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超低消費電力化データ駆動ネットワーキングプロセッサ
ULP-CUE の試作とその評価
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概要：災害などにより通信インフラが機能できない緊急時に，通信環境を維持する解決策の 1 つとして，
アドホックネットワーキング方式を想定した超低消費電力化データ駆動ネットワーキングシステムを検討
している．この一環として，ネットワーキングシステムのプラットフォーム実現の鍵となるいわゆる実時
間多重処理を，本質的な電力消費のみによって実現する超低消費電力化データ駆動ネットワーキングプロ
セッサ ULP-CUE（Ultra-Low-Power Coordinating Users’ requirements and Engineering constraints）を
提案する．ULP-CUE は，通信処理の主体となる単項演算命令を本質的に必要な処理回路を駆動するのみ
で実行することにより，従来に比べ，消費電力量を約 54%に低減させる可能性があることを，試作 VLSI
（ULP-DDCMP: Ultra-Low-Power Data-Driven Chip Multiprocessor）の実測結果に基づき示す．
キーワード：データ駆動プロセッサ，プロトコル処理，自己同期型エラスティックパイプライン
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Abstract: Ultra-low-power protocol handling is a key to realize ad hoc networking platforms providing
communication environment, especially in emergent situations. To realize the ultra-low-power, real-time
multiprocessing indispensable for the protocol handling should be realized with essential power consumption
in which power consumption is confined into only target program execution. In this paper, ultra-low-power
data-driven networking processor ULP-CUE is proposed to realize the real-time multiprocessing with the
essential power consumption. This paper demonstrates that the energy of an optimized circular pipeline architecture can be reduced to approximately 54% of that of conventional one by evaluating the latest prototype
VLSI chip (ULP-DDCMP: Ultra-Low-Power Data-Driven Chip Multiprocessor).
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災害などにより通信インフラが機能できない緊急時に，
通信環境を維持することの重要性が再認識されている．筆
者らは，この解決策の 1 つとして，MANET [1] などのアッ
ドホックネットワーキング方式を想定した超低消費電力化
データ駆動ネットワーキングシステムを検討している [2]．
アドホックネットワーキングシステムのプラットフォー
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ム実現の鍵は，いわゆる実時間多重処理の低消費電力化に
ある．すなわち，通信処理に要求される QoS（Quality of

Service）として規定された時間制約を満足した実時間性を
実現する必要がある．さらに，多数の通信の多重処理にお
いて，実時間性を維持するためには，個々の通信処理を他
の通信処理の影響を受けずに独立に実現することが大前提
になる．しかし，逐次処理方式を基本としたこれまでの実
現法 [3], [4] では，文脈切替えオーバヘッドをともなう時分
割多重処理の高効率化を中心に検討されてきた．このアプ
ローチでは，多重処理数の増加にともないオーバヘッドが
顕在化し，実時間制約と低消費電力化に対する要求に対応
しえない．
文脈切替えのオーバヘッドを回避する方策としては，SMT
（Simultaneous MultiThreading）[5] によるハードウェアス
レッドを常時立ち上げるなどの代替案が考えられる．本研
究では，通信処理向きの受動的な動作様式を持つデータ駆
動方式に着目して，プラットフォームの超低消費電力化を
目的としている．筆者らは，多重処理を含む並列処理の実
現に関する限り，実行時のオーバヘッドがまったく生じな
いなど，通信処理を本質的な電力消費によって実現可能と
考えられるデータ駆動原理を VLSI 実現まで徹底した超低

図 1 実時間多重処理のデータ駆動実現

Fig. 1 Data-driven realization of real-time multiprocessing.

消費電力化の実現法をめざしている [2]．本論文は，この検
討の一環として試作したデータ駆動ネットワーキングプロ
セッサ ULP-CUE とその評価を述べる．

2.1 データ駆動型多重処理方式
パケットの処理に本質的に必要な電力消費を実現するに

ULP-CUE は，計算資源の許す限り，命令の実行を演算

は，同時並行実行可能な処理を，同時に処理するパケット

対象のデータが到着した時点で開始する，データ駆動処理

数（多重度）によらず，オーバヘッドなく実行する方法が欠

方式を採る．このため，ULP-CUE では，通信処理を同時

かせない．この観点から，データの到着した命令を実行可

に実行する場合に，同時並行に実行可能な命令の検出や，

能と判断するデータ駆動原理に基づき，同時に実行可能な

文脈切替えといった制御はなく，本来の処理を実現する命

命令を検出する制御オーバヘッドなく，命令レベルで細粒

令のみが実行される．さらに，命令の実行にのみ電力の消

度に多重処理するデータ駆動型多重処理方式はきわめて有

費を局限するため，ULP-CUE を構成するパイプラインを，

望である．データ駆動型多重処理方式の模式図を図 1 (a)

自己同期型エラスティックパイプライン STP（Self-Timed

に示す．データ駆動型多重処理方式では，半順序関係にあ

Pipeline）で実現している [6]．この STP は，有効データ

る命令すなわち同時実行可能な命令を，プログラムをデー

のあるパイプライン段のみを駆動するため，トランジスタ

タフローグラフ DFG（Data-Flow Graph）で定義すること

のスイッチングによる電力消費すなわち動的電力消費は稼

で明示的に示す．DFG は，命令を示すノードと，命令間の

働中のパイプライン段に局限される．

データ依存関係を示すアークで構成される．プログラムの

本論文では，パイプライン中でのデータ移動にともなう

実行では，本質的にデータ依存関係に沿って命令を実行す

動的電力消費の極小化に着目した最適化パイプラインアー

るため，データの到着した命令を計算資源の許す限り実行

キテクチャを提案し，試作 VLSI の実測結果に基づき有効

するのみで，同時実行可能な命令（図中では，データの到

性を示す．

着した j+1，j+3 および k+1 の命令）が自然に同時に実行

2. 超低消費電力化の要件
本章では，通信の実時間多重処理の基礎となるデータ駆

される．したがって，命令の実行に付加的な制御なく，同
時並行処理，パイプライン処理に加えて，異なる入力デー
タに対する多重処理が実現される．

動型多重処理方式における並列処理性およびそれを実現す
るパイプラインアーキテクチャについて議論したうえで，

2.2 パイプラインアーキテクチャ

実時間多重処理の超低消費電力化に関して，自己同期型エ

命令の同時並行実行は，並行処理あるいはパイプライン

ラスティックパイプラインによる VLSI 実現法の特徴を明

処理により実現できる．前者の並行処理は，命令の実行を

らかにする．

実現する計算資源を複数用意し，空間的に並行して実行す

c 2013 Information Processing Society of Japan


79

情報処理学会論文誌

コンピューティングシステム

Vol.6 No.1 78–86 (Jan. 2013)

る．しかし，実行可能な命令は，事前には決まらないため，

データを転送する．4 相式のハンドシェイクは下記の 1〜4

実行可能となった命令のみを空いている計算資源に割り当

の手順で実現される．

て，さらに命令を実行し終えた計算資源からのみ選択的に

• （リセット）リセット信号がアサートされた後，C（Ci ）

実行結果を出力する必要がある．これらの動的な割当てと

は send 信号（sendi+1 ）と ack 信号（acki ）をネゲー

出力の選択を実現するには，すべての計算資源を監視し，

トする．リセット信号がネゲートされた後，下記の手

パケットの有無と処理の状態を管理する電力消費が生じる．

順に沿ってハンドシェイクを実現する．なお，図 1 で

これに対して，後者のパイプライン処理は，命令を実行

は，図の簡単化のためリセット信号は省略している．

する計算資源すなわちパイプラインを複数のパイプライン

• （手順 1）C（Ci ）は，send 信号（sendi−1 ）がアサー

段に分割して，分割したパイプラインの各パイプライン段
で異なる命令を時間的に並行して実行する．パイプライン
処理では，パイプラインを細粒度に分割するスーパパイプ
ラインにより，単位時間あたりに実行できる命令数を向上

トされた後，ack 信号（acki ）をアサートする．

• （手順 2）ack 信号（acki ）がアサートされた後，先行の
C（Ci−1 ）は，send 信号（sendi−1 ）をネゲートする．
• （手順 3）send 信号（sendi−1 ）がネゲートされた後，C

させれば，並行処理と同程度の同時並行実行を実現できる．

（Ci ）は，ack 信号（acki+1 ）がネゲートされていれば，

さらに，動的な割当ては先端の，また動的な出力の選択は

ゲートオープン信号（cpi ）と send 信号（sendi+1 ）を

終端の，それぞれのパイプライン段のみの監視と管理で実

アサートし，同時に ack 信号（acki ）をネゲートする．

現できる．すなわち，並行処理に比べて少ない電力消費で

結果，データは，C の所属するパイプライン段（DLi ）

同時並行実行を実現できる．したがって，パイプライン処

にラッチされる．

理は，パケットの処理に本質的に必要な電力消費を実現す
る観点から，欠かせない．

• （手順 4）後続の C（Ci+1 ）も，C（Ci ）と同様に，上
記の手順 1∼3 を繰り返す．

パイプライン処理により，データ駆動型多重処理方式に

このハンドシェイクにより，パイプライン段間での無効

基づく命令実行を実現した模式図を図 1 (b) に示す．命令

なデータすなわちバブルの伝搬が排除され，結果，パイプ

は，マッチングメモリ部（MM）
，プログラム記憶部（PS）

ライン段水準の信号ゲーティングを自然に実現でき，すべ

および機能的演算処理部（FP）を備えたパイプライン上

てのパイプライン段の動的電力消費はパケットの処理に局

で実行される．MM では，演算対象のデータが揃ったこと

限される．さらに，ハンドシェイクによる局所的なデータ

が検出され，揃ったデータは PS へ出力される．PS では，

転送制御によって，パイプライン内の一時的な負荷変動を

演算対象のデータが揃った命令が発行され，FP で演算が

緩衝できるエラスティック性を備えているため，プロセッ

実行される．このように，命令は，実行に必要なデータが

サの過負荷耐性を向上させることができる能力もある [7]．

揃った後に発行されるため，インターロックやパイプライ

また，STP は，ハンドシェイクを実現する C も含めて，標

ンフラッシュなく実行でき，各命令は独立して実行される．

準論理ゲートのみで実現されるため，動作時の温度や電圧

2.3 自己同期型エラスティックパイプライン

し，よって適応的に動作できる．

の変化に対して，STP 内の信号伝播時間が同比率で変化
命令を実行するパイプラインは，命令の実行にのみ電力

以上より，データ駆動原理を活用すれば，実時間多重処

の消費を局限するために，自己同期型エラスティックパイ

理の超低消費電力化をパイプライン段水準まで徹底して実

プライン STP（Self-Timed elastic Pipeline）[7] を用いて，

現できる．

回路実現する．STP は，データ駆動原理を回路水準で実現
でのみ処理回路が排他的に駆動される．したがって，デー

3. 超低消費電力化データ駆動ネットワーキン
グプロセッサ ULP-CUE

タ駆動型多重処理方式に従い命令を実行するパイプライン

自己同期型エラスティックパイプラインで構成するデー

を STP で実現すれば，パケットの処理に本質的に必要な

タ駆動プロセッサに関しては，これまでにも検討されてい

動的電力が消費される．

る [6], [7], [9]．これらの従来型の CUE では，限られた回

する．すなわち，有効なデータの到着したパイプライン段

STP における排他的なパイプライン段の駆動は，ハンド
シェイクと呼ばれる，隣接するパイプライン段間の局所的
な信号授受により実現される．STP の各パイプライン段

路面積にプロセッサを収めるために，すべての命令の実行
に単一のパイプラインを共用していた．
これに対して，本章では，超低消費電力化の観点から，

は，データラッチ（DL），処理回路（FL），および非同期

従来型の CUE のパイプライン構成における最適化の余地

式転送制御回路（C）からなる．STP の基本構成を図 1 (c)

を明らかにしたうえで，本質的に必要なパイプライン段の

に示す．STP では，隣接するパイプライン段の C 素子間

み稼働させながらプログラムを実行するパイプライン構成

で，転送要求信号と転送許可信号を意味する，send 信号と

を提案する．

ack 信号を用いた 4 相式のハンドシェイク [8] により有効な
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図 2

基本環状パイプライン構成

Fig. 2 Basic circular pipeline.

で処理される結果として以下のように実行される．

• マージ部 M は，I/O 部から入力されるトークンと環状
パイプライン内から入力されるトークンを先着順に後
段へ出力する．このとき，これらの入出力トークンは
図 3 の基本形式で構成されている．このために，先行
図 3

トークンの基本形式

Fig. 3 Basic format of token.

する 2 つのパイプライン段から転送された 2 個のトー
クンの信号が到着した順序を調停回路 [7] により検出
し，先着した方のトークンを後続のパイプライン段へ

3.1 データ駆動プロセッサの本質的な構成要素

転送する．

従来型の CUE は，データフローグラフ DFG で記述さ

• マッチングメモリ部 MM は，命令の実行に必要なデー

れた命令間のデータ依存関係に従って命令を実行するため

タが揃ったことを検出する．このために，入力された

の環状パイプラインで実現される．環状パイプラインの基

トークンの演算種別が二項演算の場合，同じ行き先と

本的な構造を図 2 に示す．

世代を持つトークンの到着を待ち，同じ行き先と世代

環状パイプラインは，データの到着を検出するマッチン

を持つ 2 個のトークンが揃った時点でこれらに含ま

グメモリ部 MM，命令を発行するプログラム記憶部 PS，

れるデータを対にしたトークンを後段の PS へ出力す

および演算を実行する機能的演算処理部 FP を備えたパイ

る．これをマッチングと呼ぶ．マッチングを実現する

プラインの両端を，マージ部（M）とブランチ部（B）で

には，先に到着したトークンの一時的な保持と，後か

接続して構成される．さらに，典型的な環状パイプライン

ら到着したトークンの行き先および世代との一致検出

では，図 2 に示すように，たとえばパケットのリアセンブ

が必要になる．このために，ある種の連想記憶 CAM

ルなどの，過去の演算結果を参照する履歴依存の処理を実

（content-addressable memory）機能が必要になる．す

現するため，データを一時的に保持した後に取り出すため

なわち，先に到着したトークンのデータを行き先と

に，メモリの読み書きを実現するメモリアクセス部（MA）

世代をキーとして格納する CAM に対して，後から到

を備える．

着したトークンの行き先と世代をキーとして検索し，

環状パイプラインでは，複数の命令を異なるパイプライ

キーが一致すれば，格納されたデータを読み出す．読

ン段で同時並行実行するため，演算の実行に必要な情報を

み出したデータと，後から到着したトークンのデータ

データに付帯させたトークンを処理する．トークンの基本

は，後から到着したトークンの左右フラグに従いそれ

形式を図 3 に示す．トークンは，行き先（Node ID），世

ぞれ二項演算の左データおよび右データとして，後か

代（Generation）
，演算種別（OT）
，左右フラグ（LR）およ

ら到着したトークンに含まれる行き先および世代とと

びデータ（Data）からなる．行き先および左右フラグは，

もに，後段の PS へ出力される．一方，トークンの演

DFG の各アークに固有の識別子であり，データの入力先

算種別が単項演算である場合は，CAM にはアクセス

のノードおよびポートを示す．また，世代は，演算の対象

せずに，到着したトークンのデータを左データとする

となるデータ（組）を特定する識別子である．演算種別は，

トークンを出力する．

ノードの命令が単項演算あるいは二項演算のどちらである

• プログラム記憶部 PS は，事前に行き先をアドレスと

かを示すフラグである．このように，データをトークンと

して命令を格納した命令メモリを持つ．命令は，演算

して処理することで，各パイプライン段で，他のトークン

コードおよび定数と，次に実行される命令の行き先，

とは独立に命令が実行される．

演算種別および左右フラグで構成される．PS では，入

命令は，トークンが M，MM，PS，FP，MA および B

c 2013 Information Processing Society of Japan


力されたトークンの行き先をアドレスとして命令を読

81

情報処理学会論文誌

コンピューティングシステム

Vol.6 No.1 78–86 (Jan. 2013)

み出す．その後，読み出した命令と，入力されたトー

動して実行する環状パイプライン構成を提案する．

クンの世代，左データおよび右データから構成される
トークンを FP へ出力する．このとき，演算コードが
即値二項演算であれば，読み出した命令に含まれる定
数を右データとして出力する．

3.3 ULP-CUE の実現法
パケット処理の主体である，単項演算を本質的に必要な
電力のみで実行するため，単項演算の実行に必要最小限の

• 機能的演算処理部 FP は，PS から出力されたトーク

回路を備える環状パイプライン構成を用意し，環状パイプ

ンに含まれる左データと右データをオペランドとし

ラインにおいて二項演算の実行時にのみ MM を駆動する

て，演算コードに従い，演算を実行する．その後，演

構成を採用する．

算結果のデータと，入力されたトークンに含まれる行

単項演算の実行には，命令をフェッチする PS と，演算

き先，世代，演算コード，演算種別および左右フラグ

を実行する FP が必須である．また，命令間のデータ依存

からなるトークンを MA へ出力する．

関係に従い，ある命令の演算の実行結果を次の命令の入力

• メモリアクセス部 MA は，データを格納するデータ

とする直接的なパイプラインは，FP の出力を PS へ接続

メモリへのアクセスを実現する．データメモリのアド

する環状の構成である．しかし，単項演算の中には，算術

レス，読み書きの有無，およびその結果の扱いは演算

演算後にメモリアクセスをともなう複合演算も含まれるた

コードで指定される．MA では，演算コードで指定さ

め，PS，FP および MA を備える環状パイプラインが必須

れた操作の結果得られたデータを，入力されたトーク

となる．

ンの行き先，世代，演算コード，演算種別および左右
フラグとともに B へ出力する．

オペランドが定数ではない二項演算を実行するには，2
個のデータのうち，先着したデータを一時的に保持し，他

• ブランチ部 B は，入力されたトークンを，後続する

方のデータが到着した時点で取り出す必要がある．この保

2 個のパイプライン段のうち，どちらか一方へ排他的

持と取り出しは，命令の実行を遅延させないように，CAM

に転送する．具体的には，入力されたトークンの演算

を持つ MM により実現される．すなわち，CAM における

コードが，演算を意味していれば M へ，出力を意味し

すべてのキーの同時並行の比較により，空いた記憶領域を

ていれば I/O 部へ，入力されたトークンの行き先，世

検出すると同時に先着のデータの有無を検出する．先着の

代，演算種別，左右フラグおよびデータを出力する．

データがなかった場合は，データを CAM に保持し，また先
着のデータがあった場合は，データを取り出す．この MM

3.2 環状パイプラインの最適化
基本環状パイプライン構成では，回路面積を抑えるため，

は，二項演算の命令実行時にのみ必要となるため，トーク
ンの演算種別が二項演算の命令を示す場合にのみ，MA か

単一の環状パイプラインをすべての命令の実行に共用して

ら MM へ転送する経路を用意する．さらに，環状パイプ

いた．しかし，いわゆるディープサブミクロン時代以降で

ラインと I/O 部との間でトークンの入出力を実現するため

は，回路面積の制限は弱まり，低消費電力化の要請が強く

の経路が必要である．これらを実現するパイプライン構成

なる．

を図 4 に示す．このパイプライン構成では，単項演算は，

環状パイプラインでは，命令の実行に要する電力のうち，

MM を迂回して，本質的な処理時間のみで命令実行される．

半分以上を MM の電力が占める．この主因は，トークンの

さらに，このパイプライン構成を自己同期型エラスティッ

タグをキーとして，トークンが到着した時点で，格納され

クパイプラインにより実現するのみで，単項演算の命令実

たすべてのトークンのキーと網羅的に比較する，連想記憶

行時には，自己同期型エラスティックパイプラインによる

機構 CAM の動作様式にある．

パイプライン段水準の信号ゲーティングにより MM，MB

単項演算命令ならびに即値二項演算命令は，本質的に

および BB における動的電力消費は発生せず，単項演算の

マッチングが不要である．これらの命令を広義の意味で，

実行に本質的に必要な動的電力のみが消費される．本論文

以降，単に単項演算命令と呼ぶ．これまでの研究から，通

では，図 4 の構成を自己同期型エラスティックパイプライ

信プロトコル処理においては，単項演算命令は，総実行命

ンにより VLSI 実現したプロセッサを，図 2 の基本環状パ

令の半数以上を占めうることが分かっている [2]．これは，

イプライン構成により実現されたプロセッサと区別して，

特に，パケットの処理に必須となる，パケットの出力など

ULP-CUE（Ultra-Low-Power CUE）と呼ぶ．

の順序依存の処理において，配列の逐次的な読み出しのた

一般的に，CAM の駆動を回避する方法として，MM に

めのインデクスのインクリメントなどの単項演算命令が

おいて，単項演算命令を示す演算コードが検出された場合

多く含まれるためである．事実，UDP/IP 処理を記述した

に CAM の入力信号を遮断する方法がある．これに比べて，

DFG プログラムでは，単項演算命令は，総実行命令の約 8

ULP-CUE では，単項演算の命令実行時に MM が迂回され

割を占めることを確認している．

ることにより処理時間と消費電力が減少する一方で，二項

次節では，単項演算命令を本質的に必要な回路のみを駆

c 2013 Information Processing Society of Japan


演算の命令実行時に B と M が駆動されることにより処理

82

情報処理学会論文誌

コンピューティングシステム

Vol.6 No.1 78–86 (Jan. 2013)

図 4 超低消費電力化データ駆動ネットワーキングプロセッサ ULP-CUE

Fig. 4 Ultra-low-power data-driven networking processor ULP-CUE.
表 1 チップ諸元

時間と消費電力が増加する．ULP-CUE における回路規模

Table 1 Chip specifications.

を比較した結果，B と M は，MM に比べて処理時間が短
く，CAM を除く MM とほぼ同じ回路規模（消費電力）で

Process

65 nm CMOS

あり，すなわち，B と M の消費電力量（＝処理時間×消
費電力）の和は，MM の消費電力量より少なかった．した
がって，ULP-CUE は，単項演算の命令実行が主体となる
パケット処理を低消費電力で実行できる．

4. 処理時間と消費電力量の評価

Wiring (# of layers)

みで実行し，従来の基本環状パイプライン構成に比べ，消

7 Metal

Power-supply voltage
Core

1.2 V (Nominal)

I/O

3.3 V (Nominal)

Threshold voltage
Standard

PMOS:-0.555 V (Condition *)
NMOS:0.585 V (Condition **)

本論文で提案した ULP-CUE は，パケットの処理の主
体となる単項演算命令を本質的に必要な回路を駆動するの

e-shuttle CS200L

Low

PMOS:-0.450 V (Condition *)
NMOS:0.480 V (Condition **)

Transfer rate per a stage

費電力量と処理時間をともに削減できる．この ULP-CUE

Unary operation

334 M token/sec.

を搭載する VLSI は，筆者らが進めている超低消費電力化

Binary operation

238 M token/sec.

データ駆動ネットワーキングシステムの研究プロジェク

Instruction execution time

ト [2] の中で，すでに試作されている．本章では，この試
作 VLSI を用いて，ULP-CUE の有効性を評価する．
試作 VLSI は，ULP-CUE を 4 個搭載し，それらを自己同

Unary operation
Binary operation
Instruction memory

(on-chip ram)
Data memory

以降，試作 VLSI を ULP-DDCMP（Ultra-Low-Power Data-

(on-chip ram)

層メタルのプロセスで設計・製造した．ULP-DDCMP な

Chip size

らびに ULP-CUE の回路レイアウトを図 5 (a) および (b)

Power consumption

分な命令セットを備える．また，図 4 に示した環状パイプ
ラインの実現において，パイプラインのボトルネックを排

32 bit × 16 K word
for each ULP-CUE

Driven CMP）と呼ぶ．ULP-DDCMP は，65 nm CMOS 7

に示す．ULP-CUE は，UDP/IP 処理を実現するために十

21.53 nsec.
34 bit × 16 K word
for each ULP-CUE

期型エラスティックパイプラインで実現した多段相互接続網
で接続した CMP（Chip MultiProcessor）を実現している．

13.58 nsec.

4.2 mm × 4.2 mm
181 mW (Maximum)
71 mW (Standby)

*: Vds=-1.2 V, Vbs=0 V, Id=-10 µA, **: Vds=1.2 V, Vbs=0 V,
Id=30 µA (Vds: voltage between drain and source,Vbs: voltage
between body and source, Id: drain current)

除するため，機能ブロックをパイプライン分割した．具体
的には，MM，PS，FP および MA をそれぞれ 2 段，2 段，

3 段および 2 段のパイプライン段に分割し，M と B のそれ

処理されることを確認する．同時に入力されるパケット数

ぞれ 2 段と 2 段を合わせて 13 段の環状パイプラインを実

（多重度）は，パケットの到着時刻に依存して実行時に決ま

現している．ULP-CUE のレイアウト結果を図 5 (b) に示

る．ULP-CUE では原理的に，多重度によらず，個々のパ

す．試作した ULP-DDCMP チップの諸元を表 1 に示す．

ケットの処理時間は維持され，また，個々のパケットの処

本章では，まず，ULP-DDCMP を用いて，単一の ULP-

理に要する消費電力量は変わらない．この観点から，具体

CUE において複数のパケットを多重処理した場合の消費電

的なパケットの処理として，アドホックネットワーキング

力量と処理時間を実測し，個々のパケットが互いに独立に

で利用が想定されるプロトコルの 1 つである，UDP/IP 処
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図 5

回路レイアウト

Fig. 5 Circuit layout.

理を対象とし，消費電力量と処理時間を計測し評価する．
本章では，さらに，計測結果を，従来の基本環状パイプラ
イン構成の消費電力量と処理時間と比較して ULP-CUE の
有効性を示す．

4.1 ULP-CUE の実測方法
ULP-CUE の消費電力量を計測するには，ULP-CUE の
電源電圧と電流を，できるだけ短い時間間隔でサンプリン
グし時刻とともに記録する必要があり，また，処理時間を
計測するには，ULP-CUE における処理の開始から終了ま
での時間をできるだけ正確に観測する必要がある．このた
めに，ULP-DDCMP では，各 ULP-CUE に独立した電源

図 6 ULP-DDCMP を搭載する評価ボード

線を配線し I/O ピンに接続して，各 ULP-CUE の電源電圧

Fig. 6 Evaluation board for ULP-DDCMP.

と電流を独立に計測可能とした．さらに，ULP-DDCMP
を搭載する評価ボード上に，電源電圧と電流ならびにトー

の命令の実行時にトークンを MM 経由にする．これによ

クンの入出力を記録するロギング機構を実現している．具

り，ULP-CUE と従来構成における消費電力量と処理時間

体的には，評価ボード上において，設計時点で入手可能で

を実測可能とした．ただし，この場合，無効化した B と M

あった 12.5 MHz で電流と電圧をサンプリングできる電流・

をトークンが通過するため，余分な消費電力量と処理時間

電圧計を各 ULP-CUE の電源線に接続し，そのサンプリン

が発生する．よって，B と M については，ULP-CUE の配

グ結果を時刻とともに記録する機能を実現した．これによ

置配線後のレイアウトデータから抽出した寄生成分に基づ

り，一般に消費電力量の計測に使われるマルチメータのた

く SPICE シミュレーションにより求めた値を差し引いて

かだか 100 KHz のサンプリングでは得られない高精度な

比較評価した．

計測を可能とした．また，命令でアサート/ネゲートでき

比較評価に用いた UDP/IP 処理プログラムは，疑似ヘッ

るプローブ信号を I/O ピンに接続して，評価ボード上でオ

ダ（Pseudo Header）とペイロードで構成されたパケット

シロスコープを用いて処理時間の計測を可能とした．評価

を入力とし，IP データグラムの形式のパケットを出力す

ボードを図 6 に示す．

る．パケットは，32 bit 単位に分割されたトークンの形

単項演算専用の環状パイプラインを備えていない図 2 の

式で ULP-CUE へ入出力される．このプログラム内では，

従来構成についても消費電力量と実行時間を評価するため，

チェックサム計算と，UDP/IP ヘッダの生成が実現されて

ULP-CUE において単項演算命令用のパイプラインを実現

いる．また，1 パケット（512 Byte）の処理におけるクリ

する B と M を無効化する設定を実現した．具体的には，B

ティカルパスは 4,294 命令，最大同時実行命令数は 2 命令

におけるトークンの転送先を MB に固定可能とし，すべて

であり，また総実行命令数に占める単項演算命令の割合は
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ULP-CUE は，従来構成に比べて，二項演算命令の実行時
には B と M を通過するため，処理時間が約 7%長くなるが，
単項演算命令の実行時には約 33%削減できることが分かっ
た．一方，消費電力量に関しても，同様に，二項演算命令
実行時には約 7%増加するが，単項演算命令実行時には約

40%削減できる．よって，プログラムの総実行命令数に対
する単項演算命令数の割合が約 15%（= 7/(40 + 7)）以上
であれば低消費電力化が可能であるといえる．実測に用い
た UDP/IP 処理プログラムでは単項演算命令が約 77%含
まれているため，図 8 の結果にも表れているように，消費
図 7 1 パケットの処理時間の実測結果

Fig. 7 Measured processing time per packet.

電力量が約 78%に削減できている．
図 8 において，多重度が異なるときに，消費電力量もわ
ずかにゆらいでいる．これは，消費電力量を決定する，回
路内のトランジスタのスイッチング回数が異なるためであ
る．すなわち，スイッチング回数は，各パイプライン段へ
到着するトークン間で値が異なるビット数に依存して変化
するため，多重度を変えた場合に，各パイプライン段へ到
着するトークンの順序が変わることで，結果としてスイッ
チング回数が変化し，消費電力量が異なっている．実際，
パケットの到着時刻を変えて，消費電力量の平均値を求め
たところ，ゆらぎの最大値と最小値に収まっていることを
確認した．

図 8

1 パケットの処理に要する消費電力量の実測結果

Fig. 8 Measured energy consumption per packet.

また，図 7 において，多重度が 4 のときに，単一のパ
ケットを処理する場合に比べて，処理時間が約 10%増加し
ている．この増加の主因は，一時的な過負荷状態を緩衝す

約 77%である．

る自己同期型パイプライン STP の特性である．STP では，
多重度が設計目標値を超える過負荷状態でも，パイプライ

4.2 実測結果に基づく ULP-CUE の有効性の検証
ULP-CUE（Proposed）および従来構成（Conventional）

ン段間でデータの転送時間が自律的に調整され，結果，パ
イプラインの動作が継続される [10]．すなわち，試作 VLSI

における UDP/IP 処理の処理時間と消費電力量を，標準電

では，多重度が 4 の場合に一時的に過負荷状態に陥ってい

圧である 1.2 V を供給し常温で実測した結果を図 7 と図 8

る．これは，多重度に応じてパイプラインを細粒度に分割

に示す．

して，過負荷状態を解消するか，あるいは処理時間をプロ

図 7 に示した処理時間は，多重度を増加させた場合の，

トコルに規定された時間制約の許容範囲内に収めればよい

1 パケットの処理時間である．パケットごとに逐次的に処

ため，実時間多重処理の実現に加えて，一時的な過負荷へ

理する場合は，処理時間は多重度に比例する．これに対し

の耐性を実現できることを示唆している．

て，ULP-CUE および従来構成では，1 パケットの処理時

実測結果では，ULP-CUE は，従来構成と比べて，消費電

間は原理的に同時に処理されるパケットの数に依存せず，

力量を約 78%に，処理時間を約 83%に削減している．すな

事実，ほぼ一定となっている．また，図 8 に示した消費電

わち，削減した処理時間を活用して低電圧動作すれば，ULP-

力量は，実測した消費電力量を同時に処理したパケットの

CUE は従来構成の消費電力量を約 54%（ 78% × 83%2 ）

数で割り求めた，1 パケットの処理に要する消費電力量で

に削減できる可能性がある．これは，消費電力量は電源電

ある．いずれの構成においても，複数のパケットを互いに

圧の二乗に比例し，また，処理時間は電源電圧に反比例す

独立に処理できるため，1 パケットの処理に要する消費電

るためである．

力量は原理的に多重度に依存せず，事実，ほぼ一定となっ
ている．なお，パケットの到着時刻を変化させた場合の実
測結果も同じであり，消費電力量と処理時間が同時に処理
されるパケットに依存しないことを確認した．

5. おわりに
本論文では，パケット処理の主体となる単項演算命令を
本質的に必要な回路のみを駆動して実行する超低消費電力

実測結果および SPICE シミュレーション結果を詳細

化ネットワーキングプロセッサ ULP-CUE を提案した．提

に分析すると，オペランド数に応じた経路選択が可能な

案した ULP-CUE の試作 VLSI を用いて，UDP/IP 処理を
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対象に消費電力量を実測した．結果，ULP-CUE は消費電
力量を従来の基本環状パイプライン構成に比べて約 54%に
削減できる可能性があることを確認した．
現在，超低消費電力化データ駆動ネットワーキングシステ
ムの効果を検証するため，ネットワーキング方式，UDP/IP
処理のデータ駆動型実現法，CMP によるプラットフォー
ムならびに自己同期型エラスティックパイプラインの動的
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