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OS レベルの解析に基づく携帯端末の消費電力可視化技術
携帯端末の消費電力と消費の原因となる機能を可視化
し，省電力ソフトウェア開発の効率化を実現するため，ア
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プリケーション実行時の CPU 稼働率など OS から容易に取
得できる情報を基に端末全体の消費電力を実測せずに算出
する方式（消費電力モデル）について研究を行った．
なお，本研究は九州大学 システム LSI 研究センター
（石原 亨准教授）との共同研究により実施した．
い．例えば，数千ステップ分のソフ

ェアレベルで観測可能な携帯端末の基

トウェアの平均消費電力を見積る場

本機能やプロセスごとの消費電力解

携帯端末の普及に伴い，電子機器

合，約 1 時間の計算を必要とする

析も可能にする消費電力モデルと，

の低消費電力化が重要になってきて

[1]．また，これらの手法はプロセッ

その生成手法について解説する．

いる．消費電力の削減を検討するう

サや主記憶のみを対象にしたものが

なお，本研究は省電力システム

えでは，設計段階で消費電力を評価

多く，実際の携帯端末のように無線

LSI 設計技術研究で実績のある九州

する仕組みだけでなく，任意のアプ

通信やストレージなども含めたシス

大学 システムLSI研究センター 石原

リケーション使用など実際のシステ

テム全体の消費電力を解析するもの

亨准教授との共同研究により実施

ム稼働時も想定した消費電力の見積

とはなっていない．

した．

1. まえがき

り技術が必要である．

一方，システム稼働時の消費電力

2. 消費電力モデルと
生成技術

従来の消費電力見積り手法の多く

を計測する方法として，電力計測回

は，主にハードウェアの設計過程で

路をシステムに搭載する手法などが

の評価・改善を目的とし，論理ゲー

考えられる．しかし，これらはシス

従来手法も含め，本稿における消

ト やハードウェアモジュールごと

テム全体の消費電力を計測するのみ

費電力 Pestimated モデルとは，対象シス

の消費電力をモデル化し，そのモデ

で，ハードウェアやソフトウェアの

テムの消費電力を，パラメータ Pi を

ルに基づき対象とするシステム全体

機能ブロックごとの電力内訳を解析

引数として算出できるよう数式化し

の消費電力を計算する．多くの手法

することはできない．このため，省

たものである．一般的に，このよう

は，これらの物理情報とハードウ

電力なアプリケーションを開発しよ

なモデル式には，式aに示す線形式

ェアシミュレーションによる稼働率

うとしても，何が原因で電力消費が

を用いた手法が数多く提案されてい

情報に基づいて計算している．しか

起こっているのかを判別することは

る[1]．

し，ハードウェアシミュレーション

困難である．

＊1

にかかる計算負荷が非常に大きいた

本稿では，アプリケーション実行に

N

Pestimated = C0 +ΣCi・Pi

a

i＝1

め，この技術をシステム稼働時の見

より消費される電力を小さい計算負荷

積りに適用することは現実的ではな

で正確に見積るだけでなく，ソフトウ

ここで，Ci，C0 および N は，それ

＊ 1 論理ゲート：論理演算を行う電気回路ま
たは素子．
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ぞれ各パラメータの係数，定数項お

た，重回帰分析に使用するサンプル

択した．これら以外のパラメータも携

よびパラメータの数を示す．

に統計的偏りが存在する場合には，

帯端末の消費電力に影響を与えるが，

また，消費電力モデルの生成手法

多重共線性の問題を解消できない．

本稿ではこれらを定数項として扱う．

とは，モデルの数式化とその数式を

そこで，多重共線性の問題が発生

構成する係数Ci を求める手法（モデ

しないようなテストベンチ を意図

リング）のことであり，重回帰分析

的に生成することにより，影響力の

＊2

法 を用いている．
重回帰分析を用いたモデリングの
多くは，測定した消費電力値とパラ
メータ値をサンプルデータとして
式aに代入し，モデルフィッティン
＊3

グ により係数Ci を求める．一般的
には，フィッティングには最小二
＊4

＊5

3.2 テストベンチと
サンプル取得

大きい少数のパラメータを用いて精

3.1 節で述べた，重回帰分析に用

度よく携帯端末の消費電力をモデル

いるサンプルを取得するため，実験

化する手法を提案する．

システム（図 1）と次の 4 種類のテ

3．提案手法
3.1 消費電力モデル
本稿で提案する消費電力モデルは

ストベンチを作成した．
_端末の演算負荷を調整可能なテ
ストベンチ
`サーバが端末へ無線通信でデー
タを送信するテストベンチ

乗法 が用いられる．最小二乗法を

重回帰分析によりパラメータ係数を

用いた重回帰分析は，式sに示す

決定することを前提としている．一

aサーバが端末から無線通信で

εj の二乗和を最小化する Ci の集合

般に，次の 4 つの要素がモデル精度

データを受信するテストベンチ

を決定する手法である．

を決定する．
①モデルパラメータ

N

PMj = C0 +Σ(Ci・Pij ) +εj

s

b端末のストレージへのデータ書
込みと消去を行うテストベンチ

②モデル式

i＝1

③パラメータ係数の決定方法
ここで，PMj，Pij，εj は，それぞ

④重回帰分析に用いるサンプル

差である．

が目的であるため，実験システムに
おける無線通信は，環境構築が容易

れサンプル j における消費電力の測
定値，パラメータ i の値，モデル誤

今回は，提案手法の妥当性の検証

本研究では，多くの既存研究同様
にモデル式には線形式を用い，パラ

な無線LAN 環境下で行った．
これらのテストベンチ a 〜 d は，

重回帰分析ではパラメータ間の相

メータ係数の算出には最小二乗法を

各々が対応するパラメータ A〜Dの

関が強いと，有効な重回帰式が得ら

用いる．モデルパラメータには次の

値を意図的に変動させるものであ

れないことが知られている．相関の

4種類を使用する．

る．これにより，端末側で観測され

強いパラメータが 2 つ以上存在する

yCPUの負荷率

るパラメータ値の変動が消費電力に

と，どちらのパラメータがどの程度

z無線による単位時間当りのデー

与える影響を解析できる．CPUの負

消費電力に影響を与えるかが判定で

タ受信量（以下，無線受信量）

荷が消費電力に与える影響を解析す

きないためである．この性質は多重

{無線による単位時間当りのデー

共線性と呼ばれる[2]．多重共線性

タ送信量（以下，無線送信量）

が観測された場合には，片方のパラ

|ストレージへの単位時間当りの

メータを除去することでこの問題を

データ書込み量＋消去量

サーバはデータを
送受信するテスト
ベンチを実行
サーバ

携帯端末は演算，デー
タ書込み・消去するテ
ストベンチを実行
携帯端末

解消できるが，除去したパラメータ
が対象システムの消費電力に対して

これらのパラメータは，消費電力

大きな影響力をもつ場合には，モデ

に対して線形かつ大きな影響を与え

ル精度の低下を招くことになる．ま

ることが予想できることを理由に選

＊ 2 重回帰分析法： 1 つの目的変数を複数の
説明変数で表すための分析方法．
＊ 3 モデルフィッティング：ここでは，重回
帰分析において目的変数を近似するモデ
ル式を求めること．
＊ 4 最小二乗法：測定値との差の二乗和を最

小とするような推定値を求める方法．
＊ 5 テストベンチ：ここでは，モデル生成の
ための試験プログラムをいう．
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有線LAN

図1

無線LAN

実験システム
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＊8

る際には，テストベンチ a を端末上

ファイルシステム から 1 秒間隔で

9 つのテストシナリオに対する消

で単独実行させ，CPUの負荷率が高

取得する．電力計で計測した消費電

費電力の測定結果を折れ線グラフ，

い／低いなどの任意状態におけるパ

力値に，3 章で述べた方法によりモ

測定値にフィッティングさせたモデ

ラメータ値と消費電力値のサンプル

デルフィッティングさせることで，

ルによる消費電力見積り値を棒グラ

を取得する．B，C および D のパラ

パラメータ係数を求める．パラメー

フとして図 2 に示す．線形モデルが

メータ値も，対応するテストベンチ

タ係数が得られるとモデルの生成が

測定値に良くフィットしていること

b，ｃおよびｄにより独立に制御可

完了する．

が確認できる．9 種類のテストシナ

能である．しかし，無線通信での

任意の動作状態で/proc ファイル

リオを実行したときのパラメータ間

データ送受信やストレージへのアク

システムから取得した前述の 4 種類

の相関係数を表１に示す．一般的

セスにはCPU稼働も伴うため，テス

のパラメータ値をモデルに入力する

に，相関係数の絶対値が 0.2 前後で

トベンチb，c，dの単独実行から得ら

ことで，端末の消費電力を見積るこ

あれば 2 変数間の相関はほとんどな

れるサンプルでは，パラメータ B，

とができ，消費電力の実測値との比

いといわれる．よって，表１に示す

C，Dが単独で消費電力に与える影響

較でモデルの精度評価を行った．評

任意の 2 パラメータ間の相関は十分

＊9

を解析することはできない．これは，

価には，MiBench

に含まれる 7 種

に小さいことが確認できる．提案す

CPU負荷率と他のパラメータ間の相

類のベンチマークプログラムと

るモデル生成手法に従って生成した

＊ 10

関が強い傾向が現れ，前述した多重

wget

共線性の問題が発生するためである．

プログラムとして用いた．

を評価用アプリケーション

消費電力モデルでは，多重共線性が
モデル精度に与える負の影響は小さ
いと考えられる．

よって，本提案手法では，テスト
トベンチ a も同時に実行すること

4.2 モデルフィッティング
の結果

で，CPU負荷率の変動を抑え，パラ

テストベンチを用いてモデルを生

メータ間の相関を低減することを可

成した結果，電力の測定値に対する

MiBenchを実行した際の消費電力

能にする[3]．

平均誤差が 0.6 ％の消費電力モデル

の見積り結果を図 3 に示す．提案す

を作成できた．なお，フィッティン

る消費電力モデルによる見積り値と

グに用いるサンプルは，テストベン

測定値との誤差は平均 4.9 ％で最大

チa，b，c，dの実行条件を変えて作

24 ％であった．ADPCM（Adaptive

成した 9 つのテストシナリオの下で

Differential Pulse Code Modulation）

取得した[3]．

を除くベンチマークでは，誤差が

ベンチ b，c，d を実行する際にテス

4．消費電力モデル評価
4.1 対象システムと
評価環境
実験対象の携帯端末には Nokia 社
の N810 を使用した．N810 は，無線

4.3 消費電力モデルの
見積り精度評価

1.8
1.6

ストレージ

Internet Tablet OS 2008 を搭載する

1.4

無線送信

1.2

無線受信

携帯端末である．CPUにはOMAP

Ñ＊6

2420 を，ストレージには 256MB と
＊7

2GBのNANDフラッシュメモリ を
使用している．モデルパラメータに
は，CPU負荷率，無線受信量，無線
送信量，ストレージへの書込み・消

消費電力（W）

LAN 機能を内蔵し，Linux ベースの

1.0

数値演算
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オフセット
測定値
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0
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重回帰分析用テストシナリオ

図 2 モデルフィッティングの結果

去量を使用し，これらの値は/proc

Ñ

Ñ

＊ 6 OMAP ： OMAP は Texas Instruments
Inc.の登録商標．
＊ 7 NAND フラッシュメモリ：メモリカード
メディアなどに広く応用されている不揮
発性メモリの一種．
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＊ 8 /proc ファイルシステム： Unix/Linux 系
OS における擬似ファイルシステムで，こ
のディレクトリ以下でシステムのさまざ
まな動作状態を参照することができる．
＊ 9 MiBench ：ミシガン大学で開発されたフ
リーの組込み向けベンチマーク集．

＊ 10 wget ： HTTP などに対応したダウンロー
ドマネージャ．
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表 1 パラメータ間の相関係数

1.4

パラメータ1と
パラメータ1 パラメータ2 2の相関係数r
（−1≦r≦1）

1.2

無線受信量

0.213

CPU負荷率

無線送信量

0.104

CPU負荷率 ディスク書込み量
無線受信量

無線送信量

0.136

24%

−0.236

無線受信量 ディスク書込み量

−0.260

無線送信量 ディスク書込み量

−0.264

24％
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MiBench の消費電力見積り結果
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値の誤差は平均 7.4 ％，最大 16.9 ％

L
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イル取得のみ九州大学・石原研究室
費電力モデルによる見積り値と測定

ストレージ
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1.2

ケースで評価した．なお，単一ファ
内のサーバも利用して評価した．消

A

SH

1.6

値と見積り結果を図 4 に示す．4 カ

イル(gnu - 0.2.tar.gz)の取得の両方の

S

図3

wget で国内外のサイトからファ

よびgnu/gcc/）の取得と単一ファ

CM

P
AD

※ベンチマークごとにサイズの異なる２種類の入力データ
（L：Large, S：Small）
を引数にして実行

5％未満と非常に精度が良い．

配下の全ファイル（gnu/freefont/お
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オフセット
測定値

19%
19％

0.8

FF

得する実験を行った．ディレクトリ

ストレージ
無線送信
無線受信

国

米

ム
ナ
ベト

本
日

ー
ギ
ル
ベ

国

米

ム
ナ
ベト

gnu/freefont/

本
日

ー
ギ
ル
ベ

国

米

ム
ナ
ベト

gnu/gcc/

図4

本
日

ー
内
ギ
学
ル
大
ベ
州
九

gnu-0.2.tar.gz

wget の消費電力見積り結果

であった．
なお，端末でのパラメータ取得処
理が消費電力に与える影響を評価

力を OS レベルで取得可能な情報を
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