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Linux における細粒度パワーゲーティング
制御向けコードの実行時管理機構
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プロセッサのリーク電流を低減する技術のひとつである細粒度パワーゲーティングは，リーク低減
効果を高めるために電源遮断のタイミングが重要となる．コンパイラによりこれを静的に調整する手
法がこれまで数多く提案されているが，リーク電流に対する温度変化の影響に対処しているものはな
く，制御手法が確立されていないのが現状である．本稿では，プロセッサの演算ユニットを対象に，
OS の支援により温度変化の影響に対処する電源制御手法を提案する．本手法は，コンパイラにより
電源遮断のタイミングを調整したコードをいくつかの温度向けに用意しておき， OS がこの中から実
行時のプロセッサの温度に最適なコードを選択実行することで，温度変化に追従して電源制御を行う．
本手法を実現するために Linux カーネルに実装した実行時コード管理機構では，仮想マッピングとい
う仕組みを導入し，温度変化に応じて実行するコードを動的に切り替える．本機構により，プロセッ
サの演算ユニットの消費リーク電力を従来手法に比べ最大 13%低減できた．

Code Management for Fine-Grain Power-Gating Control
in Linux Systems
Hiroaki Kobayashi,†1 Mikiko Sato,†1 Hideharu Amano,†2
Masaaki Kondo,†3 Hiroshi Nakamura†4 and Mitaro Namiki†1
Fine-grain power gating is a technique for reducing runtime leakage power by turning off
idle modules of processors. Many compiler-based approaches for statically adjusting the timing of turn-off have been proposed to reduce leakage power. However, the approaches are not
adaptable to the dynamic fluctuations in leakage-power due to temperature fluctuations at
runtime. This paper proposes a fine-grain power-gating control strategy in which an operating system manages some codes generated by a compiler for some target temperatures and
selectively executes the code appropriate for runtime temperature. To apply the proposed
strategy, the dynamic code management mechanism is implemented in Linux kernel and evaluated. This mechanism monitors the temperature of a processor and dynamically switches
the mapping in a text region according to the fluctuations in temperature. In the results,
the evaluation is shown that the implemented mechanism reduces leakage power by 13% at
maximum compared to previous methods.

げてきた．しかし，90nm 世代以降に入るとリーク電

1. は じ め に

力の問題から低電源電圧化が頭打ちとなり，低消費電

半導体プロセスの微細化にともない，LSI のリーク

力化が困難になった．さらに，熱の問題などから LSI

電力が問題となっている．もともと LSI は Dennard

の性能向上が難しくなっており，リーク低減は現在の

らのスケーリング則に基づき，微細化とともに低電源

LSI 設計における最重要課題の一つとなっている．

電圧化を進めることで高性能化と低消費電力化を遂

こうした背景から，主に組み込み用途のプロセッサ
において，システム待機時のリーク電力を低減する技
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術が数多く提案されてきた．これらの技術を利用する
ことで，リーク電力を大幅に低減することができる．
しかし，今後リーク電力がますます支配的になってい
くことを考えると，待機時だけでなく実行時のリーク
電力も低減対象とするべきである．
これには細粒度パワーゲーティング技術が有効であ
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る．パワーゲーティングは回路への電源電圧の供給を
遮断することでリーク電力を低減する技術であり，細
粒度パワーゲーティングはこれを時間的，空間的に細
粒度で適用することで，実行時の細かい電源制御を
可能としたものである．先行研究ではこの技術をプ
ロセッサの演算ユニットへ適用することで，実行時の
演算ユニットにおけるリーク電力の低減に成功してい
図 1 BEP: Break Even Point
Fig. 1 BEP: Break Even Point

る1) ．さらに，細粒度パワーゲーティングによるリー
ク低減効果が電源遮断のタイミングに大きく左右され
ることから，コンパイラの静的解析に基づいてこれを

アイドルサイクルが BEP を上回るときのみパワーゲー

調整する手法が先行研究において提案されている2) ．

ティングを行い，それ以外はアクティブ状態を維持す

しかしここで，リーク電力に対する温度変化の影響

るのが理想的な電源制御である．

が大きな問題となる．温度変化によりリーク電力が変

しかしここで，リーク電力に対する温度変化の影響

化すれば，同様に電源遮断すべきタイミングも変化し

が大きな問題となる．温度変化によりリーク電力が変

てしまう．既存手法ではこのような実行時の温度変化

化すれば，同様に BEP も変化してしまうため，パワー

の影響に対処できないことが課題として挙げられる．

ゲーティングのタイミングを適切に判断するためには

そこで本稿では，既存手法に OS の支援を加え，温

対象とする回路の温度を考慮しなければならない．

度変化の影響に対処する細粒度パワーゲーティング制

しかし，これまで提案されてきたパワーゲーティン

御手法を提案する．本手法は，コンパイラにより電源

グ技術の多くはこの問題に対処していない．とりわけ，

遮断のタイミングを調整したコードをあらかじめ複数

コンパイラレベルのパワーゲーティング制御技術は，

の温度向けに用意し，OS が実行時のプロセッサの温度

静的解析の段階で実行時のプロセッサの温度を予測す

変化に応じて実行するコードを動的に切り替えること

るのが難しいことから，Komoda ら2) もこれを課題と

で，温度変化に追従して電源制御を行う．さらに，本

して挙げている．Shrivastava ら3) はマイクロアーキ

手法を実現するための実行時コード管理機構を Linux

テクチャレベルで温度変化の問題に対処する技術を提

カーネルに実装する．これによりプロセッサの演算ユ

案しているが，パワーゲーティングの粒度が粗いうえ，

ニットにおけるリーク低減効果の向上を狙う．

追加するハードウェアのコストを考えるとソフトウェ
アレベルで温度変化の影響を抑える方が望ましい．本

2. 細粒度パワーゲーティング

研究で Linux カーネルへ導入する細粒度パワーゲー

パワーゲーティングは回路への電源電圧の供給を遮

ティング制御手法は，OS がプロセッサの温度を監視

断することでリーク電力を低減する技術であり，細粒

することで，温度変化に伴う BEP の変動へ追従しな

度パワーゲーティングはこれを時間的，空間的に細粒

がら電源制御を行う．

度で適用し，実行時の細かい電源制御を可能としたも

3. 温度を考慮したパワーゲーティング制御

のである．本研究ではプロセッサの演算ユニットを対
象に細粒度パワーゲーティング制御を行う．

本研究で Linux カーネルへ導入する細粒度パワー

パワーゲーティングはタイミングが重要である．パ

ゲーティング制御手法は，プロセッサの演算ユニット

ワーゲーティング技術を適用した回路ではスリープ，ア

を対象に，OS とコンパイラが協調してパワーゲーティ

クティブ間の遷移時にエネルギー的なオーバヘッドが

ング制御を行うことでリーク電力に対する温度変化の

生じるため，一定期間以上スリープさせなければトー

影響を抑え，リーク低減効果を向上させる．

タルとして消費エネルギーを削減できない（図 1）．

3.1 コンパイラによるパワーゲーティングのタイ
ミングの調整

つまり，遷移する頻度を抑えつつスリープの時間をで
きるだけ長くすることが肝要である．パワーゲーティ

コンパイラは静的解析により各ユニットのアイドル

ングするべきタイミングを見つける際，BEP（Break

サイクルを解析・予測し，これに基づいてパワーゲー

Even Point）と呼ばれる指標が利用される．BEP は

ティングのタイミングを調整する．例えば，予測した

エネルギーのオーバヘッドと削減量が等しくなる期間

アイドルサイクルが BEP を上回る場合はパワーゲー

の長さであり，次式の ∆t で表される．

ティングをオンに，下回る場合はオフに設定する．
本技術は命令レベルで演算ユニットの使用状況を解

Esleep (∆t) = EsleepOH + EwakeupOH
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析するため予測精度が高いが，2 章で述べたように比
較対象とする BEP の値が温度により動的に変化する
ことが難点である．アイドルサイクルの予測精度が高
くても，BEP が定まらなければ適切な電源管理を行
えない．そこで，本研究ではコンパイラに複数の温度
パラメータを与え，各温度向けにコードを生成する．
例えば，低温環境向け（cool），高温環境向け（hot），
その中間の環境向け（warm）の 3 つのコードを生成

命令で使用する演算ユニット
演算完了後パワーゲーティング
演算完了後アクティブ状態を維持
図 2 全体構成
Fig. 2 Overall view

する．なお，生成するコードの数は任意である．

3.2 OS による実行時温度に基づくコード管理
OS は前節の処理により生成された複数のコードを
管理し，実行時のプロセッサの温度によって実行する
コードを切り替える．ここで，動作を詳しく説明する
ために cool，warm，hot 向けの計 3 つのコードがある
状況を考える．プログラム起動時，プロセッサの温度

図 3 パワーゲーティング制御情報を持つ演算命令
Fig. 3 Instructions with power-gating direction

が warm に近ければ OS は warm 向けのコードをロー
ドし，これを実行する．OS はその後プロセッサの温度

され，使用後に再びスリープ状態に入る．

を監視し，温度が warm-hot 間の閾値を超えると hot
向けのコードへ切り替えて実行する．しばらくして今

演算ユニットを使用後に自動でスリープ状態へ遷移

度はプロセッサの温度が warm-hot 間の閾値を下回る

させるのは良い戦略であるが，使用頻度が高い場合に

と，OS は再び warm 向けのコードへ切り替えて実行

はスリープとアクティブの遷移を頻繁に繰り返すこと

する．このように実行時のプロセッサの温度によって

になり消費電力が増大してしまう．そこで本プロセッ

実行するコードを動的に切り替えることで，温度変化

サでは演算命令中の特定のビットの値により，その演

に追従した電源制御が可能となる．なお，コードを切

算命令で使用する演算ユニットを演算完了後にパワー

り替えても実行コンテキストが変わらぬよう，OS は

ゲーティングするか否かを指定できるようになってい

コードのみを切り替え，データを終始一貫させる．

る（図 3）． コンパイラは静的解析結果に基づいてこ

先行研究のコンパイラ2) は命令中のパワーゲーティ

のビットの値を書き換えることで，パワーゲーティン
グのタイミングを調整する．

ング制御用のビットを書き換えることでパワーゲー
ティング制御を行うため，生成されるコードは対象と

Linux カーネルはバージョン 2.6.35 のカーネルに

する温度が異なっても命令シーケンスや仮想アドレス

パッチを当て，前章で述べた手法を実現するための実

が変わらない．そのため，温度変化に応じて任意のタ

行時コード管理機構を有する．Linux 上で実行するア

イミングでコードを切り替えることが可能である．

プリケーションプログラムは先行研究のコンパイラに
よりコンパイルされ，パワーゲーティング制御情報を

4. Linux カーネルにおける実行時コード管
理機構

付加されており，さらにいくつかの温度環境向けに複
数のコードを有するものとする．カーネルはプロセッ
サに搭載される温度センサから一定間隔おきに温度情

前章で述べた細粒度パワーゲーティング制御手法を

報を取得し，プロセッサの温度を監視する．温度変化

実現するための機構を Linux カーネルに実装する．

4.1 システム全体構成

に応じて動的にコードを切り替えて実行することでパ

システムの全体構成を図 2 に示す． プロセッサとし

ワーゲーティングのタイミングを調整し，リーク電力

ては先行研究において Seki らが細粒度パワーゲーティ

に対する温度の影響を抑制する．なお，BEP の値お

ング技術を適用した MIPS R30001) を使用する．本

よびプロセッサの温度は先行研究において提案されて

プロセッサは演算ユニットを ALU，SHIFT，MULT，

いる回路4) を利用することでプロセッサから随時測定

DIV の 4 つのユニットへ分割しており，それぞれに

することができる．

対し個別に電源制御をおこなえる．各演算ユニットは

4.2 実 行 形 式
Linux 上で実行するアプリケーションプログラムは，

通常スリープ状態であり，使用する際にパイプライン

先行研究において Komoda らが提案したコンパイラ2)

のフェッチステージにおいて性能劣化なく高速に起動
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一つの実行ファイルへ統合

実行ファイル

動的に
切り替え

メモリリージョン
ディスクリプタ

仮想アドレス空間

図 4 実行ファイルの構造
Fig. 4 The structure of executables

によりコンパイルする．本コンパイラは静的解析結果
図 5 テキスト領域のマッピング
Fig. 5 The mapping of text region

に基づいて命令のパワーゲーティング制御ビットを設
定し，パラメータとして与えられた温度向けにパワー
ゲーティングのタイミングを調整したコードを生成す

表 1 仮想マッピングオブジェクトのメンバ
Table 1 Members of the virtual mapping object

る．本研究では温度変化に応じて OS が動的にコー
ドを切り替えて実行するという戦略をとるため，本コ

Name
temp
offset
flags
th high
th low
high

ンパイラに温度パラメータを複数与え，各温度向けに
コードを生成する．
通常，コンパイラにより各温度向けに生成された
コードはデータやヘッダと共にそれぞれ個別の実行
ファイルへ格納されるが，本研究では各温度向けに生
成されたコードを図 4 のように一つの実行ファイルへ

low

統合する． これによりデータの重複を排除する．実

Description
対象とする温度
ファイルオフセット
各種フラグ
より高温のセグメントへ切り替える閾値温度
より低温のセグメントへ切り替える閾値温度
より高温のセグメントの仮想マッピングオブジェ
クトを指すポインタ
より低温のセグメントの仮想マッピングオブジェ
クトを指すポインタ

行形式としては Linux 標準の ELF（Executable and

Linking Format）に従う．各温度向けのコードを一つ

されたものが仮想的なマッピング，実線の矢印で示さ

の実行ファイルへ統合すると，実行ファイルには図 4

れたものが実際のマッピングである．なお，図中のメ

に示すように複数のテキストセグメントと一つのデー

モリリージョンディスクリプタとは，メモリリージョ

タセグメントが格納される．各テキストセグメントが

ンの仮想アドレスやマッピングしているファイルなど

対象とする温度については ELF ヘッダの予約領域に

の情報を管理するために Linux カーネルが利用するオ

記述する．カーネルはこれを参照することで各テキス

ブジェクトである．ある時点において，仮想アドレス

トセグメントと対象温度との対応関係を把握する．

空間のテキスト領域へ実際にマップされているテキス

4.3 テキスト領域の仮想マッピング

トセグメントは必ず一つである．仮想マッピングは，

Linux カーネルはプロセスのアドレス空間をテキス

この実際のマッピングを動的に切り替えることを可能

ト領域，データ領域など，いくつかの論理的な領域

にする仕組みである．

（メモリリージョン）に区切って管理する．4.2 節で述

仮想マッピングの仕組みを導入するにあたり，仮想

べた ELF のセグメントは，Linux におけるプロセス

マッピングオブジェクトというものを Linux カーネ

の仮想アドレス空間ではこのメモリリージョンに相当

ルへ追加した．表 1 に示すように，仮想マッピング

する．ELF ファイルを起動すると，カーネルは ELF

オブジェクトはセグメントが対象とする温度や実際の

ファイルのセグメントをプロセスの仮想アドレス空間

マッピング処理に必要な各種情報を管理する． カー

のメモリリージョンへマップすることで，プロセスの

ネルは実際にマップしているセグメントも含めたすべ

実行コンテキストを実行ファイルのそれに置き換える．

てのテキストセグメントへ仮想マッピングオブジェク

しかし，4.2 節で述べた ELF ファイルには仮想アド

トを割り当て，これを図 6 のように一つの双方向リス

レスが等しい複数のテキストセグメントが存在するた

トで管理する． また，メモリリージョンディスクリ

め，通常の ELF のマッピング処理では対応できない．

プタから仮想マッピングオブジェクトを参照できるよ

そこで，実行ファイル内の複数のテキストセグメン

うに，vmap メンバを追加した．vmap メンバはその

トをプロセスの仮想アドレス空間の同一のテキスト

時点で実際にマップしているテキストセグメントの仮

領域へ仮想的にマップする仕組みを導入する．これは

想マッピングオブジェクトを指す．つまり，図 5 のよ

図 5 のようなイメージになる． 図中，点線の矢印で示

うに text-warm セグメントが仮想アドレス空間のテ
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仮想マッピングオブジェクト

図 6 仮想マッピングオブジェクトのリスト
Fig. 6 The list of virtual mapping objects

キスト領域へマップされているとき，vmap メンバは
図 6 のように text-warm セグメントの仮想マッピン
グオブジェクトを指す．

4.4 温度変化に応じたマッピングの切り替え
カーネルはプロセッサの温度を監視し，温度変化に
応じてテキスト領域のマッピングを動的に切り替える．
図 7 温度変化に追従するための処理の流れ
Fig. 7 Temperature-aware process flow in the system

プロセッサの温度に最適なテキストセグメントを選択
するために，カーネルはセンサから取得したプロセッ
サの温度を，その時マップしているテキストセグメン

下げないことである．キャッシュ利用効率について補

トの仮想マッピングオブジェクトの th high，th low

足すると，一般的に，プロセスディスパッチ直後はそ

メンバと比較する．その結果，プロセッサの温度が

れまで走行していたプロセスによりキャッシュが汚さ

th high を上回る場合はより高温のテキストセグメン

れており，キャッシュミスが発生しやすい．同様に，テ

トへ，th low を下回る場合はより低温のテキストセグ

キスト領域のマッピングを切り替えた直後もキャッシュ

メントへマッピングを切り替える．

ミスが発生しやすい．そこで，プロセスディスパッチ

マッピングを切り替える際，do mmap() 関数と

とマッピングの切り替えのタイミングを同じにするこ

do munmap() 関数を利用する．カーネルはマッピン

とで，マッピングの切り替えによるキャッシュ利用効

グを切り替えることを決定すると do munmap() 関数

率への影響を最小限に抑えている．実際，予備実験に

を呼び出し，その時点でプロセスの仮想アドレス空間

おいてキャッシュ利用効率への影響を測った結果，CPI

にマップされているテキストセグメントのマッピング

（Cycle Per Instruction）にして 0.03%の増加と，そ

を解除する．このとき，プロセスのページテーブルの

の影響は小さかった．以上より，温度変化に追従して

更新や TLB のフラッシュ等の処理も行われる．次に，

電源制御を行うための処理の流れは図 7 のようになる．

カーネルは do mmap() 関数を呼び出し，プロセッサ
の温度に最適と判断したテキストセグメントをプロセ

4.5 マッピングを切り替えるときの閾値温度

スの仮想アドレス空間に新たにマップする．以上の処

マッピングを切り替えるときの閾値となる温度を定
義する．まず，プロセッサの温度と BEP との関係は

理によりマッピングの切り替えが完了する．
テキスト領域のマッピングを切り替えてもデータ領

次式により近似される．この式は温度が上昇するにつ

域は一貫しているため，プログラムの動作に影響を与

れ BEP が指数関数的に短くなることを示している．

えることはない．また，今回使用するコンパイラによ

なお，係数 A，B は回路に固有の値である．

BEP (t) = Ae−Bt

り生成されるコードは，対象とする温度が異なっても
命令シーケンスや仮想アドレスが変わらないため，こ

温度 t1 向けと温度 t2 向けの 2 つのテキストセグ

の仕組みにより任意のタイミングでマッピングを切り

メントがある状況を考える．プロセッサの温度が t:

替えることができる．

t1 < t < t2 のとき，どちらのテキストセグメントが適

プロセッサに取り付けられた温度センサの読み出し

切であるかを判断するために，BEP (t1 ) と BEP (t2 )

とマッピングの切り替えのタイミングはプロセスディ

の平均となる BEP における温度 t，つまり次式が成

スパッチ時とする．プロセスディスパッチ時とした理

り立つときの tθ を t1 ，t2 の境界温度と定義する．

由は，一般的にプロセッサの温度変化が比較的緩やか

BEP (tθ ) =

であり，この程度の時間的粒度（10ms〜) で十分に温

BEP (t1 ) + BEP (t2 )
2

マッピングを切り替えるときの閾値となる温度は，こ

度変化に追従できること，及びキャッシュ利用効率を
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の境界温度 tθ に若干の補正値 α を加減したものとす
る．例えば図 5 のように 3 つのテキストセグメントが
存在するとき，text-cool と text-warm の境界温度を

tθ1 ，text-warm と text-hot の境界温度を tθ2 とする
と，text-warm セグメントの仮想マッピングオブジェ
クトの th low，th high メンバの値はそれぞれ tθ1 −α，

tθ2 + α となる．このように若干の補正値を加減する
ことで，プロセッサの温度の微妙な上下によりマッピ
ングの切り替えが頻発することを防げる．

5. 評

価
図 8 平均消費リーク電力
Fig. 8 Normalized Avg. of leakage power consumption

Linux カーネルへ導入した実行時コード管理機構に
よるリーク低減効果を検証する．

5.1 評 価 方 法

Ptotal = Psleep

評価環境として，先行研究において木村らが Xilinx

各種サイクル情報 Ttotal ，Tsleep ，およびスリープ回

社の ML501 評価基板上へ構築した MIPS R3000 プ
5)

Tsleep
Ttotal − Tsleep
+ Pactive
Ttotal
Ttotal

を利用する．プロセッサには

数 Ni については，評価システムが備えるパフォーマン

細粒度パワーゲーティング技術が施されており，4 つ

スカウンタを用いて計測する．また，Pi と Pactive の値

の整数演算ユニット（ALU，SHIFT，MULT，DIV）

については，先行研究において Synopsys 社の Power

に対し個別に電源制御を行える．さらに，本評価シス

Compiler を用いて求めた値を利用する．

ロセッサ評価システム

テムは各ユニットのスリープ情報を計測するパフォー

5.3 評 価 結 果

マンスカウンタを備えており，実行時の各ユニットの

Linux カーネルへ導入した実行時コード管理機構に
よるリーク低減効果を評価するために，従来手法と提

挙動を詳細まで把握できる．

案手法のそれぞれについてプログラム実行時の整数演

本評価システム上で 4 章のパワーゲーティング制御

算ユニットの消費リーク電力を計測した．

機構を導入した Linux を動かし，アプリケーション
実行時の演算ユニットの消費リーク電力を計測する．

• 従来手法: ある温度（25 ℃, 65 ℃, 100 ℃）向け

アプリケーションとしては SPEC CPU2006 および

にパワーゲーティングのタイミングを調整したコー
ドを，それぞれ固定で実行．

MiBench から計 10 種類のベンチマークを利用する．
本評価システム上では実際のプロセッサの温度を計

• 提案手法: ある温度（25 ℃, 65 ℃, 100 ℃）向け

測することができないため，実行時のプロセッサの

にパワーゲーティングのタイミングを調整したコー

熱モデルとして HotSpot5.2 を利用する．本ツールに

ドを，OS の支援により動的に切り替えて実行．

プロセッサコアのフロアプランと実行時の消費電力，

ベンチマークごとの計測結果を図 8 に示す．グラフ

及び経過時間を入力として与え，1 タイムクォンタム

の縦軸は，従来手法における平均消費リーク電力を基

(6.25msec) おきに温度を更新する．

準に，提案手法における平均消費リーク電力を正規化

5.2 消費リーク電力の見積もり方法

した値である．つまり，1 を下回っていればリーク低

本評価システムでは実際の消費電力を計測できな

減効果が向上していることを表す．なお，図 8 の結果

いため，次の評価式により演算ユニットにおける消費

は従来手法（25 ℃, 65 ℃, 100 ℃向け固定実行）のう

リーク電力を見積もる．まず総スリープサイクルを

ち差が最も大きかったものとの比較を示している．差

Tsleep ，i サイクルスリープの回数を Ni ，i サイクル

が最も小さかったものについては，提案手法による効

スリープ時の平均消費リーク電力を Pi として次式に

果があまりあらわれない結果となったが，そもそも従

よりスリープ時平均リーク電力 Psleep を求める．
1 ∑
Pi · i · Ni
Psleep =
Tsleep

来手法では意図的にそのような最適なコードを選択す

次に総サイクルを Ttotal ，アクティブ時の平均消費リー

ては評価対象としない．

ることは困難である．これを解決することが提案手法
の目指すところであるため，そのようなケースについ

i

ク電力を Pactive として次式により全体の平均リーク

図 8 から，提案手法によりすべてのベンチマークに

電力 Ptotal を求める．

おいて演算ユニットのリーク低減効果が向上している
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図 9 ユニットごとの平均消費リーク電力
Fig. 9 Normalized Avg. of leakage power consumption of each unit

コード中に多く現れる場合，提案手法の効果は小さく

表 2 各ユニットにおけるリーク電力低減率
Table 2 Leakage reduction rate of each unit

Unit
ALU
SHIFT
MULT
DIV

Avg.[%]
2.48
15.85
2.50
0.07

なる傾向にあると考えられる．また，図 9 の結果で 1

Max.[%]
24.70
47.08
18.75
0.42

を超えているものについては，キャッシュミスや分岐，
例外等の動的要因の影響によるものと推測しているが，
現在原因の詳細を分析中である．
前述のとおり，温度が変動してもパワーゲーティン
グの戦略が変わらないような命令シーケンスがコード

ことが読み取れる．最も効果の高い stringsearch にお

に多く含まれる場合，提案手法の効果は小さい．この

いては消費リーク電力を平均 13%低減している．ただ，

ようなプログラムに対してはコードを動的に切り替え

プログラムによって効果にばらつきがあり，ほとんど

る必要はない．今回 Linux カーネルへ導入した仕組み

効果のみられないものもある．そのため，全体の平均

は，実行ファイル中に複数のテキストセグメントがあ

としては約 3%減にとどまっている．提案手法による

る場合にのみ自動で適用され，通常の実行形式のプロ

実行時間のオーバヘッドは平均 0.3%であった．これ

グラムには適用されない．したがって，手法を適用す

はプロセッサの温度の監視やマッピングの切り替え処

るプログラムとそうでないプログラムを同一システム

理等をすべて含んだ値であり，十分に小さいといえる．

上に混在させることができる．効果の高いプログラム

図 8 の結果について，演算ユニットごとに分析した

に対してのみ手法を適用するのは有効な戦略である．

ものを図 9 と表 2 に示す．ユニットによってリーク低

6. 関 連 研 究

減効果に大きな差があることが読み取れる．効果が最
も高い SHIFT においては平均約 16%，最高約 47%低

本研究は以下に紹介する先行研究の発展を目指した

減しているのに対し，効果が最も低い DIV においては

ものである．Seki らはプロセッサの演算ユニットに細

平均 0.07%，最高 0.42%と，従来手法とあまり変わら

粒度パワーゲーティング技術を適用し，リーク低減効

ない結果となった．また，同じユニットでもプログラ

果を検証している1) ．マイクロアーキテクチャレベル

ムによって低減率に大きな差があることが読み取れる．

での自律的な電源制御によってある程度のリーク低減

このような差が現れるのは，プログラムごとのユニッ

効果を得られたが，さらに効果を高めるため，コンパ

トの使用頻度や使用するタイミングの違いに起因する

イラの静的解析に基づいて電源遮断のタイミングを調

と考えられる．例えば，使用頻度が低く，使用後から

整する手法が Komoda らにより提案されている2) ．こ

次の使用までの間隔が BEP より大幅に長い場合，温

れによりリーク低減効果の向上に成功しているが，実

度が変化して BEP が変動したところで，ユニット使

行時の温度変化の影響への対処が課題であった．本研

用後にパワーゲーティングするという戦略が最適であ

究では OS の支援を加えることでこの課題を解決し，

ることに変わりはない．使用頻度が高く，使用後から

リーク低減効果をさらに向上させることに成功した．

次の使用までの間隔が BEP より大幅に短い場合も同

本研究と同様にプロセッサの演算ユニットのリーク

様である．このように，温度が変動してもパワーゲー

電力の低減を目的とした研究が他にも多数行われてい

ティングの戦略が変化しないような命令シーケンスが

る．文献 6) では，パワーゲーティングによるリーク低
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減効果をシミュレーションにより検証し，またアイド

創造研究推進事業（CREST）における研究領域「情

ルサイクル監視と分岐予測ミス契機の 2 つのモード切

報システムの超低消費電力化を目指した技術革新と統

替え手法を提案している．文献 3) では，リークモニ

合化技術」の研究課題「革新的電源制御による次世代

タによりリークレベルを監視し，それに応じて命令発

超低電力高性能システム LSI の研究」による．

行数や起動演算ユニット数を調整する手法を提案して

参

いる．文献 7) ではコンパイラにより対象ドメインの
アクティビティを見積もり，それに基づいて命令スケ
ジューリングを行う手法を提案している．文献 8) で
はプログラムのループ構造を解析し，演算ユニットの
アイドルサイクルを予測する手法を提案している．こ
れらの研究はマイクロアーキテクチャやコンパイラ単
体での電源制御手法を提案している．これに対し，各
レイヤーの協調制御による相乗効果を引き出したとい
う点が本研究の新規な点である．

7. お わ り に
本稿では，細粒度パワーゲーティング制御における
課題についてまとめるとともに，リーク低減効果を向
上させるために Linux カーネルへ導入した細粒度パ
ワーゲーティング制御手法について述べた．本手法は，
コンパイラにより電源遮断のタイミングを調整した
コードをいくつかの温度向けに用意し，OS が実行時
のプロセッサの温度に最適なコードを選択実行するこ
とで，実行時の温度に適した電源制御を行う．
本手法を実現するにあたり，Linux カーネルへ仮想
マッピングという仕組みを導入した．これは，実行ファ
イル内の複数のセグメントを仮想アドレス空間上の同
一のメモリ領域へ対応付け，動的にマッピングを切り
替えることを可能にする仕組みである．Linux カーネ
ルに実装した実行時コード管理機構では，この仮想
マッピングの仕組みを利用することで，実行時のプロ
セッサの温度変化に応じてテキスト領域のマッピング
を動的に切り替える．これにより，プロセッサの温度
に最適なコードを実行することが可能となる．
評価実験の結果，Linux カーネルへ導入した実行時
コード管理機構により，プロセッサの整数演算ユニッ
トの平均消費リーク電力を従来手法と比較して最大約

13%低減できることが示された．ただ，プログラムに
よって効果にばらつきがあり，平均リーク低減率は約

3%にとどまった．
今後の課題および展望として，評価実験で確認され
たリーク低減効果のばらつきの原因を分析し，分析結
果に基づいて手法を改善することが挙げられる．手法
の改善により十分なリーク低減効果を達成したら，整
数演算ユニット以外の回路への応用が考えられる．
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