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モード切換えオーバヘッドを低減させた
可変レベルキャッシュの提案と評価
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概要：現在，プロセッサには高性能と低消費エネルギーの両立が求められている．特に，回路の微細化に
ともないキャッシュメモリ内でのリークエネルギーが年々増加しており，これを削減することが重要であ
る．そこで本論文では，キャッシュのリークエネルギー削減手法として可変レベルキャッシュを提案する．
可変レベルキャッシュは，動的にキャッシュの要求性能を判断し，あまり性能が必要ないと判断したとき
にキャッシュメモリの半分をスリープモードに移行させ 1 つ下のレベルの排他的キャッシュとして動作す
ることで，消費エネルギーの削減と性能の維持を両立させる手法である．本論文で行ったシミュレーショ
ン結果によると，通常キャッシュと比べ性能低下を 1%未満におさえつつ消費エネルギーを平均約 32%削
減することが分かった．
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Abstract: Power dissipation of processers is one major concern not only for mobile computing but also high
performance computing, and achieving both low energy and high performance at the same time is required.
Especially, it is important to reduce leakage energy consumed in a cache memory because power dissipation by leakage current is dominant factor in deep submicron technologie’s and a cache memory consists of
a large number of transistors. In order to reduce the problem, this paper proposes Variable Level Cache
which analyzes required cache performance dynamically and if it detects that the running program does not
need so large cache capacity, half of the cache memory is put into standby mode and is treated as a lower
level exclusive cache. According to the simulation results, Variable Level Cache can reduce the total energy
consumed in L2 cache by about 32% in avarage without signiﬁcantly performance degradation compared to
a normal cache.
Keywords: low-power and high performance cache, variable level cache, leakage energy

1. まえがき
現在，ノートパソコンや PDA，携帯電話などのモバイル
1
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端末の高性能化にともない消費エネルギーが増大し，バッ
テリによる駆動時間が短くなってきている．そこで，これ
らのモバイル端末の性能を落とすことなく低消費エネル
ギーを実現することが要求されている．
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プロセッサで消費されるエネルギーは動的消費エネル
ギーと静的消費エネルギーに大別できる．動的消費エネル
ギーはトランジスタのスイッチングによって消費されるエ
ネルギーである．一方，静的消費エネルギーは主にトラン
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ジスタの漏れ電流（リーク電流）によって引き起こされ，

を切り換えるものである．

トランジスタのスイッチングに関係なく消費されるエネル

代表的な研究として，Drowsy Cache [5], [6] があげられ

ギーで，リークエネルギーともいう．近年，回路の微細化に

る．Drowsy Cache は定期的にすべてのキャッシュライン

ともなって，動的消費エネルギーが削減される一方，MOS

への電源電圧を下げ，アクセスが発生したキャッシュライ

トランジスタのサブスレッショルドリークやゲートリーク

ンに対してのみ電源電圧を回復させることでリークエネル

が増加する傾向にある．リークエネルギーはトランジスタ

ギーを削減する手法である．

数に比例するため，プロセッサの高性能化にともなって増

ライン単位で切り換える手法は，キャッシュメモリの状

大したキャッシュシステムのリークエネルギーの削減が重

態を細かく切り換えることが可能である一方，センスアン

要となっている．そこで本論文では，キャッシュの性能を

プなどのライン以外にかかる電力を削減できないといっ

できるだけ維持しつつ低消費エネルギー化を実現すること

た問題がある．また，1 つのセット内で通常状態のキャッ

を目的としている．

シュラインと待機状態のキャッシュラインが混在する状態

高性能と低消費エネルギーの両立を目指すキャッシュシ

となる，すなわち連想度が落ちてしまうという問題がある．

ステムは様々なものが提案されているが，本論文では，Yang

さらに，ライン単位での電源制御が必要なため，実装する

らの手法 [1]（以降 DRI キャッシュと呼ぶ）に着目する．

のに，通常のメモリマクロやメモリコンパイラが利用でき

DRI キャッシュは複数のラインを 1 つのバンクにまとめて

ない．よって本論文ではこれ以上議論しない．

電力管理を行っており，各ラインを個々に制御する手法と
比較して，ハードウェアが簡単であるという利点があるた
めである．DRI キャッシュは，キャッシュの要求性能を動

2.2 ウェイ単位の状態切換え
2 つ目は，NUAL キャッシュ [7] のようにウェイ単位で通

的に判断しキャッシュ容量を変更する手法であるが，待機

常状態と待機状態を切り換えるものである．NUAL キャッ

状態にする不必要と判断されたメモリの領域内のラインの

シュはウェイ予測キャッシュ [8] を基に作られた低リーク

電源を完全に落とすため，そのライン内のデータが失われ，

キャッシュ手法であり，参照データが存在するウェイを

ヒット率の低下，ひいてはプロセッサの性能低下を招く．

LRU を利用して予測し，選択的に活性化することで低消

この問題を低減するために，我々は DRI キャッシュを改

費エネルギー化を行う手法である．活性化するウェイはつ

良した可変レベルキャッシュ [2], [3] を提案している．可変

ねに 1 ウェイのみで，別のウェイへアクセスする場合は現

レベルキャッシュは，動的にキャッシュの要求性能を判断

在活性化されているウェイを待機状態に落としてから別の

し，あまり性能が必要ないと判断したときにキャッシュメ

ウェイを活性化させる．NUAL キャッシュは非活性のウェ

モリの半分をスリープモード [4] に移行させ，擬似的に 1 つ

イへのアクセスに時間がかかり，実行時間が増大するとい

下位のレベルの排他的キャッシュ（Exclusive Cache）とし

う問題点がある．

て動作させることで，消費エネルギーの削減と性能の維持
を両立させる手法である．本論文で行ったシミュレーショ

2.3 セット数増減による状態切換え

ン結果によると，通常キャッシュと比較して平均 1%未満

もう 1 つは，DRI キャッシュのようにキャッシュシステ

の性能低下で，平均約 32%程度の消費エネルギーを削減す

ム内を複数のバンクに分割し，セット数を増減させて通常状

ることが分かった．

態と待機状態を切り換えるものである．この手法は，ライン

本論文の構成については以下のとおりである．2 章では，

単位で切り換える手法のように状態の細かな切換えができ

関連研究について述べ，3 章では，本論文で着目する DRI

ない反面，制御が簡単であり，また細粒度の電源管理を行わ

キャッシュについて述べる．4 章では，我々の提案手法で

ないため，汎用の SRAM モジュールを用いることができる．

ある可変レベルキャッシュについて述べ，5 章で可変レベ

セット数増減による切換えを行う手法は，バンクを構成

ルキャッシュの改良手法を提案する．そして 6 章で，性能

する場合にセット単位，ウェイ単位のどちらでも可能であ

と消費エネルギーの評価を行い，最後に 7 章でまとめる．

るが，本論文ではセット単位でバンクを構成することを考

2. 関連研究

える．なぜなら，ウェイ単位で切り換えることは連想度に
応じて電源制御が複雑になり，そのための面積オーバヘッ

これまでにキャッシュの様々なリークエネルギー削減手

ドが増加してしまうが，セット単位の切換えの場合，電源制

法が提案されてきた．これらの手法は通常状態と待機状態

御の複雑さはバンク数にのみ依存し，また，バンク数は連

を切り換える単位で，大きく以下の 3 つに分類することが

想度ほど大きくはならず，比較的制御が簡単だからである．

できる．

2.1 ライン単位の状態切換え
1 つ目は，キャッシュライン単位で通常状態と待機状態
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3. DRI キャッシュの概要と問題点
3.1 DRI キャッシュの概要
図 1 に DRI キャッシュの概要図を示す．DRI キャッ
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と書き戻す必要がある．また，キャッシュサイズによって
データの配置が異なるために，キャッシュサイズを増大さ
せる場合には，現在キャッシュに入っているデータを下位
の記憶層へと書き戻さなければならない．DRI キャッシュ
をデータキャッシュに適用するとこれらの処理によって性
能へ悪影響を与えるという問題がある．

4. 可変レベルキャッシュ
図 1

DRI のブロック図

Fig. 1 Block diagram of DRI Cache.

DRI キャッシュの上記の問題点を解決する手法として，
我々はメモリのスタンバイモード [19]（以降スリープモー
ドと呼ぶ）を利用し，かつ待機状態への切換え時の書き戻

シュは，ある一定時間間隔（interval）でキャッシュミス数

しを抑制することで性能を向上させる可変レベルキャッ

をミスカウンタ（miss counter）によりカウントする．そし

シュを提案している．

て，ミス数がある閾値（miss-bound）より小さい場合には，
キャッシュサイズを縮小しても性能には大きな影響を与え

4.1 可変レベルキャッシュの概要

ないと判断する．一方，ミス数が閾値よりも大きい場合に

可変レベルキャッシュは DRI キャッシュと同様に，あ

はキャッシュサイズを増大させて性能低下を防ぐ．キャッ

る一定時間間隔でキャッシュの必要としている容量を動的

シュサイズを減らす場合はそのときの容量の半分にし，逆

に判断し，キャッシュメモリの容量を増減させる．しかし

にキャッシュサイズを増やす場合は倍にする．これを複数

ながら，DRI キャッシュのように単純に容量を減少させ

段階に分けて実装を行うことで，キャッシュサイズを必

ると，キャッシュミス回数が増加してしまう．そこで，可

要に応じて変更する．たとえば，動的に 256 KB，128 KB，

変レベルキャッシュでは電源の供給を完全に停止するので

64 KB，32 KB のキャッシュサイズに変更することができ

はなく，スリープモードに移行させる．しかし，スリープ

る．キャッシュラインへのアクセスは，アドレスにマスク

モードになっている領域へアクセスする場合，まず当該領

（size mask）をかけることで参照するインデックスのビッ

域をアクティブにする必要があるため通常のアクセスよ

ト幅を変更し，キャッシュサイズの変化に対応させている．

り時間がかかる．そのため，スリープモードで動作してい

また，容量を小さくすると参照するインデックスのビット

る部分にアクセスが多発する可能性があり，性能が悪化す

幅が減少する，すなわちタグフィールドのビット幅が増加

る恐れがある．そこで，スリープモードの部分を 1 つ下の

するため，タグのビット幅を冗長に確保している．

レベルの排他的キャッシュ [9], [10] とすることでスリープ

このようにして DRI キャッシュは，実行プログラムに

モードになっている領域へのアクセスを極力減らし，消費

おけるキャッシュへの要求性能を自動的に検出し，キャッ

エネルギーを削減する．たとえば，256 KB の L2 キャッ

シュサイズを変更することでリークエネルギーを削減して

シュに可変レベルキャッシュを適用した場合，性能があま

いる．

り必要でないと判断したときは，半分の 128 KB は通常の

また，DRI キャッシュは電源を切る部分のキャッシュメ

L2 キャッシュとし，残り半分の 128 KB はスリープモード

モリを 1 つのバンクとして電源管理を行うことで制御を簡

へと移行させ擬似的な L3 キャッシュとして動作させる．

単にし，汎用の SRAM モジュールを用いることができる

このとき，この疑似 L3 キャッシュは排他的キャッシュと

という利点もある．

して動作させる．図 2 に可変レベルキャッシュの概要図

3.2 DRI キャッシュの問題点

回路に再アクセスユニット（re-access unit）とビクティム

を示す．可変レベルキャッシュは主に，DRI キャッシュの
従来の DRI キャッシュでは，キャッシュサイズを縮小さ

バッファ（victim buﬀer）を加えた形で構成される．再ア

せた場合，未使用領域の SRAM セルに対して電源電圧の

クセスユニットとビクティムバッファはともに L2 キャッ

供給を停止することでリークエネルギーを削減している．

シュと L3 キャッシュに分割した場合に利用する．再アク

したがって，電源を落とした部分に格納されていたデータ

セスユニットは L2 キャッシュの部分でキャッシュミスし

は破棄されるためキャッシュヒット率が低下するという問

た場合に L3 キャッシュの部分をスリープモードから通常

題がある．

モードに切り換え，L3 キャッシュの部分にアクセスする

さらに，DRI キャッシュは命令キャッシュ用に開発され

ために用いる．ビクティムバッファは排他的キャッシュと

た手法であり，当該手法をデータキャッシュに適用する場

して L2 キャッシュの部分の中にあるデータを L3 キャッ

合，縮小する部分への電力の供給を完全に停止し，データ

シュの部分に書き戻すときに用いる．

を破壊するため，その部分にあるデータを下位の記憶層へ
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すべてのラインがアクティブのときを「通常モード」，
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図 2 可変レベルキャッシュのブロック図

Fig. 2 Block diagram of Variable Level Cache.

キャッシュの半分をスリープモードにし，排他的キャッ
シュとして動作するときを「低消費エネルギーモード」と
する*1 ．

図 3 ミス回数を用いた切換え回路

Fig. 3 Mode switching hardware using the number of cache
miss.

い，低消費エネルギーと高性能を両立させる．

5. 可変レベルキャッシュの改良手法の提案
4.2 可変レベルキャッシュの動作の詳細
通常モード時は DRI キャッシュと同様，通常のキャッ
シュとして動作する．そして低消費エネルギーモードへの
切換え条件を満たした場合は，低消費エネルギーモードへ
と切り換わる．その際，図 2 に示すマスクのビット幅を変
更し，参照するインデックスに制限をかけ，キャッシュメ
モリの半分をスリープモードへと切り換える．また，可変
レベルキャッシュは DRI キャッシュと異なりスリープモー
ドに切り換える部分のデータを書き戻さなくてよいという
利点がある．低消費エネルギーモード時はマスクによって
キャッシュメモリへのアクセスに制限をかけ，容量が通常
モード時の半分になっている L2 キャッシュの部分へアク
セスを行う．キャッシュミスをした場合，L3 キャッシュ
へと書き戻すデータを図 2 に示すバッファへと移動し，同
じく図 2 に示す再アクセスユニットにより L3 キャッシュ
の部分へとアクセスを行う．このとき，L3 キャッシュへ
のアクセスはスリープ状態の L3 キャッシュを活性状態に
起こしてからアクセスされるため，L3 キャッシュのアク
セス・レイテンシは L2 キャッシュへのアクセス・レイテ
ンシにモード切換えレイテンシを加算したものとなる．L3
キャッシュでキャッシュヒットした場合は，ヒットした
データを L2 キャッシュへと移動し，L3 キャッシュの部分
でもキャッシュミスした場合はメモリにアクセスを行う．
バッファに入れられたデータはキャッシュアクセスの完了
後，バックグラウンドで下位の記憶層に書き戻しされる．
通常モードへの切換え条件を満たした場合，低消費エネ
ルギーモードから通常モードへと切り換えられる．このと
き，キャッシュメモリ内のデータの配置が変わってしまう
ためキャッシュメモリ内のデータをメモリへと書き戻し，
マスクのビットをすべて 1 にし，インデックスへの制限
を解除する．可変レベルキャッシュはこのように動作を行
*1

本手法は DRI キャッシュと同様，キャッシュ容量を 1/2 だけで
なく，1/4，1/8 に分割することも可能だが，本論文では 1/2 に
ついてのみ議論する．
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従来の可変レベルキャッシュは，キャッシュミス回数を
基に予測を行っているため，モード切換えの際に必要とし
ているキャッシュ容量を適切に判断できていない．また，
低消費エネルギーモードから通常モードへと切り換える際
にデータを下位層に書き戻す必要がある．そこで，本論文
ではこれらの問題点を改善する手法に変更する．

5.1 モード切換え手法の変更
モード切換えは可変レベルキャッシュの性能を左右する
重要な部分である．本節では可変レベルキャッシュで用い
られるモード切換え手法について説明する．

5.1.1 従来手法
オリジナルの DRI キャッシュのモード切換えは一定
キャッシュアクセス回数ごとにキャッシュミス回数によ
る閾値でモード判定を行っていた．しかし，DRI キャッ
シュは L1 命令キャッシュへの手法であるため，L1 命令
キャッシュへのアクセス回数と実行サイクル数が同値で
あった．DRI キャッシュを改良した可変レベルキャッシュ
を L2 キャッシュへ適用する際に，L1 キャッシュと比べ
て L2 キャッシュはキャッシュアクセス頻度が低い．その
ため，可変レベルキャッシュではキャッシュアクセスが起
きなくてもモード切換えが起こる，一定時間間隔でのモー
ド切換え手法を採用していた．従来のモード切換えコン
トローラは一定時間間隔でキャッシュミス数をカウント
し，ミス回数が閾値より少なかった場合には低消費エネル
ギーモードに，逆に多かった場合は通常モードへと遷移さ
せる手法である．このブロック図を図 3 に示す．しかし，
キャッシュアクセスの空間的・時間的な局所性という性質
を考慮すると，一定時間間隔においてアクセス回数が増加
してもキャッシュにヒットする場合はミス回数が増加する
とは限らない．そのため，従来の可変レベルキャッシュの
モード切換え手法では最適なモードで動作していない可
能性があった．そこで我々はキャッシュヒット率を用いた
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モード切換え手法へと変更することを考える [11]．

定キャッシュアクセス回数に達した際にモード切換え判定

5.1.2 採用手法

を行い，キャッシュヒット率を求めるための除算を行うよ

5.1.2.1 ヒット率を用いたモード切換え手法

うにする．このように一定キャッシュアクセス回数ごとに

キャッシュヒット率を用いた切換え手法とは，一定間隔

区切ることにより，除算の分母であるキャッシュアクセス

でキャッシュヒット率を計測し，キャッシュヒット率が閾

回数が固定となる．そして分母であるキャッシュアクセス

値よりも高ければ低消費エネルギーモードに，逆に低けれ

数を 2 のべき乗とすることで，除算器を用いずに固定ビッ

ば通常モードへと遷移させる手法である．ブロック図を

ト（図 5 の N）右シフトを行うだけで除算が可能となる．

図 4 に示す．しかし，この手法は一定間隔ごとにキャッ

たとえば，キャッシュアクセスが 8,192（213 ）回発生するご

シュヒット率を求めるために除算器が必要となる．そのた

とにモード切換え判定を行うとする．実際にはキャッシュ

め，除算器を組み込むことでハードウェアコストが高くな

ヒット率を求めるための除算の分母であるキャッシュアク

るという問題点がある．そこで，性能を維持したまま除算

セス回数は 213 で固定であるため，下位 13 bit を除いた上

器を用いずに実装できるモード切換え手法を採用する [12]．

位ビットを直接取り出せばキャッシュヒット率を求めるこ

5.1.2.2 シフト演算を用いたモード切換え手法

とができる．そのため，図 5，図 6 に記載されている除算

前述した従来のモード切換え手法とキャッシュヒット率
を用いたモード切換え手法ではプログラム実行中に一定時

のためのシフタは不要である．

5.1.2.3 キャッシュヒット率を用いたモード切換え手法
の問題点

間間隔ごとにキャッシュアクセス回数とキャッシュヒッ
ト回数をカウントし，除算器を用いて除算を行うことで

シフタによる一定キャッシュアクセス回数ごとのキャッ

キャッシュヒット率を求め，キャッシュヒット率が閾値を

シュヒット率を用いたモード切換え手法では，キャッシュ

超えていれば低消費エネルギーモードに，閾値以下ならば

アクセスをトリガにしているため，プログラムの実行サイ

通常モードへと切換えを行っている．つねにキャッシュア

クル中にキャッシュアクセスが起こらない期間が長く続い

クセス回数は可変であるため，キャッシュヒット率を求め

た場合，モード切換えができないという問題がある．そこ

るためには除算が不可欠である．そこで我々は除算器の代

で，キャッシュアクセスが起こらない期間を検出し，一定

わりにシフタを用いたモード切換え手法を採用する．シフ

間隔，具体的には 1,024 cycle キャッシュアクセスがなかっ

タを用いたモード切換え手法のブロック図を図 5 に示す．

た場合は低消費エネルギーモードに切り換えるための回路

この手法ではプログラム実行中に発生したキャッシュアク

を追加する．この 1,024 cycle は実験により求めた最適値

セス回数，そしてキャッシュヒット回数をカウントし，一

である．改良型モード切換え手法のブロック図を図 6 に
示す．図 6 の tic は多くの CPU が持っている実行サイク
ルカウンタの値であり，下位 10 bit がすべて 0 のとき，す
なわち 1,024 cycle ごとにキャッシュアクセスが起きたか
をチェックする．図 6 の clk は CPU のクロックであり，

access はキャッシュアクセス信号である．キャッシュアク
セスがあったことを記憶する FF は 1,024 cycle ごとにリ
セットされる．

図 4

ヒット率を用いた切換え回路

Fig. 4 Mode switching hardware using cache hit raio.

図 6

非キャッシュアクセス期間の検出回路を追加した改良型モー
ド切換え回路

図 5 シフト演算を用いた切換え回路

Fig. 5 Mode switching hardware using shifter.
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Fig. 6 Mode switching hardware with the detection circuit of
non cache access term.
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5.1.3 予備評価

増加が問題になると考えられる．従来の可変レベルキャッ

SimpleScalar [13] 上に可変レベルキャッシュを組み込み，

シュは，低消費エネルギーモードから通常モードに切り換

SPEC2000 ベンチマークを用いて予備評価を行った結果，

える場合，適正な位置ではないデータ配置を解消するため

除算器によるキャッシュヒット率を用いた切換え手法は，

にキャッシュメモリを走査し，ダーティビットの立ってい

5.1.1 項であげたキャッシュミス回数を用いた従来のモー

るラインをすべて主記憶に書き戻しているため，大きな

ド切換え手法と比較して実行時間の増加を平均 1%未満に

オーバヘッドが発生している．具体的にオーバヘッドは以

おさえつつ消費エネルギーを平均で約 16%低下させるとい

下のようになる．

う結果が得られた．これはキャッシュのアクセス特性に応
じてより最適なモードで動作する割合が増加したためであ
る．また，シフト演算を用いた手法は除算器を用いた手法
と比較して性能の低下は平均で 1%にも満たないことが分
かった．よってモード切換えにはハードウェアコストが低
いシフト演算を用いた手法を採用する．

[書き戻しオーバヘッド]
= [全ライン走査]
+ [全ダーティライン数] × [書き戻しサイクル]
そこで，本論文では 2 種類の書き戻しオーバヘッド軽減
手法を提案する．
以降，通常モード時において適正な位置にないデータの

5.2 可変レベルキャッシュの書き戻しペナルティ軽減手法
可変レベルキャッシュは動的に要求性能を判断し，通常

ことを「不良配置ライン」と呼ぶ．

5.2.1 改良案 1

モードと低消費エネルギーモードを切り換えている．通常

1 つ目の手法は，書き戻しをする際に不良配置ラインを

モードから低消費エネルギーモードへと切り換える際は

選別することで，主記憶に書き戻しをするデータ数を減少

データを下位層に書き戻す必要はないが，低消費エネル

させる方法である．

ギーモードから通常モードに切り換える際は，キャッシュ

データが正しい場所にあるか否かの判定はタグとイン

内のデータの配置が通常モードでの本来の位置と異なるた

デックスを用いて行う．可変レベルキャッシュではキャッ

め，データを下位層に書き戻す必要がある．具体的な例を

シュを均等に 2 つのバンクに分割している．そのため，

用いて説明する．図 7 は低消費エネルギーモード時に遷

bankA のインデックスの最上位ビットは 0 であり，bankB

移した，すなわち L2 と L3 に分割された直後の状態のタグ

のインデックスの最上位ビットは 1 となる．また，低消費

メモリを示したものである．ここでは 2 分割すると仮定し

エネルギーモード時にセット数が半減する，すなわち参照

ているので，tag フィールドの LSB は index の MSB，す

するインデックスの範囲が半分になり最上位ビットは無

なわち冗長な 1 bit 分のタグ情報を含んでいる．低消費エ

視されるため，アドレスのタグフィールドはインデックス

ネルギーモード時に図 7 のようにデータが配置されてい

の最上位ビットと重複するように 1 bit 分冗長にとってあ

たとする．低消費エネルギーモードの場合，index の上位

る．よって，タグフィールドの冗長な 1 bit の値が低消費

1 bit が無視される．よって，仮にアドレス 0110100 へのア

エネルギーモード時には無視されているインデックスの最

クセスがあった場合，まず L2 キャッシュの A を調べ，ミ

上位ビットの値と一致しなければ，不良配置ラインだと断

スする．その後，L3 キャッシュの B を調べ，ヒットする

定することができる．このようにタグとインデックスの重

ため，A と B のデータを入れ換える．その後に通常モード

なる部分を比較し，ダーティビットの立っている不良配置

へと切り換えられた場合の様子を図 8 に示す．通常の L2

ラインだけを書き戻すことでオーバヘッドの軽減を図って

キャッシュに戻るため，index の上位 1 bit も有効となり，

いる．また，1 bit の比較を行うのみなので，ハードウェア

A と B のデータの配置が本来のデータ配置と異なり，正し

量がほとんど増えない．改良案 1 における書き戻しオーバ

いキャッシュアクセスができなくなるため，データの書き
戻しが必要となる．
このペナルティはプログラム実行時間に影響を与え，ま
たプログラム実行時間の増加によるリークエネルギーの

図 7 低消費エネルギーモードでの動作

Fig. 7 Operation in low energy mode.
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図 8

通常モードでの動作

Fig. 8 Operation in normal mode.
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ヘッドは以下のようになる．

[書き戻しオーバヘッド]
= [全ライン走査]
+[ダーティビットが立っている不良配置ライン数]
× [書き戻しサイクル]

図 9 低消費エネルギーモードでの動作（改良案 2）

Fig. 9 Operation in low energy mode (proposal 2).

しかし，全ラインを走査するペナルティはベンチマーク
実行時の全体を通して見ても，実行サイクル数の約 0.1%程
度であった．今回の評価実験においてはライン走査ペナル
ティも評価に入れてはいるが，実際の書き戻しオーバヘッ
ドの大部分は不良配置ラインの書き戻しサイクルのみで
あった．

5.2.2 改良案 2

図 10 通常モードでの動作（改良案 2）

Fig. 10 Operation in normal mode (prposal 2).

2 つ目の手法は，モードを切り換えたときにダーティビッ
トの立っている不良配置ラインの書き戻しを行わない方法

方のバンクの対応するセットに不良配置ラインがなくなっ

である．その代わり，通常モードに切り換えた後も不良配

たことになり，2 次アクセスを行うことなく，通常のキャッ

置ラインがキャッシュ内に存在しているため，キャッシュ

シュと同様に下位層へアクセスを行う．このようにして，

ミスが発生したときは他方のバンクもアクセスする必要が

配置が混ざったデータもプログラムの実行時間とともに本

ある．しかし，キャッシュミスのたびに他方のバンクもア

来の配置へと移動し，徐々に通常の状態へと戻っていく．

クセスすることはキャッシュアクセスのレイテンシと消費

また，1 次アクセスのキャッシュミスの際に下位の記憶

エネルギーの増大につながる．

層へとリプレースするラインはアクセスされたセット内の

そこで，可変レベルキャッシュの各セットに他方のバン

不良配置ラインを優先し，不良配置ラインがなければ通常

クの「対応するセット（corresponding set）」に格納され

どおり LRU アルゴリズムで行う．これはできる限り早く

ている不良配置ラインの個数を記録する n diﬀerent を追

不良配置ラインを追い出し，通常のキャッシュの動作に戻

加する．
「対応するセット」とは，それぞれのバンクの最

すためである．ただし，この改良案 2 では不良配置ライン

上位ビットを除いたインデックスが一致するセットを指

のスワップは対応セットどうしで行うため，スリープモー

す．n diﬀerent の値の最大値は連想度と等しくなるため，

ド時のキャッシュ容量は 1/2 に限定される．また今回の評

1 つの n diﬀerent につき log2 (連想度) のビット数が必要と

価においては n diﬀerent の操作はデータの移動処理とオー

なる．そのため，キャッシュメモリのハードウェアサイズ

バラップ可能なため，当該処理にかかる電力のみを考慮し，

が大きくなるが，従来の可変レベルキャッシュと比較して

本手法適用において n diﬀerent の更新処理によるレイテン

16 way の場合でも 1 つのセット，すなわち 16 ラインにつ

シの増加はないと仮定した．

き 4 bit であるため，1 セットあたりのビット数と比較する
と十分に小さい．本手法を具体的な例を用いて説明する．
図 9 は低消費エネルギーモードで動作しており，不良配置

6. 性能評価
6.1 評価方法

ラインが混在している状態を示している．図 9 の A1〜A8

本論文では，NUAL キャッシュ，DRI キャッシュ，可変

は bankA に存在すべきライン，B1〜B8 は bankB に存在

レベルキャッシュについて，実行時間と消費エネルギーの

すべきラインである．つまり，この例では「B1，B2，B3，

評価を行う．

A6，A7，A8」が不良配置ラインである．この状態で通常

まず，プロセッサシミュレータである SimpleScalar を

モードへの切換え条件を満たした場合，bankA，B が統合し

改造し，NUAL キャッシュと DRI キャッシュ，可変レベ

（図 10）
，通常モードに遷移する．必要なラインが不良配置

ルキャッシュをそれぞれ組み込んだ．そして，改造した

ラインである「A6」の場合，まずキャッシュアクセスが発

SimpleScalar を用いて，それぞれの手法におけるプログラ

生し（access1）
，キャッシュミスする．ここで，セット内の

ムの実行サイクル数を調べ，実効時間の比較評価を行った．

n diﬀerent が 1 であるため，
「A6」が他方のバンクにある可

キャッシュのエネルギーを評価する値は CACTI [16] を用

能性がある．そこで対応する他方のバンクに 2 次アクセス

い，32 nm プロセスを想定して求めた．実行サイクル数と

（access2）を行う．そして，ヒットするため不良配置ライ

下記の式で求まった消費エネルギーを用いて比較を行う．

ンである「A6」を自分のバンクに移動し，n diﬀerent をデ

消費エネルギーは動的エネルギーと静的エネルギーの和で

クリメントする（access3）．n diﬀerent が 0 になれば，他

求められる．そこで，各手法の動的エネルギーと静的エネ
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ルギーを文献 [14], [15] を参考に以下の計算式を用いて計

に落ちているラインの平均割合，Esleep

算した．

はそれぞれスリープ状態と活性状態での 1 ラインにおける

6.1.1 Normal，DRI，可変レベルキャッシュ

リークエネルギーである．

可変レベルキャッシュにおける動的エネルギーは L2

leak ，Eactive leak

この評価式において，DRI キャッシュの場合はセット

キャッシュへの通常アクセスとスリープモードからの復帰

の電圧を完全に遮断するため Esleep

の 2 種類に分類される．よって可変レベルキャッシュの動

また，電圧を遮断した状態から電圧供給状態への復帰にか

的エネルギーは

かる電力が不明なため，Eone

Edynamic = Eaccess + Ewakeup

(1)

となる．式 (1) 中の Eaccess は下記のように計算される．

Eaccess = Eone
ここで，Eone

access

access

leak

wakeup

の値は 0 である．

は可変レベルキャッ

シュと同値と仮定する．実際には電源遮断状態からの供給
電力の方がエネルギー消費が多いため，この仮定は提案手
法にとって有利になるものではない．
また，通常キャッシュにおいてはスリープモードが存在

× Naccess

(2)

は 1 回のアクティブ状態のキャッシュ

しないため Edynamic = Eaccess とし，Estatic = Eactive

leak

となる．

アクセスに必要なエネルギー，Naccess はキャッシュアク

最後に，可変レベルキャッシュの電力については可変レ

セスの回数である．スリープモード中の可変レベルキャッ

ベルキャッシュ実装に必要な追加回路の電力も考慮に入れ

シュにおいて 1 つのメモリアクセス命令を処理する場合，

るため，消費エネルギーの総和に以下のエネルギーを加算

下記のとおり複数回のアクセスが必要になる．

する．

1. アクティブ状態のセットにアクセス．

EP

2. 活性化させたセット（疑似 L3）にアクセス．

= Econtroller × Naccess

circuit

+Ebuf f er × Nwakeup

3. 疑似 L3 でヒットした場合，ラインをスワップするた
ここで，EP

めに 2 回のアクセス．

Naccess はこれらのアクセス回数の総和である．
Ewakeup = Eone

wakeup

× Nway × Nwakeup

は L2 キャッシュに追加した周辺回路の

エネルギーの総和，Econtroller はモード切換えコントロー

(3)

式 (1) 中の Ewakeup は上記のように計算され，このとき

Eone

circuit

(6)

ラが 1 回の動作に必要なエネルギー，Ebuf f er はビクティ
ムバッファへのデータ待避および読み出しを 1 回ずつ実
行する際に必要なエネルギーである．周辺回路のリークエ

は 1 回スリープ状態のセットを活性化するた

ネルギーは非常に小さく，個別の評価が困難なため，考慮

めに必要なエネルギーと蓄積された電荷の持つエネルギー

しないものとする．その他の追加回路，具体的にはミスカ

の総和である．Nway は可変レベルキャッシュの連想度，

ウンタ，再アクセスユニット，および改良案 2 で必要にな

Nwakeup はスリープ状態のセットを活性化させた回数であ

る 4 bit カウンタについては，Verilog HDL を用いたハー

る．本節末にも記述するが，今回の電力評価においては主

ドウェア設計を行い，トランジスタレベルでの電力シミュ

な周辺回路以外の回路の電力は評価に入れていない．ま

レーション評価の結果，コントローラ部分とビクティム

た，活性化状態とスリープ状態との遷移時の電荷をチャー

バッファの消費エネルギーを比較して 0.1%未満であるこ

ジ・ディスチャージする際にかかるエネルギーは算出が困

とが分かったため，電力評価モデル式では考慮しないもの

難なため，SRAM の最大周波数での動作時の動的エネル

とする．

ギーを用いた．次に静的エネルギーは下記の計算式で計算

6.1.2 NUAL キャッシュ

wakeup

NUAL キャッシュの消費エネルギーについてはキャッ

される．

Estatic = Eset

leak

× Nset × Nway × Cycles ÷ F req
(4)

ここで，Nset は可変レベルキャッシュのセット数，Cycles
はプログラム実行にかかったクロックサイクル数，F req
は CPU のクロック周波数である．また，1 セットにおける
リークエネルギー Eset

Eset

leak

leak

は下記の計算式で計算される．

= Rsleep × Esleep

leak

(5)

ここで，Rsleep は可変レベルキャッシュのスリープモード
c 2012 Information Processing Society of Japan


NUAL キャッシュはキャッシュアクセスの際，現在活性
状態のウェイから参照されるため最初のウェイアクセスと
キャッシュミスによる 2 回目以降のウェイアクセスでは動
的エネルギーが異なる．よって動的エネルギーはこの 2 種
類に分類され，計算式は

Edynamic = E1st

access

となる．式 (7) 中の E1st

leak

+ (1 − Rsleep ) × Eactive

シュ構成が大幅に異なるため，別の計算モデルを構築した．

+ Elater
access

access

(7)

は最初のウェイアクセスに

かかる動的エネルギーであり，下記のように計算される．

E1st

access

= Eway

access

× Naccess

(8)
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ここで，Eway

は 1 回のウェイアクセスに必要なエ

access

表 1 SimpleScalar のキャッシュに関するパラメータ

Table 1 Parameter of SimpleScalar’s cache.

ネルギーである．またキャッシュミスによる 2 回目以降
のウェイアクセスにかかる動的エネルギーの総和である

キャッシュ容量

Elater

L1 i-cache

access

Elater

は

access

= (Eway

access

+ Ewakeup

way )

× Rhit × Naccess
となる．ここで，Ewakeup

(9)

64 KB（64 B/entry，2 way，512 entry）

L1 d-cache

64 KB（64 B/entry，2 way，512 entry）

L2 d-cache

256 KB（64 B/entry，16 way，256 entry）

ヒット・レイテンシ

L1 cache
way

はスリープ状態の 1 ウェイ

L2 d-cache

を活性化させるために必要なエネルギーと蓄積された電荷

主記憶

の総和，Rhit はキャッシュヒットするまでにウェイを参照

モード切換えのオーバヘッド

する平均回数である．Rhit は実行するプログラムによっ

必要サイクル数

1 cycle
10 cycle
250 cycle
10 cycle

て値が変わってくるが，つねに 0 ≤ Rhit ≤ 連想度 − 1 で
ある．

万 cycle ごとにキャッシュミス回数を測定し，閾値を超え

次に静的エネルギーは下記の計算式で計算される．

ていれば通常モードに，閾値以下なら低消費エネルギー

Estatic = {Eact

モードに切り換えるものとする．可変レベルキャッシュは

way leak +(Nway −1)×Esleep way leak }

× Cycles × F req
ここで，Eact

way leak ，Esleep way leak

(10)
はそれぞれ活性状

8,192（213 ）回のキャッシュアクセスごとにシフト演算を
用いてキャッシュヒット率を測定し，閾値以下ならば通常
エネルギーモードに，閾値を超えていれば低消費エネル

態とスリープ状態の 1 ウェイにおけるリークエネルギーで

ギーモードに切り換えるものとする．DRI キャッシュの

ある．

閾値は 1,000 回を採用する．可変レベルキャッシュの閾値

なお，L2 キャッシュからメインメモリへの書き戻しの

を 56.5%とする．なお，関連研究を含む各手法の閾値はす

際の DRAM やバスの電力は測定が困難であるため評価に

べてシミュレーション評価により実験的に求めた最適値で

入れないものとする．また，評価式中のスリープ状態と活

ある．可変レベルキャッシュにおいて，キャッシュメモリ

性状態との遷移に必要なエネルギーは算出が困難なため，

をスリープモードから通常モードへと切り換える時間は文

仮定値として CACTI で求められる最大周波数での動作時

献 [18], [19] を参考に 10 cycle とし，NUAL キャッシュと

の動的エネルギーの値を用いた．ただし，この仮定値を 10

DRI キャッシュのモード切換え時間も同じく 10 cycle と仮

倍，100 倍，1,000 倍に増やしたことによる結果全体への影

定した．ただし，実際は DRI キャッシュのモード切換え

響は 0.01%以下とごく微少であり，電力見積りに与える影

オーバヘッドは電圧 0 V の状態から電圧供給を行い，対応

響は十分に小さいといえる．

バンクの電圧状態が安定するまでの時間がかかるため，可

6.2 実験環境

よりも時間がかかることが予想される．また，CPU クロッ

変レベルキャッシュや NUAL キャッシュのモード切換え
可変レベルキャッシュに関して，性能と消費エネルギー

ク周波数は 1 GHz とした．

の評価を行うため，SimpleScalar を改造し，NUAL キャッ

NUAL キャッシュ，DRI キャッシュ，可変レベルキャッ

シュと DRI キャッシュ，可変レベルキャッシュを実装し

シュを組み込んだ SimpleScalar 上でベンチマークプログ

た．ここで，NUAL キャッシュと DRI キャッシュ，可変

ラムをアウト・オブ・オーダ実行し，それぞれの手法の性

レベルキャッシュは SimpleScalar の L2 の統合キャッシュ

能を測定した．

に実装することを想定し，また，可変レベルキャッシュは

ベ ン チ マ ー ク プ ロ グ ラ ム は SPEC2000 [17] よ り ，

Exclusive Cache の技術を用いるため，Exclusive Cache が

SPECint2000 から 164.gzip，175.vpr，176.gcc，181.mcf，

組み込まれている AMD の Athlon プロセッサ [20] をもと

197.parser，255.vortex，256.bzip2 の 7 種類，SPECfp2000

に設定したプロセッサ構成を表 1 に示す．

から 179.art，183.equake，188.ammp の 3 種類，計 10 種

今回の評価において，可変レベルキャッシュは，1 つ
の 256 KB の L2 キャッシュとして扱う通常モードと，L2

類を使用した．
その際，プログラムの実行安定時の評価を行うために，

キャッシュが 128 KB，L3 キャッシュが 128 KB である排

プログラム実行開始より 20 億命令実行後の 20 億命令を評

他的キャッシュとして動作する低消費エネルギーモードの

価対象とした．

2 種類を動的に切り換える．DRI キャッシュは，L2 キャッ
シュを 256 KB とする通常モードと，半分の電源を切り L2

6.3 評価結果

キャッシュを 128 KB とする低消費エネルギーモードを動

NUAL キャッシュと DRI キャッシュ，可変レベルキャッ

的に切り換えるものとする．また，DRI キャッシュは 100

シュの実行時間と消費エネルギーの結果をそれぞれ図 11，

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 11 実行時間

Fig. 11 Execution time.

図 12 消費エネルギー

Fig. 12 Energy consumption.

図 12 に示す．各図の横軸は使用したベンチマークを表し

変更したモード切換え手法を用いている．

ており，縦軸はそれぞれ，実行時間，消費エネルギーを通常

可変レベルキャッシュの 3 手法（LevelA，LevelB，Lev-

のキャッシュの結果で正規化したものである．また，各手法

elC）を比較した結果，図 11 より LevelA，LevelB はそれ

におけるベンチマークごとのキャッシュミス率を図 13 に

ぞれ通常のキャッシュと比較して平均 5%実行時間が増加

示す．図中の「Normal」は通常のキャッシュ，
「NUAL」は

しているが，LevelC においては実行時間の増加が 1%未満

NUAL キャッシュ，
「DRI」は DRI キャッシュ，
「LevelA」

であった．また，図 12 より LevelC は LevelA と比較して

は低消費モードから通常モードに切り換える際にキャッ

消費エネルギーを平均 5%低下，LevelB は LevelA と比較

シュ内のデータをすべてフラッシュする可変レベルキャッ

して平均約 8%低下させる結果が得られた．

シュ，
「LevelB」は 5.2.1 項で提案した改良案 1 を組み込ん

LevelC が LevelB よりも実行時間では優れるが，消費エ

だ可変レベルキャッシュ，
「LevelC」は 5.2.2 項で提案し

ネルギー削減で劣る結果となった理由として以下の 2 つが

た改良案 2 を組み込んだ可変レベルキャッシュの結果であ

考えられる．

る．なお，LevelA，LevelB，LevelC はそれぞれ 5.1.2.2 で

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 13 キャッシュミス率

Fig. 13 Miss rate.

換えるときに書き戻すデータ数の減少があげられる．改良

その理由の 1 つとして，実行時間の差があげられる．前

案 2（LevelC）は低消費エネルギーモードから通常モードに

節でも述べたが，今回の実験においては SRAM の電圧 0 V

切り換えるときにデータを書き戻していないため，モード

の状態から電圧が安定状態になるまでのペナルティが不

切換え時のオーバヘッドは発生しない．そのため，LevelC

明なため，可変レベルキャッシュの低消費エネルギーモー

にはモード切換えオーバヘッドによる実行時間の増加がほ

ドからの復旧ペナルティと同じ値に仮定している．そのた

とんど見られなかった．

め，実際には DRI キャッシュの実行時間および消費エネ

2 つ目の理由はモード切換え頻度の向上である．改良案

ルギーは今回の実験結果よりも増加することは明らかであ

1（LevelB）はモード切換え時の不良配置ラインの書き戻

る．また，可変レベルキャッシュが優れているもう 1 つの

しオーバヘッドを必要とするため，モード切換えが起こ

理由に，ヒット率の差があげられる．

ると数百 cycle から数万 cycle，動作が停止する．その後

可変レベルキャッシュは，低消費エネルギーモードのと

1,024 cycle ごとのモードチェックが動作し，また低消費エ

きのキャッシュヒット率が DRI キャッシュと比較して高

ネルギーモードへと切り換わる，という現象が起こるため，

いため，低消費エネルギーモードで動作する確率も高くな

モード切換え頻度が上がり，結果的に低消費エネルギー

る．この低消費エネルギーモードでの動作率の向上によ

モードで動作する割合が増えた．しかし，その反面，モー

り，DRI キャッシュでは消費エネルギー削減効果が薄かっ

ド切換えが頻発したことによる書き戻しオーバヘッドが増

た gcc や paster などのベンチマークにおいても，可変レベ

大し，実行時間が増加する結果となった．

ルキャッシュにおいては DRI キャッシュより大きなエネ

LevelB と LevelC を比較すると，LevelB は消費エネル

ルギー削減に成功している．

ギー削減の点で勝るが，実行時間の増加が平均約 5%と大

そして NUAL キャッシュは，消費エネルギー削減の観

きく，無視できる値ではない．以上の理由から，改良案 2

点においては通常キャッシュよりも平均約 87%低減させて

を用いた「LevelC」が最も優れているといえる．以降は改

おり，可変レベルキャッシュよりも優れているといえる．

良案 2（LevelC）についてのみ議論することとする．

しかし，NAUL キャッシュは活性化されている 1 ウェ

DRI キャッシュと可変レベルキャッシュは，前述のとお

イ以外の全ウェイがつねにスリープ状態なので，大幅に

り，キャッシュアクセスの局所性が高ければ，キャッシュ

リークエネルギーを削減できる一方，ammp や art などの

ヒット率が高くなるので低消費エネルギーモードで動作す

キャッシュアクセスの局所性が低いベンチマークにおいて

ることが多くなり，逆にキャッシュアクセスの局所性が低

はキャッシュミスが多発し，ウェイを活性化させて再アク

ければ，キャッシュミス率が高くなるので通常モードで動

セスするペナルティにより，実行速度が著しく増加した．

作することが多くなる．
今回の実験の結果，DRI キャッシュと可変レベルキャッ
シュでは後者に優位性があることが確認できた．

c 2012 Information Processing Society of Japan


よって，可変レベルキャッシュの優位点として，図 11 で
示すように，NUAL キャッシュはベンチマークによって結
果に大きなばらつきがある一方で，可変レベルキャッシュ
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はどのベンチマークに対しても通常のキャッシュとほぼ同

[3]

等の実行時間で，平均約 32%の消費エネルギー削減が保て
ることがあげられる．これは可変レベルキャッシュは通常

[4]

のキャッシュと同等の動作を行う通常モードを持ち，さら
に NUAL キャッシュと違い低消費エネルギーモードの際
にもウェイ数が減らないため，キャッシュヒット率を高く

[5]

保つことができ，実行時間への影響が小さいためである．
今回の比較の結果，可変レベルキャッシュ（LevelC）は
通常キャッシュと比べ実行時間の増加を 1%未満におさえ

[6]

つつ，平均約 32%のエネルギーを削減できることが分かっ
た．また，DRI キャッシュと比べ実行時間で平均約 3%，
エネルギー削減で平均約 27%勝っており，NUAL キャッ
シュと比較して実行時間では平均約 28%勝っているが，エ

[7]

ネルギー削減で平均約 52%劣っていることが分かった．動
作速度が重要な分野においては，通常のキャッシュと同程
度の速度で消費エネルギーを削減できる可変レベルキャッ

[8]

シュの方が優位性が高いといえる．

7. おわりに

[9]

本論文では，キャッシュリークエネルギー削減手法とし
て可変レベルキャッシュを提案した．可変レベルキャッ

[10]

シュは，キャッシュの要求性能を動的に判断し，高い容量
を必要としないときは，キャッシュの半分の電源電圧を

[11]

データが壊れない程度に落とし，かつ，1 つ下のレベルの
排他的キャッシュとして利用することで，キャッシュ性能
を維持しつつ低消費エネルギーを実現するものである．そ

[12]

して，シミュレーションによって通常キャッシュと同等の
性能を維持しつつ消費エネルギーの削減に成功し，従来の
キャッシュリークエネルギー削減手法である DRI キャッ

[13]

シュよりも優位性があることを示し，NUAL キャッシュと
の比較では，消費エネルギー削減率では提案手法の方が不

[14]

利であるが，NUAL キャッシュは実行時間の増加が大きい
ため，性能がより重要な分野においては可変レベルキャッ

[15]

シュの方に優位性があるといえる．
今後の展望としては，1) 提案手法を VLSI 上に設計し，
より詳細な評価を行っていくこと，2) NUAL キャッシュ
と可変レベルキャッシュとを融合させ，要求性能に応じて

[16]
[17]

最適な電力制御を行うことを目指した手法の開発を行って
いくことがあげられる．

[18]
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