
パケット転送処理LSI構成技術の

研究

パケット転送処理回路は，通信ネッ

トワークの中において，情報を送り手

から受け手に届けるための重要な機能

の１つを担っています．この回路は，

入力されたパケットのヘッダ部分にあ

るMAC（Media Access Control）

アドレス（レイヤ２スイッチ）やIPア

ドレス（レイヤ３スイッチ）を調べて，

行き先となる出力ポートに振り分ける

ルーティング（経路制御）の機能を実

現するものです．NTTマイクロシステム

インテグレーション研究所では，次世代

のパケット転送処理用集積回路（LSI）

実現に向けた回路構成技術の研究開

発を行っています．その中で，100

Gbit/s級の転送速度を実現するため

の高速回路技術，性能が向上しても

消費電力を増やさず，むしろ低くする

ための省電力技術，そして将来の新た

なサービスを柔軟に追加可能とするた

めに，転送処理LSIとプログラマブル

なLSIとの組み合わせによる機能拡張

技術など，幅広い研究開発項目に取

り組んでいます．本稿ではその中の，

省電力技術について詳しく解説します．

転送処理性能の拡大と省電力化

近年急速に増大が続くトラフィック

を処理するため，ネットワーク機器の

高速化への取り組みが一層強く求めら

れています．基幹ネットワークの波長

当りの伝送速度は，図１に示すよう

に100 Gbi t/sを超えようとしていま

す（1）～（3）．また，これを追いかけるよ

うにデータコム系のイーサネット伝送

速度も高速化が進展しました．このよ

うに高速な伝送信号をラインレートで

ルーティングする転送回路は，大量の

データをごく短い時間で処理しなけれ

ばなりません．そのためには，その機

能を実現する回路を高いクロック周波

数で動作させること，あるいは複数の

回路で並列に処理を行うことが必要と

なり，それに伴う消費電力の増大を抑

える技術の開発が，省エネルギー化の

観点からますます重要な課題になって

います．

省電力技術

LSIの省電力化手法の主なものとし

て，図２に示したように回路に分配さ

極限的な低消費電力を目指したハードウェア技術
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パケット転送処理回路の省電力技術

ネットワークのトラフィックの増大に伴い，パケット転送処理回路の大容
量化が望まれています．そしてその際，消費電力を増大させない，むしろ低
減する技術の開発が強く求められています．本稿では高速パケット転送処理
回路の省電力技術について紹介します．
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図１　次世代通信の伝送速度 
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れるクロック＊１の周波数を下げる周波

数スケーリング，クロックを部分的に

止めるクロックゲーティング＊２，およ

び電源を遮断するパワーゲーティン

グ＊３があります（4）．これらの基本原

理はパケット転送処理を荷物の仕分

け・配送に例えると，通常動作時には

送り先の仕分けをする荷物を速い速度

で送っていた（図２①）のを，配送す

る荷物が少ないときには搬送する速度

を遅くし，配送する荷物がなくなった

とき（図２②）には仕分けをいつでも

再開できる状態で待機させたうえで搬

送を停止（図２③），あるいは搬送も

仕分けも停止した状態（図２④）に

相当します．

すなわち，通常動作時にはクロック

周波数（ f）は回路性能をフルに発揮

する最大の周波数（ fmax）で，規定の

電源（VDD）の下で動作しています．

周波数スケーリングは処理量に合わせ

てクロック周波数（ f）を下げることに

よって消費電力を低減する技術です．

周波数を低くするにつれて省電力効果

は増していきます．処理量が０になっ

たときには，クロックゲーティングとパ

ワーゲーティングの適用が可能となり

ます．クロックゲーティングはクロック

の供給を止めてクロック分配のために

消費していた電力を低減する技術です．

クロックのみを停止し回路の状態は保

持されるため，クロックを再開すると

すぐに動作可能となります．そのため

クロックゲーティングはわずかな時間

にもこまめに行うことができ，例えば

パケットとパケットの間の時間に適用

することが可能です．しかし，電源

（VDD）はオンなのでリーク電流に起因

する電力消費を防ぐことはできず，省

電力化の効果はそれほど大きくありま

せん．パワーゲーティングは電源を一

時的にあるいは部分的に遮断する技

術です．リーク電流に起因する電力消

費を防ぐことができるため，もっとも

効果的な省電力手法です．ただし，電

源をいったんオフにすると復帰までに

時間がかかるため，一定期間動作を停

止するような回路に適用されています．

要求条件と課題

100  Gbi t/s級のデータレートでパ

ケットが入力される場合，パケットと

パケットの間隔はナノ秒（10－９秒）単

位となり，転送処理回路は絶え間なく

処理を行わなければなりません．また，

パケットが入力されないときにも予告

なく到来するパケットに備えて，常に

高いスループット（処理速度）で転送

処理が可能な状態で待機していなけれ

ばならないため，マイクロ秒（10－６秒）

単位の復帰時間を要するパワーゲー

ティングを適用することは困難でした．

そこで今回，スループットが低いとき

＊1 クロック：コンピュータ内部の各回路間で
処理の同期を取るためのテンポのこと．

＊2 クロックゲーティング：動作していない演
算回路セルのクロックを短時間でも供給遮
断し，クロック回路の電力を削減すること．

＊3 パワーゲーティング：演算回路セルの電源
を遮断し，リーク電流を削減すること．



にはパケット処理を行うブロックを集

約することでパワーゲーティングを適用

する省電力手法を開発しました．

パワーゲーティングの適用手法

パケット転送処理LSIの基本構成

を図３に示します．回線から入力さ

れるパケット（インバウンドパケット：

i-packet）と，回線に出力するパケット

（アウトバウンドパケット：o-packet）

をともに処理するための機能構成です．

受信したパケットは直列並列変換回路

（SerDes）とMAC回路の処理を経

て，バッファリング，転送処理を行い，

MAC回路の処理と並列直列変換を経

て送信されます．これら一連のパケッ

ト処理は内容，手順ともにi-packetと

o-packetとで類似しているため，ほぼ

同じ機能を持つ転送エンジンを２個

（FE1およびFE2）実装しています．

i-packetのデータレートは回線からの

パケットを受けるネットワークインタ

フェースの入力速度や回線ポート数か

らあらかじめ予測がつきやすいのに対

して，スイッチの切替えによって入力

されるo-packetはデータレートが大き

く変動する可能性があるためパケット

バッファは適用場所に応じて適切な容

量を実装できるようにインタフェース

（IF）部，および外付けパケットバッ

ファ（PB2）で構成し，データレート

の揺らぎを吸収できるようにしてい

ます．

高いスループットと省電力性能を両

立させるため，予告なく短い間隔で入

力されるパケットに備えつつパワーゲー

ティングを行う手法を図４に示します．

（1） 通常動作

通常動作時には回線からの入力パ

ケットと回線への出力パケットの処理

をそれぞれの転送処理部で行います．

各処理部の転送スループットは

100 Gbit/sで，合計200 Gbit/sの転

送処理を行うことができます（図４

（a））．

（2） 省電力動作①

トラフィックが少なくなって一方の

処理部のみで転送処理が可能になる

と，パケットの経路を切り替えて回線

からの入力パケットと回線への出力パ

ケットをともに右側の転送処理部に集

めて両方の処理を行います．そして左

側の転送処理部の電源をオフすること

によって電力を削減します．いずれの

パケットの転送処理も処理手順が同じ

なので，一方の転送処理部でまとめて

処理を行い，処理を行う必要のない他

方の電源をオフすることができます（図

４（b））．

（3） 省電力動作②

さらにトラフィックが少なく，外付

けパケットバッファを使用しなくても

データレートの揺らぎを吸収できると

きには，パケットを左側の転送処理部

に集めて両方の処理を行います．右側

の転送処理部と外部パケットバッファ

の電源をオフすることによってさらに電

力を削減します（図４（c））．

電力削減量の内訳

パケットの経路を変更して処理を一

方の転送処理部に寄せて行い，他方の

電源を遮断するパワーゲーティング制

御において得られる省電力効果の内訳

を図５に示します．制御するブロック

には省電力動作①でオフする転送処理

部１（FE1），省電力動作②でオフす

る転送処理部２（FE2），外付けパ

極限的な低消費電力を目指したハードウェア技術
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図３　パケット転送処理LSIの基本構成 
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ケットバッファIF（PB2 IF），①②の

いずれの場合にも転送処理量が少な

いためにオフが可能な入出力回路

（I/O）があります．これらの処理ブ

ロックで消費する電力のうち，１個の

転送処理部をオフする省電力動作①で

は48％，外付けパケットバッファとの

インタフェースもオフする省電力動作

②では70％の電力を削減することが可

能になりました．

今後の課題

高スループット・パケット転送処理

LSIは，高いデータレートの送受信の

ため多数の高速入出力回路を搭載し，

多様なプロトコルに柔軟に対応するた

めに種々のMAC回路を実装していま

す．図５で評価した以外のこれらの構

成要素の省電力化にも今後取り組み

を広げて，さらなる省電力化を進める

予定です．
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高速なデータ転送と省電力を両立するパ
ケット転送処理回路技術の開発を推進し，
地球環境に優しく心地良い通信環境の実現
に貢献します．
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図４　開発したパワーゲーティング手法 
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図５　省電力効果の内訳 
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