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実験の日程

日付 実験内容 備考

10/6 1 ガイダンス
10/13 2 回路図入力によるCADの使い方
10/20 3 回路図入力による組み合わせ回路
10/27 4 回路図入力による順序回路
11/3 休み（文化の日）
11/10 5 （前回の続き）
11/17 6 VHDLによる組み合わせ回路 第 1レポート提出
11/24 7 VHDLによる順序回路 第 1レポート返却
12/1 8 （前回の続き）
12/8 9 VHDLによる少し複雑な論理回路 第 1レポート再提出
12/15 10 （前回の続き）
12/22 11 アセンブリ言語シミュレータの使い方 第 2レポート提出
1/12 12 基本的なアセンブリプログラミング 第 2レポート返却
1/19 13 簡単なアセンブリプログラミング 第 2レポート再提出
1/26 14 アセンブリプログラミングの応用
2/2 15 第 3レポート提出

注意
• 諸事情により予定が変更される可能性がある．毎回実験に参加しないと，その
手の情報を入手できないことがあるので注意されたい．

• レポートは毎週の実験で課題を完遂する毎に，徐々に書き進めていこう．まと
めて一度に書こうとすると，徹夜になったり，出せなかったりする．

• 配布するテキストは，実験の前に予め熟読しておくこと．レポートをまとめる
際に「実験の目的」「実験の手段」といった節を的確に記述するためのヒントが
散りばめられている．

• 第 3レポートは，基本的に再提出なしの一発勝負です．

• 各自指定された教科書 D. M. ハリス著:“ディジタル回路設計とコンピュータ
アーキテクチャ”，翔泳社 ISBN978-4-7981-1534-4を用意しておくこと．本冊子
は，教科書が手元にあると仮定して記述されている．



第1章 はじめに

このテキストは情報分野における計算機工学実験の課題と，それに対するひとつの
アプローチを示すものです．以後，いくつかの課題が与えられますが，それらを「必
修課題」と「選択課題」に分類し，レポート課題 1のように細線囲みのものを必修

課題， 選択問題 2 のような太線囲みのものを選択課題とすることにします．そし
て，必修課題は合格点（60点）取得のために最低限行うべき課題で，選択課題は合
格点以上を狙うための課題とします．

1.1 本実験の目的
本実験科目では，コンピュータシステムを構成する階層のうち，ハードウエアの論

理設計以上，命令セットアーキテクチャ以下にあるものから，本分野の学生として身
に付けるべき事項に焦点を絞って取り扱います．
内容は大きく分けて以下の 3つから成り，それそれについて複数の課題を実施した

結果をまとめたレポートを提出します．つまり，合計 3篇のレポートを提出してもら
います．

1. 回路図入力による論理回路設計

2. ハードウエア記述言語による論理回路設計

3. アセンブラプログラミング

1には教科書の 2章と 3章が対応し，2には 4章が，3には 6章が対応します．1と 2

では後述するFPGAを搭載した回路基板（FPGAボード）を用いて，「本物」のハード
ウエアを触りながら回路を作っていきます．1と 2では，コンピュータ支援設計 (CAD,

Computer Aided Design)ツールを活用するので，ハードウエア関連の CADの使い
方を習得することにります．CADとは，設計者の「こういうモノが欲しい」という
意思をハードウエアやソフトウエアとして実現する作業を，支援するツールのこと
を言います．この実験では取り扱いませんが，我々が使うCADには，開発対象のシ
ミュレータの機能も含まれており，ある程度以上の複雑な構成を有する回路を扱う場
合には，シミュレータで動作確認してから，実機での試験を行います．
3では，コンピュータハードウエア入門で習ったMIPSアーキテクチャのMIPSのア

センブラプログラミングを行います．ここでは，実機を用いないで，SPIMというシ
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ミュレータを用いて，実験を実施していきます．つまり，この課題では，シミュレー
タの使い方を習得することになります．

1.1.1 CAD

本実験では，CADを，非常に高い抽象レベルで用いています．例えば，2章におけ
るカルノー図を使った論理回路の最適化は，回路図の入力が複雑になるという事項を
除けばCADが自動的に最適化してくれますし，3章の「遅延」「セットアップ時間」
「ホールド時間」といった項目を気にしないで回路設計を行えます．これでは，実際
の現場の人からの「脳天気な設計」の誹りを免れ得ないですが，それらを気しなけれ
ばならないほど抽象度を下げることは，むやみに諸君を惑わし，負担を大きくすると
考え，本実験は脳天気な道を行くことにします．しかし，我々が用いているCADは
実際の現場で使われているものであり，シミュレーションに関連して上記の遅延等を
見積もる能力があるということを付け加えておきます．
ハードウエア記述言語 (HDL, Hardware Description Language)については，世の

中をVHDL派とVerolog派が二分していると言っても過言ではないでしょう．実際に
2009年度の計算機工学実験ではHDLとしてVerilogを使ってましたが，2010年度か
らは授業科目「計算機アーキテクチャ」と連携するために，VHDLを用いています．
しかし，教科書の 4章で両者による記述を並べて教えているように，異なるのはソー
スリストの見た目だけで，本質的に記述能力は同等であるといえます．切り替えにあ
たって，実験担当者は細心の注意を払ってテキストを書き換えたつもりでいますが，
不十分なところが残っているかもしれません．それらに気付いた諸君による指摘を期
待します．
諸君がHDLによるハードウエアの設計を実際に体験し，回路図入力との生産性の

違いを認識することによって，その威力と恩恵を体感してほしいと思います．

1.1.2 アセンブラプログラミングの意義

アセンブラプログラミングは，計算機アーキテクチャで習得したMIPS（命令セッ
ト）アーキテクチャの復習であり実践です．本実験の 3番目の課題では，教科書の 6

章や付録B「MIPS命令表」を参照しながら行います．
アセンブラプログラミングを体験することによって，コンパイラがソースコードを

機械語に変換していく最終段階で何をすべきかを，また，コンパイラによるコード最
適化がどういうことをやるべきかを，諸君がおぼろげながら感じ取ることを期待し
ます．
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1.2 FPGA開発システム
前半の実験で我々が使う装置である FPGAボードとその開発システムについて説

明します．

1.2.1 FPGA

我々が前半の実験で使うデバイスであるFPGA（Field Programmable Gate Array）
は，対応するCADで設計された論理回路と等価なものを実現するハードウエア素子
です．その中では，基本論理ゲートやフリップフロップといった素子がそのまま設計
に従って配置されるのではありません．組み合わせ回路は小規模な表の組み合わせ
で，配線は縦横に走る電線への接触や電線間の接触で，フリップフロップは非常に多
機能なフリップフロップの機能の一部を取り出す（モードを指定する）ことで実現さ
れています．これについての詳細は，FPGAメーカーの説明等を参照して欲しいの
ですが，我々はFPGAの内部の詳細を気にせずに，CADが提示する設計のみに注意
を払って課題を進めていきましょう．これもまた実際の現場の人から脳天気だと言わ
れかねない態度ですが，さっき議論したのと同じ理由で抽象度が高いところに留まる
ことにします．
CADで作成された設計は，2進符号化され，FPGAに流し込まれます．すると，上

記の表の中身や電線の接触，フリップフロップの動作モードが適切に設定されて，設
計者が CADに指示した論理回路と同等の働きをする電子回路が構成されます．こ
の辺のメカニズムも深く探求するとキリがないので，単に「CADで設計した回路を
FPGAに流し込んで FPGAをその論理回路に化けさせるのだ！」という抽象的な認
識で十分です．
我々の実験装置で用いるのはALTERA社のCyclone II(EP2C70F896C6N)という

LSIで，約 7万の論理ゲートの相当の論理回路を構成する能力と，約 100万ビットの
データを記憶する記憶能力を有しています．

1.2.2 FPGAボード

FPGA単体では電源も入出力装置も繋がっていないので，通常は FPGAが搭載さ
れ，電源や必要な入出力が接続されたボードを用いて，開発や実験を行います．特
に，本実験で用いる FPGAの評価を行うためのボードのことを，FPGAボードと呼
びます．
我々が使う FPGAボードALTERA社のDE2-70を図 1.1に示します．本実験に関

連する箇所にのみ，引き出しで説明をつけてあります．本実験では，トグルスイッチ
（以下単に「スイッチ」という）や押しボタンスイッチ（以下単に「押しボタン」と
呼ぶ）を操作して論理回路に入力する値を変化させ，赤色 LEDや 7セグメント LED

に出力を導いて結果を観察します．
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図 1.1: FPGAボード DE2-70

1.2.3 CADによる論理回路の設計

我々が使う FPGAは，ALTERA社が提供する CADであるQuartusII 9.0 sp2と，
それをインストールしたノートPC（ヒューレット・パッカード製）を使って開発し
ます．この CADを使った設計では，回路図入力だけでなく，色々な HDLを使うこ
とができます．本実験では，先に述べたとおり，課題 1では回路図入力を，課題 2で
はVHDLを用いることにします．

1.3 MIPSシミュレータSPIM

SPIM(http://pages.cs.wisc.edu/~larus/spim.html)は，James Larusによって
開発されたMIPSシミュレータで，MIPSを取り扱ったコンピュータアーキテクチャの有
名な教科書「David A. Patterson, John L. Hennessy 著 / 成田光彰 訳: "パター
ソン&ヘネシー コンピュータの構成と設計（上／下）", 日経 BP社 (1996) 」でも取
り上げられているものです．色々な OSで動作し，グラフィカルユーザインタフェー
スを備えたものです．詳細については 4章で詳説します．
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第2章 課題1

回路図入力による設計

課題 1や課題 2で使う実験装置の使い方の説明をし，続いて回路図入力による論理
回路設計の課題を与えます．本実験では，共有ファイルサーバのようなものは用意さ
れておらず，また，使用するノート PCは終了すると，ディスクに書き込んだデータ
をすべて忘れるという，いわゆるネット喫茶仕様になっています．従って，各自 1GB

以上の余裕がある USBメモリを用意し，それに実験で作成したファイルやデータを保
存します．2回目以降は必ず必要であるので，忘れずに用意してください．

2.1 実験の準備
以下で説明する手続きは，課題 2でも共通です．

2.1.1 ノートPCの起動

1. ノート PCに ACアダプタが接続されていますか？ACアダプタは OAタップに接
続されていますか？

2. ノート PCを開き，電源を ONにする．

3. WindowsXPのログイン画面が表示されたら，ユーザ「uchikoma」を選択肢，パ
スワード「 」を入力してログインする．

2.1.2 FPGAボードの準備

1. DE2-70を教卓から運んで，箱を開き，FPGAボード，ACアダプタ，USBケーブ
ルを取り出す．

2. 机に FPGAボードをアルミの面を下にして置く．

3. USBケーブルで，ノート PCの USBポートと，FPGAボードの USB Blaster ポー
トを接続する．
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4. FPGAボードに ACアダプタを，ACアダプタを OAタップに接続する．

5. RUN/PROGスイッチを RUNに設定する．

6. FPGAボードの電源を投入する．派手なデモンストレーションが開始されていま
すか？

2.1.3 試験運用

先ず，以下の手順でテンプレートを取得します．ここでコピーしたフォルダDE2 70 none

は，以後，絶対に変更したり削除しないでください．このフォルダの複製を作り，各
課題を実施していきます．

1. ノート PCに USBメモリを差し込む．

2. USBメモリに対応するドライブを開き，「exp1」という名前のフォルダを作成
する．

3. 「マイコンピュータ」の「Z」ドライブを開く．

4. Zドライブの中に「DE2 70 none」というフォルダがあることを確認し，これを
2で作成した exp1の中にコピーする．

次に，別紙「速攻QuartusII」に書かれた手順でQuartusIIを起動し，設計をFPGA

に流し込み，動作を確認します．
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図 2.1: ピン配置が決定→端子に札

2.1.4 課題の実施にあたって

以降の各々の課題では，次の作業を行い，レポート作成に備えます．また，レポー
トでは，貼付した図を元にして，回路の説明や考察を加えるという形で，レポートを
記述していきます．

1. FPGAボードを使って作成した回路の動作確認を行い，その課程と結果をレポー
トで報告できるように実験ノートにメモしておく．

2. コンパイルが終了し，図 2.1のようにピン配置が決定された後の回路図を画像
ファイルとして保存しておき，レポートに貼付できるように準備しておくこと．

画面の保存を行う 1つの方法は以下の通りです．名前の付け方は，後で混乱しない
ように各自工夫しましょう．

1. 先ず prt scキー（ fnキーを押しながら insetキーを押す）を押してカット
バッファに蓄積します．

2. 次に，ペイント (Start→プログラム→アクセサリ→ペイント)を起動し，カッ
トバッファの画像をペースト（編集→貼り付け）し，保存（ファイル→名前を
付けて保存）します．

2.1.5 端子名と接続先

以下に，この章で用いる端子名と対応するデバイス（スイッチ類や LED群）を示し
ます．
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押しボタンスイッチ（入力端子，押し：0）
回路記号 対応物 回路記号 対応物
iKEY[0] KEY0 iKEY[1] KEY1

iKEY[2] KEY2 iKEY[3] KEY3

トグルスイッチ（入力端子，上：1）
回路記号 対応物 回路記号 対応物
iSW[0] SW0 iSW[1] SW0

iSW[2] SW2 iSW[3] SW3

iSW[4] SW4 iSW[5] SW5

iSW[6] SW6 iSW[7] SW7

iSW[8] SW8 iSW[9] SW9

iSW[10] SW10 iSW[11] SW11

iSW[12] SW12 iSW[13] SW13

iSW[14] SW14 iSW[15] SW15

iSW[16] SW16 iSW[17] SW17

緑色 LED（1：点灯）
回路記号 対応物 回路記号 対応物
oLEDG[0] LEDG0 oLEDG[1] LEDG1

oLEDG[2] LEDG2 oLEDG[3] LEDG3

oLEDG[4] LEDG4 oLEDG[5] LEDG5

oLEDG[8] LEDG8 oLEDG[7] LEDG7

赤色 LED（1：点灯）
回路記号 対応物 回路記号 対応物
oLEDR[0] LEDR0 oLEDR[1] LEDR1

oLEDR[2] LEDR2 oLEDR[3] LEDR3

oLEDR[4] LEDR4 oLEDR[5] LEDR5

oLEDR[6] LEDR6 oLEDR[7] LEDR7

oLEDR[8] LEDR8 oLEDR[9] LEDR9

oLEDR[10] LEDR10 oLEDR[11] LEDR11

oLEDR[12] LEDR12 oLEDR[13] LEDR13

oLEDR[14] LEDR14 oLEDR[15] LEDR15

oLEDR[16] LEDR16 oLEDR[17] LEDR17

2.2 素通し回路の設計

レポート課題 1

「DE2 70 none」のフォルダをコピーして「ex1 1」とリネームし（以下，「DE2 70 none
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→　 ex1 1」のように書きます．），そのフォルダの中のプロジェクトを開いて，以下
のように回路図を編集・コンパイル・動作させましょう．（以下，「編集・コンパイル・
動作」と書かずに単に「設計」と言うことにします．）

• 残りのトグルスイッチ「SW1～SW17」を，残りの赤色 LED「LEDR1～LEDR17」に
接続する．

• 押しボタンスイッチ「KEY0～KEY3」を，緑色 LED「LEDG0～LEDG3」に接続する．

2.2.1 配線分岐

レポート課題 2

「ex1 1 → ex1 2」し，以下のように回路図を設計しましょう．

• 押しボタンスイッチ「KEY0」を「LEDG0 と LEDG4」に，「KEY1」を「LEDG1 と
LEDG5」に，……接続する．

2.3 組み合わせ回路の設計
いよいよ，基本ゲートを用いた回路の設計に入ります．組み合わせ（論理）回路を

構成する基本ゲートは，ANDゲートと ORゲートと NOTゲートですが，NANDゲートの
み，あるいは NORゲートのみで上記 3つを構成することができることは，関連する授
業科目で習ったはずですね．
組み合わせ回路は，現在の入力によってのみ出力が決まる回路のことです．

2.3.1 NOTゲート

レポート課題 3

「ex1 1 → ex1 3」し，課題 1の回路と動作が反対（トグルスイッチをあげると赤色
LEDが消灯し，押しボタンスイッチを押すと緑色 LEDが点灯する．）になるような回
路を設計しましょう．

2.3.2 ANDゲートとORゲートとXORゲート

レポート課題 4

「DE2 70 none →　 ex1 4」し，以下のように動作する回路を設計しましょう．
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• SW0と SW1が両方とも 1（上）であれば LEDR0が点灯する回路．（ANDゲート）

• SW2と SW3のいずれかが 1であれば LEDR2が点灯する回路．（ORゲート）

• SW4と SW5の両方とも 1か 0であれば LEDR4が点灯する回路．（XORゲート）

2.3.3 多入力ゲート

レポート課題 5

「DE2 70 none →　 ex1 5」し，SW0～SW17の全てを 1にした時のみ LEDR0が点灯す
る回路を設計しましょう．

2.3.4 加算回路

「DE2 70 none →　 ex1 adder」し，以下のように動作する回路を設計しましょう．

レポート課題 6

1ビットの半加算器（教科書 258ページの図 5.1）を 2.3.1節，2.3.2節で使った論
理ゲートのみを使って設計し，動作を確認しましょう．ここでは，「速攻 Quartus�
回路図入力編」の 15枚目のスライド「必殺技 (2)構造化設計」を使い，半加算器を
「myha」として名づけて部品として定義し，トップレベルの回路図「DE2 70 TOP」に
貼り付けて，入力 Aと Bをトグルスイッチに, 出力 Coutと Sを LEDにつないでテスト
します．

レポート課題 7

1ビットの全加算器（教科書 258ページの図 5.3）を，次の 2つの方法のいずれかを
用いて設計し，入力 Aと Bと Cinをトグルスイッチに, 出力 Coutと Sを LEDにつない
で，動作を確認しましょう．

• 2.3.1節，2.3.2節で使った論理ゲートのみを使って構成する．（教科書の真理
値表をそのまま実現する．）

• 半加算器を2つとORゲートを1つ使って構成する．（別紙の図の「これでも同じ」）

半加算器の場合と同様に，構造化設計を用いて「myfa」と名づけて定義し，トップ
レベルの回路図に貼り付けてテストします．
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表 2.1: 3入力多数決回路の真理値表
A2 A1 A0 Y

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

2.3.5 デコーダ

レポート課題 8

2:4デコーダ（教科書 89ページの図 2.63）を設計し，入力と出力に適宜スイッチや
LEDをつないで動作を確認しましょう．

選択問題 9

3:8デコーダを設計し，入力と出力に適宜スイッチや LEDをつないで動作を確認し
ましょう．

2.3.6 マルチプレクサ

レポート課題 10

2:1マルチプレクサ（教科書 85ページの図 2.54）を設計し，入力と出力に適宜スイッ
チや LEDをつないで動作を確認しましょう．

選択問題 11

4:1マルチプレクサ（教科書 86ページの図 2.57）を設計し，入力と出力に適宜ス
イッチや LEDをつないで動作を確認しましょう．

2.3.7 多数決回路

レポート課題 12

表 2.1に示す真理値表のような 3入力の多数決回路を設計し，動作を確認しましょう．
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2.4 順序回路の設計
出力の値が，内部状態に依存して決まる論理回路のことを順序回路と言いいます．

出力が内部状態のみに依存して決まるものを Moorマシン，内部状態と入力の値に依
存して決まるものを Mealyマシンといいます（教科書 129ページ図 3.22）．
一般的な順序回路の設計を行う前に，内部状態を記憶する素子がどのように構成さ

れているのかを復習し，次に簡単な順序回路の設計を行います．

2.4.1 基本的な記憶回路

以下の作業は，「DE2 70 none → ex1-memory」し，「速攻 Quartus�回路図入力編」
の 15枚目のスライド「必殺技 (2)構造化設計」を使って，SRラッチや Dラッチや Dフ
リップフロップを部品として定義し，貼り付け（20枚目）ながら構成していき，トッ
プレベルの回路図「DE2 70 TOP.bdf」でに組み込んでテストします．
レポート作成のために，それぞれの回路図のハードコピーをとっておくことをお忘

れなく．また，レポートには，スイッチ操作の手順と出力の値が判るように，タイミ
ングチャート（タイミング図）をつけましょう．

SRラッチ

レポート課題 13

教科書 113ページ図 3.3の SRラッチをつくり，動作を確かめましょう．手順は以下
の通りです．

1. 「mysrlatch」と名前を付けて保存し，

2. 同じ名前で部品として定義し，

3. トップレベルの回路に貼り付けて，適宜押しボタンスイッチや LEDを接続して，
動作を確かめる．

押しボタンスイッチは，押すと 0になるので，NOTゲート（インバータ）を挟んで，
押すと 1になるようにします．スイッチを最後に押したほうの状態が記憶され，LED

に回路の状態が反映していることを確かめられるような順番で，スイッチを操作しま
しょう．
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Dラッチ

レポート課題 14

教科書 116ページ図 3.7の Dラッチを「mydlatch」と名づけてつくり，動作を確か
めましょう．Dラッチを作るには，先に作った SRラッチを Dラッチの回路図に貼り付
けて，オマケの回路（クロックによるゲートロック回路）を付け加えます．そして，
先ほど回路図 DE2 70 TOPに貼り付けた SRラッチを消して，Dラッチを貼り付けて，
SRラッチの時と同じようにテストします．押しボタンには，SRラッチの時と同じく，
NOTを挿入します．D入力には押しボタンでなく，トグルスイッチを接続しておく方
が便利かもしれません．
押しボタンを離すと，Dへの入力を変化させても出力が変化しないことや，押しボ

タンを押したままにしておくと，Dの変化がそのまま出力に反映することを確認でき
るような順番で，スイッチを操作しましょう．

Dフリップフロップ

レポート課題 15

教科書 117ページ図 3.8の Dフリップフロップを「mydff」と名づけてつくり，動作
を確かめましょう．
押しボタンを押した時に，Dへの入力を記憶すること（エッジトリガ）や，立ち上

がりのエッジ以外では Dを変化させても出力が変化しないことを確認できるような順
番で，スイッチを操作しましょう．

基本的な記憶回路のまとめ

コンピュータハードウエア入門や情報論理回路の授業では，Dフリップフロップの
ような記憶素子も，基本論理回路を組み合わせて作ることができると習ったわけです
が，それが本当であることを体験することができました．ただし，通常の組み合わせ
回路との決定的な違いは，出力を入力に戻していることで，そのやり方をうまく工夫
することで，ディジタルデータを記憶できるようになっているのでした．
ただし実際の集積回路の中では，教科書の 122ページ図 3.12のような回路や，図

3.13のような回路で Dラッチや Dフリップフロップを構成しているということを，頭
の片隅に置いてください．
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図 2.2: 3進カウンタ

2.4.2 順序回路の設計

「進め」の制御がついた 3進カウンタの設計を通して，順序回路の設計を実践して
みましょう．以後の設計では，出来合いの Dフリップフロップ（importで「dff」と
入力すれば得られる）を使う方が設計していくことにします．この dffは以下のよう
な特性を有します．

• クロック (>)は 0から 1への立ち上がりでデータ (D)の値を出力 (Q)に反映さ
せる．

• リセット (CLRN)は 0でリセットがかかり，Qが 0になる．

• プリセット (PRN)は 0でプリセットがかかり，出力 Qが 1になる．

• CLRNと PRNを同時に 0にすると，Qは不定である．

• CLRNや PRNは接続しないと 1になるように設計されているので，何も接続しな
ければ無効になる．

押しボタンスイッチは押すと 0になることを思い出すと，例えば dffをリセットした
い場合には，押しボタンスイッチを CLRNに直結すればよいことがわかります．

3進カウンタ

レポート課題 16

教科書 136ページの例題の 3進カウンタ（図 2.2）をバイナリエンコーディングを用
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図 2.3: イネーブルつき 3進カウンタ

いて作成し，動作を確かめましょう．S0～S2の有効な 3つの状態を符号化（エンコー
ディング）するのに 2ビット必要で，2ビットは 4つの状態を符号化し得るので，1

つの状態が余ります．Dフリップフロップがこの状態から出発したとしても，ひとつ
クロックを与えると有効な 3つの状態のいずれかに「着陸」できるように次の状態回
路を設計すれば，リセットを省略してもかまいません．

選択問題 17

教科書 136ページの例題の 3進カウンタ（図 2.2）をワンホットエンコーディング
を用いて作成し，動作を確かめましょう．（この場合は，dffのリセットやプリセット
を使うと簡単にできます．）

レポート課題 18

バイナリエンコーディングを用いて作成した 3進カウンタにイネーブル (En)を付加
して，カウントアップするのを制御できるようにしたもの（図 2.3）を作成し，動作
を確かめましょう．

演算回路を用いたカウンタ

選択問題 19

以下の手順に従って，イネーブルつき 16進カウンタ（図 2.4）を作成しましょう．

• バイナリエンコーディングを用いる．

• 16の状態を表現するには，4ビット分の dffを用意すればよい．

15



図 2.4: イネーブルつき 16進カウンタ

• 次の状態を求める回路は，半加算器を 4つ直列に接続して 4ビットの「1か 0

を足す増すだけ」の演算機を作成し，1足すか足さないかでイネーブルを実現
する．

• S0を検出する回路は？（前問と同じ手法を使う．）

レポート課題 20

この節で作成した順序回路は，Moore型と Mealy型のいずれでしょうか？理由と共に
レポートにまとめましょう．（状態遷移図で状態の丸の中に出力の値が書いてありま
すね：-）

順序回路のまとめ

カウンタを例にとって，代表的な構成や実装方法を学びました．
順序回路を構成するには，(1)仕様を検討して状態遷移図を作成，(2)状態数の最

小化，(3)次の状態を求める（組み合わせ）回路を設計し最小化する，といった手順
を踏む方法の他に，いきなり次の状態を求める回路を演算回路を用いて構成する方法
もあります．また，状態数がある程度少ない場合は，ワンホットエンコーディングを
用いることも検討する価値があります．
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第3章 課題2

ハードウエア記述言語VHDL

による設計

3.1 はじめに
以後 4回の実験では，ハードウエア記述言語について学びます．組み合わせ回路も

順序回路も論理シンボル間の配線によって構成していくことは，2章の実験で学んだ
通りです．しかし，プロセッサやコンピュータシステムのような比較的大規模な論理
回路を構成しようとすると，すぐに破綻してしまうことが容易に想像できるでしょう．
そこで，回路全体をいくつかの特定の機能を有するユニットに切り分け，それらを

「箱（モジュール）」に押し込んでブラックボックス化し，モジュール間の配線とし
て回路図を構成するという設計技法が思い浮かびます．これは，大規模なプログラム
を構成する際に，最上位レベル (main()の中) ではいくつかの関数の呼び出しとし
て表現し，その関数たちも同じようにして詳細化していく技法（段階的詳細化）と
同じ発想であると考えられます．1990年代までは，メインフレームやスーパーコン
ピュータに至るまでの複雑な構成の論理回路を，この手法で設計してきました．
しかし，組み合わせ回路における論理回路の簡単化や，状態回路における状態数の

最小化を含む最適化処理が，CAD(Computer Aided Design)ツールを使って
人手の代わりに計算機を使って行えるようになると（設計自動化），論理回路設計

のスタイルが「分かりやすい設計で書くべきである」という方向に移行しました．そ
して，回路図ではなくプログラムのようなテキストの形で回路設計を行うための「言
語」，すなわちハードウエア記述言語 (HDL)が開発されました．この実験で学ぶ VHDL

はそのうちの 1つです．他のメジャーな言語としては Verilog-HDL がありますが，
それらの比較については，教科書の 4.1.2節を参照してください．
HDLによる記述では設計自動化が進み，設計者はカルノー図（教科書の 2.7節を参

照）や Quine法の適用といった論理回路の最適化処理から開放される一方で，もっと
高レベルな回路設計は依然として人手を必要としています．
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3.1.1 HDLはプログラミング言語ではない

HDLを学ぶ初心者がしばしばハマる落とし穴は，HDLの見た目が非常にプログラム
に似ているので，プログラムを書くように回路を記述してしまい，処理系に怒られた
り，仮に処理系を通ったとしてもおかしな動作をする回路を造ってしまうことです．
実際に C言語派生の HDLが存在していて，プログラムから論理回路への変換の研究が
進んではいるが，まだ本格的な実用レベルではありません．HDLを使う際には，常に
「こういう回路がほしい」というイメージを念頭において設計しなければなりません．

• 非選択的に通常の信号線に複数の信号を「割り当てる」ことはできません．1

つん信号線に同時に複数の信号を割り当てると「衝突」となり，CAD（我々の場
合は QuartusII）が怒るか FPGAが壊れてしまいます．

• モジュールを再帰的に定義することはできません．（そんなことができたら，ター
ミネーターは間近に違いないでしょう：－）

• シミュレーション向けの記述や，同じパターンの回路の繰り返し発生（generate，
教科書の HDL記述例 4.36を参照）を除いて，「繰り返し」はありません．

3.1.2 構造記述と振る舞い記述

結論を先回りして言ってしまうと，「従前の回路図設計では構造記述はできるが，振
る舞い記述はできない．」ということになります．いったい何のこっちゃ？
構造記述とは，例えば 4ビットの加算器を構成するのに，次のような手段を採るこ

とです．

1. AND，OR，NOT（，EXOR）の基本論理素子を使って 1ビットの全加算器を構成す
る．（教科書の HDL記述例 4.7を参照）

2. これを 4つ直列に繋ぐ．

回路図での設計では，こうやるか，既製品の 4ビット加算器 (7483等)を importし
て貼り付けました．もし 32ビット加算器のように既製品が無いものを作ってほしい
と言われたら，既製品のもっとビット数が小さいものを組み合わせて作るしかありま
せん．
一方で振る舞い設計では，例えば

signal a, b, c: STD LOGIC VECTOR (3 downto 0);

と宣言されているとして，
a <= b + c;

で終わりです．これは VHDLがサポートしている演算子の範囲内なら，どんな演算で
も同様です．そして，サポートしている演算子については，例えば加算については，
VHDLならば教科書の 5.2.1に示されているいくつかの加算器のうち，Prefix加算器

18



（教科書 261ページ参照）のような最速のものを合成させることができます．「こんな
楽して良いの？ いったい今までやってきたこと何だったの？」と思うでしょう．
しかし，こうして楽できるのは，使用する HDLがサポートしている範囲に限定され

ることに注意してください．
振る舞い記述とは，設計する回路の振る舞いを記述して回路設計を行う方法で，構

造記述とは，設計する回路の構成を階層的に記述して回路設計を行う方法です．そし
て振る舞い記述は，一般に設計の階層の最下位レベルでのみ適用可能です．
振る舞い記述は，上の例のような演算器だけではなく，特に状態回路の設計で有効

です．これについては，状態回路のところで説明します．

3.2 組み合わせ回路の設計
回路図による設計と同様に，組み合わせ回路から始めます．

3.2.1 素通しの配線

今回も，素通し配線の仕方から配線の基本を学習して行きます．VHDLでは，iSWの
ように束になった配線から信号を取り出すのに iSW(0)のように丸括弧を使って指定
します．Cや Javaの配列の要素指定や，2章の回路図入力では，iSW[0]のように各
括弧を使って指定していたのと混同しないように注意してください．

レポート課題 1

「DE2 70 VHDL →　 ex2 1」し，iSW(0)から iSW(7)までのスイッチ入力を oLEDR(0)

から oLEDR(7)までに素通しする配線を VHDLで記述して，動作を確認しなさい．
例えば，iSW(0)と oLEDR(0)の間には何も挟まないで素通しにする回路を VHDLで

記述すると，図 3.1のように DE2 70 TOPモジュールの最後 (endmoduleの直前)にテ
ストのための記述を挟むことになります．
VHDLではこの例のように，信号を受け取るシンボル（例えば oLEDR(0)）に，信号

を出すシンボル（例えば iSW(0)）を使用して作った値を<=を使って「割り当てる」こ
とで配線して行きます．
割り当てには，この例で用いた，「受け手 <= 送り手;」の形の「継続割り当て」の

他にも，レジスタ型の受け手に対する割り当てである「ノンブロック割り当て」等が
あります．ノンブロック割り当てに関しては，順序回路の記述法の箇所で説明します．
ここでは 1ビットずつ配線を記述しましたが，同じパターンの配線を何回も書かさ

れて疲労したことでしょう．後で説明するように，この例で 8文を必要とした記述を
1文で済ませる方法があります．
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� �
-- DE2_70_TOP.vhd の一番下の部分
--

-- VHDLのコメントはこういう風に書く！!

-- ただし，私たちが使っている QuartusIIでは，
-- 日本語のコメントを書くことができない
-- から，書くなら英語で．
-- レポートでは手書きで説明を加えるのが
-- 良いでしょう．．

architecture synth of DE2_70_TOP is

begin

oLEDR(0) <= iSW(0);

end;� �
図 3.1: 0番目のスイッチを 0番目の赤 LEDに素通しする回路� �

oLEDR(0) <= not iSW(0);

-- 他の演算子については教科書 192ページの
-- HDL記述例 4.2と 4.3を参照してください� �

図 3.2: NOTのテスト

3.2.2 演算子の働き

回路図による設計では，AND，OR，NOTといった基本論理素子を使って組み合わせ
回路を構成していくのと同様に，VHDLにはいくつかの基本演算子が用意されていま
す．ここではその働きを調べましょう．

レポート課題 2

ビット毎の演算子の NOT，AND，OR，XORを試す論理回路を VHDLで記述して，働きを
確認しなさい．新しくフォルダをコピーしなくても，3.2.1節のプロジェクト（フォル
ダ）の VHDLソースに，残りのスイッチや LEDを使う回路を書き加える形で結構です．
スイッチ iSW()とLED oLEDR()を使って確認します．例えば，iSW(0)とoLEDR(0)

の間に NOTを挟み，iSW(1)と oLEDR(1)の間には何も挟まないで素通しにして，確
かに NOTが働いていることを確認したいとすると，図 3.2のように記述します．ス
イッチと赤 LEDは 18個ずつあるので，複数の演算子をうまく割り当てれば，コンパ
イルは 1回で済みます．

レポート課題 3
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� �
-- ソースの上のほうにこの行を入れておく，
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all -- これは符号なし整数とみなす場合
-- use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.all -- これは符号付き整数とみなす場合

-- 途中いろいろあって....

oLEDR(3 downto 0) <= iSW(3 downto 0) + iSW(7 downto 4);� �
図 3.3: PLUS演算子のテスト

算術型の演算子 PLUS，MINUSを VHDLで記述して，働きを確認しなさい．
例えば PLUS演算子の場合を図 3.3に示します．PLUSや MINUS演算子のような算術

演算子を使う場合には，ビット列を符号なし整数か符号付き整数のいずれかとして解
釈して演算を指定しなければならないので，ソースの上の方に
use IEEE.STD LOGIC UNSIGNED.all

を書き加えて，ビットベクタを符号無し 2進数とみなすライブラリを使うように指示
します．
また，この図の例のように 4ビットと 4ビットの数を足して 4ビットの出力を観察

することになりますが，一般に 4ビットと 4ビットの数の和は 5ビットになります．
その場合にどうしたらよいでしょうか？これに対する考察は，別の課題で考えます．

3.2.3 モジュール

これまで習った回路図入力ではロジックシンボル（論理記号）やフリップフロップ
といった部品の間を線で結ぶことで論理回路を構成してきました．VHDLでは，この
部品に対応するものは，「モジュール」といいます．このモジュールをどんどん定義し
ていくことが，VHDLを使った回路設計であるということになります．
1ビット半加算器 (half adder)の例を図 3.4に示します．
1ビット半加算器とは，1ビットの数どうしを足し合わせた結果を，2ビットで出

力する部品です．1ビットの数 aと bを加算した結果は 0か 1か 2となりますが， a

も bも 1の時の結果 2は 2進数の 1ビットでは表現できません．そこで，半加算器で
は sを結果の下位ビット，coを結果の上位ビットとして出力します．結局のところ，
coは加算結果の繰り上がりということができます．（co は carry out の略．それで
は s は何の略？ レポートに自分の見解を書きましょう．）真理値表で表すと表 3.1

のようになります．詳しくは教科書の 5.2.1節を参照してください．
モジュールの定義を他のモジュールのファイルの中には書くのはやめましょう．次

のようにして，新しい VHDLのファイルを作成し，プロジェクトに加えます．

1. 「File→ New」で Newのウインドウを出して，Design Filesの中の VHDL File

を選択して「OK」する．
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表 3.1: 1ビット半加算器の真理値表

a b co s

0 0 0 0

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 1 0

� �
-- halfadder.vhd の中身
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity halfadder is port(

a: in STD_LOGIC;

b: in STD_LOGIC;

s: out STD_LOGIC;

co: out STD_LOGIC);

end;

architecture synth of halfadder is

begin

s <= a xor b;

co <= a and b;

end;� �
図 3.4: モジュール定義の例（1ビット半加算器）

2. ソースを編集する．

3. 「File→ Save As」で適切な名前（例えばこの場合は halfadder.vhd）等をつ
けてセーブする．

3.2.4 階層設計

ここでは，前節で定義したモジュールを使う方法を習得しましょう．先に定義した
モジュールを，DE2 70 TOPモジュールから利用する（貼り付ける）には，図 3.5の
ように書きます．これは，スイッチの 0番目と 1番目を半加算器の 2つの入力に接続，
co出力を赤 LEDの 1番目に，s出力を赤 LEDの 0番目に接続しています．

レポート課題 4

22



� �
-- DE2_70_TOP.vhd の一番下の部分

architecture synth of DE2_70_TOP is

component halfadder port (

a: in STD_LOGIC;

b: in STD_LOGIC;

s: out STD_LOGIC;

co: out STD_LOGIC);

end component;

begin

ha: halfadder port map (iSW(0), iSW(1), oLEDR(0), oLEDR(1));

end;� �
図 3.5: 定義したモジュールを使う例

「DE2 70 VHDL →　 ex2 4」し，半加算器を実現するモジュール (halfadder.vhd)を
定義し，スイッチや LEDを接続して試しなさい．
このように，モジュールの中に別のモジュールを貼り付けて，もっと大きいモジュー

ルを構成するという手法のことを「階層設計」と呼びます．
同じ機能のモジュールを構成するのに，HDLに最初から備わっている基本演算子や

素子のみを使って構成する設計手法を「動作（振る舞い）モデル化（記述）」と呼ぶ
のに対して，別に定義した小さいモジュールを使ってより大きい構成のモジュールを
構成する設計手法を「構造モデル化（構造記述）」と呼びます．
例えば C言語で大規模なプログラムを main()だけで書くことは事実上不可能であ

るのと同様に，プロセッサのような大規模な論理回路を動作モデル化だけで構成する
ことは事実上不可能です．3.2.10節でその簡単な例を見て行きます．

3.2.5 全加算器の設計

論理演算子から8ビット加算器を作るのに必要な1ビット全加算器を設計しましょう．

レポート課題 5

1ビットの全加算器を実現するモジュール fulladderを設計し，トップモジュールに
組み込んで試しなさい．（fulladder.vhdというファイルに作成しましょう．）
1ビットの全加算器とは，表 3.2のような真理値をもつモジュールです．半加算器

との違いは，下の位からの繰り上がりのための入力 ciが備わっていることです．結
局のところ全加算器は，3つの入力 a, b, ciのうち 1である信号の本数を，sを下
位ビット，coを上位ビットとした 2進数で表示するものになります．
これを実現するには，教科書 199ページの HDL記述例 4.7の記述をそのまま書き

写してもかまいません．
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表 3.2: 1ビット全加算器の真理値表

a b ci co s

0 0 0 0 0

0 0 1 0 1

0 1 0 0 1

0 1 1 1 0

1 0 0 0 1

1 0 1 1 0

1 1 0 1 0

1 1 1 1 1

あるいは，3.2.4節で学んだ技を応用して，2.3.4節で全加算器を構成した時に
倣って，図 3.6のように 2つの半加算器と ORを使って構成してもかまいません．こ
こで，signalの部分で宣言されている名前は，「配線」を意味します．回路図入力に
よる設計では，1つの出力を 1つ以上の入力に配線して所望の回路を得ていましたが，
VHDLではひとつの配線のつながりに名前をつけて，それに対して出力を割り当てた
り，そこから入力を取ることで，配線を表現します．また，VHDLではモジュールの
出力の値をモジュールの中で使うことができません．signalで配線を宣言し，それ
を出力に導いたり，入力として使うようにします．
このように，論理回路の設計には，プログラムの設計と同様にいくつかの方法が存

在することを心に留めておいてください．

3.2.6 バス

3.2.1節では同種の配線を 8回も記述しましたが，本節では，これを一発で記述す
る方法を紹介します．図 3.7を見ましょう．回路図エディタを使用していた頃から，
スイッチや LEDの記述には，C言語の配列のようなものを使用していました．このよ
うな同種の信号の束のことを，配列と言っても良いのですが，矛盾もありませんが，
本物のハードウェアを設計・製作していることを意識して，ここでは敢えて「バス」
と呼ぶことにしましょう．1年生の時のコンピュータハードウエア入門ではプロセッ
サと入出力やメモリを結ぶ信号線の集合のことをバスと呼ぶと教えました，ここでは
その中に含まれるデータやアドレスといった同種の信号の集合であるとします．
結局，3.2.1節ではバスの中の線を一本づつ取り出しながら配線していたというこ

とになります．もちろん，iSW(0)のことを iSW(0 downto 0)と記述してもかいまい
ませんが，手数が 9文字分増えてしまいます．こう記述すると，「スイッチも赤 LEDも
17番目から 0番目まで 18個あるのに，何で 7番目から 0番目の 8個だけ使えるの？」
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-- fulladder.vhd の中身
-- halfadderを 2つ使っている．
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity fulladder is port(

a, b, ci: in STD_LOGIC;

s, co: out STD_LOGIC);

end;

architecture synth of fulladder is

-- 部品を使う前のおまじない
-- Cのプロトタイプみたいなもの
component halfadder port (

a, b: in STD_LOGIC;

s, co: out STD_LOGIC );

end component;

signal s0, co0, s1, co1: STD_LOGIC;

begin

ha0: halfadder port map (a, b, s0, co0); -- halfadderを
ha1: halfadder port map (s0, ci, s1, co1); -- 2つ使う
co <= co0 or co1;

s <= s1;

end;� �
図 3.6: 1ビット全加算器の設計例（半加算器 2つ組み合わせた）

と気づいたかも知れません．図 3.7の例では，18本のうち 8本だけを取り出して，配
線していました．このように，VHDLではバス信号の一部を取り出すことができます．

3.2.7 ビット連接

バスの一部の信号を取り出すの話をしたところで，ばらばらの信号を束ねてバス
を作る方法を図 3.8に紹介します．この例では，7番目から 0番目までの赤 LEDとス
イッチの上下 4ビットを反対にしています．

レポート課題 6

図 3.8に対応する回路図を描きなさい．（Quartus IIを使わなくても，手書きの図で
充分です）
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architecture synth of DE2_70_TOP is

begin

oLEDR(7 downto 0) <= iSW(7 downto 0);

-- これは可能だけど無駄
oLEDR(8 downto 8) <= iSW(8 downto 8);

end;� �
図 3.7: バスどうしの接続� �

oLEDR(7 downto 0) <= iSW(3 downto 0) & iSW(7 downto 4)};

-- これはこう書いたのと同じ
oLEDR(7 downto 4) <= iSW(3 downto 0);

oLEDR(3 downto 0) <= iSW(7 downto 4);

-- あなたにとってはどっちがスマート？� �
図 3.8: 信号を束ねる例

3.2.8 VHDLでの定数の書き方

回路図入力では，真，1，あるいは Hiを表すのに入力に Vccを配線し，偽，0，あ
るいは Loを表すのに入力に GNDを配線して表現していました．一方で VHDLでは，0

や 1を一重引用符で括って，「’1’」と「’0’」のように表現します．このような値を
「定数」（リテラル）と呼びます．
定数は 1ビット，あるいは 16進 1桁づつ書くこともできますが，信号を束ねてバ

スにできるのと同様に，図 3.9のように何ビットかを一括して記述することが可能で
す．特に，バスに定数を設定する場合には，この方法を使わざるを得えません．例え
ば，2進数の 1010は「B"1010"」と表記します．また，16進数の 0xfe（C言語表現）
は，「X"FE"」と表記します．
長いビット列を書くときに，4ビットづつとか，命令のビット割り（MIPSなら6,5,5,5,6）

等で「 」で区切りながら記述すると，ソースを後に読み返したり他人に読ませる時
に便利です．場面に応じて，2進表現と 16進表現を適宜使い分けましょう．
また，定数ではないですが，重要な値「’X’」があります．これは，1でも 0でも

ない，不定値を表します．カルノー図を使って組み合わせ回路を最適化するときに，
1でも 0でも構わない場所に，dという記号を書いて，1の島がなるべく大きくなる
ようにして，積項の入力の本数を少なくしたのを覚えているでしょうか？HDLで組み
合わせ回路を設計したり，条件を記述する際に，

1. 値が 1でも 0でも構わないことを CADに教えてあげて，なるべく使うゲートが
少なくなるようにする．
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oLEDR(15 downto 0) <= X"CAFE";

-- これはこう書いたのと同じ
oLEDR(15 downto 0) <= B"1100101011111110";

oLEDR(15 downto 0) <= X"C_A_F_E";

oLEDR(15 downto 0) <= B"1100_1010_1111_1110";� �
図 3.9: VHDLにおける定数表現の例

2. 3.2.13節で説明する case文で，まとめてパターンを指定する方が設計者に判
り易い．

場合に，この不定値を使います．

3.2.9 2ビット加算器の設計

これまでの（VHDLの）技やモジュールを応用して，2ビット加算器を設計します．
諸君が 10進数の複数桁（例えば 2桁）の数どうしの足し算をするときに，どのよ

うにするかを思い出してください．例えば，34+78を計算する場合を考えます．
まず一番下の桁の 4+8は 12なので，この桁は 2と繰り上がり 1です．次に下から

2番目の桁の 3+7は 10だけど，下からの繰り上がりも足して 11なので，この桁は 1

で繰り上がりも 1で，結果的に答えは 112です．
同じことを 2進数でも行えば，2ビットでも 32ビットでも，いくらでも長い計算

を行うことができます．2ビットどうしの加算を行う加算器の例を，図 3.10に示し
ます．ここでは，結果が 2ビットより溢れても無視しています．

レポート課題 7

全加算器のプロジェクトの中で，モジュールfulladderを2つ使って図3.10をadder2.vhd

として作成し，これを DE2 70 TOPモジュールの中で使うようにし，スイッチや LED

を使って試しなさい．

選択問題 8

図 3.10のモジュールで，a0を半加算器にしていますが，これを全加算器にして下
位桁からの繰り上がりを受ける入力を設け，また，fa1のキャリ（繰り上がり）を捨
てているのを，出力するようにすると，連結してビット数を増やすことができます．
このような拡張を行ったモジュール adder2exを定義し，DE2 70 TOPモジュールの中
で使うようにし，スイッチ等を使って試しましょう．

3.2.10 問題の分割

それでは，8ビット加算器を設計しましょう．これには 2つの方針が考えられます．
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-- adder2.vhd の中身
-- 2ビットどうしの加算を行うモジュール
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity adder2 is port(

a, b: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

s: out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));

end;

architecture synth of adder2 is

component halfadder port (

a, b: in STD_LOGIC;

s, co: out STD_LOGIC );

end component;

component fulladder port (

a, b, ci: in STD_LOGIC;

s, co: out STD_LOGIC );

end component;

signal s0, cu0, s1, cu1: STD_LOGIC;

begin

ha0: halfadder port map (a(0), b(0), s0, cu0);

fa1: fulladder port map (a(1), b(1), cu0, s1, cu1);

s(0) <= s0;

s(1) <= s1;

end;� �
図 3.10: 2ビットの加算器の記述例

1つ目は，8ビット加算器を 4ビットの加算器のつなぎ合わせとして定義し，4ビッ
トの加算器を 2ビットの · · · · · · という風に設計する方針です．これは，8ビットが 32

ビット，64ビットと大きくなった時に有効です．
2つ目は，いきなり 1ビットの全加算器を 8つ用いて 8ビットの全加算器を構成す

るという方針です．この場合，3.2.9節の 2ビットの場合を拡張すれば良いでしょう．

選択問題 9

どうして 1つ目の「半分半分」の方法が，演算ビット数が大きくなった時に有効で
あるのかを述べなさい．

レポート課題 10

構造記述による設計法，すなわち，1つ目の方法か，2つ目の方法を用いて，8ビッ
トどうしの加算を行うモジュール adder8を定義し，スイッチ等を使って試しましょ
う．
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-- 8ビットの入力を 9ビットに符号拡張するモジュール
-- sxt89.vhd の中身
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity sxt89 is port(

d: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

q: out STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0));

end;

architecture synth of sxt89 is

begin

q <= d(7) & d(7 downto 0);

end;

-- 8ビットの入力を 9ビットにゼロ拡張するモジュール
-- uxt89.vhd の中身
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity uxt89 is port(

d: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

q: out STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0));

end;

architecture synth of uxt89 is

begin

q <= ’0’ & d(7 downto 0);

end;� �
図 3.11: 8ビットを 9ビットに拡張するモジュール 2例

レポート課題 11

「+」演算子を使った動作モデル化による設計法を用いて，8ビットどうしの加算を
行うモジュールを定義し，スイッチ等を使って動作確認しましょう．

3.2.11 符号拡張とゼロ拡張

コンピュータハードウエア入門で学習したように，小さいビット数の 2進数をより
大きいビット数の 2進数に変換することを「拡張」と呼びます．この方法には，符号
拡張とゼロ拡張の 2つが存在します．
符号拡張は，扱う 2進数が 2の補数表示である場合に用いる方式で，最上位ビット
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oHEX0 (?)の?の値
a b c d e f g

図 3.12: 日の字型LEDのそれぞれのセグメントと oHEX0 D[6 downto 0]の各信号線
との対応

をコピーして上に伸ばします．ゼロ拡張は，符号なしである場合に用いる方式で，0

を上に伸ばします．
8ビットの入力を 9ビットにそれぞれの方法で拡張するモジュールを図 3.11 に示

します．
これを踏まえて，次の問題に挑戦しましょう．

レポート課題 12

8ビットの 2の補数表示の符号付き 2進数どうしを加算して，9ビットの結果を得る
モジュール adder89を定義し，スイッチ等を使って試しましょう．加算に構造記述を
使うか動作記述を使うかは，各自で適宜選択してください．

3.2.12 日の字型LEDの調査

数字を表示する日の字型 LED（7セグメント LED）を使えると，もう少し判り易い
表示が可能になるでしょう．我々の FPGAボードに備わっている日の字型 LEDは，いっ
たいどうやって使うのでしょうか？
いつも回路のトップレベルになっている DE2 70 TOPモジュールの先頭には確かに，

oHEX0 D(6 downto 0)) oHEX1 D(6 downto 0),..,oHEX7 D(6 downto 0)という端
子があって (26行目から)，横のコメントを読むと ‘‘Seven Segment Digit 0’’つ
まり 7セグメント LEDの 0桁目と書いてあります．これに適切に信号を与えれば，数
を表示できそうですが，各桁のそれぞれのビットが日の字のどの部分に対応している
のかが判りません．また，点灯させるには 0と 1のうち，どちらの値を与えれば良い
のかも判りません．そこで，FPGAボードを「リバースエンジニアリング」してみま
しょう．
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表 3.3: 数字，対応するコード，点灯させるセグメント，それに oHEX0 D(6 downto

0)に与える値の対応
数 2進数 点灯させるセグメント oHEX0 D(6 downto 0)

字 コード a b c d e f g の値
0 0000 1 1 1 1 1 1 0

1 0001 0 1 1 0 0 0 0

2

3

4

5

6

7

8

9

レポート課題 13

oHEX0 D(6 downto 0)に スイッチ iSW(6 downto 0) をつないで，日の字のどの部
分に対応しているのかを調べて，結果を図 3.12のような表にまとめましょう．（スイッ
チを上にすると論理 0に，下にすると 1に対応していることに注意してください．

レポート課題 14

0から 9までの数字を日の字型 LEDに表示するための表 3.3のような表を作成してく
ださい．日の字型 LEDのひと桁で 0から 9までの数字を表示するので，4ビットのコー
ドが対応します．これに対応して，点灯させるべき aから gまでのセグメントを 1，点
灯させないものを0にした表を作成し，前問で作成した表を手がかりにoHEX0 D[6:0]

のパターンを作ります．
実は．oHEX0 D[]から oHEX7 D[]は同じ体裁で配線されているので，これまで調査

した結果や，これから作るデコーダはすべての桁に対して同様に使うことができます．
以後は特に 0桁目とか 7桁目に特に限定せず，oHEXx D()と記述することにします．

3.2.13 case文

日の字型 LEDに数字を表示させる準備が整いました．そこで，4ビットのコードを
入力とし，7ビットの各セグメントに対応する信号を出力とし，入力コードに対応し
て光らせるセグメントを出力するモジュールを設計しましょう．
最初に考えられる方針は，表 3.3の「対応するコード欄」と「oHEXx D()のパター

ン」欄が真理値表になっていると考え，各ビットを縦に見ていって，1となっている
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library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity deg7dec is port(

bdc: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

seg: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));

end;

architecture synth of deg7dec is

begin

process (bdc) begin -- case文は process文の
case bdc is -- でしか使えない

when "0000" => seg <= "1000000";

when "0001" => seg <= "1111001";

＜間は考えてね＞
when others => seg <= "XXXXXXX";

end case;

end process;

end;� �
図 3.13: case文の応用例

「対応するコード」欄の値から 1を作る積 (AND)形式を拾い出し，和 (OR)で結んで回
路を構成していくというやり方です．これは，前半（入門編 2）で表 1の真理値表か
ら図 4のモジュールを設計したり，表 2の真理値表からモジュールを作成したり（レ
ポート課題 5）したのと同じ手法です．
ここでは，，もっとスマートに記述できる手法を習得します．この手法を使うと，他

出力の組み合わせ回路のための真理値表を，ほぼそのまま記述することができるの
で，間違いが入りにくく，保守性も高まります．
VHDLには case文が用意されていて，与えられた信号のパターンとアクションを対

にして記述することができます．日の字型 LED用デコーダを例題にした記述例（未完
成）を図 3.13に示します．
case文や 3.3.1節に登場した if文には，この例のように process文の中でない

と使えません．（外で使うと処理系に怒られます．）
図 3.13の記述について説明します．センシティビティリストが bdcとなっている

のは，bdcに変化が起きた時点で process文の中のアクションを起こせということを
意味しています．これは，process文で組み合わせ回路を記述する場合の常套句です．
case文の最後の〆として，othersが指定されていますが，これは C言語の case

文の defaultのようなもので，それまでに指定されたどの値にも引っかからない場
合の動作を指定する場合に使います．ここでは，bdcの値が’1010’～’1111’の場合
が指定されます．さらに，3.2.8節で説明した’X’が othersの場合に割り当てる値
として指定されていますが，これは CADに論理ゲートを節約するためのヒントになっ
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ています．（残念ながら我々が使っている FPGAでは，効果がないのですが．）

レポート課題 15

図 3.13を完成させ，日の字型 LED(oHEX0 D(6:0))とスイッチ (iSW(3:0))を接続し
て，動作を確認してください．

3.3 基本的な順序回路の設計
これまでは状態遷移のない論理回路である「組み合わせ回路」の範囲で，HDL(VHDL)

の使い方の基本を学んできました．これまででも十分に HDLの威力を感じ取ることが
できたと思いますが，これから 2回は「状態回路」の設計を通して，HDLの威力と落
とし穴を見ていくことにしましょう．
ここでは，「1.0 × 10−6秒の精度をもつストップウオッチを，FPGAボードに乗って

いる日の字型 LEDやスイッチで作る．」という目標に向かって，問題を細分化し，整
理しながら進んでいきましょう．

3.3.1 レジスタ転送レベルの回路設計

HDLを使った状態回路の設計は，レジスタ転送レベル (RTL)の回路設計が基本です．
そして後で取り上げるように，組み合わせ回路の記述にも RTLを使うことがあります
が，この場合は実際の回路にレジスタは登場しません．

最も簡単な例 · · ·Dフリップフロップ

状態回路をRTLで記述するには，基本的にはprocess文を使います．そして，process
文の中の「<=」の割り当てのことをノンブロック割り当てといいます．例えば，QuartusII
の回路図入力の「dff」で生成される Dフリップフロップから PRNと CLRNの機能を
取り去ったものを VHDLで記述すると，図 3.14のようになります．この記述が意味す
るのは，「clk端子の立ち上がりがあれば，dの値を qにノンブロック割り当てで転送
してちょうだいね．」ということです．
process (云々)の云々の部分のことをセンシティビティリストといい，beginと

end process;の間の文を実行する「きっかけ（トリガ）」を並べて指定します．
このように，Dフリップフロップが RTLで記述できる最も簡単な形で，実際に RTL

での状態回路の設計は Dフリップフロップ（通常は複数）と，次の状態を決める組み
合わせ回路を組み合わせて設計するというスタイルになります．

33



� �
-- クリアなし
--

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mydff is port(

d, clk: in STD_LOGIC;

q: out STD_LOGIC );

end;

architecture synth of mydff is

begin

process (clk) begin

if RISING_EDGE(clk) then -- clkの立ち上がりで実行される場合
-- if (clk’event and clk = 1) then 上記の別の書き方，「clkが変化して1になっ
た時」という意味
-- if FALLING_EDGE(clk) then clkの立下りで実行される場合

q <= d;

end if;

end process;

end;� �
図 3.14: Dフリップフロップの記述例

条件によって振る舞いを変える

条件によって振る舞い（次の状態）を変える状態回路を簡単に記述する方法を習得
しましょう．
例えば，クロックに同期して，出力を0にクリアできるDフリップフロップを設計す

ると，図 3.15のようになります．ここで注目してほしいのは，if (clr = ’0’)....

といったように，2つのノンブロック割り当てに条件がついていることです．これは
文字通り，「指定した条件が成立している場合にのみ，記述された割り当てを実行し
てね．」ということになります．

複数のトリガを指定する場合

次にセンシティビティリスト中のトリガが複数である場合を紹介します．回路図入
力で，「dff」と指定すると出てくる Dフリップフロップのように，CLRN入力が 0にな
ると直ちに Qが 0になるもの（非同期リセット）は，どのように記述すれば良いので
しょうか？図 3.16のようになります．

レポート課題 16
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-- 同期クリア付き
--

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mydffsclr is port(

d, clk, clr: in STD_LOGIC;

q: out STD_LOGIC );

end;

architecture synth of mydffsclr is

begin

process (clk) begin

if RISING_EDGE(clk) then

if (clr = ’0’) then

q <= ’0’;

else

q <= d;

end if;

end if;

end process;

end;� �
図 3.15: 同期クリア付きDフリップフロップの記述例

「DE2 70 VHDL →　 ex2 16」し，上記 3つの Dフリップフロップを組み込み，クロッ
クにはキースイッチ（iKEY(0)等）を，dや clr等にはスライドスイッチ，出力には
LEDを接続して，動作を確認しましょう．スイッチも LEDもたくさんあるので，3つ
を同時に組み込んで試しても良いでしょう．

3.3.2 カウンタの設計

回路図による設計のラウンドでは，例えばカウンタという状態回路を設計するに
も，フリップフロップと組み合わせ回路を組み合わせるといった方法で「構造的に」
構成していったのですが，HDLを使うと余りにも簡単にできてしまいます．

4ビットバイナリカウンタ

図 3.17に 4ビットの同期式バイナリ（2進）カウンタの記述例を示します．これ
は，qの値は"0000"→"0001"→"0010"→"0011"· · · · · · →"1110"→"1111"→"0000"

といった具合に，周期 16で全ビットが 1になったら次は全ビットが 0に戻ります．
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-- 非同期リセット付き
--

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mydffaclr is port(

d, clk, clr: in STD_LOGIC;

q: out STD_LOGIC );

end;

architecture synth of mydffaclr is

begin

process (clk, clr) begin

if (clr = ’1’) then

q <= ’0’;

elsif (RISING_EDGE(clk)) then

q <= d;

end if;

end process;

end;� �
図 3.16: 非同期リセットつきDフリップフロップの記述例

10進カウンタ

それでは，qの値が"0000"→"0001"→"0010"→"0011"· · · · · · →"1000"→"1001"→"0000"

といった具合に，0から 9の間で循環するカウンタ（10進カウンタ）はどのように記
述すれば良いでしょう？図 3.18に 10進カウンタの記述例を示します．reachには q

の値が 9になったことを示す信号を流し，if (reach = ’1’)でカウンタの動作を変
えていることに注目しましょう．

レポート課題 17

図 3.19にあるリセットとイネーブルの入力 (en)と繰り上がり出力 (co)がついた 10

進カウンタの記述の＜考えてね＞の部分を補完し完成させましょう．そして，例に
よって組み込んで，キーボタンや LED等を使って動作を確認しましょう．カウンタは
イネーブルが 1の間だけ動作し，リセットが 1の時はイネーブルの値に関わらず出力
を 0にします．また，繰り上がりは，カウント値が 9で，イネーブルが有効であると
きに，1となるようにします．
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-- count4b.vhd の中身
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity count4b is port(

clk: in STD_LOGIC;

q: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));

end;

architecture synth of count4b is

-- VHDLではモジュールの出力を内部で
-- 読み出せないのでこれが必要
signal count: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin

process (clk) begin

if RISING_EDGE(clk) then

count <= count + 1;

end if;

end process;

q <= count;

end;� �
図 3.17: 4ビットバイナリカウンタの記述例

3.4 少し複雑な順序回路の設計
これまでは高精度ストップウオッチをつくるためのコンポーネント（部品）をつく

ることに精を出してきました．いよいよ，適切にそれらを組み合わせて，ストップウ
オッチを組み上げていきましょう．

3.4.1 クロックジェネレータの設計

目標とするストップウオッチの精度は 1.0× 10−6秒であるので，1.0× 106Hz，つま
り 1.0MHzのクロック信号（以後クロックと略）が必要です．我々が使っているボー
ドの FPGAには，28.63636MHzと 50.0MHzの 2つのクロックが与えられていますが，整
数で割って気持ちよく 1.0MHzにできる後者を使って 1.0MHzのクロックを作成するこ
とを考えましょう．
50MHzから 1MHzを作るには，繰り上がり出力の 10進カウンタの 10を 50にしま

す．すると，繰り上がり出力が 1MHzになります．これを実現する回路の半完成品を
図 3.20に示します．このような操作を「分周」といい，「この回路は入力 clk50を 50

分周して clk1から出力している．」と言えます．両者の関係を図 3.21に示します．
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-- count4d.vhd の中身
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity count4d is port(

clk: in STD_LOGIC;

q: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));

end;

architecture synth of count4d is

signal count: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

signal reach: STD_LOGIC;

begin

-- count == 9 の時 1になる論理回路
reach <= ’1’ when (count = "1001") else ’0’;

q <= count;

process (clk) begin

if RISING_EDGE(clk) then

if (reach = ’1’) then

count <= "0000";

else

count <= count + 1;

end if;

end if;

end process;

end;� �
図 3.18: 10進カウンタの記述例

レポート課題 18

図 3.20のモジュールを完成させて，組み込んで，キースイッチからクロック信号を
与え，LEDで出力を観察して，クロックが 50分周されていることを確認しましょう．
0から 49まで数えるには何ビット必要かは，各自で考えてください．
こうして「分周比 1/50のカウンタ」ができました．

3.4.2 ストップウオッチの設計

さて，これまで設計してきた部品を使って，ストップウオッチのモジュールを設計
しましょう．
3.3.2節で定義した count4dreを使ったストップウオッチの全体回路を図 3.22に

示します．「1MHzのクロック」と「リセット」(iKEY(1))は，それぞれ全てのカウン
タ (count4dre)の clkと rstに与えます．そして，「カウントアップせよ」(iKEY(0))
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-- count4dre の中身
-- リセットとイネーブルと繰上り付き 10進カウンタ
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity count4dre is port(

clk, en, rst: in STD_LOGIC;

q: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

co: buffer STD_LOGIC);

end;

architecture synth of count4dre is

signal count: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

signal reach: STD_LOGIC;

begin

reach <= ’1’ when ((count = "1001") and

(en = ’1’)) else ’0’;

co <= reach;

q <= count;

process (clk) begin

if RISING_EDGE(clk) then

if (rst = ’1’) then ＜考えてね＞;

elsif (reach = ’1’) then ＜考えてね＞;

elsif (en = ’1’) then ＜考えてね＞;

end if;

end if;

end process;

end;� �
図 3.19: リセットとイネーブルつき 10進カウンタ

は一番下位桁のモジュールのイネーブルに与え，一番下位桁のモジュールから出た繰
り上がり信号 (co)は 2番目に下位のモジュールのイネーブル (en)に与え，· · · · · ·と
いった具合に繰り上がり信号とイネーブルの連鎖を作っていきます．

レポート課題 19

図 3.22の stopwatchの部分をモジュールとして定義し，回路全体を組み込んで，ク
ロックやキースイッチを接続して，ストップウオッチを完成しましょう．

さあ，動きましたか？ちょうど 5秒だけ押して精度を競うチキンレースなどを友達
とやっているのではないでしょうか？勝利の余韻に浸っているのも良いですが，さら
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なる発展課題に挑戦してみてはいかがでしょう？

選択問題 20

計時の精度を落として，その代わり上位 2桁で分を数えるようなストップウオッチ
を設計・実装し，試してみましょう．
先ず，クロックジェネレータによる分周比をもう 100倍多く（1/5000）します．そ

して，1分は 60秒，1時間は 60分ですから，最上位と 3桁目のカウンタを 6進カウ
ンタにします．あとは同じ．

3.4.3 VHDL入門の総括

HDLを使って動作記述で回路を構成することのメリットは，状態回路の設計で最大
限に発揮されます．RTLを用いることによって，複雑な状態回路を判りやすく，単純
に記述することができます．また，RTLを使う特別な書き方を使って，組み合わせ回
路をより判りやすく記述することもできます．
しかし，センシティビティリストの中身に注意しないと，回路は予想外の動作をす

るので気をつけねばなりません．また，リセットのように非同期に動作するものを持
ち込む場合は，センシティビティーリストの書き方に特別なイディオムが必要となり
ます．可能ならば，回路全体が同じクロックで動作し，リセットも含めた全ての動作
がそのクロックに同期して行われるような設計にすべきです．
HDLによる回路設計は，回路図入力による設計よりも抽象度が高い一方で，予期し

ない結果に陥り易いという欠点があります．HDLで回路設計を行う際には，常に回路
図で描くとどのような回路になるかをイメージしながら，記述していくべきです．
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library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity div50 is port(

clk50: in STD_LOGIC; -- 50MHz入力
clk1: out STD_LOGIC); -- 1MHz出力

end;

architecture synth of div50 is

-- 0 から 24まで数えるのに何ビット必要？
signal count: STD_LOGIC_VECTOR (＜考えてね＞ downto 0);

signal clk1int: STD_LOGIC;

begin

clk1 <= clk1int;

process (clk50) begin

if RISING_EDGE(clk50) then

if (count = X"18") then -- 24==0x18

count <= "＜考えてね＞";

clk1int <= not clk1int; -- 25クロック毎に反転
else

count <= count + 1;

end if;

end if;

end process;

end;� �
図 3.20: 与えられたクロックを 50分周するモジュール

図 3.21: clk50入力と clk1の関係
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図 3.22: ストップウオッチの全体回路

42



第4章 アセンブリプログラミング

4.1 2進数表現に慣れる
この節では，計算機の中で使われている 2進数表現について復習します．この節の

内容は，コンピュータハードウエア入門で習ったことの復習と，少しだけ発展事項に
なります．次回の実験までに各問の答をレポートにまとめ，事前レポートとして提出
してください．

4.1.1 2進表現

計算機工学では，2進 n桁のことを，nビット (bit) と呼んでいます．また，表現
された 2進数の桁数のことを，ビット数と呼びます．
全ての整数を表現するには，無限大のビット数が必要ですが，計算機内部では整数

の 0近辺の値が表現できれば充分な場合が多いので，8ビットや 32ビット，64ビッ
トが用いられます．

4.1.2 16進表現

2進数の定数データを表現するのに，110010101111111010111010101111102 のよ
うに表現する 2進表現の他に，下の桁から 4ビットずつまとめて 1桁としてコンパク
トに表現する方法があり，これを 16進表現と呼びます．16進数の 1桁は，0から 15

までの値を表現する必要があるので，10進数での 0から 9の数字の他に，表 4.1の
ように’a’から’f’のアルファベットを数字として用いることにします．本実験では，
大文字と小文字を区別しないことにします．

表 4.1: 16進表現で用いる数字

10進 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16進 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
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4.1.3 符号なしと符号つき

例えば C言語で同じ 32ビットの整数を宣言するにしても，次の 2つの例では各々
の取り扱いが異なります．

int s; /* 符号つき */

unsigned int u; /* 符号なし */

つまり，同じビットのパターンであっても，符号つきと符号なしでは，それが意味
する値（解釈）は異なるわけです．また，比較演算や右シフト演算のやり方も異なっ
てきます．その差異については，それぞれ 4.1.6節と 4.1.7節で考えます．

4.1.4 符号なし2進数

n桁の 2進数 X

X : xn−1 xn−2 xn−3 · · · x1 x0

を符号なし 2進数（xiは 2進 1桁）として解釈する場合，Xが表す整数は，

X =
n−1∑
i=0

2i · xi

という値になります．例えば，2進数X :111111102は，符号なし 2進数として解釈
した場合には，254という値と見なせます．

4.1.5 2の補数表示による符号つき2進数

以下，特に断らない限り，単に「符号付き 2進数」というだけで，「2の補数表示に
よる符号付き 2進数」を指すことにしましょう．例えば 2進数X =111111102を符号
つき 2進数として解釈すると，−2という値になります．符号つき 2進数では，最上
位ビット (上の例なら，xn−1)の値が 1の時は負の数，0の時は正の数として解釈さ
れます．この最上位ビットのことを，符号ビットと呼ぶことがあります．

レポート課題 1

X（: xn−1xn−2xn−3 · · ·x1x0）を符号つき 2進数として解釈すると，どのように表現す
ることができるでしょうか？ 符号なしの場合と同じように，

∑
を用いて示しましょう．

レポート課題 2

nビットの 2進数データXが表現し得る整数の範囲はどうなるでしょう？符号つき 2

進数として扱う場合と，符号なし 2進数として扱う場合を，それぞれ答えてください．

レポート課題 3
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符号つき 2進数の 2の補数を求める方法を説明してください．

レポート課題 4

符号つき 2進数を「符号と絶対値」の形ではなく，2の補数の形で表現することには，
どのような利点があるかを説明してください．（2つ以上指摘できれば，応分の加点を
します．）

4.1.6 2進数どうしの比較

計算機を構成している論理回路は，素子レベルでは 1ビットずつの比較しかできま
せん．従って，複数ビットの比較を行うには，1ビットの比較素子を組み合わせた，
複数ビットの比較回路を用います．
まず，符号なし2進数の比較について考えましょう．符号なし2進数X（: xn−1xn−2xn−3 · · · x1x0）

と Y（: yn−1yn−2yn−3 · · · y1y0）を比較するには，xn−1と yn−1から下の桁に向かって，
1ビットずつ，値が異なるところまで比較していきます．
値の異なる最初（最左）の桁が iとすると，xi = 1かつ yi = 0 ならば X > Y で

あり，xi = 0かつ yi = 1 ならば X < Y ということになります．結果的に全ての
ビットが等しいならば ，X = Y ということになります．

レポート課題 5

それでは，符号つき 2進数どうしの比較は，どのようにしたらよいでしょう？（やは
り 1ビットずつしか比較できないとします．）

4.1.7 シフト演算

シフト演算には，左シフト演算と右シフト演算があります．
左シフト演算は，対象データの各ビットの値をひとつ上位のビットに「同時に」移

動する演算であり，符号の有無によらず，シフトの方法は同じです．1ビットの左シ
フトによって，対象データの 2倍の値を得る1ことができます．nビットの左シフト
は 2n倍の乗算に相当するので，しばしば乗算の代わりに用いられます．
右シフト演算は，対象データの各ビットの値をひとつ下位のビットに「同時に」移

動する演算です．つまり，1ビットの右シフトによって，約2半分の値を求めることが
できます．
右へのシフトは，対象データを符号なし 2進数として扱う場合と，符号つき 2進数

として扱う場合とで，演算の内容が異なります（図 4.1）．

1ゆえに，左シフトを行うと，4.1.8節で見るように，溢れ（オーバーフロー）が生じることがあり
ます．

2「約」である理由は，奇数の場合に最下位ビットを切り落とすため．
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0srl:

sra:

図 4.1: 1ビットの右シフト演算

右シフトの対象データを，符号なし 2進数と見なす場合（srl）には，最上位ビッ
トに 0を挿入します．
一方，符号つきと見なす場合（sra）は最上位ビットの値をそのまま残します．符

号なし右シフトは論理右シフト（srl: Shift Right Logical），符号つき右シフ
トは算術右シフト（sra: Shift Right Arithmetic）とも呼ばれます．
32ビットの 2進数 xを符号つきと見なして，1ビットの右シフトを 31回繰り返す

（31ビット右にシフトする）と，x < 0の場合は−1になり，x ≥ 0の場合は 0になり
ます．一方で，xを符号なしと見なして，31ビット右にシフトすると，x < 0の場合
は 1になり，x ≥ 0の場合は 0になります．これを理解したうえで，次の問題を考え
ましょう．

選択問題 6

シフト演算のこの性質を，整数の非負の判定に応用すると，プログラムの実行時間
を短縮できることがあります．これを確かめるために，図 4.2のようなプログラムの
if文を，シフト演算を用いて書き直し，両者（if文版とシフト演算版）の実行時間
を比較してください．以下のプログラム：

http://www.cis.shimane-u.ac.jp/~morimoto/class/2009/hw/count.c

を基に，if文やシフト演算を書き直して，実行時間の秒計測ができる時計で測りま
しょう．．さらに，両者の実行時間がなぜ違うのか，理由を説明できれば加点します．
なお，C言語において，符号つきの整数（int）x を，符号なしと見なして，n ビット

右にシフトするには，「((unsigned) x) >> n」と記述します．符号なし（unsigned）
へのキャストを行わないと，符号「あり」右シフトを行ってしまうので注意しましょう．

int buf[] = { -1, 0, 1, -1, -1, -1, 0, 0, 1, ... };

int count = 0;

...

if (buf[j] < 0) count ++;

図 4.2: if文を使う場合
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4.1.8 演算の溢れ

桁数が有限の 2進数では，表現可能な整数の範囲は限られているので，加算などの
演算の結果が，表現範囲を超えてしまうことがあります．これを，演算の溢れ（オー
バーフロー）と呼びます．
例として，8ビットで演算を行なう場合を考えてみましょう．8ビットの 2進数の表

現可能な範囲は，符号なしと解釈すると 0～255であり，符号つきと解釈すると--128

～127ででしたね．従って，A : 100000002, B : 100000002, C : 011111112とし
て，A+B, A--C, C--A の各演算を行なうと，結果は表 4.2のようになります．

表 4.2: 演算と溢れの例

A B C A+B A–C C–A

符号なしの場合 128 128 127 溢れ 正常 溢れ
符号つきの場合 -128 -128 127 溢れ 溢れ 溢れ

次回以降の実験で用いる MIPSアーキテクチャでは，ADD（加算）命令や SUB（減算）
命令の実行により溢れが生じると，割り込み（トラップ）が発生し溢れを検出できま
すが，これから説明する状況を検出するハードウエアが仕込まれているのでした．し
かしながら，溢れの検出が不要，あるいは，余計な場合もあるので，溢れても割り込
みを生じない ADDU命令や SUBU命令も用意されています．

レポート課題 7

計算機が演算の溢れを検出する方法を述べよ．
nビットの整数X（= xn−1xn−2xn−3 · · ·x1x0）と Y（= yn−1yn−2yn−3 · · · y1y0）の加

算や減算の結果を，n+1ビットのZ（= znzn−1zn−2 · · · z1z0）に格納することを考え
ましょう．このとき，溢れを検出するには，Z の値をどのように利用すれば良いで
しょう？ Xや Y を符号なしの数と見なす場合と，符号つきの数と見なす場合を区別
して考察しましょう．
なお，その方法が正しいことを確かめるために，検出結果が表 4.2と一致すること

を確認してください．（確認内容もレポートに明記してください．）
（ヒント: nビットの数同士の加減算の結果を溢れなく記録するのに必要なビット数
を考えた上で，演算結果の znと zn−1の値に注目しましょう．）

4.1.9 乗算

nビットの数X（= xn−1xn−2xn−3 · · · x1x0）と Y（= yn−1yn−2yn−3 · · · y1y0）の乗算
結果を溢れなく記録するには 2nビットが必要です．一方で，Xと Y を，符号つきと
見なした場合と，符号なしと見なした場合では，乗算結果は異なります．
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選択問題 8

しかし，両者（符号なし乗算と符号あり乗算）の乗算結果の下位 nビットは，同じ
値となる．これを証明せよ．

レポート課題 9

図 4.3のような 16進数の「足し算表」と「掛け算表」を作成せよ．手計算でも，プ
ログラムによる表示結果でも，どちらもで構いません．

1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

1 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10

…………
…………
…… 途中略 ……
…………
…………
e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d

f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e

図 4.3: 16進足し算表

レポート課題 10

次の 3つの計算を筆算で行ないなさい．いずれも符号なしと仮定してください．

• 11001010111111102× 10111010101111102

• cafe16× babe16

• cafebabe16× babecafe16

2進数でも 16進数でも，筆算のやり方は 10進数と同じです．例えば，112× 102

の筆算，および，ab16× cd16の筆算は，以下のように行います．

11 ab

x 10 x cd

----- ------

00 ... 11 x 0 8af ... ab x d

+ 11 ... 11 x 1 + 804 ... ab x c

----- ------

110 88ef
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4.2 MIPSへの招待
この節では，SPIMシミュレータを用いて MIPSプロセッサでアセンブラプログラミ

ングを行う際の，基本事項を本実験に必要な範囲でまとめたものです. 演習の範囲
を越える内容を求める読者は，教科書の第 6章を参照してください．

4.2.1 メモリとデータ

MIPSプロセッサでは，メモリの 1byte毎に番地を与えている．番地の値は 0から
232 − 1の間の整数値をとる．そして，次のようなサイズのメモリ上のデータを扱う
ことができる．

byte 8ビットのデータ．任意の番地に置くことができる．英文字や記号
1文字はこれに入る．

half word 16ビットのデータ．2の倍数番地に置くことができる．C言語で
shortと指定した場合に相当．

word 32ビットのデータ．4の倍数番地に置くことができる．
それぞれのサイズのデータについて，置くことができる番地の制約に注意しよう．

ユーザは，各々を「符号付き」のデータとしても「符号なし」のデータとしても扱う
ことができ，いずれかを決定するのはロード命令と演算命令である．メモリ上の word

データを 4つの byteデータの塊と見倣すことも可能だが，その場合は図 4.4のよう
に上位桁に対応する byteデータほど番地が小さくなる3．一方，プロセッサの内部で
は，全てのデータは 32ビットの wordデータとして扱われる．プロセッサの中にもレ
ジスタという特殊な高速メモリがあるのは授業で習った通りだが，MIPSの場合は全
てのレジスタは，32ビットのサイズをもっている．そして演算命令は，32ビットの
データどうしの命令のみが用意されている．

4.2.2 レジスタ

MIPSのレジスタは，図 4.5のように構成されている4．そして，アセンブラのプロ
グラム中で PCと HIと LOを除くこれらのレジスタを参照する場合は，$4のように記
述する．

プログラムカウンタ

PC(プログラムカウンタ)は，実行しようとしている命令語が置かれているメモリ
の番地を指すレジスタで，常に 4の倍数の値を持つ．1つ命令を実行する度に，自動

3big endianという．
4他にもオトナのレジスタがあったりする．
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4n 4n+1 4n+2 4n+3

address : 4n

32bit

8bit8bit 8bit 8bit

図 4.4: wordを byteの並びとしてみる

$0
$1
$2
$3

$29
$30
$31

32bit

PC

00000000

00

HI

LO

図 4.5: MIPSのレジスタの構成

的に 4ずつ増される．

汎用レジスタ

$0∼$31の各レジスタを汎用レジスタと呼ぶ．これらのレジスタの用途は，以下
のように大別できる．

• 演算のデータの取り出しや格納

• メモリのデータの参照のためのアドレスの指定

そして，いくつかのレジスタは表 4.3のような別名と特殊な用途や値を持つ．以後の
命令の説明で rdや rsや rtとして参照される箇所には，これらのレジスタ名があて
はめられる．
スタックポインタに関して，MIPSには pushとか popのような命令は用意されてい

ない．スタックポインタの値を減らしたり (積む時)増やす (降ろす時)のは，プログ
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表 4.3: 汎用レジスタ

機能名 レジスタ名 特徴や用途 保存？‡

$zero $0 何が書かれても，値として 0が読み出される．(ゼロレ
ジスタ)

○

$at $1 アセンブラが用いる一時レジスタ ×
$v0 $2 関数の返り値 ×
$v1 $3 関数の返り値 (64ビットの場合) ×
$a0 $4 関数の 1番目の引数 ×
$a1 $5 関数の 2番目の引数 ×
$a2 $6 関数の 3番目の引数 ×
$a3 $7 関数の 4番目の引数 ×

$t0～$t7 $8～$15 式評価等の作業用 ×
$s0～$s7 $16～$23 式評価等の作業用 ○
$t8，$t9 $24～$25 位置独立コードの間接ジャンプ用 ×
$k0，$k1 $26，$27 OSのカーネル用 ×

$gp $28 グローバル変数のベースポインタ ○
$sp $29 スタックポインタ ○
$fp $30 フレームポインタ ○
$ra $31 サブルーチンの戻り番地 ×

‡ サブルーチン呼び出し後に呼び出し前の値が保存しているかどうか．

ラマが明示的に$spの値を増減する．また慣習5では，スタックはアドレスが小さく
なる方に成長していく．
後述するように，MIPSではサブルーチン呼び出しを行なうと，jal命令が置かれ

ている番地+8が$31レジスタに設定される．この値は，サブルーチンから戻った時
に，次に実行すべき命令の置かれた番地である．

注意:

32個もレジスタがあると，その全部を自由に使うことができると誤解してしまう
かもしれないが，作業用には$8∼$15と$16∼$23の 16本のレジスタだけを使うよう
にして欲しい．システムサブルーチンや，オペレーティングシステム用に多くのレ
ジスタが予約されているので，それら以外のレジスタを作業用に使うと，プログラ
ムが暴走する可能性がある．

5というより我々の使っているオペレーティングシステム
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HI，LOレジスタ

HIレジスタには，4.2.7節で説明する乗算命令 (mult，multu)の結果の上位 32

ビットや，除算命令 (div，divu)の結果の余りが格納される．LOレジスタには，乗
算命令の結果の下位 32ビットや，除算命令の結果の商が格納される．詳細について
は個々の命令の説明の際に説明する．

4.2.3 アセンブラの記法

アセンブラのソースコードの各行には，左端から次のようなフィールドが，スペー
ス文字あるいはタブ文字 (合わせて「空白文字」と言う)で切られながら並んでいる．

/*

* 各フィールド，例えば
ラベル 命令 オペランド
*/

loop: lw $4,0($5)

ラベルフィールド 飛び先やデータに名前 (シンボル)を付けるのに用いる．名前の後
には，「:」(コロン)が付く．ラベルは，英字か「 」か「.」か「$」で始まる，英
数字か「 」か「.」か「$」の列である．ラベルが無い行は，空白文字で始める．

命令フィールド 命令のニーモニック (暗唱名)を置く．

オペランドフィールド 演算の対象となるレジスタや，演算の結果が設定されるレジ
スタ，メモリの番地の指定，飛び先のラベル等を置く．

行頭以外で文字「#」が現れると，そこから行末まではコメントと見なされて，ア
センブラは無視する．ただし，C言語のプリプロセッサ指令と誤解されてしまうので，
行頭から#を始めないこと6．
もうひとつのコメントの書き方として，C言語と同様の/*で始まり*/で終わるやり

方が用意されている．
ラベルを付けない行では，スペースを 8個入力する代わりに，Tab文字を使うと便

利である．しかし，LATEXでレポートを作成するときに verbatim環境を使ってソース
リストを貼り込む場合は，Tab文字を等価なスペース文字に置き換えなければならな
い．そのためには，Unixの expand コマンドを使うと良い．
完全なプログラムの例を図 4.6に示す．
ところで，以下の命令の説明ではレジスタを rs，rt，rdのように記述するが，特

に断りがない限り，それらは汎用レジスタ$0∼$31のいずれかを表す．
6実はアセンブラを呼び出すと，ソースプログラムは最初に Cのプリプロセッサで処理される．だ

からプログラム中で定数を使いたいときは，例えば「#define M 1000」としプログラム中で Mを参
照する．
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4.2.4 ロード命令とストア命令

プロセッサとメモリのデータのやりとりを指示する 2種類の命令と，MIPSで使う
ことができる番地指定方式を説明する．

ロード命令

メモリからレジスタへのデータの転送を行なうのがロード命令である．ロード命令
は次のように記述する．

lw rd,符付 (rs) # wordデータとして
lb rd,符付 (rs) # byteデータを符号拡張して
lbu rd,符付 (rs) # byteデータをゼロ拡張して
lh rd,符付 (rs) # half wordデータを符号拡張して
lhu rd,符付 (rs) # half wordデータをゼロ拡張して
ld rs,符付 (rd) # レジスタを 2本まとめて (擬似命令)

これらは，プロセッサに対して「符付 (rs)で指定される番地のメモリの内容をレジ
スタrdに設定せよ．」という指示を与える．MIPSの番地指定方式 (addressing mode)

は，次の一通りのみである．即ち，「符付」で表される符号付定数 (−215以上 215 − 1

以下)を rs で指定されるレジスタの値に加算した値が参照の番地となる．以下のこ
のパターンの記述は同様に解釈して欲しい．それから，lw命令や lhと lhu命令で指
定する番地の値は，それぞれ 4や 2の倍数でなければならない (メモリのアラインメ
ント)．それが守られないとアドレスエラー割り込みを発生し，プログラムの実行が
中断される．また ld命令では，rsとしては偶数番目のレジスタのみが指定できる．
また，次のような擬似命令も用意されている．

lw rd,ラベル # wordデータとして (擬似命令)

lb rd,ラベル # byteデータを符号拡張して (擬似命令)

lbu rd,ラベル # byteデータをゼロ拡張して (擬似命令)

lh rd,ラベル # half wordデータを符号拡張して (擬似命
令)

lhu rd,ラベル # half wordデータをゼロ拡張して (擬似命
令)

これらは，後述の la命令との組み合わせで実現されている．一時レジスタとして$at

が使われる．

ストア命令

逆に，レジスタからメモリへのデータの転送を行なうのがストア命令で，次のよう
に記述する．
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sw rs,符付 (rd) # wordデータとして
sb rs,符付 (rd) # byteデータとして
sh rs,符付 (rd) # half wordデータとして
sd rs,符付 (rd) # レジスタを 2本まとめて (擬似命令)

これらは，プロセッサに対して「レジスタ rsの内容を符付 (rd)で指定される番地
のメモリに設定せよ．」という指示を与える．番地の指定方法は，ロード命令の場合
と同じである．rdや rsに指定できるのは汎用レジスタ名である．sd命令では，rsは
偶数番目のレジスタのみ指定可能である．それから，ロード命令の場合と同様に sw

命令や sh命令で指定する番地の値は，それぞれ 4や 2の倍数でなければならない．
また，次のような擬似命令も用意されている．

sw rs,ラベル # wordデータとして (擬似命令)

sb rs,ラベル # byteデータとして (擬似命令)

sh rs,ラベル # half wordデータとして (擬似命令)

これらも，後述の la命令との組み合わせで実現されている．一時レジスタとして$at

が使われる．

4.2.5 レジスタ間転送命令

レジスタ間でデータの転送を行なうには，move命令を用いる．

move rd,rs # 擬似命令

rdやrsに指定できるのは汎用レジスタ名である．これは，プロセッサに対して「レ
ジスタ rsの値をレジスタ rdに設定せよ．」という指示を与える．実は，この命令は

add rd,$0,rs

に変換されて処理される．
乗除算で登場する HIレジスタや LOレジスタと，汎用レジスタとの間の転送のため

に以下の命令が用意されている．

mfhi rd # HIレジスタから rdへ転送
mflo rd # LOレジスタから rdへ転送
mthi rs # rsから HIレジスタへ転送
mtlo rs # rsから LOレジスタへ転送
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4.2.6 定数ロード命令

汎用レジスタに定数値を設定するには，lui命令や li命令を用いる．

lui rd,符無 #

これは，プロセッサに対して「符無」で表される符合無し定数 (0以上 216 − 1以
下) を 16bit左にシフトした値を，rdに設定せよ．」という指示を与える．定数デー
タの設定には，通常この命令でなく次の擬似命令の li命令を用いる．

li rd,定数 # 擬似命令
la rd,ラベル # 擬似命令

これは，プロセッサに対して「定数」で表される符合付き定数 (−231以上 231 − 1

以下)あるいは符号無し定数 (0以上 232 − 1以下)を，rdに設定せよ．」という指示を
与える．la命令では，「ラベルが指定している番地をの値を rdに設定せよ．」という
指示を与える．
rdに指定できるのは汎用レジスタ名で，4.2.2節の冒頭で述べたように$4のよう

に記述する．

4.2.7 演算命令

レジスタ間の演算を指示する命令を説明する．

レジスタ間演算命令

レジスタ間の演算命令は，次の通りである．

add rd,rs,rt # 加算 (溢れトラップあり)

addu rd,rs,rt # 加算 (溢れトラップなし)

sub rd,rs,rt # 減算 (溢れトラップあり)

subu rd,rs,rt # 減算 (溢れトラップなし)

and rd,rs,rt # 論理積
or rd,rs,rt # 論理和
nor rd,rs,rt # 論理和の反転
xor rd,rs,rt # 排他的論理和
sll rd,rs,rt # 左シフト
srl rd,rs,rt # 右論理シフト
sra rd,rs,rt # 右算術シフト
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これらは，プロセッサに対して「rsの値と，rtの演算の結果を rdに設定する．」と
いう指示を与える．オペランドフィールドの rd,rs,rtは汎用レジスタ名である．シ
フト命令では，シフト量は rtで指定されるレジスタの値となる．
nor命令で rsと rtに同じレジスタを指定すると，ビット毎の反転を求めることが

できる．

即値演算命令

同じニーモニックでも 3番目のオペランドに即値 (定数)を用いる演算も用意され
ている．

add rd,rs,符付 # 加算 (溢れトラップあり)

addu rd,rs,符付 # 加算 (溢れトラップなし)

sub rd,rs,符付 # 減算 (溢れトラップあり)

subu rd,rs,符付 # 減算 (溢れトラップなし)

and rd,rs,符無 # 論理積
or rd,rs,符無 # 論理和
xor rd,rs,符無 # 排他的論理和
sll rd,rs,短定 # 左シフト
srl rd,rs,短定 # 右論理シフト
sra rd,rs,短定 # 右算術シフト

これらは，プロセッサに対して「rsの値と，「符付」(−215以上 215− 1以下)や「符
無」(0以上 216 − 1以下)や「短定」(0以上 31以下)で表される定数との演算の結果
を rdに設定せよ．」という指示を与える．オペランドフィールドの rd,rsは汎用レジ
スタ名である．
実際の命令コードでは subと subuは用意されておらず，アセンブラによってそれ

ぞれが addと adduの「符付」の符号が反転されたものに置き換えられるので，指定
できる値の範囲が通常と異なる．
シフト命令では，シフト量は「短定」で指定される定数となる．シフト命令の動作

を図 4.7に示す．

乗除算命令

mult命令や multu命令の振る舞いは，加算命令等のように 3オペランド形式には
なっていない．また乗除算命令を実行すると，結果は暗黙的に HIレジスタと LOレジ
スタに設定される．

mult rs,rt # 符号付き乗算
multu rs,rt # 符号なし乗算
mul rd,rs,rt # 乗算 (結果の下位 32ビットのみ有効)
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これらは，プロセッサに対して「rsと rtの乗算を行い，積の上位 32bitを HIレ
ジスタに，下位 32bitを LOレジスタと rdレジスタに設定せよ．」という指示を与え
る．mul命令は符号つきの場合でも符号無しの場合でも使える7．

div rd,rs,rt # 符号付き除算
divu rd,rs,rt # 符号なし除算

これらは，プロセッサに対して「rsを rtで割る除算を行い，剰余 (余り)を HIレジ
スタに，商を LOレジスタと rdレジスタに設定せよ．」という指示を与える．

4.2.8 比較命令

MIPSの比較命令は，減算命令や論理演算命令のように 3オペランド構成であるが，
設定される値が1(真)と0(偽)だけ8の特別なものと考えることができる．IA-32(i386
アーキテクチャ)のように，比較の結果を保存する特別なレジスタが用意されていな
いことに注意してほしい．

slt rd,rs,rt # rs < rt を符号付き整数として調べる
slt rd,rs,符付 # rs < 符付 を調べる
sltu rd,rs,rt # rs < rt を符号無し整数として調べる
sltu rd,rs,符無 # rs < 符無 を調べる

これらの命令は，プロセッサに対して「rsで指定されるレジスタの値と，rtで指
定されるレジスタの値もしくは「符付」(−215以上 215 − 1以下)あるいは「符無」(0

以上 216 − 1以下)で表される定数の値を比較し，その結果 (成立なら 1，不成立なら
0)を rdで指定されるレジスタに設定せよ．」という指示を与える．比較を符号付き
整数同士について行う命令と，符号無し整数同士について行う命令の使い分けがある
ことに注意されたい．
MIPSの比較演算は以上であるが，組み合わせによって多くの比較演算を実現でき

る．論理値の真を 1,偽を 0と定義すると，論理値の反転操作は次の命令のいずれか
の実行で実現可能である．

slt rd,rs,1 # rs=0⇒ rd=1，rs=1⇒ rd=0

xor rd,rs,1 # 排他的論理和によるビット反転

slt命令単体では rsと rdの配置のバリエーションで a < b もしくは a > b 相当
の演算しか実現できないが，上記論理反転との組み合わせで a >= b や a <= b も
実現できる．
それでは a == bや a != b を調べて論理値を返す操作をどうやって実現したらよ

いだろう? a,bの値がそれぞれ ra,rbに設定されているとして，それぞれ次のよう
な命令列を実行すればよい．

7なぜだろう？理由を考えよ．
8この符号化は C言語の仕様に合致している
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# ra==rb のとき rdを真にする
sub rd,ra,rb # ra==rb⇒ rd==0，ra!=rb⇒ rd!=0

sltu rd,rd,1 # rd==0⇒ rd==1，rd!=0(>=1)⇒ rd=0

# ra!=rb のとき rdを真にする
sub rd,ra,rb # ra==rb⇒ rd==0，ra!=rb⇒ rd!=0

sltu rd,$0,rd # rd==0⇒ rd==0，rd!=0(>=1)⇒ rd=1

4.2.9 何もしない命令

nopは，プロセッサに対して「何もしない．」ことを指示する命令である．

nop

4.2.10 ジャンプ命令

指定された番地へ飛ぶ (ジャンプする)命令は，次の 3種類が用意されている．

j label # labelで指定された番地に飛ぶ
b label # labelで指定された番地に飛ぶ
j rt # レジスタ rtで指定された値の番地へ飛ぶ

一般に，同じコンパイル単位の中のラベルへの飛びには b命令を使い，別のコンパ
イル単位の中のラベル (グローバルラベル)への飛びには 1番目の j命令を使う．レ
ジスタ指定の j命令は 4.2.12節で説明する用途の他に，C言語等で switch文の飛び
先が表にまとめられている場合の処理にも使われる．

4.2.11 分岐命令

MIPSプロセッサでは，ふたつのレジスタの値の「一致」による比較の結果か，レ
ジスタと 0との比較の結果によって分岐を制御する9．条件分岐命令は，次のように
記述する．

beq rs,rt,label # 一致 (rs == rt)の時分岐する
bne rs,rt,label # 不一致 (rs != rt)の時分岐する
bgez rs,label # rs >= 0 の時分岐する
bgtz rs,label # rs > 0 の時分岐する
blez rs,label # rs <= 0 の時分岐する
bltz rs,label # rs < 0 の時分岐する

9IA32に慣れた人には，ここが奇異も知れない．
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これらは，プロセッサに対して「条件が成立したら，labelで指定される番地に飛
び，不成立なら後続の命令を実行せよ．」という指示を与える．
注意:

MIPSでは，後述のサブルーチン呼び出し命令も含めて，命令の実行順序を変更す
る命令 (飛び物命令) の直後の 1命令を飛ぶための動作と並行して必ず実行してし
まうが，10．アセンブラの通常のモードでは，nop命令が自動的に挿入される．

4.2.12 サブルーチン呼び出しと戻りの命令

サブルーチンは Pascalや C言語での手続きや関数のアセンブラレベルで表現と言
える．callは，サブルーチン呼び出しの命令で，次のように記述する．

jal label # Jump And Link の略
bal label # Branch And Link の略
bgezal rs,label # rs >= 0 の時
bltzal rs,label # rs < 0 の時

これらは，プロセッサに対して「$PCの値 (jal命令が置かれているアドレス)+8の
値 (戻り番地)を$31に設定し，labelのラベルが付いた番地に飛べ．」という指示を
与える．一般に，同じコンパイル単位の中のサブルーチンの呼び出しには bal命令を
使い，別のコンパイル単位の中のサブルーチンには jal命令を使う．C言語の関数へ
のポインタの表や，引数として渡された関数の処理のために，レジスタの値を呼び出
しのターゲットとする命令も用意されている．

jal rs # rs で指定された番地を呼び出す

また，サブルーチンへ引数 (パラメタ)を渡すには，$4∼$7の 4つのレジスタを使
うようにする11．
さて，サブルーチンから，それを呼び出した親に戻るには，どうしたら良いか？次

のようにレジスタ指定の飛び命令を用いる．

j $ra

サブルーチンを呼び出した親に結果を返すには，$v0レジスタを使う．

4.2.13 具体的なサブルーチンの定義・呼び出しとスタックフレーム

サブルーチンは以下のように定義される．

11引数が 4個以上の場合はどうするのか？
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.text

.align 2

.ent サブルーチン名
サブルーチン名:

subu $sp,スタックのサイズ
sw $31, スタックのサイズ-4($sp) # 葉なら不要

:

(ここにサブルーチン本体が組み込まれる)

:

lw $31, スタックのサイズ-4($sp) # 葉なら不要
addu $sp,スタックのサイズ
j $31

.end サブルーチン名

次の節で述べるように，サブルーチンが呼び出された時点では，呼び出し側に戻る
ための戻り先の番地の値が，レジスタ$raに格納されている．つまり，サブルーチ
ンの最後で $raの値の番地に飛ぶと，呼び出し側に戻ることができる．これを実施
するのが，最後の j命令である．
しかし，サブルーチンのなかでさらにサブルーチン呼び出すと12，レジスタ$raに

新たな戻り先番地が格納されるので，自分自身の戻り先番地を失ってしまう．そこで，
このような場合は，戻り先番地をどこかに保存する必要がある．
サブルーチンは，実行中に何重に呼び出されるかも，プログラムのどの箇所から呼

び出されるかもわからないため，戻り番地の保存のためのメモリ領域を動的に確保し
なければならない13．また，サブルーチン内で作業用のレジスタが不足する場合は，
必要に応じてそれらを戻りアドレスといっしょに確保したメモリ領域に退避しなけれ
ばならない．このような動的なメモリ領域の確保に用いられるのがスタックである．
MIPSのアセンブラでのスタックは，レジスタ$sp(スタックポインタ)がスタック

トップ (スタックの一番上)を指し，下位番地方向 (番地が小さい方)に 16バイト単
位で成長するように定義されている．通常は，これを使って確保したメモリ領域を，
戻り先番地の退避や，レジスタの退避などに用いる．繰り返すが，スタックへの領域
の確保は，16バイト単位で行なうことに注意して欲しい14．スタックのレイアウトを
図 4.8に示す．
戻り先番地を退避するためには，(1)まずサブルーチンの最初の部分でスタックポ

インタを進め (退避に必要な領域の確保)，(2)スタックに戻り先番地や退避すべきレ
ジスタの値を格納する．また，サブルーチンの最後では，(3)スタックから戻り先番
地や退避したレジスタの値を取りだし，(4)スタックポインタを元に戻し，(5)j $ra

を実行する．それらをプログラムにすると，以下のようになる．

12つまり 葉でないサブルーチン
13その典型的な例は，再帰呼び出しである．
14これは，我々が使用しているオペレーティングシステムの要請である．
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表 4.4: SPIMのシステムコール
番号 機能 引数 返り値

1 整数を表示 $a0

2 単精度浮動小数を表示 $fl12

3 倍精度浮動小数を表示 $fl12

4 文字列を表示 $a0

5 整数の入力 $v0

6 単精度浮動小数の入力 $f0

7 倍精度浮動小数の入力 $f0

8 文字列を入力 $a0：格納先番地，$a1：サイズ
9 メモリ確保 $a0：確保量 $v0：確保場所
10 プログラム終了

.text

.align 2

.ent proc

proc:

subu $sp,16 # (1)領域の確保 (16バイトが最小単位)

sw $ra,12(%sp) # (2)$ra(戻り番地)を退避
:

:

lw $ra,12($sp) # (3)$raを復元
addu $sp,16 # (4)スタックポインタを戻す
j $ra # (5)呼び出し側に戻る
.end proc

4.2.14 システムコール

SPIMが提供しているシステムコールの一覧を図 4.4に示します．

4.2.15 アセンブラ指令

4.2.3節で登場したプログラム例の.dataのように，「.」(ピリオド)で始まる命令
は，それらに直接対応するマシンコードをアセンブラが生成するわけではない．それ
らをアセンブラ指令という．演習で用いる範囲のアセンブラ指令を以下に挙げる．

.data # 「初期化されたデータを置く場所だ」という宣言
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# "Hello world" のようなデータはここに置く．
.text # 「実行コードを置く場所だ」という宣言
.global label # 「labelはグローバルシンボルだ」という宣言

# 宣言が無ければローカルシンボルになる．
.word x,y，... # wordの定数データを並べる
.byte x,y，... # byteの定数データを並べる

# xを 0:10のように書くと，値 0を 10個並べる
# ことを意味する．

.ascii "abcd..." # byteの文字データを並べる

.asciiz "abcd..." # byteの文字データを並べる (null文字で終端)

.space size # size byteの大きさの領域を確保し，

.align 4 # 番地を$2^{4} = 16$の倍数に揃える

.ent label # labelがサブルーチンの先頭であることを宣言

.end label # サブルーチンの終わりの宣言 (labelは省略可)
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/*

A memory summention program example

*/

.data # 「データを置く場所だよ」という宣言
mstart: .word 1,2,4,8,0x10 # wordのデータ5個 (C風の16進表示もOK)

.text # 「実行コードを置く場所だよ」という宣言

.globl main # 「グローバルシンボルだよ」という宣言
main: # mainというラベルを「張り付けた」

subu $sp,16 # スタックフレーム確保
sw $31,12($sp) # さらにサブルーチンを呼び出すので

# 戻り番地をセーブ
la $4,mstart

li $5,5 # ループカウンタ
move $6,$0 # 和

loop: lw $7,0($4)

add $6,$7,$6

add $4,$4,4 # ポインタ更新
add $5,$5,-1 # ループカウンタ更新
bne $5,$0,loop

move $4,$6

jal putint

jal newline

move $2,$0 # exit(0)

lw $31,12($sp) # 戻り番地復活
addu $sp,16 # スタックフレームを畳む
j $31 # 戻る

図 4.6: アセンブラのプログラムの例

0

0sll:

srl:

sra:

図 4.7: シフト命令
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 subu    $sp,stacksize 
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図 4.8: スタックのレイアウト
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