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Network-on-Chip（NoC）のスタンバイ電力を減らす方法として，オンチップルータのランタイ
ムパワーゲーティングが注目されている．本論文では NoC において広く利用されているツリー型ト
ポロジを対象に，1) トラフィック負荷に応じて適応的にルータチャネルを On/Off させるスリープ
制御と，2) ウェイクアップ遅延に起因する性能劣化を緩和するためのルータアーキテクチャを提案
する．このルータアーキテクチャでは，物理的に近隣に配置され，異なるツリーに属すルータ間にバ
イパスリンクを設ける．ウェイクアップ遅延などによって一方のツリーで混雑が生じた場合，このバ
イパスリンクを用いてトラフィックをもう一方のツリーへと横流しする．評価の結果，横流し機構を
持ったツリーは高々 5.2% の面積オーバヘッドで通常のツリーより高いスループットを実現し，リー
ク電力の削減量でも有利となった．

An Adaptive Activation Scheme for On-chip Tree-based Networks

Hiroki Matsutani,† Michihiro Koibuchi,†† Daihan Wang†

and Hideharu Amano†

The run-time power gating of individual channels in on-chip routers is one of attractive
solutions to reduce the standby power of Network-on-Chips. For typical on-chip tree-based
networks, 1) we propose a sleep control method that adaptively activates the router channels
in response to the traffic load, and 2) we propose two router architectures that can cope with
the traffic congestions induced by the wakeup delay of sleeping channels. In these architec-
tures, bypass links are newly introduced between routers, each of which belongs to different
trees but is placed very closely, in order to bypass a traffic from a congested tree to an un-
congested one. Evaluation results show that one of the proposed architectures outperforms
an original tree in terms of peak performance and leakage power reduction, though its area
overhead is at most 5.2%.

1. はじめに

半導体技術の進歩によって単一チップ上にプロセッサやメ

モリ，I/O など複数の設計モジュールをタイル状に実装する

ことが可能になり，このようなタイル同士の結合手法として

Network-on-Chip（NoC）が注目されている1)∼3)．

タイルアーキテクチャの主要なアプリケーションは携帯機

器や情報家電などの組込み機器であり，バッテリ寿命を延ば

すため，また，パッケージングや放熱にかかるコスト削減の

ため，消費電力の削減が重要である．消費電力はスイッチン

グ電力とリーク電力に大別され，スイッチング電力の削減に

はクロックゲーティングやオペランドアイソレーションなど

の手法が代表的であり，広く利用されている．一方，リーク

電力に関しては，回路が動作していなくても電源が供給され

ている限り電力を消費してしまう上に，半導体技術の微細化

にともない，全消費電力に占める割合が近年著しく増加して

いる．このような状況を背景に，とりわけ，プロセッサコア
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におけるリーク電力の削減手法の研究が最近盛んであり，パ

ワーゲーティングなどの手法を用いることで文献 4) では携

帯電話向けプロセッサのリーク電流を 11µA まで抑えること

に成功している．このようにプロセッサコアの省電力対策が

進むほど，ルータのリーク電力が相対的に大きくなってくる．

したがって，コアのパワーゲーティングが行われるような環

境ではルータのパワーゲーティングも同様に必須である．

そこで，NoC において一般的に使われているツリー型ト

ポロジを対象に，オンチップルータの物理チャネル単位のパ

ワーゲーティングについて検討する．このようなネットワー

クでは，スリープ中のチャネルが利用可能になるまで一定の

遅延がかかるため，このウェイクアップ遅延によってパケッ

トが経路上のネットワーク資源を占有したまま停止すること

があり，後続パケットの通信に影響が生じる．本論文では，こ

のような Head-of-Line（HoL）ブロッキングの影響を軽減す

るためのルータアーキテクチャを提案する．

本論文の構成は次のとおりである．まず，2章にてオンチッ

プルータの消費電力を解析し，ルータチャネルのランタイム

パワーゲーティングが有効なことを示す．3章ではランタイ

ムパワーゲーティングのための技術を紹介し，4章にて Fat

Tree を対象とした，適応的パワーゲーティングのためのルー

タアーキテクチャを提案する．5 章で評価を示し，6 章で本
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図 1 ルータの概略図と実装パラメータ．

論文をまとめる．

2. オンチップルータ

本章では，文献 5)と同様の方法を用いてオンチップルータ

の消費電力を解析する．

2.1 アーキテクチャ

消費電力の解析のために，文献 6)のワームホールルータを

もとに典型的な仮想チャネルルータ回路を 90nm スタンダー

ドセルライブラリを用いて実装した．

図 1に実装したルータ回路の概要を示す．このルータはク

ロスバ，アービタ回路，ポート数分の物理チャネルから構成

される．物理チャネルごとに 2本の仮想チャネルを持ち，仮

想チャネルごとに 4-flit 分の入力バッファを持つ．バッファの

深さが 4-flit 分と浅いため，入力バッファはメモリマクロで

はなく，フリップフロップ（FF）を用いて実装した☆．物理

チャネル数を 5本，仮想チャネル数を 2本としたとき，ルー

タ面積の約 64% を入力バッファが占める結果となった．ルー

タのデータ（フリット）幅は 64-bit とした．

このルータは 3段のパイプラインステージから構成される．

入力されたヘッダフリットは 1) routing computation（RC）

ステージで出力ポートを計算，2) virtual channel and switch

allocation（VSA）ステージで仮想チャネルが割り当てられ，

出力ポートの調停を行い，3) switch traversal（ST）ステー

ジにて隣接ルータへ転送される．各ステージの機能は文献 7)

のルータと同じである．

2.2 消費電力の解析

上記のルータの消費電力を求めるために，1) Design Com-

pilerでルータ回路を合成，2) Astroで配置配線（CTSでバッ

ファを挿入），3) Verilog-XL で配置配線後シミュレーション

を行い Switching Activity Interchange Format（SAIF）を

生成し，4) Power Compiler でこの SAIF をもとに消費電力

を解析した．なお，クロックゲーティングやオペランドアイ

ソレーション等の省電力対策は十分に施してある．

手順 3)では一定のトラフィック負荷を与え，200～500MHz

で配置配線後シミュレーションを行った．文献 5)に倣い，リ

ンクの最大帯域の 30% の負荷になるように一定間隔で注入

されるパケットの流れを stream と呼ぶ．ここでは，n個の

ポートを持つルータに対し，0 から n本の stream を与えた

☆ 入力バッファの実装には，FF を用いる方法，レジスタファイル・マクロ
を用いる方法，メモリ・マクロを用いる方法がある．今回のようにバッファ
の深さが浅い場合，マクロよりも FF を用いてバッファを実装したほう
が面積が小さくなるため，FF による方法を採用した．
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図 2 負荷を与えたときのルータの消費電力（200MHz 動作）．
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図 3 スタンバイ電力の内訳（200MHz/500MHz 動作）．

ときの消費電力を測定した．ただし，3 ≤ n ≤ 6 とする．

仮想チャネルを 2本持たせたルータを 200MHz で動作させ

たときの消費電力を図 2に示す．当然，負荷が高くなるにし

たがい消費電力が増えるが，スタンバイ時（stream 数が 0 の

とき）においても一定の電力が消費されている．図 3にスタ

ンバイ電力の内訳を示す．スタンバイ電力の 53.8%～55.8%

を入力チャネルとそのバッファのリーク電力が占めている．残

りのスイッチング電力に関してはクロックツリーバッファに

よるものであるため，動的電力のこれ以上の削減は難しい．

1章で述べたとおり，コアのパワーゲーティングが必要と

なるような環境ではルータのパワーゲーティングも同様に求

められる．ルータのパワーゲーティングには 1) ルータ単位

のパワーゲーティングと 2) 物理チャネル単位のパワーゲー

ティングの 2種類の粒度が考えられる．2) の場合，クロスバ

スイッチには常に電力が供給され，通電されるチャネルと非

通電のチャネルが混在することになる．一方，1) の場合はク

ロスバスイッチもパワーゲーティングの対象になるが，図 3

で示したようにクロスバのリーク電力は物理チャネルに比べ

てかなり小さい．しかも，1) ではすべての物理チャネルにパ

ケットが存在しないときしか，ルータへの通電を止めること

ができず，パワーゲーティングの機会が制限されてしまう．以

上より，オンチップルータの各物理チャネルを動作時に動的

にパワーゲーティングする手法が NoC のスタンバイ電力を

減らすために有効と考えられる．次章ではランタイムパワー

ゲーティングについて調査する．

3. 省電力技術のサーベイ

3.1 パワーゲーティング

パワーゲーティングでは，スリープ対象の回路と Vdd ラ

インの間，もしくは，スリープ対象の回路と GNDラインの

間にスリープトランジスタを挿入し，このスリープトランジ

スタを ON/OFF することで回路への電力供給を制御する．

通常，何らかの方法でパワーゲーティング対象の回路のアイ
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ドル状態を検出し，その回路がアイドル状態の間だけ電源供

給を遮断することでリーク電力を減らす．文献 8) で報告さ

れているように，パワーゲーティングの単位ごとにパワード

メインを設け，非通電のパワードメインから他のパワードメ

インに不定値が伝搬しないようパワードメイン間の I/O に

isolation cell を挿入する必要がある．

パワーゲーティング対象の回路の粒度は様々である．例え

ば，文献 4) では携帯電話用プロセッサをコア単位でパワー

ゲーティングしている．これより粒度の細かい例として，文

献 9) ではマイクロプロセッサの ALU や FPU などの演算

器レベルでパワーゲーティングを行っている．本研究の目的

はオンチップルータにおける物理チャネル単位のパワーゲー

ティングであるため，粒度的に最も近いと考えられる演算器

レベルでのパワーゲーティングに着目することにする．

パワーゲーティングでは，リーク電力削減の見返りにコス

トを払うことになる．実際，パワーゲーティングのためにパ

ワースイッチを挿入する必要があり回路面積が増大する10)．

また，スリープ中の回路をウェイクアップさせるには一定の

遅延がかかるため性能に影響が出る．例えば，文献 3) では

FPMAC にパワーゲーティングを適用しており，電流スパイ

クを抑えるためウェイクアップ処理に 6サイクルを要してい

る．ウェイクアップ遅延に加え，スリープおよびウェイクアッ

プ操作のためにエネルギーが消費されるため，短期間のパワー

ゲーティングは逆に消費電力の増加を招くことが知られてい

る9)．

文献 9)では，演算器レベルのパワーゲーティングのコスト

モデルを提案している．このモデルでは，次の 3つのパラメー

タがパワーゲーティングの性能や消費電力に影響を与える．

• Twakeup：スリープ中の回路が再び使われることを検出

し，回路への電源供給を再開，実際に動作可能になるま

でのサイクル数．

• Tidledetect：動作中の回路が今後しばらく使われないこと

を検出し，パワースイッチを操作して回路への電源供給

を止めるまでのサイクル数．

• Tbreakeven：パワーゲーティングによるリーク電力の削

減量が，パワースイッチ操作に要すオーバヘッドエネル

ギーより大きくなる最小のサイクル数（損益分岐点）．

スリープ中の回路にデータが来ると Twakeup サイクルだけ

待たされる（パイプラインストール）ので Twakeup は性能に

影響を与える．また，Tidledetect が長いと，スリープするかど

うかの判断に時間がかかり実際にスリープできる期間が減る．

Tbreakeven がパワーゲーティング適用の損益分岐点となる．

パワーゲーティングできる期間が Tbreakeven より長ければパ

ワーゲーティングによって消費電力が減るが，Tbreakeven よ

り短ければパワーゲーティングによって電力が増えてしまう．

文献 9) では，この Tbreakeven を求める計算式を提案してお

り，典型的なマイクロプロセッサの Tbreakeven は 10サイク

ル前後であると報告している．本論文でも，この式を用いて

オンチップルータの Tbreakeven を計算している（5.4節）．

3.2 ルータ/リンクの On/Off 制御

文献 11)では Drowsyキャッシュを用いてルータの入力バッ

ファのリーク電力を削減している．文献 12)では，動的にリ

ンクの電源をシャットダウンする際のルーティングアルゴリ

ズムについて検討している．ただし，これらの研究ではキャッ

シュメモリのような比較的大きなバッファをルータに持たせ

ることを想定している．もしくは，文献 13)のようにいかな

る場合にも電源を Off しないリンクを予め用意しておく．一

方，文献 6)で用いられるような NoC向けの小規模なワーム

ホールルータの場合，パワーゲーティングの際のウェイクアッ

プ時間が通信性能に直に影響を及ぼす可能性がある．

4. On/Off Fat Tree アーキテクチャ

NoC のネットワークトポロジとして，メッシュやトーラス

などのグリッド型トポロジの他に，ツリー型トポロジが広範

囲に利用されている．最も一般的かつ実用的なツリー型トポ

ロジは Fat Treeである．本論文では Fat Treeベースの NoC

を対象に，ルータの物理チャネル単位の動的なパワーゲーティ

ングについて検討し，ウェイクアップ遅延に起因するHoL ブ

ロッキングを隠蔽するルータアーキテクチャを提案する．

4.1節で Fat Tree に関する用語を説明する．次に Fat Tree

トポロジにおけるルータチャネルの段階的なパワーゲーティ

ングについて検討し，スループットとパケット遅延を維持し

つつ行うウェイクアップ制御の難しさを指摘する．この問題

を解決するためのルータアーキテクチャを 4.4節で提案する．

4.1 Fat Tree トポロジ

図 4に代表的な Fat Treeトポロジとその 2次元レイアウト

を示す．図中の四角はルータ，丸は計算コアをそれぞれ表す．

定義 1 Fat Tree (p, q, c) は，各ルータ（最上位ランクを

除く）の上向きリンク数が p本，下向きリンク数が q 本，計

算コアのポート数が c本の Fat Treeである．

例えば，図 4(d) の各ルータは 2 本の上位リンク，4 本の

下位リンク，各コアは 2本のポートを持つため，これは Fat

Tree (2,4,2)となる．このような q = 4のツリーが 2n×2n 個

のコアを持つとき，ツリーの階層数は log4(4
n) = n となる．

丸で描かれた計算コアには 2 次元座標 (x2D, y2D) が割り

当てられる．以降，計算コアを rank 0 ルータと呼ぶ．

定義 2 rank 0 ルータに対し次式で示す tree 座標

T (r0, r1, ..., rn−1) を割り当てる．

ri = ((x2D/2i) mod 2) + 2 × ((y2D/2i) mod 2) (1)

さらに，tree 座標 T (r0, r1, ..., rn−1) を持つ rank 0 ルー

タの上位ルータを rank 1 ルータと呼び，そのすべてに

T (r1, ..., rn−1) の tree 座標を割り当てる．同様に rank 2

ルータから rank n ルータにも tree 座標を割り振る．ただし，

最上位ランク（rank n）のルータの tree 座標は T とする．

図 4(c) と 図 4(d) にいくつかの tree 座標の例を示す．

図 4(d) の T (1) のように複数のルータが同じ tree 座標を共

有する場合もある．

定義 3 同じ tree 座標を共有する 1個以上のルータの集合

を brothers と呼ぶ．

例えば，図 4(d) の T と T (1) はそれぞれ 4個，2個のルー

タを持つ brothers である．Fat Tree を 図 4 のように 2 次

元レイアウトした場合，brothers 内のルータ同士は隣接して
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図 4 様々な Fat Tree トポロジ（16 コア）．

配置されることになる．

4.2 Fat Tree におけるパワーゲーティング

Fat Tree は変数 p，q，c に応じてツリーを多重化したトポ

ロジである．例えば，Fat Tree (2,4,2) は (2,4,1) の 2 倍の

数の最上位リンクを持つが，ルータの個数も 2倍となり，そ

れにしたがいスタンバイ電力も増える．つまり，多重度の高

い Fat Tree を採用することはスタンバイ電力の増加という

デメリットを抱えることになる．

一方，Fat Tree において，ルータ内のいくつかのチャネル

を停止させることでツリーの多重度を縮退化できる．例えば，

Fat Tree (2,4,2) は (2,4,1) へ，Fat Tree (2,4,1) は (1,4,1)

へ縮退させることができる．つまり，Fat Tree の各ルータ

チャネルに対しパワーゲーティングを施し，負荷に応じてツ

リーの多重度を変えていくことで，リーク電力はネットワー

クトポロジではなく，実際の負荷に応じて決まるようになる．

ルータチャネルのパワーゲーティングでは，パケット転送

処理が完了して入力チャネルが空になった場合に，スリープ

モードへ移行するものとする．

ここで，スリープ中のチャネルをトラフィック負荷に応じて

ウェイクアップさせる方法として，多重化したツリーの特徴

を利用した conservative と aggressive の 2種類を提案する．

• conservative：ルータの output selection function

（OSF）☆として，空いている出力ポートのうちチャネ

ル番号が一番小さいものを選ぶ．

• aggressive：あるルータの入力ポートが混雑してきた場

合，brothers 内の隣接ルータの同じ位置の入力ポートを

ウェイクアップさせる．OSFはランダムなどでトラフィッ

クを分散させるようにする．

conservative では，負荷が小さい場合，常に同じ出力ポー

トが選ばれるのでアクティブなツリーの多重度を小さく保つ

ことができる．一方，負荷が高くなると残りの出力ポートも

使われるようになる．ただし，このような OSF はトラフィッ

クの分散能力に乏しく，性能が落ちる可能性がある．

aggressive では，混雑状況に応じて brothers 内の他のルー

タの入力ポートを投機的にウェイクアップさせておき，手前

のルータにどちらかをランダムに選択させる．トラフィック

の分散能力は conservative より優れるが，投機的にウェイク

アップさせたチャネルが実際には使われないケースが生じる．

4.3 ウェイクアップ遅延の影響

3.1節で述べたように，スリープ中の回路をウェイクアップ

させるには数サイクルのウェイクアップ遅延がかかる．ルー

タチャネルのパワーゲーティングの場合，スリープ中のチャ

ネルにパケットが到達すると，そのパケットはチャネルが利用

可能になるまで 1つ手前のルータの出力ポートで待たされる．

Fat Treeでは，送信元から least common ancestor（LCA）
☆ へのパケット転送では複数の出力ポートの中から 1つを選

択できる．そのため，他にアクティブなツリーがあればスリー

プ中のツリーを使わないで済む．一方，LCAから宛先への下

方向の経路は 1つだけであるため，前方のルータの入力チャ

ネルがスリープ中であれば，ウェイクアップするまで必ず待

たなければならない．

図 5 は通常のルータにおける上方向と下方向へのパケット

転送を表している．例えば，図 5(b) において，Router (a)

の ch4 から入力されたパケットを ch2 に転送したいとする．

このとき ch2 の前方のルータの入力チャネルがスリープ中で

あると，パケットは Router (a)の ch4のバッファを占有した

ままストールしてしまう．とくにワームホールスイッチング

の場合，ストールしているパケットによって他のパケットの

進行が阻害されるため，性能への影響が拡大する．また，パ

ケットが格納されているチャネルの電源を落とすことはでき

ないため，ストールによってリーク電力削減の機会も減る．

そこで，我々は look-ahead ルーティングを応用して，ウェ

イクアップ遅延を削減する方法を提案した6)．この方法では

2-hop 手前のルータからのウェイクアップ信号を監視するた

め 2-hop にまたがる長い制御線を用いる．メッシュのように

1-hop の距離が均等かつ短い場合には有効であると考えられ

るが，ツリーのように長いリンクを含むトポロジではさらに

長いリンクを生じてしまう．近年は配線遅延が大きな問題と

なっているため，このような解決策はツリーには適さない．

☆ Fat Tree では目的地への経路が複数存在する場合がある．このような場
合に利用可能な出力ポート群から 1 つを選択する機能．

☆ 送信元ノードと宛先ノードの共通の祖先となるノードのうち，もっとも下
位にあるもの．
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4.4 Brothers 内のデータ横流し機構

ウェイクアップ遅延に起因する HoL ブロッキングを軽減

するために，我々は brothers 内でデータの横流しを行う方式

を提案する．そのための機構として，buffered bypass port

（BPort）と bufferless bypass port（LPort）を順に説明する．

4.4.1 Buffered Bypass Port 付きルータ

図 6 に示した buffered bypass port 付きルータでは，同

じ brothers 内のルータ間でデータの横流しができるように

入力チャネルを増やす（図 6 の ch6）．例えば，図 6(b) にお

いて，Router (a) の ch4 から入力されたパケットを ch2 に

転送したいとする．このとき ch2 の前方のルータの入力チャ

ネルがスリープ中であると，パケットを ch4 で待たせるので

はなく，Router (b) の ch6 を経由して，Router (b) の ch2

の利用を試みる．これを 横流し と呼ぶ．Router (b) の ch2

も利用できない場合，さらなる隣接ルータへ横流しすること

もできる．これによってストールしたパケットが Router (a)

の ch4 およびその上位ルータを占有し続けることを回避でき，

ウェイクアップ遅延による HoL ブロッキングを緩和できる．

しかし，この方法には 2つの欠点がある．1) buffered by-

pass portを追加するために面積が増える．2) buffered bypass

port を使ったパケットの横流しでは，横流しの度に，パケッ

トの bypass portバッファへの read/writeが発生し，電力を

消費する．このようなスイッチング電力はリーク電力に比べ

て大きいため，buffered bypass port を用いた横流しによっ

て，トータルの消費電力が逆に増加する可能性がある．

4.4.2 Bufferless Bypass Port 付きルータ

buffered bypass port の問題を解決する方法として buffer-

less bypass port を提案する（図 7）．これは，同一 brothers

内のルータが集約配置されている点を利用して，buffered by-

pass port からバッファを取り除いた構造を取る．通常，入力

チャネルは同じルータのクロスバに対して，switch allocation

（図中の request線）を行うが，bufferless bypass port では，

隣接ルータのクロスバに対しても switch allocation を行う．

例えば，図 7(b) において，Router (a) の ch4 から入力さ

れたパケットを ch2 に転送したいとする．このとき ch2 の

前方のルータの入力チャネルがスリープ中であると，Router

(a) の ch4 は Router (b) の クロスバに対し ch2 の switch

allocationを実行する．Router (b)の ch2の利用権を取得後，

Router(a)の ch4は (b)の ch2に対しパケットを転送する．

ただし，この方法にも次の欠点がある．1) 各入力チャネル

は自ルータに加え，隣接ルータの switch allocation を実行

するため，隣接ルータのクロスバへの request 信号が必要と

なり，アービタが複雑になる．2) 2回以上の横流しを実行す

るには 2 個隣りのルータへの switch allocation が必要とな

るが，制御の複雑さを考えると現実的ではない．そのため，

bufferless bypass port では横流しの回数を 1回までとする．

それでも，bufferless bypass port の場合，横流しによって

パケットのバッファへの read/writeが増えないため，buffered

bypass port と違い，動的電力の増加を抑えることができる．

4.4.3 デッドロックフリールーティング

Fat Tree では通常 up*/down* ルーティング14) が用いら

れる．横流し機構の導入により，up*/down* ルーティング

で得られる経路集合に加え，bypass port を経由した経路が

利用できるようになる．これにより，これまでツリー型トポ

ロジで問題にならなかったパケット間のデッドロックが生じ

る可能性が出てくる．そこでルーティングについて検討する．

bypass port の利用を整理すると次の 2種類に分類すること

ができる．

a) ツリー間の移動：c ≥ 2 の Fat Tree では，複数の Fat

Tree を重ね合わせたトポロジとなる．bypass port を用

いることで，複数ツリー間の移動が可能になる．

b) ツリー内の移動：p ≥ 2 の Fat Tree では単一ツリー内

に複数の枝が生じる．bypass port を用いることで，こ

れらの枝の間を移動できる．

定理 bypass portを経由する経路を含む up*/down*ルー

ティングはデッドロックフリーである．

証明 単一ツリー内のルーティングはデッドロックフリー

であるため，b) は循環依存を生じない．bypass port の利用
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は一方通行であり U-turn を生じないため，a) も循環依存を

生じない．よって，デッドロックフリーである．

5. 評 価

本論文では Fat Tree の拡張として，buffered bypass port

（BPort）付き Fat Tree と bufferless bypass port（LPort）

付き Fat Tree を提案した．BPort や LPort 付きに加え，by-

pass portを持たない通常の Fat Tree（Orig）を面積，スルー

プット，消費エネルギー，スリープ率，リーク電力について

評価する．

5.1 結合網のハードウェア量

結合網の面積はルータとネットワークインターフェイス（NI）

から成る．通常のルータ回路は 2.1節で紹介したものをその

まま使った．NI回路は 2-flit 分の FIFO を入力側と出力側

にそれぞれ持たせるだけの単純なものを使用した．

BPort 付きルータは物理チャネルを 1個増やすだけで実現

できる．LPort 付きルータの場合にも物理チャネルを 1個追

加するが，この物理チャネルにはバッファは持たせない．そ

の代わり，隣接ルータの switch allocation を実行するため

に，入力チャネルから隣接ルータのクロスバへの request 信

号を追加実装した（図 7）．BPort と LPort 付きルータでは，

ルータのクロスバのポート数が 1つ増えることになる．なお，

BPort や LPort はルータ回路のみに実装し，NI 回路への変

更は不要である．2.2 節と同様の手順で，配置配線後のゲー

ト数を見積もった☆．

図 8 が 16コア，図 9 が 64コアの場合のゲート数である．

それぞれ Orig，BPort，LPort を 4種類の Fat Tree に適用

した．Fat Tree (1,4,2) や (2,4,2) のように多重度が高いツ

リーほど bypass port の数が多くなる．Orig と比較すると，

追加のバッファを必要とする BPort では最大 11.8%，バッ

ファを必要としない LPort では最大 5.2% 面積が増えた．面

☆ 結合網の面積に加え，実際にはスリープトランジスタ等が必要となる．

積の増加率が最大となったネットワーク構成は BPort，LPort

ともに 16コアの Fat Tree (1,4,2)であった☆☆．すべての by-

pass port に通常のチャネルと同じだけのバッファを持たせ

る BPort の面積の増分と比べ，LPort のオーバヘッドは半分

以下である．そのため，LPort は BPort より軽量なハード

ウェアで実現できたと言える．

5.2 平均ホップ数とスループット性能

本節では，パワーゲーティング適用時の Orig，BPort，

LPort のパケット転送性能（スループット）を評価する．さ

らに，パワーゲーティング非適用時（NoPG）のスループッ

トとの比較も行う．

評価のためにフリットレベル・ネットワークシミュレータ

を用いた．ルータのスイッチング機構として，I/Oバッファ，

クロスバ，アービタを単純化したモデルを採用しており，2.1

節で示したワームホールルータ回路と同じ挙動をするように

設計した．ここでは 4-flit 分のデータに 1-flit 分のヘッダを

付与したものを 1パケットとし，ヘッダフリットが隣接ルー

タまたは計算コアに転送されるのに最低 3 サイクルかかるも

のとした．ネットワークトポロジには，16コアおよび 64コ

アの Fat Tree (1,4,1)，(1,4,2)，(2,4,1)，(2,4,2)，(4,4,1) を

用いた．ルーティングには Fat Tree で一般的に用いられる

up*/down* ルーティングを用い，仮想チャネル数は 2 本と

した☆☆☆．シミュレーションに用いる通信パターンとしてユ

ニフォームトラフィックを用いた．Twakeup は 3サイクルと

6 サイクルとし，Tidledetect は 2 サイクルとした．ウェイク

アップ制御の方法として 4.2節で述べた conservative を採用

した．なお，NoPG はウェイクアップ遅延の影響を受けない．

図 10 と 図 11 に，64 コアの各種 Fat Tree におけるス

ループット（accepted traffic）とレイテンシのグラフを示す．

前者が Twakeup = 3，後者が Twakeup = 6 の場合の結果であ

る．グラフ中の括弧内に平均ホップ数を示した．

まず，Twakeup = 3 の場合の Fat Tree (1,4,2) に着目す

る（図 10(a)）．Orig では経路の途中でツリーを切替えるこ

とができず，NoPG と比べて大きくスループットが落ちてい

る．一方，BPort と LPort では bypass port により負荷分

散ができており，NoPG 並のスループットが出ている．それ

でも 図 11(a) のようにウェイクアップ遅延がさらに増える

と，ウェイクアップ遅延のスループットへの影響を隠蔽でき

なくなり BPort と LPort のスループットも低下する．この

ような傾向は Fat Tree (2,4,2)，(4,4,1) においても見られた．

BPort と LPort のスループットは bypass port をどれ

だけ活用できたかで決まる．例えば，Fat Tree (2,4,1) では

rank 1 の brothers 内にルータは 1個しかなく，横流しでき

る箇所は一部の上位ルータに限られている．一方，Fat Tree

(1,4,2) や (2,4,2) ではすべての brothers が複数のルータを

持つため，横流しできる機会が多い．Fat Tree (4,4,1) のよ

☆☆ Fat Tree (2,4,2) は最上位ランク以外のルータが 6 個のチャネルを持つ
のに対し，Fat Tree (1,4,2) のルータのチャネル数は 5 個である．この
ように Fat Tree (1,4,2) は結合網全体の面積が小さい分，bypass port

による面積の増加率が他より高くなった．
☆☆☆ 2 本の仮想チャネルを有効に使うため，宛先アドレスに応じて使用する仮

想チャネルを均等に振り分けた．
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図 11 各種 Fat Tree における Orig，BPort，LPort のスループット（Twakeup = 6; 64-core; uniform traffic）．

うに rank 1 の brothers では横流しができなくとも，rank 2

以上の brothers で横流しすることでスループットの劣化を

抑えている例もある．実際，Fat Tree (1,4,2) や (2,4,2) に

おける BPort と LPort の平均ホップ数は，(2,4,1) よりも多

く，より頻繁に bypass port が使われたことが分かる．

図 10 と 図 11 の評価結果をとおして，LPort のスループッ

トは BPort に若干劣るものの，その差は小さいと言える．

5.3 フリット転送エネルギー

1-flit のデータを送信元から宛先コアに転送するとき，こ

れに要す平均転送エネルギー Eflit は次式で計算できる．

Eflit = wHave(Esw + Elink) (2)

ただし，w を 1-flit のビット幅，Have を平均ホップ数，Esw

をルータまたは NI が 1-bit のデータ転送に消費するエネル

ギー，Elink をリンクが 1-bit のデータ転送に消費するエネ

ルギーとする．

5.1節で実装した Orig，BPort，LPortルータおよび NIを，

500MHz での動作を仮定してゲートレベルでシミュレーショ

ンした．その結果，Orig ルータの Esw は 0.183pJ，LPort
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ルータの Esw は 0.193pJ，NI の Esw は 0.092pJ となった．

BPort の bypass port は Orig ルータのチャネルと同じ構造

を持っているため，BPort の bypass port を 1回経由するた

びに Orig の Esw と同じ 0.183pJ が余計に消費されるもの

とした．一方，Elink は次式で計算できる．

Elink = dV 2Cwire/2 (3)

ただし，dを 1-hop当たりの平均距離，V を動作電圧，Cwire

を配線容量とする．ここでは V を 1.0Vとし，Cwire は 90nm

プロセスを仮定して 300fF/mm とした15)．8mm 角のチップ

を想定し，上記のパラメータをもとに Eflit を計算した．

16コアの結果を 図 12，64コアの結果を図 13に示す．5.2

節で見たように bypass port を使うことで平均ホップ数が増

える．とくに BPort の場合は，増えたホップ数分だけバッ

ファへの readと writeが余計に発生するため消費エネルギー

が最大で 4.6% 増えた．LPort の Esw は Orig より 5.5% 大

きいものの，そもそも全パケット転送に占める bypass port

の利用はそれほど頻繁ではないため LPort の消費エネルギー

は Orig と同程度となった．

ここまでの評価結果より，1) LPort の面積オーバヘッドは

BPort の半分以下である（5.1節），2) LPort は BPort に若

干スループットで劣るものの，両者のスループットの差は小

さい（5.2節），3) BPort を採用するとフリット転送エネル

ギーが増えるが LPort ではほとんど増加しない（5.3節）と

いうことが分かった．以上より，LPort は BPort と同等のス

ループットで，なおかつ省電力性に優れることから，LPort

のほうが有利であると考えられる．そこで，以降の評価では

Orig と LPort の比較を中心に行う．

5.4 パワーゲーティングの損益分岐点

チャネル単位のパワーゲーティングを行った際のスリープ

率やリーク電力を評価するため前準備として，本節では，パ

ワーゲーティングの損益分岐点（Tbreakeven）を計算する．

パワーゲーティングの損益分岐点を求めるために，文献 9)

で提案された解析モデルを用いる．損益分岐点の計算は次の 3

ステップから成る．1) N サイクル間スリープすることで削減

できるリークエネルギーの合計値（EN
saved）を計算する．2)パ

ワースイッチの ON/OFF操作に要すエネルギー（Eoverhead）

を計算する．3) EN
saved と Eoverhead が等しくなる N の値を

求める．こうして求めた N の値が Tbreakeven である．

EN
saved は次式で計算できる

9)．

EN
saved = Eleak

DIBL

mVt

N2

2

αLVdd

2( 1
2

+ CD
CS

)
(4)

ただし，Vdd を供給電圧，Eleak をパワーゲーティング対象回

路（本論文の場合はルータのチャネル）のリークエネルギー，

Esw を対象回路のスイッチングエネルギー，L = Eleak/Esw，

αを対象回路のスイッチング率とする．また，DIBLは drain-

induced barrier lowering であり，ここでは 0.1 としている．

Vt = kT/q ≈ 25mV は熱電圧（thermal voltage）であり，

ここでは m ≈ 1.3 としている．WH は対象回路に占めるパ

ワースイッチの面積であり，ここでは 0.1 としている．CS

は対象回路のスイッチング容量の合計，CD はパワースイッ

チを含むローカルの電源ライン容量の合計であり，ここでは

CD/CS = 0.5 としている．

Eoverhead は次式で計算できる9)．

Eoverhead ≈ 2
WH

α
Eleak. (5)

2.2節で示したルータの消費電力をもとに，まず，入力チャ

ネル 1個当たりのリークエネルギー Eleak，スイッチングエ

ネルギー Esw，スイッチング率 α を抽出した．そして，入力

チャネル 1個を N サイクルの間パワーゲーティングしたとき

の消費電力（リーク電力およびパワースイッチの ON/OFF

電力の和．以降，「補正済みリーク電力」と呼ぶ）を式 4と式

5 を用いて計算した．

図 14 にこの計算結果のグラフを示す．グラフ中の

NoPG(25 ℃) と NoPG(75 ℃) は，パワーゲーティングを

行わないルータチャネルのリーク電力を示しており，それぞ

れ動作温度が 25℃と 75℃の場合である．一方，PG(25℃)

および PG(75℃)は，それぞれ 25℃と 75℃で動作させたと

きの補正済みリーク電力を示す．当然，スリープ時間 N が大

きくなるにしたがい，パワースイッチを ON/OFF する際に

消費されるオーバヘッドエネルギーの影響が小さくなるので，

平均消費電力が減少する．PG(25℃)と NoPG(25℃)のライ

ンが交差するときの N の値が 25℃ で動作させたときの損益

分岐点である．グラフより，25℃動作の場合 Tbreakeven ≈ 9，

75℃ 動作の場合 Tbreakeven ≈ 5 となった．

リーク電力は動作温度の増加に応じて増える．現状の 90nm

からプロセスがさらに微細化して消費電力に占めるリーク電

力の割合が増えた場合，ここで示した 75℃の場合のようにパ

ワーゲーティングの損益分岐点がさらに小さくなり，パワー

ゲーティングによる利得が増えると期待される．

5.5 償却可能なスリープ率

パワーゲーティングの観点から，ルータチャネルの状態を

次の 3種類に分類する．

• Active：チャネルが動作中の状態．パワーゲーティング

をしない状態と同量のリーク電力が消費される．
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図 15 償却可能スリープ率（右軸）とチャネル当たりの補正済みリーク電力（左軸）（Tbreakeven = 9; Twakeup = 3）．
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図 14 スリープ時間 vs. チャネルの補正済みリーク電力．

• CSS：compensated sleep（Tbreakeven 以上の長さのス

リープ）の状態．CSS が増えればリーク電力が減る．

• USS：uncompensated sleep（Tbreakeven 未満の長さの

スリープ）の状態．USS が増えれば消費電力が増える．

各チャネルにおける CSS の割合を求めるため，5.2節と同

様の方法でシミュレーションを行った．今回はネットワーク

トポロジとして 64コアの Fat Tree (2,4,2) を用い，Twakeup

を 3サイクル，Tbreakeven を 9サイクル，Tidledetect を 2サ

イクルとした．シミュレーションに用いる通信パターンとし

て，ユニフォームトラフィックに加え，NAS Parallel Bench-

mark（NPB）プログラムから得られた次の通信パターンを用

いた．Block Tridiagonal solver（BT），Scalar Pentadiago-

nal solver（SP），Conjugate Gradient（CG），Multi-Grid

solver（MG），large Integer Sort（IS）．クラスはWとした．

図 15 に評価結果を示す．グラフ中の細い線が CSS の割

合を示し，グラフの右軸が CSS の目盛りである．当然 CSS

の割合はトラフィック負荷が増えるにしたがい減少している．

なお，これらのグラフでは最大スループットになる手前まで

の CSS の割合をプロットしている．Orig は LPort より少

ない負荷でネットワークが飽和するため，Orig の線は LPort

よりも小さい accepted traffic で途切れている．グラフより

LPort は Orig より CSS の割合が高く，また，スループット

も高いことが分かる．

5.6 リーク電力の削減量

オーバヘッド電力を含めたチャネルの補正済みリーク電力

を求めるため，前節と同じ方法でネットワークシミュレーショ

ンを実行し，各チャネルごとに発生したすべてのスリープの

期間と回数を記録していった（例えば，15サイクルのスリー

プが 1234回発生など）．そして，この情報を図 14で示した

「スリープ時間 vs. チャネルの補正済みリーク電力」のグラ

フに当てはめ，各物理チャネルの補正済みリーク電力を見積

もった．当然，Tbreakeven より長いスリープが多ければ補正

済みリーク電力は減り，Tbreakeven 未満のスリープが多けれ

ば電力は増える．

図 15に評価結果を示す．グラフ中の太い線がチャネル当た

りの補正済みリーク電力を示し，グラフの左軸が補正済みリー

ク電力の目盛りである．グラフ中にはパワーゲーティングをし

ない場合のリーク電力（No PG）も表記してある．トラフィッ

ク負荷が増えるにしたがい，償却可能なスリープ（CSS）の

機会が減り，チャネル当たりの補正済みリーク電力が増加し

ている．それでも，LPort はトラフィック負荷が最も高いと

きでも 27.2%～42.8% のリークを削減できている．LPort の

補正済みリーク電力は Orig より小さいため，LPort によっ

て高いスループットを，より少ない補正済みリーク電力で実

現できたと言える．

そして，今後，さらにプロセスが微細化されれば，消費電

力に占めるリーク電力の割合が増える．それによって，5.4節

で述べたようにパワーゲーティングの損益分岐点が小さくな

り，パワーゲーティングの利得がさらに増える．

5.7 ディスカッション

本節では，1) 提案手法の NoPG に対する面積オーバヘッ

ドと，2) NoPG に対するスループット性能の劣化を考慮して
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も，LPort によるパワーゲーティングが NoPG よりもリー

ク電力で優れることを示す．

(1) ハードウェア量：

64コアの Fat Tree (2,4,2) の場合，Orig に対する面積の

増加率は BPort で 11.2%，LPort で 3.5% となった．リー

ク電力は回路面積にほぼ比例する16) ため，BPort と LPort

ではそれぞれリーク電力が 11.2% と 3.5% ずつ増える．

(2) スループット性能：

64コアの Fat Tree (2,4,2) で Twakeup = 3 の場合，BPort

のスループットは NoPG より 0.6% 低く，LPort は NoPG

より 3.6% 低い．BPort および LPort が，NoPG と同じス

ループットを出すには，理論上，BPort のデータ幅を 0.6%

広げ，LPortのデータ幅を 3.6%広げる必要がある．面積に比

例してリーク電力が増える16)と仮定すると，BPortと LPort

ではそれぞれリーク電力が 0.6% と 3.6% ずつ増える．

同様に Twakeup = 6 の場合，BPort のスループットは

NoPG より 14.8% 低く，LPort は NoPG より 17.9% 低

い．NoPG と同等のスループットを期待するには，BPort と

LPort のデータ幅をそれぞれ 14.8%と 17.9%広げる必要があ

るが，それに応じてハードウェア量とリーク電力が増加する．

(3) リーク電力の削減量：

上記の (1) と (2) より，64 コアの Fat Tree (2,4,2) で

Twakeup = 3 の場合，BPort のリーク電力は NoPG より

11.9% 大きく，LPort のリーク電力は NoPG より 7.2% 大

きい．図 15(a)より，LPort は入力されるトラフィック負荷

が最大のときでも 27.2% のリーク電力を削減できている．そ

のため，(1) と (2) によって LPort のリーク電力が NoPG

より 7.2% 大きくなっても，LPort の補正済みリーク電力は

NoPG のリーク電力を下回る．さらに， Twakeup = 6 の場

合であっても LPort は NoPG よりリーク電力で優れる．

6. ま と め

本論文では Fat Tree トポロジにおけるルータチャネルの適

応的なパワーゲーティングについて検討し，ウェイクアップ

遅延に起因する HoL ブロッキングを隠蔽するためのルータ

アーキテクチャとして BPortと LPortを提案した．提案手法

は Fat Tree (2,4,2) のように多重度の高いツリーでは，トラ

フィック負荷を分散させることができたが，Fat Tree (2,4,1)

では横流しの効果は小さかった．BPort と LPort のスルー

プット評価の結果，LPort は BPort に若干スループットで劣

るものの，bypass port を持たない Orig と比べると両者の

スループットの差は小さかった．面積評価の結果，LPort の

面積オーバヘッドは BPort の半分以下であり，Orig に対す

る面積の増加率は 16コア の Fat Tree (1,4,2) において高々

5.2% 増だった．また，BPort を採用するとフリット転送エ

ネルギーが増加してしまったが，LPort ではほとんど増加し

なかった．以上より，面積オーバヘッドが小さく，省電力性

にも優れる LPort のほうが BPort よりも有利となった．そ

こで，チャネル単位のランタイムパワーゲーティングを行う

Fat Tree (2,4,2) 上で LPort を評価したところ，Orig より

も高いスループットをより少ないリーク電力で実現できた．
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