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要　旨
先進安全自動車分野での組込み型画像センサの実用化には、多様な環境で多種のタスクを実時間でこなすプロ
セッサが望まれています。筆者らは多数のプロセッサとアクセス自由度が高い画像メモリを集積することで、
高速処理性、プログラムによる柔軟性、低消費電力性の３つを両立したメモリ集積型高並列SIMDプロセッサ
IMAPCARを開発しました。動画像認識処理が必要とする性能要件を述べ、IMAPCARの構成と性能要件との適
合性を示します。
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1. はじめに

近年、交通事故被害者数の低減やCO 2 排出量の削減などを
目的に先進安全自動車(Advanced Safety Vehicle: ASV)の実現が
進められており、そこで用いられるセンサとして動画像認識
を用いた組込み型の画像センサの重要性が高まっています。
ASVの実用化には周囲の自動車や障害物の検知といった多様
な処理を実時間でこなすプロセッサが不可欠となります。
我々は多数のプロセッサとアクセス自由度が高い画像メモリ
を集積することで、専用LSI並の高速処理、車載可能な低消費
電力性、プログラムによる柔軟性の両立を可能にしたメモリ
集積型動画像認識用並列プロセッサIMAPCARを実用化しまし
た。本稿では、組込み型の動画像認識処理が必要とする特性
を述べ、開発したメモリ集積型高並列プロセッサの構成と性
能要件との適合性を示します。

2. 組込み型動画像認識プロセッサへの性能要件

画像センサには多様な機能が期待できる反面、実用化のた
めのプロセッサには高い機能と性能が求められることになり
ます。安全運転支援の画像認識処理に用いるLSIへの要件とし
て次のような３つの特性があります。

(1)プログラマビリティ
安全運転支援の画像認識では、自動車が走行する環境に
よって検出する対象物の種類や応答時間が異なってきます。

たとえば、高速道路では走行レーンマークや障害物を高速
に検知することが主な機能ですが、一般道路では歩行者や
自転車、標識や信号などが検出対象に加わる一方で、応答
時間は高速道路ほど要求されないといったシステム的な柔
軟性が求められます。このためにはプロセッサはプログラ
ムによって駆動されるアーキテクチャが必要となります。
(2)高速処理性
同一対象物であっても天候や時刻によって画像としての写
り方が異なるため、画像センサで安定に対象物を検出する
には計算負荷の大きい高度な画像認識アルゴリズムが用い
られます。たとえばレーンマークの検知を考えた時、雨天
時には路面と白線の境界がはっきりしなくなる上、路面の
轍など白線以外のものによる境界点が無視できなくなりま
す。多様な状況に対処するためには種々の特徴をとらえて
総合的に判断する手法が必要になり、計算負荷が大きくな
ります。プロセッサはそのような計算負荷が大きい処理で
も許容された遅延時間内に処理を完了させるリアルタイム
処理性が必要となります。
(3)低消費電力
高性能汎用CPUの性能向上は著しく、一部の画像認識処理
もCPUで処理可能になってきました。しかしながら、その
消費電力は数十Wの大きさであり、ファンなどの冷却機構
が必要であるばかりでなく、使用温度制約の原因となって
います。安全運転支援では組込み用途として成立する数W
未満で動作する必要があります。
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3. メモリ集積型並列プロセッサIMAPCAR

3.1 従来アーキテクチャの課題

画像認識などのメディア処理に用いられるアーキテクチャ
には様々な形態がありますが、同じテクノロジ、同じ回路規
模のLSIを想定するとき、いろいろなアルゴリズムに対応でき
るフレキシビリティと、回路規模あたりの演算性能、すなわ
ち消費電力あたりの演算性能の間には 図1 に示すようなト
レードオフの関係があるとされています 1) 。一般的に柔軟性
は制御関連回路の規模、演算性能は演算関連回路の規模汎用
に応じて決まるため、一定の回路規模を考えたときそれぞれ
の割合によってトレードオフが生じます。汎用CPUは柔軟性
が非常に高い特長を持つ反面、高い処理能力を得るには高い
動作周波数で動作させるための制御回路が占める割合がきわ
めて大きくなります。一方、専用回路やDSPと専用回路併用
の形態は演算回路の割合を大きくした分、柔軟性が小さく、
状況に応じて処理内容を切り替えるような応用では回路の利
用効率が悪くなり、必ずしもコストパフォーマンスの高さを
維持できません。

動画像認識処理の構造と親和性が高く効率がよい方法とし
て高並列SIMD(Single Instruction stream on Multiple Data stream)
アーキテクチャ（以下SIMDA）が考えられます。SIMDAは、
同一の命令を多数の要素プロセッサ(Processing Element: PE)で
実行することで複数のデータを同時並行処理するアーキテク
チャであり、画素データ並列性の高い画像認識処理に適した

図1   プロセッサにおけるトレードオフ

方式です。また、SIMDAでの性能向上は高い並列処理に依っ
ており、高い動作周波数を必要としないため消費電力の観点
でも有利となります。SIMDAを基本とすることで高速処理性
と低消費電力の2つの要件に対応することができます。しかし
ながら、SIMDAでは命令流が１つしかなく柔軟性には制約が
あるため、動画像認識の多様な処理に内在する並列性を効率
よく活かして実行できる柔軟性を備えるかが課題となります。

3.2 メモリ集積型による課題解決とプロセッサ構成

様々な画像処理に対してSIMD型の並列処理で柔軟性を持た
せるために、我々は、

1) 画像の列もしくは行といった部分画像が各PEに割り当
てられるローカルメモリの構造を持つと同時に、全体とし
て1つの画像メモリとしても機能する
2) 各PEは、PEに割り当てられたローカルメモリ上のデー
タに対して、PEごとにアドレスを決定してアクセスできる
ローカルアドレッシング機能を持つ

の2点の特性のメモリ構成を採用することが重要であることを
示してきました 2) 。これらの知見をもとに、我々はメモリ集
積型並列プロセッサIMAPCARを開発しました。 図2 に
IMAPCARチップ全体のブロック構成、 写真 にチップ外観を
示します。IMAPCARでは、100MHzという比較的低い周波数
で動作する128個の要素プロセッサ(PE：Processing Element)

図2   IMAPCARブロック図
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写真   IMAPCARチップ

をワンチップに集積しSIMD型並列処理を採用するとともに、
上記で述べた並列手法を可能とするメモリ構成を備えたメモ
リ集積型アーキテクチャとすることで、第2章で述べた3つの
要件を同時に満足させています。

IMAPCARチップは制御プロセッサ(CP)、128個のPEからな
るPEアレイ、メモリ転送制御部、ビデオ入出力制御部、CPU
バスI/F部から構成されます。メモリ転送制御部はPEアレイ
の内部メモリと外部SSRAMとの間の画像データ転送を行うも
のであり、IMAPCAR内部での画像処理と並行して外部メモリ
－内部メモリ間の転送が実行できるよう構成し、結果の保存
や次の処理に必要になるデータの読み出しのオーバーヘッド
を最小限にしています。CPUバスI/FはIMAPCARチップを管
理する外部CPUとの接続I/Fです。管理用外部CPUは本I/Fを
介してIMAPCARチップを初期化やプログラムのダウンロード
を行った後にIMAPCARを起動することで動作を開始させます。
ビデオ入出力制御部は入力されるビデオ同期信号に併せて制
御プロセッサCPに割り込みを発生させる機能を持ち、入力画
像に同期した処理制御を可能にします。以下では制御プロ
セッサとPEアレイについて詳細に説明します。

(1)制御プロセッサ(CP: Control Processor)
制御プロセッサCPはシーケンス制御部、プログラムキャッ
シュメモリおよびデータキャッシュメモリを備えたキャッ
シュ制御部、および制御プロセッサ演算器を有した16ビッ
トのRISCプロセッサです。CPはクロックごとに最大4命令
を同時に発行でき、そのうち最大1命令は自分自身向けの命
令となり、最大4命令までがPE向けに発行・ブロードキャ
ストされる命令となります。PEアレイが画素もしくは局所
領域単位の処理を並列に行うのに対して、CPは命令発行や
全体制御に関わる演算の実行を担当します。CPとPEアレ
イとはハードウェアのパイプライン構造レベルで密に結合

図3   PEアレイの模式図

された専用設計のプロセッサであり、CPが計算したデータ
をPEアレイで利用したり、逆にPEアレイ上に求まった結
果をCPが用いて全体制御したりする動作が高速に行える構
造となっています。
(2)PEアレイ
PEアレイは 図3 のように128個のPEが1次元状に接続され
た構成で、かつ最右端PEは最左端PEと接続されたリング
状結合を採用しました。各PEは2Kバイトのローカルメモリ、
演算器群、レジスタ群、隣接PEとの結合機構を備え、制御
プロセッサからブロードキャストされる命令により一斉に
動作します。PEが持つローカルメモリは、CPや外部I/.F上
のCPUから見たときには全体として１つの連続アドレスの
内部メモリに見えるように構成されています。各PEでは命
令で示された均一なアドレスでメモリをアクセスする以外
に、各PEが分担している列内であれば各PEで計算された
任意の位置をローカルアドレスでアクセスすることができ
るため、内部メモリ上で連続でないアドレスにある128個の
データに一度にアクセスできる構成です。また内部メモリ
はPEアレイに対して、128バイト/サイクル、即ち12.8Ｇバ
イト/秒の高速アクセスが可能で、メモリアクセスが並列演
算のボトルネックにならないようにしています。このよう
な内部メモリを集積したメモリ集積型並列LSIとすることに
より、多様な並列化手法の実装が可能となりました。
図4 はPE内部の詳細な論理的構成を示します。各PEは28個
の8ビット汎用レジスタ、2つの1ビットマスクレジスタ、
ALU、乗算器、累算器、メモリロード/ストア兼加算器、論
理演算器を有しています。各PEは4-wayのVLIW実行機構を
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図4   PEの内部構成

採用し、クロックごとに最大4命令を同時に処理可能です。
IMAPCARプロセッサのALUでは従来プロセッサ 3) と比べ
て以下のような演算機能拡張がなされています。
1) 16bit加減算機能
2) 符号付き/符号なし16bitの差分絶対値機能
3) 24bit自動累算機能
これらの機能拡張により、パターンマッチングで多く用い
られる差分絶対値和（SAD: Sum of Absolute Difference）、
累積二乗誤差(SSD: Sum of Squared Difference)などの演算が
高速化され、SADを用いたブロックマッチング処理では機
能拡張が無い場合と比べて約2.5倍の高速化が実現されまし
た。また、機能拡張の結果、IMAPCARの最大演算性能は
8bit演算換算で100GOPS（1GOPSは1秒間に10億回の演算を
行う能力）を達成しています。 表 にチップの諸元を示しま
す。IMAPCARは100GOPSという高い性能にもかかわらず
2W未満の電力で動作することができ、高い消費電力性能比
を実現しています。

4. むすび

本稿では、メモリ集積型とSIMD型並列処理を特徴とする車
載画像認識用プロセッサIMAPCARについて紹介しました。

表   IMAPCAR諸元

IMAPCARの持つ高速処理性、柔軟性、低消費電力性はASVの
実用化に貢献するものと考えています。今後は、車載される
画像認識応用を実際に搭載し有効性を実証するとともに、プ
ロセッサの性能改良を進めていく予定です。
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