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演算器アレイにおける冗長化オーバヘッドの少ない
高信頼化手法の提案
大谷 友哉1

Tanvir Ahmed1

姚 駿1

中島 康彦1

概要：我々は柔軟な故障耐性を持つ高信頼演算器アレイ型アクセラレータ EReLA を提案している. 本構成
の冗長実行では，従来の命令写像方式では利用されない演算器を有効利用することで，回路規模の増加を
防ぎつつ，冗長実行を可能としている．しかしながら，単純に空き演算器に冗長命令を複製し，演算を行
う場合，データ伝搬の為に必要となるパイプラインレジスタ（以降，伝搬レジスタと呼ぶ）が単純に 2 倍
程度必要となる．また，伝搬レジスタの増加がセレクタ回路の大規模化を招き，回路遅延も懸念されるた
め，冗長化オーバヘッドの少ない高信頼化手法が強く求められている．そこで，本稿では演算結果の一時
チェックを効率的に利用し，データパスを伝搬距離に応じて１つの共有パスにまとめ，伝搬レジスタを削
減することを提案している．画像処理ベンチマークプログラムを対象に各手法について評価した結果，伝
搬距離が 5 以上の場合，データパスをパスをマージすることで，効率的な伝搬レジスタ削減が可能になる
という知見を得た．

Reducing Redundancy Overhead in a High Dependable FU Array
Processor
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Abstract: We have previously proposed a high dependable FU array processor architecture named
EReLA(Explicit Redundancy Linear Array). With a full understanding of mapped data-ﬂow, EReLA only
adds data check operations at the output point of the data-path to reduce number of comparisons. However, this requires the duplicated data-paths use fully separate data-ﬂows, which accordingly doubles the
physical pipeline registers in the redundant executions. In this paper, we propose a method to temporally
and selectively add check instructions in the data-path to eﬀectively help merge the data-ﬂows. Our results
have indicated that merging data-ﬂows with more than 5 propagation hops achieves the best eﬃciencies
in reducing physical pipeline registers in image processing benchmarks. It can be expected that with this
method, we can eﬀectively reduce the ﬂip-ﬂop area and simply the selection circuits to shorten the critical
paths, which both contribute to the eﬀectiveness of the dependable processor.

1. はじめに

必要な最小電荷量のしきい値が減少することで，これまで
のプロセスルールで製作されたデバイスでは問題にならな

近年半導体製造技術の目覚しい発展により，今後ゲート

かった微弱な宇宙線などの影響によってビット反転が発生

長 10nm 以下の次々世代極低電力デバイスが製造可能に

する確率が増加し，回路の一時的誤動作である一時故障が

なっていくと予想される．これらはダウンサイジングによ

頻発することが予想される．そのため，次々世代極低電力

り，いずれも極めて微弱なエネルギー変化で情報を取り扱

デバイスによるコンピュータシステムを実現するために

うようになるため，耐故障性及び安定性に重大な懸念があ

は，アーキテクチャの観点からも低消費電力化の追求と耐

る．例えば，製造プロセスの微細化に伴ってビット反転に

故障性能すなわち高信頼化の追求を同時に行う必要があ
る．アーキテクチャの観点から高信頼化を図る手法として，
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クセラレータ (LAPP:Linear Array Pipeline Processor)[1]

ᩥᏐ㸸ᇶᮏ௧ࠉࠉᑠᩥᏐ㸸㛗௧

($*

をベースとし，その演算器アレイを命令冗長化に利用し，

/'㸸࣮ࣟࢻ௧ࠉࠉࠉ68%㸸ῶ⟬௧
(;㸸㏻ᖖ₇⟬௧%5&㸸ศᒱ௧

OG
/'VXE68%
OG
/'%5&
OG
/'H[(;
H[(;
H[(;
H[(;
VW
67%5&

故障に耐性を持つ高信頼演算器アレイ型アクセラレータ

㛗௧ࡢ⤖ᯝࡣᚋ⥆㛗௧ࡢࡳࡀ⏝ࡍࡿ
($*

(EReLA: Explicit Redundancy Linear Array)[2], [3], [4] が
提案されている．その中でもプログラムの制御に加え演
算結果を保証する level2 モードにおいては，多数の演算器
配列の空き演算器を利用することで DMR(Dual Modular

Redundancy) のように命令を二重化し，ストアされる際に
演算結果のチェックを行うことで，一時故障を検出・再実
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図 1 Level2 モデル

行により救済できる．EReLA の冗長実行では，高信頼化
されていない従来の命令写像方式では利用されない演算器

写像および再実行を独自アルゴリズムに従って規則的に繰

を有効利用することで，回路規模の増加を防いでいるが，

り返し，故障箇所を特定する Level3 モードが提供されて

冗長化を実現するための追加伝搬レジスタやセレクタ回路

いる．各高信頼化モードの詳しい説明は大上らの高信頼化

の大規模化によるオーバヘッドの大きさが問題となって

命令写像手法 [3] に示されているとおりである．ここでは，

いる．

本提案のベースラインとなる Level2 モードの概要とその

EReLA において，多数の伝搬レジスタが必要となるの

高信頼命令写像について述べる．

は，冗長命令と通常命令の 2 つの独立したデータフローが
必要となるからである．これらのデータパスを１つにまと

2.1 Level2 モード

めて共有することができれば，LAPP と同程度の伝搬レジ

Level2 モードは一時故障が起きた場合でも，演算結果

スタで動かすことができると考えられる．これが実現でき

を保証することができるため，一般的に使われやすい高信

ない原因の１つとして，EReLA の演算結果の比較は，省電

頼化モードである．映像配信などに代表される演算結果よ

力化のためデータパスの終端でしか行われないため，デー

りもリアルタイム性が重要視される，即ちエラーがおきて

タパスの途中において，演算結果を比較した正しいデータ

も，再実行にかける時間的余裕がない場合は Leve1 モード

をマージすることが困難であることが挙げられる．また，

を，そうでない一般的なカーネルの場合は Level2 を使う

演算結果をマージしデータパスを共有化する場合，1 本に

ことを想定している．Level2 モードは冗長化に必要なオー

まとめられたデータパスが信頼性のボトルネックとなって

バヘッドが大きく，これらのオーバヘッドを削減すること

しまうという問題がある．これは，マージしたパスの途中

が重要となるため，Level2 モードに焦点を当て説明する．

で故障が発生した場合，何のケアもできないからである．

図 1 に示すように，結果を出力しない分岐命令以外の全

そこで本稿では，データパスの途中で選択的にチェック

ての命令を 2 重化するモデルでアレイ実行を行い，最終演

命令を挿入し，エラーを検証することでデータパスのマー

算結果のみを比較することで，演算結果の故障検出を行う

ジを可能とし，共有化したパスの高信頼化のために，パリ

モードである．EReLA において実行の最終演算結果はア

ティチェック回路を追加し，データ伝搬を保証することで，

クセラレータ末尾のストアバッファに集約されるため，最

演算の途中でデータパスを 1 本化し，伝搬レジスタを削減

終段のストアバッファに二値比較機構を追加することで，

することを提案する．また，伝搬距離に応じて，データパ

基本命令フロー，冗長命令フローそれぞれの最終演算結果

ス共有化によるチェック命令の増加と，伝搬に必要なハー

比較を実現している．ストアバッファで故障が検出された

ドウェア削減のトレードオフを調査する．

場合，演算結果を破棄し，再実行が容易であるというアク

以降，2 章において，高信頼演算器アレイ型アクセラレー
タ EReLA の概要及び，高信頼化命令写像手法について述

セラレータの特徴を活かし，当該ループイタレーションを
再実行することで，正しい結果を得ることできる．

べる．3 章ではオーバヘッドの少ない高信頼化手法につい
て述べる．4 章で本手法を評価し，5 章をもって本稿のむ
すびとする．

2. EReLA

2.2 Level2 命令写像例
Level2 命令写像の例について伝搬レジスタ，セレクタな
どのデータパス構成の一例を図 2 に示す．同図の (a)，(b)
及び (c) はそれぞれサンプルコード，アセンブリコード，

EReLA では，信頼度の異なる 3 つの高信頼化モードが切

冗長コードの例を示している．このように冗長命令と，通

り替え可能となっており，プログラムの制御に関わる，条

常命令のデータパスを分離するために，冗長命令で利用す

件分岐命令及びループカウンタ更新のみを保証する Level1

るデータは通常のレジスタ番号に 32 を足して，リネーミ

モード，一時故障に対して，プログラムの制御に加え，演

ングを行い冗長命令用のレジスタとする．

算結果も保証する Level2 モード，固定故障に対して，命令
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図中の伝搬レジスタ (e) は各段に 18 本用意されており，
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図 2

データパスを含む Level2 命令写像の例

演算器の入力レジスタと兼用しつつ，下段へのデータ伝搬
用のレジスタとして使われている．演算器及び伝搬レジス
タへのデータパスは入力レジスタ 18 本，及び前段の出力
レジスタ 5 本のいずれかの信号線を選択するセレクタ回路

gr39

(f) を利用してデータパスを構築している。

gr39

gr7

gr7,gr39が次に使
われるまで伝搬し gr39
続ける。

gr7

よって，単純に演算結果を共有することで，冗長化のオー

gr7
マージ

伝搬

gr7のみ伝搬
伝搬

バヘッドとなる伝搬レジスタを減らそうと考えた場合，伝
搬レジスタやセレクタ回路が故障した場合，データパスが
冗長化されていないため，故障を検出することができず，
信頼性を損ねてしまう．3 章ではこの問題を解決しつつ，

図 3

冗長化オーバヘッドを減らす手法を提案する．

3. オーバヘッドの少ない高信頼化手法
本章では，2.2 節で説明した高信頼写像手法における通
常実行状態，すなわち Level2 命令マッピングに基づいた
冗長化オーバヘッド削減手法について述べる．単純に従来

VLIW 命令列に含まれる全命令列を冗長化すると，冗長命
令・基本命令の両方のデータパスにおいて伝搬レジスタが
必要となり，アレイ・パイプライン１段あたりに必要な伝
搬レジスタ数が増大してしまい，回路全体のオーバヘッド
が大きくなってしまう．
そこで本稿では，図 3 に示すように伝搬距離に応じて，

データパス共有化のイメージ

する．

3.1 データパスのマージ
冗長命令と基本命令のデータパスをマージするときは，
伝播経路の段数があるしきい値以上となった場合である．
この伝播距離を今後 dist と呼ぶ．Level2 モードでは，図 1
に示すようにアクセラレータの末尾であるストアバッファ
において演算結果の比較を行なっていたが，これに加え，
図 3 のような冗長命令と基本命令の演算結果が等しいか検
証するチェック命令を挿入することで，データパスを共有
化する準備を整える．

冗長命令・基本命令のデータパスをマージすることで，デー
タ伝搬に必要な伝搬レジスタ数を削減すること及び，ベー
スアドレス計算に用いられる伝搬レジスタの削減を提案
する．データパスを１つにマージした際の信頼性について
は，マージ時にパリティ生成を行うとともに別経路でパリ
ティを伝搬しつづけ，再利用時にパリティチェックを行う
ことで，データパス独立の場合と変わらない信頼性を確保
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3.2 データパスの共有化
ここでは，EReLA の命令写像を用いて，データパスを
共有化する手法を提案する．
我々の提案しているアクセラレータの命令写像機構に
は，アクセラレータに命令を写像するアレイ設定モードが
用意されており，アレイ各段は演算器・入出力レジスタ割
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数を決めることとする．
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マッピングフローチャート

加した 6 ビットの伝播レジスタ及びデータセレクタが各段
に必要となる．これらのパリティビット伝播用のパイプラ
インレジスタ及びデータセレクタについては，EReLA の
伝播レジスタ及びデータセレクタの形を踏襲することとし
た．高々 6 ビットのレジスタであること，また各アレイ段
で必要となるパリティ伝播レジスタは，違う種類のデータ

り当て表に自らの命令に関する状態を書き込んでいく．伝

パスが同じアレイ段でデータパスを共有化され続けている

播レジスタを割り当てに利用するために，各アレイ段に伝

場合複数個必要となるが，それほど数が大きくならないこ

播不要（prop skp）表が用意されている．これは自分自身

とが予想される．各段に最大何本必要となるか次章で評価

の段までレジスタが伝搬してきて，確保されている場合，

を行う．

１がたっており，まだ確保されていない場合，0 となって

3.3.2 パリティ回路の信頼化

いる．伝搬不要表の詳しい更新方法については吉村らの命

アレイ実行中において，同時に複数箇所の一時故障が起

令マッピング [1] を参照されたし．ここでは紙面の都合上

きないと仮定すると，データパスを共有化した場合に問題

説明を省く．

となりうるのはパリティ生成器の一時故障，レジスタ／パ

パリティ伝播レジスタの伝播に関しては，既に開発され

リティデータの伝播データパスでの一時故障及び，パリ

ている伝播レジスタ回路規模を 6bit に縮小した機構を追

ティチェッカの一時故障の 3 点である．しかしながら，伝

加回路として実装すれば良い．伝播距離 dist と，伝播不要

播データパス及びパリティ生成器のどちらか１つに一時

表を用いて動的に共有できる伝播レジスタを確保すること

故障が発生したとしても，データの再利用を行う前にパリ

が可能であれば，図 4 に示すフローチャートにしたがっ

ティチェッカによってチェックを行うことで，エラーの

てマッピング．伝播レジスタの確保を行えばよい．また，

検出が可能である．従って，パリティ生成回路及びレジス

CHK 命令をハードウェアで挿入する手法は Level3 モード

タ／パリティデータの伝播データパスについては特別な

の為に用意されているため，その機能を利用できる．CHK

高信頼化を行わない．ここで，重要となるのは，パリティ

命令挿入のフラグが立っている場合，次段において優先的

チェッカの信頼性であるが，内部の XOR 回路に高信頼セ

に CHK 命令を挿入するような構成となっている．

ル [5] を使うことによって簡単に信頼性を上げることが可

例として伝播距離 dist=4 の場合の命令写像モデルにつ

能であると考えられるため，本論文では，詳しくは説明し

いて図 5 に示す．図中で太線で示されている部分がデータ

ない．高信頼セルは，故障しにくく，故障検出機能をセル

パスが共有化された箇所である．このように EAG，ALU

内に埋め込めるため，故障を検出可能であるという特徴を

の出力結果が，dist 段以上伝播した場合データパスを共有

持つため，高信頼セルを用いたパリティチェッカでは，自

化し対象となるアレイ段中での伝播レジスタを削減するこ

分自身のエラー検出が可能となる．

とが可能となる．また，演算器からの出力レジスタは直接
次段のセレクタ回路に繋がっているため，CHK 命令の演
算結果も伝播レジスタ削減の為に利用している．

3.4 アドレス計算のベースアドレスのみに使われる伝播
経路の削減
ストアのベースアドレス計算に代表されるような，デー

3.3 パリティ回路およびパリティ伝播レジスタ

タがレジスタファイルから伝播し続け，そのデータが入力

パリティ生成・パリティチェック回路は，図 3，図 5，に

としてしか使われず，その段以外で更新もされない場合に

示すように各アレイ段に配置する．図中のパリティ回路は

ついて考える．ストア命令はプログラム中の終盤にあるこ

紙面の都合上各段に１つずつ配置されているかのように記

とが多く，伝播経路は自ずと長くなりがちであり，必要伝

述したが，同一のアレイ段で最大で２つの演算結果を共有

播レジスタ数を増やしてしまう要因となっていることが多

化する場合があるため，実際にはパリティ生成器は２つ配

い．この場合，他のアレイ・ステージへの影響が無く即値

置される必要がある．パリティチェック回路は共有化して

と似た扱いで利用されるため，わざわざ伝播経路を確保せ

いたデータパスを冗長命令と基本命令の独立したデータパ

ずとも命令写像時にレジスタ値を即値として写像すること

スに復元する際に必要となる．共有化パスが複数独立パス

で，同等の働きを得ることができる．

に復元される場合があるため，こちらも複数個配置されな
ければならない．これは対象プログラムや，dist によって
必要数が変わってくるため，次章の評価に基づいて，配置
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4. 提案手法の評価および考察
本章では，3 章で提案したデータ伝播に関わるハードウェ
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(c) 伝搬距離dist≧4の場合データパスを共有化するマップ

データパスのマージ

ア削減手法を画像処理ベンチマークプログラムに適用した

おり，(b)(c) は伝播距離 dist による必要伝播レジスタ数，

ときの伝播レジスタの削減数及び，必要となる追加回路を

必要パリティ伝播レジスタ数の変化を表している．まず，

見積もる．その結果より，データパスのマージを行わない

必要伝播レジスタ削減に注目すると，やはり unsharp や

ベースラインと，マージを行った場合のベンチマークごと

hokan1 といった命令密度の高いプログラムにおいて，伝

の特徴を考察し，本手法が伝播レジスタ数及び，セレクタ

播レジスタ削減の効果が出ている．更に dist が 5 以下の場

などのオーバヘッドの削減に寄与できるかを検討する．

合，いずれのベンチマークにおいても必要伝播レジスタ数

４つの画像処理フィルタプログラムのアセンブリコード

が従来手法の 18 から 14 に削減できているため，各段にお

を手動で Level2 案に基づいてマッピングし，その後しきい

いて 32bit の伝播レジスタを 4 つ削減し，更に入力レジス

値である dist を２〜６まで変化させながら，各アレイ段で

タへのセレクタ回路を 18-1mux から 14-1mux に抑えるこ

必要となる伝播レジスタ数の最大値である必要伝播レジス

とができる．

タ数，必要なパリティ生成回路，パリティチェッカ数，パリ

18-1mux と 14-1mux に置き換えた場合の回路規模を，

ティ伝播用のレジスタ数を見積もった．評価用プログラム

NAND ゲート換算したゲート数を用いて評価を行った．回

としては，SAD 計算 (hokan1，命令密度 39%)，SAD 最小

路規模は HDL 記述を 180nm，1.8V テクノロジ，100Mhz

位置探索 (hakan2，命令密度 42%)，補完画像生成 (hokan3，

制約において Design Compiler によって論理合成し，得ら

命令密度 34%) の 3 つから成るフレーム補間プログラムお

れた cell area をゲート数に換算した．

よび画像鮮鋭化 (unsharp，命令密度 42%) を用いた．
データパスを伝播距離 dist に応じて１つにまとめた場

セレクタを 14-1mux に変更した場合，アレイ１段あたり
の回路規模の差を計算すると 3082[gate] となった．また，

合の各ベンチマークプログラムの見積り結果を図 6 に示

伝播レジスタを 4 つ削減することで，併せて 3570[gate] の

す．これは 3.4 節の削減手法も含んだ結果である．図 6(a)

回路規模を削減できることが分かった．

は各プログラムにおける必要伝播レジスタ削減数を表して
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次に追加回路規模について述べる．dist=5 の場合の必
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削減については，マップ機構に多少の追加回路は必要にな

20

るものの，RF からストアアドレス計算までの伝播経路を
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提案手法の評価結果

24650020 および若手研究 (B) 課題番号 23700060）および
表 1 回路規模見積り
ユニット名
ユニット個数
回路規模 [gate]

JST-ASTEP 捜索タイプ（課題番号 AS232Z02313A）によ
る．本研究は東京大学大規模集積システム設計教育研究セ

18-1mux

18

424

ンターを通し，シノプシス株式会社および日本ケイデンス

14-1mux

14

325

社の協力で行われたものである．
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