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あらまし

本稿では，マイクロプロセッサベース組込みシステムのソフトウェアレベル消費エネルギー削減手法を提

案する．提案手法はオペランドのデータをシフトし符号拡張ビット部の信号遷移を削減することにより消費エネル
ギーを削減する．提案手法は次の 3 つのステップから構成される．1) オペランドのデータを LSB 側から MSB 側へ最
適なシフト量だけシフトする．2) シフトされたデータのまま命令を実行する．3) 計算結果を元の正しい位置までシフ
トする．実験により，マイクロプロセッサのデータパスにおける消費エネルギーを約 3.7%削減出来ることを示した．
また，マイクロプロセッサ全体の消費エネルギーは約 1.5%削減出来た．
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Abstract This paper proposes a software-level energy reduction technique for microprocessor-based embedded
systems. A basic idea is to reduce switching activities in sign extension bits of instruction operands through shifting
the operands. Our technique consists of following three steps: 1) shift operands from LSB side toward MSB side
by optimal shift amount, 2) execute instructions with the shifted operands, and 3) shift back computational results
to original positions. Experimental results show about 3.7% energy reduction of datapath, and about 1.5% energy
reduction of overall microprocessor.
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1. は じ め に

する原理を知る必要がある．現在多くのマイクロプロセッサは

CMOS （Complementary Metal Oxide Semiconductor）ディ

半導体の微細化に伴いハードウェア設計は複雑化し，ハード

ジタル回路によって実現されている．従って，CMOS ディジタ

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

ル回路における消費エネルギーモデルを示す．CMOS ディジタ

コストが急激に増大している．アプリケーションごとに専用

ル回路の消費エネルギー Etotal は式 (1) で表される [3]．

ハードウェアを新規設計することはコストの観点から見合わな
い．また，携帯情報機器やデジタル情報家電をはじめとする組

Etotal = Eleak + Esw + Esc

(1)

込みシステムは製品のライフサイクルが短く，市場競争が激し

ここで，Eleak はリーク電流によるリーク消費エネルギー，Esw

い．このような状況下で収益を上げるためには，付加価値の高

は負荷容量の充放電によるスイッチング消費エネルギー，およ

い新製品を低コストかつ短 TAT（Turn Around Time）で開発

び Esc は貫通電流によるショートサーキット消費エネルギーで

することが重要である．多品種少量生産である組込みシステム

ある．Shift operation insertion 手法が削減するエネルギーは

を低コストかつ短 TAT で実現する方法として現在多く利用さ

CMOS ディジタル回路中の論理ゲート値が遷移する際に消費

れているのが，マイクロプロセッサベースの組込みシステムで

されるエネルギーであり，ダイナミック消費エネルギーといい，

ある．組込みシステムの設計環境において，ハードウェアの自

Esw と Esc の和である．ショートサーキット消費エネルギーの

由度はしばしば非常に限られている．一方で，ソフトウェアの

時間微分であるショートサーキット消費電力は，全体の消費電

自由度は高い．近年，柔軟に対応出来るソフトウェアベースの

力に対して 10%程度であると報告されている [4]．従って，こ

アプローチに対する期待が高まっている．

こでは Esw を考える．Esw は式 (2) で表される．

バッテリー駆動である携帯情報機器では，製品の付加価値を
高めるためにバッテリー持続時間延長や発熱抑制といった要求

Esw =

NG
X
1
2
· Vdd
·
Switg · CLg
2
g=1

(2)

がある．従って，LSI の消費エネルギーを削減することが重要
となる．本稿では，マイクロプロセッサベース組込みシステム
を対象とし，ソフトウェアレベルでアプリケーションプログラ
ムを変更することにより消費エネルギーを削減する手法を提案
する．マイクロプロセッサシステムでは数の表現形式として，
算術演算を実装しやすい 2 の補数表現を用いている場合が多い．

2 の補数表現の問題点の一つは符号拡張である．データパス幅
が 32 ビットや 64 ビットといったマイクロプロセッサでは，実
行される命令のオペランドのデータが小さい値で正負が交互に
出現する場合，データパスにおいて符号拡張ビット部の信号遷
移による無駄なエネルギーが消費される．我々はこの点に着目
して消費エネルギー削減手法を提案している [1] [2]．本稿では，
提案手法を shift operation insertion 手法と呼ぶ．
本稿の構成は以下の通りである．第 2 章では，まず準備とし
て消費エネルギーモデルを示し，オペランドのビット幅を考慮
する際に用いる有効ビット幅という用語について説明する．ま
た，オペランドのビット幅を考慮した消費エネルギー削減手法
の既存研究について紹介する．第 3 章では，まず我々が取り組
む消費エネルギー最小化問題を定義し，簡単な例を示しながら

shift operation insertion 手法のアプローチを説明する．次に，
手法の最も重要な部分である最適シフト量決定問題を定式化す
る．第 4 章では，shift operation insertion 手法の有効性を示
すために行った評価実験について述べる．最後に第 5 章で，本
稿をまとめ今後の課題について述べる．

2. 準

備

ここで，Vdd は電源電圧，NG は総論理ゲート数，Switg は論
理ゲート g の信号遷移回数，および CLg は論理ゲート g の出
力負荷容量である．
式 (2) より，Vdd ，NG ，Switg ，および CLg のパラメータ値
を削減することにより Esw を削減出来ることがわかる．特殊な
ハードウェア機構を必要とせず，ソフトウェアレベルから容易
に削減可能なパラメータは Switg のみである．本稿では Switg
を削減することでダイナミック消費エネルギーを削減する．

2. 2 有効ビット幅
本稿ではオペランドのビット幅を考慮する際に，アプリケー
ションプログラム中に存在する変数の有効ビット幅情報を用い
る．本稿における有効ビット幅の定義を以下に示す．
［定義 1］ 有効ビット幅
変数に代入され得る値の最大値，および最小値を表すことが出
来る最小のビット幅のことを有効ビット幅という [5]．

unsigned 整数である変数 x に代入され得る値の最大値が
dmax の時，x の有効ビット幅 EB(x) は，式 (3) となる．
EB(x) = dlog2 (dmax + 1)e

(3)

また，signed 整数である変数 x0 に代入され得る値の最大値が

d0max ，最小値が d0min の時，x0 の有効ビット幅 EB(x0 ) は式
(4) となる．
EB(x0 ) = dlog2 MAX(|d0max | + 1, |d0min |)e + 1

(4)

ここで，MAX(a, b, · · · ) は引数の最大値を返す関数である．

図 1 のように，signed 整数である変数 x の値域が [-1000,

2. 1 消費エネルギーモデル
ソフトウェア自体はエネルギーを消費しない．しかし，ソフ

1000] であるとする．この時変数 x の有効ビット幅 EB(x) は
式 (4) より，

トウェアがハードウェア上で実行される際に，ハードウェアが
エネルギーを消費する．従って，ソフトウェアレベルで低消費
エネルギー化を考える場合，ハードウェアがエネルギーを消費

EB(x) = dlog2 MAX(|1000| + 1, | − 1000|)e + 1
= 11

(5)
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IN STNS } (NS ∈ N) が与えられた時，アセンブリソースコー

ド内の命令 insti は，必ず insti ∈ IS である．また insti は，

その格納されているメモリアドレスによって区別される．
［定義 4］ 基本ブロック

分岐命令が存在しない連続した NI (NI ∈ N) 個の命令で構成

されているアセンブリソースコード内の基本ブロック P は命
令を格納されているメモリアドレスの小さい順に並べて次のよ

図 1 有効ビット幅の例

Fig. 1 An example of effective bitwidth.

である．
アプリケーションプログラム中の各変数の有効ビット幅を
解析する手法はいくつか提案されている [6] [7] [8]．アプリケー
ションプログラム中の演算命令の種類や利用される変数などを
スタティックに解析し有効ビット幅を求める手法と，サンプル
データを用いてシミュレーションし，その際に利用された変数
の値域から有効ビット幅を求めるダイナミックな手法がある．

Shift operation insertion 手法では，スタティックな手法を用い
て変数の有効ビット幅解析を行う．

2. 3 既 存 研 究
本節では，オペランドのビット幅を考慮して符号拡張ビット
部の信号遷移を削減する既存の消費エネルギー削減手法をいく
つか紹介する．既存手法は全てハードウェアレベルでの手法で
ある．ソフトウェアレベルでオペランドのビット幅を考慮して

うに表記する．P = (inst1 , inst2 , · · · , instNI )．

［定義 5］ 最小演算ビット幅

insti の最小演算ビット幅 Bi (Bi ∈ N) とは，insti の全てのオ

ペランドの有効ビット幅のうち，最大の有効ビット幅のことで
ある．

［定義 6］ 演算ビット幅
マイクロプロセッサのデータパス幅が W (W ∈ N) ビットである

とき，insti の演算ビット幅 wi は，wi ∈ {Bi , Bi +1, · · · , W -1,

W } である．このとき，insti の全てのオペランドは (W -wi )
ビット上位にシフトされており，下位 (W -wi ) ビットは必ず “0”
である．

［定義 7］ 回路モジュール
マイクロプロセッサのデータパス上には NM (NM ∈ N) 個の
回路モジュールが存在し，その集合を CM と表記する．CM

= {cmi , · · · , cmNM }．

［定義 8］ ダイナミック消費エネルギー関数
データパス上の回路モジュール cmm (cmm ∈ CM ) 上で insti

符号拡張ビット部の信号遷移を削減する消費エネルギー削減手

が実行される時のダイナミック消費エネルギーは，insti の演

法は，筆者の知る限りこれまでに提案されていない．

算ビット幅 wi ，insti が実行される直前に cmm 上で実行され

Sign-magnitude 手法は符号を表すビットを 1 ビット用意し，
数を絶対値表現を用いて表現する手法である [9]．絶対値表現を
用いることにより，小さい値の場合も値の正負に関係なく上位
ビットは常に “0” である．Significance compression 手法は 2 ま
たは 3 ビットの付加ビットを用意し，データの有効な部分をバイ
ト単位で表現する手法である [10]．Reduced two’s-complement

た命令 insti0 の演算ビット幅 wi0 ，および cmm によって決定
される．ダイナミック消費エネルギー関数 e: CM × {1, · · · ,

W } × {1, · · · , W } → R+ ．

［問題 1］ 消費エネルギー最小化問題
インスタンス：基本ブロック P = (insti , inst2 , · · · , instNI )，
サンプルデータ D，およびダイナミック消費エネルギー関数 e．

手法は数の絶対値に応じて動的に数を表現する手法である [11]．

タスク：D に対して P と同じ結果を出力する P 0 = (inst10 ,

オペランドのビット幅を動的に考慮した低電力加算手法も提

inst20 , · · · , instNI 0 ) (NI = NI 0 とは限らない) のうち，マイ

案されている [12]．バスのコーディングに関する手法も存在す
る [13]，[14]．SPECint95 ベンチマークセットにおいて，整数演

クロプロセッサのデータパスにおけるダイナミック消費エネル
ギーが最小となるものを求める．

算のうち半数以上が 16 ビットもしくはそれ以下の演算精度し

3. 2 アプローチ

か求められていない [15]．文献 [16] では，この事実を利用した

Shift operation insertion 手法はシフト演算命令を挿入し，ア

value-based clock gating 手法を提案している．我々もこの事実

プリケーションプログラムの基本ブロックの前でデータを上位

を背景として shift operation insertion 手法を提案する．

へシフトし，基本ブロックの後で結果を下位へシフトすること

3. Shift operation insertion 手法

で符号拡張ビット部の信号遷移を削減し，消費エネルギーを削
減する．Shift operation insertion 手法は次の 3 つのステップ

3. 1 消費エネルギー最小化問題

から構成される．1) オペランドのデータを LSB 側から MSB

消費エネルギー最小化問題を定義する．Shift operation in-

側へ最適なシフト量だけシフトする．2) シフトされたデータの

sertion 手法はここで定義する問題を解く手法である．
［定義 2］ 記法

まま命令を実行する．3) 計算結果を元の正しい位置までシフト
する．Shift operation insertion 手法はソフトウェアレベルで

全ての自然数の集合を N と表記する．また，全ての非負実数の

アプリケーションプログラムの変更を行うため，既存のマイク

集合を R+ と表記する．

ロプロセッサシステムにも適用可能である．

［定義 3］ 命令
マイクロプロセッサの命令セット IS = {IN ST1 , IN ST2 , · · · ,

図 2 は，2 つの入力オペランド，x(t) および y(t) が 2 の補
数表現で表現されており，直前の入力オペランドが x(t − 1)

—3—
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図 2 32 ビット RCA を用いた例

図 3 32 ビット RCA のダイナミック消費エネルギー

Fig. 2 Motivational examples by using 32-bits RCA.

Fig. 3 Energy estimation results of 32-bits RCA.

および y(t − 1) である時に RCA（Ripple Carry Adder）上で

shift operation insertion 手法では，各命令の演算ビット幅を

加算が実行される様子を表している．ダイナミック消費エネ

考慮して，基本ブロックの入出力変数に対してそれぞれ一度だ

ルギーは 2 つの入力オペランドが x(t − 1) および y(t − 1) か

けシフト演算を実行する．また，ダイナミック消費エネルギー

ら x(t) および y(t) に変化する際の信号遷移に起因している．

は演算ビット幅に依存しているため，ダイナミック消費エネル

図 2 の例では，提案手法における演算ビット幅は時刻 t，およ

ギーが最小となるように変数の最適なシフト量を決定する必要

び t − 1 ともに 8 ビットであり，有効ビット部分を四角で囲ん

がある．次節では shift operation insertion 手法の最も重要な

でいる．従来の演算では上位 24 ビットは符号拡張ビットであ

部分である最適シフト量決定問題を定式化する．

る．一方，shift operation insertion 手法では下位 24 ビットに

3. 3 最適シフト量決定問題

全て “0” が挿入されている．これはオペランドを LSB 側から

決定変数

MSB 側へ最適なシフト量だけシフトされているからである．

vcmm ,wi ,wi0：回路モジュール cmm 上で命令 insti0 が演算ビッ

図 2 に挙げた例におけるダイナミック消費エネルギーを見積

ト幅 wi0 で実行された直後に命令 insti が演算ビット幅 wi で

もった．使用した EDA（Electrical Design Automation）ツー

実行される時 1，そうでない時 0 とする．

ルは Cadence 社の NC-Verilog，および Synopsys 社の Power

Compiler である．使用したプロセステクノロジは HITACHI

最小化目的関数

CMOS 0.18µm である．電源電圧は 2.5V，RCA ヘのクロック

NM NI −1 NI
X
X X

周波数は 10MHz とした．ダイナミック消費エネルギーは従来

m=1 i0 =0 i=i0 +1 wi =Bi wi0 =Bi0

の演算では 6.13[pJ]，shift operation insertion 手法を適用した

制約条件

フトに関するオーバーヘッドは含まれていない．

For each i

および時刻 t − 1 における演算ビット幅 wi0 をそれぞれ 1 ビッ

W
X

W
X

トから 32 ビットまで変化させた際のダイナミック消費エネル

wi =Bi wi0 =Bi0

ギーの見積もり結果を示す．有効ビット部分にはランダムデー

For each i

タを与えた．エネルギー見積もり環境は図 2 の際と同じである．
図 3 より，RCA のダイナミック消費エネルギーは演算ビット
幅の大きい方に比例して増加すると言える．本稿では，ダイナ
ミック消費エネルギー関数 e は，データパス上の全ての回路モ

W
X

なる．
シフト演算のオーバーヘッドに関する大きな問題点が二つあ
る．一つは，演算ビット幅が小さい演算が常に実行されるとは
限らないという点である．言い換えれば，全てのオペランドを
シフト出来ない可能性がある．もう一つは，各命令の演算ビッ
ト幅は異なるという点である．オーバーヘッドを考えれば，全
命令の前後にシフト演算を挿入することは出来ない．従って

W
X

wi =Bi wi0 =Bi0

=

ジュールにおいて演算ビット幅の大きい方に比例すると仮定す
る．従って，出来る限り演算ビット幅は小さい方がよいことに

W
X

e(cmm , wi , wi0 ) · vcmm ,wi ,wi0

場合では 1.2[pJ] であった．ただしこの見積もり結果には，シ
図 3 に 32 ビット RCA の時刻 t における演算ビット幅 wi ，

W
X

W
X

vcmm ,wi ,wi0 = 1

(6)

(7)

wi0 · vcmm ,wi ,wi0
W
X

wi0 =Bi0 wi00 =Bi00

wi0 · vcmm ,wi0 ,wi00

(8)

For each i and j
W
X

W
X

wi =Bi wi0 =Bi0

=

W
X

wi · vcmm ,wi ,wi0
W
X

zj =Bj zj 0 =Bj 0

zj · vcmm ,zj ,zj 0

(9)

ここで，instj は insti と少なくとも一つの変数を共有してい
る命令であり，instj の数は 1 つとは限らない．
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Fig. 4 An architecture of 16-points moving average filter.

変数名

有効ビット幅

in[n]

16

in[n − 1]

16

in[n − 3]

16

in[n − 5]

16

in[n − 7]

16

in[n − 2]

16

in[n − 4]

16

in[n − 6]

16

in[n − 8]

16

変数名

有効ビット幅

in[n − 9]

16

in[n − 11]

16

in[n − 13]

16

in[n − 15]

16

in[n − 10]

16

in[n − 12]

16

in[n − 14]

16

sum[n]

20

out[n]

16

最小化目的関数はマイクロプロセッサのデータパスにおける
表2

ダイナミック消費エネルギーである．制約条件 (7) は各命令に
対して唯一ひとつの演算ビット幅が割り当てられなければなら

実行命令数と実行サイクル数

Table 2 Number of instructions and cycles executed.
実行命令数

実行サイクル数

(増減率 [%])

(増減率 [%])

original

204,844

289,246
279,520

ないということである．制約条件 (8) は vcmm ,wi ,wi0 によって
0

決定される insti0 の演算ビット幅 w と，vcmm ,wi0 ,wi00 によっ
て決定される insti0 の演算ビット幅 w0 は一致しなければなら

C-level

204,843

optimization

( -0.0 )

( -3.4 )

として持つ全ての命令の演算ビット幅は同じでなければならな

assembler-level

208,940

292,833

いことを意味する．定式化した最適シフト量決定問題は次のよ

optimization

( 2.0 )

( 1.2 )

ないということである．制約条件 (9) は同じ変数をオペランド

うに定義出来る．
［問題 2］ 最適シフト量決定問題
インスタンス：ダイナミック消費エネルギー関数 e，および各
命令の最小演算ビット幅 Bi ．
タスク：制約条件 (7)，(8)，および (9) を満たし，最小化目的
関数 (6) を最小とするような変数 vcmm ,wi ,wi0 の集合を求める．

4. 評 価 実 験
4. 1 実 験 方 法
Shift operation insertion 手法の有効性を示すために評価実
験を行った．ターゲットアプリケーションには 16 ポイント移
動平均フィルタを用いて，入力として正弦波を与えた．ター
ゲットマイクロプロセッサには組込み向け 32 ビット RISC マイ
クロプロセッサ（ルネサステクノロジ社 M32R-II プロセッサ）
を用いた．使用したプロセステクノロジは HITACHI CMOS

0.18µm で，電源電圧は 2.5V，マイクロプロセッサへのクロッ
ク周波数は 10MHz とした．図 4 にターゲットアプリケーショ
ンである 16 ポイント移動平均フィルタのアーキテクチャを示
す．入力変数は in[n] であり，出力変数は out[n] である．
評価実験において，C ソースコードをコンパイルする際は

“–O3” オプションを用いた．一方，アセンブリソースコードを
アセンブルする際はオプションは使用していない．従って，ア
センブラレベルでシフト演算命令の追加を行った場合は必ずシ
フト演算命令の追加によるオーバーヘッドが存在する．実験は
マイクロプロセッサのネットリスト上でオブジェクトコードを
シミュレーションし，その際の実行命令数，実行サイクル数，信
号遷移回数を求めた．シミュレーションおよび消費エネルギー
を見積もる際に使用した EDA ツールは図 2，および図 3 の時
と同じで NC-Verilog，および Power Compiler である．

4. 2 実 験 結 果
表 1 に 16 ポイント移動平均フィルタ中に存在する変数の有
効ビット幅を示す．入力変数が short 型で宣言されているため

sum[n] を除いた全ての変数の有効ビット幅は 16 ビットである．
変数 sum[n] の有効ビット幅は，有効ビット幅が 16 ビットであ
る変数を 16 個加算しているため，20 ビットとなる．16 ポイン
ト移動平均フィルタでは全ての変数が sum[n] に関与している
ため，最適シフト量決定問題を解くと制約条件 (9) により，全
ての命令の演算ビット幅は 12 ビットとなる．従って，全ての
変数の最適シフト量は 12 ビットである．
入力変数 in[n] および出力変数 out[n] を 12 ビットシフトさ
せる演算を C ソースコードに追加しコンパイルした場合のオブ
ジェクトコード，アセンブリソースコードに追加しアセンブル
した場合のオブジェクトコード，およびオリジナルの C ソース
コードをコンパイルした場合のオブジェクトコードをマイクロ
プロセッサのネットリスト上で実行させた際の実行命令数およ
び実行サイクル数を表 2 に示す．C レベルでシフト演算を挿入
した場合はオリジナルとはやや異なるオブジェクトコードが出
力された．従って，シフト演算を挿入したにも関わらず実行命
令数は増えておらず，実行サイクル数も異なる．一方，アセン
ブラレベルでシフト演算を挿入した場合は挿入したシフト演算
命令以外の全ての部分でオリジナルと同じオブジェクトコード
が出力された．シフト演算命令によるオーバーヘッドは実行命
令数がおよそ 2.0%，実行サイクル数がおよそ 1.2%とわずかで
ある．

16 ポイント移動平均フィルタのオブジェクトコードを実行
した際のデータパス，およびマイクロプロセッサのダイナミッ
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表 3 ダイナミック消費エネルギー見積もり結果

Table 3 Estimation results of dynamic energy consumptions.
Datapath
モジュール名

original

C-level
optimization

Processor

Energy [mJ]

Energy [J]

(増減率 [%])

(増減率 [%])

Registers

349.7

Buses

136.8

ALU

136.2

Shifter

15.1

Total

637.9

Registers

319.4 ( -8.7 )

Buses

116.5 ( -14.8 )

ALU

111.9 ( -17.8 )

Shifter

21.7 ( 43.6 )

Total

569.6 ( -10.7 )

Registers

336.5 ( -3.8 )

assembler-level

Buses

132.0 ( -3.6 )

optimization

ALU

123.3 ( -9.5 )

Shifter

22.3 ( 47.7 )

Total

614.1 ( -3.7 )

2.22

2.10 ( -5.5 )

2.18 ( -1.5 )

ク消費エネルギーを表 3 に示す．C レベルでシフト演算を挿
入した場合，データパスのダイナミック消費エネルギーはお
よそ 10.7%削減出来た．しかし，この結果は shift operation

insertion 手法の効果であるとは断言出来ない．一方，アセンブ
ラレベルでシフト演算を挿入した場合，実行サイクル数が増加
しているにも関わらず，データパスの消費エネルギーはおよそ

3.7%削減出来た．

5. お わ り に
本稿では，マイクロプロセッサベース組込みシステムを対象
とし，オペランドのビット幅に着目してソフトウェアレベルで
アプリケーションプログラムを変更する消費エネルギー削減
手法 (shift operation insertion 手法) を提案した．評価実験を
行った結果，shift operation insertion 手法を適用することで，
マイクロプロセッサのデータパスにおける消費エネルギーはお
よそ 3.7%削減出来た．
今後の課題は，shift operation insertion 手法を自動化する
ためのアルゴリズムを詳細に定義すること，および他の様々な
ベンチマークプログラムやマイクロプロセッサにおいても shift

operation insertion 手法が有効であるか評価することである．
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