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アブストラクト 消費電力の問題は組込みシステム設計において非常に深刻である。し
かし、ソフトウェア設計における低消費電力化への意識はそれほど高くない。本稿ではソフ
トウェアによる低消費電力化技術をいくつか紹介し、その重要性に関して議論する。
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Abstract
Power consumption has been a critical issue in the embedded system design.
However, embedded software has been traditionally designed without taking care of the
power consumption issues. This paper addresses several software techniques for reducing
the power consumption and discusses their importance in the embedded system design.

1. はじめに

2. 電力消費のメカニズム

世界のＩＴ産業の主力は、パーソナルコンピュータか
らデジタル情報家電にシフトしつつある。日本は、情報
家電分野における世界市場のおよそ 50％を占めている
ため、世界的なデジタル情報家電の隆盛と共に日本に
おける半導体消費量は増大し、2004 年には米国を抜
いて世界最大の半導体消費国となった。
一方で集積回路の微細化に伴い、ハードウェア設計
は複雑化し、ハードウェアの設計コスト、検証コスト、テ
ストコストおよびマスクコストが急激に上昇している。アプ
リケーションごとにハードウェアを一から作り直すアプロ
ーチはコストの観点から見合わなくなりつつある。情報
家電は製品寿命が短く、競争が激しい。このような状況
で収益を上げるためには、付加価値の高い新製品を短
期間で開発することが重要である。即ち、少量多品種
生産に短納期、低コストで対応できる柔軟なアプローチ
としてソフトウェアベースのアプローチに対する期待が
ますます高まっている。
デジタル情報家電に代表される組込みシステムは典
型的には 10mW～10W 程度の電力を消費する。仮に、
日本人が一人あたり一つの情報家電製品を使用したと
すると、日本だけで最大 130 万キロワットにも及ぶ電力
を消費することになる。これは、美浜原子力発電所 1 号
機約４基分に相当する。デジタル情報家電の分野で日
本が世界をリードし続けるためには、これらの製品を低
い消費電力で実現する技術が鍵となる。

ソフトウェア自体は電力を消費しない。従って、低消
費電力化ソフトウェア技術を議論するとき、ハードウェア
が電力を消費するメカニズムを理解しておくことが重要
である。本稿では、今日主流となっている CMOS 集積
回路をベースに議論する。CMOS 集積回路の消費電
力 P は式(1)で近似することができる[1][2]。

P = ∑ {PD ( g ) + PL ( g )}
g ∈G

{

}

= ∑ SA( g ) ⋅ CL ( g ) ⋅ VDD ( g ) 2 + PL ( g ) LL (1)
g ∈G

P Ｄ(g) : ゲート g がスイッチする時に消費する電力
P Ｌ(g) : ゲート g がスイッチしない時に消費する電力
SA(g) : ゲート g の単位時間当たりのスイッチング回数
CL(g) : ゲート g の負荷容量
V ＤＤ(g) : ゲート g の電源電圧
Ｖ th(g) : ゲートｇの閾値電圧
VT(g) : ゲートｇの熱電圧（常温で 25mV、温度に比例）

− Vth ( g )
)
α ⋅VT ( g )

PL( g ) = IL( g ) ⋅VDD ( g ), IL( g ) ∝ exp(

また、タスク i の実行時に消費されるエネルギーは、式
(2)によって近似できる。
ti

E = ∫ Pdt LL LL (2)
0

ti : タスク i の実行時間

ゲートの負荷容量と熱電圧はソフトウェアから制御でき
ない。また、ゲートの電源電圧と閾値電圧はソフトウェア
の振る舞いに依存しないが、ソフトウェアから制御する
ことが可能である。ソフトウェアによって電力を削減する
ためには、大きく分けて次の４つの方法が考えられる。
1.

ゲートのスイッチング回数を削減する

2.

ゲートの電源電圧を下げる （電源のシャットオフ
を含む）

3.

ゲートの閾値電圧を上げる

4.

タスクの実行時間（実行サイクル数）を減らす

ここで、ゲートのスイッチングとは、ゲート素子の論理値
が 0 から 1 または 1 から 0 に変化することを意味する。
CMOS 集積回路はゲートがスイッチする時に消費する
電力が支配的である点が特徴である。

3. ソフトウェア向け電力モデリング
ソフトウェアはハードウェアがなるべく電力を消費しな
いように振舞うことが重要である。そのためには、ソフト
ウェアの動作に関連付けてハードウェアの消費電力を
モデル化することが必要になる。モデル化は、多くの場
合、ハードウェアモジュールの消費電力をその動作モ
ードとモード切り替えごとに定義することにより行われる。
ハードウェアモジュールとは、ゲート素子や演算器ある
いはキャッシュメモリなどを指す。動作モードとは、実行
モード、待機モード、スリープモードなどである。消費電
力または消費エネルギーの見積もりは、ターゲットアプ
リケーションを実行した時の各ハードウェアモジュール
における各動作モードの実行時間とモードが切り替わ
る回数をシミュレーションまたは静的解析手法により見
積もることによって行われる[3]。
文献[4]では CISC プロセッサ 486DX2 を用いて、各
命令を実行した際の電流を測定し、次のような結果を
報告している。 (a)命令により電流が異なる、(b)アドレッ
シングモードにより電流が異なる、(c)命令オペランド（メ
モリやレジスタ）の内容は影響を与えない、(d)前後の命
令間の影響は無視できる（電流が 15mA 程度）。従って、
CISC プロセッサでは命令ごとに消費電力を定義してお
くことによって、コンパイラはコード生成を行う際、消費
電力が小さくなるように命令を選択することができる。

4. コンパイル技術
実行時間を削減すれば、エネルギー消費も削減され
る。コンパイル技術に関しては、実行時間の削減以外
の最適化技術は効果が小さいことが多い。しかし、ハー
ドウェアを変更することなく低電力化が実現できるため、
将来的には重要になると考える。これまでに提案された
低電力指向コンパイル技術を紹介する。
Cold Scheduling[5] はスイッチング確率の最小化を

目的とした命令スケジューリング手法である。命令間の
ハミング距離（論理値が反転するビットの数）が最小に
なるように命令を並べ替える。キャッシュミス時に主記憶
からキャッシュに命令を転送する際の電力を低減する
命令スケジューリング手法も提案されている[6]。メモリ
バスでのスイッチング回数が最小となるように、命令を
並び変える。DSP を対象とした最適化は文献[7]で提案
されている。各命令の消費電力を測定しテーブルに持
っておき、コード生成を行う際、消費電力が少なくなる
ように、命令を選択する。文献[8]では、レジスタ割当て
の変更により電力を削減する手法が紹介されている。
命令コード中のオペランド（レジスタアドレス）部分のス
イチングが減少するように、レジスタを変数に割り付ける。
アドレスバスでのスイチングを減少させることによって、
オフチップ・ドライバやデコーダ回路の電力を削減する
手法は、文献[9]で提案されている。信号処理アプリケ
ーション（画像や音声など）はメモリアクセスが多く、規
則的なアクセスパターンを示すため、コンパイル時に、
メモリアドレスバスのスイッチング回数が最小になるよう
に配列を主記憶に割り当てることができる。キャッシュミ
ス回数を削減することにより主記憶へのアクセス回数を
削減し、オフチップバスや主記憶で消費される電力を
削減する手法は数多く提案されている[10-13]。一般に
オフチップへのアクセスは非常に大きな電力を消費す
るため、キャッシュミス回数の削減は非常に効果的な低
消費電力化手法の一つである。

5. アプリケーション設計技術
計算のアルゴリズムを変更することにより消費電力を
削減するこができる。文献[14]では、多項式の計算や、
連立方程式の計算で使用される演算数を削減する手
法が提案されている。計算の品質と消費エネルギーの
トレードオフを図ることも可能である。例えば、画像処理
のアプリケーションで、多少画質が低下しても構わない
のであれば、画質への影響が小さい演算を省略するこ
とにより電力を削減することができる[15]。アプリケーシ
ョンプログラムからプロセッサの電源電圧を制御するこ
とにより電力を削減する手法が文献[16]で紹介されて
いる。また、文献[17]では頻繁に実行されるループ内で
使用される別々の配列変数同士がキャッシュコンフリク
トを起こさないように配列を主記憶上に分割して配置す
る手法が提案されている。アプリケーション設計技術は
電力削減効果が非常に大きいものが多い。

6. ＯＳによる電力管理技術
ＯＳによる電力管理技術には大きく分けてシャットダ
ウンとスローダウンがある。シャットダウンは電源供給を
止めるのに対し、スローダウンはクロック周波数と電源
電圧を低減する。いずれの場合も、システムの各コンポ

ーネントの使用時間、頻度を予想することが重要である。
シャットダウンとスローダウンでは、理想的にはスローダ
ウンの方がより低電力である[18]。シャットダウンの基本
コンセプトは、アイドル時間がある一定値を超えたら、ス
リープ状態に遷移することである。しかし、スリープにな
るまでのアイドル状態では電力が無駄となっている。よ
って、高精度な予想が必要であり、その１つの方法は、
アイドル状態の履歴に基づいて決定する方法である
[19]。スローダウンの基本コンセプトは、あるタスクのデ
ッドラインが t である時、そのタスクが時刻 t ぴったりに
終了するようにクロック周波数と電源電圧を下げること
である。CMOS 集積回路の遅延は電源電圧にほぼ比
例するため、クロック周波数を半分にすれば電源電圧
を半分にしてもプロセッサは正常に動作する。この考え
方を利用したタスクスケジューリング手法は数多く提案
されているが、最初のモデルは文献[20]で提案された。
消費電力は電源電圧の 2 乗に比例するため、低電圧
化は最も効果的な低電力化手法である。

[5]

7. おわりに

[11]

本稿では、ハードウェアが電力を消費しないようにする
ソフトウェア技術についていくつか紹介した。本稿で紹
介した技術以外にも、リーク電流を削減するソフトウェア
技術やチップの発熱を抑える技術なども数多く提案さ
れている。今後はハードウェア設計コストの上昇に伴っ
て、ソフトウェアによる製品の差別化がますます重要に
なり、結果的にソフトウェアによる低消費電力化は組込
みシステム設計の一つの鍵になると考えられる。
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