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はじめに

提案スケジューリング手法

3

本研究ではまず VLIW 命令をスケジュールができる空
ストリーミングアーキテクチャは多数の演算器を持つこ

間を定義する．次にその空間内でスケジューリングを行

とで，映像処理の性能を上げてきた．ストリーミングアー

い，アイドル期間をまとめることで PG の効果を高める

キテクチャの多くは Very Long Instruction Word(VLIW)

手法を提案する．

を用いる．しかし VLIW では通常のアーキテクチャに比

3.1

べて多くの演算器をもつ必要があるため，消費エネルギー
が高くなってしまう．特に半導体プロセスの微細化に伴っ

スケジューリング空間

演算を移行することができる空間は 3 つの観点から制

て増大しているリークエネルギーを削減することが必要

約を受ける．スケジューリングではこれらの制約を満たす

である．

空間でのみ，移行を行う．

リークエネルギーを削減する手法の 1 つとして，アイ
ドル状態の回路の電源をオフにすることでリーク電流を

1 つ目は演算器の制約で，ある演算器を使う演算はその
演算器と同じ種類の演算器に移行することはできるが，他

遮断するパワーゲーティング (PG) が知られている．しか

の種類の演算器に移行することはできない．

し電源のオンオフの切替には余計な消費エネルギーが伴
い，このオーバーヘッドと削減した消費エネルギーが釣り

2 つ目はハードウェアリソースの制約で，リソースの競
合が起こる移行はできない．

合う時間，BreakEven Cycle(BEC) より長くスリープを

3 つ目は時間の制約で，演算間の依存関係の解決が間に

させなければならない．そこで本論文では，演算器の PG

合わない時刻や，現在より終了時刻が遅れてしまう時刻

が可能なストリーミングアーキテクチャの VLIW 命令を

への移行はできない．

スケジュールすることで電源のオンオフの回数を減らす

移行可能な最大の範囲は絶対スケジューリング空間と呼

手法を提案する．

ぶ．これは，演算を可能な限り早く行おうとする性能指向
スケジューリングと，性能指向スケジューリングと最後の
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演算が終わる時刻は同じだが，可能な限り演算を遅くに行

Imagine プロセッサ

おうとする逆性能指向スケジューリングによって決まる．
このスケジューリングは既存の技術によって可能である．

Imagine プロセッサは，加算器 3 つ，乗算器 2 つ，除算

また，演算を移行できる時間は，前後の依存関係のある

器 1 つの 6 つの演算器によって構成されるクラスタを複数

命令によって制約を受ける．この前後の命令によって決ま

持つストリーミングアーキテクチャのプロセッサである． る移行できる空間を，相対スケジューリング空間と呼ぶ．
これらの 3 つの制約による空間内でのみスケジューリ
その構成を図 1 に示す．各クラスタは VLIW 命令によっ
て 6 つの演算器を同時に使用することが可能である．ま

ングを行えば，プログラムが正しく動作し，実行時間が長

た今回用いるものは演算器の PG を行うことができる．

くならないことが保証されている．

3.2

スケジューリングアルゴリズム

スケジューリングは性能指向スケジューリングを行った
命令列に対して行う．このアルゴリズムは演算を使用する
優先度の高い演算器に集めることで，使われなくなった演
算器の PG を行いやすくする空間的なスケジューリング
と，演算器のアイドル期間をまとめることで，PG が行え
る時間を延ばす時間的なスケジューリングを，演算の移行

図 1: Imagine プロセッサ

が行われなくなるまで続ける．命令のスケジューリングア
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表 1: サイクルレベルの実験結果

図 2: スケジューリングアルゴリズム
ルゴリズムを図 2 に示す．以下にアルゴリズムで用いら
れる処理の詳細を示す．

Horizontal Reorder では現段階で同時刻にスケジュー
ルされている演算を，相対スケジューリング空間の大きい
図 3: 3 つの加算器のリークエネルギー

ものほど優先度の低い演算器に割り当てられるように並
べ替える処理である．これは以降の Migration 処理をし

んどのアプリケーションで 90%以上の PG eﬃciency を達

やすくするために行う．

成した．また，演算器毎に調べたところ，提案手法は加算

Forward Migration では演算を，現在の演算器より優先

器に対して効果が高かった．これは他の演算器に比べて

度が 1 つ高い演算器に移行する．このとき，移行先で可能

演算器の数が多く，空間的なスケジューリングが行いやす

な限り後の時刻に演算を割り当てる．この処理は移行に
よって PG の効果が下がってしまうようならば行わない．

かったためである．

次にサイクルレベルの結果と電力モデルから計算した
Backward Migration では Forward Migration と同様の
リークエネルギーの比較を行った．図 3 に List と Prop に
処理を行う．ただし，移行先で可能な限り前の時刻に演算
ついて，加算器 3 つを比較した結果を示す．提案手法は，
を割り当てる点が異なる．
ほとんどのアプリケーションでリークエネルギーを削減
Vertical Concentration では各演算器毎に演算が実行さ
でき，平均で 52%の削減となった．一方 iquan,blockscan
れないが BEC の観点から電源をオフにすべきでない nop
ではリークエネルギーが削減できていないが，これは演
命令を電源をオフにできる期間に隣接させる．nop 命令
算の移行を行える余地がほとんどなかったためである．
を演算と交換することを連続して行い，PG の効果が上が
る経路が見つかるか，全ての経路を探索するまで調べる． 5
おわりに
この処理はアルゴリズムの中で計算量が最も大きく，スケ

本論文ではリークエネルギーの削減をするための，

ジュールを行う範囲の演算数と nop 数の積より，更に計

VLIW 命令列のスケジューリング方法を提案した．これ

算量が大きい．

により，手法の適用前と比べて実行時間を増やさずにリー
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評価実験

クエネルギーを平均で 52%削減することに成功した．
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