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インプリサイス計算モデルにおける Temperature-Aware DVFS
溝 谷 圭 悟†
千 代 浩 之†

上 田 陸 平†
松 谷 宏 紀†

高 須 雅 義†
山 崎 信 行†

マイクロプロセッサの高密度化に伴い，上昇するプロセッサ温度の制御がより重要な課題となってい
る．消費電力を削減することでプロセッサの過度な温度上昇を防ぐ手法として Temperature-Aware
Dynamic Voltage and Frequency Scaling（TA-DVFS）が提案されている．しかし，TA-DVFS
ではプロセッサ温度によって電圧と周波数が変化するため，タスクの実行時間の予測が困難である．
本研究では，タスクを必須部分と付加部分に分割するインプリサイス計算モデルを TA-DVFS に適
用することで，プロセッサ温度の上昇を防ぎつつ残ったプロセッサ時間（スラック）を活用してタス
クの実行結果の品質を向上させる．TA-DVFS によりタスクの実行時間が増加しても，付加部分の処
理を中断することでリアルタイム性を維持する．実機評価により，TA-DVFS にインプリサイス計算
モデルを適用することで，プロセッサの温度制約違反を防ぎつつ，残ったスラックでタスクの実行結
果の品質を向上できていることを示した．

Temperature-Aware DVFS on Imprecise Computation Model
Keigo Mizotani,† Rikuhei Ueda,† Masayoshi Takasu,†
Hiroyuki Chishiro,† Hiroki Matsutani†
and Nobuyuki Yamasaki†
As microprocessor grows in density, management of processor temperature is becoming more
important issue. Temperature-Aware Dynamic Voltage and Frequency Scaling (TA-DVFS)
has been proposed to regulate temperature violations by reducing power consumption. However, using TA-DVFS makes it hard to calculate the execution time of tasks because changing
voltage and frequency depends on processor temperature. In this paper, we apply an imprecise
computation model which splits each task into mandatory and optional parts to TA-DVFS.
It regulates processor temperature increases and utilizes remaining slack to get better quality
of task while preserving the time constraints by terminating the execution of optional part.
Experimental results show that using the proposed technique enabled us to prevent processor
temperature violations and improve the quality of task by exploiting remaining slack.

1. は じ め に

消費電力を削減することで，効果的にプロセッサ温度
の低下を図ることができる．しかし，温度が閾値を超

近年，組込みリアルタイムシステムの高機能化及び

過した際に動作周波数と供給電圧を下げる手法でリア

マイクロプロセッサの高密度化に伴い，消費電力の削減

ルタイム性を保証するためには，プロセッサ利用率を

と上昇するプロセッサ温度の制御がより重要な課題と

低くする必要があり，動作周波数と供給電圧を下げな

なっている．特に組込みリアルタイムシステムではハー

い場合は大幅なスラックが発生してしまう．

ドウェア資源に限りがあるため，ソフトウェアによるプ

スラックを利用してタスクの結果の品質を向上させ

ロセッサの温度制御の重要性が増すこととなる．ソフト

る手法として，インプリサイス計算モデル6),8) が提案

ウェアによるプロセッサ温度制御の手法の一つとして，

されている．インプリサイス計算モデルでは，タスク

温度制約違反を防ぐために動的にプロセッサの供給電

は必須部分（mandatory part）と付加部分（optional

圧と動作周波数を調整する Temperature-Aware Dy-

part）に分けられる．必須部分は許容可能な最低限の

namic Voltage and Frequency Scaling（TA-DVFS）

品質を持つ結果を生成し，付加部分は必須部分が生成

が挙げられる．動作周波数及び供給電圧の低減により

した結果の品質を向上させる．システムが過負荷状態
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に陥り付加部分に割り当てる実行時間が無くなったと
しても，付加部分を中断することでデッドラインミス
を回避することが可能である．
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はアレニウスの式により以下のように表すことがで
きる．

k = A × exp(−

Ea
)
RT

(1)

k は反応速度，A は定数，Ea は活性化エネルギー，R
図 1 インプリサイス計算モデルの例
Fig. 1 Imprecise computation model example

本研究では，TA-DVFS により動的に変動するス

はボルツマン定数，T は絶対温度である．また，この
式を変形して以下のように表すことができる．

log k = −

Ea 1
+ log A
R T

(2)

ラックを活用するため，TA-DVFS へのインプリサイ

この式が示すように，半導体の温度が上昇すると反応

ス計算モデルの適用を提案する．中断可能な付加部分

速度が上昇し，半導体の寿命が短くなる．その結果，

を持つインプリサイス計算モデルを適用することで，

高熱状態での稼働が予期せぬエラーやプロセッサの損

リアルタイム性を維持しつつタスクの実行結果の品質

傷の原因となる．

を向上させる．

このようなプロセッサの発熱により生じる不具合を

本論文の構成は次の通りである．まず，第 2 章で背

防ぐため, プロセッサの熱制御はより重要な課題となっ

景について述べる．次に，第 3 章で関連研究について

ている. そのため, 冷却ファンやヒートシンクなど様々

述べる．第 4 章では本研究で提案する TA-DVFS へ

なハードウェアによるプロセッサの冷却方法が用いら

のインプリサイス計算モデルの適用について述べ，第

れてきた. しかし, ハードウェアによる冷却はハード

5 章でスケジューラの実装方法について述べる．第 6

ウェア面積の増大につながり, 特にハードウェア資源

章で実装の実機評価及びその考察を行う．最後に，第

が限られているリアルタイムシステムでは面積の増加

7 章で結論を述べる．

は大きな問題となる. よって, 本研究で対象としてい

2. 背

るリアルタイムシステムにおいて, ソフトウェアによ

景

るプロセッサの温度制御技術は非常に重要である．本

2.1 インプリサイス計算モデル
6),8)

インプリサイス計算モデル

研究ではソフトウェアでの代表的な温度制御の手法で

は，一般計算モデ

ある TA-DVFS に焦点を当てる．TA-DVFS では，動

ル7) に計算の精度を向上させる部分である付加部分を

的に動作周波数及び供給電圧を下げることで消費電力

追加したモデルである．付加部分は必須部分完了後に

を削減し，それによりプロセッサの温度上昇を抑える．

実行可能になる非リアルタイム処理なので，付加部分

ここで，プロセッサの温度と消費電力の関係につい

で精度を向上させるために要求された実行時間を完了

て述べる．半導体素子のジャンクション温度と消費電

する必要はない．付加部分に割り当て可能な時間が要

力の関係は以下の式で表すことができる．

求実行時間より短い場合，付加部分の実行を中断して
精度の低い結果を生成する．タスク τi の必須部分の

Tj = θja Pd + Ta

(3)

Tj はジャンクション温度，Ta は周辺温度，θja は熱抵

最悪実行時間を mi ，周期を Ti とすると，タスク τi

抗，Pd は消費電力である．この式が示すように，消

のプロセッサ利用率は Ui = mi /Ti ，システム全体の

費電力を削減することで，プロセッサ内部の温度上昇

プロセッサ利用率は U = Σi Ui である．タスクの付加

を抑えることが可能である．

部分の完了はスケジュールの成否に無関係なため，タ

更に，消費電力と動作周波数及び供給電圧の関係

スクのプロセッサ利用率に付加部分の要求実行時間 oi

について以下で述べる．近年のプロセッサなどの集積

は含まれない．

回路は CMOS 回路で構成されており，その消費電力

図 1 にインプリサイス計算モデルの例を示す．タス
ク τi は必須，付加部分の順で実行する．ジョブ τi,j+2
のように付加部分を破棄した場合，必須部分のみ実

PT OT AL は以下の式で表すことができる．
PT OT AL = PSW + PLEAK

(4)

PSW はスイッチング電力，PLEAK はリーク電力で，

行する．インプリサイス計算モデルは，画像処理やロ

プロセッサの消費電力はこの 2 つの和で表すことがで

ボットの経路選択のような生成された結果に対して精

きる．スイッチング電力は回路が動作して CMOS 回

度を要求する処理を考慮している．

路で ON/OFF の切り替えが発生することによって生

2.2 温度制御技術
半導体の温度と半導体内での化学反応速度の関係式
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じる電力であり，以下の式で表される．
2
PSW = α × C × VDD
×f

(5)
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α は動作率，C は負荷容量，VDD は供給電圧，f は
動作周波数である．スイッチング電力は供給電圧の 2
乗に比例し，動作周波数に比例する．また，リーク電
力は以下の式で表すことができる．

PLEAK = ILEAK × VDD

(6)

ILEAK はリーク電流で VDD は供給電圧である．リー
ク電流は電源が投入されていれば，プロセッサの動作，
停止に関わらず発生する．

図 2 M-FED スケジューリング例
Fig. 2 M-FED scheduling example

消費電力のうちスイッチング電力は，式 5 に示すよ
うに供給電圧の 2 乗と動作周波数にそれぞれ比例する

分に割り当て可能な時間を ti , 割り当て可能なスラッ

関係にあり，供給電圧と動作周波数を下げることで削

クを S と定義した場合, OPT-LU は以下の式を満た

減することが可能である．また，消費電力を削減する

すようにスケジュールを行う．
n
∑

ことで，式 3 に示すようにプロセッサ内部のジャンク
ション温度の上昇を抑えることが可能である．以上の

maximize

ようにして，TA-DVFS では動的な動作周波数と供給
電圧の調整により消費電力を削減することでプロセッ
サの温度上昇を防ぐ．

3. 関 連 研 究
3.1 インプリサイス計算モデル

fi (ti )

i=1
n

∑

subject to

b i ti = S

i=1

ti ≤ oi

i = 1, 2, . . . , n

0 ≤ ti

i = 1, 2, . . . , n

3.2 TA-DVFS

インプリサイス計算モデルのスケジューリングアルゴ

TA-DVFS ではプロセッサ上に取り付けた温度セン

リズムとして Mandatory-First with Earliest Dead-

サから温度を読み取り，アルゴリズムに従って動的に

line（M-FED）2) が提案されている．M-FED は，Ear-

動作周波数と供給電圧を調整することで温度制約違

liest Deadline First（EDF）7) に基づく動的優先度ス

反を防ぐ．最も単純で確実なのは，温度センサから読

ケジューリングアルゴリズムである．M-FED は必須，

み取った温度が閾値を超過した場合に動作周波数及び

付加部分をそれぞれ EDF でスケジューリングする．

供給電圧を下げる手法である5) ．また，面積やコスト

ただし，必須部分は付加部分よりも必ず優先度が高い．

のかかる温度センサの代用として，プロセッサ内のパ

そのため，EDF 同様にシングルプロセッサにおけるス

フォーマンスカウンタを利用してプロセッサの温度を

ケジュール可能なタスクセットのプロセッサ利用率の

解析する手法もある4) ．しかし，上記の研究は非リア

上限は 100%である．M-FED では一般計算モデルの

ルタイムシステムを対象としており，このような TA-

タスクに関しても，付加部分の実行時間を 0，すなわ

DVFS の手法をリアルタイムシステムで用いた場合，

ち必須部分のみのタスクとすることで EDF と同様の

動作周波数と供給電圧を下げるタイミングが温度に依

スケジューリングを行うことが可能である．M-FED

存するために，プロセッサ利用率が高い状態で動作周

でスケジューリングした例を図 2 に示す．τ1 と τ2 の

波数と供給電圧を下げた際にスケジュール不可能な状

必須部分をスケジューリングした後，残ったプロセッ

態に陥る危険性がある．この手法をリアルタイムシス

サ時間で可能な限り τ1 と τ2 の付加部分のスケジュー

テムに適用した場合，リアルタイム性を保証するため

リングを行う．

にはプロセッサ利用率が限定され，供給電圧と動作周

Optional with Least-Utilization（OPT-LU）1) は

波数を下げない場合は大幅なスラックが生じてしまう．

付加部分の最悪実行時間が既知の場合, 付加部分の

一方で，プロセッサ温度に対して厳密に閾値を定め

精度関数を最大化するスケジューリングアルゴリズ

て動作周波数及び供給電圧の調整を行うのではなく，

ムである. OPT-LU では, EDF のような最適なス

プロセッサ利用率を制限せずに利用可能なスラックを

ケジューリングに基づき, タスクの必須部分のデッ

割り当てることで消費電力を減らしつつ best-eﬀort

ドラインミスを発生させない範囲で付加部分を優先

に温度制約違反を減らす手法もある3) ．この手法では，

して実行する.

タスク τi の精度関数 fi の集合を

PID 制御により実行時間を見積もってタスクを 2 つ

F = {f1 , f2 , . . . , fn }, 付加部分の最悪実行時間 oi の

に分割し，分割したそれぞれのタスクに対して温度制

集合を O = {o1 , o2 , . . . , on }, 正の有理数を bi , 付加部

約を満たしつつ消費電力を最小化するスラックを割り

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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当てる分配を求める．ただし，タスクの実行時間の見
積もり及びスラックを割り当てる分配の計算により計
算量が増大するという問題点が存在する．
本研究では，リアルタイムシステムでの TA-DVFS
の下で，リアルタイム性の保証のためにプロセッサ利
用率が制限されながらも余ったスラックを活用する手
法を調査する．
図 3 システム構成
Fig. 3 System configuration

4. インプリサイス計算モデルを適用した TADVFS
4.1 システム構成
3.2 節で述べたように，プロセッサ温度が閾値を超
過した場合に動作周波数及び供給電圧を下げる TA-

DVFS の手法ではタスクの実行時間の予測が困難であ
り，リアルタイム性の保証のためにスケジュール可能
なプロセッサ利用率が限定されてしまう．
そこで本研究では，リアルタイム性を維持しつつ

TA-DVFS で動的に変動するスラックを活用するた
め，インプリサイス計算モデルの適用を提案する．ス

図 4 TA-DVFS における M-FED スケジューリング例
Fig. 4 M-FED scheduling example on TA-DVFS

ラックが利用できる場合は付加部分を実行して生成結
果の品質を向上させ，動作周波数が下がり過負荷に

利用率 100%までスケジュール可能な M-FED を用い

陥った場合は付加部分を破棄してリアルタイム性を維

る．TA-DVFS により動作周波数を下げるとタスクの

持する．

実行時間が増加するが，M-FED は必須部分を優先的

図 3 に本研究で提案するシステムの全体図を示す．

に EDF でスケジューリングし，付加部分の実行は中

M-FED スケジューラ及び TA-DVFS の機構を実装

断することが可能なため，必須部分が最低動作周波数

し，それぞれを実行するカーネルスレッドをプロセッ

で EDF によってスケジュール可能ならばリアルタイ

サの動作周波数に影響されない外部クロックを用い

ム性を満たすことができる．

たタイマが割り込みにより起床させる．これにより

図 4 に TA-DVFS へのインプリサイス計算モデル

TA-DVFS で動作周波数を変更しても，正確な実時間

適用時のスケジューリングの例を示す．図中において

でスケジューリングを行うことができる。TA-DVFS

τ1 の 2 つ目のジョブのリリース時に温度制約違反が

では温度センサでプロセッサ温度を読み取り，温度に

発生し，周波数及び電圧を下げたことで以降のタスク

応じてプロセッサの動作周波数及び供給電圧を調整す

の実行時間が増加している．プロセッサ温度の低い起

る．M-FED スケジューラは必須部分を実行中のユー

動時には余ったスラックを用いて付加部分を実行し、

ザスレッドを持つタスクから優先的にスケジュールし，

タスクの処理結果の品質を向上させている．一方プロ

残ったスラックに対して付加部分を実行中のスレッド

セッサ温度が閾値を超えると周波数及び電圧を下げる

を持つタスクをスケジュールする．以上のシステム構

ためタスクの実行時間が増加するが，付加部分の処理

成により，TA-DVFS によってタスクの実行時間が変

を省くことでリアルタイム性を維持しつつ温度を下げ

動するが，M-FED のスケジューラによりリアルタイ

ている．

ム性を維持しつつタスクの実行結果の品質を向上させ
る付加部分を実行することでスラックを有効に活用で
きる．

4.3 TA-DVFS の機構
本研究で用いる TA-DVFS の機構について述べる．
図 5 に TA-DVFS で行う処理のフローチャートを示

4.2 スケジューリング機構

す．TA-DVFS の処理は専用のスレッドを生成して行

TA-DVFS による周波数の変更によりタスクの実行

う．一定周期毎に TA-DVFS を行うスレッドを起床さ

時間が変化するため，可能な限りスケジュール可能性

せ，温度センサからプロセッサ温度 θ を取得する．こ

が高いアルゴリズムが望ましい．そこで本研究では，

こでプロセッサ温度が閾値 θc を超過している場合に

動的スケジューリングアルゴリズムでありプロセッサ

は，動作周波数と供給電圧を下げることでプロセッサ

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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図 6 D-RMTP SiP
Fig. 6 D-RMTP SiP

アーキテクチャであり, ハードウェア資源の利用効率
が高いため低い動作周波数で高いスループットを実現
できる．
図 6 は，D-RMTP と各種デバイスを集約した Sys-

tem in Package（SiP）の全体図である．SiP 上には
3.3V から 1.0V に減圧する DC/DC コンバータとポテ
図 5 TA-DVFS のフローチャート
Fig. 5 Flow chart of TA-DVFS

ンショメータが実装されており，SPI インターフェー
スを用いてポテンショメータを制御して抵抗値を変え
ることで，D-RMTP の供給電圧を 0.8〜1.1V の間で

の温度上昇の防止を図る．この閾値 θc はプロセッサが

制御することができる．同様に，SPI を通じて熱電対

規定の温度制約を違反しないようにその値を定める．

を用いた温度センサの値を読み取ることで，プロセッ

一方で θ が θc − β 未満であり，かつ動作周波数及び

サ温度を検出することができる．また，D-RMTP では

供給電圧が下がっている場合には，動作周波数及び供

各ハードウェアモジュールに供給するクロックの分周

給電圧を元の値に戻す．これは，プロセッサへの供給

比を指定することができる分周器によってソフトウェ

電圧の変更をソフトウェア上で指定してから実際に反

アでの動的な周波数制御を可能としており，前述した

映されるまでにオーバヘッドによる時間差が発生する

供給電圧の制御及び熱電対を用いた温度センサを組み

ため，閾値 θc 付近の温度の時に連続で電圧を変更を

合わせることで TA-DVFS を実現する．

行うことによる大幅なオーバヘッドの発生を防ぐため

5.2 M-FED スケジューラ

である．そのため，供給電圧を下げる温度の閾値と供

図 7 にスケジューリングを行う際にタスクを挿入

給電圧を元に戻す温度の閾値との間で β の値だけ間隔

するキューの構造を示す．Wait Queue（WQ）と優

を取ることとする．そして一連の TA-DVFS の処理

先度別の Run Queue（RQ）を管理しており，必須部

が終わった後，スレッドは次の周期までコンテキスト

分を実行中のタスクには高い優先度が，付加部分を実

を退避する．以上のようにして，TA-DVFS の処理を

行中のタスクには低い優先度が必ず与えられる．スケ

行う．

ジューラは RQ にあるタスクを EDF でスケジューリ

5. 実

装

本章では，実装対象であるプロセッサのモデルと，

ングする．ただし，必ず優先度の高いタスクから実行
するため，RQ 内に必須部分を実行中のタスクが存在
しない場合にのみタスクの付加部分は実行される．そ

インプリサイス計算モデルを TA-DVFS に適用する

して，実行を完了したタスクはスケジューラによって

ための M-FED スケジューラの実装方法について述

次のリリース時刻まで WQ に格納される．また，低

べる．

優先度の RQ 内でデッドラインを迎えたタスクは，付

5.1 プロセッサモデル

加部分の実行を中断して高優先度の RQ に移動させた

本研究では，実機評価を行うための実装対象とし

後，必須部分から実行を再開する．以上のようにして，

て Dependable Responsive Multithreaded Proces-

M-FED を実現する．

sor（D-RMTP）9),10) を用いた．D-RMTP は 1 つの

このような M-FED スケジューラの実装により，TA-

コアで複数のスレッドを同時実行する優先度付き SMT

DVFS で周波数及び電圧が変化して付加部分を実行す
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void end_mandatory(void)
{
task_t *task = current_task();
if (task->deadline > current_time()) {
deactivate_task(task, task->rq);
task->part = OPTIONAL;
task->priority += PRIORITY_OPTIONAL;
activate_task(task, task->rq);

図 7 タスクキュー
Fig. 7 Task queue

schedule(task->rq);





execute_mandatory();

}
}



end_mandatory();


図 9 end mandatory 関数
Fig. 9 end mandatory function

if (current_task->part == OPTIONAL)
execute_optional();

を行う end mandatory 関数の擬似コードを図 9 に示

end_task();

す．end mandatory 関数では，呼び出したタスクが



 デッドラインを過ぎていないか判定を行い，デッドラ

図 8 インプリサイス計算モデルの擬似コード
Fig. 8 Pseudocode of imprecise computation model

インを過ぎていなければ，タスクを一度 RQ から取り
除き，タスクの実行状態を表す構造体メンバ part を

るスラックがなくなったとしても，付加部分の実行を

OPTIONAL に，優先度を表す構造体メンバ priority

中断することで必須部分の実行のリアルタイム性を維

を低優先度に変更して RQ に再び格納し，スケジュー

持することができる．

リングを行う．

5.3 インプリサイス計算モデルのタスク
図 8 にインプリサイス計算モデルの擬似コードを
示す.

タスクの実行状態を示す構造体メンバ part

の初期値は MANDATORY である.

5.4 付加部分の中断処理
図 10 にデッドラインミスした付加部分の中断処理を
行う関数の擬似コードを示す．optional deadline check

まず, exe-

関数は RQ 内の付加部分を実行中の各タスクがデッド

cute mandatory 関数で必須部分を実行する. 必須

ラインミスしていないか判定を行う．デッドラインミ

部分の実行完了後, end mandatory 関数を呼びだす.

スしたタスクが必須部分を実行中だった場合，中断処

end mandatory 関数では, 付加部分の実行時間を割り

理は行われず実行を継続する．付加部分を実行中のタ

当て可能であるかどうか判定を行う. 付加部分の割り

スクがデッドラインミスしていた場合は，RQ から取り

当て時間がない場合は part の値は MANDATORY の

除いてそのタスクの実行状態 part を MANDATORY

ままであり, 付加部分は実行されず end task 関数を

に，優先度 priority を高優先度に戻した後，タスク

実行する. 付加部分の割り当て時間がある場合は part

の実行結果を保存して実行スレッドを破棄する．タス

の値は OPTIONAL となり execute optional 関数で

クが周期タスクの場合は，スレッドを再び生成し，リ

付加部分を実行し, 付加部分の実行が完了した場合は

リース時刻まで WQ に格納する．

end task 関数を実行する. end task 関数では part の
値を MANDATORY に戻した後, タスクを次のリリー
ス時刻まで WQ に格納する.
インプリサイス計算モデルのタスクでは，まず必須
部分を実行する．必須部分の実行完了後，付加部分の
実行時間を割り当て可能であるかどうか判定を行う．

6. 評

価

本章では，TA-DVFS におけるインプリサイス計算
モデル適用について，実機を用いて温度分布，実行結
果の品質，消費電力量を評価した．

6.1 評 価 環 境

付加部分の割り当て時間がない場合は，付加部分は実

本研究では，D-RMTP を搭載した評価キットを用

行されずタスクの実行を完了する．付加部分の割り当

いて評価を行った．D-RMTP の構成を表 1 に示す．

て時間がある場合は付加部分を実行する．上記の判定

キャッシュは命令キャッシュ及びデータキャッシュを
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void optional_deadline_check(tk_t *task)
{
if (task->deadline <= current_time()) {
deactivate_task(task, task->rq);
task->part = MANDATORY;
task->priority -= PRIO_OPTIONAL;
thread_reset(task);
}
}




図 10 optional deadline check 関数
Fig. 10 optional deadline check function

図 11 D-RMTP 用評価キット
Fig. 11 Evaluation kit for D-RMTP

表 1 D-RMTP の構成
Table 1 Outline of the D-RMTP

Clock Frequency
Fetch Width
Integer register
Integer renaming register
FP register
FP renaming register
ALU
FPU
64-bit ALU
FP Vector Units
Branch Unit
Memory Access Unit

31.25MHz
8
32-bit × 32-entry × 8-set
32-bit × 64-entry
64-bit × 8-entry × 8-set
64-bit × 64-entry
4 + 1（Divider）
2 + 1（Divider）
1
1（4-FPU × - line）
2
1
図 12 測定用機材
Fig. 12 Measuring machines

32KByte ずつ備え，SRAM は 64KByte，SDRAM
は 64MByte を備えている．D-RMTP は優先度付き

環境で評価を行う．電圧プローブや電源などの必要な

SMT アーキテクチャであるが，本研究ではシングル

ケーブルはケーブル孔を通して恒温槽内部の評価キッ

プロセッサでのスケジューリングを想定しているため，

トに接続する．電流プローブは高温による影響を考慮

同時に実行するユーザスレッドは 1 スレッドのみと

し，短絡ケーブルをケーブル孔に通して恒温槽外部で

した．

取り付ける．

実機評価に用いる評価キットの外観を図 11 に示す．

5.1 節で述べたような，TA-DVFS を行う環境を実現

評価に用いた各機材は以下の通りである．

• オシロスコープ：Agilent inﬁniium DSO 80404B

するための各種デバイスを含めた SiP が搭載されてい

– 電圧プローブ：10073C

る．評価キット上には SiP の他に，各ハードウェアモ

– 電流プローブ：N2783A

ジュールに対応するコネクタや I/O ピン，クロックを

• ロジックアナライザ：Agilent 16902A

供給する水晶，FPGA などが搭載されている．また，

• 恒温槽：ISUZU VTEC-18

図 12 に測定に用いた機器を，図 13 及び図 14 に恒温

また，評価に用いたタスクセットについて述べる．

槽を用いた評価の様子をそれぞれ示す． 恒温槽の内部

周期がそれぞれ 20ms, 40ms, 80ms のハーモニックタ

に評価キットを設置し，一定の環境温度で測定を行っ

スク 3 つでマルチスレッド実行を行う．各評価にてシ

た．ロジックアナライザとオシロスコープを同期して

ステム全体のプロセッサ利用率を与えることでタスク

おり，I/O ピンからの出力を共通のトリガーとして用

の最悪実行時間を決定する．この時，2.1 節で述べた

いている．D-RMTP 上に用意した短絡ループに電流

ようにインプリサイス計算モデルにおけるプロセッサ

プローブ及び電圧プローブを取り付けて D-RMTP に

利用率は必須部分の最悪実行時間と周期により決定す

供給される電流値と電圧値を測定する．評価では恒

るため，付加部分の最悪実行時間はこれに含まれず必

温槽内に評価キットを設置して測定し，指定した温度

須部分の最悪実行時間のみ決定される．そこで，実行
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図 13 評価環境外観
Fig. 13 Evaluation environment



図 15 温度のヒストグラム（環境温度 60 ）
Fig. 15 Histogram of temperature (environmental
temperature 60 )



フトウェアでのプロセッサの温度上昇を抑える手法と
して効果的であることを示す．この評価では前述した
評価用タスクの付加部分の実行時間は全て 0 として必
須部分のみを実行し，M-FED のスケジューラではな
く通常の EDF スケジューラを用いる．

，70に設定した場合の温度のヒ

環境温度を 60

ストグラムを図 15，図 16 にそれぞれ示す．両図とも
横軸はプロセッサ温度，縦軸は各温度が評価中に温度
センサにより検出された頻度を表している．なお，評
価時のプロセッサ利用率は 50% とした．また，TA図 14 恒温槽内部
Fig. 14 Inside thermostatic oven







DVFS の閾値を 60 ，70 ，80 に設定した場合及
び DVFS を適用しない場合で評価を行った．

TA-DVFS を行わない場合はプロセッサ温度が常に

以上であったのに対し，TA-DVFS を

結果の品質の評価及び消費電力量の評価では，付加部

環境温度 +10

分の最悪実行時間を必須部分の最悪実行時間の 0.5 倍，

行った場合はそれぞれプロセッサ温度が設定した閾値

1.0 倍，1.5 倍で与えてそれぞれ評価をとり，各測定値

周辺またはそれ以下に分布しており，TA-DVFS によ

の平均値を評価結果として用いた．

り指定した閾値を超える温度上昇を防ぐことができて

各評価での TA-DVFS におけるパラメータについて

いる．ただし，2.2 節の式 3 で示したように，冷却を

述べる．動作周波数及び供給電圧の設定の組み合わせ

行わない限りジャンクション温度は周辺温度を下回ら

は，HIGH の場合はそれぞれ 31.25MHz 及び 1.1V で

ないため，環境温度以下の閾値を設定した場合はその

あり，LOW の場合はそれぞれ 15.62MHz 及び 0.88V

限りではない．今回の周波数及び電圧の設定では環境

である．前述したタスクセットに関するパラメータ

温度 +3

は全て状態 HIGH での値としている．TA-DVFS に

の結果より読み取ることができる．

未満にはならないことが，図 15 及び図 16

より LOW の状態では動作周波数が半分となるため，

6.3 実行結果の品質の評価

評価におけるシステム全体のプロセッサ利用率はスケ

次に，TA-DVFS に M-FED を適用した場合の，各

ジュール成功を保証できる 50% を上限としている．前

プロセッサ利用率におけるタスクの実行結果の品質向

述した通りこのプロセッサ利用率はタスクの必須部分

上の度合いを図 17 に示す．タスクの実行結果における

のみの利用率であり，付加部分はこれに含まれない．

品質向上の度合いは実際のタスクにより異なるが，今

また，以前の評価結果

11)

より，4.3 節で扱った β の

とし，測定時間は 1 分間，測定のサンプリン

値は 3

グレートは 1000Sample/s として評価を行った．

回の評価では品質向上の度合いは付加部分の実行時間
に比例するものと仮定し，付加部分の処理の内実際に
実行された割合を品質と定義した．横軸は TA-DVFS

6.2 TA-DVFS の評価

の閾値を，縦軸は付加部分全体の処理の内実際に実行

はじめに，M-FED の適用先である TA-DVFS がソ

された割合を表している．環境温度 70
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図 18 消費電力量
Fig. 18 Energy consumption

図 16 温度のヒストグラム（環境温度 70 ）
Fig. 16 Histogram of temperature (environmental
temperature 70 )



DVFS の閾値を，縦軸は消費電力量を示している．環

での実行結果を求めた．

境温度 70

図 18 より，閾値が高いほど消費電力は増加するこ
とが分かる．これは，閾値が高いほど TA-DVFS に
よって動作周波数と供給電圧を低下させる条件が厳し
くなり，消費電力削減の効果が低下するためである．
また，TA-DVFS により温度をトリガーとして消費電
力を削減するため，消費電力量は温度変化に大きく依
存し，プロセッサ利用率による影響が少ない．これは
スラックを利用して付加部分を実行しているために，
図 17 実行結果の品質
Fig. 17 Quality of execution result

実際のプロセッサの利用時間にほとんど差がないため
である．ただし，プロセッサ利用率 10%では付加部分
も実行されていないスラックが発生しやすくなるため，

果を求めた．
図 17 より，閾値が高いほどタスクの実行結果の品
質は向上していることが分かる．プロセッサ利用率

特に閾値が高く動作周波数と供給電圧を下げる頻度が
減ると，30%や 50%の場合と比べて消費電力量が少な
くなる傾向にあった．

30%及び 50%では，TA-DVFS の閾値が高いほど周

6.5 トレードオフ解析

波数と電圧を下げる機会が減り，スラックがより多く

6.3 節と 6.4 節で示した評価結果を元に，今回の評

残るために付加部分の実行割合が増加する結果となっ

価環境に置いて消費電力量あたりの品質が最大とな

た．また，プロセッサ利用率が低いほど利用できるス

る TA-DVFS の閾値を求めた．閾値が高いほど TA-

ラックは増えるため，プロセッサ利用率 50%よりも

DVFS がスラックを利用する機会が減り消費電力削減

30%の方が高い付加部分の実行割合となった．一方で，

の効果は低下するが，付加部分の処理に利用可能なス

プロセッサ利用率 10%の場合は，常に TA-DVFS に

ラックは増加する．つまり，消費電力削減と実行結果

より周波数と電圧を下げていたとしてもプロセッサ利

の品質はトレードオフの関係にある．評価関数を式 7

用率は 20%であり，付加部分を全て実行するのに十分

に示す．

なスラックが存在する．そのため，プロセッサ利用率

10%では，TA-DVFS の閾値によらず常に付加部分の

F =

Q
P

(7)

実行割合が 1 となった．TA-DVFS によりプロセッサ

Q は実行結果の品質向上の割合，P は消費電力量であ

温度の過度な上昇を防ぎつつ，残ったスラックで付加

る．評価関数 F は消費電力量あたりの品質向上の割

部分を実行することでタスクの処理結果の品質向上が

合を示す．TA-DVFS の各閾値を変化させたときの評

得られた．

価関数 F を図 19 に示す．プロセッサ利用率 10%では

6.4 消費電力量の評価
TA-DVFS に M-FED を適用した場合の各プロセッ
サ利用率での消費電力量を図 18 に示す．横軸は TA-
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図 19 消費電力量と実行結果の品質の関係
Fig. 19 Relation between energy consumption and quality
of execution result

今回のプロセッサ利用率 10%の場合のように，極端に
プロセッサ利用率が低く，DVFS により動作周波数と
供給電圧が下がってもなお付加部分を全て実行できる
ような場合においては，品質が変化しないため閾値を
低くして積極的に動作周波数と供給電圧を下げたほう
が消費電力量あたりの品質は高い値を得られる．その
ような場合以外では，動作周波数と供給電圧を下げた
時に削減できる消費電力量の割合よりも，スラックが
減少することにより実行できなくなる付加部分の割合
が大きくなる．
よって，実行結果の品質と消費電力量の観点で見た
場合，温度制約を満たせる範囲で可能な限り閾値を高
く設定することが望ましいという結果が得られた．た
だし，実際には付加部分の実行によるタスクの処理結
果の品質及び精度向上の度合いはタスクの処理内容に
依存するため，その度合いを考慮して閾値を定める必
要がある．

7. 結

論

本研究では，TA-DVFS においてリアルタイム性を
維持しつつ動的に変動するスラックを活用する方法と
して，インプリサイス計算モデルの適用を提案した．

M-FED スケジューラの実装を行い，TA-DVFS を実
現可能な環境で実機評価を行った．
評価では，実機上で TA-DVFS によりプロセッサ温
度の上昇を抑制できることを示した後，TA-DVFS に

M-FED を適用することで，温度制約を満たしつつタ
スクの実行結果の品質を向上できることを示した．ま
た，消費電力量についても同様の条件で評価を行い，
品質の向上と消費電力量の削減がトレードオフである
ことを示した後，消費電力量あたりの実行結果の品質
を算出した．最後に，実行結果の品質向上の度合いと
消費電力量の観点から適切な TA-DVFS の閾値を決
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