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概要 

 本研究は、実行時のオーバヘッドが生じない高効率な実時間多重処理性を特徴とする、VLSI 向きチップマルチプロセ

ッサ型データ駆動ネットワーキングプロセッサを、今後の通信環境の主流となり得るアドホックユビキタス通信環境のプ

ラットフォームへの適用を目標に、研究開発するものである。本研究では、アドホックユビキタス通信環境における情報

や通信相手の発見機構、発見した情報のアドホック通信網における品質保証型情報転送機構、および、アドホックユビキ

タス通信環境の要求条件を満足するデータ駆動ネットワーキングプロセッサ CUE-v3 の VLSI 試作と、これを活用した

プラットフォームの優位性の実証などの研究開発を進めた。 
 

Abstract 
This research aims at developing a VLSI-oriented data-driven networking processor with highly efficient realtime 
multiprocessing capability to apply it to a platform for ad hoc ubiquitous communication environment which will be 
one of the most promising future infrastructures. We studied (1) target node and/or information discovery algorithm 
in the ad hoc ubiquitous communication environment, and (2) highly reliable transfer mechanism over a mobile ad 
hoc network of information discovered by the algorithm. In parallel with these studies, considering requirements for 
realizing the ad hoc ubiquitous communication environment, we have developed   data-driven chip multiprocessor 
CUE-v3 and demonstrated its possibility as a platform. 
 
 
１．まえがき 

本研究は、無線アドホックネットワークを含む新しい通

信環境を利用しユビキタス性を提供できるアドホックユ

ビキタス通信環境の実現を目的としている。本研究では、 
(1)いつでもどこでも通信・情報リソースにアクセスでき

るユビキタス性の実現のために、ネットワーク上に存在す

る情報を発見し、それへのアクセス手段を提供する方式、

(2)アドホック性を勘案して、目的ノードとの安定したコ

ンテンツ送受・中継を実現できる品質保持型情報転送方式、

のアドホックユビキタス通信環境における有効性を示す

とともに、(3)目的ノードの発見、安定的コンテンツ送受・

中継処理を多重実行できる高効率な実時間多重処理性を

持つチップマルチプロセッサ型データ駆動ネットワーキ

ングプロセッサ CUE-v3 を試作し、評価ボードを用いた

実験を通じて、プラットフォームとしての優位性を示した。 
 

２．研究内容及び成果 
2.1 アドホックユビキタス通信環境 
 通信相手やコンテンツの名称などが予測できない状況

下において、ネットワーク資源浪費を抑えた目的ノード発

見手法が求められる。特定エリア内で実現されるアドホッ

クネットワークでは、ユーザには、何らかの人的つながり

(コミュニティ) が存在すると仮定できる。そこで、自分

の属するコミュニティで信頼する相手を『バディリスト』

として持ち、できる限りバディリストに記載されている相

手を頼って目的ノードを発見する方法を提案し検討した。

その結果、コミュニティと無関係に放送型で探索するラン

ダム方式との比較では、提案方式のホップ数が 20%から

80%少なく伝達でき、高い効率での発見が可能となった。 
アドホックネットワークにおいて、ユビキタス性を確保

するための情報を有するノードの発見方式を受け、その情

報を品質を保証しつつ転送するための手法を検討した。ア

プリケーションとして、災害時に最も必要とされるビデオ

情報を取り上げ、アドホックネットワーク上に送信点を複

数設けることにより、サーバ分散と経路分散を実現できる

マルチポイント・ポイント転送方式(MP2P)を、品質保持

型情報転送方式として提案した。ネットワークシミュレー

ションおよびテストベッドによる実験の結果、提案方式は

従来に比べて不良フレーム数を削減でき、一つ以上のフレ

ームが受信された場合、フレーム補償によって、ピーク信

号雑音比が最低でも 5dB 程度改善されており、アドホッ

クネットワークにおける本方式の有効性が実証された[1]。 
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2.2 データ駆動ネットワーキングプロセッサ 
下位プラットフォームにおいては、パケットストリーム

が効率的に転送できる転送基盤の実現を大前提に、経路選

択さらに上位の相手発見に関わるバースト的な制御パケッ

トの転送も必要である。これらの機能が相互に影響を与え

ることなく並列に処理できることも下位プラットフォーム

への要求条件となる。この要求条件を受けて、データ駆動

と制御駆動のハイブリッドプロセッサCUE-v2 を 4 コア集

積したチップマルチプロセッサ CUE-v3 を試作した。     
まず、結合方式をハードウェア記述言語(HDL)を用いて

レジスタトランスファレベル(RTL) で記述して、CUE-v3
の VLSI としての実現可能性を検討し、プロセッサ間結合

網に二重リングバス構成を採用することによって、配線数

を抑え且つ十分なスループットを達成できる見通しが得ら

れた。また、この結合網の上でのプロセッサ間通信は、

CUE-v2 のスレッド起動命令を活用した。チップ間の入出

力方式には、 CUE-v2 での検証の困難さを考慮し、電気

的安定性が高い方式として、信号の送出側からクロックを

送るソースシンクロナス方式を採用した。続いて、上記基

本アーキテクチャを詳細化して RTL 記述を行った。ここ

で HDL には verilog HDL を用い、VDEC より提供され

た Synopsys 社の vcs によってシミュレーションを行っ

た。また、設計・開発期間を短縮し且つ試作時のリスクを

低減するため、これと併行して LSI 化のための物理設計を

遂行し、前もって実装時の問題を検討する手法を採った。

shuttle サービスとしては、 (株)イー・シャトルが提供す

る 90nm CMOS プロセスを想定して実装を検証した。最

終的には、5mm × 5mm チップ上に、4 つのコアを集積

したCUE-v3をVLSI化し、評価ボードを開発した（図 1）。 
 CUE-v3上に UDP/IP処理をヘッダ処理とデータ処理を

同時並行に処理できる構造で実装し評価した結果、UDP/IP
処理の実行時間は、約 250 バイト以下のデータグラムに対

して、常にヘッダの処理時間内で実行可能であること、ま

た、オーバロードにならない限り、複数のデータグラムを

多重処理しても、この実行時間が維持されること、さらに、

250 バイト以上のデータグラム処理を実行した結果、実行

時間はデータ長に比例して増大するが、多重処理時にも、

その実行時間が常に維持されることが確認された[2]。 
 このように、UDP/IP のオフロードが高効率な実時間多

重処理の実現に有効であり、アドホックユビキタス通信環

境の実現法として、CUE-v3 によるプラットフォームの優

位性が実証された。さらに、シミュレーションによる性能

予測を通じて、CUE-v3 に採用したデータ駆動チップマル

チプロセッサアーキテクチャが、次世代 65nm、次々世代

45nmVLSI実現に耐えうる16コアまでのプロセッサとし

てのスケーラビリティが維持されることも確認された[3]。 
 

 
 

図 1.データ駆動ネットワーキングプロセッサ評価ボード 

３．むすび 

本研究は、無線アドホックネットワークなどの新しい通

信環境を利用し、ユビキタス性を提供できるアドホックユ

ビキタス通信環境の実現をめざした。本研究では、効率的

相手発見手法、品質保持型情報転送機構、これらを搭載す

るべきアドホックユビキタス通信環境向きデータ駆動ネッ

トワーキングプロセッサを検討した。上位レイヤでは、い

ずれの方式についても、従来を凌駕する性能を実現した。

さらに、CUE-v3 の VLSI 実現と評価を通じて、高い実時

間多重処理性、チップマルチプロセッサとしてのスケーラ

ビリティが実現されることを示して、アドホックユビキタ

ス通信環境のプラットフォームとしての優位性を実証した。 
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