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はじめに

1
1.1

背景

近年、データセンタにおける高消費電力化が問題となっ
ている。消費電力は接続されたサーバ数、及びワークロー
ドの量に強く依存している。サーバを高い性能状態で動
作させ続けることは、消費電力が高くなる原因の一つで
ある。したがって、ワークロード量が増加した際に処理能
力を高め、そうでない時に処理能力を下げることは、消費
電力を抑制することにつながる。

1.2

消費電力の抑制
図 1: 状態遷移図の作成

消費電力を抑えるために、これまで様々なアプローチ
がなされてきた。ハードウェア側からの観点においては、
始めから高い電力効率を備えた部品の設計がされ [1]、ソ

本方式は、準備段階、実行段階の 2 段階で行われる。

フトウェア側からのアプローチでは、CPU など構成部品
が長時間使用されない場合に、低消費電力の電源状態 (P
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状態) に遷移させることで、消費電力の抑制が行われた

(Dynamic Power Management:DPM)[2]。P 状態には段
階があり、それぞれにおいて動作周波数、消費電力が与

ドの変動に対してどのような DFS を適用するかを定める。

• 収集段階

は、予測手法、ヒューリスティック手法、QoS/Energy の
トレードオフを用いた手法が知られている [3]。

この段階ではワークロードの時間変動パターンを収集
する。ワークロードの大きさには CPU 使用率を用いる。

Dynamic Frequency Scailing

一定時間間隔で CPU 使用率を監視し、それを適当な長さ
で時系列データとして記録する。それらの時系列データか

サーバにおいて、電力消費の主たる原因は、プロセッサ

ら重み付き状態遷移図を作り、各 CPU 使用率間の遷移確

とある程度の内部メモリである [4]。省電力化の一手法で

率を導出する (図 1)。ただし、あまりに時系列データが短

ある動的周波数スケーリング (Dynamic Frequency Scail-

い場合は、有意な効果を得られないと判断し除外する。

ing:DFS) による消費電力削減は、主に消費電力 P が、動
作電圧 V の 2 乗、および周波数 f に依存することに基づ
いている (式 1)。
P ∝V ×f
2

準備段階

準備段階は収集段階、予測段階に分けられ、ワークロー

えられており、P0 が最高状態である。DPM 技術として

1.3

提案手法

2

• 予測段階
収集した各パターンに対し、適切な DFS を当てはめる。
まず、各パターンをサブシークエンスに分割する。各サブ

(1)

シークエンスを線形近似することで、その時間の CPU 使
用率が増加傾向、減少傾向にあるか判別できる。

本論文では、ワークロードの変化に応じて、動的に CPU
の電源状態を変化させることができる CPU DFS アルゴ

本アルゴリズムは、時間的に変化するワークロードに

リズムの提案を行い、データセンタの高消費電力化の問

応じて CPU の P 状態、特に動作周波数を遷移させるも

題への対処を目指す。

のである。DFS の適用により、可能な限り低電力状態に

1

表 1: 遷移表

p+

現在＼次回

p

+

p

上位の Pi へ 上位の Pi へ

0

遷移しない

+

※

p

p−

p0
遷移しない

※
遷移しない

下位の Pi へ 下位の Pi へ

CPU を維持させることを目指す。しかし、DFS を実行す
ること自体にも消費電力、性能に対するペナルティなど、
オーバーヘッドがあることにも考慮する必要がある。

図 2: サーバ消費電力-時間特性

分割したサブシークエンスの CPU 使用率時系列に対
し、電源状態 Pi との相関関数 (式 2) を定義する。


+

 p
c(g(t), Pi ) =
p0

 −
p

g(t) ≥ TPmax
i
≤ g(t) ≤ TPmax
TPmin
i
i
g(t) ≤

(2)

TPmin
i

g(t) = g(x1 , x2 , . . . , xt ) = x1 +

N
∑
(xt − xt−1 )

(3)

t=2

図 3: P 状態遷移-時間特性

式 3 の x1 はサブシークエンスの初期時刻における CPU
使用率であり、x2 , . . . , xt はサブシークエンス内の各観測

の値で観測し、CentOS の CPU governor の標準である

値である。したがって g(t) は各サブシークエンスの境界
時刻の CPU 使用率に相当する。また、TPmin
と TPmax
は、
i
i

OnDemand モードで動作させた時のものと比較する。
815 秒間の消費電力測定結果を図 2 に示す。消費電力は、

各電源状態 Pi に対し定義される CPU 使用率の最適範囲

本方式で平均約 99.9W となり、OnDemand は約 113W で

の最小値、最大値である。境界時刻における CPU 使用

あった。エネルギーに換算するとは本方式は約 81400J、

率と現在の電源状態で、C(g(t), Pi ) の出力値は決定され

OnDemand は約 91800J となり、エネルギー効率は 12.8%

る。現在の C(g(t), Pi ) の値と、次のサブシークエンスの

向上した。P 状態の遷移としては、OnDemand が常に P0

C(g(t), Pi ) の値によって DFS の適用法を決定する (表 1)。 にあったのに対し、本方式は P5 〜P13 の間で遷移した。し
表 1 ※はサブシークエンス間での変化が急峻である場 かし、処理速度は 25% 低下した (図 3)。
合を示す。サブシークエンスが短い場合はスパイクであ
る可能性が高い。そのため、ある程度の長さより短いサ 4
まとめ
ブシークエンスでは遷移しないように定め、長い時には、
サーバ CPU の消費電力を抑制する方式として、CPU 使
p+ → p− の場合、上位の Pi 状態、p− → p+ の場合、下
用率変化パターンを収集し、適切な DFS を関連付けし、実
位の Pi 状態に遷移する。これを各パターンについて行う。
行するアルゴリズムを提案、実装した。本方式は CentOS

2.2

実行段階

の標準のものと比較して 12.8% エネルギー効率が向上し
たが、処理速度は 25% 悪化した。

実行段階開始後は、現在の CPU 使用率変動状況パター
ンと準備段階で収集したパターンの比較を行う。現在のパ
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