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マルチコア向け組込みリアルタイムシステムの省電力機構
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概要：近年，組込みシステムの高性能化に対応するためにプロセッサのマルチコア化が進んでいる．しか
し，これに伴う消費電力の増加により，組込みシステムにおける省電力化が課題となっている．汎用シス
テムでは既に省電力化のためのハードウェア機構やアルゴリズム等が提案されており，特にソフトウェア
による省電力機構に関しては，汎用システム向けの OS（汎用 OS）の省電力機能として既にサポートされ
ているものが複数存在する．一方で，組込みリアルタイムシステムで使用される RTOS において，これら
の機構をサポートしているものはない．組込みリアルタイムシステムでは汎用システムと比べ，リアルタ
イム性等の要件が存在し，汎用 OS で使用される機構をそのまま適用することはできない．本研究では，
マルチコア向け組込みリアルタイムシステムに適用可能な，RTOS がサポートする省電力機構の仕様を提
案する．

1. はじめに

いて，これらの機構をサポートしているものは我々の知る
限りはない．省電力機構を OS がサポートする利点として，

組込みシステムに対するニーズは日々増加する傾向にあ

タスクやスケジューラ等の状態を直接把握することができ

り，グラフィック性能やネットワーク通信等の機能の追加

る点が挙げられる．これにより，パフォーマンスと消費電

のみならず，高性能化のため，高周波数のプロセッサの採

力のバランスをより制御しやすくなるため，ハードウェア

用やマルチコア技術の導入が進んでいる．しかし，これら

やミドルウェアによる省電力機構以上に効率の良い省電

に伴い消費電力の増大が重要な課題となっている．特にモ

力機構を構築できると考えられる．また，汎用 OS である

バイル端末では，バッテリー消費の増大につながり，使用

Linux の機構をそのまま使用すると，リアルタイム性*1 が

継続時間の短縮等の製品価値に大きく影響している [1]．

保証できない等の問題が生じる．

これに対処するために，SoC の精密化やメモリ割り当て

そこで本研究では RTOS 向けに適した省電力機構の仕

方法の改良 [2] 等，既に多くのハードウェア機構やアルゴ

様を提案する．本研究では，組込みシステムで使用され

リズムが提案されている．また既存のハードウェアを利用

ている CPU hotplug 機能をマルチコア RTOS の一種であ

したソフトウェアによる省電力手法も数多く提案されて

る TOPPERS/FMP カーネル [3] 向けに最適化した FMP-

おり，代表的なものとして，動的電源電圧・周波数制御 (

hotplug の仕様を策定する．例として，RTOS のリアルタ

DVFS) とマルチコアシステム向けの CPU コアの電源の切

イム性を保証するために，CPU 電源遮断要求の受け付け

断・投入を動的に制御する CPU hotplug がある．汎用シ

時にできるだけ即座に CPU 電源の遮断を試みる．もし電

ステムでも使用されている Linux においても，これらの機

源遮断対象となっているプロセッサ上でタスク等の処理を

構をサポートしている．具体的には CPU hotplug 機能と

実行している場合には，処理の終了を待たず，CPU 電源遮

して Linux CPU hotplug が既にサポートしている．

断要求を取り下げ，エラーとする方法が挙げられる．この

一方で組込みリアルタイムシステムの分野においても，

方法ついては，遮断要求を取り下げ，エラーとする方法以

マルチコア化等の高性能化の技術が適用されており，将来

外にも遮断要求を受け付けたまま終了する方法も考えられ

的に省電力化の問題に直面すると見込まれる．しかしなが

るため，以降の章にて検討する．

ら，組込みリアルタイムシステムで使用される RTOS にお

またマルチコアには同等の性能のプロセッサを並列実行
する SMP 型と，異なる性能のプロセッサを複数搭載する
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AMP 型の大きく２つの方式が存在するが，本研究では普
及率の高い SMP 型マルチコアシステムを対象とする．
*1

定められた上限時間内にタスクの実行を完了しなければならない
という，組込みリアルタイムシステムの要件の１つ
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本論文の構成は，以下の通りである．まず，第 2 章に

ることが可能である．マイグレーションとは，処理単位

て本研究で使用する省電力手法である CPU hotplug に

の登録後に，割付けプロセッサを変更することである．

ついて述べ，第 3 章にて本研究で使用する RTOS である

TOPPERS/FMP カーネルでは，システムの特性を柔軟に

TOPPERS/FMP カーネルについて述べる．第 4 章では

変更できるようにするため，汎用 OS である Linux が持つ

TOPPERS/FMP カーネルと FMP-hotplug の要件を確認

ようなシステム負荷の平準化機構を持たず，自動的なタス

する．第 5 章では，本研究で策定する FMP-hotplug の API

ク・マイグレーションは実施されない．代わりにタスクを

仕様設計について述べ，第 6 章にて実装する．第 6 章では，

実行するプロセッサを変更するマイグレーション API を

まず本研究で使用する評価ボードについて述べ，対応して

提供することで，ユーザによる呼び出しでタスクのマイグ

いる CPU 電源制御方法を比較し，採用する制御方法の根

レーションを可能としている [5]．

拠を説明する．その後，実際に実装した処理について述べ
る．第 7 章では，FMP-hotplug の RTOS の性能要件を満
たしているかを評価する．第 8 章で，本論文のまとめと今
後の展望を述べる．

2. 対象とする省電力手法
本研究で RTOS に構築する省電力手法である，CPU

hotplug について述べる．
CPU hotplug とは，システム実行中の動的な CPU の追
加と取り外しを可能にした機能である．従来はミッション

4. OS と FMP-hotplug の要件
本節では，FMP-hotplug の仕様を策定するにあたり，考
慮すべき要件・要求を確認する．

4.1 TOPPERS/FMP カーネルの要件
TOPPERS/FMP カーネルに対する性能要件を以下に
示す．

• リアルタイム性
( 1 ) 最悪実行時間

クリティカルなデータセンター等での信頼性，可用性，保

RTOS では，API の処理の実行時間に上限が定ま

守性の維持を目的とした機能である．しかし，近年のシス

ることが必要である．

テムの省電力化の傾向から，CPU hotplug の CPU 電源制

( 2 ) 予測可能性

御を用いて，システム負荷率の低い時に一部の CPU 電源

タスクのスケジューリングや実行時間がアプリ

遮断を実施する等の SMP 型マルチコアシステム向けの省

ケーション開発者から予測可能であることが求め

電力機能として使用されるケースがある．

られる．また，OS の最悪実行時間や割込み応答

組込みリアルタイムシステムで使用されるプロセッサは

時間の上限時間が定まらない場合も，予測可能性

汎用コンピュータと比較して低性能であり，構築可能なソ

が低くなるため十分考慮する必要がある．

フトウェアによる省電力手法には限りがある．そのため，
本研究では CPU hotplug をベースとしたマルチコアリア
ルタイムシステム向けの省電力機構を構築する．

3. TOPPERS/FMP カーネル

TOPPERS/FMP カーネルに対する機能要件を以下に
示す．

• CPU hotplug 機能
( 1 ) 電源制御対象

TOPPERS/FMP カーネルとは，TOPPERS プロジェク

システムの実行には最低限 1 つのプロセッサが

トにおいて ITRON 仕様をベースとして開発しているリア

必要なことから，マルチプロセッサのうち，マス

ルタイムカーネルのうち，マルチコア対応したものである．

タプロセッサ以外のスレーブプロセッサを CPU

API について，TOPPERS/FMP カーネルでは，システ
ムインタフェースレイヤ，カーネル，各種のシステムサー

hotplug 機能による電源制御対象とする．
( 2 ) CPU 電源制御開始トリガの変更

ビスを，上位階層のソフトウェアから使うためのインタ

CPU 電源の遮断処理や投入処理を開始するトリ

フェースとしている．

ガは，システムの特性により大きく異なる．その

またプロセッサについて，システムの初期化時と終了時

ため，hotplug 機能の柔軟性を向上させるために，

に特別な役割を果たすものを，マスタプロセッサと呼び，

システム特性を把握している開発者任意の方式に

システムに 1 つ存在する．マスタプロセッサ以外のプロ

変更できるよう対応する必要がある．また性能要

セッサを，スレーブプロセッサと呼ぶ．カーネル実行中で

件で述べた予測可能性を保証するため，タスク・

は，マスタプロセッサとスレーブプロセッサの動作に違い

イベントのマイグレーション等の，最悪実行時間

はない．

が予測できない CPU 電源遮断関連の処理は API

TOPPERS/FMP カーネルは，処理単位を登録時に 1 つ
のプロセッサに割り付けて実行するが，マイグレーショ

として実装せず，開発者によるアプリケーション
レベルでの実現を求める．

ンにより処理単位登録後に，割付けプロセッサを変更す
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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4.2 FMP-hotplug の要件
FMP-hotplug の設計要件を以下にまとめる．

の開始・終了を検知することができず，無意味な電源操作
が増加する可能性がある．またタスクの状態も把握するこ

( 1 ) FMP-hotplug の追加による既存の TOPPERS/FMP

とができないため，タスクが実行状態のまま CPU 電源を

カーネルの仕様と機能への変更は最小限にし，TOP-

遮断し，タスク状態を不安定にすることも考えられること

PERS/FMP カーネルの要件に影響を与えない

もあり，OS による電源管理を採用する．

( 2 ) FMP-hotplug の仕様は既存の TOPPERS/FMP カー
ネル用 API の仕様策定方針に従う
仕様策定方針を以下に示す．

( a ) 非タスクからの API 発行においては, 対象タスク

5.2 CPU 電源遮断タイミング
5.1 節に関連して，以下の 2 通りの電源遮断タイミング
が考えられる．

か実行状態と実行可能状態で動作を変えない.

( 1 ) 即時遮断方式

( b ) タスクと非タスクで呼び出す API に対称性を持

( 2 ) 遮断待機方式

たせる.

( 3 ) アプリケーションレベルで全ての CPU 電源制御処理
が実現可能となる機能を提供する

(1) は，電源遮断 API 呼び出し後，プロセッサ上で実行
中の処理の存在に関わらず，即座に電源を遮断する方式で
ある．この方式では，タスクの終了処理等を実行する必要

(3) に関しては，4.1 節の機能要件 (2) を満たすために定め

がなく，簡易的な制御で実現することができるが，電源遮

た．このためカーネルは，直交性を持つ最低限の機能を提

断後のシステムの不具合を発生させる可能性がある．

供し，開発者がそれらを組み合わせることで機能を実現で
きるようにする．

(2) は，ユーザによるタスクや割込み等の終了やマイグ
レーション処理後に CPU 電源を遮断する方法である．こ
の方式では，処理の終了を待つため，電源遮断要求から実

FMP-hotplug の要求機能を以下に述べる．
( 1 ) CPU 電源遮断機能

際の電源遮断までにかかる時間は予測不能であり，4 章の
性能要件と要求機能に違反する．

4.1 節の性能要件を満たすために，CPU 電源遮断を実

(2) については，電源遮断時に対象プロセッサ上で実行

行することで指定された CPU 電源を可能な限り即座

中の処理が存在しない状態にする必要がある．そのため，

に遮断する．即座に CPU 電源を遮断できない場合は

その状態にするためのレイテンシを極力最小化するため

エラーとする．またユーザからの明示的な電源復帰命

に，新たな処理の開始を禁止するプロセッサ状態を定義し，

令がない限り，可能な限り電源を遮断した状態を維持

電源遮断要求受付後，即座にその状態へ移行する方法や，

する．

そもそも対象プロセッサ上でタスク等の処理の実行中の場

( 2 ) CPU 電源投入機能

合，エラーとなり，遮断しないようにする方法が考えられ

4.1 節の性能要件を満たすために，CPU 電源投入を実

る．一方，実行状態の処理以外にも，セマフォ待ちのタス

行することで指定された CPU 電源を可能な限り即座

ク等の待ち状態の処理の取り扱いついても検討する必要が

に投入する．即座に CPU 電源が投入できない場合は

ある．このことは，電源遮断ポリシーに関わる．つまり，

エラーとする．

可能な限りプロセッサ電源を遮断したいのか，それとも空

( 3 ) CPU 電源状態参照機能
プロセッサの電源の状態（遮断状態・投入状態）を参
照する．

5. API 仕様設計

き時間にのみプロセッサ電源を遮断したいのか等を明確に
しなければならない．
本研究で構築した FMP-hotplug では，4.2 節の要求機能
に従い，また OS の動作を安定させるために (2) の方法を
採用した．ただし，4.1 節の要件を満たすために，実行中

FMP-hotplug の設計方針として，4.1 節で述べた API 処

の処理が存在する場合は，エラーとなり，電源遮断を実施

理の実行時間の制約と予測可能性の保証のため，4.2 節の

しないようにした．また電源遮断要求を受け付けたことを

要求機能で述べた最低限の機能のみを API として設計す

示すための新たなプロセッサ状態を定義する．これをオフ

る．以下に設計する API の仕様について述べる．

ライン状態と呼び，この対となる状態をオンライン状態と
呼ぶ．これにより実行中の処理が存在せず，CPU 電源の

5.1 電源管理方法
はじめに，CPU 電源の遮断を実現するために，OS の管

遮断が可能と判断された場合は，プロセッサをオフライン
状態に切り替え，CPU 電源を遮断する．

理を必要とするかどうかを考慮する必要がある．CPU 電
源の遮断を OS が管理しない場合，実装が容易であるが，
電源管理のトリガとなるタスクや割込みの動作は OS のス
ケジューラやディスパッチャが担うため，タスクや割込み
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

5.3 API 呼び出し元
電源制御 API を実行するプロセッサにより，処理は大き
く変わる．この場合以下の 2 通りが考えられる．
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5.4 プロセッサ状態の明示方法

( 1 ) 電源制御対象プロセッサ実行方式

Linux CPU hotplug では，電源遮断要求を電源遮断フ

( 2 ) マスタプロセッサ実行方式
電源復帰処理については，対象となるプロセッサの電源

ラグを用いて管理している．プロセッサがアイドル状態に

は遮断されているため，(2) の方式のみ使用可能となる．電

なったときに電源遮断フラグを確認し，フラグがセット

源遮断処理に関しては，いずれも対応可能なため，以下よ

されている場合に電源遮断処理を開始する．この方法は，

り電源遮断処理について検討する．

5.2 節の遮断待機方式と 5.3 節のアイドルタスク方式に類似

(1) では，すべての処理を電源遮断対象のプロセッサで完

する箇所があるが，それぞれの方式では TOPPERS/FMP

結することができるというメリットがある．この方式を採

カーネルの制約に合致しないため，Linux CPU hotplug と

用する場合は，API を呼び出すタスク（以降，電源遮断タ

同様の制御方法は採用しない．しかし，CPU 電源状態を

スクと呼ぶ）の状態に注意する必要がある．電源遮断タス

参照したタスクのスケジューリング等を開発者が設計する

クは CPU 電源遮断と同時に強制的に消滅するため，TCB

ことが考えられるため，5.2 節で定義したオフライン状態

*2

を使用して，CPU 電源状態を参照できるようにする．

上では実行状態であるが，実際には実行されていないと

いう矛盾が発生し，TOPPERS/FMP カーネルの要件に違
反する．これを回避するために API 実行中に電源遮断タ

5.5 電源制御における過渡状態
プロセッサ状態を追加することにより，電源制御におけ

スクを終了する必要がある．

(2) では，電源遮断処理完了後，タスクを終了することが

る過渡状態の扱いを検討する必要がある．電源投入時にお

できるため上記の違反は発生しない．しかしタスク・マイ

いては，電源投入要求の受け付けから即座に電源投入処理

グレーションを実施した際に問題が発生する．*3

を開始できるため，過渡状態については考慮しない．その

解決策と

して，電源遮断タスク自体をマイグレーションする方法が

ため，以降は電源遮断時の過渡状態について述べる．

挙げられる．具体的には，電源遮断対象のプロセッサ上で

電源遮断時の過渡状態は，
「電源遮断要求を受け付け，遮

電源遮断タスクを実行し，タスク・マイグレーションを実

断処理を開始し，実際に遮断されるまでの間」のことを指

行する．その後，他のプロセッサへ自身をマイグレーショ

す．電源遮断時においては，使用する 5.2 節の方式により，

ンし，電源遮断処理を実施するというものである．しかし，

オフライン状態に切り替えるタイミングと切り替え後の処

オーバヘッドが確実に大きくなり，更に直交性が悪いとい

理が変わる．5.2 節の遮断待機方式では，電源遮断要求を受

う問題があり適さない．またローカルタイマ停止やキャッ

け付けてから，実際に遮断処理を開始するまでのレイテン

シュ書き戻し等のプロセッサ固有のハードウェア処理も実

シが実行中のタスク等の状態によるため不定である．この

施する必要があるため，電源遮断タスクのマイグレーショ

ため，オフライン状態に切り替えることで，電源遮断要求

ンは必至となる．

受け付けを明示的なものにできるだけでなく，状態切り替

このため，FMP-hotplug では，CPU 電源遮断機能を電

え後の実行可能な処理を制限することで，遮断待機方式で

源遮断対象プロセッサが実行し，CPU 電源復帰機能をマ

述べたレイテンシの最小化方法を実現することができる．

スタプロセッサが実行するよう設計する．

この時，オフライン状態へ切り替えることで，
「実行すべき

また API の呼び出し元について，呼び出すタスクについ

処理がない場合に電源遮断する」状態に変更されるとする．

ても考慮する必要があり，以下の 2 通りが考えられる．

状態切り替え後の制限としては，遮断待機方式で述べたよ

( 1 ) 電源遮断タスクが電源遮断 API を実行する (通常タス

うに，現在のプロセッサでの処理量を減らし，可能な限り

ク方式)

( 2 ) 最低優先度タスクに電源遮断 API を実行させる (アイ
ドルタスク方式)

(2) を使用する場合には，最低優先度タスクをアイド
ルタスクとして用意する必要がある. この方式は Linux

早く電源を遮断するために，他タスク起動と他プロセッサ
からのタスク・マイグレーション等を禁止することが考え
られる．割込みに関しては，外部へのタスク・マイグレー
ションができなくし，また実行優先度の関係から，禁止に
せず受け付け可能にする．一方で CPU ロックは取得する．

CPU hotplug で適用されている方式であるが，TOPP-

検討事項としては，状態切り替え後に割込みを受け付け

PERS/FMP カーネルにはアイドルタスクの概念がないこ

た場合，また受け付けた割込みにより新たにタスクが実行

とから現在のカーネルの設計に違反する．

される場合，実行前にプロセッサ状態を切り替えるかどう

FMP-hotplug では，(1) を使用した設計を行う．

かということである．オフライン状態のまま実行する場合
は，オフライン状態にも関わらずタスクが実行し続けるこ

*2
*3

TOPPERS/FMP カーネルには，タスクの内部状態や優先度等
を管理するためのタスク管理ブロック (TCB) が存在する [4]
現在の TOPPERS/FMP カーネルのタスク・マイグレーション
の仕様では，タスクをマイグレーションさせることができるのは,
そのタスクと同じプロセッサに割り付けられたタスクのみとなっ
ている [4]
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( 1 ) 電源遮断要求を受け付ける前に，対象プロセッサ上で
他のタスクが実行しているケース

握しなければシステムの不具合を誘発する可能性がある．

6.1.2 WFI 方式

実行可能タスクがあるのでエラーとなり，オフライン

WFI 方式とは，プロセッサのアイドル状態に CPU ク

状態に切り替わる前なのでオンライン状態でタスクは

ロックを停止する WFI(Wait For Interrupt) と呼ばれる

実行する

ARM 命令を利用し，スヌープ・コントロール・ユニット

( 2 ) 電源遮断要求を受け付けた後，かつ電源遮断処理を開

(SCU) を変更することで，WFI 実行時に CPU の電源遮断

始する前に他のタスクの実行を開始するケース

を実現するものである．

電源遮断タスクが CPU ロックを取得するため，リリー

6.1.3 採用方式

ス後にそのタスクが実行される．よって一度電源は遮

WFI 方式は，SYSC 方式と比べ，少ないコード変更量

断され，再度 CPU 電源が復帰した後 (CPU ロックリ

とコードの汎用性の点において優位である．今回使用する

リース時) のオンライン状態でタスクは実行する

TOPPERS/FMP カーネルではアイドル状態に WFI を実

このことから電源遮断要求を受け付けた段階で実際に電源

行するため，タスク等の制御を考慮する必要がなく，コー

が遮断できるかはわからないため，電源遮断フラグを変更

ドの変更量を少なくする事ができる．また，組込みシステ

するのは，電源遮断処理の開始直前が最善である．

ムとして広く普及している ARM プロセッサの固有命令で

6. 実装
上記で策定した API 仕様を基に TOPPERS/FMP カー
ネルへ実装する．

ある WFI を応用していることから，コードの汎用性が高
いといえる．しかし一方で，ユーザによる電源遮断要求を
受け付けた後，アイドル状態になり実際に電源が遮断され
るまでにかかる時間は，電源遮断対象のプロセッサ上のタ
スクの数や状態等により定まらない．このことは 4.1 節の

6.1 実装環境

性能要件に違反するため，WFI 方式を使用する場合におい

本 研 究 で 使 用 し た 実 装 環 境 は ，Renesas R-Car

ても SYSC 方式と同様に，予測可能性を高めるためにタス

H1(Marzen) である（以降，評価ボードを Marzen を呼

クの状態等を把握する必要がある．また，CPU 電源の投

ぶ）．Marzen に搭載されているプロセッサは Cortex-A9

入方法については，いずれも割込みによって行うことがで

MPCore(Quad Core) であり，各プロセッサの動作周波数

きるため，条件は共に同じである．

は 1.0GHz である．

Marzen で対応している CPU 電源制御方法には，次の 2

以上より，本研究では，電源制御方法として 4.1 節の性
能要件を優先するために SYSC 方式を使用した．

通り存在する

( 1 ) SYSC 方式
( 2 ) WFI 方式
それぞれについて説明する．

6.1.1 SYSC 方式
SYSC 方式とは，Marzen のシステム・コントローラ・レ

6.2 CPU 電源遮断処理
まず，電源遮断時の API の TOPPERS/FMP カーネル
への実装について述べる．なお，API は TOPPERS/FMP
カーネルの既存の API に倣い，CPU ロックとタスクロッ
クを取得する．

ジスタ (SYSC) の一種である，ARM コア電源制御レジス

本研究では，実質的な CPU 電源遮断処理以外の API 処

タを使用するものである．使用する主要なレジスタを以下

理として， 1 指定されたプロセッサの CPU 電源遮断が可

に示す．

能かどうかのチェック， 2 オフライン状態への切り替え，

• 電源ステータスレジスタ
CPU コア毎の電源状態を示すレジスタ
• 電源遮断制御レジスタ

3 電源遮断タスクの実行状態の変更， 4 ローカルタイマの
無効化， 5 データキャッシュの書き戻しを実装した．

1 については，プロセッサ状態の確認，指定されたプロ

指定する CPU コアに対応するビットに 1 を書込むこ

セッサ番号の確認，実行中のタスクの確認を実行する．な

とで，その CPU コアの電源遮断を開始させるレジスタ

お，これらの確認をするためにプロセッサ管理ブロック

• 電源復帰制御レジスタ

(PCB) へアクセスするため，タスクロックと PCB ロック

指定する CPU コアに対応するビットに 1 を書込むこ

を取得する． 2 については，5.4 節でプロセッサ状態の明

とで，その CPU コアの電源投入を開始させるレジスタ

示方法として導入したオフライン状態に切り替えるための

SYSC 方式は，レジスタの変更後即座に電源制御を開始

処理である． 3 については，5.3 節で検討した問題を解決

するという特徴がある．そのため，即時性に優れ，電源制

するためである．具体的には，電源遮断タスクが実行中で

御処理の実装が容易である．一方で電源遮断時には，プロ

あるが，後に CPU 電源遮断により強制的に消滅するため，

セッサにて実行中もしくは実行待ちの処理の有無に関わら

実行中に予め TCB を操作し，終了状態に変更する． 4 に

ず電源を遮断できるため，OS やタスクの状態等を正確に把

ついては，4.2 の FMP-hotplug の要求機能を実現するため
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のものである．TOPPERS/FMP カーネルでは，プロセッ

またリアルタイム OS として，TOPPERS/FMP カーネ

サがそれぞれローカルタイマを動作させているが，動作中

ルを Marzen 上で実行した．本研究では，リアルタイム OS

のまま CPU 電源遮断を試みると，タイマティックが電源

の実行中の電力とオーバヘッドの測定を実施するが，同時

投入のトリガとなってしまい，ユーザの意図に反して CPU

に TOPPERS/FMP カーネルを，電力測定において，プロ

電源の投入処理が開始されてしまう．そのため電源遮断処

セッサの負荷状態と電源状態の動的変更処理，およびオー

理の一部としてローカルタイマを無効化する必要がある．

バヘッド測定においては，測定に使用するパフォーマンス

5 については，OS 実行中に一部のプロセッサを取り外す

カウンタの初期化や起動処理と測定開始時のフラグの投入

ため，キャッシュの一貫性について考慮する必要がある．

処理を実行するために使用する．

そのため，CPU 電源遮断時にキャッシュの無効化とメモ
リへの書き戻しを実施する．本研究で実装した CPU 電源
遮断処理のアクティビティ図を以下に示す．

7.1 電力測定
電力測定は，Marzen 上には電力測定用回路が存在しな
いことから，代用として電流測定用回路を応用することで
プロセッサの消費電力を概算する方法を採用した．Marzen

㻯㻼㼁䞉䝍䝇䜽䞉㻼㻯㻮䝻䝑䜽ྲྀᚓ

は，DC12.0V の単一出力電源で動作し，スイッチングレ

᪤䛻䜸䝣䝷䜲䞁≧ែ䛻
䛺䛳䛶䛔䜛䛛

ギュレータを使用することで，12V 電源から DDR3 メモリ

㼥㼑㼟
㼚㼛
䝥䝻䝉䝑䝃㻵㻰㻌㻩㻌㻝
㼥㼑㼟
㼚㼛
ᐇ⾜䝍䝇䜽ᩘ 㻪㻌㻝
㼥㼑㼟
㼚㼛

やプロセッサ等の動作電圧の異なるペリフェラルに適した
電源を生成する仕様となっている．更に，スイッチングレ
ギュレータにより生成されたペリフェラルの電源回路には
それぞれ，電流測定用回路として回路内電流を測定するた
めの抵抗が存在する．抵抗の抵抗値を R，両端電圧を VR

䜸䝣䝷䜲䞁≧ែ䛻ษ䜚᭰䛘
㟁※㐽᩿䝍䝇䜽≧ែኚ᭦
䝻䞊䜹䝹䝍䜲䝬↓ຠ

䜶䝷䞊
䊻⤊

とすると，求める回路内電流 (IR ) は以下のように計算す
ることができる．

䝕䞊䝍䜻䝱䝑䝅䝳᭩䛝ᡠ䛧
㻯㻼㼁㟁※㐽᩿

IR = VR /R

(1)

以上より，ペリフェラル電源回路電圧を VP とすると，ペ
図 1

CPU 電源遮断実装例

リフェラル電源回路の消費電力 WP は (1) 式を使用すると
以下のように計算できる．

6.3 CPU 電源投入処理

WP = VP ∗ IR

(2)

本実装では，実質的な CPU 電源投入処理以外の API 処

Marzen における H1 プロセッサのペリフェラル電源回路

理として， 1 キャッシュ等のターゲットの初期化， 2 ロー

では，R=10(mΩ) , VP =1.2(V) であるため，求める消費電

カルタイマのグローバルタイマとの同期， 3 ローカルオブ

力 WH1 は (1) 式，(2) 式を利用して以下のように概算する

ジェクトの初期化のみとした．

ことができる．

7. 評価実験

WH1 = 1.2 ∗ VR /103 = 1.2 ∗ 10−3 ∗ VR

(3)

構築した省電力機構を評価するために，電力測定とオー

本研究での電力測定において，回路内電流の測定抵抗に

バヘッド測定を実施した．電力測定に関しては，マルチプ

ピンをハンダ付けし，更にノイズを削減するために自作

ロセッサ環境において，プロセッサにかける負荷状態およ

のフィルタを装着し，デジタルメータ IWATSU VOAC 22

び電源状態を変更することで観測されるプロセッサ全体の

を用いて測定した．プロセッサの負荷状態として，ビジー

消費電力の変化を測定する．オーバヘッド測定に関しては，

ループ実行状態とアイドル状態の 2 パターン用意した．ビ

プロセッサの電源状態を変更するのにかかるオーバヘッ

ジーループ実行状態は，ビジーループを実行するタスクを

ドを測定する．今回の評価では，前述の ARM Cortex-A9

特定のプロセッサ内で実行している状態を指し，アイドル

MPCore を搭載したルネサスエレクトロニクス社製評価

状態は，プロセッサに割り当てられた実行可能状態のタス

ボード R-Car H1(Marzen) を使用する．評価では，Marzen

クが存在せす，WFI モードへ遷移した状態を指す．また

の４つのプロセッサのうち，マスタプロセッサとスレーブ

マスタプロセッサに関して，プロセッサ状態を変更するた

プロセッサのうちの第 2 プロセッサ（以降，プロセッサ２

めにユーザー入力受付タスクを常に実行している．そのた

と呼ぶ）の２つのプロセッサを使用した．残りの２つのプ

め，マスタプロセッサに限り，上記の負荷状態に，入力受

ロセッサは停止させている．

付タスク分の負荷を加算する必要がある．
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表 1

表 3

H1 プロセッサの消費電力

電源遮断処理のオーバヘッド

マスタプロセッサ

プロセッサ 2

電力値

処理番号

平均値

最大値

メインループ

アイドル状態

0.922 [W]

1

2.43 [us]

2.88 [us]

ビジー+メイン

アイドル状態

1.023 [W]

2

301 [us]

302 [us]

メインループ

ビジーループ

1.038 [W]

ビジー+メイン

ビジーループ

1.132 [W]

メインループ

電源遮断状態

0.912 [W]

ビジー+メイン

電源遮断状態

1.013 [W]

表 2

態レジスタをループで参照することで実現する．
䝬䝇䝍䝥䝻䝉䝑䝃

H1 プロセッサの電力削減量

状態変化前

状態変化後

電力削減量・削減率

メイン+ビジー

メインループ

≈ 0.100 [W] (≈ 10.1%)
≈ 0.113 [W] (≈ 11.6%)

電源遮断状態

≈ 0.122 [W] (≈ 12.8%)

アイドル状態

電源遮断状態

≈ 0.010 [W] (≈ 1.04%)

㼚㼛

㟁※㐽᩿㛤ጞ
䝣䝷䜾㻩㼠㼞㼡㼑

㼥㼑㼟

䝻䝑䜽ྲྀᚓ

䜹䜴䞁䝍䝸䝉䝑䝖䞉㛤ጞ
㻯㻼㼁㟁※≧ែ䛜
㐽᩿䛥䜜䛶䛔䜛䛛

プロセッサの電源状態として，通常状態と電源遮断状態

㼚㼛
㼥㼑㼟

を用意した．通常状態とは，プロセッサの電源が投入され

呍呍呍

アイドル状態

ビジーループ

䝣䝷䜾䛜㼠㼞㼡㼑䛛
䛹䛖䛛
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た状態を指し，電源遮断状態は，任意でプロセッサの電源
を遮断し，電源が投入されていない状態を指す．またマス

図 2

CPU 電源遮断時オーバヘッド測定方法例

タプロセッサに関して，Marzen の仕様により，電源を遮
断することが不可能なため，マスタプロセッサに限り，通
常状態のみとする．
電力測定の結果を表 1 に示す．測定の結果，プロセッサ
状態変化による消費電力の削減量を表 2 に示す．

オーバヘッド測定は各パターンにおいて 20 回試行し，
最大値と平均値を出す．それぞれについて以下に詳細を述
べる．

7.2.1 電源遮断処理のオーバヘッド

この結果より，アイドル状態と電源遮断状態の比較では

電源遮断処理に関しては，6 節で述べたように，TOP-

ほとんど消費電力に差が生じないことがわかった．原因と

PERS/FMP カーネルの API として実装してある実質的な

して，プロセッサ内部には CPU コア以外にデータキャッ

CPU 電源遮断処理と，アプリケーションとして実装して

シュや命令キャッシュのみならず，高機能化に伴う浮動小

ある，ローカルタイマの無効化等の電源遮断の前処理の大

数点演算ユニット等の高機能化要求に応じるための処理装

きく 2 つの処理系に分かれている．そのため，電源遮断処

置が搭載されているため，相対的にプロセッサ中に占める

理のオーバヘッド測定として， 1 API にて実現している実

CPU コアの消費電力比が減少していることが挙げられる．

質的なプロセッサ電源遮断処理単体のオーバヘッド， 2 プ
ロセッサ電源遮断に関わる全処理のオーバヘッドの 2 通り

7.2 オーバヘッド測定
プロセッサの電源遮断処理と電源投入処理の両方につい
てオーバヘッドの測定を実施する．対象となるプロセッサ

の測定を実施する．今回の評価で使用した 2 の測定方法に
ついて図 2 に示す．
電源遮断処理のオーバヘッドの測定結果を図 3 に示す．

はいずれの場合においても測定にパフォーマンスカウンタ

実行時間はサイクル数とプロセッサ周波数の商で計算する

を使用する．電源操作の対象となるのはプロセッサ 2 であ

ことができ，その結果を表 3 に示す． 1 と 2 において，平

り，マスタプロセッサはパフォーマンスカウンタを起動と

均値と最大値の差はそれぞれ，0.45us と 1us である．RTOS

終了を担う．確実な時間測定には，測定対象のプロセッサ

2 でパフォーマンスカウンタの操作をするのが最適である．
しかし，プロセッサの電源操作にかかるオーバヘッドを操
作対象のプロセッサ内部のカウンタで測定するのは不可能
である．そのため本評価では，パフォーマンスカウンタ開
始・終了のトリガとなるフラグを用意した．パフォーマン
スカウンタを操作するマスタプロセッサ上のタスクは電源
操作の開始前に実行状態にし，上記のフラグ状態をループ
で常時確認する．またプロセッサ 2 が電源遮断状態もしく
は電源投入状態となった場合をカウンタ終了のトリガとす
る場合には，フラグを使用せずに，プロセッサ 2 の電源状
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

図 3

電源遮断処理のオーバヘッド
左: 1 の評価結果

右: 2 の評価結果
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8. おわりに
本研究では，マルチコア向け組込みリアルタイムシステ
ムに適用可能な，RTOS がサポートする省電力機構の仕様
を提案した．本研究で策定した仕様を基に構築した省電力
機構をマルチコア RTOS の一種である TOPPERS/FMP
カーネルへ実装し，その評価を実施した．本研究の省電力
機構として，汎用システムで既に実用化されている CPU

hotplug を使用した．CPU hotplug を採用した理由として，
OS がサポートする省電力機構であること，そして，組込
みシステムで使用できるプロセッサの性能に見合う省電力
機構であると判断したためである．評価に関して，CPU 電
源制御のオーバヘッドは，電源遮断処理と電源復帰処理の
いずれにおいても，TOPPERS/FMP カーネルに適する結
図 4

果を得ることができたが，消費電力の削減量は，プロセッ

電源投入処理のオーバヘッド
左上: 1 の評価結果

右上: 2 の評価結果

下: 3 の評価結果

サ中の CPU の消費電力比が低いことから，アイドル状態
とほとんど変わらない結果となった．今後の展望は，パ

表 4

電源投入処理のオーバヘッド

処理番号

平均値

最大値

1

4.12 [us]

4.46 [us]

2

949 [us]

951 [us]

3

967 [us]

969 [us]

フォーマンスと消費電力のバランスを考慮した，性能が異
なるプロセッサを複数搭載したヘテロジニアスマルチコア
を使用した省電力機構の仕様を提案する予定である．
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