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FPGA ベース 10GbE スイッチを用いた
高効率メッセージキューイングシステム
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概要：ソフトウェアベースのメッセージキューイングシステムは，高いスループットを実現するために大
きな電力を必要とするため，エネルギー効率の点で課題がある．FPGA や ASIC などの専用ハードウェア
を用いることで，高いスループットとエネルギー効率を両立できるが，これらのデバイスが利用可能なメ
モリ容量は，ソフトウェアによるシステムと比較して非常に小さい．これは，大きな記憶容量が要求され
やすいメッセージキューイングシステムにおいて，ハードウェアによるシステムが実現できない原因で
あった．本研究では，メッセージキューイングシステムに高効率なハードウェア実装を導入することで，
高性能・高エネルギー効率を実現する．さらに，メモリ容量の課題を解消するため，ソフトウェアシステム
を補助的に利用しバッファオーバフローによるデータ消失を回避する．実機実験結果に基づくシミュレー
ションの結果，提案システムはソフトウェアのみを用いたシステムと比較してレイテンシ・スループット・
エネルギー効率のすべての点で性能向上を実現した．たとえば，各センサが 16 Byte ずつのデータを合計
10GbE ラインレートの速度で生成し，このデータが 1 分ごとに取得されるシステムの場合，ソフトウェ
アのみを用いたシステムと比較して，提案システムはレイテンシを 60 µs 軽減し，16 倍のスループットと
99.7 倍のエネルギー効率を実現した．同時に，ハードウェアのみを用いたシステムでは実現不可能な大
容量の記憶領域を実現した．これらの結果に基づき，ソフトウェア・ハードウェアを併用するメッセージ
キューイングシステムの設計に関するいくつかのトレードオフを明らかにした．
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Abstract: As software-based message queuing systems consume a large power to achieve a high throughput,
their energy eﬃciency should be improved. Although dedicated hardware implementations, such as FPGA
and ASIC, achieve a high energy eﬃciency, their storage capacity is limited, which is a critical issue for the
message queueing systems. In this paper, we introduce a highly-eﬃcient hardware-based message queuing
system for high throughput and high energy eﬃciency. To address the storage capacity limitation, softwarebased queues are complementally introduced to avoid the buﬀer overﬂow problem. Simulation results based
on real machine experiments demonstrate that the proposed system outperforms a software-based system
in terms of the latency, throughput, and energy eﬃciency. More speciﬁcally, if we assume sensors produce
16 Byte data in 10GbE line rate and the data are consumed every one minute, compared to the softwarebased system, the proposed system reduces the latency by 60 µs, improves the throughput by 16 times, and
improves the energy eﬃciency by 99.7 times. In addition, the proposed system can oﬀer a larger storage
capacity compared to the hardware-only design. Based on the evaluation results, we discuss the design
trade-oﬀs of the proposed message queuing system that combines both the hardware and software queues.
Keywords: FPGA, message queuing
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1. はじめに
多数のモノが自律的にデータ通信を行い，サービスを提
供する IoT 社会が到来しつつある．インターネットを介し
て，仮想化された計算資源（クラウド）を利用することで，
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個々の独立したモノだけでは実現できなかった新しいサー

な大きな記憶容量が要求されやすいシステムでは適用でき

ビスが可能になる．その背景には，高性能な無線通信機器

る状況が限られている．本研究では，高いエネルギー効率

の小型化や大量生産による低価格化だけではなく，多数の

と広帯域を両立するため，ハードウェアを用いたメッセー

端末が参加するネットワークを支えるためのネットワーク

ジキューイングシステムを検討する．ここで，ハードウェ

インフラストラクチャの広帯域化がある．通信技術の発展

アシステムの記憶容量の制限を解消するため，容量が不足

にともない，大量のデータ通信を前提とした新しいサービ

した際にソフトウェアシステムを補助的に利用する手法を

スが次々と登場し，大量の計算資源を持つデータセンタに

導入する．これにより，利用可能な記憶容量を大幅に拡張

はますます多様なサービスの提供が求められるようになっ

し，必要に応じた記憶容量の増設も容易にする．提案シス

た．今後，人だけではなくモノがクラウドにアクセスし

テムは，要求される記憶容量が小さい場合は，非常に高い

サービスを利用・提供するようになれば，データセンタの

効率で動作し，一時的に大量の記憶容量を必要とする間の

情報処理能力に対する要求はさらに加速していくだろう．

み，ワークロードに応じてエネルギー効率が変動する．実

メッセージキューイングシステムは，データを収集・配送

機実験結果に基づくシミュレーションの結果，提案システ

するための基盤システムである．メッセージキューイング

ムは，ソフトウェアシステム単体で動作させた場合よりも

サービスを提供するサーバは Broker と呼ばれる．Broker

エネルギー効率，レイテンシ，スループットが改善した．

は，データの生産を行う Producer と，データの消費を行

また，ハードウェアシステム単体では実現不可能な大容量

う Consumer の 2 種類のクライアントを持ち，Producer と

のデータ記憶を実現した．

Consumer 間の非同期通信を媒介する．Producer がデータ

本論文の構成は以下のとおりである．2 章で本研究の背

を送信する際，Consumer と直接通信すると Consumer が

景と関連研究について述べる．3 章では，本論文が提案す

データを受信可能になるまでデータ送信状態のまま待機し

るハードウェアを用いたメッセージキューイングシステム

なければならない．特に，多数の Producer が存在すると

の設計とソフトウェアシステムとの協調動作を実現する方

き，Consumer がそれぞれの Producer と同期通信するた

法について論じる．4 章で提案の設計に関する実機実験お

めのオーバヘッドは大きくなる．通信に専念するメッセー

よびシミュレーションの結果を示す．最後に，5 章で本論

ジキューイングシステムを導入することで，データの通信

文をまとめる．

と処理を独立させ，Producer と Consumer が非同期に通
信を行えるようになる．たとえば，各地のセンサ情報を収
集し，その結果を用いてデータマイニングや機械学習を行

2. 関連研究
2.1 メッセージキューイング

う場合を考える．各地のセンサ（Producer）はデータを直

メッセージキューイングシステムは，Broker として

接データマイニングを行うマシンと機械学習を行うマシン

Producer や Consumer と独立して動作するものと，Pro-

（Consumer）に送信する代わりに，Broker に送信すること

ducer や Consumer と同一ノード内で動作する Broker レス

ができる．Consumer は，データ処理を行いたいときに，

のものがある．Broker レスのものとして，ZeroMQ [7] や

Broker からデータを受信することができる．データ処理を

nanomsg [5] があげられる．Broker レスのシステムは余計

行わない間，Consumer はデータを待ち受ける必要はなく，

な通信が存在しない分，単純な性能は高くなりやすい．一

他のサービスのために計算資源を解放することができる．

方，独立して動作していないため機能の柔軟性やスケーラビ

メッセージキューイングシステムは，データの配送を媒

リティ，耐障害性などの実現は困難な場合がある．Broker と

介するものであり，ネットワーク本来の通信能力を低下さ

して動作するシステムとしては，RabbitMQ [14] や Apache

せない性能があることが望ましい．従来の 1GbE リンクに

Kafka [1]，NATS [2] などがあげられる．RabbitMQ は柔軟

よるネットワークの場合，ソフトウェアによるメッセージ

で確実なデータ配送を実現するメッセージキューイング

キューイングシステムは十分な性能を実現できた．しかし，

システムである．データの消費をトランザクションとして

今後ますます巨大化していく広帯域のネットワークに対応

扱うことで，多様な状況で確実な通信を実現する．また，

するためには，ソフトウェアによるメッセージキューイン

Exchange と呼ばれるデータルーティング方式を用いて，動

グシステムはエネルギー効率の点で課題がある．データセ

的で柔軟なデータ配送を実現する．Apache Kafka は低レ

ンタにおいて，排熱の問題は面積あたりの計算能力を決め

イテンシでスケーラビリティのある並列メッセージキュー

る重要な要素の 1 つであり，実践上の観点からも，環境保

イングシステムである．いくつかの工夫により，リアルタ

護のためにも必要な消費電力が小さい方が望ましい．一般

イム処理との連携が可能な低レイテンシと，オフラインの

に，FPGA や ASIC などのハードウェア設計によるシス

バッチ処理との連携が可能な大容量を両立し，多様なアプ

テムは，固定的な処理の場合は非常に高効率である．しか

リケーション間の統一的なデータ通信を実現する．また，

し，ソフトウェアシステムと比較して，利用可能な記憶容

高い並列性が実現されており，計算資源を追加することで

量に制限があり，メッセージキューイングシステムのよう

性能を向上させることができる．NATS は RabbitMQ や
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Apache Kafka と比較すると非常にシンプルなメッセージ
キューイングシステムである．そのため，スループットや
レイテンシなどの単純な性能が高い．一方で，データの
永続化などの機能は乏しい．本研究では，実装の都合上，
非常に単純な FIFO キューが Broker として動作するメッ
セージキューイングシステムを対象に FPGA や ASIC を
適用することで高効率化を実現した．同等の機能をハード
ウェアで実現できる場合は，そのメッセージキューイング
システムに対して本研究を適用可能である．

2.2 ハードウェアアクセラレータ
FPGA や ASIC などの専用回路によって処理の高速化

図 1 提案システムのネットワーク構成図

Fig. 1 Network structure of proposed system.

と省電力化を実現する手法は，幅広い分野で研究されてい
る．文献 [6] では，ストリームデータから特徴量を抽出す

の記憶領域へとデータを転送することで，利用可能な記憶

るためのフィルタ処理である Extended Kalman Filter を

容量を拡張する．リモート記憶領域として，要件に応じて，

FPGA を用いて高速に実行する手法が提案されている．文

様々なメッセージキューイングシステムを利用可能であ

献 [4] では，連続するデータ群から高次の情報を抽出する

る．FPGA と PCIe やそのほかのバスにより接続されたホ

Complex Event Processing を FPGA を用いて高速化する

ストマシン上で動作するソフトウェアシステムや，ネット

手法が提案されている．文献 [13] では，Sliding Window

ワーク接続されたマシン上で動作するソフトウェア・ハー

Aggregate の効率的でスケーラブルな FPGA 実装が提案

ドウェアシステムが利用可能である．たとえば，想定され

されている．文献 [3] では，FPGA を用いて金融取引を対

る最大必要容量が FPGA によるメッセージキューイング

象に，高速で信頼性の高いアービトレーションを行う手法

システム（HardMQ）が利用可能な容量の 2 倍未満であれ

が提案されている．文献 [8] では DBMS の計算時間の大

ば，2 つ目の HardMQ を利用できる．本論文では，基本的

部分を占めるハッシュインデックス探索を，文献 [17] では

にリモート記憶領域としてソフトウェアによるメッセージ

データパーティショニングを on-chip で行うことで消費電

キューイングシステム（SoftMQ）を利用した場合を想定

力を削減している．文献 [12] では高効率の FFT コアを生

して議論する．

成する手法が提案されている．文献 [11] では動的計画法

図 1 に提案システム全体のネットワーク構成の例を示

の systolic array による実装が提案されている．文献 [10]

す．このネットワークは，類似の機能を備えるが性能の

では多様な機械学習処理に対応できるハードウェアアクセ

特徴が異なる 2 種類のメッセージキューイングシステム

ラレータが提案されている．文献 [9] では CPU と NIC を

と，その 2 種類のクライアントからなる．具体的には，

協調させた SoC ベースの key-value 型データベースアクセ

HardMQ および SoftMQ，データを送信するクライアント

ラレータが提案されている．多くのシステムで要求されや

（Producer）
，データを受信するクライアント（Consumer）

すいデータ処理をメッセージキューイングシステムが提

である．HardMQ は，エネルギー効率やレイテンシの点で

供することは，システムの性能や開発効率を向上させる．

優れるが，利用可能なメモリ容量に制限がある．SoftMQ

そのような処理のアクセラレータをハードウェアによる

は，メモリ容量の拡張が容易だが，高負荷時の消費電力が

メッセージキューイングシステムに組み込むことで，追加

大きい．また，一般に SoftMQ は細かいパケットを大量に

の通信オーバヘッドなしに各種ストリーム処理を高効率化

処理する際にネットワークプロトコルスタックのオーバ

できる．ただし，メッセージキューイングシステム自体の

ヘッドが大きい．クライアントは，HardMQ に対してリク

FPGA による高効率化は報告されておらず，本論文ではこ

エストを送信する．HardMQ は，これに対し処理を行った

の点に取り組む．

後，必要であれば適切なリプライを生成し返信する．また，

3. 設計
本研究では，利用可能なメモリ容量に制限のある FPGA

利用可能な記憶領域の容量が Push リクエストに対して不
足した場合，HardMQ は SoftMQ と通信を行うことで容量
を拡張する．

を用いてメッセージキューイングシステムを実現するため，
複数のメッセージキューイングシステムを協調動作させる

3.1 異なる記憶領域の使い分け

ハイブリッドメッセージキューイングシステムを提案す

図 2 に提案するハイブリッドシステムの記憶領域の構

る．バッファオーバフローによるデータ消失を回避するた

成を示す．本システムでは，システム全体で 1 つの論理的

め，FPGA 内部のメモリ容量が不足した場合に，リモート

なメッセージキューを実現する．本節では，提案するメッ
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( 4 ) ただし，このとき DRAM コントローラの書きバッファ
がすでにいっぱいであった場合は，代わりにリモート
コントローラの書きバッファに転送される．

DRAM コントローラの書きバッファにデータがある場
合，DRAM に書き込み命令を発行しデータを転送する．同
様に，リモートコントローラの書きバッファにデータがあ
る場合，SoftMQ への Push リクエストを生成し，リモート
キューへデータを転送する．リモートキューへの書き込み
リクエスト発行時，1 つのリクエストでリモート書きバッ
図 2 HardMQ の内部アーキテクチャおよび SoftMQ とのインタ
フェース

Fig. 2 Internal architecture of HardMQ and interface with
SoftMQ.

ファ内の全データをまとめて送信する．これにより，1 パ
ケットあたりのデータ幅を大きくすることができ，エネル
ギー効率やスループットが向上する．
この設計の利点は以下である．まず，BRAM キューが

セージキューイングシステムの内部構造について述べる．

オーバフローを起こさない限り，DRAM やリモート記憶領

このハイブリッドシステムが提供するメッセージキュー

域へのアクセスは起こらない．そのため，データの生産と

は，物理的には，3 種類の異なる記憶領域によるキューで

消費のレートが釣り合っており，システムに要求されるメッ

構成される．1 サイクルレイテンシでアクセス可能で消費

セージキューの大きさが BRAM キューの大きさよりも小

電力も少ない FPGA 内部の BlockRAM を用いる BRAM

さい場合，レイテンシ・スループット・エネルギー効率の点

キュー，FPGA ボード上に備え付けられた比較的大容量

で最大の性能を実現する．また，1 度 BRAM キューがオー

の DRAM を用いる DRAM キュー，リモートシステムの

バフローした後も，BRAM キューに空き領域ができ次第，

記憶領域を用いるリモートキューである．図 2 に示すとお

データは BRAM キューに追加される．BRAM キューに追

り，BRAM キューおよび DRAM キューは HardMQ が提

加されたデータは DRAM キューやリモートキューを介す

供する．リモートキューとして，ネットワーク接続された

ることなく Consumer へと転送される．すなわち，エネル

SoftMQ を利用する．DRAM キューおよびリモートキュー

ギー効率の点で劣る DRAM キューやリモートキューへの

へのアクセスのため，HardMQ 内部に DRAM コントロー

アクセスを最小限にすることができる．恒常的に BRAM

ラおよびリモートコントローラを用意する．これらのコン

キューとして実現可能な分よりも大きなメッセージキュー

トローラは，アクセスレイテンシの隠蔽のため，内部に書

サイズが必要である場合も，それに対し BRAM キューが

き込みと読み出しのためのバッファ（書きバッファ，読み

占める割合に応じて，データあたりの平均レイテンシやエ

バッファ）を持つ．図 2 のバッチングバッファは，1 つのリ

ネルギー効率を改善できる．たとえば，必要なキューサイ

クエストに含まれるデータサイズが DRAM に一度に書き

ズが 3 MB，BRAM キューサイズが 1 MB の場合，DRAM

込めるデータサイズよりも小さい場合，これを集約するこ

キューを介して転送されるデータは残りの 2 MB であり，

とで DRAM アクセスのスループットや DRAM 利用効率

平均エネルギー効率は (BRAM キューのエネルギー効率

を向上させるためのものである．さらに，バッチングバッ

× 1 + DRAM キューのエネルギー効率 × 2)/3 となる．この

ファやリモートコントローラの書きバッファにより集約さ

点で，1 度オーバフローが起きた後，完全に DRAM キュー

れたデータをリモートキューへ転送することで，リモート

やリモートキューに切り替えてしまう方法よりも優れてい

通信のオーバヘッドを削減し，SoftMQ のスループットや

る．一定量のデータが BRAM キューを介して転送される

エネルギー効率を改善する．

Producer から Push リクエストが発行された際，データ

ことによるエネルギー効率の改善効果については，4.5 節で
評価する．BRAM キューサイズがエネルギー効率を改善

は次のルールに従って決められたキューに追加される．

するのは要求キューサイズが BRAM キューサイズの数倍

( 1 ) BRAM キューに空きがあれば，BRAM キューに追加

未満の場合で限定的である．しかし，厳しいレイテンシ要

される．

( 2 ) BRAM キューに空きがない場合，バッチングバッファ
に追加される．

件が求められる状況では，要求キューサイズは小さくなり
やすいため，BRAM キューサイズを大きくすることでエネ
ルギー効率が改善される場合が多いと考えられる．また，

( 3 ) バッチングバッファに保存されたデータサイズが規定

バッチングバッファから転送されるデータを DRAM とリ

以上に達するか，バッチングバッファにデータがある

モート記憶領域に並行的に転送することで，DRAM の書

状態であらかじめ指定されたサイクル数が経過した場

き込みスループットが低い場合でもある程度の入力レート

合，バッチングバッファ内のデータが DRAM コント

に対応可能になる．リモート記憶領域への書き込みスルー

ローラの書きバッファに転送される．

プットは，SoftMQ との接続方法などに依存するが，バッ
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チングバッファで十分な大きさにデータ集約を行えば，高

に小さく済む．たとえば，データに通し番号を振ってその

いスループットを実現可能である．また，リモートキュー

大小関係を用いる手法の場合，要求される最大のメッセー

と HardMQ をネットワーク接続する場合，複数のリモー

ジキューサイズを M とすると，log2 (M ) ビットの付加情

トキューを用意し並列化を行うことでスループットを向上

報が必要になる．1 つ 1 つのデータサイズが小さい場合，

させることができる．

このオーバヘッドは無視できない．貴重な FPGA 内部の

Consumer から Pull リクエストが発行された際，データ

記憶領域を，複数の記憶領域利用のためのオーバヘッドの

は図 2 の出力バッファから取り出され，パケット化され

ために浪費してしまうことになる．また，たとえば不連続

て Consumer へ返送される．出力バッファに空きがある場

点にそれを示すメタデータを挿入する手法と比べ，データ

合，一定のルールに従ってデータが読み出され，出力バッ

の記憶領域の切替えが頻発してもオーバヘッドが増大しな

ファに追加される．単純化のため，まずリモートキューが

いという利点がある．不連続点にメタデータを挿入する手

存在せず，メッセージキューが BRAM キューと DRAM

法は，不連続点が少ない場合に効率的だが，キュー領域を

キューの 2 種類のキューのみからなる場合を考える．通常，

1 つ占有するため切替えが頻発するような場合に深刻な性

BRAM キューからデータが読みだされる．BRAM キュー

能低下を引き起こす．状況によってはデータの記憶領域の

のデータに不連続点が検出されるか，BRAM キューが空

切替えが頻発しうる本システムにおいては，これは致命的

になった場合，DRAM 読み出しフラグがアサートされる．

な欠点となりうる．

DRAM 読み出しフラグがアサートされていれば，データは

読み出し対象キューの決定手法をリモートキューを加え

DRAM キューから読みだされる．DRAM キューのデータ

た 3 種類のキューの場合に拡張するため，これを 2 段階の

に不連続点が検出されるか，DRAM キューが空になった

カスケード状に接続する．これにともない，連続情報は最

場合，DRAM 読み出しフラグがネゲートされる．これに

大で 2 bit 付与されることになる．ここで，データが転送

より，書き込み順と同じ順番で読みだすことができる．こ

される記憶領域は，次のように決定される．

れは，キューが 2 種類しかないために，あるキューにない

( 1 ) 到着したデータは BRAM キューかバッチングバッ

データはもう一方のキューに存在することが確定すること

ファに書き込まれ，この順番を復元するための 1 bit 目

を利用している．すなわち，BRAM キューのデータが不連

の連続情報が付与される．

続か空であり，あるはずのデータが抜け落ちているならば，
そのデータは DRAM キューに存在する．同様に，DRAM
キューに不連続点があるならば，そこにあったはずのデー
タは BRAM キューに存在する．

( 2 ) バッチングバッファから転送されるデータは DRAM
キューかリモートキューに書き込まれ，この順番を復
元するための 2 bit 目の連続情報が付与される．
データの読み出し時，まず 1 つ目の連続情報に基づいて

データの不連続点の検出のため，データをキューに書き

BRAM キューかそれ以外から読み出すことを決定する．

込む際に，1 bit の連続情報を付加する．例を図 3 に示す．

BRAM キュー以外から読み出す場合，2 つ目の連続情報に

書き込み先が優先度の低いキューから高いキューに切り替

基づいて DRAM キューかリモートキューから読み出すこ

わった際に，それ以降に付加する連続情報を反転させる．

とを決定する．図 2 に示すとおり，DRAM キューやリモー

たとえば，データが BRAM キューに書き込まれたとき，

トキューへのアクセスレイテンシを隠蔽するため，実際に

直前のデータが DRAM キューに書き込まれていたならば，

はそれぞれのコントローラに読みバッファが用意されてい

それ以降に付加する連続情報を反転させる．BRAM キュー

る．出力バッファにデータを転送する際は，あらかじめ読

に連続して書き込まれた場合や，DRAM キューに書き込ま

み出しておいたデータを読みバッファからすぐに取得でき

れた場合は反転しない．データ読み出しの際，この連続情

る．この読みバッファに空きがあり，対応するキューが空

報が反転する点を不連続点として検出できる．この順序復

でなければ，読み出しリクエストが発行される．リモート

元手法を用いると，データあたりに必要な付加情報が非常

キューへの読み出しリクエスト発行の際，リモートコント
ローラの読みバッファの空き領域の分をまとめて要求する
ことで，1 パケットあたりのデータ幅を大きくしエネルギー
効率を向上させることができる．Producer–Consumer 間
の通信レイテンシを考慮すると，読み出しだけでなく書き
込みのレイテンシも隠蔽されるべきである．しかし，この
場合は BRAM キューのデータを Consumer に転送する時
間も隠蔽に貢献するため，このためにリモートコントローラ
の読みバッファを大きくする必要はない．リモートキュー

図 3 連続情報を付加されたデータの例

や DRAM キューの処理スループットが要件に対して十分

Fig. 3 Examples of data with sequence information.

でない場合，並列化によりスループットを拡張することが
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できる．複数のキューを用意し，ラウンドロビン方式で順

ある．BRAM キューが大きいほど，BRAM キューからの

番に書き込む．読み出しの際，同じ順序で読み出すことで

読み出しレイテンシの短さと BRAM キューによるその他

順序を復元できる．ここで，複数のキューがコントローラ

のキューのレイテンシ隠蔽効果によってレイテンシ性能が

内の読みバッファを共有すると，Pull レイテンシの差やば

改善する．高いレイテンシ要件が課される場合は，データ

らつきによりリプライの順序が入れ替わった際，データ順

がただちに消費されるため，大きなキューサイズは要求さ

序の入れ替わりが起こってしまう．そのため，順序保証の

れにくい．構築したいシステムのクライアントの性質に応

ためには，キューごとに読みバッファが必要になる．並列

じて，どちらを重視すべきかが決まる．

化によって順序の保証が失われない点は，SoftMQ 単体の

リモート記憶領域へデータを転送する際，DRAM のデー

システムにおける並列化より明確に優れている．ただし，

タ幅よりもさらに大きな粒度に集約することができる．こ

そのスケーラビリティは HardMQ の内部回路や SoftMQ

れにより，SoftMQ のネットワークプロトコルスタックの

とのインタフェースのデータ処理能力に制限される．

オーバヘッドを削減でき，スループットやエネルギー効率

全体として，SoftMQ 単体の場合や DRAM のみを利用

を改善できるが，データが書き込まれ読み出し可能になる

する場合よりもレイテンシ・エネルギー効率・スループッ

までのレイテンシが増大する．また，SoftMQ との通信粒

トのすべての点で性能が向上する．また，BlockRAM だけ

度が大きくなれば，個々のリクエスト・リプライを送受信

では実現不可能な大容量の記憶領域を利用可能である．

するためにかかる時間が増大する．Producer や Consumer
との通信と同じインタフェースを用いて SoftMQ と通信す

3.2 設計上のトレードオフ
提案ハイブリッドシステムの設計を実装するうえで，注
意すべきトレードオフがいくつか存在する．この節では，
それらのトレードオフについて論じる．

る場合，この間は他のリクエストに対処できないため，さ
らにレイテンシが悪化する可能性がある．
本研究の対象外ではあるが，書き込まれた順番を復元す
る必要がない場合，DRAM やリモート記憶領域へのアク

図 2 の BRAM キューと，DRAM コントローラやリモー

セス待ちの間，BRAM キューにデータがあればこれを先

トコントローラのバッファは基本的に BlockRAM を用い

に転送して性能を改善できる．この場合，1 bit の連続情

て実装される．ここで，利用可能な BlockRAM には限り

報による順序の復元は機能しなくなる．順序の制約を緩和

があるため，どの要素にどれだけの BlockRAM を割り当て

して性能を向上させる場合，3 種類のキューについてラウ

るか決定しなければならない．BRAM キューを大きくす

ンドロビン方式や書き込みと逆順の優先度で読み出しを行

れば，その分だけ DRAM やリモート記憶領域に転送され

う方式も検討の余地がある．書き込みの逆順の優先度で読

るデータを少なくすることができ，エネルギー効率が向上

み出すことにより，よりアクセスが困難な記憶領域の読み

する．しかし，DRAM コントローラやリモートコントロー

バッファに空きを作りやすく，読みバッファが空の間にア

ラの読みバッファに十分な大きさがなければ，読み出しレ

クセスが容易な記憶領域のデータを転送することができる

イテンシを隠蔽することができず，BRAM キューがオー

ため，よりレイテンシの隠蔽効果が向上することが期待で

バフローしてしまった際の性能低下が増大してしまう．ま

きる．

た，DRAM コントローラの書きバッファに十分な大きさが
なければ，Push リクエスト集中時にバッファあふれが頻
発してリモートキューへのアクセスが増大し，エネルギー

4. 評価
提案システムの性能を議論するため，BRAM キュー，

効率が低下する．リモートコントローラの書きバッファに

DRAM キュー，リモートキューのための SoftMQ の性能

十分な大きさがなければ，高負荷時に 1 パケットあたりの

を実際に確かめた．実機実験に用いたマシンの詳細を表 1

データ幅を十分な大きさにすることができず，エネルギー

に示す．

効率やスループットが低下する．最大スループットが低下
することで，処理しきれないデータが消失してしまうリス

4.1 BRAM キュー単体の HardMQ

クも大きくなる．メッセージキューイングシステムに求め

BRAM キューにデータが書き込まれた場合の性能を

られるキューサイズの大きさは，Producer のデータ生成

確かめるため，BRAM のみを記憶領域として用いるメッ

速度と，Consumer がそれを取得するまでのデータ滞在時

セージキューイングシステムを NetFPGA-SUME ボード

間の積で決まる．4 章で示すように，リモートコントロー

を用いて実装した．10GbE MAC は Xilinx 社によって提

ラのバッファサイズ（1 パケットで転送できる最大データ

供される IP コアを，そのほかスイッチとしての機能全般

幅）は，大きなキューサイズが求められる際にスループッ

は，NetFPGA チーム [16] によって提供されている設計

トや消費エネルギーの性能を決定する重要な要素となる．

データを用いて FPGA 上に構成した．本論文の実装は，

一方，BRAM キューの大きさがエネルギー効率に影響を

この NetFPGA チームによって提供されている Reference

与えるのは，求められるキューサイズが小さい場合のみで

Switch lite の HDL コードの一部に組み込んだものであ
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表 1

実験に使用したマシンの詳細

Table 1 Speciﬁcation of machines used in experiments.

A
B

C

D

CPU

OS

Intel Core i5-3470S

Ubuntu

（2.9 GHz，4 GB，4 コア） 14.04 LTS

Intel Core i5-3470S

Ubuntu

（2.9 GHz，6 GB，4 コア） 14.04 LTS

Intel Core i5-4460

CentOS

（3.2 GHz，4 GB，4 コア）

6.6

Intel Core i5-4460

Ubuntu

（3.2 GHz，4 GB，4 コア）

15.10

NIC
NetFPGA-SUME
NetFPGA-SUME
Mellanox
ConnectX-3
Pro EN 10GbE
Mellanox
ConnectX-3

消費電力の測定装置

Fig. 4 Environment to measure power consumption.

Pro EN 10GbE

表 2 BRAM キュー単体のメッセージキューイングシステムのリ
ソース使用率

Table 2 Resource utilization of message queuing system with

レードは −3 である．BRAM キューサイズが 1 MB までの
とき，動作周波数 200 MHz の場合に 1 サイクルレイテン
シで利用可能であった．BRAM は FPGA 全体に偏在して
いるため，必要量が増大すれば遠くの BRAM にアクセス

BRAM queue.
BRAM キュー

図 4

使用率 [%]

動作周波数

する必要が生じて配線遅延が増大する．そのため，特に工
夫を加えない限り，動作周波数を低下させなければならな

サイズ [Byte]

LUT

BRAM

[MHz]

512K

10.39

23.16

200

い．BRAM キューサイズが 4 MB のとき，BRAM 使用率

1M

10.39

31.87

200

が 84%となった．DRAM・リモートコントローラのバッ

2M

10.58

49.29

183

ファのための余裕を考慮すると，このターゲットデバイス

4M

10.78

84.12

140

の BRAM キューサイズの上限は 4 MB 程度と考えられる．

4.1.2 消費エネルギーとスループット
る．本論文では，宛先 UDP ポートが 19998 番である UDP

BRAM キューの最大スループットおよび消費電力を測

パケットはすべて Pull リクエストであり，19999 番であ

定するため，NetFPGA-SUME ボードを用いて実験を行っ

れば Push リクエストであると仮定して実装した．また，

た．1 MB の BRAM キュー単体によるメッセージキューイ

Pull と Push はどちらも 1 パケットあたり 1 データを扱

ングシステムをインストールし実験を行った．図 4 に消費

うとし，その大きさは 1 データあたり最大 512 Byte まで

電力の測定装置を示す．消費電力は次の方法で 10 回計測

とした．NetFPGA-SUME の AXI（Advanced eXtensible

し，その平均値を求めた．まず，測定対象の電源ケーブル

Interface）の実装に従って，パケットの入力および出力は

に CT センサを取り付け，センサ値を AD コンバータ経由

256 bit ずつ行われる．パケットが到着した際，まずパケッ

で Raspberry PI により読み取る．Raspberry PI において，

トを走査し，Push または Pull リクエストであるかを判別

1,400 サンプル取得し，その二乗平均平方根を求める．この

する．Push リクエストの場合，ペイロード中のデータを

平均値と電源電圧，CT センサの特性式から測定対象の消費

BRAM キューに追加する．このとき，パケットはネット

電力を導出し記録する．CT センサとして AKW4802C [18]

ワークプロトコルスタックにわたされず捨てられる．Pull

を，AD コンバータとして ADS1015 [15] を用いた．CT セ

リクエストの場合，BRAM キューからデータを読みだして

ンサのシャント抵抗として，1 kΩ の金属皮膜抵抗器を用い

リプライを生成し，ネットワークプロトコルスタックにわ

た．AD コンバータのパラメータは，プログラマブル・ゲイ

たす．ARP（Address Resolution Protocol）などのその他

ン・アンプ（PGA）を ±2.048 V，データレートを 3,300 サン

のパケットを受信した場合は何も行わず通常どおりネット

プル毎秒とした．マシン B から NetFPGA-SUME ボード

ワークプロトコルスタックへわたされる．パケットの区別

を取り外して起動し，無負荷時の電力を測定すると 33.3 W

のための走査と，メッセージキューイングのためのパケッ

であった．NetFPGA-SUME ボードを取り付けて再起動

ト処理はパイプライン化されており，元のスイッチのスルー

し，FPGA 上に BRAM キューによるメッセージキュー

プットを損なわない．BRAM キューは，Xilinx 社が提供す

イング機能をインストールした．図 5 に実験で使用した

る IP を用いてデータ幅 256 bit の FIFO として実装した．

マシンの接続を示す．マシン A の NetFPGA-SUME ボー

4.1.1 リソース使用率

ドにパケット生成機能をインストールし，16 Byte および

上記の実装を行い，Xilinx Vivado 2016.4 を用いて合成

512 Byte のデータ幅で Push リクエストおよび Pull リクエ

した結果のリソース使用率を表 2 に示す．なお，ターゲッ

ストを生成し，1 つの 10GbE リンクを用いてマシン B へ送

トデバイスは Xilinx Virtex-7 XC7VX690T，スピードグ

信した．マシン B の NetFPGA-SUME ボード上で処理を
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リクエストの競合が発生するため，実際には Push 操作と

Pull 操作が混在する場合に性能が低下する．Push リクエ
ストや Pull リプライの UDP ペイロードを大きくしても，

Pull リクエストのパケットサイズは変わらないため，UDP
ペイロードが大きいほど，入力方向通信における競合によ
る性能低下は小さくなる．このメッセージキューイングシ
図 5

HardMQ 性能の測定環境

Fig. 5 Measurement environment of HardMQ performance.
表 3 BRAM キュー単体のメッセージキューイングシステムの性能
（16 Byte）

Interface）の実装に従って，毎サイクル 256 bit のデータを
処理できる．この値と動作周波数から，理論上は 51.2 Gbps
のスループットが達成できる．ただし，ネットワーク機能

Table 3 Performance of message queuing system with BRAM
queue (16 Byte).
操作

ステムは NetFPGA-SUME の AXI（Advanced eXtensible

がボトルネックとなるため，この実験では最大スループッ
トを確かめることができない．10GbE ラインレートに近い

スループット [Gbps]

消費電力 [W]

負荷を与えても，BRAM キューによるメッセージキューイ
ングシステムの消費電力は増加しなかった．BRAM キュー

無負荷

0.0

45.7

Push only

1.91

45.4

Pull only

1.91

45.3

Push mixed

0.95

Pull mixed

0.95

10GbE ラインレート

1.95

に転送されるデータの消費エネルギーは，システムの無負
荷時の消費エネルギーに対して無視できるほど小さい．

46.0
-

4.2 DRAM 性能
FPGA ボ ー ド 上 の DRAM の 性 能 を 確 か め る た め ，

表 4 BRAM キュー単体のメッセージキューイングシステムの性能
（512 Byte）

Table 4 Performance of message queuing system with BRAM
queue (512 Byte).

NetFPGA-SUME ボードを用いて実験を行った．Xilinx
社が提供している MIG（Memory Interface Generator）で
生成した DRAM コントローラの IP を用いた．ここで，コ
ントローラインターフェイスのユーザロジックの動作周波

操作

スループット [Gbps]

消費電力 [W]

無負荷

0.0

46.1

Push only

8.83

46.0

Pull only

8.54

46.3

Push mixed

7.71

Pull mixed

7.71

10GbE ラインレート

8.86

数を 200 MHz，PHY の動作周波数を 800 MHz，バンクマ
シン数を 8，リオーダ機能をノーマルモードに設定した．

4.2.1 消費エネルギーとスループット
DRAM のスループットと消費電力を確かめるため，

46.2
-

READ と WRITE がそれぞれアドレスを保持するシーケ
ンシャルアクセスを行った．消費電力は 4.1.2 項と同様の
方法で 10 回計測し，その平均値を求めた．マシン A から

行った Push および Pull リクエスト数をカウントし，この

NetFPGA-SUME ボードを取り外して起動し，無負荷時

カウント値を 1 秒ごとに取得して前の値との差を求め，ス

の電力を測定すると 33.3 W であった．NetFPGA-SUME

ループットを測定した．消費電力および処理スループット

ボードを取り付けて再起動し，FPGA 上に DRAM 制御機

の結果を表 3，表 4 に示す．UDP ペイロードが 16 Byte の

能とネットワークスイッチとしての機能をそれぞれ独立

場合の 10GbE ラインレート*1 は 1.95 Gbps である．Push

に実装したものをインストールしたところ，無負荷時の電

および Pull リクエスト単体の場合，その 98%の性能を達成

力は 49.1 W まで増加した．実験により得られた消費電力

した．また，Push と Pull リクエストが交互に発行された

とそのときのスループットから，式 (1) により転送データ

場合，それぞれ 49%の性能を達成した．UDP ペイロードが

1Byte あたりの消費エネルギーを求めた．

512 Byte の場合の 10GbE ラインレートは 9.18Gbps であ
る．Push および Pull リクエスト単体の場合，それぞれそ
の 99.7%，96.4%の性能を達成した．Push と Pull リクエス
トが交互に発行された場合，それぞれ 87%の性能を達成し
た．10GbE は双方向通信が可能なため，理想的には Push
操作と Pull 操作を同時に 10GbE ラインレートの 100%の
性能で行える．しかし，メッセージキューイングシステ
ムへの入力方向の通信において，Push リクエストと Pull
*1

本論文において，10GbE ラインレートとは，あるパケットをイー
サネットプロトコルで片方向に 10 Gbps の速度で転送した際に，
単位時間あたりに転送できるペイロード部の合計サイズを表す．
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1 Byte あたりの消費エネルギー
(実行時の消費電力−無負荷時の消費電力)×処理時間
転送データ量
(実行時の消費電力 − 無負荷時の消費電力)
=
(1)
スループット
=

各種の DRAM 操作を行ったときの消費電力とスループッ
ト，1 Byte あたりの消費エネルギーを表 5 に示す．ベストエ
フォートで READ を行った際のスループットは 91.1 Gbps，
消費電力は 52.0 W，無負荷時と比較した際の 1 Byte あた
りの消費エネルギーは 0.26 nJ/Byte であった．1 つの命令
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表 5 DRAM 性能

Table 5 DRAM performance.
1 Byte あたり
操作

スループット

消費電力

消費エネルギー

[Gbps]

[W]

[nJ/Byte]

最速 READ

91.1

52.0

0.26

低速 READ

7.9

51.1

2.07

図 6 SoftMQ 性能の測定環境

最速 WRITE

80.1

51.3

0.23

Fig. 6 Measurement environment of SoftMQ performance.

低速 WRITE

7.8

49.7

0.70

30.0

51.8

0.73

3.9

50.8

3.53

最速 READ

& WRITE
低速 READ

& WRITE

行った．図 6 に実験で使用したマシンの接続を示す．マ
シン B の NetFPGA-SUME ボードのネットワークスイッ
チ機能を利用して，マシン C，D 間で通信を行った．マシ
ン C 上で簡易的なソフトウェアメッセージキューイングシ

を発行するたびに 10 cycle の待ち時間を挿入し，読み出し

ステム（SoftMQ）の実装を動作させた．このメッセージ

レートを下げた際，スループットは 7.9 Gbps，消費電力は

キューイングシステムは，UDP ポート 19998 番に到着した

51.1 W，1 Byte あたりの消費エネルギーは 2.07 nJ/Byte で

パケットを Pull リクエストと見なし，キューの先頭データ

あった．ベストエフォートで WRITE を行った際のスルー

を取り出して Pull リプライを生成し返送する．また，UDP

プットは 80.1 Gbps，消費電力は 51.3 W，1 Byte あたりの消

ポート 19999 番に到着したパケットを Push リクエストと

費エネルギーは 0.23 W であった．1 つの命令を発行するた

見なし，システム起動時に指定されたデータ幅の分だけ，

びに 10 cycle の待ち時間を挿入し，書き込みレートを下げた

UDP ペイロードの先頭バイトをキューに追加する．Push

際，スループットは 7.8 Gbps，消費電力は 49.7 W，1 Byte あ

リクエストに対するリプライは生成しない．マシン D 上

たりの消費エネルギーは 0.70 nJ/Byte であった．READ 命

でこのメッセージキューイングシステムの Producer およ

令と WRITE 命令を交互に発行する場合，ベストエフォート

び Consumer プログラムを動作させる．この Producer プ

では READ スループットは 30.0 Gbps，WRITE スループッ

ログラムは，4 スレッドで動作し，起動時に指定された数

トは同じく 30.0 Gbps，消費電力は 51.8 W，1 Byte あたりの

の Push リクエストをそれぞれのスレッドが 1,000 ms ごと

消費エネルギーは 0.73 nJ/Byte であった．1 つの命令を発

に生成する．ただし，指定数のリクエスト生成が 1,000 ms

行するたびに 10 cycle の待ち時間を挿入し，読み書きレート

以内に完了しなかった場合，連続で Push リクエストを生

を下げた際，READ スループットは 3.9 Gbps，WRITE ス

成し続ける．また，Consumer プログラムは，4 スレッド

ループットは同じく 3.9 Gbps，消費電力は 50.8 W，1 Byte

で動作し，指定された時間ごとに全データの Pull を行う．

あたりの消費エネルギーは 3.53 nJ/Byte であった．READ

全データの Pull とは，メッセージキューイングシステムか

および WRITE スループットはそれぞれ最大で 91 Gbps，

らキューにデータが存在しないことを表すリプライが返っ

80 Gbps とネットワークの帯域よりも大きく，十分である

てくるまで，連続して Pull リクエストを生成することであ

といえる．READ と WRITE 命令が混在する場合もそれ

る．全データの Pull 完了後，指定された時間が経過して

ぞれ 30 Gbps，あわせて 60 Gbps であり，ネットワークの

いなければ，残り時間 sleep して待機する．指定された時

帯域よりも大きい．1 Byte あたりの消費エネルギーは，最

間以上経過していた場合，再度全データの Pull を開始す

も効率が良い場合，最速 READ のみと最速 WRITE のみ

る．Pull リプライが返ってくる前に生成できるリクエスト

の和 0.48 nJ/Byte，読み書き命令が混在して最も効率が良

のウィンドウ幅は各スレッド 3 ずつである．

い場合に最速 READ & WRITE の 0.73 nJ/Byte，DRAM

4.3.1 消費エネルギー

アクセスが離散的に発生する場合はエネルギー効率が悪化

SoftMQ の消費エネルギーを確かめるため，マシン C，

するという結果になった．しかし，読み書き命令が混在し，

D を用いて実験を行った．消費電力は 4.1.2 項と同様の方

読み出しレートも低く非効率な場合であっても，1 Byte あ

法で 10 回計測し，その平均値を求めた．はじめ，無負荷

たりの消費エネルギーは 3.53 nJ/Byte であり，4.3.1 項で

時のマシン C の消費電力は 30.8 W であった．書き込みの

述べるソフトウェアシステムの消費エネルギーと比較して

際の 1 Byte あたりの消費電力を測定するため，単位時間

小さいといえる．

ごとのリクエスト生成数を変えて Producer プログラムを
実行した．このときの SoftMQ の Push リクエスト処理数

4.3 リモートキューのための SoftMQ

と，マシン C の消費電力を測定した．これを元に，式 (1)

ソフトウェアによるメッセージキューイングシステム

より 1 Byte あたりの消費エネルギーを求めた．データの書

の性能を確かめるため，マシン B，C，D を用いて実験を

き込みスループットとそのときの消費電力，1 Byte あたり
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表 6

Push リクエスト処理時の 1 Byte あたり消費エネルギーの平
均値

Table 6 Average energy consumption per 1 Byte for Push
request.
データ幅

1Byte あたり消費エネルギー
[µJ/Byte]

16 Byte

2.010

64 Byte

0.509

128 Byte

0.265

512 Byte

0.099

表 7

SoftMQ の Pull リクエスト処理性能

Table 7 Performance of SoftMQ for Pull request.
図 7 Push リクエスト処理時の SoftMQ のスループットと消費電力

1 Byte あたり

（プロット）および 1 Byte あたり消費エネルギー（棒グラフ）

Fig. 7 Throughput and power consumption (plot) and energy

データ幅

[W]

[sec]

[Mbps]

[µJ/Byte]

16 Byte

50.3

13.2

48.4

3.223

64 Byte

49.4

14.1

181.7

0.819

128 Byte

49.8

14.4

356.5

0.427

512 Byte

50.5

14.6

1,400.7

0.112

consumption per 1 Byte (bar graph) of SoftMQ for Push
request.

の消費エネルギーの関係を図 7 に示す．図 7 のプロットは

消費電力 所要時間 スループット 消費エネルギー

データの書き込みスループットとそのときの消費電力，棒
グラフはそのときの 1 Byte あたりの消費エネルギーを示し

での時間と，そのときのマシン C の消費電力を測定した．5

ている．SoftMQ では，パケットが到着するたびに，その

回測定した際の平均値を表 7 に示す．これらの結果から，

パケットを受信するための処理が発生する．したがって，

SoftMQ がデータを転送する際に必要な電力は，たとえば

パケット処理にかかる消費電力は，処理を行ったデータ量

データ幅 16 Byte のとき，書き込み 2.0 µJ/Byte，読み出し

に比例する部分と，パケット数に比例する部分があると考

3.2 µJ/Byte，合計 5.2 µJ/Byte と見積もることができる．

えられる．1 パケットあたりのデータ幅を大きくすること

読み書きが混在した場合の 1 Byte あたりの消費電力を

で，より多くのデータを少ないパケット数で転送できる．

測定するため，Producer と Consumer を同時に動作させ，

そのため，データ幅が大きい場合，データ幅が小さい場合

SoftMQ の Push リクエストおよび Pull リクエスト処理数

と比較して，同じ消費電力でより高いスループットを達成

と，マシン C の消費電力を測定した．このとき，Push リク

できる．データ幅が 16 Byte のとき，1 Byte あたりの消費

エストと Pull リクエストの処理数はほぼ一致した．データ

エネルギーは平均して 2.010 µJ/Byte であった．最大値は

の書き込みスループットとそのときの消費電力を元に，式

スループットが 65.0 Mbps のときの 2.354 µJ/Byte，最小

(1) より 1 Byte あたりの消費エネルギーを求めた．読み書

値はスループットが 33.6 Mbps のときの 1.815 µJ/Byte で

きが混在した場合のデータの書き込みスループットとその

あった．データ幅が 64 Byte のとき，1 Byte あたりの消費

ときの消費電力，1 Byte あたりの消費エネルギーの関係を

エネルギーは平均して 0.509 µJ/Byte であった．最大値は

図 8 に示す．Push リクエストと Pull リクエストが混在す

スループットが 266 Mbps のときの 0.580 µJ/Byte，最小

る場合，1Byte あたりの消費エネルギーはスループットに

値はスループットが 144 Mbps のときの 0.360 µJ/Byte で

よらず一定であった．データ幅が 16 Byte のとき，1 Byte

あった．データ幅が 128 Byte のとき，1Byte あたりの消

あたりの消費エネルギーは平均して 4.594 µJ/Byte であっ

費エネルギーは平均して 0.265 µJ/Byte であった．最大値

た．データ幅が 64 Byte のとき，1 Byte あたりの消費エ

はスループットが 423 Mbps のときの 0.311 µJ/Byte，最小

ネルギーは平均して 1.163 µJ/Byte であった．データ幅が

値はスループットが 289 Mbps のときの 0.200 µJ/Byte で

128 Byte のとき，1 Byte あたりの消費エネルギーは平均し

あった．データ幅が 512 Byte のとき，1 Byte あたりの消費

て 0.592 µJ/Byte であった．データ幅が 512 Byte のとき，

エネルギーは平均して 0.099 µJ/Byte であった．最大値は

1 Byte あたりの消費エネルギーは平均して 0.181 µJ/Byte

スループットが 1,087 Mbps のときの 0.124 µJ/Byte，最小

であった．Push リクエストと Pull リクエスト混在時の

値はスループットが 484 Mbps のときの 0.065 µJ/Byte で

1Byte あたり消費エネルギーの平均値を表 8 にまとめる．

あった．Push リクエスト処理時の 1 Byte あたり消費エネ

これらの結果を表 5 と比較すると，データ幅が 16 Byte の

ルギーの平均値を表 6 にまとめる．読み出しの際の 1 Byte

場合，SoftMQ のエネルギー効率は DRAM を用いた FPGA

あたりの消費電力を測定するため，SoftMQ に 50 万個の

による HardMQ と比較して 1,000 倍のオーダで悪化した．

データを書き込んだ後，一度の全データ Pull が完了するま

データ幅が 512 Byte の場合でも，SoftMQ のエネルギー効
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図 9

SoftMQ 最大スループットの測定環境

Fig. 9 Measurement environment of SoftMQ maximum
performance.
表 9

SoftMQ の最大リクエスト処理性能

Table 9 Maximum request processing performance of SoftMQ.
図 8 Push リクエストと Pull リクエスト混在時の SoftMQ のス
ループットと消費電力（プロット）および 1 Byte あたり消費
エネルギー（棒グラフ）

データ幅

スループット [Gbps]

10GbE ラインレート

Push

Pull

[Gbps]

16 Byte

0.118

0.076

1.95

Fig. 8 Throughput and power consumption (plot) and en-

64 Byte

0.463

0.309

4.92

ergy consumption per 1 Byte (bar graph) of SoftMQ

128 Byte

0.930

0.595

6.60

for Push/Pull mixed request.

512 Byte

4.234

2.304

8.86

表 8 Push リクエストと Pull リクエスト混在時の 1 Byte あたり消

いほどスループットとその 10GbE ラインレートに対する割

費エネルギーの平均値

Table 8 Average energy consumption per 1 Byte for Push/Pull
mixed request.

合は増大し，データサイズが 512 Byte のとき，Push と Pull
スループットの 10GbE ラインレートに対する割合はそれ

1 Byte あたり消費エネルギー

ぞれ 47.8%，26.0%であった．データサイズが 512 Byte で

[µJ/Byte]

あっても，SoftMQ のスループットは 10GbE ラインレート

16 Byte

4.594

の半分にも満たない．センサなどの IoT デバイスが生成す

64 Byte

1.163

128 Byte

0.592

512 Byte

0.181

データ幅

るデータサイズがそれほど大きくないことを考慮すると，

SoftMQ 単体のメッセージキューイングシステムはスルー
プットの点でも性能が不足することが懸念される．

率は Push リクエストと Pull リクエストが混在する場合，

51.3 倍程度悪化した．Push リクエストと Pull リクエスト

4.4 Pull レイテンシ

が異時に発生する場合，76.2 倍程度悪化した．SoftMQ で

BRAM キュー単体のメッセージキューイングシステム

は，データ幅が大きく 1 つのリクエストに多数のデータが

と SoftMQ の Pull リプライのレイテンシを測定するため，

含まれるほど，効率的な通信が可能になりエネルギー効率

マシン B，C，D を用いて実験を行った．図 10 に実験で

が改善する．しかし，それぞれの IoT デバイスが生成する

使用したマシンの接続を示す．まず，図 10 (a) に示すとお

データのサイズは単一の数値で表現されるセンサデータな

り，マシン B に 1 MB の BRAM キュー単体のメッセージ

ど小さい場合も多い．このようなクライアントからのリク

キューイングシステムをインストールし，マシン D と接続

エストを SoftMQ が直接処理することは非効率であるとい

した．次に，図 10 (b) に示すとおり，マシン C で SoftMQ

える．

を動作させ，マシン B にネットワークスイッチ機能をイ

4.3.2 スループット

ンストールしたものを介してマシン D と接続した．最後

SoftMQ のスループットを測定するため，マシン B，C

に，図 10 (c) に示すとおり，マシン C とマシン D を直接

を用いて実験を行った．図 9 に実験で使用したマシンの

10GbE ケーブルで接続した．そのそれぞれの状態におい

接続を示す．マシン C 上で SoftMQ を動作させた．マシ

て，次のように実験を行った．まず，マシン D から指定サ

ン B の FPGA ボードにパケット生成機能をインストール

イズのデータを含む 1 つの Push リクエストを 100 回生成

し，1 リクエストあたりのデータサイズを変えて Push リ

しメッセージキューイングシステムに送信した．続いて，

クエストおよび Pull リクエストを生成し，マシン C へ送

マシン D で指定サイズのデータを要求する 1 つの Pull リ

信した．その結果を表 9 に示す．1 リクエストあたりの

クエストを生成し，送信と同時にそのときの時刻を取得

データサイズが 16 Byte のとき，Push と Pull スループッ

した．マシン D に Pull リプライが到着したとき，そのと

トの 10GbE ラインレートに対する割合はそれぞれ 6.0%，

きの時刻を取得し，リクエスト送信からの経過時間を求

3.9%であった．1 リクエストあたりのデータサイズが大き

め，これを Pull リプライレイテンシとして記録した．そ
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図 10 レイテンシ測定の実験環境

Fig. 10 Measurement environment for latency.

DRAM 制御機能部の動作周波数は 200 MHz であるか
ら，DRAM アクセスレイテンシは最大で 400 ns である．

10GbE リンク 1 つを介してこの間に転送できる最大の
データ量は 500 Byte であり，DRAM コントローラの読み
バッファサイズはこの程度で十分である．一方，BRAM
キュー単体のシステムと SoftMQ の Pull リプライレイテ
ンシの差はおよそ 60 µs である．10GbE リンク 1 つを介し
てこの間に転送できる最大のデータ量は 75 kByte である．

NetFPGA-SUME ボードの BRAM 容量と比較して，この
レイテンシは BRAM キューやリモートコントローラ内の
バッファにより隠蔽することが可能な大きさといえる．た
図 11 Pull リプライレイテンシ

Fig. 11 Pull reply latency.

だし，この値は平均値であり最大値ではないこと，DRAM
と異なりフロー制御が容易ではないことに注意が必要であ
る．リモートキューへのアクセスが集中するのは，長期間

の後，マシン D を 1 秒間停止させた後，次の Pull リプラ

のデータバッファが必要な場合である．このような場合，

イレイテンシの測定を開始させた．この Pull リプライレ

レイテンシはそれほど重視されないと考えられる．一方，

イテンシの測定を 100 回行い，その平均を求めた．その結

短期間のデータバッファが行われる場合，ほとんどのデー

果を図 11 に示す．1 リクエストあたりのデータサイズは，

タは BRAM キューや DRAM キューにバッファされるた

16 Byte から 512 Byte の範囲ではレイテンシにそれほど影

め優れたレイテンシ性能を実現できる．

響しなかった．BRAM キュー単体のメッセージキューイ
ングシステムの Pull リプライレイテンシは平均で 115.7 µs

4.5 ハイブリッド MQ の性能シミュレーション

であった．FPGA スイッチを介した場合，SoftMQ の Pull

実機実験結果に基づき，表 10 に示すようにシミュ

リプライレイテンシは 178.0 µs であった．直接接続した

レーションパラメータを設定した．ここで，READ 命

場合の SoftMQ の Pull リプライレイテンシは 176.9 µs で

令および WRITE 命令が DRAM キューの 1 Byte あたり

あった．FPGA スイッチを介した場合と直接接続した場

消費エネルギーについて，表 5 の低速操作時の値を用

合の SoftMQ の Pull リプライレイテンシに大きな差は観

いた．READ 命令と WRITE 命令が単独で処理される

測できなかった．この Pull レイテンシにはマシン D がリ

場合，表 5 より 1 Byte あたりの消費エネルギーはそれ

クエストを送受信するためにかかる時間が含まれる．その

ぞれ 2.07 nJ/Byte，0.70 nJ/Byte である．READ 命令と

ため，そのばらつきよりも小さい差を検出することができ

WRITE 命令が混在しない場合の 1 Byte あたり消費エネ

ない．

ルギーの和は 2.77 nJ/Byte であるが，混在する場合はこの

DRAM アクセスレイテンシを測定するため，次のような

1.27 倍の合計 3.53 nJ/Byte となる．したがって，READ 命

実験を行った．マシン B に DRAM 制御機能とネットワー

令と WRITE 命令が混在する場合，READ 命令と WRITE

クスイッチとしての機能をそれぞれ独立に実装したものを

命令それぞれの消費エネルギーを単独で処理される場合の

インストールした．DRAM 制御機能内において，DRAM

1.27 倍とした．BRAM キューに書き込まれたデータは，

に対し READ 命令を発行してから，データが読み出され

電力増加なしで転送される．また，そのスループットは

るまでのサイクル数をカウントさせた．このレイテンシ測

10GbE ラインレートと等しい．DRAM キューに書き込ま

定を 1,000 回行い，その平均値を求めると 28.6 サイクルで

れたデータは，比較的小さな電力で転送される．読み出し

あった．また，そのときの最大値は 80 サイクルであった．

命令と書き込み命令が混在する場合は，必要な消費エネル
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表 10 シミュレーションパラメータ

Table 10 Simulation parameters.
種別

容量 [MB]

1 Byte あたり消費エネルギー [nJ/Byte]
READ
単独時

WRITE

混在時

単独時

0.0

混在時

最大スループット [Gbps]

READ

WRITE

BRAM

2

10.0

10.0

DRAM

8,000

2.07

2.63

0.70

0.0
0.89

10.0

10.0

SoftMQ

500,000

式 (7)

式 (9)

式 (6)

式 (8)

2.3

4.2

図 12 1 パケットあたりのデータ幅と SoftMQ の最大スループット

図 13 1 パケットあたりのデータ幅と SoftMQ の 1 Byte あたり消
費エネルギーの関係

の関係

Fig. 12 Relationship between data width per 1 packet and
maximum throughput of SoftMQ.

ギーが増大する．SoftMQ への転送は，1 リクエストに複
数データが集約され高効率に行われる．最大スループット
は 1 リクエストあたり 512 Byte のときと等しいとした．ま
た，1 Byte あたりの消費エネルギーは 1 パケットあたりの
データ幅に依存する．転送スループットが増大することで

1 パケットあたりのデータ幅が大きくなると，1 Byte あた
りの消費エネルギーは小さくなる．表 9 より，1 パケット
あたりのデータ幅と SoftMQ の最大スループットの関係に
ついて図 12 を作成した．図 12 より，直線の式 y = ax に
近似する最小二乗法を用いて転送スループットと 1 パケッ
トあたりのデータ幅の関係式を得る．SoftMQ に対する

Push リクエストの 1 リクエストあたりデータ量 W [Byte]
とスループット TP ush [MBps] の関係は，式 (2) で表され
る．また，Pull リクエストの 1 リクエストあたりデータ量

Fig. 13 Relationship between data width per 1 packet and
energy consumption per 1 Byte of SoftMQ.

れをモデル式として用いた．

TP ush = 1.02W

(2)

TP ull = 0.56W

(3)

31.73
+ 0.024
W
51.28
EP ull =
+ 0.019
W
32365
EP ush =
+ 24
TP ush
28717
+ 19
EP ull =
TP ull
28481
EP ush =
+ 16
TP ush
25271
+ 12
EP ull =
TP ull
EP ush =

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

W [Byte] とスループット TP ull [MBps] の関係は，式 (3) で

式 (2)，(4) より SoftMQ に対する Push リクエストの 1 Byte

表される．表 6，表 7，表 8 の SoftMQ の 1 Byte あたり

あたり消費エネルギー EP ush [nJ/Byte] は，転送スループッ

消費エネルギーを用いて，図 13 を作成した．図 13 より，

ト TP ush [MBps] から式 (6) で求められる．同様に，式 (3)，

Push リクエスト単体の場合について，最小二乗法を用い

(5) より Pull リクエストについて式 (7) が成り立つ．ただ

て 1 リクエストあたりデータ量 W [Byte] と 1 Byte あたり

し，HardMQ のリモートコントローラ内のバッファサイ

消費エネルギー E [µJ/Byte] の関係式 (4) を得る．同様に，

ズによって，1 パケットあたりの最大データ幅が制限さ

Pull リクエスト単体の場合について，式 (5) を得る．ここ

れる．そのため，SoftMQ の最大スループットおよび最小

で，1 つのリクエストを処理するための定数 A と，1 つの

の 1 Byte あたり消費エネルギーも制限される．ここでは，

リクエストに含まれるデータ量に対する比例定数 B を用い

Push・Pull ともに 1 リクエストあたりの最大データ量を

て，E =

(BW +A)
W

=

A
W

+ B と表すことができるため，こ
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トは読み出し時 2.3 Gbps，書き込み時 4.2 Gbps である．

Push リクエストと Pull リクエストが混在する場合，それ
ぞれ単体の場合の和と比較して，反比例項の係数について
73.03
31.72+51.28

= 0.88 倍，定数項について

0.028
0.024+0.019

= 0.65

倍となるから，これだけの補正をかけることで Push リク
エストについて式 (6) より式 (8) を，混在する場合の Pull
リクエストについて式 (7) より式 (9) を得る．

4.5.1 シミュレーション結果と議論
実機実験結果に基づき，提案する HardMQ と SoftMQ を
協調動作させる手法のシミュレーションを行った．このシ
ミュレーションでは，メッセージキューイングシステムを
介した Producer と Consumer 間のデータ転送を 1 ms ごと
の時間枠で模擬する．Producer は，時間枠ごとに平均 1・
分散 0.02 の正規分布を生成し，これに指定されたデータ生

図 14 生成速度 2Gbps・Pull 間隔 1 m の場合のデータ転送量

Fig. 14 Transferred data amount when 2 Gbps data generation
speed and 1 msec Pull interval.

成量を積算した分だけデータの Push を行う．ただし，デー
タ生成速度は 10 Gbps を上限とする．Consumer は，指定
された時間間隔ごとに Pull を開始する．この Pull は，読
み出し可能な最大量のデータを要求し，メッセージキュー
イングシステム内のデータをすべて読み出すまで継続して
行われる．全データの Pull が完了したとき，Pull の開始
から指定された時間間隔が経過していれば，続けて Pull を
行う．残り時間があれば，Consumer はその間停止する．
図 14，図 15 に Producer・Consumer のデータ転送量の
一例を示す．生成速度は Producer プログラムに指定した
データ生成量を時間枠の大きさ 1 ms で割った値を表す．

Pull 間隔は Consumer プログラムに指定した時間間隔を表
す．図 14 に示すとおり，通常は指定された Pull 間隔ごと
に Pull 処理が行われる．奇数番目の Pull 処理において，
途中で Pull のデータ転送量が低下するが，これはリモー

図 15 生成速度 10Gbps・Pull 間隔 10 s の場合のデータ転送量

Fig. 15 Transferred data amount when 10 Gbps data
generation speed and 10 sec Pull interval.

トキューの読み出し速度に律速されるためである．偶数番
目の Pull 処理では，前回の Pull 処理完了からの経過時間

らに長い時間がかかるようになる．一方，BRAM・DRAM

が短いため，リモートキューへのデータ書き込みが行われ

キューに書き込まれる連続データ量はその最大容量と等

ていない．すべてのデータは DRAM キューまたは BRAM

しく，一定の時間で取得される．メッセージキューイング

キューに存在するため，速度低下せずに取得が完了する．

システムは，その時間枠で Pull 要求があれば，BRAM・

図 15 に示すとおり，データ生成速度がリモートキューの

DRAM・リモートキューから適切な順序で可能な限りの

読み出し速度を上回った場合，全データの取得は完了しな

データを転送しキューから除去する．続いて，その時間枠

い．そのため，1 度開始した Pull 処理が継続される．リ

で Push 要求があれば，BRAM・DRAM・リモートキュー

モートキューに書き込まれた連続データをすべて読み出す

の順番の優先度で順序情報とともにキューに追加する．こ

ことで，読み出し対象が BRAM・DRAM キューに切り替

のときのデータ書き込みまたは読み出し操作の電力をシ

わりデータ転送量が増大する．BRAM・DRAM キューに

ミュレーションパラメータに応じて求め，プロットした．

書き込まれた連続データをすべて読み出すことで，読み出

その結果を図 16 に示す．図 16，図 17 の左縦軸（棒グラ

し対象が再度リモートキューになる．次の連続データは前

フ）は 1 パケットあたりのデータ幅が 512 Byte の SoftMQ

回のリモートキューからの読み出し操作の間に書き込まれ

の消費エネルギーを 1 とした場合のシミュレーション結

たものである．表 10 より，SoftMQ では読み出し操作より

果の消費エネルギーを表す．右縦軸（プロット）はデータ

書き込み操作の方が性能が高い．よって，次の連続データ

生成量全体に対し，処理能力不足によりオーバフローし消

は前回よりも大きくなり，すべて読み出すのにより長い時

失してしまったデータの割合を表す．横軸は Consumer の

間がかかる．この間に次回の連続データが書き込まれるた

Pull 間隔を表す．

め，リモートキューからの読み出しは回を重ねるごとにさ
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図 16 提案ハイブリッドシステムのシミュレーション結果（単一 SoftMQ の場合）

Fig. 16 Simulation result of proposed hybrid system (single SoftMQ case).

図 17 提案ハイブリッドシステムのシミュレーション結果（SoftMQ × 4 の場合）

Fig. 17 Simulation result of proposed hybrid system (four SoftMQ case).
表 11 各キューがバッファし続けられる最大の Pull 間隔

が増大する．BRAM キューが大きいほど，大きなエネル

Table 11 Maximum Pull interval each queue can buﬀer.

ギー利得が得られる最大 Pull 間隔が長くなる．ただし，こ

データ

BRAM

DRAM

リモート

リモート × 4

の最大 Pull 間隔を超えた場合のエネルギー消費量の増加は

生成速度

1 MB

8 GB

500 GB

2 TB

非常に敏感である．たとえば，Pull 間隔 3 s と 1.5 s の場合

10 Mbps

800 ms

1.7 h

11.1 h

44.4 h

を比較すると Pull 間隔の差が 2 倍で消費エネルギーの差

2 Gbps

4 ms

32 s

33.3 m

2.22 h

5 Gbps

1.6 ms

12.8 s

13.3 m

53.3 m

10 Gbps

800 µs

6.4 s

6.7 m

26.7 m

うえで，データが BRAM キュー・DRAM キュー・リモー
トキューのどれを介して転送されたかが重要になる．デー
タ生成速度に対して十分小さい範囲の Pull 間隔の場合，よ
りエネルギー消費量の小さいキューのみを介して全データ
を転送できる．各データ転送速度において，各キューの容
量で全データをバッファできる最大の Pull 間隔を表 11 に
示す．
データ生成速度が低い 10 Mbps の場合，Pull 間隔が短く

Consumer の可用性が高い場合はすべてのデータを BRAM
キューのみを介して転送可能である．この場合，データ転
送を行うことによる消費エネルギー増加はなく，消費エネ
ルギーは 0 となる．Pull 間隔が 0.8 s のとき，この間に生
成されるデータ量が 1 MB となる．Pull 間隔がこれを超え
ると，DRAM キューへの書き込みが開始され，消費エネ
ルギーが増大する．Pull 間隔が長いほど，DRAM キュー
にバッファされるデータの割合が増加し，消費エネルギー
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が 1.90 倍である一方，Pull 間隔 1 h の場合と 5 s の場合を
比較すると Pull 間隔の差が 720 倍で消費エネルギーの差
が 1.37 倍しかない．データ生成速度が低い 10 Mbps の場
合，Pull 間隔 1 h，5 s，3 s，1.5 s はそれぞれ要求キューサイ
ズ 4,500 MB，6.25 MB，3.75 MB，1.88 MB に相当する．要
求キューサイズが BRAM キューサイズの 4 倍程度の場合
は，BRAM キューサイズを大きくしたり Pull 間隔を短く
することでエネルギー効率が改善する一方，要求キューサ
イズが BRAM キューサイズを大幅に上回る場合，BRAM
キューサイズや Pull 間隔を変更しても，エネルギー効率は
それほど変化しないといえる．
データ生成速度が 2 Gbps の場合，1 ms ごとにデータ Pull
が行われる場合は BRAM キューのみでデータ転送が可能
である．BRAM キューがバッファ可能な最大量 1 MB が生
成されるまでの時間は 4 ms である．Pull 間隔が 30 s のと
き，この間のデータ生成量が 7.5 GB になる．Pull 間隔が

45 s のとき，DRAM キューにバッファ可能な最大量を超え
リモートキューへの転送が行われ，消費エネルギーが増大
する．Pull 間隔が 1 h のとき，オーバフローによるデータ
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消失が発生した．これはスループット不足によるものでは

の調整により，エネルギー効率を改善できる．10GbE ライ

なく，要求されるキューサイズがシステム全体のメモリ総

ンレートがおよそ 2 Gbps となる 16 Byte の SoftMQ と比

量約 508 GB を超えるために発生したものである．

較すると，提案システムの消費エネルギーはデータ生成速

データ生成速度が 5 Gbps の場合，1 ms ごとにデータ Pull

度が 2 Gbps で Pull 間隔が 1 h の場合 0.14 倍，Pull 間隔が

が行われる場合は BRAM キューのみでデータ転送が可能

30 s の場合 0.00076 倍であった．データ生成速度が 5 Gbps

である．Pull 間隔が 12 s のとき，この間のデータ生成量

以上で Pull 間隔が 1 h のとき，オーバフローによるデータ

が 7.5 GB になる．Pull 間隔がこれを超えると，リモート

消失が発生した．これは，スループット不足によるもので

キューへの転送が行われる．ここで，1 パケットあたりの最

はなく，要求されるキューサイズがシステム全体のメモリ

大データ幅が 512 Byte の場合，SoftMQ は 5 Gbps のデー

総量約 2 TB を超えるために発生したものである．

タ生成に対応できずオーバフローによるデータ消失が発生

Producer の 1 リクエストあたりのデータサイズが小さい

してしまう．リモートコントローラ内のバッファサイズを

場合や，Consumer のデータ消費間隔が短い場合に，大き

拡張し最大データ幅を大きくするか，リモートキューを並

なエネルギー利得が得られる．データあたりのエネルギー

列化してスループットを向上させる必要がある．

効率が優れるといっても，提案のハイブリッドシステムは

データ生成速度が 10 Gbps の場合，1 ms ごとにデータ

FPGA ボードとソフトウェアマシンを併用するため，無負

Pull が行われたとしても，DRAM キューへのアクセスが

荷時の基本消費エネルギーがソフトウェア単体システムよ

発生する．しかし，この場合も大部分のデータは BRAM

りも大きくなる．データあたりのエネルギー効率が優れる

キューを介して転送可能であり，エネルギー効率は高い．

ことでこれを償却できない場合，消費電力の観点からは必

Pull 間隔が 6 s を超えてリモートキューへの転送が行われ

ずしも効果的とはいえない．大部分のデータを HardMQ

るようになると，スループット不足による大量のデータ消

のみで転送できると仮定すると，提案システムの単位時間

失が発生する．また，SoftMQ が全体の読み出し性能を律

あたりのエネルギー利得は式 (10) で求められる．

速するため，BRAM キューや DRAM キューに空き容量
が生じにくくなり，エネルギー利得がほとんど得られなく
なる．

SoftMQ を 4 つ（SoftMQ × 4）並列に動作させ，これら

((SoftMQ の 1 Byte あたり消費エネルギー)

(10)

− (HardMQ の 1 Byte あたり消費エネルギー))
× 単位時間あたりデータ転送量

をリモートキューとして利用した場合のシミュレーション
結果を図 17 に示す．SoftMQ を 4 つ並列に動作させるこ
とで，スループットとメモリ容量を確保した場合，データ
生成速度が高く Pull 間隔も長い場合でもエネルギー利得
が得られるようになる．高い読み出し性能により発生する

BRAM キューや DRAM キューの空き容量を有効利用でき
るためである．BRAM キューと異なり DRAM キューはあ
る程度大きな容量があるため，最大 Pull 間隔を超えた場合
のエネルギー消費量の増加は比較的鈍感であるが，Pull 間
隔が一定以上になると，Pull 間隔を多少短縮してもエネル
ギー利得はほとんど得られなくなる．たとえば，データ生
成速度が 2 Gbps のとき，Pull 間隔が 45 s の場合と 30 s の
場合，Pull 間隔は 1.5 倍しか変わらないのに対し，エネル
ギー利得の差は 1 h の場合と 2 m の場合の差よりも大きい．
データ生成速度が 2 Gbps で Pull 間隔が 2 m 以上のとき，

1 パケットあたりのデータ幅が 512 Byte の SoftMQ よりエ
ネルギー消費量が大きくなった．これは，データ書き込み
から読み出しまでのレイテンシ要件のために，データ生成
速度に対応できる最小のデータ幅でリモートキューへの転
送を行ったためである．Pull 間隔が一定以上であることが
あらかじめ分かっているシステムの場合，データ書き込み
から読み出しまでのレイテンシに関しては考慮されないと
思われる．したがって，1 パケットあたりのデータ幅が大

提案システムの単位時間あたりのエネルギー損失は FPGA
ボードの待機電力と等しい．4.2.1 項で述べたとおり，マ
シン A から NetFPGA-SUME ボードを取り外した場合の
無負荷時の消費電力は 33.3 W であり，NetFPGA-SUME
ボードを取り付け DRAM 制御機能とネットワークスイッ
チ機能を独立に実装したものをインストールしたところ
無負荷時の消費電力は 15.8 W 増加し 49.1 W となった．式

(10) が 15.8 W よりも大きくなる場合，エネルギー利得が
損失を上回る．表 5 のワーストケースである低速 READ

& WRITE の値と表 8 より，Push リクエストと Pull リ
クエストが混在する場合，1 リクエストあたりのデータサ
イズが 512 Byte の SoftMQ と比較すると，1 Byte あたり
消費エネルギーの差は 177.5 nJ/Byte である．HardMQ の
データ転送速度が 712.1 Mbps 以上のとき，エネルギー利
得が損失を上回る．1 リクエストあたりのデータサイズが

16 Byte の SoftMQ と比較すると，1 Byte あたり消費エネ
ルギーの差は 4.59 µJ/Byte である．HardMQ のデータ転
送速度が 27.53 Mbps 以上のとき，エネルギー利得が損失を
上回る．エネルギー効率が悪化する場合，データ転送速度
が低いため，リモートキューへのデータ転送が発生しない
期間が一定以上存在する．この間はリモートキューを休止
させることで，消費エネルギーを最小化することができる．

きくなるようリモートキューへの転送周期を長くするなど
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5. まとめ
本論文では，FPGA などのハードウェアによるメッセー

[7]
[8]

ジキューイングシステムとソフトウェアによるシステムを
併用するハイブリッドシステムを提案した．ソフトウェア
システムを補助的に利用することで，従来のハードウェア

[9]

システムでは容量が足りずオーバフローを起こしてしまう
状況にも対応可能である．データの生成速度が 10 Gbps，

FPGA ボード上でアクセス可能なメモリ容量が 8 GB の場
合，これが不足するまでの猶予は 6 秒程度である．平常

[10]

時は 6 秒以内にデータ転送を行えるとしても，一時的に

Consumer が停止または速度低下するリスクを完全になく
すことは困難である．そのような場合に，提案のハイブ
リッドシステムは十分なメモリ容量を確保することがで

[11]

きる．SoftMQ 単体のシステムで高いスループットを実現
するためには，1 リクエストあたりのデータサイズを大き
くする必要があり，このために Producer クライアントに

[12]

大きなバッファサイズが要求される．また，データ生成か
ら消費までのレイテンシが大きくなってしまう．提案シス
テムは，この問題をメッセージキューイングシステム内で
解消することができる．すなわち，リモートキューの並列

[13]

化やリクエスト集約を行うことで，わずかなレイテンシの
増大と引き換えに，SoftMQ 単体のシステムよりもスルー
プットを向上させられる．さらに，アクセスレイテンシ

[14]

の小さい BRAM キュー・DRAM キューの併用によって，

SoftMQ 単体のシステムよりもレイテンシを改善できるこ

[15]

とを示した．また，実機実験結果に基づくシミュレーショ
ンにより，提案のハイブリッドシステムが優れたエネル
ギー効率を示すことを明らかにした．提案システムは，レ

[16]
[17]

イテンシ・スループット・エネルギー効率のすべての点で
従来のソフトウェアシステムより優れるといえる．
[18]
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