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パイプライン段数増加に伴い増大する分岐予測ミスペナルティを軽減するため複数パス実行を行う．投機スレッド

の fork/join の高速化のため SMT を利用し，eﬀective fetch rate の向上のため trace を単位として複数パス実行を行う．効
率の良い fork のため，パス候補の実行確率の動的な予測を用いる fork のポリシーを提案し，シミュレータを用いこのアーキ
テクチャを評価する．結果として，複数パス実行を行わない場合に比べ最大で 16.0%の速度向上がみられた．また，単純な
ポリシーよりプログラムの特性に対応しやすく，理想的な方法に対して差が小さいことが分かった．
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Abstract Branch misprediction penalty of a processor grows as the pipeline deepens. We employ multi-path execution to reduce the penalty. To reduce the cost of speculative fork or join, we use Simultaneous Multithreading
(SMT). To boost the eﬀective fetch rate which decreases on multi-path execution, we use trace as an unit of multi-path
execution. Because the processor can follow only limited number of paths simultaneously, we need to choose paths
which are most likely to be on the correct path. For this purpose, we introduce a fork policy which predicts the
execution probabilty of a path candidate dynamically. We evalutate the proposed architecture under the proposed
policy and others with a simulator. In the best case, the architecture yields 16.0% speedup over the case without
multi-path execution. The proposed policy produces more stable speedup than other simple policies on the programs
with diﬀerent characteristics, and the policy produces almost the same speedup as the ideal policies.
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1. は じ め に
現在のプロセッサはクロックサイクルの短縮化，

IPC の増大によってスループットの向上を追及して
いる．前者は半導体製造技術のプロセスルールの微
細化，一つのパイプラインステージのゲート遅延の
短縮によってもたらされ，後者はプログラムから並
列性を抽出することによって得られる．
しかし，単純なスーパースカラのもとで深いパイ
プライン化を行うと分岐予測ミスペナルティが増大
し，これが実効的な IPC の低下の多くを占めること
になる．
この分岐予測ミスペナルティを減らす一つの方法
は，分岐予測の精度を上げることである．様々な分岐
予測の方法が提案されてきているが [13] [2] [14]，こ
れらの多くは，ある分岐やそれに至るパスの軌跡の
近似をハッシュ関数にかけたものをインデックスと
して，過去の分岐結果を記憶するカウンタのテーブ
ルを引く方法である．
この方法には，有限インデックスによる alias 問題，
cold-miss に相当する不可避の予測ミス，軌跡からで
は分からないデータ依存の分岐の予測ミス，といっ
た問題があり，これが予測困難な分岐の存在につな
がる．
分岐予測ミスペナルティを減らすもう一つの方法
として，この予測困難な分岐の存在を受け入れ，こ
れらの分岐に直面した際には複数のパスをたどる方
法が挙げられる．
Uht ら [4] は複数パス実行により構築される，分岐
命令にはさまれた命令列を辺とする木を想定し，全
ての辺の実行確率の予測から実際に実行する辺を選
択する方法を提案した．この方法では各辺の実行確
率を算出するために実行時の分岐の予測精度と，そ
れを使った乗算が必要である．Uht らは全ての分岐
に共通な静的な予測精度を用いて近似した．これに
より実行確率の乗算の必要はなくなるが，実行する
木の形は実行時の予測精度を考慮していない，固定
されたものになる．
本稿では実行時の予測精度の近似 [6] からある辺の
実行確率を計算し，その辺を実行するか否かを選択
する方法を提案し，評価する．
提案するプロセッサは，trace をフェッチの単位と
する．ここで trace とは，Trace Cache [1] における
trace のことである．次の trace の予測精度が低く，
かつ 2 つの後続パス候補を辿ることが有効であると
判断された際に 2 つのパスを辿る．分岐の結果が判

明した際に，片方のパスが無効となっても，有効で
あるもう片方がプロセッサ内に投入されているなら
ば，有効なパスをフェッチしなおす必要はなく，分
岐予測ミスペナルティは軽減される．
このアーキテクチャの有効性を，シミュレータを
用いて評価する．特に，様々な実行パスの選択ポリ
シーを比較する．
本稿の構成は以下の通り．2 章で 提案する複数パ
ス実行方式について説明する．3 章で 評価方法を述
べる．4 章で 評価結果を示す．5 章で 関連研究を示
す．6 章で 主張をまとめる．

2. SMT プロセッサ上のトレースに
基づく複数パス実行方式
2. 1 Outline of the Architecture
提案するプロセッサは，trace をフェッチの単位と
する．新たに thread を増やし，複数の trace を辿り
始めることを以降 fork と呼ぶ．
プロセッサは，次の trace の予測に際して，予測の
精度の動的な近似を行う．予測精度が高い際には，次
の trace の第 1 候補を辿る．予測精度が低く，fork が
効果的であると判断された際には，fork を行い，次
の trace の第 1 候補と，第 2 候補を辿りはじめる．
分岐命令の結果が判明すると，間違っているパス
を squash する．このとき正しい方のパスが fork に
よってすでにプロセッサ内に入っていれば，それを
フェッチし直す必要はなく，それゆえ分岐予測ミス
ペナルティは軽減される．
ここで，複数パス実行によってできる，trace 列を
辺として fork により別れる木を複数パス実行の木と
呼ぶ．この木は最も古くかつまだ解決していない fork
を根とする．
2. 2 Processor Model
提案する方式を実装するプロセッサのダイアグラ
ムを図 1 に示す．conﬁdence counter 部，投機発行
制御部が複数パス実行に特有の部分で，その他の部
分は trace cache を用いたスーパースカラの SMT プ
ロセッサに共通の部分である．パイプライン段数は
32 段，分岐予測ミスペナルティは 28 サイクルと設
定した．
2. 3 Simultaneous Multithreading (SMT)
fork の際には新たな thread のためのプロセッサス
テートを用意する必要がある．提案する方式では，
Simultaneous Multithreading (SMT) [3] の手法を用
いている．これにより，共通のレジスタマップを用
いることができ，fork はレジスタをコピーすること

場合はこのテーブルのみをアクセスして，correlated-

図1

提案する方式を実装するプロセッサの
ダイアグラム

なく，レジスタマップをコピーすることで実行でき
る．これはレジスタマップに CAM を用いた場合，各

thread に対応する valid bit 間のコピーを行うことと
なる．またデータ依存を共通のレジスタや load/store
キューを用いて解決することができる．これらによ
り，複数のプロセッサエレメントがそれぞれ一つの
thread を実行するアーキテクチャの場合に必要な通
信が不要となる．
2. 4 Trace Cache 及び Next Trace Prediction
複数パス実行時には，複数の thread から命令を
フェッチする必要がある．これはフェッチユニットに
大きな負担をかけ，全体としての eﬀective fetch rate，
つまりフェッチあたりの，正しいパス上にあって retire される命令数が下がる．この問題に対処するため
に，提案するアーキテクチャでは，Trace Cache [1]
を用い，eﬀective fetch rate の向上をはかる．この
際，フェッチの単位，複数パス実行の単位は trace と
なる．ここで trace の名前を trace-id と呼ぶ．提案す
るプロセッサでは，最大 16-instruction，6 分岐命令
までを含む trace を用いる．basic block を考慮せず

16-instruction まで詰めようとするため，trace の境
界は basic block の境界とは必ずしも一致しない．ま
た，レジスタを使う分岐命令があった場合にはそこ
で trace が終了する．この trace の作成は instruction
の retire 時である．
コントロールフローの予測は trace 単位になる．
この予測には次の trace-id を明示的に予測する機
構 [5] を用いる．この predictor は trace-id のテーブル
(correlated-table) をもつ．このテーブルには trace-id
のヒストリを使ってアクセスする．このテーブルの
他に，現在の trace-id を使ってアクセスするテーブル
(bimodal-table) を持つ．静的に偏っている trace 列の

table へアクセスしないようにして correlated-table
の予測率向上を図っている．
提案するプロセッサはヒストリの深さが 4，各テー
ブルが 214 エントリの predictor を用いる．またテー
ブルの更新は instruction の retire 時である．
複数のパスに分かれるときは，ある trace-id の次
の trace-id を複数予測する必要があるが，各テーブ
ルが次の trace-id の第 1 候補と第 2 候補を格納する
ことにより実現する．
はじめは next trace predictor ではなく通常の分岐
予測を用いて実行していて，trace を予測することに
より next trace predictor を使い始めるようになる．
この最初の trace の予測は instruction cache のアク
セスと同時に行い，その次のサイクルにその trace を
trace cache からフェッチする．それゆえ最初の trace
と instruction cache から得た instruction の共通部分
を捨てる必要がある．
2. 5 予測精度の近似
次の trace の予測の精度の動的な近似には conﬁdence counter の機構 [6] を用いる．提案するアーキテ
クチャでは，214 エントリの 4-bit の resetting counter
のテーブルを用いる．trace の予測の際にテーブルを
引くためのインデックスと同じインデックスでこの
テーブルを引く．予測が成功していた際には 1 を加
え，失敗していた際には 0 にする．最後の分岐命令
がレジスタを用いるものでない場合は，ある trace に
含まれる全ての分岐命令の予測のどれか一つが正し
くない際にその trace の予測に対するカウンタを 0 に
し，そうでないときにはカウンタに 1 を加える．あ
る trace の最後の分岐命令がレジスタを用いるもの
で，予測ミスの際にはその次の trace の予測に対する
カウンタの値を 0 にし，そうでないときにはカウン
タに 1 を加える．このテーブルの更新は instruction
の retire 時である．この resetting counter による方
法は up-down counter による方法より，count 15 に
含まれる trace の予測精度が高くなるという利点が
ある．
2. 6 複数パス実行の制御
trace の作成は，fork を考慮せずに行う．fork を考
慮して作成すると，複数の部分的な trace から必要
な trace を再構築する必要が生じるためである．
このために fork を行った際に，trace の第 1 候補
と第 2 候補が共通部分をもつ場合がある．この場合
には，第 1 候補の trace は全体を使い，第 2 候補の
trace は第 1 候補と異なる部分のみを使う．そして第

1 候補と第 2 候補を分ける分岐命令によって，間違っ
たパスを squash する．
間違ったパスを squash する際，複数パス実行の木
において後続の命令を全て squash しなくてはならな
い．このために，各命令は複数パス実行の木におけ
る位置を覚えている．この位置は，fork に際して第
1 候補を辿ったら 0，第 2 候補を辿ったら 1 とエン
コードされたビット列を用いる．この方法を使うと，
木の中で位置 D が位置 A の子孫か否かは D の位置
情報が A の位置情報を preﬁx として含むかどうかで
判定できる．
この位置を用いて squash を行う．また，store キ
ューからの fowarding のためにもこの位置情報を使う．
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図 2 複数パス実行の木の例．辺は trace 列
に対応する．円に囲まれた文字は辺の
名前である．値は辺の実行確率である．
予測の精度は全て.7 である．左向きの
辺が次の trace の第一候補を選んだと
き，右向きの辺が第 2 候補を選んだと
きに対応する．

2. 7 fork のポリシー
提案するプロセッサでは fork に使用できる thread
の数は有限 (16 個) である．また，fork して同時に実
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や実行ユニット，そしてインストラクションを収める
各キューに対する負担が増大し，それぞれの thread
の IPC は低下する．以上により，分岐予測ミスを回
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避できる数を多く，また fork 数をなるべく少なくす
るように選択的に fork を行う必要がある．
そのために，まず予測精度が低い予測のみ fork 候
補とする．提案する方式では conﬁdence counter の
値が 15 より小さいものを予測精度が低いとみなして

fork 候補とする．
さらにその fork 候補に対して fork するか否かにつ
いてさまざまなポリシーが挙げられる．
ここで，複数パス実行の木 T を想定し，各辺の実
行確率を想定する．同時に辿ることのできる辺の数
は有限であるので，この辺の実行確率の和が最大に
なるように実行したい．
このために，この確率を考慮して fork するか否かを
決定するポリシーを用いる．問題となっている trace
の次の trace の第 2 候補の実行確率を P とする．こ
の値は複数パス実行の木において，その辺に至る全
ての予測について，精度から得られる，第一候補あ
るいは第二候補が実行される確率を掛け合わせたも
のになる．例を図 2 に示す．ここでは予測精度は全
て.7 としてあり，各辺に辺の名前と実行確率を付し
てある．左向きの辺が予測の第 1 候補を辿ったもの
で，右向きが第 2 候補を辿ったものである．例えば
辺 f の実行確率は .3 × .3 = .09 である．
この値を実際に計算するのは困難なので，conﬁdence counter の値がある閾値を越える予測につい
て，第二候補の方を辿った数を数える．このときの

図 3 図 2 と 同 様 で あ る が ，値 は next
trace prediction における conﬁdence
counter の値である．

例を図 3 に示す．今度は各頂点に次の trace の予測
の conﬁdence counter の値を付してある．例えば辺

f は，8 より大きい conﬁdence count における第 2 候
補を 2 回選んだものになっている．
また，fork する trace の率が 40%程度のとき最も性
能が向上することが経験的に分かっているので，fork
したら 6 を足し fork しなかったときは 4 引く 8-bit
のカウンタ C を用意し，このカウンタの大小で fork
を抑制するポリシーを用いる．
これらのことから，以下のポリシーを挙げること
ができる．
CPR T の現在の全ての葉に対する第二候補の辺
の実行確率を用い，P のこの中での順位が，現在利
用可能な thread 数（最大 N ）以内なら fork する
CPL P がある閾値 L を越えるならば fork する
CPLA 根から，問題となっている trace の次の trace
の第二候補の辺までの，trace の予測における conﬁdence counter の値の列のうち，ある閾値 H を超え
るものの数が，ある閾値 M を越えないならば fork
する

EE 常に fork する
MP 全て第一候補を使ってきた辺 (main-path)
からのみ fork する
本稿における評価では，N = 16，L = 0.01，H = 8
を用いた．
M は，具体的にはカウンタ C が 64 より小さいと
きは 3，192 より小さいときは 2，それ以上は 1 とす
る．この値は経験的に得たものである．
CPLA が我々の提案する方法である．最初の 2 者
は実装が困難で，比較のためのものである．ここで
は P はその時点までの実行から得られる，予測テー
ブルのエントリに対する精度から計算する．最後の
2 者は簡単に実装可能で，比較のためのものである．
例えば，図 2 において，EE を使った場合には全
ての辺を実行しようとする．MP を用いた際は，辺
c と後続の辺からは fork しないので辺 f は辿らない．
CPL で L = 0.1 とした際にも辺 f の実行確率がそれ
より小さいので辿らない．CPR で N = 3 とした際，
たとえ辺 c の次の trace を選ぶタイミングが辺 a の
次の trace を選ぶタイミングより早かったとしても，
辺 f は，辺 d,f のうちで 2 番目に確率が高い辺なので
辿らない．
また，図 3 において，CPLA で H = 8, M = 2 と
した際には，辺 c は 8 より大きい conﬁdence count
における第 2 候補を一度辿っていて，この先二度以
上は辿らないので，辺 f は辿らない．
また，利用可能な thread がないときに精度の低い
予測に出会ったときは，保存しておいて後に fork の
候補に入れるという方法もあるが，本稿では単純化
のためにこれを無視する．

3. 評 価 方 法
3. 1 Simulator
これまで述べてきたアーキテクチャを評価するた
めに，execution-driven のシミュレータを用いた．
ISA は MIPS-I [8] である．整数演算命令，浮動小
数点演算命令の latency，issue-rate は Alpha 21264
の値に近いものに設定した．実行ユニットの型と数
を表 1 に示す．実行ユニットの latency と issue-rate
を表 2 に示す．整数演算ユニットは SMT を行うのに
十分な数となっている．
フェッチユニットは連続 2 ブロックを同時にフェッ
チしようとするが，instruction cache に対するこの
アクセスや，data cache に対する 4 つの ld unit の
アクセスは実際に bank conﬂict やそれに伴う retry
を考慮して行われる．メモリ階層においても，con-

表 1 提案するプロセッサの実行ユニットの
種類と数

Type
INT
INT/LD/ST
Other INT
FADD
FMUL
Other Float

Number
12
4
2
2
2
2

表 2 提案するプロセッサの実行ユニットの
issue-rate と latency

Operation
INT
IMUL
IDIV
LD
FLD
ST
FST
FADD
FMUL
FDIV
FSQRT

Issue-rate
1
6
35
1
1
1
1
1
1
15
33

Latency
1
6
35
3(min)
4(min)
4
4
15
33

tention や retry を考慮して行われる．main mamory
につながる bus は split-transaction を用いている．
予測された VPC は深さ 64 の VPC キューに格納さ
れ，予測された trace-id は深さ 64 の trace-id キュー
に格納される．フェッチされた instruction のブロッ
クは 128 エントリの instruction キューに格納される．
このブロックは instruction cache からフェッチされた
場合は 8-instruction，trace cache からフェッチされ
た場合は 16-instruction である．その後 8-instruction
の幅をもつ decode stage に入る．その後 instruction
は実行ユニットごとの深さ 16 の reservation station
と深さ 256 の active list [11] に入る．サイクルあたり
の retire 数は 16-insturction である．load キュー及び
store キューは 64 エントリである．
メモリ階層の conﬁguration を表 3 に示す．data
TLB 及び instruction TLB は 256-block，4-way，で
ある．TLB の miss-penality は 50，page fault の
penalty は 500 である．
3. 2 Benchmark Programs
ベンチマークプログラムとして SPECINT95 の
compress，go，ijpeg，li を用いた．データセット及び
プログラムの特性を表 4 に示す．これらのプログラ
ムを選択したのは分岐予測ミス率がそれぞれ 6.59%，
（注 1）：compress では，圧縮，展開の繰り返しは 1 回に変更さ
れ，確率テーブルや圧縮対象文字列の準備のフェーズは計測に含
まれないように変更されている．

提案するプロセッサのメモリ階層のパ
ラメタ

Name

Size
(KB)
Trace cache
128
32
Instr. cache
32
Data cache
128
L2 cache
1024
L3 cache
Main memory -

Assoc. Banks/
Ports
2
8/1
2
8/2
2
8/4
4
8/1
4
1/1
16/1

10

Issue-rate/
Latency
1/2
1/2
1/2
2/4
4/8
8/16

Misprediction Rate (%)

表3

CPR

8

CPL
CPLA

6

MP

4

EE

2

baseline

0

Benchmark

Input

compress

8000 q 2231
（注 1）

go
ijpeg
li

compress

評価に使ったベンチマークプログラム
とそのデータセット

Num. of Ave. num.
instr.
of branches
retired
in a trace
1.28 ∗ 106
1.95

55
1.94 ∗ 106
specmun.ppm 11.8 ∗ 106
4 queen
3.33 ∗ 106

2.52
1.77
2.11

25

go

ijpeg

li

図 5 様々な fork ポリシーの元での複数パス
実行における，予測ミス率
100

traces

90
80
Percentage

表4

70
60
50
40
30

CPR

Relative Speedup (%)

20
20

CPL

10
0

CPLA

15

EE

5

go

ijpeg

li

図 6 baseline における conﬁdence count 15
に含まれる動的 trace の率

MP
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compress

100

CPR

90
compress

go
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80

li

図 4 様々な fork ポリシーの元での複数パス
実行における，baseline に対する相対
速度向上，整数演算ユニットは 16 個

9.13%，8.32%，4.93%と比較的高いためである．プ
ログラムは GCC を用いて”-O2” オプションをつけ
てコンパイルした．

4. 評 価 結 果

Fork Rate (%)

0

CPL

70

CPLA

60
50

MP

40

EE

30
20
10
0

compress

go

ijpeg

li

図 7 様々な fork ポリシーの元での複数パス
実行における動的 trace の fork 率

ここで複数パス実行を行わないものを baseline と
呼ぶ．

まず EE と MP を比較した際に go とそれ以外でプ

様々なポリシーのもとでの複数パス実行の baseline

ログラムの特性が大きく違う．go では両者とも性能

に対する速度向上を図 4 に示す．またそれぞれの予
測ミス率を図 5 に示す．conﬁdence count 15 に属す

向上は小さい．また MP の方が EE より性能が高い．
go 以外では性能向上は go より高く，EE の方が MP

る動的な trace の率を図 6 に示す．また動的な trace
の fork 率を図 7 に示す．

より性能が高い．これは以下の理由による．
go では conﬁdence count 15 に入っている trace が，

CPLA に関して，compress では 15.0%，go では
5.5%，ijpeg では 16.0%，li では 10.6%の速度向上が
見られた．分岐予測ミス率の低下はこの速度向上に
対応している．

他は 50%を超えている一方で 22.2%と低い．これは
次の trace の予測が困難なパスが多いことを示して
いる．これは分岐命令自体が予測困難であることが
原因であるが，1 trace に含まれる分岐命令の数の平

均が 2.52 と他より高く，1 trace として予測ミスを起
これにより，go では fork する率が高く，また fork
しても分岐予測を避けられる可能性が低い．fork す
る率が高いことは trace の fork 率のグラフからも分
かる．
これらにより go においては fork 率の増大による

Relative Speedup (%)

こす可能性が高いことも事態を悪化させている．

25

CPR

20

CPL
CPLA

15

MP

10

EE

5

正しいパスの IPC の低下の影響が分岐ミスを避ける
効果より大きくなり，EE の性能が MP に比べて低
くなる．逆にみると MP の方が fork の効率が良く，

fork 率を下げるため，EE より性能がよくなる．
go 以外では反対に，conﬁdence の機構により多く
の精度の高い予測が fork 候補から除外されていて，
fork する率は低く，fork により分岐予測ミスを避け
られる可能性は高い．それゆえ自由に fork した方が
性能は高く，全体としても性能向上が go より大きく
なっている．
次に go において MP と CPLA を比較する．CPLA
は MP と同じく効率のよい fork を行うため同様に EE
より性能がよくなる．しかし fork 率のグラフを見て
も分かるように fork 率を下げる効果は小さいため，
MP より性能向上が低い．
次に go 以外において EE と CPLA を比較する．
CPLA は fork 率をあまり下げず，効率の良い fork
を行って，EE に近い性能を出している．しかし EE
より高い性能を出すことはない．EE から CPLA に
することによって分岐予測ミスを避ける効果が低下
し，thread 数増大による正しいパスの IPC の低下
は緩和されるが，前者の効果が後者の効果を上回る
ため，性能は低下してしまう．前者の効果が大きい
のは，まず先に見たように fork 率が低く，fork によ
り分岐予測ミスを避けられる可能性が高いためであ
る．また分岐予測ミスはクラスタ化する傾向がある
ため [9] [12] である．これはプログラムの phase の変
化に EE は CPLA より対応しやすいからともいえる．
次に CPL と CPLA を比較する．CPL は CPLA よ
りも fork 率を下げる．これは CPLA では conﬁdence
count の高い予測における第 2 候補の制限数が動的
に変化するが，CPL では実行確率の制限値は一定で
あるためである．性能向上は CPL とあまり変わら
ない．
次に CPR について考察する．CPR は後に起こる
可能性のある fork も考慮して fork 候補の fork 可否
を決定する．fork しないことにした際，より実行確
率の高い候補はある時間がたった後に fork するか否
か試される．またその前に squash されてなくなって

0

compress

go

ijpeg

li

図 8 様々な fork ポリシーの元での複数パス
実行における，baseline に対する相対
速度向上，整数演算ユニットは 8 個

しまうこともある．それゆえに fork 率が EE より小
さくなる．性能向上は CPLA とあまり変わらない．
次に，今までは整数演算ユニットが 16 個であった
が，これを 8 個に減らした場合の性能向上のグラフを
図 8 に示す．SMT を行うのに十分な数の整数演算ユ
ニットを用意した場合からユニットを削減し，この整
数演算ユニットの数にどれだけ性能向上が依存して
いるかを見るためである．なお，reservation station
は演算ユニットごとについているので，演算ユニッ
トを減らすと，reservation station のエントリ数，つ
まり instruction window の大きさも減る．ここで性
能向上は 0〜2%程度低下する．また傾向は 16 個の時
と変わらない．
以上により，CPLA は EE や MP 単独よりも go と
その他のプログラムに見られるようなプログラムの
特性の差異に対応しやすく，また CPL や CPR といっ
た理想的な方法に近い速度向上が単純な実装で得ら
れるといえる．しかし，CPLA は go 以外では EE よ
り速度が向上することはなく，平均的には EE と変
わらない．

5. 関 連 研 究
A. K. Uht らは Disjoint Eager Execution (DEE)
[4] と呼ぶ方法を提案した．DEE では分岐命令を見
つけると複数パスを実行する．ここで複数パス実行
によって構成される，分岐命令にはさまれた命令列
(最後の分岐命令を含む) を辺とする木を想定する．
この木から有限個の辺を選んで実行するが，そのと
き実行確率の和を最大にするように選ぶ．DEE では
パスに関して辿ることを止めたり再開したりする点，
我々の方法で第一候補に対応する辺も実行の選択の
対象にする点，静的な予測精度を用いる点が我々の
方法の CPR と違う．DEE は静的な予測の精度を用

いるため，我々の方法より性能が低くなる．

T. H. Heil らは Selective Dual Path Execution [9]
と呼ばれる方法を提案した．これは我々の提案する
方法と同じく動的な conﬁdence counter の機構を用
いる．この方法では辿るパスは同時に 2 つのみであ
るが，我々の提案するものは 16 までである．すでに
2 つのパスを辿っているときに出会った精度の低い
分岐命令は後に fork 可能になったときに fork 候補に
なる．我々の提案する方法では単純に無視している．
G. Tyson らは Limited Dual Path Execution [10]
を提案した．この方法では分岐予測の conﬁdence は
分岐予測機構の内部状態から得ていて，我々の方法
のカウンタによる機構と異なる．
S. Wallace らは Threaded Multi-Path Execution
[7] と呼ばれる方法を提案した．この方法も SMT を
用いる．この方法では先に評価した MP に当たるポ
リシーを用いている．この場合複数パス実行は分岐
予測に基づいており，分岐命令単位で fork が起こる．
我々の方法は trace を単位としてフェッチや fork を行
う．この方法では T. H. Heil らの方法と同様に fork
を一度あきらめた候補も後に候補になる方法を用い
ている．これによる速度向上は 2〜3%程度であり，全
体の速度向上は我々の提案する方法による速度向上
に満たない．また，この方法は我々の提案する方法
と併用できる．

6. ま と め
深いパイプラインのもと分岐予測ミスペナルティ
を軽減するために複数パス実行を行うアーキテクチャ
を提案した．複数パス実行によって構成される，各
辺を trace 列とする木に関して，動的な予測精度の
近似を用いて，辺の実行確率の近似を計算して，そ
の下限を制限することによりその辺を実行するか否
かを選択する方法を提案した．シミュレーションの
結果により，複数パス実行を行わない場合に比して，
最大 16.0%の速度向上が得られることを示した．ま
た単純なポリシーよりプログラムの特性に対応しや
すく，実装が困難な理想的な方法に対して差が小さ
いことを示した．しかし，go 以外では EE より速度
向上が大きくなることはなく，平均的には EE と変
わらない．

EE は実装が簡単であるため，fork 選択のポリシー
には EE を用い，EE による fork 率増大の負担を予
測精度を上げることによって下げたり，実装上の問
題を克服するという方向性が考えられる．
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