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ユーザ機能の実装に適した SoC プラットフォーム Redefis の一実施例である，プロセッサ Vulcan について

紹介し，さらに Vulcan 上へのアプリケーション実装例について紹介する．Vulcan は再構成可能なデータパスを持った
プロセッサであり，アプリケーションに特化した命令を実行することで柔軟性と高性能化を両立させることができる．
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Abstract Vulcan is an example of a novel SoC design platforms “Redefis”. This paper describes Vulcan architecture and the implementation of two applications on Vulcan. Vulcan realize flexibility and high performance by
execution of application specific instruction.
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1. は じ め に

タイムのさらなる短縮といった要求を生み出すなど，SoC 設計
者にかかる負担はますます増加している．

System On a Chip(SoC) とは，マイクロプロセッサ，ビデ

筆者らは，命令セット再定義可能プロセッサ「Redefis」を提

オチップ，メモリなどの複数の機能が 1 チップに集積されたも

案し，Redefis の開発を行っている．命令セット再定義可能と

のである．SoC は，同等の機能を持つ複数チップによるシステ

は，プロセッサの命令セットが設計者によって，何度でも定義

ムと比べて，実装に必要な面積が小さく消費電力も抑えられる

することができるということをいう．ここで，カスタム・ロジッ

といった特徴を持ち，組み込み機器で多く用いられている．し

クとは，システムを構成する各種機能のうち，汎用プロセッサ

かし，半導体の集積度の向上や回路の大規模化に伴い SoC の

上では性能上の理由で実現しない，あるいは実現できない機能

設計コストは増大する一方であり，また，近年の液晶テレビ，

のことである．カスタム・ロジックの例としては，MPEG4 に

DVD レコーダー，デジタルカメラなどデジタル家電の急速な

おける離散コサイン変換や動き予測といったものが挙げられる．

普及は規格の変更による頻繁な仕様の変更やターンアラウンド

Redefis は，SoC 上でカスタム・ロジックを実装する際のプ
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ラットフォームを提供することを目的としている．ここで，プ
ラット・フォームとは，異なるカスタム・ロジックを実現する
ために利用可能な，実現するカスタム・ロジックの違いによら

Controller

Stack

IndexRegister

Configuration
Memory

ない共通の土台を言う．筆者らは，プラットフォームを与える
ことによって，ゼロからハードウェアを新規設計する場合より
も設計期間を短縮できる可能性があると考えている．また，ア
プリケーションに応じて命令セットを再定義可能であるので，

Reconfigurable
Data Path

Memory

製品出荷後の仕様変更に際してもハードウェアをゼロから新規
設計する必要がないというメリットも考えられる．
また，Redefis では設計期間を短縮させるとともに，プロセッ
サとしての性能，面積，消費電力などについても検討を行って

Register Files

いくことが非常に重要である．本報告では，Redefis の一実施
例であるデバイス Vulcan 上にアプリケーションを実装し，評

図 1 Vulcan のアーキテクチャ概観

価を行う．
本稿では，2 章で Redefis の概要を述べ，3 章で Redefis の一
実施例 Vulcan を紹介する．4 章で Vulcan 上へのアプリケー
ション実装例を紹介，5 章で評価について説明し，6 章でまと
める．

2. 命令セット再定義可能プロセッサ「Redefis」
2. 1 Redefis とは
Redefis とは，実装すべきカスタム・ロジックに応じて命令
セットを再定義可能としたプロセッサである．Redefis は，SoC
上にカスタム・ロジックを実装する際のプラットフォームを提
供することによる設計期間の短縮を目指しているが，Redefis
上への設計が困難なものであると，逆に設計期間が増大してし
まう可能性がある．そのため筆者らが開発している Redefis で
は，C 言語から Redefis を生成するツールも開発している．

Redefis を用いることによって得られる効果としては以下の
2 点が考えられる．
•

SoC 上にカスタム・ロジックを実装する際のプラット

フォームを提供することで，SoC の設計期間を短縮できる．

•

アプリケーション・プログラムによって命令セットを再

定義できるので，アプリケーション・プログラムに特化した命
令セットを設定すれば，汎用プロセッサよりも高性能を実現で
きる．
第一項について，Redefis では SoC 上にカスタム・ロジック
を実装する際に，プロセッサでアプリケーション・プログラム
を実行するので，専用ハードウェアをレジスタ転送レベルで記
述して新規設計する手法に比べると，ソフトウェアで実現する

あるので，アプリケーション・プログラムに特化した命令セッ
トを設定することができれば，汎用のプロセッサよりも高性能
なプロセッサを実現できる可能性があると考えられる．

Redefis では命令セットを再定義可能にするためにプロセッ
サ部分が再構成可能である必要がある．しかし，現在 Redefis
の要件を満たすようなプロセッサは考えられていない．そこで，
筆者らは再構成可能なプロセッサ，Vulcan を Redefis の一実施
例として開発を行っている．

3. Vulcan
3. 1 Vulcan の概要
Vulcan は再構成可能なデータパスを持ち，順序制御をプロ
グラムで行うプロセッサと見なせ，Redefis の一実施例である
と言える．

Vulcan は 1 ステップ毎にコンフィギュレーション・データ
の再設定を行いながらアプリケーションを実行する．ここでス
テップとは，コンフィギュレーション・データの設定と演算の
実行を合わせた，一命令の実行にかかる期間のことをいう．ま
た，一命令を実行するための再構成可能なデータパスの構成情
報をコンフィギュレーション・データと呼び，Vulcna が保持す
る命令をカスタム命令と呼ぶ．Vulcan が保持できる命令数は

128 個までである．以下，Vulcan のアーキテクチャと実行フ
ローについて述べる．

3. 2 Vulcan のアーキテクチャ
図 1 に Vulcan のアーキテクチャの概観を示す．Vulcan は

手法に近いと言え，カスタム・ロジックの実装に要する期間を

コントローラ，メモリ，コンフィギュレーション・メモリ，レ

短縮できる可能性があると考えられる．しかし，この項目につ

ジスタファイル，リコンフィギュラブル・データパス (RDP:

いては Redefis 上にアプリケーションを実装するためのツール

Reconfigurable Data Path) からなっている．各ユニットの機

の性能による部分が大きい．

能は以下のとおりである．

第二項について，汎用のプロセッサよるカスタム・ロジックの

•

コントローラ:

実装では，ソフトウェアを記述すればよいため設計期間はハー

コンフィギュレーション・データのロード，メモリ内のデータ

ドウェアの新規設計よりも短いと考えられる．しかし，汎用性

のロードなどシステム全体の実行管理を行う．内部に 22bit の

を生かすためにプロセッサでは一命令で実行できる命令の機能

インデックス・レジスタを 7 本備えており，インデックス・レ

が単純なものであるので，複雑な処理を行う場合に十分な性能

ジスタ内の値を用いてメモリにアクセスすることが可能である．

が得られない場合が多い．Redefis は命令の機能を変更可能で

また，インデックス・レジスタ内の値を格納するスタックと接
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ギュレーション・データが格納されているコンフィギュレーショ
ン・メモリのアドレスと演算に用いるレジスタを指定する．

図 3 RDP 部概観

インデックス・レジスタ内の値を操作する命令の場合は，操
作内容と操作に用いるインデックス・レジスタを指定する．ま

ション・メモリのアドレスから適切なコンフィギュレーション・

た，ImData 欄にメモリアドレスを指定し，メモリとインデッ

データを読み出し RDP 部にロードする．RDP 部は，コンフィ

クス・レジスタ間のデータのやり取りに用いることができる．

ギュレーションが確定すると入力データに対して処理を行う．

Flow Code 欄では，プログラムの実行順序制御を指定するこ

各 PE で実行された演算結果は VL に出力されるとともにレジ

とができる．Flow Pram 欄では分岐条件の指定を行い，RDP 部

スタに書き込むことができ，中間結果として別のファンクショ

での演算結果を用いて分岐ことも可能である．Dt Adr，Rel Adr

ンにデータを引き渡して使うことができる．レジスタを用いる

欄には相対アドレスの指定に用いる．

ことで大きな処理を複数ファンクションに分割して実行する．

Work Rate では，RDP 部での処理を行う際のクロック・サ

インデックス・レジスタ内の値を用いる場合は，演算回路が

イクル数を処理内容によって，1，2，4，8 クロック・サイクル

用意されているので，プログラム中に指定された操作を演算回

に指定できる．

路で行い，次の命令に遷移する．

•

コンフィギュレーション・メモリ:

コンフィギュレーション・データを格納するメモリ．カスタム
命令のコンフィギュレーションを 128 個まで保持できる．

•

レジスタファイル:

後述する RDP 部の各 PE での演算結果を保存し，異なるファ
ンクションに引き渡すことが出来る．1 ワード 256bit 幅である．
レジスタファイルは RDP 部の PE に接続されており，データ
が出力される PE の位置によって格納されるレジスタファイル
中の bit 位置が決定される．

•

リコンギュラブル・データパス:

図 3 に RDP 部の構成を示す．RDP 部には Programmable El-

ement(PE) が 16 行 8 列で配置されている．PE は 6 入力 2 出
力であり，入力に対して任意の論理関数を割り当てることがで
きる．各 PE 間は，Vertical Line(VL) と Horizontal Line(HL)
で接続されている．VL が一列の各 PE に接続しており、各 VL
は HL で接続されている．VL から HL，あるいは HL から VL

図 4 Vulcan ハードウェアエミュレーション・ボード写真

への信号の受け渡しはスイッチ部が制御している．VL は 64bit
幅で 8 本，HL は 64bit 幅で 7 本である．また，メモリから

RDP 部へは一度に 64bit のデータをロードすることができる．
3. 3 実行フロー
Vulcan では，まずコントローラがメモリからプログラムを
読み出し，RDP 部を用いる命令か，インデックス・レジスタ
内の値のみを操作する命令か判断する．RDP 部を用いる場合，
コントローラがプログラム中に指定されたコンフィギュレー

4. Vulcan 上へのアプリケーションの実装
Vulcan の性能評価を行うため Vulcan 上にアプリケーション
を実装した．実装アプリケーションとしては，DES 暗号化，お
よび JPEG 符号化を採用した．
なお，今回の評価では，アプリケーションを Vulcan エミュ
レーション・ボード (図 4) 上に実装した．Vulcan エミュレー
ション・ボード上には，Xilinx の FPGA，XC2V8000 が 2 つ搭

—3—

載されており，Vulcan の機能を実現している．Vulcan エミュ

分に作る必要があり，設計する回路規模を縮小するためである．

レーション・ボードは PCI インタフェースに装着し，使用する

最後に初期転置の逆の転置を行い，暗号文 64bit をメモリに出

ことができる．また，アプリケーションの実装には，VHDL で

力する．

各 PE の機能と PE 間の接続を記述することのできる Vulcan
用配置配線ツール，および Vulcan の命令を記述する Vulcan 用
アセンブラを使用した．
以下，各アプリケーションの概要と Vulcan エミュレーショ
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ン・ボード上への実装について述べる．
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図 6 Vulcan 上での DES 暗号化処理
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表 1 DES 暗号化処理のカスタム命令
カスタム命令 内容

0

鍵の読み込みと鍵生成部の転置

1

平文の読み込みと初期転置

2

鍵生成部の 1bit 左循環シフト

4. 1 DES 暗号化

3

鍵生成部の 2bit 左循環シフト

Data Encryption Standard (DES) [1] は米国商務省標準化

4

鍵生成部の縮約転置と F 関数，および排他的論理和

5

逆初期転置，および出力

図 5 DES 暗号化処理

局 (U.S.National Institute of Standards and Technology) で
標準化されている暗号規格である．暗号化と復号化に同じ鍵を
使用する共通鍵暗号で，64bit の平文と 56bit の鍵を入力する

4. 2 JPEG 符号化

ことによって，暗号文 64bit を出力する．

JPEG [2] は静止画像の圧縮，伸長の規格である．JPEG 符

DES の暗号化処理では，まず 64bit のビット列を入力し，そ
れを転置表を元に初期転置を行う．転置したビット列を 32bit

号化処理は，以下の 3 つに大別される．
（ 1 ） 2 次 元 離 散 コ サ イ ン 変 換 (DCT: Discrete Cosine

ずつに分割する．分割したビット列をそれぞれ鍵と暗号化関数

Transform)

F で暗号化する．鍵は入力した 56bit 鍵から生成された 48bit

画像データを周波数成分に分解する．なお，DCT を行った後の

のラウンド鍵を使用する．この処理を 16 回行い，作成した左

データで，最左上のデータを DC 係数，その他のデータを AC

右ビット列を結合して最終転置を行いその結果が暗号文として

係数と呼ぶ．

出力される．図 5 に DES 暗号化処理のフローチャートを示す．

Vulcan 上での DES 暗号化処理の流れを図 6 に，各カスタム
命令の番号と各命令の処理内容を表 1 に示す．Vulcan 上での

（ 2 ） 量子化
量子化テーブルを用いて DCT 係数データを量子化する
（ 3 ） エントロピー符号化

DES 暗号化処理には，カスタム命令，6 命令を必要とした．以

量子化された DCT 係数データを可変長符号を用いてエントロ

下，Vulcan 上での DES 暗号化処理の流れを説明する．

ピー符号化する

まず命令 0 で鍵 56bit をメモリから RDP 部に入力し同時に

図 7 に Vulcan 上での JPEG 符号化処理の流れを示す．今回

転置を行う．同様に命令 1 で平文 64bit を入力し，同時に初期

実装した Vulcan 上での JPEG 符号化処理では，入力はすでに

転置を行う．次にラウンド回数によって，命令 2，あるいは命

ブロックに分割された YCbCr 画像データである．画像データ

令 3 で鍵の循環シフトを行う．命令 4 では鍵の縮約転置および

を Vulcan 内部のメモリに取り込み，DCT，量子化，ハフマン

暗号化 F 関数を一命令で行う．各命令間のデータの授受は全て

符号化を行う．

レジスタを介して行っている．このラウンドを 16 回繰り返す．

Vulcan 上での JPEG 符号化処理では，まず，入力 YCbCr

図 6 では繰り返しが条件分岐処理になっているが，今回の実装

画像データの 1 成分の 8 画素をメモリから読込み，1 次元の

では繰り返しは展開して逐次処理を行っている．これは，条件

DCT を行う．1 次元 DCT はバタフライ演算を用いて高速に処

分岐処理で実行するにはラウンド数を判定するための回路を余

理されている．1 次元 DCT は Y 成分を 2 回，Cb，Cr 成分を
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置処理が一命令で可能である．
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HDCTデータ読込(8画素)
VDCT

32ビットデータ確保

Yes

No

メモリ書込

No

とができるので，データ依存関係のある複数の処理を合成し，

4ブロック終了

No

Yes

メモリ書込

全ブロック終了

メモリ書込

No

Yes

4ブロック終了

表 2 DES 暗号化処理の性能
プロセッサ 動作周波数 スループット

Vulcan

6.25MHz

570KB/sec

Pentium4

2.4GHz

150KB/sec

レーション・ボード上，および Pentium4 で JPEG 符号化処理

Yes
No

70 サイクルであった．

表 3 に 800 × 600 画素の画像データに対して，Vulcan エミュ

4ブロック終了

Yes

量子化

おいて，平文 64bit の暗号化に要したクロック・サイクル数は

1ブロック終了

Yes
No

VDCTデータ読込(1ブロック)

削減することが可能である．Vulcan 上での DES 暗号化処理に

を行った際の動作周波数と実行時間を示す．Pentium4 上への

JPEG 符号化処理は，C 言語で Vulcan 上に実装したものと同
様のアルゴリズムを記述したものをコンパイルすることによっ
て行った．画像データは Vulcan エミュレーション・ボードを

図 7 Vulcan 上での JPEG 符号化処理

装着した PC から PCI インタフェースを通して Vulcan エミュ
レーション・ボードに送信した．計測時間には，両者とも入力

各 1 回ずつ 4 ブロック行う．1 次元 DCT を行ったデータに対

画像データの送信時間は含まれていない．表 3 より，Vulcan 上

して同様の 1 次元 DCT を行うことで 2 次元 DCT 処理を行っ

での JPEG 符号化処理は，Pentium4 での JPEG 符号化処理

ている．次に，量子化テーブルを用いて各成分毎に量子化を行

よりも 261 倍低速であった．これは，Vulcan の算術演算処理

う．最後に DC，AC 成分毎にハフマン符号化を行う．この処

能力が十分ではなかったことと，RDP 部とレジスタ間の接続

理を全ブロックが終了するまで繰り返す．

の制約によるものである．

5. 評

価

表 3 JPEG 符号化処理の性能
プロセッサ 動作周波数

表 2 に Vulcan エミュレーション・ボード上で DES 暗号化
処理を行った際の動作周波数とスループットを示す．今回実装

実行時間

Vulcan

625KHz

125.37sec

Pentium4

2.4GHz

0.48sec

した Vulcan 上での DES 暗号化処理の動作周波数は 6.25MHz
であった．これは，現在 Vulcan は FPGA 上で実現されてお

JPEG 符号化では 2 次元 DCT および，量子化を行うので乗

り，RDP 部のスイッチの遅延が Vulcan の動作周波数に大き

算が頻発する．しかし，Vulcan 上では，12bit×10bit の乗算器

く影響を与えているからである．なお，FPGA の動作周波数

の実現に PE128 個中 120 個を使用しなければならない．この

は 50MHz である．また，比較対称として Intel Pentium4 上で

ため，12bit×10bit の乗算のみの処理で一命令を消費してしま

DES 暗号化処理を行った際の結果も表 2 に示す．Pentium4 上

い，Vulcan の並列性が十分に生かせない．さらに，Vulcan の

への DES 暗号化処理の実装は，C 言語によって DES 暗号化処

動作周波数は，一命令中の演算回路のクリティカル・パスに影

理の仕様を忠実に記述したものをコンパイルすることによって

響されるため，PE を大量に使うことによって動作周波数に大

行った．コンパイルオプションには-O2 を用いた．

きく影響しているとも考えられる．また，命令のソース・オペ

表 2 より，Vulcan 上での DES 暗号化処理は，Pentium4 上

ランド数が 1 で，かつレジスタに接続している PE の配置位

での DES 暗号化処理よりも 3.8 倍高い性能を示した．これは，

置によって，データがレジスタに格納される際の bit 位置が決

Vulcan の再構成要素である PE が入力に対して 1bit 単位で任

まってしまうため，レジスタ間でデータのコピーのみを行う命

意の論理関数を割り当てることが可能であるという特徴を DES

令が頻発する結果となった．

暗号化処理に生かすことができたためである．

DES 暗号化処理では，1bit 単位での転置や換字を繰り返す．
Pentium4 などの 32bit マイクロプロセッサでは，1bit 単位で
処理を行う際には 1bit を取り出す処理が必要となる．Vulcan
の再構成要素である PE は 1bit 単位の転置処理では，データを

これらの問題を解決するためには，あらかじめ演算器を保持
する，命令のソース・オペランド数を増やす，遅延を詳細に考
慮して配線を行うなどの方策が考えられる．
また，Vulcan は今後チップ試作を予定しており，ASIC 化に
よって動作周波数の向上も予想される．

レジスタから RDP 部に取り込み，指定の bit 位置に移動させ
て再びレジスタに格納する．これによって，大量のデータの転
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6. お わ り に
本報告では，命令セット再定義可能プロセッサ「Redefis」の
一実施例である，プロセッサ Vulcan について紹介し，さらに

Vulcan 上へのアプリケーション実装例を紹介し結果について
考察を行った．

Vulcan 上へのアプリケーション実装例においては，DES 暗
号化処理など処理の規模が Vulcan に適しているアプリケーショ
ンについては商用プロセッサに対しても高い性能を示したが，

JPEG 符号化のように乗算のような大規模な算術演算が頻発す
るようなアプリケーションについては，商用プロセッサよりも
処理能力が落ちるという結果となった．
今後は Vulcan アーキテクチャの改善を行うとともに，Vulcan
に適したアプリケーション・ドメインの調査も重要となる．
謝辞 本研究の一部は，平成 14–18 年度文部科学省知的クラ
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