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概要
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2.2

PG の考慮すべき点

PG を用いたとしても、必ずリーク電力の削減効果を得
トランジスタの積載数は年々増加し続け、CPU の高性能 られるわけではない。スリープトランジスタの ON/OFF
化が進んでいる。一方、微細化が進むにつれてリーク電 にも電力が消費されてしまうため、演算器をスリープさ
流による消費電力（リーク電力）の増加が問題となってい せることで削減できる電力が、この ON/OFF に必要な電
る。リーク電流とは、トランジスタが動作しなくとも流 力を上回らなければ逆に CPU 全体の消費電力が増大して
半導体微細化技術の進歩により CPU １チップあたりの

れてしまう電流のことである。本研究は、CPU 動作時に

しまう。したがって、この ON/OFF の電力と、スリープ

リーク電力を削減することを目的としている。

により削減できる電力が釣り合う時間 (損益分岐時間) 以
上、演算器が使用されない場合にのみ、その当該演算器を

リーク電力を削減する方法の 1 つに、回路への電源供

スリープさせるという制御が必要となる。

給を遮断するパワーゲーティング（PG）[1] がある。PG
では電源供給を制御するのにも一定の電力を必要とする

2.3

ため、そのオーバヘッドを考慮した PG の制御手法が重

Geyser

要となる。そこで従来研究としてコンパイル時に演算器

PG を実装したプロセッサとして JST のプロジェクト

の使用状況を予測することで、電力のオーバヘッドを考慮

で開発された Geyser[3] がある。本研究ではこの Geyser

した上で PG の制御を行う手法が開発されている。

の実機を用いて電源供給制御戦略を構築していく。Geyser
は MIPS R3000 プロセッサをベースとし ALU、シフタ、

本研究は実際に命令により各演算器の電源供給を制御
可能な CPU チップを用い、実機上で消費電力を計測しつ

乗算器、除算器それぞれを動的に PG 制御することがで

つ従来研究の効果を確かめるとともに、より高い精度で

きる。基本的なスリープ制御手法として演算器使用後に

演算器の使用状況を解析し、演算器ごとの電源供給制御

常にスリープモードに入る自動スリープ方式が採用され

戦略を最適化していくことが目標である。また、CPU の

ている。また、コンパイル時に演算器の使用状況を予測し
て PG 制御情報を命令に付加し電源供給制御ができる PG

温度変化を考慮した上での PG 手法も検討していく。

制御情報付き命令がある。

背景

2
2.1

PG 制御情報付き命令
図２は Geyser 用の PG 制御情報付き命令の構造を示し
ている [3]。通常は演算命令の命令コード（上位６ビット

パワーゲーティング手法

現在、リーク電流を削減する手法の１つとして PG が

が 000000) を 100111 に設定すると、演算後に使用した演

期待されている。PG は、アイドル中の回路への電源供給

算器の自動スリープをキャンセルする。例えば、乗算を行

を遮断することでリークを削減する手法である。

う命令で上位６ビットが 100111 であれば、演算終了後乗

PG では図１に示すように回路内にスリープトランジス

算器を動作モードのままにする。動作モードは次の乗算

タを組み込み、そのトランジスタを OFF にすることで回

命令が到着するまで継続される。

路への電源供給を断ち演算器をスリープさせる。演算器
のスリープ時のみリーク電力が削減されている [2]。

図 2: PG 制御情報付き命令
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提案手法
従来のコンパイラによる PG 制御では演算器ごとの損

益分岐時間を考慮しておらず、設定された１つの損益分

図 1: PG 回路
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・乗算器における損益分岐時間

岐時間の値のみで PG 制御が行われている。また分岐命
令の分岐確立を 50 ％と仮定しており、実際の分岐確率を

例として乗算器における損益分岐時間を求める。電圧

考慮していない。そのため各演算器のアイドル時間の予

値を一定とし、PG を行う場合（PG）と PG を行わない

測が不正確となってしまう。これらが原因となり損益分岐

場合（Not PG）の電流値で比較する。電流値を比較した

時間に達せずにスリープモードへ遷移してしまい十分な

結果を図４に示す。それぞれのグラフは６サイクルと７サ

リーク電力削減効果を得られない可能性がある。そこで

イクルの間で交わっているので、乗算器の損益分岐時間は

本研究では以下の点で効率的な PG 制御を狙う。

およそ７サイクルだとわかる。

3.1

より高い精度での演算器ごとの制御

コンパイル時に命令コードを解析することで将来いつ
各演算器が使われるかを予測する。その際に分岐確率を
プロファイリングにより求めることでより高い精度で演
算器ごとの使用状況を予測する。そして使用状況や演算
器ごとの損益分岐時間からスリープ可能時間を求め、そ
れを基に PG 制御情報付き命令の挿入された命令コード
を生成できるようにする。以上のようなソフトウェアのサ
ポートによりスリープトランジスタ ON/OFF のオーバー
ヘッドを抑制し、リーク電力の削減率を向上させることが

図 4: 損益分岐時間の導出

できる。

3.2

5

チップ温度による損益分岐時間の変化

今後の方針
アプリケーションを用いて評価しつつ、温度や命令数、

損益分岐時間は CPU チップの温度が高くなると短くな
ることがわかっている。これは高温下ではスリープ時に対

命令の種類などの条件を変えながら消費電力を測定して

してアクティブ時のリーク電力の比率が大きくなるため

いく。そして消費電力が低くなる条件を見つけていき、命

である。ここでチップ温度を検知して適切に PG を行う

令コード内のどこにスリープ命令を挿入すれば良いかを

ことができれば電力のロスを少なくすることができる。

検討していく。そこからコンパイラによる演算器ごとの

PG 手法のアルゴリズム考案に繋げていきたい。
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進捗状況

6

まとめ

現在は Geyser に搭載されている各演算器の損益分岐時
本研究ではリーク電力を効率的に削減するためにコン

間を実機で評価中である。評価には測定した電流値を用

パイラによって損益分岐時間以上スリープできるように

いている。

することが目的である。そのためには各演算器の損益分
・演算器ごとの損益分岐時間を求め方

岐時間がわからなければならない。そこで現在は実際に

スリープトランジスタの ON/OFF は数 ns 単位で切り

Geyser で評価をして損益分岐時間を求めている。

替わるため、瞬時に変化する電流値を読み取ることは難
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図 3: 損益分岐時間を求めるための命令コード
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