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あらまし マルチポートメモリを現実的なチップ面積で実現する方法として相互結合網と複数のバンクメモリ
を用いるバンク型マルチポートメモリがある．バンク型マルチポートメモリでは同一バンクに対するアクセス衝
突によるランダムアクセスバンド幅の低下を防ぐため，ポート数に比べてバンクメモリの数を多く設定する必要
がある．ところがメモリ容量が少ないオンチップシステムへの応用を考えた場合，相互結合網部分のチップ面積
がメモリセル部分のチップ面積と比較して相対的に大きくなる危険性がある．そこで，このような問題を解決す
る一つの方法として，バンク型マルチポートメモリの相互結合網を階層構造化してチップ面積の削減を図る方法
が考えられる．しかしながら使用する相互結合網の組合せによるバンク型マルチポートメモリのハードウェア量
とアクセスバンド幅との関係が明確になっていない．また単純に階層構造化をすると上位階層と下位階層間のア
クセスバンド幅が低下する問題がある．そこで本論文ではこの問題を改善したバンク型マルチポートメモリの構
成の提案，及び，階層構造化する相互結合網としてクロスバと閉そく網を用いた場合のバンク型マルチポートメ
モリのモデル化を行い，ランダムアクセスに対するメモリアクセスバンド幅とトランジスタ数，及び，チップ面
積の評価をした．その結果，閉そく網である EBSF とクロスバを用いて階層構造化する方法がバンド幅に対する
面積効率が高いことが分かり，同一のランダムアクセスバンド幅の場合，従来のバンク型マルチポートメモリと
比較してチップ面積を約 15〜20%小さくできることが分かった．
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半導体製造技術の向上により，一つのチップ上に複

量を確保するためにはアクセスバンド幅の高いメモリ

数のプロセッサや DSP を搭載したオンチップシステ

が必要である．また，オンチップシステムではハード

ムの開発が盛んになっている．このようなオンチップ

ウェア量を削減して単位チップ面積当りのスループッ

システムにおいて高いスループットを引き出すために

トを向上することも重要である．そこで，この要求を

量を十分確保しておく必要がある．十分なデータ供給
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し，バンク数の増加は相互結合網のハードウェア量が
増加する問題を引き起こす．特に，メモリセル部分の
面積がチップ全体の面積と比較して小さいオンチップ
システムでは相対的に相互結合網の面積が大きくなる．
そのため，バンク型マルチポートメモリをアクセス
バンド幅に対してより高い面積効率で用いるために解
決すべき課題として，高いアクセスバンド幅と少ない
図 1 バンク型マルチポートメモリの構成図
Fig. 1 Block diagram of bank based multi-port
memory.

ハードウェア量を両立することができる相互結合網の
構成方法が必要である．この問題を解決する従来方法
として，バンク型マルチポートメモリの相互結合網に
閉そく網を用いる方法 [1] や相互結合網のチップレイ
アウト構成を工夫する方法 [2] がある．しかし，これ
らの方法だけではオンチップメモリとして応用した場

リを実現できる．

2. 1 バンク型マルチポートメモリに求められる
要件

合に十分小さなバンク型マルチポートメモリといえな
かった [3]．そこでこの問題を解決する他の方法とし
て，バンク型マルチポートメモリの相互結合網を階層
構造化する方法がある．しかしながら，相互結合網の
組合せによるバンク型マルチポートメモリのアクセス
バンド幅とハードウェア量については一般的に明確で
はない．
そこで本論文では高いアクセスバンド幅と少ない
ハードウェア量の両立，及び，オンチップ化を念頭に
置いたバンク型マルチポートメモリを実現するため，
様々な組合せで相互結合網の階層構造化をしたバンク
型マルチポートメモリについて評価を行った．

我々が目標とするバンク型マルチポートメモリに求
められる要件として，

•

従来のバンク型マルチポートメモリと比べ，少

ないハードウェア量であること，

•

UMA（Uniform Memory Access）型のメモリ

であること，

•

LSI 化を念頭に置き，自動設計化しやすい簡単

な構造であること，

•

メモリのポート数やバンクメモリ数の変化に対

して柔軟に構成を変えられること，

•

アクセス成功確率を自由に設定できること

以下，本論文の構成を示す．次の 2. で関連研究に

がある．このような要件を満たす従来のバンク型マル

ついて述べ，3. で本論文で取り上げるバンク型マル

チポートメモリとして，相互結合網に非閉そく網のク

チポートメモリの階層構造化について述べる．その後，

ロスバを用いる方法と閉そく網を用いる方法がある．

4.〜7. で評価モデルについて述べ，8. でハードウェ
ア量とアクセスバンド幅の比較について示す．最後に

9. でまとめる．

2. 2 ク ロ ス バ
クロスバは非閉そく網と呼ばれる多段結合網の一つ
で，任意の未使用な入出力ポート間に新しい接続要

2. 関 連 研 究

求をする場合，既に確立している通信経路を変更す

バンク型マルチポートメモリの概要と我々が求める

た，アクセス要求に対するアクセスの成功確率が多

バンク型マルチポートメモリの要件について述べ，バ

段結合網の中で最も高い相互結合網である．このよ

ンク型マルチポートメモリを構成する中心的な要素で

うなクロスバをバンク型マルチポートメモリの相互

ある相互結合網について触れる．

結合網として使用した例として図 2 (a) のクロスバメ

ることなく要求が満たされる多段結合網である．ま

図 1 に一般的なバンク型マルチポートメモリの構

モリがある．また，クロスバメモリのレイアウト構造

成図を示す．図 1 に示すように，バンク型マルチポー

を工夫して小面積化を図ったバンク型マルチポートメ

トメモリは任意の相互結合網と複数の 1 ポートバン

モリとして，図 2 (b) の階層構造型マルチポートメモ

クメモリで構成され，ポートと各バンクメモリ間のメ

リアーキテクチャ（Hierarchical Multi–port Memory

モリアクセスを相互結合網を介して行う．この方法は

Architecture; HMA）[2] が提案されている．HMA に

個々のメモリセルをマルチポート化するマルチポート

おけるレイアウト構造の工夫とは，バンクメモリの行・

SRAM セル方式と比べ，小面積でマルチポートメモ

列デコーダでメモリセルを選択する回路構造を，バン
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(a) Multibank memory with crossbar network

(b) Hierarchycal multiport memory (HMA)

図2

クロスバを用いたバンク型多ポートメモリとその効率的な実現方法である HMA の
構成
Fig. 2 Multi–port memory with crossbar and one of its eﬃcient realization ‘HMA’.

クメモリ選択の構造にも応用し，バンク選択回路を小

リの構成に適した閉そく網ではない．前述したバンク

面積にした点である．

型マルチポートメモリに求められる条件を考慮して文

2. 3 閉 そ く 網

献 [10] を参照すると，D-dilation は閉そく網のクロス

一般に閉そく網のアクセス要求に対するアクセス成
功確率は入出力ポート数の増加に比例してクロスバの
成功確率よりも低下していく．そのためアクセス成功
確率を高めることのできる閉そく網の研究が古くから
行われている．
閉そく網のアクセス要求に対するアクセス成功確率
を高くしてクロスバの成功確率に近づける方法として，

•

D-dilation：閉そく網のクロスポイント間を接
続する配線を多重化する方法 [4]，
• MBSF：複数の独立した閉そく網を並列に用意
してアクセス要求を分散させる方法 [4]〜[7]，

•

EBSF：閉そく網の一つであるバンヤン網を整

数倍することで閉そく網内部の通信経路を増加させる
方法 [8]，

•

TBSF ：複数のバンヤン網を縦列に接続して，

個々のバンヤン網で正しく出力されたデータのみが外
部に出力され，正しく出力されなかったデータは次の
バンヤン網に入力する方法 [9]
などがある．MBSF，EBSF，TBSF は通常の閉そく
網を K 倍に拡張し，出力当り K 個のデータを出力す
ることでアクセス成功確率を高くした閉そく網（以降，
「K 出力可能な閉そく網」と呼ぶ）である．しかしな
がら，上記方法のすべてがバンク型マルチポートメモ
776

ポイント構造が複雑になること，TBSF は入力された
複数の要求が出力されるまでの時間が均一でないこと
からバンク型マルチポートメモリの相互結合網として
利用することは最適といえない．また，MBSF は単
純な構成をしているが，並列に接続する閉そく網の数
に対してアクセス成功確率の向上率が EBSF と比べ
て低い．このようなことから，先に示したアクセス成
功確率を高める閉そく網の中で，バンク型マルチポー
トメモリの相互結合網として用いる閉そく網として
適しているのは EBSF であると考えられる．我々は
この EBSF をバンク型マルチポートメモリの相互結
合網として用いた例として，図 3 の EBMA（EBSF
based Multi-port memory Architecture）を提案して
いる [1]．
従来のクロスバを用いたバンク型マルチポートメモ
リと比べ，EBMA は相互結合網に閉そく網を用いて
いるのでハードウェア量が少なくできること，閉そく
網を任意の数で整数倍に拡張できるので閉そく網内部
で起きるアクセス衝突の割合を低減し同程度のアクセ
ス成功確率を得ることが可能である．
我々は前述したようなバンク型マルチポートメモリ
をオンチップマルチプロセッサの共有キャッシュとし
て応用した研究を行っている [3]．この研究結果より，
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網を構成するクロスポイントと呼ばれる 2 入力 2 出力
スイッチに調停機能をもたせる必要がある．閉そく網
のクロスポイントを構成する方法として以下の二つが
考えられる．

•

クロスポイントでアクセス衝突が起きた場合，

入力された二つのアクセス要求を両方とも破棄する構
成方法（調停機能なし）．

•

クロスポイントでアクセス衝突が起きた場合，

一方のアクセス要求を優先して出力し，残りは破棄す
る構成方法（調停機能あり）．
二つの構成方法のうち，調停機能をもったクロスポイ
ントに着目すると，このクロスポイントは 2 対 1 の調
停機能をもつといえる．よって，このクロスポイント
を用いて構成した閉そく網は全体で見ると多対 1，ま
たは，多対多の調停機能をもつことになる．なお，二
つのクロスポイントの構成方法を比較すると，アクセ
ス衝突の発生検知は同じで，二つのアクセス要求を破
棄するか，または，一つを出力するかという点だけが
図 3 EBMA のブロック図
Fig. 3 Block diagram of EBMA.

異なる．回路構成では一つの AND ゲートが直列に挿
入されるだけである．よって，調停機能をもつことに
よる遅延時間の発生はわずかである．

マルチポートメモリを用いることの恩恵を受けにくい
アプリケーションの場合，チップ面積当りの処理性能
が低くなることが明らかになった．この結果から，バ

3. 相互結合網を階層構造化したバンク型
マルチポートメモリ

ンク型マルチポートメモリをオンチップシステム向け

ここでは，バンク型マルチポートメモリを構成する

のメモリとして利用するためには，更にハードウェア

相互結合網の階層構造化手法と期待できる効果，及び，

量を少なくする必要があることが分かった．そこで，

階層構造化に伴う問題について述べる．

我々はバンク型マルチポートメモリの相互結合網を階

3. 1 相互結合網の階層構造化手法

層構造化することでハードウェア量を削減する方法に

まず，バンク型マルチポートメモリの相互結合網を

着目する．

階層構造化する数について述べる．相互結合網を階層

2. 4 閉そく網がもつ調停機能

構造化する数に制限はない．しかし，一概に階層数を

一般的に閉そく網は通信路として利用されている．

増やすことは制御構造の複雑さが増す可能性や本論文

しかしながら，閉そく網が閉そく網内部のルーチング

での議論が難しいこともある．そこで本論文では，バ

によって入力されたアクセス要求から特定のアクセス

ンク型マルチポートメモリの相互結合網を 2 階層に階

要求を出力する機能に注目すると，閉そく網はアクセ

層構造化するとして議論を行うことにする．そしてこ

ス要求の出力を内部で選択する機能，すなわち，調停

の階層構造化は，複数個のバンク型マルチポートメモ

機能をもっているといえる．例えば，普通の閉そく網

リ（以降，
「下位階層，または，メモリブロック」と呼

では入力される複数のアクセス要求から一つの出力当

ぶ）とポート間を結合する相互結合網（以降，
「上位階

り一つのアクセス要求を出力するので，閉そく網の出

層」と呼ぶ）で構成する．図 4 は階層構造化を導入し

力側から見ると多対 1 の調停機能とみなすことができ

たバンク型マルチポートメモリの構成図である．ここ

る．また，K 出力可能な閉そく網では一つの出力当り
K 個のアクセス要求を出力するため，閉そく網の出

階層の相互結合網と下位階層の相互結合網について，

力側から見ると多対多の調停機能とみなすことができ

いくつかの組合せが考えられる．本論文ではこの組合

る．閉そく網が調停機能として働くためには，閉そく

せとして，従来のバンク型マルチポートメモリで使用

で，図 4 のバンク型マルチポートメモリに用いる上位
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されている非閉そく網と閉そく網の二つ，すなわち，

ポートメモリにおける相互結合網の階層構造化の組合

クロスバと EBSF を用いるとして考える．このとき，

せパターンをまとめた表である．まず，上位階層に用

上位階層の相互結合網における下位階層側のポートと

いる相互結合網の組合せを考えると，非閉そく網と閉

下位階層の相互結合網における上位階層側のポートを

そく網を用いる二つの場合が考えられる．更に，各上

単純に接続した場合，図 4 の上位階層と下位階層の間

位階層に対して相互結合網の組合せを考えると上位階

の接続が 1 ポート（K = 1）となる．このような階層

層と下位階層の相互結合網の組合せは 4 通りがある．

構造化をした場合，上位階層から下位階層へのメモリ

また，各下位階層には 1 ポートとマルチポートの相互

アクセスが一つに制限されるため，メモリ全体のバン

結合網を用いる場合があるため，最終的な組合せは 8

クアクセス成功確率が減少することが考えられる．そ

通りとなる．このように下位階層をマルチポート化す

こで，我々は図 4 に示すように上位階層の相互結合網

ることで，上位階層から下位階層へのバンクアクセス

と下位階層の相互結合網間の接続を K > 1 として多

成功確率の向上と階層構造化によるハードウェア量減

重化する，すなわち，メモリブロックのマルチポート

少の二つの効果が期待できる．
なお，表 1 の CES 方式と EES 方式は，下位階層

化を提案する．
表 1 は以上の前提を踏まえた上で，バンク型マルチ

が 1 ポートの閉そく網であるため論理的に 1 ポート
のクロスバと同じ構造になる．そのため，CES 方式
と EES 方式は本論文の評価対象から外し，それぞれ

CCS 方式と ECS 方式と論理的に同じものとして扱う
ことにする．また，CEM 方式と EEM 方式は，下位
階層がマルチポートの閉そく網である．ほぼ同じアク
セスバンド幅の条件下で，閉そく網を用いたバンク型
マルチポートメモリのハードウェア量を非閉そく網を
用いたメモリと比較して少なくするにはポート数とバ
ンク数がある程度大きい必要がある [1]．ところが，階
層構造化したバンク型マルチポートメモリでは，個々
の下位階層におけるポート数やバンク数が小さな規模
になると考えられる．そのため，CEM 方式と EEM
方式についてはハードウェア量の面で利点がないので
本論文の評価対象から外すことにする．また，評価対
象となる方式の詳細は 4.〜7. で述べる．
図 4 バンク型マルチポートメモリの相互結合網に階層構
造化を導入したブロック図（従来は K = 1）
Fig. 4 Block diagram of hierarchical bank based
multi-port memory that introduces hierarchical structure into the interconnection network
(K = 1 in the conventional method).

Table 1

伴う問題

CCM 方式や ECM 方式のように下位階層がマルチ
ポートの場合，複数のポートに入力されるアクセス要

表 1 バンク型マルチポートメモリの階層構造化パターン
Hierarchical patterns of interconnection network in bank based
multi-port memory.

Upper Hierarchy
Interconnection Network
Non Blocking Network

Blocking Network
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Lower Hierarchy
Interconnection Network # of Ports
1 Port
Non Blocking Network
Multi-port
1 Port
Blocking Network
Multi-port
1 Port
Non Blocking Network
Multi-port
1 Port
Blocking Network
Multi-port

Name
CCS
CCM
CES
CEM
ECS
ECM
EES
EEM
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求の中からマルチポート化された一つの下位階層当り
に数ポート分のアクセス要求を衝突なく選び，更に，
下位階層内部でのアクセス調停を行う複雑な 2 段階の
調停処理機能，すなわち，多対多の調停機能が必要と
なる．しかし，このような多対多の調停機能をコンパ
クト，かつ，高速に実現することは難しく，階層構造
化したバンク型マルチポートメモリの実現上問題であ
る．そこで，本論文では多対多の調停問題を解決する
方法として，

•

K 出力可能な閉そく網を相互結合網に用い，

データを伝送する結合網の機能とマルチポート化し
たメモリブロックへのアクセス調停機能として用いる
方法，

•

K 出力可能な閉そく網をアクセス要求の調停機

能とメモリブロックの選択機能として用いる方法
の二つを本論文では提案する．前者は図 5 に示す方法
で ECM 方式に適した方法である．また，後者は図 6
に示す方法で CCM 方式に適した方法である．

図 5 K 出力可能な閉そく網をポートとメモリブロック
間のアクセス調停機能と相互結合網として用いた多
ポートをもつ階層構造型マルチバンクメモリ
Fig. 5 Hierarchical bank based multi-port memory
which uses blocking network with multiple
outlets as function of arbitration and interconnection network.

図 5 に示したバンク型マルチポートメモリは上位階
層の相互結合網として K 出力可能な閉そく網を，下位
階層に K ポートのマルチポートメモリを用い，これ
らを組み合わせた階層構造型のバンク型マルチポート
メモリである．図 5 で注目する点は K 出力可能な閉
そく網をポートとメモリブロック間の結合網として用
いると同時に，メモリブロックアクセスのための調停
機能として用いている点である．
次に，図 6 に示す後者の方法の概要を述べる．図 6
に示したバンク型マルチポートメモリは K 出力可能
な閉そく網をポートとメモリブロック間のアクセス調
停機能とメモリブロック選択機能のみに用いた階層構
造型のバンク型マルチポートメモリである．図 5 と
の相異点は，複数のポートと複数のメモリブロックの
結合に任意の相互結合網を設け，相互結合網における
ポートとメモリブロック間アクセス要求を調停する回
路として，K 出力可能な閉そく網を用いている点であ
る．図 6 の場合，K 出力可能な閉そく網はポートに入
力されるアドレスの一部であるブロックアドレスを入

図 6 K 出力可能な閉そく網をポートとメモリブロック間
のアクセス調停機能とバンク選択機能として用いた
多ポートをもつ階層構造型マルチバンクメモリ
Fig. 6 Hierarchical bank based multi-port memory
which uses blocking network with multiple
outlets as function of arbitration and bank selection.

力信号として，一つのメモリブロック当り最大 N 個
のアクセス要求の調停処理とブロック選択を行い，そ
の結果として 1 メモリブロック当り最大 K 個のメモ
リアクセスを許可する信号を出力する．

4. 評価モデルの概要

このように K 出力可能な閉そく網を多対多の調停

ここでは，階層構造化したバンク型マルチポートメ

機能として用いることで ECM 方式や CCM 方式にお

モリの評価における前提と評価対象のモデルについて

ける問題点を解決できる．

示す．
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4. 1 評価の前提
本論文では各方式のハードウェア量当りのアクセス
バンド幅を評価する目的で以下の評価をする．

•
•
•

アクセス衝突確率
トランジスタ数評価
チップ面積評価

これらの評価における各方式の構成は上位階層に N
ポートの相互結合網，M をメモリ全体におけるバン
クメモリ数として， M
バンクをもつ B 個のメモリブ
B
ロック（下位階層）とする．また，各方式を構成する
基本要素のハードウェア量のみを評価するため，トラ
ンジスタ数とチップ面積の評価において，下位階層で
必要な多対 1 のアクセス調停機能は考慮しない．これ
は我々のグループが示したバンク型マルチポートメモ
リの構造比較に関して研究した文献 [11] に示されて

図7
Fig. 7

CCS 方式のブロック図
Block diagram of CCS.

いる面積見積り式の結果を用いると，この調停機能の
ハードウェア量はメモリセル領域の 5%程度となりメ
モリ全体での影響はわずかであるためである．一方，

CCM 方式と ECM 方式で必要となる多対多の調停機
能を実現する回路のハードウェア量は各方式で共通の
機能でないため評価の対象とした．
なお，その他の評価項目としてメモリ全体の動作速
度や消費電力もある．しかし，これらはフロアプラン，
配線容量，要求される動作速度などの影響を受けるた
め，本論文で行う評価だけでは一概にその結果を議論
することができない．そのため本論文では動作速度や
消費電力についてこれ以上評価や議論を行わないこと
にする．

4. 2 CCS 方式の構成
図 7 に CCS 方式の構成を示す．図 7 に示すように

CCS 方式は，上位階層にクロスバを，下位階層に従来
の CBA 方式を用いて階層化したバンク型マルチポー
トメモリである．この方式は従来の CBA 方式を単純
に階層構造化した構成といえる．そのため，総バンク

図 8 CCM 方式のブロック図
Fig. 8 Block diagram of CCM.

に CCM 方式は，上位階層にクロスバを，下位階層に

とアクセス衝突確率が低下すると考えられる．しかし，

K ポートの CBA 方式を用いて階層化したバンク型マ
ルチポートメモリである．CCS 方式との違いは，下位
階層の CBA 方式のポートが K ポートになり，各メモ

CCS 方式は上位階層から下位階層へのアクセスが個々

リブロック内のバンクメモリに複数のアクセスが可能

の下位階層当り一つに制限されるので，総バンクメモ

になっている点である．それに伴い，上位階層に用い

リ数が同一の条件では CBA 方式と比較してアクセス

るクロスバの下位階層側の入出力ポート数が CCS 方

衝突確率が高くなると考えられる．そこで，下位階層

式に比べ大きくなる．このように下位階層が K ポー

をマルチポート化した方式，すなわち，CCM 方式が

トになり上位階層から下位階層へ複数のアクセスが可

考えられる．

能になる一方で，個々の下位階層のポート数が下位階

数を増加させる，または，下位階層の数を増加させる

4. 3 CCM 方式の構成

層内のバンクメモリ数よりも大きくなると下位階層で

図 8 に CCM 方式の構成を示す．図 8 に示すよう

のアクセス衝突確率が増加する．そのため，下位階層
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4. 5 ECM 方式の構成
図 10 に ECM 方式の構成を示す．図 10 に示すよ
うに，ECM 方式は CCM 方式の上位階層を下位階層
に対して K 出力可能な EBSF に変更して階層化した
バンク型マルチポートメモリである．そのため，アク
セス衝突確率の変化は，ほぼ同様になると考えられる．
ハードウェア量の面では，CCM 方式と ECM 方式で
下位階層を K ポート化したことにより上位階層のク
ロスバの構成が CCS 方式と ECS 方式に比べ大きく
なる．ところが，ECM 方式では上位階層にクロスバ
よりもハードウェア量が少ない閉そく網 EBSF を用い
ているため，CCM 方式に比べてハードウェア量増加
の割合を低減できると考えられる．
図 9 ECS 方式のブロック図
Fig. 9 Block diagram of ECS.

次の章では，これらの各構成モデルに対する評価モ
デルを示す．

5. アクセス衝突確率の評価モデル
ここでは，アクセス衝突確率の評価をするための 4.
で述べた各構成モデルに対する評価モデルについて示
す．なお，最初にアクセス衝突確率の評価条件につい
て述べ，各構成モデルの評価の基礎となる CBA 方式
と EBMA 方式のアクセス衝突確率の評価モデルにつ
いて示す．その後，各構成モデルのアクセス衝突確率
の評価モデルを示す．

5. 1 アクセス衝突確率の評価条件
アクセス衝突確率の評価は確率的な方法で評価する．
ここで，バンク型マルチポートメモリにおけるアクセ
ス衝突確率を定義する．バンク型マルチポートメモリ
におけるアクセス衝突確率は，複数のポートから入力
図 10 ECM 方式のブロック図
Fig. 10 Block diagram of ECM.

される同一バンクへのアクセス要求に対してその要求
が拒否される確率と結合網内部で発生するアクセス衝
突の確率を合わせたものである．このアクセス衝突確

のポート数が下位階層に含まれるバンクメモリ数を超

率を評価するにあたり，本論文では以下の仮定に基づ

えないように構成する必要がある．

き評価した．

4. 4 ECS 方式の構成
次に，上位階層をクロスバから閉そく網に変更した
バンク型マルチポートメモリを示す．図 9 は CCS 方

•

メモリの各ポートに入力されるアクセス要求は

均等である．

•

メモリの各ポートにアクセス要求がある確率

式の上位階層を閉そく網の EBSF に変更した ECS 方

は 1，つまり，毎サイクルアクセス要求があるものと

式の構成である．ECS 方式に用いる閉そく網 EBSF

する．

は図 3 に示すようにその最後の出力部分が MUX で

•

アクセス要求のあるバンクは均等である．

K 個から一つに絞られている．そのため，アクセス
衝突確率について CCS 方式と同様の問題がある．そ

•

すべてのアクセス要求は同期してメモリのポー

こで，上位階層の出力を一つに絞らずに用いる方法，

ECM 方式が考えられる．

トに入力される．

•

複数のポートから同一バンクへのアクセス要求

がある場合，各方式が備える調停機能により調停に敗
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おけるクロスポイント段数）i のクロスポイントに xi

れたアクセス要求は破棄される．

•

閉そく網内部の一つのクロスポイントにおいて

の確率でアクセスがある場合，次のステージ i + 1 の

二つの入力ポートから同じポートへ出力が要求された

クロスポイントへアクセスがある確率 xi+1 ≡ X n (xi )

場合，二つのポートの中の一つのポートが常に優先さ

を表し，PEBM A (N, M, K) ≤ 1，K ≥ 1 である．た

れ残りのポートからの要求は破棄される．

だし，式 (3) において，本来ならば EBMA に含まれる

次節では，このような評価条件のもとにおける各構

MUX 部分で行う同一バンクアクセスのアービトレー

成モデルのアクセス衝突確率の評価モデルについて

ションを考慮する必要がある．しかし，複数の同一バ

示す．

ンクアクセス要求が EBSF を通過できる場合とでき

5. 2 CBA 方式のアクセス衝突確率評価モデル
CBA 方式におけるアクセス衝突は同一バンクアク
セスが発生した場合に起きる．N ポート，M バンク
の場合，CBA 方式のアクセス衝突確率 PCBA (N, M )
は任意の n ポートのアクセス要求が許可される期待値

p(n, N, M ) を用いて以下の式 (1) で求められる．
PCBA (N, M ) = 1 −

N


ない場合があるので MUX におけるアービトレーショ
ンの効果を厳密に評価することは難しい．そこで，式

(3) では，同一バンクアクセスに対する MUX のアー
ビトレーションの効果を式 (2) の結果を用い計算する．
式 (3) で得られる結果は，複数の同一バンクアクセス
要求が EBSF 内部で全く衝突なく MUX まで到着し
た場合の結果であるため，実際より厳しい評価結果で

p(n, N, M )

(1)

あるといえる．
次に，式 (3) の X n (xi ) を求めるため，はじめに閉

n=1

また，式 (1) の p(n, N, M ) は以下の式 (2) で求めら

そく網を構成する各クロスポイントの出力確率を考え，

れる．

次に EBSF の一つのステージにおける出力確率を考え

p(n, N, M ) =


n 

(−1)n−i · iN−1 · n−1 Ci−1
i=1

(n − 1)!

1
n
· M Pn · N ·
M
N

る．図 3 の 2×2 のクロスポイントで二つの入力に xi
の確率でアクセスがある場合，アクセス衝突が起きる
確率は 0.25x2 であり，1×2 のクロスポイントでは 0

(2)

である．ステージ i のクロスポイントに xi の確率で
アクセスがある場合，次のステージ i + 1 のクロスポ

ここで，式 (2) の右辺第 1 項と第 2 項は N ポート中

イントへアクセスがある確率 xi+1 ≡ X n (xi ) はこれ

の任意の n ポートのアクセス要求が許可される場合の

を用いて，

数を表している．第 3 項はすべての場合の数であり，
第 4 項で N ポート中の n ポートが成功する場合の確



n

X (xi ) =

率を表している．

5. 3 EBMA 方式のアクセス衝突確率評価モデル
EBMA 方式におけるアクセス衝突は以下の場合に

(1 × 2 Crosspoint)
(2 × 2 Crosspoint)
(4)

となる．以上の式を用いることで，EBMA 方式のア
クセス衝突確率を求めることができる．

起きる．

•
•

0.5xi
xi −0.25x2i

同一バンクアクセスが発生した場合．
閉そく網として用いる EBSF 内部でアクセス

5. 4 CCS 方式のアクセス衝突確率評価モデル
CCS 方式におけるアクセス衝突は複数のポートから
同一メモリブロック内の同一バンクへアクセス要求が

衝突が発生した場合．

EBSF のアクセス衝突確率は文献 [10]，[6] の方法を
参考にして求める．EBMA 方式のアクセス衝突確率
PEBM A (N, M, K) は EBSF において任意のポートの
アクセス要求が許可され出力される確率 X n (xi ) と
CBA 方式のアクセス衝突確率 PCBA (N, M ) 用いて，

ある場合に起きる．つまり，下位階層の 1 ポートメモ
リブロックにおけるアクセス衝突確率は 0 であり，上
位階層の N × B のクロスバのみを考えればよい．N
ポート，M バンク，B メモリブロック，メモリブロッ
クのポート数が 1 の場合，CCS 方式のアクセス衝突
確率 PCCS (N, M, B, 1) は式 (2) を用い以下の式 (5)

PEBM A (N, M, K)
= 1−X n (xi ) · K · {1−PCBA (N, M )}

で求められる．

(3)

と表される．X n (xi ) はステージ（閉そく網の横方向に
782

PCCS (N, M, B, 1) = 1 −

N

n=1

p(n, N, B)

(5)
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5. 5 CCM 方式のアクセス衝突確率評価モデル
CCM 方式におけるアクセス衝突は，以下の場合に
起きる．

•

•

上位階層の EBSF 内部でアクセス衝突が発生

する場合．

上位階層のクロスバにおいて，複数のポートか

ら同一のメモリブロックに K 個以上のアクセス要求

•

下位階層のクロスバにおいて，上位階層から入

同一のメモリブロックに対して複数のアクセス

要求があった場合．

•

がある場合．

•

きる．

下位階層の CBA において同一のバンクに対し

て複数のアクセス要求があった場合．

力される最大 K 個のアクセス要求が同一のバンクに

よって，ECM 方式では上位階層の EBSF と下位階層

対するアクセス要求である場合．

の CBA のアクセス衝突を考える必要がある．N ポー

よって CCM 方式では，上位階層と下位階層それぞ

ト，M バンク，B メモリブロック，メモリブロックの

れのアクセス衝突確率を考える必要がある．N ポー

ポート数が K の場合，ECM 方式のアクセス衝突確

ト，M バンク，B メモリブロック，メモリブロックの

率 PECM (N, M, B, K) は式 (4) の EBSF において任

ポート数が K の場合，CCM 方式のアクセス衝突確

意のポートのアクセス要求が許可され出力される確率

率 PCCM (N, M, B, K) は式 (2) を用いて式 (6) で求

X n (xi ) と式 (1) の CBA 方式のアクセス衝突確率を

められる．

用いて式 (8) で求められる．

PCCM (N, M, B, K)



= 1−



1−

N


= 1 − X n (xi ) · K · {1 − PCBA (K, M )}

p(n, N, B)

n=1


·

1−

PECM (N, M, B, K)



N

6. トランジスタ数の評価モデル



p(n, K, M )

(6)

n=1

きる．

方式は CBA 方式と EBSF のどちらか一つ，または，
それらの組合せで実現される．そのため，各方式のト
ランジスタ数は CBA 方式と EBMA 方式（EBSF）の

上位階層の EBSF 内部でアクセス衝突が発生

する場合．

•

トランジスタ数評価は論理レベルの回路構成に基づ
いて机上計算し，比較する．本論文で比較対象とする

5. 6 ECS 方式のアクセス衝突確率評価モデル
ECS 方式におけるアクセス衝突は以下の場合に起
•

(8)

同一のメモリブロックに対して複数のアクセス

要求があった場合．

回路構成から計算する．紙面の都合上，詳細な回路構
成は省略するが CBA 方式は文献 [11], [12] に基づき，
EBMA 方式は文献 [1] に基づき計算する．
ここでトランジスタ数を公正に比較するため，メモ

ECS 方式の下位階層は 1 ポートの CBA で構成される
ので，CCS 方式と同様に下位階層でアクセス衝突は発
生しない．よって，ECS 方式では，上位階層でのアク
セス衝突のみを考えればよい．N ポート，M バンク，

リのアクセス時間すなわち，メモリに対して同時に

B メモリブロック，メモリブロックのポート数が 1 の場
合，ECS 方式のアクセス衝突確率 PECS (N, M, B, 1)
は式 (4) の EBSF において，任意のポートのアクセ
ス要求が許可され出力される確率 X n (xi ) と式 (1) の
CBA 方式のアクセス衝突確率を用いて式 (7) で求め

行い，アクセスに必要な時間は同一という前提で評価

られる．

方式で同一とする必要がある．本評価では，すべての
ポートから同時に各バンクメモリに対してアクセスを
した．ただし，実際のメモリアクセスに必要な遅延時
間はトランジスタや配線の配置配線に大きく依存する
ためここでは考慮しない．

7. 面積の評価モデル
ここでは，4. の評価モデルに対する面積評価モデ

PECS (N, M, B, 1)
= 1 − X n (xi ) · K · {1 − PCBA (K, 1)}

読み/書きアクセスを行うことができるデータ量を各

(7)

5. 7 ECM 方式のアクセス衝突確率評価モデル
ECM 方式におけるアクセス衝突は以下の場合に起

ルについて示す．面積は各構成モデルで SRAM 領域
の面積と単体または，組み合わせて用いられるクロス
バと EBSF の面積に分けて求め，比較する．ただし，
各方式について完成されたレイアウトを行うことは時
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択回路（メモリブロック選択回路）である．各クロス
ポイントのバンク選択回路（メモリブロック選択回路）
は 1 ポート分クロスバに入力されるアドレスをデコー
ドし，クロスポイントをアクティブにするか判断する
回路である．クロスポイント制御回路はバンク選択回
路（メモリブロック選択回路）によりクロスポイント
がアクティブだと判断された場合にアドレススイッチ
とデータスイッチの開閉，及び，データスイッチの方
向制御を行う回路である．
実際には上記の構成でクロスバを構成した場合の面
(a) Block diagram of
N ports crossbar

(b) Block diagram of
crosspoint

図 11 クロスバの構成図
Fig. 11 Block diagram of crossbar.

積は文献 [13] の設計例を参考として，以下に示すクロ
スバ領域の縦と横の長さの積で求めた．
=1
W idthW
crossbar



15.4 M + α
43.1 M + β

=
間的，労力的に難しい．そのため本論文では，面積を

(M ≤ 256)
(M > 256)

(9)

モデル化して各方式を構成するために必要な回路部分
とグローバルな配線部分の合計によって面積評価をす

=1
HeightW
crossbar



る．なお，面積の評価は 180 nm CMOS プロセスを用
いている．

7. 1 SRAM 領域の面積

=

105.0
101.8

(M ≤ 256)
(M > 256)

(10)

SRAM 領域は SRAM セルを縦に 4096 個，横に
8192 個並べた容量が 4096 kByte の SRAM として面
積を求める．ただし，本来ならばこの SRAM 領域は

=1
式 (9) の W idthW
crossbar はデータビット幅 W が 1 ビッ

複数のバンクメモリとして分割し，バンクメモリへ

が 1 ビットの場合におけるクロスバの縦方向の高さで

の配線面積も考慮する必要があるが，SRAM 領域全

ある．ここで，M はクロスバにおけるバンク数（メ

トの場合におけるクロスバの横方向の幅である．ま
=1
た，式 (10) の HeightW
crossbar はデータビット幅 W

体の面積はほぼ SRAM セルの面積で占められるた

モリブロック数）であり，式中のパラメータ α，β は

めこのようにする．評価では SRAM 領域の面積を

7. 2 クロスバの面積

α = 21435，β = 2149 とした．
7. 3 EBSF の面積
EBSF の全体構成は図 3 に示す構成である．ここ

クロスバの面積は文献 [13] を参考にして求める．

で，閉そく網の面積評価に関する先行研究を見つける

558.3 × 106 µm2 とした．

図 11 にクロスバの構成モデルを示す．図 11 (a) に

ことができなかったため，本論文では新しく面積見積

示すように，N ポートのクロスバは 1 ポート分のク

りモデルを作成し面積評価を行うことにした．本論

ロスバを N ポート分用意することで構成する．また，

文では EBSF の面積を EBSF を構成する回路である
2×2 入出力のクロスポイントとそのクロスポイント間

1 ポート分のクロスバを構成するクロスポイントは
図 11 (b) に示すクロスポイントと呼ばれるスイッチ
で構成される．このクロスポイントの大部分はアドレ

をシャッフル接続する配線部分に分けて求める．
図 12 に EBSF のクロスポイントの構成を示す．

ススイッチとデータスイッチで構成される．アドレス

図 12 に示すように EBSF のクロスポイントはその大

スイッチは 1 ポート分のクロスバから入力されたアド

部分が 2×2 入出力のアドレススイッチとデータスイッ

レスを必要に応じて出力するための単方向のスイッチ

チで構成される．アドレススイッチは前段のクロスポ

である．データスイッチについてもほぼ同様であるが，

イントから入力される最大二つのアドレスを後段の

データは双方向に通信できる必要性があるので双方向

クロスポイントへ交換出力するための単方向のスイッ

のスイッチで構成されている．また，これらのスイッ

チである．データスイッチについてもほぼ同様である

チを制御するのはクロスポイント制御回路とバンク選

が，データは双方向に通信できる必要性があるので双
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(a) Shuﬄe exchange

(b) Shuﬄe exchange
after the orgder
of switch is replaced

図 13 EBSF のシャフル配線における斜め配線削減手法
Fig. 13 Method of reducing diagonal wiring in shuﬄe
exchange of EBSF.

図 12 EBSF のクロスポイントの構成図
Fig. 12 Crosspoint of EBSF.

方向のスイッチで構成されている．また，これらのス
イッチの制御は制御回路が行う．各クロスポイントの
制御回路は閉そく網の前段から入力される二つのアド
レスのデコードと調停処理を行い，各アドレススイッ
チとデータスイッチの開閉と交換状態を制御する回路
である．

(a) Block level

を構成するアドレススイッチ，データスイッチ，及び，
制御回路の各回路をレイアウト設計しその面積を求め

· heightcrosspoint · pitch

た．そして必要なアドレスビット幅，データビット幅
に応じた各回路の面積の合計を一つの 2×2 スイッチ
の面積として EBSF 全体のスイッチ面積を求めた．

(b) Chip level

図 14 斜め配線のレイアウト
Fig. 14 Layout of diagonal wiring.

まず，実際の面積評価では EBSF のクロスポイント

(12)

ただし，式 (11) と式 (12) の Acrosspoint ,
heightcrosspoint は式 (13) と式 (14) を用いた．

次に，クロスポイント間をシャッフル接続する配線
面積の見積りモデルについて述べる．クロスポイント
間の配線はシャッフル接続されるため，そのままの構
成の場合，図 13 (a) のように斜めに交差する配線が多
く発生する．そこで，図 13 (b) に示すように閉そく
網の後段から前段に向かってスイッチの順番を入れ換

Acrosspoint
= 98.6(log2 M + 3) + 253.4W + 250.5
heightcrosspoint
= {5.6(log2 M + 3) + 14.4W + 25.6}

えることで斜め配線を削減する方法をとり入れた．こ
のような方法で斜め配線を直線的な配線にでき，その
数を半減することができる．更に，半減した斜め配線
は図 14 (b) に示すようにスイッチ間に縦方向配線を 2
層用いると仮定して面積を求めた．以上から，EBSF
の回路部分の面積 Acrosspoint と配線部分 Awire の面
積は M をバンク数（メモリブロック数），K を EBSF
の網の数として以下の式を用いて求めた．

MK
2
MK 1
= (log2 M + 3 + W ) ·
·
2
2

AEBSF = Acrosspoint · log2 M ·
Awire

(13)

8. 評

MK
2
(14)

価

ここでは，4.〜7. で述べた評価モデルを用いた評
価結果を示すことで，ハードウェア量当りのアクセス
バンド幅が高くなるバンク型マルチポートメモリの階
層構造化方式を明らかにする．評価に用いる固定パラ
メータとしてポート数 128，総メモリバンク数 4096，

(11)

総メモリ容量 4096 kByte，閉そく網を使った構成モデ
ルにおける EBSF の網の数 K = 8 を用い，メモリブ
ロック数は可変の構成パラメータとした．
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図 15 メモリブロック数に対するアクセス衝突確率（ポート
数 128，バンク数 4096，メモリ総容量 4096 kByte）
Fig. 15 Number of memory blocks vs. access rejection probability (128 ports, 4096 banks,
4096 kbyte, K=8).

図 16 メモリブロック数に対するトランジスタ数（ポート
数 128，バンク数 4096，メモリ総容量 4096 kByte，
データビット幅 1）
Fig. 16 Number of memory blocks vs. Number
of transistors (128 ports, 4096 banks,
4096 kbyte, W =1, K=8).

はじめに，トランジスタ数と面積の評価を各構成モ
デルで公平に行うためアクセス衝突確率の評価を行い

数 K を K = 8 に固定した場合におけるメモリブロッ

各構成モデルでアクセス衝突確率がほぼ等しくなる構

ク数に対する各構成モデルのトランジスタ数の変化を

成パラメータを決める．その後，このパラメータで構

示す．図 16 の縦軸はトランジスタ数，横軸はメモリ

成した各構成モデルのトランジスタ数と面積の評価結

ブロック数である．なお，CBA 方式と EBMA 方式は

果を示す．

メモリブロック数に無関係であるため，図 16 では図

8. 1 アクセス衝突確率の評価
ランジスタ数と面積の評価で用いるメモリブロック数

15 の 256 メモリブロックにおける ECM 方式，CCS
方式，CCM 方式のアクセス衝突確率とほぼ同程度に
なるバンク数である 256 バンクの場合の結果を示すこ

を決定する．図 15 はポート数 128，バンク数 4096，

とで公平なトランジスタ数評価をする．

各構成モデルのアクセス衝突確率の結果を示し，ト

メモリ総容量 4096 kByte，EBSF を用いた場合の網

ここで，図 15 においてアクセス衝突確率がほぼ等

の数 K を K = 8 に固定した場合におけるメモリブ

しくなる 256 メモリブロックの場合について注目する

ロック数に対する各方式のアクセス衝突確率の変化で

と，CCS 方式のトランジスタ数は従来の CBA 方式

ある．図 15 の横軸は階層構造化したメモリにおける

と EBMA 方式とほぼ同じことが分かる．また，従来

メモリブロック数，縦軸はアクセス衝突確率である．

の CBA 方式と EBMA 方式と比べた CCM 方式のト

図 15 から分かるように，階層構造化したバンク型マ

ランジスタ数は約 25%増加していることが分かった．

ルチポートメモリのメモリブロック数（下位階層の数）

同様に，ECM 方式では約 35%の増加となることが分

が 256 の場合，CCS 方式，CCM 方式，ECM 方式の

かった．

アクセス衝突はほぼ等しくなる．

このように，図 16 の結果から階層構造化したバン

この結果から，次節で示すトランジスタ数と面積の

ク型マルチポートメモリのトランジスタ数は従来の

評価はメモリブロック数が 256 の場合について評価す

CBA 方式や EBMA 方式と比べ同程度，あるいは，増

る．なお，ECS 方式のアクセス衝突確率は他と比べ高

加することが明らかとなった．しかし，トランジスタ

い値になる．そのため，以降のトランジスタ数と面積

数だけの評価では実際にチップ化した場合の正確な結

の評価において ECS 方式の結果には触れない．

果については分からない．そのため，次節では現実的

8. 2 トランジスタ数の評価結果
図 16 にポート数 128，バンク数 4096，メモリ総容
量 4096 kByte，データビット幅 1 ビット，閉そく網の
786

な評価として面積の評価結果について述べる．

8. 3 面積の評価結果
図 17 にポート数 128，バンク数 4096，メモリ総容
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9. む す び
本論文では，高いアクセスバンド幅と少ないハード
ウェア量の両立，及び，オンチップ化に適したバンク
型マルチポートメモリの実現方法として，相互結合網
の階層構造化に着目し，数種類の方法についてハード
ウェア量当りのアクセス衝突確率を評価した．本論文
で行った評価によると，アクセス衝突確率を同一とし
た場合，閉そく網の EBSF とクロスバを組み合わせ
て階層構造化した ECM 方式が従来のバンク型マルチ
ポートメモリ，及び，その他の相互結合網の組合せで
階層構造化したバンク型マルチポートメモリと比較し
図 17 メモリブロック数に対する面積（ポート数 128，バ
ンク数 4096，メモリ総容量 4096 kByte，データ
ビット幅 1）
Fig. 17 Number of memory blocks vs. chip size (128
ports, 4096 banks, 4096 kbyte, W =1, K=8).

て少ないチップ面積で実現できることが分かった．例
えば，ポート数 128，バンク数 4096（従来型のバン
ク型マルチポートメモリは 256 バンク），メモリ総容
量 4096 kByte，データビット幅 1 ビット，EBSF の網
の数 K （一つのメモリブロック当りの入出力ポート

量 4096 kByte，データビット幅 1 ビット，EBSF を用
いた場合の網の数 K を K = 8 に固定した場合におけ
るメモリブロック数に対する各方式の面積変化を示す．
図 17 の縦軸は面積，横軸はメモリブロック数である．
なお，CBA 方式と EBMA 方式はメモリブロック数
に無関係であるため，図 17 では図 15 の 256 メモリ
ブロックにおける ECM 方式，CCS 方式，CCM 方式
のアクセス衝突確率とほぼ同程度になるバンク数であ
る 256 バンクの場合の結果を示すことで公平な面積評
価をする．
図 15 において ECM 方式，CCS 方式，CCM 方式
のアクセス衝突確率がほぼ等しくなる 256 メモリブ
ロックの場合について注目すると，ECM 方式の面積
はほぼ面積の等しい CBA 方式，EBMA 方式，CCS
方式，CCM 方式と比較して約 5%小さい面積で実現
できることが分かる．ここで，再び図 15 に注目する
と ECM 方式のアクセス衝突確率はメモリブロック数
が 128 と 256 の場合でほぼ等しいことが分かる．そ
こで，図 17 の 128 メモリブロックにおいて面積の比
較をすると，ECM 方式はほぼ面積の等しい CBA 方
式，EBMA 方式，CCS 方式，CCM 方式と比較して
約 20%小さい面積で実現できることが分かる．
以上の結果から，高いアクセスバンド幅と少ない
ハードウェア量を実現できるバンク型マルチポートメ
モリの階層構造化手法は ECM 方式であるといえる．

数）が 8 の場合，ECM 方式は従来のバンク型マルチ
ポートメモリや ECM 方式以外の階層構造化したバン
ク型マルチポートメモリと比較して，チップ面積を約

5〜20%小さくできることが分かった．なお，我々の
グループが示したマルチポート SRAM の面積増加に
関する文献 [14] を用いてポート数とメモリ総容量が同
一のマルチポート SRAM と面積を比較すると，ECM
方式の面積はマルチポート SRAM の 1%以下となる．
遅延時間についてはこの面積差から考えると，ECM
方式の遅延時間はマルチポート SRAM と比較して短
いと考えられる．また，閉そく網の EBSF を用いた

ECM 方式は従来のバンク型マルチポートメモリにお
いて，バンクメモリをマルチポート化した場合に問題
となる多対多割当機能を少ない回路規模で実現するこ
とができる利点もある．これらのことから，バンク型
マルチポートメモリを階層構造化することで高いアク
セスバンド幅と少ないハードウェア量を実現できる方
法は閉そく網の EBSF とクロスバメモリを用いる方法
であるといえる．今後の展望としては，
（1）提案手法
のチップ試作，
（2）アプリケーションへ応用した場合
のアクセスバンド幅評価が挙げられる．
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