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1. はじめに

“蜂の巣 6 角アレイ"と“そして淀みなき流れは，さら

に淀みなきリズムにのって流れる"の名文句で世界中に

数多くの研究者をもつようになったシストリック・アレ

イ (Systolic Array，以後 SA と略す)は， H. T. Kung 

and C. E. Leiserson [ 1 ] [2 ] [ 3 ] [4 ]の 2 人によ

り提案されたVLSI 向き並列計算機モデルである.

シストリック(systolic) とは“心臓収縮の"を意味

する形容詞である. SAは心臓に見立てた単純なプロセ

ッサを多数個規則的に結合してできる並列計算システム

で，個々のプロセッサは周辺のプロセッサヘデータを送

り出し，かつ受け取る動作をくり返す.これは心臓が収

縮動作をくり返しながら，血液を全身に送り出し汲み出

す動作からのアナロジーである.

SAの特徴は， アレイへのデータの入出力を逐次的

(sequential) に，アレイ上での処理を並列(parallel) 

に行ない， しかもこれらの動作はパイプライン (pipe・

line) 化され重畳的 (overlapping) に進められるとい

う点にある.

本稿では，シストリック・アーキテクチャとそのアル

ゴリズムに焦点をあて，シストリック・コンセプトをわ

かりやすく解説する.まずシストリック・アーキテクチ

ャの入門的説明を行ない，次にシストリック・アルゴリ

ズムの典型例と考えられる全点対検査問題をとりあげ

る.

2. シストリック・ア

レイ

従来のノイマン型計算機では，

高速フーリエ変換 (FFT)，行

列計算といった科学技術計算，厨

像処理， 各種記号処理などのためのソフトウェアがサ

ブルーチン・パッケージとして用意されていた. Kung 

and Leiserson [3 ]らは SAを上記のサブルーチ

ン・パッケージにかわる特定用途向けハードウェア付加

装置として使用されると考えた.図 1 にその利用形態を

示す.

各 SAは図 1 に示すように，通常ノイマン型計算機の

システム・パスに接続され，その周辺機器の 1 つとして

使用される. SAの内部は数千から数万個の簡単なプロ

セッサを規則正しく接続したものからなる.したがって

ホスト計算機とのデータの授受はパスを介して逐次的に

行なわれる.

SAには多数のパリエーションが存在する.図 2 は代

表的な SAの基本結合方式である.本稿では理解ならび

に説明の容易さから，最も基本的なモデルと考えられる

1 次元 SA. Mをとりあげ，シストリック・コンセプト

を説明しよう .Mは図 3 に示すように個のパップア

と 1 次元的に配置された多数の同一プロセッサからな

る. SAは次の特徴をもっ.

局所結合ならびに局所通信

各プロセッサをセノレと呼び番目のセルを Ci で示
す.各セル Ci (i孟 1) は左右に隣接するセル Ci- t. Ci+1 

とのみ直接に接続される.このような結合を局所結合と

呼ぶ.また Ci の左右に隣接するセル Ci- 1 および Ci+1

を Ci の近傍と呼ぶ.各セルが 1 ステップ(単位時間)

で直接通信できるのは，近傍内のセルに限定される.こ

うめおひろし大阪電気通信大

学

ノイマン烈計算機
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シストリック・アレイ
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れを局所通信と呼ぶ. したがっ

て， お互いに離れたセル Ci> Cj 

間でデータの授受を行なうには，

そのセル聞の距離に等しし、|←jl

ステップを要す.このようにアレ

イ上でのデータの送受信はすべて

局所結合を通じて局所的に行なわ

れる.

均一構造

(a) 1 次元 SA

(c) 三角形 SA
(b) 2 次元 SA

すべてのセルは単純で‘同一構造

を持ち，たとえば実数の四則演算

など基本的な計算を 1 ステップで

実行可能である. (d) 木結合SA

逐次的な入出力動作

t=O時にはどのセルもあらかじ

めデータをもっていない(プレロ

ードなしと呼ぶ). 処理に必要な

(e) 六角形 SA

図 2 シストリック・アレイの基本結合方式

アミかけの部分はプロセッサを，それらを接続する

細線はローカル通信リンクを意味する.

データはホスト計算機(たとえばディスク)上に貯えら

れている . t=O時よりアレイへの入力が開始される.入

力はホスト計算機からあらかじめ定められた一定の割合

で，たとえばステップにつき 1 個のデータステ

ップで 2 個のデータ，……というぐあいにパッファを経

由して与えられる.この割合を入力パイプライン・イン

タパル (input-pipeline-interval) と呼ぶ.上記の場

合，それぞれし1/2 であるという . at， a2 ， … ， a刑事を

長さ n の入力とする. 事はアレイに入力の終わりを知ら

せる記号である.入力は at， a2 ，"'， an ， $ の順に先頭か

ら入力パイプライン・インタパルに従って与えられる.

このような方式を逐次入力と呼ぶ.

出力 bt， b2，".， bk ， $ も入力と同様に逐次的にアレイ

からパッファを経由して出力される.出力 bi と bi +1( 1 

孟i~五 k) の時間間隔を出力パイプライン・インタパルと

呼ぶ.

周期モデル

各セルは周期 (synchronous) して動作する.そのた

め， すべてのセルに共通する線として， 電源 (power

line)，接地 (ground line)，ならびにクロ '1 ク (clock

line) が備えられている.これらは局所的な信号線でな

L 、.

パッ7 ァ Cl C2 C3 C, Cs C6 Ct 

岡工
図 3 1 次元シストリックアレイ
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計算量

最初の入力引を与えてから最後の出力事が得られる

までのステップ数を SAの時間計算量 (time comple司

王ity) と呼び T(n) で表わす.ここで n は入力サイズを

意味する.一般に T(n)~n. T(n) には入力，処理，な

らびに出力に要するすべての時聞が含まれている. a1 

を与えてから最初の出力んが得られるまでの時間を応

答時間 (response time) と呼び， R(n) で表わす.

一般的に次今とサイズの異なるデータ・セットを処理

するケースがある. このときつのデータ・セット

(サイズを n とする)を入力後， 次のデータ・セットを

入力するまでにホスト計算機が待機すべき時間を周期時

間 (period time) と呼び， P(n) で表わす. T(n) , R 

(n) ならびに P(n) は，解くべき問題， SAのアーキテ

クチャおよびアルゴリズムに依存する . T(n) は線形時

間，すなわち， T(n)=c ・ n ( c は正整数)， R(n) , P(n) 

は 0(1 )， S(n)=n が望ましい.

次の 2 つの定理は SA上での最適時間アルゴリズムを

設計する際に大変有用である.

[定理 1 ] [17J パイプライン・インタパル縮小定理

任意の自然数 h に対し，図 4 (a , b) に示す SA上で

h パイプライン・インタパルを 1 に縮小できる.

パイプライン・インタパルが 1 の最適時間シ

ストリック・アルゴリズムの設計は比較的むず

かしい.パイプライン・インタパルが 2 以上の

アルゴリズムの設計は l のケースよりも容易で
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(a) 1 次元 SA

図 4 入力パイプライン・イン F パルを 1 に短

縮できるシストリッ F ・アーキテクチャ

あるので，設計後変更するとし、う手段が考えられる.

シストリック・アレイの最大の特徴は，すべてのプロ

セッサ開通信は局所結合のみを通じて行なわれるという

点にある. このようなシストリック・アレイにもう l

本の通信線，ブロードキャスト・パスを与えよう(図 5

(a)). ただし 任意のプロセッサがパスを通じて遠く離

れた他のプロセッサに情報を送れるような一般的なノミス

ではない.ホスト計算機のみが，パスを通じて全プロセ

ッサに一斉に 1 方向的に情報をブロードキャストできる

タイプである. 1 @]のブロードキャストに要する時間は

1 ステップと考える.各プロセッサはホスト計算機から

情報を受け取るのみであるので，この種のパスを 1 方向

ブロードキャスト・パスと呼ぶ.

各プロセッサ Ci (i~I) は， Ci-h C;, Cj+ l のもつロ

ーカル情報，およびホスト計算機がブロードキャストす

るグローバル情報，合計 4 種類の情報にもとづいて次

の時刻における動作を決定する.ホスト計算機から遠

く離れたプロセッサは，いつも時間遅れなくホストの

情報を知ることができる点が，従来のシストリック・

アレイと違う点である.従来のアレイを純シストリ.~

ク・アレイ (pure systolic array)，方向ブロード

キャスト・パスを備えたアレイを準シストリ・y ク・ア

レイ (semi systolic array) と呼ぶ.

純シストリック・アレイ上では，各プロセッサは 1

次元線上に結合され，プロセッサ開通信は局所通信し

か許されていないので，アレイの後方(1/0 プロセツ

1992 年 8 月号

+から遠く離れた位置にあるプロセッサ群)は，先頭で

どのような動作が起こっているか実時間で知ることがで

きない.必ずそのプロセッサと 1/0 プロセッ+との聞

の距離に比例した時間遅れを生じる.これが純シストリ

ック・アレイの特徴であり，高速アルゴリズムの設計を

困難にしている点である.

次の定理 2 を用いることにより，時間計算量をまった

く変えることなく，ブロードキャスト・パスを利用した

準シストリック・アレイ上のすべての並列アルゴリズム

を，パスを利用しないタイプに変換できることが知られ

ている.

[定理 2][18， 19， 27 ， 29] 1 方向ブロードキャスト・

パスの除去定理

時間計算量 T(n) の任意の準シストリック・アレイ

(図 5 (a)) Mに対し Mの動作を T(n) ステップで模倣

する純シストリック・アレイ(図 5(h)) Nが存在し， N

はMより容易に構成できる.

3. シストリック全点対検査アルゴリズム

次の会点対検査問題 (all-pair examination proｭ

blem) を効率よく解くシストリッグ・アルゴリズムを

設計しよう.

会点対検査問題

n 偲の点要素 aha2， .'.， a 'Q. が与えられる. このと

き，自分自身との点対を除くすべての点対 (ah a2) ，

(a \, a.) , (ala4) , …, (a\>an J. (a2 , al)' (a2 , a.) , (a2 , 

a4) , …, (a2 , a n ), …, (a.. ， an - 1l を検査せよ.

点対の総数が n(nー 1 )個あることから， ノイマン型

逐次計算機では O(n2 ) 時間を要することは明らかであ

る.すべての点が，自分自身を除いて他のすべての点と

少なくとも一度は出会う必要がある.この問題は，ソー

ティング，計算幾何学，信号・画像処理などの並列アル

司=骨ιι ィヂ
(心中シストリック・アレイ

(b) 純ンストリック・アレイ

図 5 計算能力が等価なシストリック・アレイモデル
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アレイ上を右方向に
スピー F 1 で移動

車庫一一一一一勧覇軍事. .. 

p, p, p.、 p" Ps P6 

日園田日目回目
ゴリズムを 1 次元SA上で設計

する場合，基本的な役割を果た

すことが知られている.たとえ

ばソーティング問題では， a(は

Qh Q2， … ， an とのすべて点対を

検査する際，同時に大小比較を

行ない， a( より小さいデータ

数，すなわち n 個の要素中での

向のランクを知ることができ

る.ランキングができれば， ソ

ーティングは容易である.

酒-・圃 ・圃.. 
日出回目日日目|・ i ・ l ・|・!………・|・ l ・ l

“‘駒田聞・... 1= 2 目 回目目日アレイ kに停止しているデータ

図 6(a) アレイ上を移動しているデー

タ(上側)と停止しているデー

タ(下側)とのマッチング

t =3 回目 回日目

.=4 EH 回 目回目
〔シストリ・7 ク・アルゴリズム〕

次のような考え方をする. いま n 個のデータ a}， a2，

… ， aη がプロセッ-tf" p"p2• … ， Pn にあらかじめ与えら

れているとしよう.次に左端から ah a2， … ， an の順に

データがパイプライン化され，右方向に流れてくるとす

る. スピードはしすなわち 1 プロセッ -tf"/I 単位時間

とする.図 6 (同参照.各プロセッサ Pi は単位時刻ごと

に自分が蓄えているデータ ai と流れてくるデータ aJ

とを対にして検査することができる.図 6(同は， t=O の

とき円上でデータ (a"atl が検査されている状態から

出発したデータ・フローを表現している.簡単化のた

め，数字 1 ， 2 ， 3，…はデータ ah a2, a8) ...を意味する.

各プロセッサは上下 2 つのレジスタをもっ.上のレジス

タはアレイ上でデータをパイプライン的に流す役目を

し，下のレジスタは初期データを保存する P， に注目

すると t=O より各時刻ごとに (a"atl ， (a"a2) , (a" 

as) , (a" 内)，… ， (a"a1)' …の各点対が 1 対/ 1 ステップ

の割合で検査されている様子が明らかになろう.他のプ

ロセッサ P2， Pa， P4， …においても同様である. 自分自

身どうしの点対検査を排除するために，次の事実を利用

する.上記のデータ・フローで計算すると， 点対 (ai ，

ai) は Pi 上で t=2 i-2 のときに限り出会う.したが

って，計算開始と同時に P， はスピード 1/2 で右方向に

進むパルスを生成する.このパルスが P1， に伝えられて

いるか否かにより，いま検査している点対 (a1" aj) にお

いて i=j か苔かを知ることができる. 図 6 (b)の矢印は

パルスの伝播を意味している.

アレイ上にデータがあらかじめロードされていない場

合，点データのコピーを 2 つ用意し， 図 7 (a)に示す時

間・空間図式で計算させる.水平方向はアレイ空間を，

垂直方向は時間輸を意味する.アレイ上での動作は，次

の 3 相からなる.すなわち，

378 (24) 

t=5 目国 回目
'=6 ffi 自由 自国
図 6(b) 全点対検査のための

データ・フロー

(1) データを各プロセッサにロードする相，

(2) 点対検査相，

(め出力相.

の 3 相に分けられる.これらの 3 相が時聞が時間，空間

両軸上でオーパーラップ化され，効率よく処理されてい

る様子が明らかであろう.

データのロードにはフォールディング (folding) 法

を使用する.フォールディングはシストリッグ・アレイ

上でよく使用されるデータ・ルーティング法のひとつ

で，データ列 a1 ， a2， … ， an の一端 a， を固定したロープ

とみたて，ロープが 2 つ折りになるようにデータを移動

させてゆく手法である.折点は時間とともにダイナミッ

クに右方向に移動する(図 7(紛参照). ロープの固定端を

C，と考える.

出力は 1 個/2 ステップの割合で得られる. 全出力が

得られるのは入力開始後 4n+0(1) ステップ後である.

0(1) の項は， データの初期配置などに依存する定数ス

テップを意味する.

ノイマン型逐次計算機上では 0(n2 ) 時間かかる問題

が次元SAを利用すると O(n) 時間で解けることが

明らかになった.

ここに示した線形時間・点対検査アルゴリズムは，計

算幾何学問題の 1 っとして知られる最近点対問題の解法

でもある.

最近点対問題とは， n 個の点 at ， a2，"'， an が与えられ

たとき， すべての内 (1 ;;;õ i話 n) について， 自身を除く
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. ...・・

fHカ

点対検査相

出力相

A"JIII"" 
aN(n) ・ -~t=4n十0 (1)

図 7(a) 全点対検査アルゴリズムのための

時間・空間図式

ロープの進行方 I ，" J

U"テ フ経過後

図 7(h) フォーノレディングによるデータ・

ルーティング

ることにより ， O(n log n) 時間で n 点の最近点対を見

い出せることが知られている.

ai の最近点 aN(i) を求めるには，すべての j(1 語j亘

n ， j =l= i) に対して ， ai と aj の距離を計算し，その中で

最小距離を与える点 aj を aNω とすればよい.各 Pi

は ai と流れてくるポイント・データとの距離を l ステ

ップで計算する.常に aî とこれまでに流れてきた点と

の距離が最小になるように，その距離とその距離を与え

る点データを更新する.このために図 6(防に示した 2 個

のレジスタのほかに 1 個のレジスタを備えているものと

する.各 Pî はエンドマーク替を読んだとき，プロセッ

サ内に最近点 aNω を保持している.その後，これらの

データは左方向にシフトされ出力される.

本節でとりあげたシストリック点対検査アルゴリズム

の計算幾何学問題への応用は，文献 [36J を参照された

い.数多くの計算幾何学問題が n 台のプロセッサから

なる 1 次元SA上で O(n) 時間で解決可能なことが示さ

れている.

4. おわりに

シストリック・アレイはプロセッサ粒度が非常に細

かし、(超細粒度) SIMD 型並列計算モデルである.同

様なものにセルラ・アレイ，イテラティブ・アレイ等

がある.これらはメツ、ンュ結合を基本結合方式とする

並列計算モデルで古くから数多くの研究がなされてい

る[37J-[44J. DAP, Mas Par, Zephyr , MAPLE 

など，この分野の研究をベースとして生まれた並列計

算機が市販されている.これらは， AP-1000 ， CM-5, 

NCUBE , ADENART など MIMD 型中粒度並列

計算機と並び商用並列計算機の一翼を形成している.

本稿では，シストリック・アーキテクチャとそのア

ルゴリズムの入門的解説を行なった.紙面の都合もあ

り，シストリック・アルゴリズムの設計手法など割愛

せざるを得ないテーマも数多くあった.最後に文献ガ

イドを示す.シストリック・アレイの入門的解説とし

て，文献[ 1 J-[16J が，またシストリック・アレイ

が提案される以前の関連研究として，文献日7]， [37J 

-[44J があげられる.シストリック・アルゴリズムの

設計手法をとりあげたものとして，文献 [18J- [35J

があげられる.
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