを追加することで実現さ

TMR と DPR を組み合わせる場合には，TMR の粒度につ

れる．

いて考える必要がある．図 4 に，粗粒度と細粒度で TMR

Xilinx 社の FPGA は DPR をサポートしており, 一度に

を実装した状態を示す．TMR を用いて故障の検出が可能

書き換えを行うことのできるコンフィギュレーシンメモリ

になるため，TMR の粒度を小さくすることで，故障箇所

の最小単位をフレームと呼んでいる. あるフレームに対し

を特定する際の精度を上げることができる．TMR の粒度

てコンフィギュレーションデータの書き換えを行った場合,

にあわせて DPR が行えるとすると，図から，同じ面積の

他のフレームに書き込まれているデータには影響を与えな

空き領域がある場合，細粒度 TMR の方が置き換えのため

いため, 残りの回路の動作を継続したまま部分的に再構成

のスペアの数が多くなることが分かる．細粒度 TMR の方

を行うことが可能である.

がスペアの数が多くなることから，より多回数の永久故障

Xilinx 社の DPR では，１フレームあたりに CLB が 40

の発生に対して耐性を持つことになり，MTBF/MTTF の

個 (virtex6 の場合．[6]) 含まれる．Xilinx 社の CLB 内に

伸長に繋がる．その一方で，細粒度で TMR の実装を行う

は，8 個の BLE が含まれているため，DPR の際には一度

と，実装のためのコストが大きくなる．ボータをユーザ・

に 320 個の BLE がまとめて再構成されることになる．こ

ロジックで実装し，BLE 単位で TMR を行う場合を例に考

のため，Xilinx 社の DPR の粒度は粗いといえる．

えると，ロジックを三重化するために三つの BLE が必要

ICAP

となるのに対し，ボータの実装には BLE が多数決部に一

ICAP(Internal Configuration Access Port) は，FPGA
ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan
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やハードエラーからの回復は行えず，ソフトエラーに対し
して 6 つの BLE のうちの半分が多数決ロジックとして割

てのみ連続稼動性を持つ．また，XTMR は通常用途時には

り当てられてしまうことになり，受け入れがたい面積オー

実装されない．そのため通常用途時の面積オーバヘッドは

バヘッドであると言える．

0 となるが，高信頼用途時には TMR を行い，さらにボー

2.2.2 DPR を用いた故障回復

タもユーザ・ロジックで実装するため面積オーバヘッドは

DPR を用いて，故障が検出された箇所を再構成するこ
とにより，ハードエラーから回復する手法がいくつか提案

非常に大きくなってしまう．

2.3.2 XTMR+Xilinx 社の DPR

されている．再構成を行うためには，回路の再配置や再配

XTMR は RM を持たないため，ファームエラーからの

線といった複雑な処理を要するため，ロジックの追加が必

回復を行うことができなかった．仮に，XTMR と Xilinx

要となる．本稿では，再構成のための処理を行うロジック

社の DPR を組み合わせて回復を行うような手法を考える．

を，再構成コントローラと呼ぶ．再構成コントローラを用

この手法にもおいても RM は存在しないが，比較のため，

いて再配置，再配線を行うことで，ハードエラーから回復

擬似的な RM のようなものを想定する．例えば Xilinx 社が

することが可能となる．

提供している，コンフィギュレーションデータ全体の定期
的な上書きを行うことで，ビット反転などの影響が蓄積す

2.3 FPGA ベースの高信頼化手法

ることを防ぐ Scrubbing[9] という技術を Xilinx 社の DPR

本節では，FPGA ベースの各手法について紹介する．各

を用いて使うような手法を仮に想定する．つまり故障箇所

手法については，手法の説明の後に，耐故障性，連続稼動

を XTMR によって検出し，故障を検出した箇所に対して

性，単一障害点，面積オーバヘッドについてそれぞれ言及

DPR を用いてコンフィギュレーションメモリを部分的に

する．

上書きするような手法を想定することで，擬似的に故障回

2.3.1 XTMR

復が可能な手法として見なすことができるようになる．

Xilinx は FPGA に対する冗長化手法として，XTMR[8]

この手法を用いると，XTMR が持っていたソフトエラー

という方式を提案し，この手法を自動的に適用するツー

, ファームエラーに対する耐故障性やソフトエラーに対す

ル (TMRTool) を提供している．この手法の特徴は，FF へ

る連続稼動性に加え，コンフィギュレーションメモリの上

のフィードバック・ループを形成するステートマシン・ロ

書きによりファームエラーの回復が可能となる．このた

ジックに対して，ループ中にボータを挿入する点である．

め，ファームエラーに対しても連続稼動性を得ることがで

これは，SEU によってフリップフロップの値が反転し，内

きるようになる．また，XTMR と同様に想定していない

部状態が他の三重化されたモジュールと異なる状態に遷移

ハードエラー以外の故障については単一障害点が発生しな

した場合，食い違った状態が訂正されずに残ってしまう現

い．面積オーバヘッドについては，XTMR と同様に通常

象を防ぐためのものである．ループ中にボータを挿入する

用途時には 0 であるが，高信頼用途時には非常に大きなも

ことにより，フリップフロップへ書き込まれる値は，常に

のとなってしまう．

多数決された結果になる．その結果，1 サイクルごとに三

2.3.3 Roving STAR

重化されたモジュールの内部状態の同期が自動的に行われ
ることになる．

Roving STAR[10] と呼ばれる手法は，自己診断を用い
た回復手法の一つである．まず，図 6 に FPGA 上の Rov-

また，XTMR ではボータをユーザ・ロジックを用いて

ing STAR の構成を示す．図中の STAR とは，Self-Testing

実現するため，ボータ自身も SEU によりビット反転を起

ARea の文字を取ったもので，FPGA 上の STAR 以外の部

こす可能性がある．そのため，XTMR では図 5 のように

分のロジック（ワーキングエリア）の動作とは独立した，診

ボータ自体も三重化し，ボータがシングルポイントとなる

断中の領域のことを指す．STAR の中ではユーザ・ロジッ

ことを回避している．XTMR は，TMR と同様にソフトエ

クの一部に診断用の回路を構成し，テストパターンを入力

ラー，ファームエラーに対し耐故障性を持ち，さらに単一

して出力結果を検査することで，対象部分が正常に動作し

障害点が発生しないが（ハードエラーは想定していないの

ているかどうかの確認を行なっている．STAR には，回路

で除く）
，その一方で RM を持たないため，ファームエラー

を水平に横切る H-STAR と，垂直に移動する V-STAR の

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan
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障性を持つ点が特徴的である．また，TMR によってソフ

V
Working
Working |
Area
Area
S
T
A
R H-STAR

Working
Area

Working
Area

図 6 STAR

トエラーに対して連続稼動性を持つ．その一方で，この手
法においても，RM はハードワイアード・ロジックで実装
されているため，単一障害点となってしまう．
この 2 つの手法を比較すると，TMR の粒度と DPR の
有無が挙げられる．特に，後者の手法が DPR を行うこと
ができるため，ハードエラーに対して耐故障性を持つよう
になることや，細粒度の TMR で故障箇所を特定し，DPR
で回復を行うことができるようになることで，ソフトエ
ラーに対して連続稼動性を持つようになることがわかる．

二つがあり，それぞれ個別に診断を行なっている．

また，これらの手法に共通する点としては，高信頼用途以

診断中の領域は，本来の機能が失われるが，STAR が自

外での使用がほぼ想定されておらず，通常用途時には大き

身の領域を移動する際に，移動先の回路の機能を現在の領

な面積オーバヘッドをもつハードワイヤードの RM を利用

域にコピーし，再配線を行なってから STAR の移動を行う

しているため，高信頼用途時には RM の面積オーバヘッド

ので，ワーキングエリアの動作に影響を与えずに全領域の

が小さく，主に TMR の実装による面積オーバヘッドが発

診断を行うことができる．

生する．また，ハードウェアで RM 実装するため，RM が

回路診断を行うための再構成の機能は，故障耐性を前提
とした TREC(Test-and-Reconfiguration Controller) と呼
ばれるマイクロコントローラが持っている．Roving STAR

単一障害点となってしまう．

3. 提案手法

は，TMR を行わず，回路診断によって故障を検出する手法

本章では，2 章で示した従来手法の問題点を改善するた

であるため，STAR によって検出，回復されるまで発生した

めの手法を示す．提案手法も，TMR と DPR を組み合わ

故障は認識されず，誤った値を出力し続けてしまう．その

せる点では従来の手法と変わらないが，実装を工夫するこ

ため，連続稼動性はない．故障の回復については，TREC

とによって従来手法の問題点を解決することができる．

を用いて回路を診断し，回復を行うことができるためハー
ドエラーに対してのみ耐故障性をもつ．また，TREC 自身
はは信頼性を前提とされており，単一障害点となっている．
面積オーバヘッドについては，ハードワイアード・ロ
ジックの再構成コントローラを必要とするため，通常用途

3.1 提案手法の概要
本節では，提案手法の構成について，2 章に挙げた従来
の手法との簡単な比較を行いながら，提案手法の概要を説
明する．

への利用は想定されておらず，高信頼用途時には STAR の

提案手法の特徴として

構成，およびハードウェアでの TREC を実装する分の面

• 細粒度で TMR,DPR を行うこと

積オーバヘッドが発生する．

• ハードウェア TMR やユーザ・ロジック再構成コント

2.3.4 TMR と DPR を用いる手法
[3] や [11] は，TMR と DPR を組み合わせ，故障時にも
正しい動作を継続することやハードエラーからの回復を行
なっている手法である．それぞれの手法について簡単に説
明する．[3] では,FPGA のチップレベルで三重化を行い，

ローラにより，通常用途時の面積オーバヘッドを削減
すること

• FPGA の性能や機能を落とさずに正しく稼働を続ける
こと
が挙げられる．

故障を検出することを提案している. この手法では，チッ

提案手法では，細粒度 TMR で精度よく故障箇所の検出

プ単位での TMR を行なっているため，どのチップに故障

を行い，DPR で回復を行うため，ソフトエラー, ファーム

が生じたかの判別はできるが, チップ内のどの箇所に故障

エラー, ハードエラーに対して耐故障性を持つことができ

が発生したか特定することはできない. そのためハードエ

る．また，再構成コントローラをユーザ・ロジックで実装

ラーが発生した場合には, 回路診断を用いて故障箇所の特

し，ハードワイアード・トリプル・ボータと組み合わせる

定を行うことを想定している．TMR を用いているため，

ことにより，ノンストップに故障回復を行えるようになり，

ソフトエラーやファームエラーには耐性があるが，ハード

ソフトエラー, ファームエラーけでなくハードエラーに対

ウェアの再構成コントローラを用いており，これが単一障

しても連続稼動性を持つことができる．また，同時に単一

害点となる．また，故障発生時には，回路診断を行うため，

障害点をなくすことができる．面積オーバヘッドについて

連続稼動性はない．

は，TMR をハードワイアード・トリプル・ボータで実装

[11] では，BLE レベルでの細粒度の TMR や DPR を行

し，再構成コントローラをユーザ・ロジックで実装するた

なっており，ソフト，ファーム，ハードエラーに対し耐故

め，通常用途時にはハードワイアード・トリプル・ボータ

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan
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分の十分小さい面積オーバヘッドに抑えることができる．
その一方で高信頼用途時には，TMR とユーザ・ロジック
再構成コントローラの実装により，面積オーバヘッドは大

BLE

BLE
BLE

が存在する．

Voter

Local Voter Network

提案手法の CLB を構成するにあたり，次のような過程

BLE

Global Interconnect

BLE

Local Interconnect

3.2 提案する FPGA の構成

Voter

Global Interconnect

きくなってしまう．

BLE

( 1 ) ハードワイアード・ロジックでの TMR の実装
( 2 ) ローカル・ボータ・ネットワークの省略

図 7 ハードワイアード・トリプル・ボータを組み込んだ CLB

( 3 ) triplet の構成また，ユーザ・ロジック再構成コント
5

ローラによる回復を想定するため

( 4 ) 提案手法での DPR，ICAP について考える必要がある．

4

3.2.1 ハードワイアード・ロジックでの TMR の実装
提案手法では,BLE 単位での TMR を行い, BLE にハー
ドワイヤードでの TMR を行った triplet 単位での DPR を

Relative Total Dose

本項では，これらについて順に説明する．
3

2

採用する．このため，CLB の構造が一般の FPGA と少々
異なるものとなる．細粒度で TMR を行った場合，従来の

N=3, B=2000, s/m=0.1
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N=6, B=2000, s/m=0.1
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1

ようにユーザ・ロジックでボータを実装すると面積オーバ
0

ヘッドが非常に大きくなってしまうことは 2.2.1 項で説明
したが，この問題は，ボータをハードワイアード・ロジック

3

3.5

4

4.5
Relative Area

5

5.5

6

図 8 CLB 内の BLE の個数による寿命の変化

で実装することで解決される．これはボータおよびエラー
検出回路が，ハードワイアード・ロジックで実装すると図

BLE の置き換えを行い，予備がなくなれば空きのある CLB

3 のようにわずか 6 つのゲートで実装することができるた

に TMR を構成する 3 つの BLE をまとめて再構成すると

めで，これにより，BLE 単位で TMR を行い，ボータを三

いうモデルで，障害発生までの時間を算出している．この

重化しても，面積オーバヘッドを十分小さく抑えることが

シミュレーションの結果を，図 8 に示す．

できる．実際，最近の FPGA でよく用いられている 6 入力

縦軸は正規分布に基づいて発生するハードエラーに対し

の LUT と比較してみると，6 入力の LUT が 64bit の分の

て置き換えによる回復を繰り返し，予備の領域がなくなり

SRAM セルと，入力値のデコーダに 126 個のパストランジ

障害が発生するまでの時間を，三重化する前の回路で障害

スタ，71 個のインバータを必要とするのに対し，ハードワ

が発生するまでの時間で正規化したものである. 横軸は，

イヤード・ボータは三重化してもわずか 6 ∗ 3 = 18 ゲート

評価対象とする回路が，三重化をせずに単一モジュールと

で済み，BLE の大きさに対し十分に小さい面積オーバヘッ

して実装した場合の何倍の BLE を有するかを示している．

ドで実装できると言える．

N が 3 の倍数でない場合には，CLB 内に多数決を行わな

3.2.2 ローカル・ボータ・ネットワークの省略

い回路が存在するため，三重化を行った直後の段階で, 既

BLE 単位で TMR を行い，ボータをハードワイアード・

に 3 倍以上の面積を消費している. また N=3 のモデルは,

ロジックで実装すると，CLB 中の BLE とハードワイアー

三重化された BLE に一つでもハードエラーが発生した場

ド・トリプル・ボータを結ぶための，ローカル・ボータ・

合, 必ず三個まとめて別の CLB に置き換えを行うという

ネットワークが必要となる．ハードワイアード・トリプ

モデルである. これは, 図 7 の多数決用インターコネクトを

ル・ボータを実装した CLB の構造を図 7 に示す．一般に，

省略したものと考えることができる. このモデルでは CLB

CLB 中には N 個の BLE と [N/3] 個のボータ ([N] は N を

内での置き換えを許さないため, 他のモデルに比べて耐故

超えない最大の整数) が存在する．

障性の面で不利である. しかし, 他のモデルに対して大き

これまでに行った研究による評価 [5] では，このような

く MTTF が低下しているわけではないことが図 8 から分

CLB のモデルに対して，CLB 内に含まれる BLE の個数

かる．このことから，本稿ではローカル・ボータ・ネット

を変化させ，予備の BLE の個数と MTTF との関係を知る

ワークを省略し，BLE の１つに故障が発生した場合につい

ためのシミュレーションを行なっている．このシミュレー

ては 3 つまとめて置き換えを行うこととする．

ションでは，ある BLE に故障が発生した場合，その BLE

3.2.3 triplet の構成

を含む CLB 内に予備の BLE が存在するうちは CLB 内で
ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan
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ハードワイアード・トリプル・ボータを直接接続した，図

問題となるのは，正しい値が書きこまれたことを確認する

3 つ組単位の構造ができる．この 3 つ組を triplet と呼び，

手段がないためである．(a) の手法では，ある triplet に故

DPR を行う際の置き換え単位とする．このように triplet

障が発生し置き換えを行うことになった時，故障が発生し

を構成すると，CLB 内にはいくつかの triplet(と，CLB 内

た triplet の出力を入力とする次段の triplet を用いて検証

の BLE の個数によって発生する余りの BLE) が存在するこ

を行うことが考えられる．つまり，故障箇所を含む triplet

とになる．この triplet を用いることにより，ノンストップ

からの２つの出力と，複製先の triplet からの１つの出力と

DPR が可能となる．その手法については，3.3 節に示す．

を比較し，次段の triplet 内のボータを用いて多数決を行

3.2.4 triplet 単位の DPR と分散 ICAP

い，エラーの有無によって同期の完了を判別する，という

提案手法の DPR

手法である．だが，この方法では次の２点のような場合に

提案手法では，BLE 単位での細粒度 TMR と triplet 単

は検証は正しく行えず，実際には同期が完了していないに

位での DPR を行うことを想定している．これは，故障回

も関わらず，同期が完了したとして故障の回復を完了して

復をノンストップで行うことを想定するため，2.1.2 項で

しまう可能性がある．

示した Xilinx の DPR のように，DPR の粒度が大きい場
合，細粒度 TMR により精度よく故障箇所を特定しても，

MTBF/MTTF の伸長には繋がらない．提案手法では BLE
単位での三重化を行うため，triplet 単位で DPR を行わな

• BLE 内の LUT は複数の入力を持つため，LUT の構
成や他の入力の値によっては，複製先の triplet からの
出力がマスクされてしまっている．

• LUT でエラーがマスクされていない場合でも，WE が

ければならない．

アサートされておらず，帰還ループの値が選択されて

分散 ICAP

いる．

DPR と同様に，ICAP についてもいくつか必要となる事

このため FF に正しい値を書きこむ手法では，FF の値が

項がある．提案手法においては，RM をユーザ・ロジック

本当に正しく同期されているのか検証を行うことが難しい

で実装することを想定しているため，ユーザ・ロジックか

状況が存在し，やはり FF の値の同期を検証するためのロ

らコンフィギュレーションメモリにアクセスできなければ

ジックが必要となってしまう．そこで，本稿では (b) の手

ならない．また，ICAP が単一障害点となることを防ぐた

法を採用し，検証を行うためにもう 1 つ triplet を用いる手

め，ICAP は分散して複数存在しており，ユーザ・ロジッ

法を提案する．さらに，検証用 triplet を，検証を行う際に

ク再構成コントローラが任意の ICAP を選択できるように

一時的に構成することで，検証に必要な追加ロジックを 0

する必要がある．このような ICAP を分散 ICAP と呼ぶ．

とすることができる．

3.3.2 検証用の triplet を用いた故障回復手順
3.3 故障回復の流れ
本節では，RM が故障を検知し，回復を行うまでの一連

FF の値の同期の完了を検証するため，提案手法では
triplet の置き換えを行う際に，複製先の triplet とは別に検

の流れを説明する．

証用の triplet 用いる．検証用の triplet は，置き換えを行

3.3.1 FF の値の同期

う際に，空いている triplet を用いて一時的に構成されるも

triplet 内に永久故障が発生した場合については，triplet
ごとまとめて置き換えを行い，故障からの回復を行う．

ので，1 入力 1 出力の LUT と，WE が常にアサートされて
いる FF をもつ BLE の３つ組から成る．

triplet の置き換えを行う際，triplet 内の BLE の構成によっ

図 9 に，検証用の triplet を用いて配線の切り替えを行

ては，WE がアサートされず，FF への書き込みが行われ

う様子を示す．検証用 triplet を用いて，故障の発生した

ない場合も考えられる．このような BLE を含む triplet の

triplet のうち，故障箇所を含まない 2 つの出力と，複製先

置き換えを行う際には，複製先の triplet を単に構成するだ

の triplet からの出力 1 つを検証用の triplet に接続し，検

けでは不十分で，FF の値の同期も正しく行う必要がある．

証用 triplet のボータを用いて FF が正しく同期されている

FF の値を同期するにあたり，単純に FF の値を複製元の

かを確認する．正しく同期が完了されていれば，ボータは

triplet から読み出し，複製先の triplet の FF に書き込むだ

エラーを出力しないため，続いて配線の切り替えを行えば

けでは，読み出しから書き込みまでの間に WE がアサート

よい．

されてしまい，値が食い違ってしまう可能性があるため，
次のような 2 種類の手法が考えられる．

(a) BLE に WE の監視を行うロジックを追加し，FF に正
しい値を書き込む

(b) FF の同期を確認するためのロジックを準備し，FF に
ランダムに値を書き込んで同期を行う．
本稿では，(b) の手法を採用する．それは，(a) の手法では
ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

この時，故障箇所を triplet で，ボータに故障が発生して
いなければ，切り替え元の配線と切り替え先の配線が同じ
値を保持していることが検証用の triplet によって確認さ
れる（ボータに故障がなければ，TMR により故障箇所を
含む triplet から出力される値は揃っている）．このため，
次段の triplet の入力対して，この 2 つの配線を同時に接続
しても誤動作を起こさない．その後，故障元の配線を切断
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本研究の一部は，JSTCREST「ディペンダブル VLSI シ
ステムの基盤技術」による．
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