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図1 CBE

図2 SPEの柔軟性
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Out-of-order実行などの高速化が施さ

ニアスマルチコアプロセッサです．

れていますが，単一プログラムが持つ
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ホモジニアスマルチコアプロセッサ

Cellの開発が始まった2001年当初
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リー間とのデータ転送を行うMFC

つの積和演算が並列に処理できます．1

が発表したPlayStation2では，汎用プ

（Memory Flow Controller）から構成さ

つの積和演算で乗算と加算の浮動小数

ロセッサコアに2個のDSPを搭載した
EE（Emotion Engine）を採用しました．

れています．

図3 SPEの構成
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ら外部メモリーへのアクセスは，

証機構を導入しているため，DMA転
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SPUは，内部メモリーとして
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