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最小エネルギー動作点追跡アルゴリズムの実チップ評価
保木本 修1,a)

塩見 準1

石原 亨1

小野寺 秀俊1

概要：自動車や住宅などあらゆるものがインターネットに繋がり情報をやり取りする IoT (Internet of

Things) の時代が到来しようとしている. IoT の実現には, 極めて消費エネルギーの小さいプロセッサが不
可欠である. 電源電圧と基板電圧を同時に調節することで, 特定の動作速度条件でプロセッサの消費エネル
ギーを動的に最小化することが可能である. 本稿では, 与えられた要求動作速度でプロセッサの消費エネル
ギーを最小化する電源電圧と基板電圧の組を最小エネルギー点と呼ぶ. 本稿では, 過去に提案したアルゴリ
ズムが幅広い動作環境で正確に最小エネルギー動作点を追跡することを示す. 商用の 65 nm CMOS プロ
セスを用いて設計した 32-bit RISC プロセッサのゲートレベルシミュレーションおよび実測の両方から,
提案アルゴリズムが正確に最小エネルギー点を追跡できることを検証する.

Validation of Minimum Energy Point Tracking Algorithm
with a Real Microprocessor Chip
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Abstract: Scaling the supply voltage (VDD ) and the threshold voltage (VTH ) for minimizing the energy
consumption of processors dynamically is highly desired for applications such as wireless sensor network and
Internet of Things (IoT). In this paper, we refer to the pair of VDD and VTH , which minimizes the energy
consumption of the processor under a given operating condition, as a minimum energy point (MEP in short).
This paper validates the algorithm proposed before, which dynamically tracks the minimum energy point
under a wide range of operating conditions. Gate-level simulation and actural measurement for a 32-bit
RISC processor designed with a 65-nm process demonstrate that the proposed algorithm tracks the MEP.

1. 序論

点はプロセス, 要求周波数, 温度条件に強く依存する. 例え
ば, プロセッサの性能要求が低ければ, 電源電圧を下げるこ

現代社会において, 情報通信技術はありとあらゆる場所

とができる. 微細プロセスでは製造時の状況がばらつくこ

や物に使われている. 情報通信機器の高性能化が常に要求

とによって, 静的エネルギーの die-to-die ばらつきが生じ

されているため, 通信機器に使われるプロセッサの消費エ

る [3], [4]. また, チップ温度は刻一刻と変化しプロセッサ

ネルギーが増大しており深刻な問題となっている. このた

の静的エネルギーが変動する要因となっている. したがっ

め, プロセッサの消費エネルギー低減が情報社会発展のた

て, 広い動作条件の下でプロセッサを常に最小エネルギー

めの重要な課題である.

点で動作させることは簡単ではない.

プロセッサの消費エネルギーを改善する方法として, 電

文献 [5] では, 広い動作条件でプロセッサの最小エネル

源電圧としきい値電圧の動的調節が挙げられる. 動的し

ギー点を追跡するアルゴリズムが提案されている. このア

きい値電圧調節方法として適応的基板バイアス制御 (以下

ルゴリズムでは, 動的エネルギーと静的エネルギーの測定

ABB) [1], [2] が用いられる. 本稿では, 特定の動作速度条

値を使用する. プロセッサの静的エネルギーは, 文献 [6] で

件で消費エネルギーを最小化する電源電圧と基板電圧の組

提案されているリークモニタを用いて測定する. 本稿では,

を最小エネルギー点と呼ぶ. プロセッサの最小エネルギー

文献 [5] で提案されたアルゴリズムの実プロセッサによる
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検証を行う. シミュレーションと実測の両方から検証し, ア
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ルゴリズムが正確に最小エネルギー点を追跡できることを

周波数等高線

示す.

sf> se

の成果を述べる. 第 3 章では,[5] で提案された動的にプロ
セッサの最小エネルギー点を追跡するアルゴリズムについ

VDD

本稿の構成を以下に示す. 第 2 章では, 関連研究と本稿

て詳述する. 第 4 章では, 商用の 65 nm CMOS プロセスを

エネルギー等高線

s f < se

sf = se

用いて設計した 32-bit RISC プロセッサに対するゲートレ
ベルシミュレーションおよび実測により, 第 3 章で詳述し
たアルゴリズムの検証を行う. 第 5 章で本稿をまとめる.

2. 関連研究と本稿の成果
本稿では, 動的しきい値電圧調節方法として適応的基板

VTH
図 1

最小エネルギー点に近付く電圧調節方向を示す評価関数の概
念図.

バイアス制御 (以下 ABB) [1], [2] を用いる. 電源電圧と基

同時にチップ温度が低下した場合, 総消費エネルギーは変

板電圧の同時調節によってプロセッサの消費エネルギーを

化しないため基板電圧の調節方向を定めることができない.

低減することができる. このため, プロセッサの動的電圧調

[5] では, 幅広い動作条件でプロセッサの最小エネルギー

節技術は広く研究されている. 文献 [1], [2], [7] では各動作

点を追跡するアルゴリズムを提案されている. 提案アルゴ

速度に対して最適な電源電圧と基板電圧の組を解析的に導

リズムを用いることで動作条件が大きく変化しても常に最

出している. しかし, 文献 [1], [2], [7] で使用した解析モデ

小エネルギー点に近付く方向に電圧を調節できる. 本稿で

ルには, トランジスタのチャネル不純物濃度や回路中の寄

は, シミュレーションおよび実測の両方から, このアルゴリ

生容量といった不確定なパラメータを多く含む. したがっ

ズムの検証を行う.

て, 解析モデルのみを用いてプロセッサの最小エネルギー
点を正確に導出することは簡単ではない.
文献 [8] では, 回路の消費エネルギーが最小となるとき

3. 最小エネルギー点追跡アルゴリズム
3.1 最小エネルギー点追跡手法

PD /PLEAK の比が一定となることを示している. ただし,

文献 [5] では, プロセッサの周波数等高線 sf とエネル

PD はスイッチング電力であり PLEAK はリーク電力である.

ギー等高線 se に注目して電圧を調節する手法が提案され

しかし,PD /PLEAK の比を幅広い動作条件で常に一定に保

ている. sf , se はプロセッサの動的エネルギー Ed および

つことは簡単ではない. 文献 [9] では, 自動的に PD /PLEAK

静的エネルギー Es を用いてそれぞれ式 (1), (2) のように

を最適な値に保つ閉ループシステムを提案している. また,

表される.

動作条件が多少変化しても, 回路の消費電力が最小となる
最適なスイッチング電流とリーク電流の比が一定であると
主張している. しかし, 動作条件が大きく変わると最適な
スイッチング電流とリーク電流の比は変化する. したがっ
て, 動作条件が大きく変化した場合, 最適なスイッチング電
流とリーク電流の比も変化し, その結果正確に最小エネル
ギー点を推定できなくなる. 本稿で提案するアルゴリズム
ではより正確な電圧調節方向の判定式を用いることで, 動
作条件が大きく変化しても最小エネルギー点に近づく電圧
調節方向を決定できる.

∂D
αVDD
∂VTH
sf =
=
∂D
αVDD − (VDD − VTH )
−
∂VDD

(1)

∂Et
∂Ed
∂Es
−
−
∂VTH
∂VTH
∂VTH
se =
=
∂Et
∂Ed
∂Es
+
∂VDD
∂VDD
∂VDD
−

=

Es VDD
(2Ed + Es )Ns

(2)

文献 [3] では最小エネルギー点追跡手法が提案されてい

式 (1) 中の α と式 (2) 中の Ns はフィッティングから得

る. このアルゴリズムでは回路の消費電力測定を繰り返し

る. ここで, Ns は ni と vt の積であり, 絶対温度に比例す

行い, 前回の消費電力測定値と今回の消費電力測定値の大

る. 式 (1) より, プロセッサの VDD と VTH が分かれば sf

小を比較して基板電圧の調節方向を決定する. その後, 基

は容易に計算できる. また, se は消費エネルギーとチップ

板電圧 VBB を刻み幅 ∆ VBB の大きさで変更する. この繰

温度の測定値から式 (2) を用いて計算する. Ed , Es および

り返しによって回路の最小エネルギー点を動的に追跡する.

チップ温度を測定すれば, 電圧調節方向を正しく定めること

しかし, 回路の消費電力が変化する要因は複数あるため, 測

が出来る. 図 1 に提案アルゴリズムの概念図を示す. プロ

定電力の差分のみを用いて基板電圧の調節方向を定めるこ

セッサの要求動作速度を満たす周波数等高線 上の VDD と

とは簡単ではない. 例えば, チップ温度は刻一刻と変化し,

VTH の組を考える. 最小エネルギー点上では sf = se とな

静的エネルギー変動の要因となっている. 稼働率が増加し,

る. sf > se の時, VDD と VTH を共に減少させる方向に調
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節することで最小エネルギー点に近付く. 反対に, sf < se
の時には VDD と VTH を共に増加させることで最小エネル

リークモニタ

している.
文献 [5] で提案されている最小エネルギー点追跡アルゴ
リズムは遅延追跡段階とエネルギー測定段階の 2 段階で構

4 kB I-Cache

ることにより, 遅延等高線上のみの電圧組の探索を可能と

16 kB D-SPM

8 kB I-SPM

ギー点に近付く. したがって, 式 (1), (2) の大小を比較す

成されている. 遅延追跡段階では与えられた要求動作遅延
を満たす VDD と VBB の組を探索し, エネルギー測定段階

VCO

に移る. エネルギー測定段階ではまずプロセッサの Ed , Es
および温度を測定する. 次に式 (1) と (2) から sf と se を

TAG

計算する. sf > se ならば VBB を増加させる. また,sf < se
ならば VDD を増加させる. その後, 遅延追跡段階に戻る.
以上のループを繰り返すことで動作条件が大きく変化して

図 3

評価対象の 32-bit RISC プロセッサ.

もプロセッサの最小エネルギー点を追跡するように VDD
100MHz

125MHz

と VBB の調節ができる.
1.1

3.2 プロセッサ稼働時の静的エネルギー測定手法

200pJ

120pJ

150pJ

1

てプロセッサの静的エネルギーを測定する. リークモニタ
は図 2 (a) に示されるインバータで構成された 31 段リン

VDD[V]

本稿では文献 [6] で提案されているリークモニタを用い

70pJ

0.8

グオシレータである. nMOSFET の入力 “C0” が OFF か

0.7

つ pMOSFET の入力 “C1” が ON ならば nMOS のリー

0.6

ク電流 Ileak,n はリークモニタの発振周波数 fleak と VDD

67MHz

0.9

40MHz
50pJ
20MHz
30pJ

0.5

2MHz

の積に比例する. したがって, 式 (3) を用いることでプロ
-0.2

セッサ稼働時の静的エネルギーを推定できる. ただし, ks

-0.4

はフィッティング係数, D はプロセッサのクリティカルパ
図 4

ス遅延でありクロックサイクルと等しい.

-1

-1.4

-1.8

VBB[V]
プロセッサの周波数等高線とエネルギー等高線. 動作温度は

25 ◦ C.

Es = Ileak VDD D = ks fleak VDD 2 D.

(3)

時の ks を用いることでプロセッサの静的エネルギー Es

事前に ks の値を求めることで, リークモニタの発振周波数

を推定できる. ks として, VDD = 0.8 V, VBB = 0 V 時の

から静的エネルギーを推定できる. 図 2 (b) は ks の実測

値を用いると, 静的エネルギーの推定誤差は最大で 28% と

結果を示している. ks の値はリークモニタの発振周波数を

なる.

測定し, 式 (3) を用いて計算した. 図 2 (b) から分かるよ

4. 最小エネルギー点追跡アルゴリズムの検証

うに, ks の値は概ね一定である. したがって, VBB = 0 V

4.1 シミュレーションセットアップ
本稿でシミュレーションおよび実測に使用したプロセッ

C1

A

YB

ks[nAs/V]

160

サの仕様を以下に示す.

• 商用 65 nm プロセスで設計された 5 段パイプライン

120

32-bit RISC プロセッサ.
• 4 kB 命令キャッシュ (I-Cache) , 8 kB 命令メモリ (I-

80

C0

0

SPM), 16 kB データスクラッチパッドメモリ (D-SPM)

VDD 1.2 V
0.8 V
0.4 V

40

0

-0.2

を搭載.
-0.4

-0.6

-0.8

-1

VBB[V]

(a)
図 2

(b)

• スタンダードセルの数は約 540000 個.
図 3 に評価対象の 32-bit RISC プロセッサのチップ写真
を示す. 図 4 に本稿で使用したプロセッサの周波数等高線

(a) 再構成可能なリークモニタセル. (b) 25 ◦ C, 31 段リーク

とエネルギー等高線のシミュレーション結果を示す. 動作

モニタでの ks 評価結果.

温度は 25 ◦ C を想定する. 青い線は周波数等高線, 黒い線
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1

VDD[V]

1

最小エネルギー点
99.7 pJ

0.9
0.8

誤差 4.1%

0.7

提案アルゴリズム
104 pJ
-0.4

-0.8

-1.2

0.8
0.7
0.6 提案アルゴリズム
31.4 pJ
0.5

100MHz, 25°C, TT

0.6
0

20MHz, 25°C, TT

0.9

VDD[V]

1.1

-1.6

0

-0.4

要求動作速度 100 MHz, 温度 25 ◦ C での最小エネルギー点追

図 7

0.9

誤差 4.9%

0.7

提案アルゴリズム
101 pJ
誤差 3.8%

0.8

最小エネルギー点
97.3 pJ

0.7
0.6

100MHz, 75°C, TT

0.6
0

-0.4

-0.8

-1.2

100MHz, 25°C, FF

0.5

-1.6

0

-0.4

-0.8

-1.2

-1.6

VBB[V]

VBB[V]
図 6

-1.6

0.9

最小エネルギー点
146 pJ

0.8

-1.2

要求動作速度 20 MHz, 温度 25 ◦ C での最小エネルギー点追

1

提案アルゴリズム
153 pJ

VDD[V]

VDD[V]

1

-0.8

跡アルゴリズム検証結果.

跡アルゴリズム検証結果.

1.1

最小エネルギー点
30.9 pJ

VBB[V]

VBB[V]
図 5

誤差 1.7%

要求動作速度 100 MHz, 温度 75 ◦ C での最小エネルギー点追

図8

要求動作速度 100 MHz, 温度 25 ◦ C, トランジスタモデル FF
コーナーでの最小エネルギー点追跡アルゴリズム検証結果.

跡アルゴリズム検証結果.

はエネルギー等高線をそれぞれ示す. 電源電圧 1.2 V 無バ

エネルギー損失は 5% 未満となった. したがって, 提案ア

イアス時に周波数 150 MHz, 消費エネルギー 260 pJ 程度

ルゴリズムは広い温度範囲で最小エネルギー点を追跡で

で動作する. 上述のプロセッサに対してポストレイアウト

きることが分かる. 図 7 は温度 25 ◦ C, 要求動作速度 20

ゲートレベルシミュレーションを実行し, 様々な VDD , VBB

MHz でのシミュレーション結果である. 提案アルゴリズム

および温度設定で消費エネルギーを評価した. SYNOPSYS

によるエネルギー損失は 1.7% となり, 要求動作速度が遅

社の PrimeTime を用いて Static Timing Analysis (STA)

くなっても正確に最小エネルギー点を追跡できることが分

を行い, 様々な電圧と温度設定でプロセッサのクリティカ

かる. 図 8 はトランジスタモデルの FF コーナーでのシ

ルパス遅延を評価した.

ミュレーション結果を示している. 温度は 25 ◦ C, 要求動作
速度は 100 MHz である. 提案アルゴリズムによる消費エ

4.2 シミュレーションによる最小エネルギー点追跡アル
ゴリズム検証結果

ネルギー損失は 3.8% となった. したがって, プロセスばら
つきが生じても提案アルゴリズムは正確に最小エネルギー

◦

対象としたプロセッサでは, 動作温度 25 C において Ns

点を追跡できることを確認した.

は 36 mV, α は 1.4 である. さらに ∆VDD と ∆VBB は 10

また, 図 9, 10 に要求動作速度 100 MHz, 温度 25 ◦ C で

mV, ∆s は 0.1 とした. また, Ed と Es は正しく測定でき

の消費エネルギーおよび sf と se の遷移を示す. 図 9, 10

ると仮定した. 図 5 – 8 に最小エネルギー点追跡アルゴリ

の横軸は基板電圧で, 電源電圧は動作速度 100 MHz を達成

ズム検証結果を示す. 図 5 – 8 中の黒線は要求動作速度を

する最低の電圧となっている. 図 9 中の緑線は動的エネル

満たす遅延等高線を示す. 青線は第 3 章で説明したアルゴ

ギー, 青線は静的エネルギー, 赤線は動的エネルギーと静的

リズムを用いて VDD と VBB を調節した際の電圧組の軌跡

エネルギーの合計をそれぞれ示す。また, 図 10 中の赤線

を示す. 赤点はポストレイアウトゲートレベルシミュレー

は sf , 緑線は se を示す。図 10 において, sf と se の等し

ションで探索した最小エネルギー点を, 青点は提案アルゴ

くなる点が推定される最小エネルギー点である。sf と se

リズムを用いて推定した最小エネルギー点をそれぞれ示す.

の交点付近では se が大きく変化するため, 最小エネルギー

◦

◦

図 5, 6 にそれぞれ温度 25 C と 75 C でのシミュレー

点を見つけやすい。また, 図 9 から, 最小エネルギー点付近

ション結果を示す. 要求動作速度はどちらも 100 MHz と

ではプロセッサの消費エネルギーがほとんど変化しないこ

した. 提案アルゴリズムをによる最小エネルギー点からの

とが分かる。したがって, 提案アルゴリズムによる最小エ
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ネルギー点の推定が多少間違っていても, エネルギーの最
小化には大きく影響しない。

図 12

実測による要求動作速度 100 MHz での最小エネルギー点追
跡アルゴリズム検証結果.

Ns は 36 mV, α は 1.4 である. さらに ∆VDD と ∆VBB は

図 11 は静的エネルギー推定誤差が 30% 生じた時の最小

10 mV, ∆s は 0.1 とした. 図 12 に要求動作速度 100 MHz

エネルギー点追跡アルゴリズム検証結果を示す. 温度は 25

での実測結果を示す. 図 12 中の黒線は要求動作速度を満

◦

C とした. 太い赤線はポストレイアウトゲートレベルシ

たす遅延等高線を示す. 青線は第 3 章で説明したアルゴリ

ミュレーションで探索した様々な要求周波数での最小エネ

ズムを用いて VDD と VBB を調節した際の電圧組の軌跡を

ルギー点を結んだ線を示す. 2 本の細い赤線間の赤い影の

示す. 提案アルゴリズムによるエネルギー損失は 1% 未満

ついた領域でプロセッサを動作させると, 最小エネルギー

となり, 実測においても正確に最小エネルギー点を追跡で

点と比較して消費エネルギーの増加量は 5% 未満となる.

きることが確認できる.

Es × 0.7, Es × 1.3 で示される線は, それぞれ静的エネル

また, 図 13, 14 は要求動作速度 100 MHz, 温度 25 ◦ C で

ギーを 0.7 倍, 1.3 倍した場合に様々な要求周波数において

の消費エネルギーおよび sf と se の遷移を示している. 図

提案アルゴリズムを用いて推定した最小エネルギー点を結

13, 14 の横軸は基板電圧で, 電源電圧は動作速度 100 MHz

んだを示す. 静的エネルギーの推定誤差が 30% 生じても,

を達成する最低の電圧となっている. 図 13 中の緑線は動的

最小エネルギー点推定手法によって生じるエネルギーオー

エネルギー, 青線は静的エネルギー, 赤線は消費エネルギー

バーヘッドは 5% 未満となる. このため, リークモニタに

の合計をそれぞれ示す。また, 図 14 中の赤線は sf , 緑線は

よる静的エネルギー誤差が生じても最小エネルギー点追跡

se を示す。図 14 において, sf と se の等しくなる点が推定

手法に与える影響は小さいと言える.

される最小エネルギー点である。シミュレーションでの結
果と同様に, sf と se の交点付近では se が大きく変化する

4.3 実測による最小エネルギー点追跡アルゴリズム検証
結果

最小エネルギー点付近ではプロセッサの消費エネルギーが

4.1 節で述べたプロセッサについて実測での評価を行っ
◦

た. 対象としたプロセッサでは, 動作温度 25 C において
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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に対する実測により, 提案するアルゴリズムの検証を行っ
た. 提案アルゴリズムによって生じるエネルギー損失は 1%
となり, アルゴリズムが正確に最小エネルギー点を追跡で
きることを確認できた. プロセッサの消費エネルギー, ク
リティカルパス遅延そして温度の推定技術の開発が今後の
課題である.
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