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概要：本研究では，細粒度パワーゲーティング (PG) 技術を搭載したプロセッサの演算ユニットを対象に，
リアルタイム OS によりリアルタイム性を保証しつつ電力を低減させることを目指す．PG 制御には削減
できる消費リーク電力と演算ユニットの電源オン・オフ時に発生するオーバヘッド電力との損益分岐点
(BEP) が存在する．これまでは周期タスクにおけるデッドラインまでの余裕時間を活用し，BEP より短い
すべてのスリープ期間を BEP まで引き延ばすことでオーバヘッド電力を削減していた．本稿では，余裕
時間を活用する別なアプローチとして，BEP 以下の一部のスリープ期間を可能な限り長い期間引き延ばす
という方法によりオーバヘッド電力を低減させる．本手法を机上で評価した結果，リアルタイム性を保証
しつつ，ハードウェアによる自律的な PG 制御に比べて最大で 5.8%の平均消費リーク電力を削減できた．

1. はじめに
近年，組み込み機器における機能や性能の向上により，

はソフトウェアとハードウェアの協調が必要となる．
また，近年では多くの組み込みシステムにおいてマルチ
メディア処理やネットワーク処理などが採用されており，

システム LSI の消費電力増大が問題となっている．システ

リアルタイム OS(以下 RTOS) によるリアルタイム制御の

ム LSI において消費される電力はダイナミック電力とリー

必要性が高まっている．組み込みシステムはリソースに制

ク電力に分類される．ダイナミック電力はトランジスタの

限があるものや，バッテリ駆動型のものなど厳しい性能制

スイッチングによって発生する動的な消費電力で，DVFS

約下にあり，さらに機能や性能の向上を行うにはリアルタ

やクロックゲーティングなどが電力削減の手法として挙げ

イム性を確保しつつ省電力化を達成する必要がある．リア

られる．一方，リーク電力はトランジスタの非動作時に漏

ルタイムシステムでは処理をデッドラインまでに完了さ

れだすリーク電流によって消費される静的な電力である．

せることができた場合に余裕時間が発生する．関連研究と

リーク電力はシステム LSI の微細化に伴い回路全体に占め

してその余裕時間を用いてダイナミック電力を削減する

る割合が多くなる傾向にあり，削減の必要性が高まってい

DVFS 制御 [6][7] や，デッドラインミス率を制御しながら

る．リーク電力の削減手法として，ボディバイアス [1] や

省電力化を行う DVFS 制御 [8] がある． リアルタイムシス

Dual-Vth[2] があるが，回路への電源供給を動的に遮断す

テムにおいてはリアルタイム性を保証しつつ，省電力を実

るパワーゲーティング (以下 PG:Power Gating)[3] が得に

現させるために余裕時間の正確な見積もりや，デッドライ

効果的な手法として挙げられる．

ンミスの発生を防ぐよう制御を行なわなければならない．

そこで，本研究では細粒度 PG 技術を施した省電力指向

本稿では，まず 2 章で本研究の課題について述べ，それ

プロセッサ「Geyser」[4] を扱う．Geyser は 1 クロック単

を踏まえた目標を 3 章に示す．4 章では提案する PG 制御

位で四つの演算ユニット (Alu, Shift, Mult, Div) の電源を

手法適用についての概要を示し，5 章で余裕時間の割り当

制御することができ， さらにソフトウェアから PG を制

て方式，6 章では PG 制御機構について詳細を述べる．7

御するためのインタフェースを備えている．Geyser の PG

章で PG 制御機構における評価を行い，提案手法における

では削減できる消費電力と電源のオン・オフ時に発生する

省電力効果を示す．8 章で関連研究を述べ，最後に 9 章で

オーバヘッド電力との損益分岐点 (以下 BEP：Break Even

本稿のまとめを述べる．

Point)[5] が存在する．従来のハードウェアによる自律的な

2. 課題

PG では，BEP を超えるスリープが多発し逆に電力が増大
してしまう場合があるため，最大限に省電力効果を得るに
1
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2.1 Geyser の PG
Geyser は MIPS R3000 アーキテクチャをベースとした
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図 2 PG 制御とタスク処理の関係

図 1 電力の推移

25 ℃

表 1 BEP
65 ℃ 100 ℃

125 ℃

Alu

124

38

18

12

Shift

160

50

22

14

Mult

118

44

44

34

Div

58

14

6

2

プロセッサである．Geyser 特有の機能である PG は対象と
なる四つの演算ユニットに対し，スリープコントローラで
電源のオン・オフを制御する．スリープコントローラによ
りユニットは基本的に常にスリープにしておき，使用時に
ウェイクアップすることができる．PG は主に命令パイプ

図 3 スリープサイクル数毎の平均リーク電力 [10]

ラインの中で動作を行い，命令サイクルごとに細かく PG
制御を行うことができる．この機構からハードウェアによ

2.2 リアルタイムシステムにおける PG

り自律的に電源のオン・オフが可能となる．また，先に述

先に述べたように PG では BEP 以下のスリープ時に発

べたように Gyeser は表 1 に示す BEP を有する．BEP は

生するオーバヘッド電力が問題となっていた．そこで本研

演算ユニットの種類や，さらに動作時のコア温度によって

究ではこれまでリアルタイムシステムにおいて PG を適用

異なる.

する際，余裕時間の中で，ハードウェアの動的な PG にお

次に，実際に回路に PG を適用したときにおける電力の

ける BEP 以下のスリープを BEP まで強制的に引き延ばす

推移を図 1 に示す．電源を遮断した後のスリープ期間の長

という「BEP を守る」PG 制御を行っていた [9]． 図 2 に

さによって削減される消費電力が異なるため，スリープ期

PG 制御を行ったときの電力の推移とタスクの時間との関

間の長さにより平均消費電力に影響が出る．例えば BEP

係を示す． これによってリアルタイム性を保証しつつ電力

以下の電源のオン・オフが頻繁に発生するとスリープ期間

を削減できる場合もあったが，動的な PG を行いまとめて

が短くなり，削減される電力より電源のスイッチング時に

余裕時間をとる方式の方が電力が得になる場合があった．

発生するオーバヘッド電力の方が大きくなってしまうた

原因として，BEP までの短いスリープ期間でオーバヘッ

め，結果的に電力が増大してしまう．逆に長くスリープ期

ド電力のみを減らすより，余裕時間のようなまとまった長

間を確保すればオーバヘッド電力より削減される電力が多

いスリープ期間を取った方が平均的に電力が低減したこと

くなり，電力を削減することができる．単にハードウェア

が挙げられる．図 3[10] に Geyser におけるスリープサイク

に制御を任せるだけでは BEP 以下のスリープが多発し逆

ル数毎の平均リーク電力を示す．Geyser ではスリープ期

に電力が増加してしまう場合がある．

間が 1000 サイクルに近づくにつれ電力が小さくなり，ス

そこで，Geyser は PG を制御するための PG 制御命令

リープ期間が短くなるほどリーク電力が大きくなる．1000

とシステム制御コプロセッサに独自の PG 制御レジスタを

サイクル以上になるとリーク電力は定常状態となるため，

有する． 電力をより低減させるには，この PG 制御インタ

1000 サイクル以上のスリープ期間については平均リーク電

フェースをソフトウェアから操作することで BEP 以下の

力が同じになる．表 1 に示すように BEP はどれも 1000 サ

スリープを抑制する必要がある．

イクルに比べ短く，図 3 に示すように消費電力が大きい．

また，BEP 以下のスリープ期間を BEP より長く確保さ

文献 [9] の評価では余裕時間を長く確保していたため，単

せることができれば電力の削減効果が現れることになる．

に BEP までのスリープ期間を増やす制御を行うと，制御

しかし，スリープ期間を確保する分だけ実行時間が増加し

を行わずまとめて余裕時間をとる場合に比べ平均の電力的

てしまうという問題がある．

に損になるケースが存在した．
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3. 目標
本研究では，細粒度 PG 技術を搭載したプロセッサの演
算ユニットを対象に，RTOS によりリアルタイム性の保証
と PG 制御における省電力化の両立を目指す．これまでの

RTOS における PG 制御では，周期タスクの余裕時間の中
で，BEP より短いすべてのスリープ期間を BEP まで強制
的に引き延ばすことでオーバヘッド電力を削減していた．
本稿では，余裕時間をより活用する別なアプローチとして，

BEP 以下の一部のスリープ期間を可能な限り長い期間引
き延ばすという PG 制御手法を提案する．この制御により
オーバヘッド電力を削減しつつ BEP 以上の長いスリープ
期間をとることでスリープ時の電力を極力低減させる．さ
らに BEP 以下の引き延ばしを行わないスリープ期間は電
源遮断を行わない制御にすることでさらにオーバヘッド電
力を削減する．本手法をシステムに適用するために PG 制

図 4 余裕時間の割当てと PG 動作モードの適用

御機構の設計を行い，机上評価として従来のハードウェア
による PG と本 PG 制御手法の消費リーク電力を比較し削
減効果を示す．

4. PG 制御手法適用の概要
リアルタイムシステムにおける PG 制御の基本は，余裕
時間を活用して BEP 以下のスリープ期間を強制的に引き
延ばすことで，ハードウェアによる動的な PG で発生する
オーバヘッド電力を削減することである．この引き延ばす
時間に関しては 2.2 節で示したようにリーク電力が定常と
なる長いスリープ期間を確保することで，BEP までに限定

図 5 PG 制御機構

した短い引き延ばし方式よりもリーク電力が低減できる．
しかし，タスクによっては BEP 未満のすべてのスリープ期

コードを，アドミッションテストで求めた強制スリープ期

間を引き延ばすとデッドラインミスをしてしまう恐れがあ

間などの情報を RTOS で管理・制御しながら実行すること

る．そこで，本研究では BEP 未満の一部のスリープ期間を

で省電力効果を得る．

優先して長く引き延ばす PG 制御を行うことを考える．余
裕時間を活用するために，図 4 に示すように強制スリープ
期間 N で余裕時間 TS を等分し，その等分した回数 TS /N

5. 強制スリープのための余裕時間割り当て
方式

だけ BEP 未満のスリープ期間を引き延ばす．これに加え

提案する PG 制御手法においてどのくらいのスリープ期

引き延ばさないスリープ期間は常にアクティブな状態で動

間を強制的に引き延ばすか，またその強制的なスリープを

作させることでオーバヘッド電力をより低減させる．

いつから始めるかはリアルタイムタスクを実行したときの

本 PG 制御手法をシステムに適用するために，図 5 に示

演算ユニットを利用する命令間隔に依存する．本章ではア

すような「PG 制御機構」を提案する．PG 制御機構では

ドミッションテストで求める強制スリープ期間 N による

まずアドミッションテストを実施し，周期タスクの周期ご

強制スリープ開始サイクル期間 Tx の決定方法と，割り当

との処理時間や余裕時間，各演算ユニットのスリープ頻度

てを算出した中で最も省電力効果がある NR の決定方法に

などの情報を得る．それらの情報をもとに，PG 制御手法

ついて述べる．

を適用したときに最も省電力効果のある演算ユニットを決
定し，強制的にスリープさせる期間 N や，その強制スリー

5.1 強制スリープ開始期間の決定方法

プの適用範囲を算出する．強制スリープを適用しない範囲

前章で余裕時間 TS を，強制的にスリープさせたい期間

の短いスリープ期間の命令に対しては，アドミッションテ

N ずつ BEP 未満の一部のスリープ期間に割り当てる方針

ストの後にプロセッサによる動的な PG を抑制するために

を取ることを述べた．この強制スリープ期間 N を割り当

op コードへ静的に書き換えを行っておく．この省電力化

てる一部のスリープ期間の開始サイクル Tx の求め方につ
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いて述べる．式 (1) に Tx から BEP までのスリープ期間が
生じた回数の和と，余裕時間 TS を N で割った数との関係
を示す. 右辺は余裕時間の中で N サイクルを等分できる回
数を示す．左辺は i スリープサイクル期間が生じた頻度を

Ri として表し，これが右辺以下のときの Tx から BEP ま
でを N サイクル強制スリープさせることができる．また，
式 (2) に示すように等分できる回数にあまりが発生した場
合は Tx より小さいスリープ期間にあまった回数を割り当
てることで余裕時間をすべて割り当てることができる．
BEP
−1

Ri ≤

i=Tx

TS
N

BEP
−1
TS
Ri ≥ 0
−
N

(1)
図 6 電力推移の例

(2)

i=Tx

イクル期間 Ti ，スリープサイクル期間の出現回数 Ri ，ス
リープサイクル期間に対する平均リーク電力 Pi を乗じた

5.2 最も省電力効果のある強制スリープ期間の決定方法

値をスリープサイクルごとに合計し，総スリープサイクル

N は様々な値を取りうるが，最も消費電力が削減できる

Tall で割ることで求められる．BEP までのスリープ時平均

NR を決定するには，N を適用したときの消費電力を比較

リーク電力 PBEP −1 は式 (5)，BEP 以降のスリープ時平均

し，NR を探さなければならない．本節では最も削減効果

リーク電力 P は式 (6) で表される．

のある N を見つけるために必要な消費電力の計算方法を

Tx


示す．

2.2 節に周期タスクが確保するスリープ期間の長さによっ
スリープ時の電力が全体に影響を及ぼすのではないかと
考える．そのため，まずスリープ時の平均リーク電力が
全体の平均リーク電力にどのように影響するかを述べる．

(Ti + N )・Ri ・Pi+n

i=Tx

(5)

Ttotal


P =

BEP
−1

i=1

PBEP −1 =

て省電力効果に違いがあることを述べた．このことから

Ti ・Ri ・Pi +

Ti ・Ri ・Pi

i=BEP

Ttotal

(6)

N を変更したときに変わるのは BEP 以下のスリープ

図 6 に，ある一つのユニットにおける電力モデルの例を

サイクル期間であり，その変更部分が全体のスリープ時

示す． 例では 1. 動的な PG で二回 BEP 以下のスリープ

平均リーク電力に影響する．図 7 に例として N = 1000，

期間が発生し，2.BEP 以下のスリープ期間をある期間強

x = 35，BEP= 38 でのスリープサイクル期間 Ti とその頻

制スリープさせたことを示す．一周期の総サイクル数を

Tall ，n 回の BEP 以下のスリープが発生したとき BEP 以
n
下のスリープサイクル数を TB = i=1 TBi ，タスク処理時
n+1
の総サイクル数を T = i=1 Ti ，処理終了後の余裕サイ
n+1
クル数を TS = i=1 TS i ，スリープ時の総サイクル数を
Tsleep = TB + TS とする．また，(A) の平均リーク電力を
α，スリープ時 (B) の平均リーク電力をそれぞれ β ，γ と
する. 電力は文献 [10] で提案されている手法を参考に 1，2

度 Ri の変化を示す．スリープ期間 Tx から BEP までに N
が足され，Tx までのスリープ期間は常にアクティブ状態で
動作させることにするのでスリープ頻度が 0 になる．以上
のことから BEP 以下の変更後のスリープサイクル期間に
おけるスリープ時の平均リーク電力を求めて比較すること
で NR を見つけることができる．

6. PG 制御機構の設計

の平均リーク電力 P1 ，P2 は式 (3)，(4) で表すことができ

提案する PG 制御手法では省電力効果の高い特定のユ

る．式 (3) と (4) の違いは β と γ となるため，スリープ時

ニットに対して BEP 以下のスリープ期間を強制的に長く

の平均リーク電力によって全体の平均リーク電力が決まる

確保したり，アクティブ状態で動作させることでオーバ

ことになる．

ヘッド電力を削減しつつスリープ時の電力を低減させる．

P1 =

α・T + β ・Tsleep
Tall

(3)

P2 =

α・T + γ ・Tsleep
Tall

(4)

この手法をリアルタイムシステムに適用するために図 8 に
示す PG 制御機構を設計し，リアルタイム性を保証しつつ
電力を削減することを目指す．
本稿で PG 制御機構は Geyser の機能を用いて設計する．

このことから NR を求めるためにはいくつかの N に対

PG 制御機構ではまず最初にアドミッションテストを実施

するスリープ時の平均リーク電力を比較すればよいと考え

する．周期タスクを動作させ，周期ごとの処理時間や余裕

ることができる．スリープ時平均リーク電力はスリープサ

時間，各演算ユニットのスリープ頻度などの情報を得る．
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図 7 スリープ期間・頻度の変更例

これらの情報をもとに，PG 制御のためのパラメータとし
て PG 制御手法を適用したときに最も省電力効果のある演
算ユニット，強制的にスリープさせる期間 NR ，その強制ス
リープの適用を開始する TxR を 5 章で示した式から算出す

図 8 PG 制御機構の全体構成

る．次にアドミッションテストで求めた最も省電力効果の
ある演算ユニット，強制スリープの適用を開始する TxR を
もとにして，命令においてオーバヘッド電力をより低減す
るように命令の op コードを書き換え，省電力コードとす
る．そして，演算ユニットと強制的にスリープさせる期間

NR をタスクごとに管理し，かつデッドラインミス時の処
理を管理する RTOS で省電力コードを実行することで省電
力効果を得る．次節からアドミッションテストの方式と，
オーバヘッド電力削減のための省電力コードへの書き換

図 9 PG 制御命令

え，タスク実行時の RTOS の役割について詳細を述べる．

6.1 PG 制御のための機能

• PG 制御命令

6.1.1 PG 動作モード

図 9 に PG 制御命令の命令形式を示す．上位 6bit の op

PG を制御するために以下の 3 つの PG 動作モードを使

フィールドの値により PG 動作モードを指定できるように

用する．与えられたタスクにおいて適切な動作モードを適

なっている．指定できる動作モードは「常にアクティブ」

用しリアルタイム性を保証しつつ消費電力を削減する．

と「動的 PG」である．また，funct フィールドにより動作

• 動的 PG：ハードウェアが自律的にユニット使用時だ

モードを適用するユニットを判断する．このインタフェー

けウェイクアップ状態にし，ユニット使用後スリープ

スを用いることで BEP 以下のスリープ期間に対しオーバ

状態にする電源制御

ヘッド電力を削減できる．

• 強制スリープ PG：スリープ期間が引き延ばしたいス

• PG 制御レジスタ

リープ期間を上回るまで必ずユニットをスリープさせ

図 10 に二つの PG 制御レジスタの形式を示す．BEP 設定

る電源制御

レジスタには BEP を設定する．強制スリープ期間設定レ

• 常にアクティブ：PG を行わず常にウェイクアップ状
態にする電源制御

6.1.2 PG 制御インタフェース

ジスタにはを強制的にスリープさせたい期間を設定するこ
とができる．0 を設定することで「動的 PG」，1 以上の値
を設定することで BEP 未満のスリープ期間が指定した期

2.1 節に述べたようにプロセッサはソフトウェアから PG

間だけ必ずスリープする「強制スリープ PG」となる．こ

制御を操作するインタフェースである PG 制御命令と，PG

の PG 制御レジスタを用いることで BEP 以下のスリープ

制御レジスタを持つ．これらを用いてソフトウェアで動作

期間を，指定した期間まで強制的にスリープするよう PG

モードを指定することで提案する PG 制御手法を実現する．

制御を実現する．
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図 10 PG 制御レジスタ

6.2 アドミッションテストの方式
アドミッションテストでは 5 章の方法をもとにタスクに
おいて最も電力削減効果が期待される強制スリープ適用ユ
ニット，強制スリープ期間 NR と強制スリープ適用開始サ

図 11 アドミッションテストの流れ

イクル TxR の組み合わせを求める．アドミッションテスト
の流れを図 11 に示す．アドミッションテストはリアルタ

書き換える．図 9 に示す PG 制御命令の op フィールドに，

イムタスクを動作させる Geyser システム上でタスクごと

1 から指定する TxR 未満のスリープ間隔が実行される命令

に行い，BEP の情報はあらかじめシステムが保持してい

には常に演算ユニットをアクティブとする op コードに，

るとする．アドミッションテストではまず最初にタスクを

TxR 以降のスリープ期間には動的 PG とする op コードに

一周期動作させ,Geyser プロセッサが持つタイマからタス

書き換え省電力コードとする．この省電力コードを RTOS

クの処理時間を取得する (手続き (1))．続いて，Geyser プ

で実行する．

ロセッサが持つパフォーマンスカウンタから電力を計算す
るためのスリープサイクル数頻度情報としてスリープ期間

6.4 リアルタイムタスクの実行

Ti とその頻度 Ri を取得する (手続き (2))．次にタスクに

本システムにおいて複数の周期タスクは Geyser プロ

おける余裕時間を決定する (手続き (3))．複数のタスクを

セッサ上で動作することができる RTOS により管理され

実行させる場合，タスクの組み合わせにより，各タスクの

る．RTOS はリアルタイム機能としてリアルタイムタスク

処理時間やデッドラインからタスクごとの余裕時間 TS を

を管理するリアルタイムスケジューラやデッドラインミス

算出する．手続き (2) で求めた値のうち強制スリープを適

時の処理を行うデッドラインミスハンドラ管理部を持つ．

用するユニットの頻度情報 Ri と手続き (3) でタスクごと

本システムで扱う周期タスクは，開始時間と周期，周期的

に取得した余裕時間 TS ，強制スリープ期間 N を式 (1) に

処理を何回繰り返すかが設定され，周期は途中で変更され

あてはめて Tx を求める．そしてスリープサイクルの頻度

ることはなく固定である．アドミッションテストで得たタ

情報 Ti ，Ri と求めた強制スリープ開始期間 Tx をもとに式

スクごとのパラメータである強制スリープ期間 NR と強制

(5) で BEP 以下のスリープ時平均リーク電力を求めて比較

スリープを適用するユニット情報は，タスクの情報を管理

する (手続き (4))．いくつかの N で手続き (4) を行い，最

する TCB(Task Control Block) で管理する．OS がタスク

もスリープ時平均リーク電力が小さくなる NR ，TxR ，強

コンテキストを切り替えるたびに，図 10 に示す強制スリー

制スリープ適用ユニットを決定する．これらのパラメータ

プ期間決定レジスタに NR がセットされる．レジスタに

を以下に示すオーバヘッド電力削減のための op コードの

NR がセットされることで「強制スリープ PG」によりタス

書き換えや，リアルタイムタスク実行時に用いる．

ク実行中，TxR から BEP 未満のスリープ期間が NR の分

6.3 オーバヘッド電力削減のための op コードの書き換え

の遷移を示す．タスク処理中，設定したそれぞれのスリー

6.2 節で示したアドミッションテストにより決定した強

プ期間によって動作モードが遷移する．以下の節にリアル

制スリープを適用する演算ユニットと，パラメータ TxR と

タイムタスクを管理する RTOS のスケジューリングと，タ

をもとにオーバヘッド電力を減らすための省電力コードへ

スクがデッドラインミスをしたときの処理について，それ

引き延ばされる．図 12 にあるタスク実行中の動作モード

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

6

Vol.2013-OS-126 No.6
2013/7/31

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

図 12 動作モードの遷移

図 13 matrix における Shift 強制スリープ適用時の N におけるス
リープ時平均リーク電力

ぞれの機能を示す．
ミュレータ環境で行い，パラメータの算出を机上で行っ

6.5 RTOS のスケジューリング

た．アドミッションテストではタスクにより最も消費電力

RTOS のリアルタイムスケジューリングでは複数の周期

が削減されるような強制スリープ期間 NR ，TxR の値を求

タスクに与えられた時間制約を守るようにスケジューリン

める．机上評価に用いるデータ取得のために評価環境とし

グを行う必要がある．先に述べたようにタスクの周期はあ

て FPGA 上に Geyser アーキテクチャを構築した Geyser

らかじめ決められているため，その周期を優先度とした固

on FPGA を用いた．Geyser on FPGA はパフォーマンス

定優先度方式のスケジューリングとなる．本研究の RTOS

カウンタを備えており，スリープサイクル期間などの頻度

では周期タスクを RM(Rate Monotonic) スケジューリン

情報を取得することができる．まず動的 PG でタスク実行

グで管理し，周期の短いタスクを高優先度とし，順に実行

時におけるスリープサイクル期間の頻度情報をパフォーマ

する．

ンスカウンタから取得した．そして 5 章に示した図 7 の

実行中のタスクがデッドラインをミスした場合，RTOS

左側のような動的 PG 時のスリープサイクルの頻度情報

はデッドラインミスを検知して，スケジューリング対象と

データから図 7 の右側のような強制スリープ PG 時にお

なっているすべてのタスクの中から強制スリープ PG を取

けるスリープサイクルの頻度情報データを机上で作成し，

りやめるタスクを選び，そのタスクが強制スリープ PG の

BEP 以下のスリープ期間におけるスリープ時平均リーク電

ために使っていた余裕時間を回収する．具体的には，強制

力を算出する．電力の計算式は 5.2 節で示した式 (5) を用

スリープ PG を取りやめる対象タスクを次に実行する際に，

いる．四つのベンチマーク matrix，whetstone，dijkstra，

図 10 に示した PG 制御レジスタに動的 PG で動作するよ

whetstone にデッドラインを与えて一周期動作させ，頻度

う「0」を設定してタスクを実行する．このように，強制

情報を取得した．周期タスクは周期ごとに同じ処理を繰り

スリープ PG から動的 PG に状態を変更して動作させるこ

返す動作を想定しているため，一周期の傾向を求めること

とで省電力効果は小さくなるが，余裕時間を増やしてデッ

で実際の繰り返しの処理にも対応できる．強制スリープ期

ドラインを守ることを優先して，システムのソフトリアル

間 N を電力が定常状態になる 1000 サイクル付近に着目し

タイム性を保証する．なお，強制スリープ PG を取りやめ

900,950,1000,1050,1100 と変えていき，提案手法において

るタスクの決定方法として処理時間が最短いものを選択す

Shift，ALU，Mult それぞれ一つのユニットに強制スリー

ることや，省電力効率が最も悪いものに関して順に強制ス

プ PG を適用させたとして各ユニットの平均リーク電力を

リープ PG を取りやめる方式などが考えられる．方式の詳

求めた．図 13 に matrix において Shift に強制スリープ PG

細設計は今後の課題としている．

を適用した際のスリープ時平均リーク電力を示す．電力が

7. PG 制御機構の基礎評価

最も小さくなったのは 1000 サイクル強制スリープさせた
ときであった．この結果よりこのタスクにおいては 1000

本節では 6 章で示した PG 制御機構の基礎評価として一

サイクルずつ余裕時間を割り当てたとき最も電力削減効果

つのタスクについてアドミッションテストと省電力評価を

が期待できる．また，他のベンチマークにおいても 1000

行った．次節からそれぞれの評価結果について示す．

サイクルのとき最も電力が小さくなるという結果が出た．
次に NR = 1000 のときの，各タスク・強制スリープ PG

7.1 アドミッションテスト

適用ユニットごとの強制スリープ開始期間 TxR を表 2 に示

本章では実際にアドミッションテストにおけるタスクの

す．また，タスクごとに最も平均リーク電力が低かった適

パフォーマンスカウンタ値の取得をを FPGA を用いたシ

用ユニットを太字で示す．この TxR をパラメータとし PG
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表 2 各タスクにおける強制スリープ適用ユニットと強制スリープ
適用開始サイクル
whetstone
matrix

dijkstra

dhrystone

Shift ALU Mult Shift ALU Shift ALU Shift ALU
48

6

33

36

6

28

6

21

6

制御命令を付加した省電力コードへ書き換えたしたと仮定
して，NR を PG 制御レジスタに設定したシステムで周期
タスクを実行させる．

7.2 省電力評価
7.2.1 平均リーク電力の評価方法
提案手法の省電力効果を示すために，評価としてアド
ミッションテストで用いた 4 種類のベンチマークを，動

図 14 各ベンチマークにおける平均リーク電力

的 PG と強制スリープ制御で動作させたときの全体の平均
リーク電力を机上で算出した．アドミッションテストと同

均は 3.3%となり，Whetstone で提案手法において Mult を

様，机上評価に用いるアクティブ・スリープサイクルの頻

強制スリープさせたときが最大で 5.8%の平均リーク電力

度情報を Geyser on FPGA を用いて取得した．5.2 節でも

を削減することができた．Mult は他ユニットに比べても

示したように頻度情報を用いて文献 [10] で提案されている

ともと消費されるリーク電力が大きい．そのため，Mult

手法により全体の平均リーク電力を計算できる．平均リー

に強制スリープ PG を適用した場合には効果が大きくなっ

ク電力 Pall は Psleep ，Pactive をスリープ/アクティブ時平

たと考えられる．また，dhrystone は他ユニットに比べ削

均リーク電力，Tsleep ，Tactive を総スリープ/アクティブサ

減率が最も少なかった．すべてのタスクの中で最も削減率

イクル数，Tall を総サイクル数として次式によって求めら

が低かったのは Shift に強制スリープ PG を適用したとき

れる．

Pall

で 1.8%にとどまった．これは他ベンチマークに比べ ALU

Psleep ・Tsleep + Pactive ・Tactive
=
Tall

(7)

評価タスクはそれぞれ行列演算，整数演算などの簡単な
計算を行うベンチマークを 10 回周期的に動作させた．ま
た，タスクを動作させている際のコアの温度について，開
始から終了まで 65 ℃に固定とした．アドミッションテス

以外のユニットの使用頻度が少なく，他ユニットに強制ス
リープ PG を適用しても効果が少くなるためであると考え
られる．

8. 関連研究
Seki らは細粒度 PG 技術を搭載したプロセッサの演算ユ

トで得たように各タスクにおいて余裕時間 60 万サイクル

ニットを対象にリーク電力の低減効果を検証している [3]．

を 1000 サイクルで分割し，BEP 以下の一部のスリープ期

これはハードウェアの自律的な制御によるリーク電力の低

間へ振り分けた．余裕時間を振り分けることでリアルタイ

減効果を示したものであり，ソフトウェアの制御によって

ム性は保証している．

さらに効果を高める必要があった．また，BEP の存在によ

7.2.2 評価結果

り，BEP 以下のスリープ期間をどう抑制するかが問題と

図 14 に各ベンチマークにおける平均リーク電力計測の結

なっていた．本研究での新規な点は今までになかったリア

果を示す．また各ベンチマークで削減効果が高かったもの

ルタイムシステムにおける余裕時間を活用した PG 制御の

の数値を示している．グラフはそれぞれのパターンに関し

適用方法を提案し，動的な PG のみの場合よりさらに電力

て各ユニットの平均リーク電力を積み上げて表示したもの

を低減させたことである．

である．パターンはそれぞれ動的 PG，提案手法において

リアルタイムシステムにおいては省電力を実現するため

Shift に強制スリープ PG，ALU に強制スリープ PG，Mult

にリアルタイム性の保証と電力のトレードオフをいかに解

に強制スリープ PG を適用したときを示している．Mult

決するかという問題があった．プロセッサにおける省電力

に BEP 以下のスリープ期間が存在したのは Whetstone の

手法として挙げられる DVFS はダイナミック電力を削減

みであったため，他ベンチマークでは Mult に強制スリー

する．文献 [6] では各タスクのデッドラインに基づいて一

プ PG は適用しなかった．計算の結果，すべてのパターン

定区間における CPU 使用率を計算し，そのうちの余裕時

で動的 PG に比べて平均リーク電力を削減することができ

間を用いるて周波数を低下させる省電力手法を提案してい

た．また，各タスクにおいて，アドミッションテストで削

る．デッドライン時刻に基づき厳密に余裕時間の見積もり

減効果があるとして選択した適用ユニットにおいて最も平

を行うことで，周波数の低下によるデッドラインミスを防

均にリーク電力が低くなった．平均リーク電力削減率の平

ぎ，効果的な省電力を可能とする．このように余裕時間を
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用いてデッドラインミスを防ぎつつ省電力化を目標とする
部分は同様であるが，本研究ではスリープ時になるべく長
い期間電源を落としてしまうことでリーク電力の削減を達
成している点に差異がある．

9. おわりに

[4]

9.1 本研究の成果
本研究では，細粒度パワーゲーティング (PG) 技術を搭

[5]

載したプロセッサの演算ユニットを対象に，リアルタイム

OS においてリアルタイム性の保証と PG 制御による省電
力化を目指した．余裕時間を活用する新たなアプローチと
して BEP 以下の一部のスリープ期間を可能な限り長い期

[6]

間引き延ばすという方法を提案し，その手法を適用するた
めの PG 制御機構の設計を行った．提案手法で四つのベン
チマークをそれぞれ一つ動作させたとして机上評価を行っ

[7]

た結果，リアルタイム性を保証しつつハードウェアによ
る PG 制御に比べて平均で 3.3%，最大で 5.8%の平均消費
リーク電力を削減できた．結果からユニットにおける消費

[8]

リーク電力や，ユニットの使用頻度の違いによって電力の
削減率が大きく変わることがわかった．これらの特性を明
らかにし，強制スリープ PG を適用するユニットを決定す

[9]

るなどさらに柔軟に PG 制御を行うことでより電力を削減
できる可能性がある．

9.2 今度の課題
本評価では基礎的検討として一つのタスクを動作させた
として電力を測定した．今後は複数のリアルタイムタスク
の実行時に対する PG 制御機構のより詳細な設計や評価を
行う必要がある．余裕時間の活用方法については，提案し
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た手法の他にも様々な手法が考えられる．本稿では一部の
スリープ期間として BEP に近いサイクルを優先して引き
延ばしたが，1 からの短いスリープ期間や BEP 以降のス
リープ期間を延ばすなどの方法も適用することができる．
今後も，より電力が削減できるような適用方法を検討する
必要がある．また，提案手法はスリープ期間の頻度情報を
もと行っているが，それだけでは他ユニットの関連を正確
に反映できない．そのため，命令列を解析することで各ユ
ニットに対し，より適切な動作モードが存在するかを検討
しなければならない．
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