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研究の背景
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研究の成果
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「システムLSI」やシステムオンチップ
（System-on-a-Chip; SoC）
とも呼ばれて
いる。

ステムを複数のFPGAに分割する手法を
本研究では、LSI設計技術の中でも上

考案・構築した【3】。

記のような背景を持つ、
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これらの技術の鍵となるのは、計

より上流工程の設計自動化、換言すれば

実際のFPGAに対しこの設計技術を適用

算機内部において特定のプロセッサハー

「システムLSIのアーキテクチャ設計を自動
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（図1）。
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図1 仮想プロセッサアプローチによるアプリケーションプログラムに特化したプロセッサの自動合成フレームワーク。
仮想プロセッサを導入することで、
まずアプリケーションプログラムが持つ本質的な性質を引き出し
（フェーズ1）
、
その後、
プロセッサ設計制約を満足するよう最適化する
（フェーズ2）
ことを可能とした。

上記のプロセッサ合成フレームワーク
の実例として、
【 4, 7】
では、アプリケーショ
ンプログラムとして画 像 処 理に着目し、
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を念頭に、アプリケーションプログラムに
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ルゴリズムを考案し、実際の画像処理ア
プリケーションを用いてこれを実証してい
る
（図2）。
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、
このグ
ループに従って、LSIを自動合
成する。LSI合成の中に、
ほん
の少し
【制約】
を課すことで、
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功した。
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図2
仮想プロセッサアプローチによって生成された実際の画
像処理チップ。
このチップは、MPEG-4コアプロファイル
のリアルタイム符号化を可能とした信号処理プロセッサ
である。

今や1つのLSIが単体の機能を有する

フトを促すものであり、今後このような技術

ことはなく、複数の機能が有機的に結合し

が不可欠になることは間違いないと考えて

た極めて複雑なシステムを形成するに至っ

いる。
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