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転送し，移送先のコアでスレッドが再開するまでの間にプ
リフェッチを行う．

近年，1 つのチップ上に複数のコアを持つチップマルチ

これらは capture，summarize，apply の 3 つのステー

プロセッサ (CMP) の発展に伴い，スレッドレベル並列性

ジで構成されている．一連の動作は TM 実行中の間に行

の抽出が着目されている．なぜなら，複数のスレッドを同

われるので，演算性能に悪影響を与えない．

時に扱うことで，高い演算性能を獲得できるからである．
スレッドレベル並列性を向上させる手法の 1 つとして，
スレッドを他のコアに移行するスレッドマイグレーショ

3.1

capture

このステージではメモリや命令キャッシュなどへのア

ン(TM) が有効である．例えば 1 つのコアで複数のスレッ

クセス命令を常にチェックし，それらを選択的に Memory

ドを実行している時，TM を行うことであるコアにおける

Logger Tables (MLT) へ記録する．MLT を図 1 に示す．

スレッドによる占有時間を削減し，遊休状態の他のコアを
有効活用することができる．しかし TM は，その直後に
おいてキャッシュミス (コールドミス) を頻発させ，性能
低下を引き起こす．これは TM 先のコアのキャッシュには

TM 前のキャッシュにあったデータがないことに起因する．
そこで本論文では，コールドミスを防ぐために，そのス
レッドが将来的に必要とするワーキングセットを予測し，

TM 先のコアでプリフェッチする手法を提案している．
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図 1: Memory Logger Tables (MLT)

TM 直後に生じるコールドミスへの対応策はいくつか

MLT は 32 個のエントリを持つ連想メモリで構成され

ある [1, 2]．例えば，TM と同時にキャッシュ内データを

ており，アクセス命令の一部をインデックスとして使用し

コピーすることで，コールドミスの発生を抑制できる．し

ている．MLT にはいくつか種類があり，それらは様々な

かしコピーするデータが多い場合，もしくは TM の頻度

アクセスパターンを記録する．その一部を以下に示す．

が高い場合，そのオーバヘッドは大きくなりコールドミス

• 一定の間隔でアドレスが変化するような場合，例え
ば配列への順次アクセスなど，そのアドレス差を記

抑制への効果を十分に得られない．また，コピーするデー
タが少ない場合，キャッシュミスをあまり削減することが

録する (StridePC)．

できない．すなわち，キャッシュ内データをコピーするだ
けではコールドミスを抑制するのは困難である．

• ポ イ ン タ の 流 れ を 記 録 す る (Pointer, Pointer-

これに対して本論文が提案する手法では，ロード命令

Chase)．例えば，ポインタベースのリスト構造など．

などによってスレッドがあるデータを要求する前に，あら

• 実際には MLT を使用せず，単にスタックポインタ
や PC を記録する (SPWindow, PCWindow)．

かじめそのデータをキャッシュにロードするプリフェッチ
を利用する．プリフェッチに必要な情報のみを TM 先のコ
アへ転送する．そのため，キャッシュ内データを転送する

• 命令，データキャッシュによって最近最もアクセス
されたブロックを記録する ({Inst,Data}-MRU)．

よりもオーバヘッドが小さいという利点を持つ．
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提案手法

3.2

summarize

あるコアが他のコアへの TM シグナルを出した時，MLT

提案手法ではまず，メモリや命令キャッシュへのアクセ

スパターンなどを常に Memory Logger Table へ記録する． に格納されているデータを抽出し，それを他のコアに転
送する．抽出したデータは TM アドレス，ストライド，プ

そして TM 時に，記録しておいた情報を移送先のコアへ

1

リフェッチの量で構成されており，これらのデータは移送

環境の一例として，本論文の提案手法を投機的マルチス

先のコアでプリフェッチに使用する．通常 TM は数 10〜

レッディング環境 (SpMT) に適用し，その評価を行った．

数 100 サイクルの時間を要する．summarize ステージで

SpMT は実行中のスレッドからメモリアクセスに関連す

は，この時間を活用して TM 先のコアへ抽出したデータ

る命令を抜き出し，投機スレッドを生成する．そして，そ

を転送する．

の投機スレッドがメモリレイテンシのために時間のかか

3.3

るロード命令を，実行中のスレッドの代わりに前もって，

apply

投機実行するものである．投機スレッドは実行時間の短い

summarize ステージから送られてきた情報を TM 先の スレッド (平均 59 命令数程度) であり，数多く生成される
コアで受信したら，apply ステージではその解読を行う． 特徴を持つ．
SpMT に提案手法を適用した結果を図 3 に示す．これは
スレッドを再開するためには TM 前のレジスタ状態をリ
ロードする必要がある．このステージではこの間にプリ 投機スレッドによってシングルスレッドのアプリケーショ
フェッチを開始し，コールドミスを防ぐ．レジスタ状態の ンがどの程度スループットが向上したかを表している．図
のバーは左から通常の SpMT(none)，命令・データキャッ
ロードが完了次第そのスレッドは動作を開始する．
シュへのプリフェッチ (I+D Combo)，DataMRU のみ使

性能評価
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用 (DataMRU)，次の 100 命令によって使用されるブロッ

クをプリフェッチ (Oracle(D)) である．
CPU シミュレータ SMTSIM 上で，Spec2000 を用いて
通常の SpMT だけでもスループットが約 10%程度向上
提案手法の性能評価を行った．TM は一定の時間間隔で行
するが，提案手法を用いることによってさらに向上するこ
われ，すべてのキャッシュは空の状態から始まる．
とがわかった．また，SpMT 環境では先の性能評価と異な
4.1 キャッシュのコピーとプリフェッチ
り，DataMRU のみを用いたほうが I+D Combo よりも
まず最初に，キャッシュ内データのコピーやプリフェッ
有効であることがわかった．
チによる支援なしの TM と，提案手法に基づいて命令・
データキャッシュへのプリフェッチを行う TM との比較を
行う．図 2 に結果を示す．

図 3: 提案手法による SpMT 環境における性能向上
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図 2: 命令コミット間隔ごとの TM 後の性能向上

おわりに

縦軸が通常の TM のみを行った場合と比べて，プリフェッ

本論文では，TM によって生じるキャッシュミス削減す

チ手法によりどの程度スループット向上を達成できている

るために，将来的に必要となるワーキングセットを予測し

かを表している．横軸はプリフェッチに使用する各 MLT

てプリフェッチする手法を提案し，その評価を行った．評

である．また，図にあるバーが各 MLT のコミット間隔を

価の結果，提案手法は命令数の少ないスレッドに対して特

表している．コミット間隔とは，TM 後にスレッドが再開

に有効であり，スループットを 2 倍以上向上可能であるこ

してから次の 10 , 101 , ...106 命令をコミットするまでの時

ともわかった．また SpMT においても，提案手法を用い

間間隔である．

ることでパフォーマンス向上できることがわかった．

図 2 から，コミット間隔が短い時，すなわちスレッドが
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