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あらまし バンク型多ポートメモリは，高いアクセスバンド幅をもち，N ポートメモリセル方式の多ポートメ
モリと比較してチップ面積効率が高く，現実的にオンチップ化が可能な多ポートメモリの構成方法である．しか
しながら，ポートとバンクメモリを結合するクロスバ網のハードウェア・チップサイズがポート数とバンク数の
積で増加するため，大きなポート数，バンク数のメモリは現実的ではない．そこで，本論文では，バンク型多
ポートメモリの結合網に閉そく網を用いたバンク型多ポートメモリを提案する．閉そく網は従来から多くの研究
が行われている．しかし，これらの研究で行われているハードウェア量評価はスイッチ一つの規模，構成が異な
るクロスバスイッチと比較をしたものである．本論文では，閉そく網を用いることで高いランダムアクセスバン
ド幅をもつバンク型多ポートメモリを従来のバンク型多ポートメモリと比較して少ないハードウェアで実現でき
ることをトランジスタ数比較で示す．評価の結果，提案方法を用いることで従来のクロスバ網を用いたバンク型
多ポートメモリと比較して，ポート数が 512，バンク数が 512 バンクの場合，約 50%のトランジスタで構成で
き，同程度の性能が得られることが分かった．
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ステムに搭載するメモリには高いランダムアクセスバ

1. ま え が き

ンド幅が要求される．

半導体製造技術の進歩に伴い，一つのチップ上に大

メモリのランダムアクセスバンド幅 BW は，F を

規模なシステムを構築するシステムオンチップ（SoC）

動作周波数，W をワード幅，N をメモリのポート数

の実現が可能となりつつある．オンチップシステムで

として，

は，従来基板上に実装していた多数の構成要素を一つ
のチップ上に搭載することで同時に大量のデータを処
理することが可能である．それに伴い，オンチップシ
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クセスバンド幅を得ることが可能である．しかしなが

ものの原理的なスイッチ数が少ない結合網として閉そ

ら，高いランダムアクセスバンド幅をもつオンチップ

く網がある．ところが，クロスバにおける原理的なス

多ポートメモリをコンパクトに実現する手法に関して，

イッチの構成は 1 対 1 のスイッチであり，閉そく網に

筆者の知る例は文献 [2] の階層構造型マルチポートメ

おける原理的なスイッチの構成は 2 対 2 のスイッチ

モリアーキテクチャのみである．

であるため両者を構成するスイッチの大きさは閉そく

多ポートメモリを実現する従来方法として（1）N

網の方が大きくなると考えられる．このようなことか

ポートメモリセル方式，
（2）バンク型多ポートメモリ

ら，クロスバを用いたバンク型多ポートメモリと閉

方式がある．
（1）の N ポートメモリセル方式は 1 ビッ

そく網を用いたバンク型多ポートメモリを実装した

トの SRAM セルのビット線を N ポート分に拡張して

場合，どちらがハードウェア量が少ない構成方法かス

多ポートメモリを実現する方法である．この方式は一

イッチ数を比較するだけでは明確ではない．そこで，

般に高い性能を得ることができる一方で，1 ビットの

本論文では両者をトランジスタ数で比較してどちらが

SRAM セル自体を N ポート化するためチップ面積が
ポート数の 2 乗に比例して増加する問題がある．一方，
（2）のバンク型多ポートメモリ方式はメモリを複数の

少ないハードウェア量になるのか評価した．本論文で

Crossbar 方式の 50%，HMA 方式 [2] の 70%のトラン

バンクに分割して，ポートとバンクの間を非閉そく網

ジスタで構成できることが分かった．また，これと同

のクロスバで結合して多ポートメモリを実現する方法

時に従来のバンク型多ポートメモリと比較して性能低

行った評価によると，512 ポート，512 バンクの場合，

である．この方式は（1）の N ポートメモリ方式と比

下を最悪の場合でも 5%以下に抑えることができ，同

較して小面積であるが，同一バンクへのアクセスがあ

程度の性能をもつことが分かった．以下，本論文の構

る場合にはバンク衝突が発生して性能低下の危険性が

成を示す．次の 2. で関連研究について述べ，3. で提

ある．この危険性はバンク数を増加させることで回避

案するバンク型多ポートメモリの概要，詳細回路につ

できるが，一般的にポート数とバンク数の積でクロス

いて述べる．その後，4. で従来方式のメモリとの回路

バの面積が急速に増加するため，ポート数，バンク数

規模・性能比較について示し，5. でまとめる．

を大幅に増加することが難しい．
この面積の問題を低減することができるバンク型
多ポートメモリとして，階層構造型マルチポートメ

2. 関 連 研 究
多ポートメモリの実現方式として，
（1）N ポートメ

モリアーキテクチャ（Hierarchical Multi–port Mem-

モリセルと（2）バンク型多ポートメモリがある．

ory Architecture; HMA）[2] が提案されている．また，
キャッシュとして応用する研究を行っている [4], [5]．そ

2. 1 N ポートメモリセル
図 1 に示す N ポートメモリセルは 1 ビットのメモ
リセルを N ポート化し，すべてのポートから任意のメ

の研究結果より，HMA をオンチップマルチプロセッ

モリセルにアクセス衝突なくアクセス可能なメモリで

サの共有キャッシュに用いることは面積当りの性能が

ある．この方式は，メモリの各ポートの書込みアドレ

高く有効な方法であることが分かっている．そして現

スが他のポートと完全に同一の場合を除き，任意のア

在以上に共有キャッシュ方式のオンチップマルチプロ

ドレスのデータに衝突することなくアクセスできるた

我々は HMA をオンチップマルチプロセッサ用の共有

セッサの面積当りの性能をより高くするため，HMA
と同程度の性能をもちながら，更に小面積なバンク型
多ポートメモリが必要である．そこで，本論文では閉
そく網を用いたバンク型多ポートメモリを提案する．
これまでのバンク型多ポートメモリの研究では，ポー
トとバンク間を接続する結合網に結合網内部でのアク
セス衝突が全くない非閉そく網のクロスバを用いてい
る．クロスバの原理的なスイッチ数は入力ポート数と
出力ポート数の積で比例するため，入出力ポート数の
大きなクロスバの実装は難しい問題がある．一方，ク
ロスバと比較して結合網内部でのアクセス衝突がある

図 1 N ポートメモリセル
Fig. 1 N port memory cell.
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(a) Multibank memory with crossbar network

図2

(b) Hierarchical multiport memory

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 HMA.

め非常に高いランダムアクセスバンド幅をもつ．しか

Architecture; HMA）[2] が提案されている．図 2 (b)

しながら，すべてのメモリセルを N ポート化すると

に HMA の構成を示す．HMA の論理構造は従来のク

チップ面積がポート数の 2 乗に比例して増加する問題

ロスバを用いたバンク型多ポートメモリと同様である．

がある．例えば，この手法をある CMOS プロセスを

両者の違いは，クロスバ部分のレイアウトを工夫して

用いて設計した場合，16 ポートの SRAM の面積は 1

小面積化を図ったことである．HMA の回路構成は普

ポートの SRAM の約 20 倍程度の面積となる [1]．

通のバンク型多ポートメモリとほぼ同じであるが，従

2. 2 バンク型多ポートメモリ
図 2 (a) にクロスバスイッチを用いたバンク型多ポー

来の構成と異なり，階層構造を成しており，かつ，第

トメモリアーキテクチャの構成図を示す．図 2 (a) に示

1 階層のバンクに存在する「1 ポートと N ポートの変
換回路（1–to–N Port Transition）」と第 2 階層に存

すように，この方式は複数のバンクと呼ばれる 1 ポー

在する「アクセス競合回避回路（Conﬂict Resolver）」

トメモリとポート間をクロスバ等の相互結合網で接続

が付加されている．前者はポート数を 1 ポートから N

した多ポートメモリである．この方式は N ポートメモ

ポートへ，また，逆の変換を行う．後者は複数のポー

リセルのようにメモリセルを N ポート化しないため

トから同一のバンクへのアクセスが要求された場合，

比較的小面積で多ポートメモリを実現できる．メモリ

その中の一つにアクセス権を与える．

の各ポートからそれぞれ異なったバンクへアクセスす

HMA はポート変換機能をもつ 1 ポートのバンクメ

ることは可能だが，同一のバンクへアクセスするとバ

モリを用いることで，従来のクロスバにおいてポート

ンクアクセス競合が発生する．通常，バンクアクセス

数に比例するクロスポイントから各バンクへの配線を

競合の発生を抑えるためバンク型多ポートメモリでは

隠ぺいし小面積化を図っている．従来のクロスバを用

ポート数に比較してバンク数を増加させる．しかしな

いたバンク型多ポートメモリと HMA の面積とアクセ

がら，チップ面積と大きな負荷容量をもつ長い配線が

スタイムを比較した文献 [3] で示される結果から同一

ポート数とバンク数の積に比例して増加するため，単

プロセスでポート数 8，バンク数 64 の場合，チップ面

純にバンク数を増加させることは容易でない．

積が約 26%減少することが分かっている．

そこで，バンク型多ポートメモリをより小面積で
実現する手法として，階層構造型マルチポートメモ
リアーキテクチャ（Hierarchical Multi-port Memory
500

3. EBMA の提案
ここでは，従来のバンク型多ポートメモリのポート
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間の結合がクロスバ構造であることに着目し，クロス
バ構造よりハードウェア量が少ない閉そく網 [6] を用
いた高アクセスバンド幅で小面積なバンク型多ポー
トメモリ EBMA（EBSF based Multi-port memory
Architecture）を提案する．
本論文で提案する EBMA で得られる利点として以
下の 2 点が挙げられる．
（ 1 ） クロスバよりハードウェア量が小さい閉そく
網を用いることで小面積化が図れる．
（ 2 ） 閉そく網を構成する多段のスイッチがクロス
バ構造に見られる長い配線を分割しバッファとしての
機能を持ち併せるため，大きな駆動力をもつドライバ
が不要になる．
図 2 (a) のクロスバを用いたバンク型多ポートメモ
リでは，ポートと各クロスポイント間，クロスポイン
トとバンクメモリ間の長配線を駆動するためクロスポ
イントとバンクメモリのバッファを駆動力の大きいト
ランジスタで構成する必要がある．しかし，
（2）に示
すように閉そく網を用いることでクロスバにおける負

図 3 EBMA のブロック図
Fig. 3 Block diagram of EBMA.

荷の大きい長配線が分割され，駆動力の大きなトラン
ジスタが不要となり，また，動作速度が向上すること
が期待できる．
次項では，EBMA の概要について述べる．

Banyan Switching Fabrics），Banyan 網を三次元的

3. 1 EBMA の概要

な接続にした PBSF（Piled Banyan Switching Fabrics）という閉そく網が提案されている．これらの閉

図 3 に EBMA のブロック図を示す．図 3 は 8 ポー

そく網は閉そく網で発生するアクセス衝突を低減する

ト，8 バンクの例を示している．図 3 に示すように，

ため閉そく網の構造を多重化するなどの方法を用いて

提案するメモリはメモリの入出力ポート，閉そく網，1

いる．本論文では，バンク型多ポートメモリのポート

ポートのバンクメモリで構成され，従来のバンク型多

とバンク間の結合に文献 [7] の閉そく網を適用できる

ポートメモリのクロスバ部分を閉そく網を用いて接続

と考え，その中から簡単な構造でアクセス衝突の割合

した構成である．

を低減できる閉そく網として EBSF と呼ばれる閉そく

一般に閉そく網は非閉そく網（クロスバ）と比較し
て，網内部のスイッチで発生するアクセス衝突のため結

網を用いた．

3. 2 EBSF

合網としての性能が低くなる問題がある．そこで，本論

ここでは本論文で用いる EBSF の概略を述べる．前

文では閉そく網内部で発生するアクセス衝突の割合を

述のとおり，EBSF は閉そく網の一つである Banyan

低減でき，かつ，その割合を任意に設定可能な閉そく網

網を整数倍に拡張し多重度をもたせることで網内部

を用いる．そのような閉そく網として，Banyan 網を基

で発生するアクセス衝突を低減できる閉そく網であ

本とした網が文献 [7] に示されている．文献 [7] は閉そ

る．EBSF の構成はクロスポイント（スイッチセル）

く網を用いながらその性能を向上する目的のため，閉そ

が 1 ステージ当り（縦方向）に

く網の一つの出力に多重出力可能な閉そく網について
紹介・提案を行い，その性能評価について述べた文献で

log2 M ステージ（横方向）接続され，最後のステー
ジからの出力が K 本ごとにまとめられて最終的な出

MK
2

個あり，それが

ある．文献 [7] では，Banyan 網を並列に用いる MBSF

力となる．ただし，M は EBMA のバンク数，K は

（Multi Banyan Switching Fabrics），Banyan 網を整

網の数（基本となる Banyan 網を何倍拡張したか表す

数倍に拡張した EBSF（Expanded Banyan Switching

数）であり，図 3 の縦方向にある MUX に入力される

Fabrics），Banyan 網を縦列接続した TBSF（Tandem

リンクの数をポートとして用いるリンクの数で割った
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値である．また，EBMA におけるポート数 N はバン
ク数以下（N ≤ M ）とする．図 3 では，EBSF の入
力ポートが 8，EBSF の出力ポートが 8，網の数が 2
の例を示している．
バンク型多ポートメモリでは同一バンクへのアクセ
ス集中を避けるため，メモリのポート数をバンクメモ
リの数より小さく設定する．この場合，EBSF の入力
ポートの数は EBSF の出力ポートより少なくなるの
で，EBSF の前段部分のクロスポイントの一部が不要
になり省略することができる．例えば，図 3 でポート
数を 8 から 2 にした場合，1 ステージ目は六つ，2 ス

図 4 閉そく網のクロスポイント
Fig. 4 Crosspoint in blocking network.

テージ目では四つのクロスポイントが省略できる．
文献 [7] では EBSF の性能について確率モデルに基

で双方向にデータ信号を伝えるスイッチである．以降

づいた評価が行われている．256 入出力をもつ網の数

では，各回路について示す．

4 の EBSF はアクセス衝突の割合が普通の Banyan 網
の約 40%に低下し，クロスバと同等の性能となるこ
とが示されている．また，クロスバと EBSF のクロ

図 5 に示すように制御回路は簡単な組み合わせ回路で
実現されている（注 1）．必要なトランジスタ数は 78 であ

スポイント数を原理的に比較すると，クロスバのクロ

る．本論文ではクロスポイントの機能を簡単にするた

スポイント数は O(N M ) であり，EBSF のクロスポ

（ a ） 制御回路

図 5 に制御回路の構成を示す．

めにプライオリティを固定し，常にポート A からの要

イント数は O( M2K log2 M ) と log2 の項があるため

求を B よりも優先するように設計した．また，クロス

EBSF のクロスポイント数はクロスバと比較して原理
的に少ない．しかし，クロスバのクロスポイントは 1
対 1 のスイッチであり，閉そく網のクロスポイントは

路はクロスポイントのポート A，B から入力されるア

2 対 2 のスイッチ構造であるため実際に実装した場合，

ドレススイッチ，データスイッチのスイッチングに用

一概にこのような関係が成り立つとは限らない．

いる制御信号を生成する．図 5 から出力される制御信

3. 3 回 路 構 成

ポイントで ON になるスイッチは一つとした．制御回
ドレス，Enable 信号，R/W 信号をデコードして，ア

号 S0，S1，S2，S3 は図 6 のアドレススイッチ，図 7

ここでは，提案する EBMA と従来のバンク型多

のデータスイッチにおける CMOS スイッチを制御す

ポートメモリの回路規模を比較するための準備として，

る信号である．また，制御信号 R0，R1，W0，W1 は

図 3 に示した閉そく網部分の回路構成について述べる．

3. 3. 1 閉そく網のクロスポイント構成
図 4 に閉そく網のクロスポイントを示す．図 4 に示

図 7 のデータスイッチにある tri-state バッファを制
御する信号である．
（ b ） アドレススイッチ

図 6 にアドレススイッ

すように，クロスポイントはメモリアクセスに必要な

チの回路を示す．このアドレススイッチはアドレス信

アドレス，R/W 信号，Enable 信号，及びデータを伝

号のほかに，R/W 信号，Enable 信号のスイッチン

送できる四つのポートをもつ．クロスポイントはポー

グにも用い，これらの信号の交換を行う．図 6 に示

ト A，または B から入力されるデータのうち一つを

すようにアドレススイッチは四つの CMOS スイッチ

選択しポート C，または D へデータ伝える交換スイッ

と出力バッファとして用いる二つの NOT ゲートで構

チの機能をもつ．交換スイッチの機能を実現するため，

成される．四つの CMOS スイッチは制御回路から入

クロスポイント内部を二つのスイッチとクロスポイン

力される制御信号（S0, S1, S2, S3）で ON/OFF さ

トに入力されるアドレスから ON にするスイッチを選

れ，ポート A，または B から入力されるアドレス等

択する制御回路で構成した．また，クロスポイント内

を NOT ゲートを介してポート C，または D に出力

の二つのスイッチはアドレススイッチとデータスイッ

する．例えば，ポート A からポート D に交換する場

チの二つで構成される．アドレススイッチはポートか
らバンクへアドレス信号を伝えるための単方向スイッ
チである．また，データスイッチはポートとバンク間
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（注 1）：本論文ではアドレススイッチ，データスイッチの出力信号が入
力と論理レベルが反転するように構成している．そのため制御回路は 2
種類必要だがほぼ同様の回路構成になるため省略する．

論文／閉そく網を用いたオンチップバンク型多ポートメモリの検討と回路規模評価

図 7 データスイッチ
Fig. 7 Data switch.

図5 制御回路
Fig. 5 Control circuit.

る制御信号（S0，S1，S2，S3）で ON/OFF される．
また，これと同時に制御回路で Read 動作と Write 動
作を判断し，tri-state バッファの制御信号（W0, R0,

W1, R1）が入力されることでデータの交換が行われ
る．なお，W0 と R0，W1 と R1 はそれぞれ，信号の
論理レベルが反対の関係になるように制御回路で生成
される．一つのデータスイッチのトランジスタ数は W
をデータのビット数として 24 log2 W となる．

4. 評

価

EBMA と従来のバンク型多ポートメモリの回路規
模と性能評価について述べる．性能評価としてメモリ
のアクセス衝突確率，ハードウェア量の評価としてト
図 6 アドレススイッチ
Fig. 6 Address switch.

ランジスタ数の評価を行う．
ここで，トランジスタ数だけでハードウェア量を評
価することの意味・有効性として，従来のスイッチ数

合，制御回路によって制御信号 S2 がアクティブにな

でのハードウェア量評価と比較してより正確な評価を

り，この制御信号 S2 でポート A とポート D を交換す

限られた時間内にチップレイアウト前の段階で行うこ

る CMOS スイッチが ON になりアドレス信号等が交

とである．また，その他の評価項目として速度や消費

換される．一つのアドレススイッチを構成するトラン

電力もある．しかしこれらはフロアプランや配線容量

ジスタ数は M1 をバンクメモリ容量，M2 をバンクメ

の影響を受けるため，本論文で行うトランジスタ数評

モリの数として 12 {log 2 (M1 M2 ) + 3} となる．

価の段階で直接的に概算することはできない．そのた

（ c ） データスイッチ

図 7 にデータスイッチの

回路を示す．データスイッチはデータ信号の交換を双

め本論文では速度や消費電力についてこれ以上議論を
行わない．

方向に行うスイッチである．図 7 に示すようにデータ

4. 1 評 価 対 象

スイッチは図 6 のアドレススイッチとほぼ同様の回路

本論文では 1）クロスバを用いたバンク型多ポート

であるが，データ信号を双方向に伝えるため図 6 の

メモリ（以降，
「Crossbar 方式」と呼ぶ），2）バンク

出力バッファ部分を二つの tri-state バッファに置き換

型多ポートメモリの効率的な実現手法である階層構

えた構成になっている．四つの CMOS スイッチはア

造型メモリ（以降，
「HMA 方式」と呼ぶ），3）提案方

ドレススイッチの場合と同様に制御回路から入力され

式である閉そく網を用いたバンク型多ポートメモリ
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EBMA（以降，
「EBMA 方式」と呼ぶ）の三つで比較

方式のアクセス衝突確率 PCrossbar,HM A (N, M ) は

評価する．

任意の n ポートのアクセス要求が許可される期待値

4. 2 評 価 方 法

p(n, N, M ) を用いて以下の式 (2) で求められる．

評価はメモリのトランジスタ数比較とアクセス衝突
確率の二つを行う．

4. 2. 1 トランジスタ数の評価
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．EBMA 方式は 3. で述べた
回路構成に基づき計算する．Crossbar 方式と HMA
方式の詳細な回路構成は紙面の都合上省略するが文
献 [3], [8] に基づいて計算する．
ここでトランジスタ数を公正に比較するため，メモ
リのアクセス時間すなわち，メモリに対して同時に
読み/書きアクセスを行うことができるデータ量を各
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

PCrossbar (N, M ) = 1 −

N


p(n, N, M )

(2)

n=1

式 (2) は理想的なバンク型多ポートメモリのアクセス
衝突確率を示す．また，式 (2) の p(n, N, M ) は以下
の式 (3) で求められる．

p(n, N, M ) =


n 

(−1)n−i · iN−1 · n−1 Ci−1
(n − 1)!

i=1

×M Pn ×

1
n
×
MN
N

(3)

ここで，式 (3) の右辺第 1 項と第 2 項は N ポート中
の任意の n ポートのアクセス要求が許可される場合

行い，アクセスに必要な時間は同一という前提で評価

の数を表している．第 3 項はすべての場合の数であり，

した．ただし，実際のメモリアクセスに必要な遅延時

第 4 項で N ポート中の n ポートが成功する場合の確

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．

4. 2. 2 アクセス衝突確率の評価方法

率を表している．
（ b ） EBMA 方式のモデル

EBMA 方式では

同一バンクアクセスの場合の衝突の他に閉そく網と

アクセス衝突確率の評価は確率的な方法で評価す

して用いる EBSF 内部で発生するアクセス衝突があ

る．バンク型多ポートメモリにおけるアクセス衝突確

る．EBSF のアクセス衝突確率は文献 [7], [10] の方法

率とは，複数のポートから同一バンクへのアクセス要

を参考にして求める．EBMA 方式のアクセス衝突確

求に対してその要求が拒否される確率と結合網内部で

率 PEBM A (N, M, K) は EBSF において任意のポー

発生するアクセス衝突の確率を合わせた確率である．

トのアクセス要求が許可され出力される確率 X n (xi )

以下，Crossbar 方式，HMA 方式のアクセス衝突確率

と Crossbar 方式，HMA 方式のアク セス衝突確率

と EBMA 方式のアクセス衝突確率を求めるためのモ

PCrossbar,HM A (N, M ) 用いて，

デルについて述べる．
（ a ） Crossbar 方式，HMA 方式のモデル

Crossbar 方式，HMA 方式におけるアクセス衝突は複
数のポートから同一バンクへのアクセス要求がある場

PEBM A (N, M, K)
= 1 − X n (xi ) × K × {1 − PCrossbar (N, M )}
(4)

合である．ただし，Crossbar 方式，HMA 方式のアク
セス衝突確率は以下の仮定に基づき考える．

•

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は

と表される．X n (xi ) はステージ 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
クロスポイントへアクセスがある確率 xi+1 ≡ X n (xi )
を表し，PEBM A (N, M, K) ≤ 1，K ≥ 1 である．た

1，つまり毎サイクルアクセス要求があるものとする．
• アクセスが要求されるバンクは均等である．
• 複数のポートから同一バンクアクセス要求があ

ションを考慮する必要がある．しかし，複数の同一バ

る場合，調停に敗れたアクセス要求はブロックされる．

ンクアクセス要求が EBSF を通過できる場合とでき

•

すべてのアクセスは同期してメモリのポートに

だし，式 (4) において，本来ならば EBMA に含まれる

MUX 部分で行う同一バンクアクセスのアービトレー

ない場合があるので MUX におけるアービトレーショ

入力される．

ンの効果を厳密に評価することは難しい．そこで，式

N ポート，M バンクの場合，Crossbar 方式，HMA

(4) では，同一バンクアクセスに対する MUX のアー
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ビトレーションの効果を式 (3) の結果を用い計算する．
式 (4) 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
あるといえる．
次に，式 (4) の X n (xi ) を求めるため，はじめに閉
そく網を構成する各クロスポイントの出力確率を考え，
次に EBSF の一つのステージにおける出力確率を考え
る．このとき，以下の条件を用いた．

•

各ポートに入力されるアクセス要求は均等で

ある．

•

アクセスが要求される閉そく網の行き先は均等

である．

•

閉そく網内部の一つのクロスポイントにおいて

図 8 EBMA 方式と Crossbar 方式のトランジスタ数比
Fig. 8 Transistor ratio of EBMA and Crossbar
approach.

二つの入力ポートから同じポートへ出力が要求された
場合，ポート A が優先されポート B からの要求は破
棄される．

•

各ポートへの入力は同期している．

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 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 のクロスポイ
ントへアクセスがある確率 xi+1 ≡ X n (xi ) はこれを
用いて，
n

X (xi ) =



(1 × 2 Crosspoint)

0.5xi
xi −

0.25x2i

(2 × 2 Crosspoint)
(5)

図 9 EBMA 方式と HMA 方式のトランジスタ数比
Fig. 9 Transistor ratio of EBMA and HMA
approach.

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．

かる．

4. 3 評 価 結 果
4. 3. 1 トランジスタ数の評価

の変化に着目すると，トランジスタ数の比はポート

各方式のトランジスタ数の比と，結合網部分のトラ

数が大きくなるほど減少することが分かる．例えば，

ここで，図 8，図 9 のバンク数を固定しポート数

ンジスタ数がメモリ全体のトランジスタ数に占める割

ポート数 128，バンク数 512 の場合，EBMA 方式は

合について述べる．

Crossbar 方式の 80%，HMA 方式の 90%のトランジ

EBMA 方式と Crossbar 方式のトランジスタ数比，
EBMA 方式と HMA 方式のトランジスタ数比を図 8，
図 9 に示す．なお，EBMA 方式の網の数 K は 4，メ
モリの総容量は 4096 kByte，横軸はバンク数，縦軸は

スタ数で構成できる．また，512 ポートの場合では，

トランジスタ数の比で小さいほど EBMA 方式がトラ

Crossbar 方式の 50%，HMA 方式の 70%のトランジ
スタである．
このように，EBMA 方式が Crossbar 方式，HMA
方式と比較して少ないトランジスタで構成できる理

ンジスタ数が少ないことを意味する．図 8 より各ポー

由として，EBMA 方式の結合網部分のトランジスタ

ト数でバンク数の増加に伴いトランジスタ数比は減少

数増加はポート数とバンク数に対して Crossbar 方式，

することが分かる．図 9 も同様の傾向があることが分

HMA 方式より少なく，結合網部分が相対的にバンク
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Table 1

表 1 結合網部分とメモリ全体のトランジスタ数比較
A rate of the transistor number for which a interconnection network
accounts to the whole bank based multi-port memory.
Number of port

EBMA

Crossbar

HMA

32
128
512
32
128
512
32
128
512

128
0.67
0.92
–
1.39
5.72
–
0.36
2.62
–

256
1.77
2.02
–
3.05
11.06
–
1.26
5.53
–

Number of bank
512 1024 2048
3.04
5.89 11.02
4.08
7.86 14.49
5.02
9.67 17.64
6.14 11.66 20.85
20.05 33.40 50.02
49.80 66.45 79.80
2.94
6.03 11.50
10.77 19.56 32.66
32.54 48.97 65.58

4096
19.62
25.13
29.89
34.37
66.61
88.74
20.56
49.08
79.10

メモリ部分より小さくなることが考えられる．表 1 に
各方式の結合網のトランジスタ数がメモリ全体に占め
る割合を示す．表 1 に示すように，EBMA 方式はそ
れぞれのポート数，バンク数に対して他の方式と比較
してメモリ全体に占める結合網部分の割合が小さい
ことが分かる．例えば，512 ポート，512 バンクの場
合，EBMA 方式の約 5%に対して Crossbar 方式は約
50%，HMA 方式は約 32%であり，EBMA 方式の結
合網部分は他の方式に比較して非常に少ないトランジ
スタで構成できることが分かる．
次に，EBMA 方式の結合網部分のトランジスタ数

図 10 各回路要素ごとのトランジスタ数（EBMA 方式）
Fig. 10 Number of transistor of each circuits
(EBMA).

が他の方式と比較して減少する理由について考察する．
そのため，各方式の回路要素を以下のように分類し，
回路ごとのトランジスタ数を集計する．

Decoder: アクセスするバンクメモリを選択する回
路．Crossbar 方式ではクロスポイントに含まれるデ
コーダ，HMA 方式では第 2 階層の行・列バンクデコー
ダ，EBMA 方式ではクロスポイントの制御回路を意
味する．

Ctrl: Crossbar 方式，HMA 方式におけるデータス
イッチの方向制御をする回路．

Addr SW: アドレス信号を伝えるためのスイッチ．
Data SW: データ信号を伝えるためのスイッチ．
Bank buﬀer: Crossbar 方式，EBMA 方式のバンク
メモリに含まれる入出力バッファ．HMA 方式の場合
は 1 ポートと N ポートの変換回路に含まれる入出力
バッファとして機能する回路とする．
なお，具体的な例としてバンク数が 4096 バンク，

EBMA 方式の網の数 K が 4 の場合を示す．図 10
に EBMA 方式，図 11 に Crossbar 方式，図 12 に
HMA 方式の各回路要素のトランジスタ数を積み上げ
た棒グラフで示す．各図の横軸はポート数，縦軸はト
506

図 11 各回路要素ごとのトランジスタ数（Crossbar 方式）
Fig. 11

Number of transistor of each circuits
(Crossbar).

ランジスタ数である．図 10 よりポート数が増加した
場合，EBMA 方式のトランジスタ数増加は図 11 の
Crossbar 方式と図 12 の HMA 方式と比べ少ない．こ
の図から各方式のトランジスタ数全体の中で最も多く
のトランジスタ数がある回路要素はデータスイッチで
あることも分かる．EBMA 方式におけるデータスイッ
チのトランジスタ数は全体の 60%程度（106 のオー
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図 12 各回路要素ごとのトランジスタ数（HMA 方式）
Fig. 12 Number of transistor of each circuits (HMA).

図 13 データスイッチを除いた各回路要素ごとのトラン
ジスタ数（EBMA 方式）
Fig. 13 Number of transistor of each circuits without
Data SW (EBMA).

ダ）であるのに対して，Crossbar 方式，HMA 方式
では全体の 70〜80%程度（107 〜108 のオーダ）でト
ランジスタ数の差が 1 けたあることが分かる．また，
図 13 に EBMA 方式，図 14 に Crossbar 方式，図 15
に HMA 方式のデータスイッチを除いた各回路要素の
トランジスタ数を積み上げた棒グラフで示す．図 13
の EBMA 方式と図 14 の Crossbar 方式を比較する
と，トランジスタ数がほぼ等しい 32 ポートの場合を
除いて EBMA 方式のトランジスタ数は少なく，増加
の割合は小さい．更に，EBMA 方式と図 15 の HMA
方式と比較すると，32〜128 ポートの場合は HMA 方

図 14 データスイッチを除いた各回路要素ごとのトラン
ジスタ数（Crossbar 方式）
Fig. 14 Number of transistor of each circuits without
Data SW (Crossbar).

式のトランジスタ数が小さいが，256 ポート以上では
EBMA 方式のトランジスタ数の方が少なくなる．ま
た，EBMA 方式は Crossbar 方式と HMA 方式と比較
してデコーダ回路と制御回路のトランジスタ数が少な
いことが分かる．以上のように EBMA 方式のトラン
ジスタ数が少なくなる理由として，1）EBMA 方式の
クロスポイントのデコーダ，制御回路やアドレス/デー
タスイッチの回路構成が簡単であること，2）EBMA
方式の閉そく網は，まず与えられたバンク数と同じ入
出力をもつと仮定して構成し，必要なポート数に合わ
せて閉そく網の入力を使うこと，3）そのため大きな
ポート数になるほど閉そく網のトランジスタ数の変化
とポート数の関係が少ないことが考えられる．

図 15 データスイッチを除いた各回路要素ごとのトラン
ジスタ数（HMA 方式）
Fig. 15 Number of transistor of each circuits without
Data SW (HMA).

以上から，EBMA 方式のトランジスタ数が他の方
式に比較して減少する理由は，EBMA 方式の閉そく

数 128，バンク数 512，メモリ総容量 4096 kByte の場

網のトランジスタ数の変化はポート数との関係が少な

合の EBMA 方式の閉そく網の数とアクセス衝突衝突

くほぼ一定となるためといえる．

確率の関係示す．横軸は EBMA 方式の閉そく網の数，

4. 3. 2 アクセス衝突確率の評価

縦軸はアクセス衝突確率で，図中の破線は Crossbar

ここでは，EBMA 方式の性能評価としてアクセス

方式と HMA 方式のアクセス衝突確率であり，理想的

衝突確率の評価結果について述べる．図 16 にポート

なバンク型多ポートメモリのアクセス衝突確率を示し
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図 16 閉そく網の数に対するアクセス衝突確率（ポート
数 128，バンク数 512）
Fig. 16 Network size vs. access rejection probability
(128 pors, 512 banks).

図 17 閉そく網の数に対するアクセス衝突確率（ポート
数 512，バンク数 512）
Fig. 17 Network size vs. access rejection probability
(512 pors, 512 banks).

ている．図 16 より，EBMA 方式のアクセス衝突確

のメモリとほぼ同じにすることが可能であり，3）512

率は 2 ≤ K ≤ 16 の範囲で閉そく網の数を大きくす

ポート，512 バンクで K を 2 から 16 にした場合でも

ると減少し，Crossbar 方式，HMA 方式のアクセス

従来方式と比較して 50%から 60%のトランジスタ数

衝突確率とほぼ同じになることが分かる．特に，閉そ

で構成できる面積効率の高いバンク型多ポートメモリ

く網の数が 8 ≤ K ≤ 16 の場合，EBMA 方式のアク

であるといえる．

セス衝突確率は Crossbar 方式，HMA 方式のアクセ
ス衝突確率の差は約 10%以下となる．次の例として
図 17 にポート数 512，バンク数 512，メモリ総容量
4096 kByte の場合の網の数とアクセス衝突確率の関
係を示す．図 17 に示すように，ポート数とバンク数
が等しいため，EBMA 方式と Crossbar 方式，HMA
方式のアクセス衝突確率は図 16 と比較して高い．閉
そく網の数 K が 1 ≤ K ≤ 4 の場合，EBMA 方式
と Crossbar 方式，HMA 方式のアクセス衝突確率の
差は約 45〜20%である．しかし，K ≥ 8 では，その

5. む す び
本論文では，バンク型多ポートメモリの新しい構成
方法として，ポートとバンクメモリ間の結合に閉そく網
を用いた多ポートメモリ EBMA（EBSF based Multi-

port memory Architecture）を提案した．EBMA は
従来の多ポートメモリである Crossbar メモリ，HMA
（Hierarchical Multi-port memory Architecture）と
同じポート数，バンク数で比較して，1）ポート数の
増加に対するハードウェア量の増加を小さく抑え，2）

差を 10% 以下に抑えることができる．なお，K を増

EBMA で用いる結合網 EBSF の網の数を大きくする

加させることで EBMA のトランジスタ数も増加する

ことで閉そく網を用いていながらアクセス衝突確率を

が，ポート数が 128 より大きい場合は従来のバンク型

従来メモリと同程度に設定できる特徴がある．

多ポートメモリよりトランジスタ数が少ないことを確
認している．

本論文で行った評価によると，同一バンク数，同一の
メモリ容量の場合，EBMA はポート数が大きいほど従

以上の結果から，EBMA 方式は，1）普通の閉そく

来のバンク型多ポートメモリに比較して少ないトラン

網を用いたバンク型多ポートメモリと比較して低いア

ジスタ数で実現できることが分かった．例えば，ポート

クセス衝突確率を実現でき，2）ポート数とバンク数

数 128，バンク数 512，メモリ総容量 4096 kByte，網

が等しい，すなわち 512 ポート，512 バンクの場合，
EBMA に用いる EBSF の K の数を 2 から 16 にす

の数 4 の場合，EBMA 方式は Crossbar 方式の 80%，

ることで従来のバンク型多ポートメモリとのアクセス
衝突確率の差を約 45%から 5%まで低減し，従来方式
508

HMA 方式の 90%のトランジスタ数で，また，512 ポー
トの場合では，Crossbar 方式の 50%，HMA 方式の
70%のトランジスタで構成できることが分かった．更

論文／閉そく網を用いたオンチップバンク型多ポートメモリの検討と回路規模評価

に，性能の面では EBMA に用いる EBSF の網の数

K を自由に設定することで，アクセス衝突確率を従

情処学論，vol.36, no.7, pp.1630–1639, 1995.
[8]

T. Inoue, and T. Hironaka, “Optimized bank-based

来のバンク型多ポートメモリとほぼ同じにすることが

multi-port memories through a hierarchical multi-

できる．例えば，512 ポート，512 バンク，メモリ総

bank structure,” Proc. SASIMI2003, pp.323–330,

容量 4096 kByte の場合，K を 1 から 16 にすること
で従来のバンク型多ポートメモリとのアクセス衝突

2003.
[9]

確率の差を 45%から 5%まで低減できる．なお，この

ト数が非常に大きい場合，また，ポート数とバンク数
が同じ場合においても，従来のバンク型多ポートメモ
リと比較して少ないトランジスタで同程度の性能を得

H. Lee,

T. Murakami,

and H.J.

ical conﬂict management of N-Port memories with
multi-GBit/s access bandwidth,” Proc. 24th Euro-

合，Crossbar 方式の約 50%，HMA 方式の 70%であ
式の 80%である．これらの結果から，EBMA はポー

K. Yamada,

Mattausch, “Area-eﬃcient circuit concept for dynam-

例における EBMA のトランジスタ数は K = 2 の場
り，K = 16 の場合は Crossbar 方式の 60%，HMA 方

S. Fukae, N. Omori, T. Koide, H.J. Mattausch,

pean Solid State Circuits Conference (ESSCIRC’98),
p.141, 1998.
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M. Kumar and J.R. Jump, “Performance of unbuﬀered shuﬄe-exchange network,” IEEE Trans.
Comput., vol.C-35, no.6, pp.573–578, June 1986.
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ることが可能なメモリであるといえる．
今後の展望としては，1）EBMA のチップレイアウ
ト設計，2）従来のバンク型多ポートメモリとの面積
比較と面積見積りモデルの作成，3）アプリケーショ

井上

ンへ応用した場合の性能評価などが挙げられる．
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