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信頼性と性能のトレードオフ評価指標の提案と
そのマルチコアプロセッサへの適用
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近年，性能と消費電力だけでなく信頼性もプロセッサに要求されている．これらはお互いにトレード
オフの関係にあるので，プロセッサの評価のために新たな指標が必要である．その最初の段階として，
本稿では性能と信頼性のトレードオフ指標を提案する．この指標を我々が現在検討中のマルチ・クラ
スタ型コア・プロセッサ (MCCP:Multiple Clustered Core Processsor) に適用する．MCCP は性
能・消費電力・信頼性のトレードオフを考慮してその構成を変更し，冗長実行モードを選択する．し
たがって，各実行モードの性能・電力・信頼性の評価指標が必要となる．提案指標を用いることで，
命令冗長実行では性能低下に見合った信頼性が確保できないことが判明した．
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Modern microprocessors require dependability as well as high-performance and powereﬃciency. Since there are trade-oﬀs between them, a new metric considering the trade-oﬀs
to evaluate microprocessors. This paper proposes a metric for the dependability-performance
trade-oﬀ as a ﬁrst step toward considering the 3-dimensional (3D) trade-oﬀ. Using the metric,
this paper evaluates Multiple Clustered Core Processor (MCCP) that is under investigation.
We consider the 3D trade-oﬀ on the MCCP by selecting an appropriate processor conﬁguration and a redundancy mode. We ﬁnd that the MCCP diminishes both performance and
dependability in the instruction-level redundancy mode.

1. は じ め に

の間のトレードオフ評価指標を検討し，MITF(Mean

LSI の微細化が進展することで搭載可能なトランジ
スタ数は増加し，プロセッサの性能・機能は向上して
きた．しかし，微細化の進展はソフトエラー増加によ

Instruction To Failure)12) の利用を提案する．
性能・電力・信頼性の間のトレードオフを考慮する
ために，我々はマルチ・クラスタ型コア・プロセッサ
(MCCP:Multiple Clustered Core Processor) を提案

る信頼性の低下という問題を引き起こしている．トラ

している10) ．MCCP は性能・電力・信頼性の三つを

ンジスタの電荷容量が減少し，二次宇宙線やα線など

考慮し，適切なプロセッサ構成と冗長実行モードを選

ソフトエラーの影響を受けやすくなっており，今後プ

択する．そのために，冗長実行しない時，スレッドレ

ロセッサの高信頼性設計が重要となる．また，高性能・

ベル冗長実行時，命令レベル冗長実行時の性能・電力・

省電力に対する要求は今後も続くことが予測される．

信頼性のトレードオフを評価する指標が必要となる．

今後 LSI の設計において，性能・電力・信頼性の三つを

本稿では，前述の性能と信頼性のトレードオフ評価指

考慮した設計が重要となる．しかし，性能・電力・信頼

標を MCCP に適用し，MITF の有用性を調べるとと

性の間にはトレードオフがあり，これらを考慮してプ

もに，MCCP の評価を行う．

ロセッサを評価するための指標が必要である．本稿で
は，その評価指標策定の第一段階として，性能と信頼性

M IT F =

2. マルチコアを利用する信頼性の提供
初 め に 定 義 を す る ．本 稿 で 扱 う フォー ル ト と は
SEU(Single Event Upset) によって起こる 1 ビット
の反転であり，エラーとはフォールトによってプログ
ラムの実行結果に以上が生じることである．
信頼性を提供するための最も単純な方式は，冗長実
行である．時間的冗長性と空間的冗長性を利用する．マ
ルチコアプロセッサは空間的冗長性の利用に適してい
る

3),7)

．SEU を検出するために，プログラムを複製し

同一プロセッサ上の異なるコアで冗長実行する．二つ
の結果が一致しなければ，SEU が検出されたことにな
る．CRT7) はマルチコアプロセッサであり，二つの冗
長なスレッドを独立したコア上で実行する．CRTR

3)

=

=

# instructions
# errors

(1)

# instructions

(2)

total time
MT T F

# instructions

(3)

total cycle
f ×M T T F

= IP C × f × M T T F

(4)

=

IP C × f
error rate

(5)

=

IP C × f
f ault rate × AV F

(6)

AVF を見積もる方法は文献8) で提案されている．式

のそれぞれで考慮しなければならない点がある6)．以

(7) に AVF を求める式を示す．ACE とは，Architectural Correct Execution であり，プログラムの結果
に影響する値や命令をさす．BACE はサイクルあた
りのストラクチャに入る値や命令の平均ビット幅を，
LACE はその値や命令のストラクチャにおける平均滞

下では CRTR で採用されている方法を説明する．

在時間を表している．ストラクチャとは，命令ウィン

は CRT を改良したもので，SEU の検出後にプロセッサ
状態を回復可能である．マルチコアプロセッサで SEU
に対処するためには，同期，複製，検出，そして回復

冗長に実行されるプログラムの結果を比較するため

ドウやレジスタファイルなどプロセッサを構成する機

には，両者の同期を取る必要がある．二つのプロセッ

構のことである．# bits はストラクチャのビット数を，

サコア間にキューを配置し，先行コアがキューに書き

# cycles は実行時間を表している．

込んだ演算結果を後続コアが読み出し，二つの演算結
果が比較される．このようにキューを利用して同期が
取られる．複製された命令が別々のコアで独立に実行
されるので，同じロード命令が読み出す値が一貫しな
いという問題が生じうる6)．冗長な二つのロード命令
に挟まれたストア命令が値を更新する可能性がある．
そのため，一貫性を保つための特別なキューが利用さ
れる．上記の同期の説明で述べたとおり，キューを利
用して二つの演算結果が比較される．比較により SEU
が検出されるとプロセッサ状態を回復しなければなら
ない．後続コアの状態を先行コアにコピーすることで，

SEU 検出前の状態に回復される．

3. 性能と信頼性のトレードオフ評価指標

AV F =

LACE
BACE
×
# bits
# cycles

(7)

ACE を正確に求めることは困難であるため，全て
の命令から ACE でないものを除いたものを ACE と
する．ACE でないものは，nop や有効でないデータ，
予測ミスに関連する値や命令がある．この文献の方法
では，ストラクチャごとの AVF しか見積もることが
できない．プロセッサ全体の AVF は，各ストラクチャ
の面積と各ストラクチャの AVF の積の和で求める．
これまでシングルコアの MITF は検討されているが，
マルチコアプロセッサで冗長実行する場合の MITF の
研究は未だ無い．

4. マルチ・クラスタ型コア・プロセッサ

信頼性を示す指標として MTTF(Mean Time To

Failure) が広く使用されている．MTTF は時間とエ
ラー率の関係を表している．同じ時間でプログラムを
実行しても，プロセッサの性能が違えば，実行命令数は
異なる．そのため，MTTF ではプロセッサの性能を反
映することができない．プロセッサの性能と信頼性の
トレードオフを表す指標として MITF12) が提案され
ている．MITF では，プログラムが処理する命令数と
エラー率の関係を表しており，プロセッサの性能を考
慮することが可能である．MITF の定義を以下に示す．

AVF(Architectural Vulnerability Factor)8) は，プロ
セッサ内部で発生したソフトエラーがプログラム実行
に影響をあたえる確率を示す．言い替えると，フォー
ルトがエラーとなる確率である．
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図 1 に MCCP の例を示す．従来のマルチコアプロ

冗長実行時の MITF を定式化する．
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4.2 冗長実行を行わない時の MITF
冗長実行を行わない時は，クラスタ 2 台用いたプロ
セッサコア 1 台で実行する．式 (6) より冗長実行を行
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わない時の MITF の式を導く．

M IT Fthread
=

IP CL × f
f ault rate × AV FL

=

IP CL ×f
f ault rate per bit×# bit L×AV FL

(10)

=

IP CL × f
Eb × NbL × AV FL

(11)

D$

(b)Instruction-level redund ancy

図 2 スレッド冗長実行と命令冗実行

セッサとの違いは，各コアが単一なコアではなくクラ
スタ型マイクロアーキテクチャ5) となっていることで
ある．各プロセッサコアは複数のクラスタを持つ．各
クラスタはそれぞれ，命令ウィンドウ (IQ)，演算器

(FU)，レジスタファイル (RF) を持っている．キャッ
シュ(I$，D$)，分岐予測器 (BrPred)，デコーダ (De-

code) はクラスタ間で共有する．L2 キャッシュはプロ
セッサコア間で共有する．クラスタとコアのゲーティ
ングを行い，要求に見合うだけの性能を提供すること
で，消費電力を削減する10) ．

4.1 二つの冗長実行モード
MCCP は空間的冗長性を利用し，一つのプログラ
ムを二つのプロセッサコアまたはクラスタで冗長実行
する．各プロセッサコアから出力されたプログラムの
実行結果，または各クラスタから出力された命令の実

(9)

L はプロセッサコア 1 台のプロセッサ構成を表す．
IP CL はプロセッサ構成 L の IP C を，Eb はビットあ
たりのフォールト率を，NbL は L のビット数を，AV FL
は L の AVF を表している．f ault rate はチップ全体
のフォールト率を表しており，ビット当たりのフォー
ルト率 Eb と L のビット数 NbL の積で表せる．

4.3 スレッド冗長実行時の MITF
スレッド冗長実行では，プロセッサコア 2 個を用い
た冗長実行で実現する．スレッド冗長実行の MITF の
以下に示す．

M IT Fthread
=

=

(12)

IP CL × f
error rate P Cs

= f ault

行結果を比較することで，SEU を検出する．検出後に
プロセッサ状態を回復するには，2 節で説明した機構

(8)

(13)

IP CL ×f
rate per bit×# bit P Cs×AV FP Cs

IP CL × f
Eb × NbP Cs × AV FP Cs

(14)
(15)

が用意されているとする．

MCCP の冗長実行には二つの冗長実行モードがあ
2),13)

P Cs は L2 キャッシュなどのプロセッサコア間で共

．一つはスレッド冗長実行であり，実行するプ

有する部分を表している．複数のコアで冗長実行を行

ログラムを複製し，異なるプロセッサコアで冗長実行

うため，プロセッサコア部分は SEU から守られる．コ

る

する．図 2(a) にスレッド冗長実行の動作を示す．図の

ア間で共有する部分で SEU が発生した場合にエラー

ように，プロセッサコア全体で一つのプログラムを冗

となる．そのため，式 (15) の error rate は P Cs で

長実行する．プロセッサコア全体で冗長実行するので，

のエラー率となる．P Cs でのエラー率はビット当た

ほとんどの SEU を検出することが可能である．この

りのフォールト率 Eb ，P Cs のビット数 NbP Cs ，P Cs

スレッド冗長実行は大きな信頼性が求められる時に選

の AV F の積で表せる．

択される．
もう一方は命令冗長実行である．命令デコード時に
プログラム中の命令を複製し，同一プロセッサコア上
の複数のクラスタで冗長実行を行う．図 2(b) に命令
冗長実行の動作を示す．キャッシュとデコーダの部分
は冗長実行されないので，スレッド冗長実行に比べ信
頼性は劣る．一方でスレッド冗長実行より消費電力が
少ない．命令冗長実行は，信頼性と省電力が共に要求
されるときに選択される．

MCCP は，要求される信頼性に応じてスレッド冗長
実行と命令冗長実行を切替える．そのためには各モー
ドの提供する性能と信頼性を知る必要がある．つづい
て冗長実行を行わない時，スレッド冗長実行時，命令

4.4 命令冗長実行時の MITF
命令冗長実行は，クラスタ 2 個を用いた冗長実行で
実現する．命令冗長実行の MITF の式を以下に示す．
M IT Finstruction
(16)

=

IP CS × f
error rate

=

IP CS × f
(18)
error rate P Cs + error rate CLs

=

1
f ault rate per bit

(17)

IP C

×f

S
× # bit P Cs×AV F
P Cs +# bit CLs×AV FCLs

= Eb ×Nb

P Cs

IP CS ×f
×AV FP Cs +Eb ×Nb
×AV FCLs
CLs

(19)
(20)

S はクラスタ 1 台を用いたプロセッサコア 1 台のプ
ロセッサ構成を，IP CS はプロセッサ構成 S の IP C

の IPC を適用する.

を, CLs はクラスタ間で共有する部分を表している．

の AVF を測定した．それ以外の部分の AVF は sim-

複数のクラスタで冗長実行を行うため，クラスタ部分

SODA では測定できないので 1 と仮定した．

IQ，ROB，Func Units，RFs，L1 Dcache，DTLB

は SEU から守られる．クラスタ間で共有する部分と，

表2

プロセッサ構成

small core
4/4/2/
2/4
16
2/2
40
128

プロセッサコア間で共有する部分で SEU が発生した
fetch/slot/map/
issue/commit width
IQ
Int ALU/MULT
RFs
ROB

場合にエラーとなる．そのため，式 (17) の error rate
は P Cs でのエラー率と CLs でのエラー率の和とな
る．P Cs でのエラー率はビット当たりのフォールト率

Eb ，P Cs のビット数 NbP Cs ，P Cs の AV F の積で
表せる．同様に CLs でのエラー率はビット当たりの
フォールト率 Eb ，P Cs のビット数 NbP Cs ，P Cs の
AV F の積で表せる．

5. 評価指標の MCCP への適用

5.1 IPC と AVF の見積り
5.1.1 IPC の見積り結果
㫊㫄㪸㫃㫃㪶㪺㫆㫉㪼

本節では，提案した評価指標を MCCP に適用する．

ECC(Error Correcting Code) によって守られている
とする．そのときのエラー率は 104 分の 1 倍に減少す
る11) ．
表1

プロセッサの回路規模 (mm2 )

L1 D cache
L1 I cache
ITLB
DTLB
Fecth，BrPred
Decode
ROB
IQ
RF
FU
Misc
Routing
512K L2 cache
Misc
Cache coherence
I/O

13.0
10.4
2.2
2.2
4.5
1.7
16.6
2x 1.8
2x 2.9
2x 6.5
2.4
26.4
110
6.1
6.3
13.7

㫃㪸㫉㪾㪼㪶㪺㫆㫉㪼

㪈㪅㪉

それぞれのの MITF を求め調査を行う．

㪈
㪇㪅㪏

㪠㪧㪚

MITF を見積もるためには，Eb ，Nb ，IP C ，そし
て AV F を知る必要がある．まず Eb については，文
献 9) より 0.01FIT を用いる．また，L1 D キャッシュ，
L1 I キャッシュ，L2 キャッシュ ，DTLB，ITLB が

large core
4/4/4/
4/4
32
4/4
80
128

㪇㪅㪍
㪇㪅㪋
㪇㪅㪉
㪇

㪹㫑㫀㫇㪉 㪺㫉㪸㪽㫋㫐

㪼㫆㫅

図3
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IPC の評価

まず，IPC のシミュレーション結果を図 3 に示す．縦
軸は IPC を，横軸は各ベンチマークを表している．グ
ラフの左側は small core の IPC を，右側は large core
の IPC を表している．small core は large core に比
べ，命令発行幅，演算器個数，IQ の計算資源が少ない．
このため，ILP を抽出できず IPC が減少している．

5.1.2 AVF の見積り結果
次に，AVF のシミュレーション結果を図 4 に示す．横
軸は AVF を，縦軸は各ベンチマークと各ストラクチャ
を表している．グラフの左側は small core の AVF を，
右側は large core の AVF を表している．large core
は small core と比較して，IQ と FU で AVF が低下し
た．これは式 (7) の分母の # cycles が低下したため
である．また，ROB は small core のほうが AVF は高

総ビット数 Nb は面積で近似を行う．表 1 に回路規

くなっている．ROB は small core と large core で同

模を示す10) ．表は上部が MCCP のプロセッサコアの

じエントリ数である．しかし，small core の方が，演

構成要素の面積を，下部がプロセッサコア間で共有す

算処理を行う機構の数が少ないため，式 (7) の LACE

るプロセッサの構成要素の面積を表している．

が大きくなる．そのため，ROB では small core の方

IPC と AVF は sim-SODA1) を使用してアーキテク
チャレベル・シミュレーションによって求める．命令
セットは Alpha である．small core，large core の構

が AVF は高くなっている．

成を表 2 に示す．表中の small core はクラスタ一台を

レーションにより求めた IPC と AVF の評価結果を，
3 節で求めた各実行モードの MITF の式に代入し，そ
れぞれの MITF を求める．
MCCP の MITF を図 5 に示す．全ての値は，冗長
実行を行わない時の MITF の値により正規化されて

用いたプロセッサコア一台の構成を，large core はク
ラスタ二台を用いたプロセッサコア一台の構成を表し
ている．冗長実行を行わない時とスレッド冗長実行は

large core での IPC を，命令冗長実行は small core で

5.2 MITF の見積り
上記で仮定したフォールト率とビット数と，シミュ
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図 4 AVF の評価
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AVF を考慮した場合のエラーに脆弱な面積は式 (11)，
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(15)，(20) の分母となる．エラーからマスクされる面
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積は，冗長実行と ECC によりエラーより保護される
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面積と，エラーに脆弱な面積のうち AVF によりマス
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クされる面積の和である．つまり，全面積と冗長実行
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と AVF を考慮したエラーに脆弱な面積の差である．図
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6(a) に示すように，冗長実行を行わない時は 61%，ス
レッド冗長実行で 94%，命令冗長実行で 70% の面積
が冗長実行と ECC でエラーから保護される．エラー
に脆弱な面積の割合に AVF を考慮する．AVF を考慮
した面積の割合を図 6(b) に示す．冗長実行を行わな
い時は 74%，スレッド冗長実行は 94%，命令冗長実行
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は 77%エラーから保護される．冗長実行を行わない時
と命令冗長実行の保護される面積の割合の差は 3%し
かない．
図 3 に示すように，small core における IPC は演
算資源の欠乏により large core に比べ平均で 20%低
下している．IPC，ビット数，AVF の三つの値を考
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図 6 エラーから保護される面積の割合

慮すると，IPC の低下の割合がエラーに脆弱な面積の
割合と AVF の低下の割合より大きかったため，命令
冗長実行の MITF が低下した．IPC の低下が MITF
の低下の大きな要因であることがわかる．ILP の抽出

いる．MITF は冗長実行を行わない時に比べ，スレッ

が困難な逐次処理のようなプログラムを処理すると，

ド冗長実行で平均約 3 倍向上し，命令冗長実行で約

small core と large core との IPC の差が小さくなり，

12%が低下した．

命令冗長実行は，冗長実行を行わない時より MITF が

式 (11)，(15)，(20) にあるように，MITF は IPC，

高くなると予想できる．ILP が容易に抽出できるプロ

ビット数 (面積)，AVF の三つの値で決定される．図

グラムは，冗長実行を行わない，またはスレッド冗長

6 にエラーから保護される面積とエラーに脆弱な面積
の比を表す．横軸は各実行モードを，縦軸は面積の割
合を表している．グラフの下側はエラーから保護され

実行を行うほうが良い．
可能性がある．Routing などの測定不可能部分の AVF

る面積の割合を，上側はエラーに脆弱な面積の割合を

によっては，冗長実行を行わない時より命令冗長実行

表している．

の方が MITF が良くなる可能性がある．図 7 に測定

測定不可能部分の AVF によっては結果が変動する

図 6(a) はエラーから保護される面積とエラーに脆弱

不可能部分の AVF を 0%から 100%の間で変化させた

な面積の比を，図 6(b) は冗長実行，ECC，AVF によ

ときの各冗長実行モード MITF を示す．コア構成とプ

りエラーからマスクされる面積とエラーに脆弱な面積

ロセッサストラクチャ毎に AVF の値は異なるが，測

の比を表している．冗長実行，ECC，AVF を考慮し

定不可能部分の AVF は全て同じ場合と仮定している．

たエラーに脆弱な面積は各プロセッサストラクチャの

縦軸は MITF の値を表しており，全ての値は冗長実行

面積と AVF の積の和により求める．ビット当たりの

を行わない時の MITF の値により正規化されている．

フォールト率は冗長実行を行わない場合，スレッド冗

横軸は AVF を表している．今回の評価は測定不可能

長実行，命令冗長実行で同じなので，冗長実行，ECC，

部分の AVF を 100%としている．測定不可能部分の

AVF が 39%以下になると，命令冗長実行は冗長実行
を行わない時よりも MITF が良くなる．測定不可能
部分の AVF の値次第では，命令冗長実行は冗長実行
を行わない時よりも MITF が良くなる可能性がある．
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測定不可能部分の AVF の値を変化させたときの MITF

以上の評価より，スレッド冗長実行は信頼性を確保
することが可能であるが，命令冗長実行では冗長実行
を行わない時よりも信頼性が損なわれることがわかっ
た．つまり，冗長実行を行わない時と命令冗長実行時
では，MCCP は信頼性と性能のトレードオフを考慮
することは困難であるということを確認できた．しか
し，この結果は MITF が役に立たないことを意味しな
い．性能と信頼性のトレードオフを検討する際に，性
能が重要な要素となることを表しており，MITF が評
価指標として妥当であることを示している．

6. ま と め
微細化によりソフトエラーが大きな問題となりつつ
ある．信頼性だけでなく，高性能・省電力の要求は今
後も続くことが予測される．
性能・電力・信頼性の間トレードオフを考慮するた
めに，MCCP を提案している．MCCP では性能・電
力・信頼性を考慮し，適切な実行モードを選択するこ
とが目標である．そのために，各実行モードの性能・
電力・信頼性の評価指標が必要となる．本論文では，
その評価指標を決める最初の段階として，まず性能と
信頼性のトレードオフの評価指標を提案した．
提案する評価指標を MCCP に適用し，評価を行なっ
た結果，命令冗長実行時では，MCCP は，信頼性と
性能のトレードオフを考慮することは困難であるとい
うことが判明した．性能と信頼性のトレードオフを考
えるためには，MCCP の構成を再検討する必要があ
ると考えられる．
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