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SH4A ﬂoating point operation precision setting instructions using 0-1 integer
linear programming (ILP) solver. Because SH4A provides two kinds of such
instructions whose execution cost and available sites diﬀer, the compiler should
choose where and which instruction to be inserted. Our solution make this decision using 0-1 ILP solver. In order to reduce compilation speed slowdown by
0-1 ILP solution overhead, we also propose problem dividing and simpliﬁcation
techniques. Despite these techniques, the slowdown sometimes become unbearable, then we refrain from using 0-1 ILP solver and use heuristics instead. We
developed two optimizations using our techniqnue, one for the code size and
the other for execution cycles. Evaluation using EEMBC benchmark suite and
CoreMark showed the code size optimization reduced code size by 1.2% and
then the compilation slowdown was 13.5% in geometrical mean, while it found
the optimal solution for at least 99.9% of the whole problems. For execution
cycle optimization, evaluation using CoreMark showed it reduces precision setting instructions’ execution cycles and the whole application execution cycles
by 64.1% and 3.1%.
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本論文では SH4A 向けコンパイラにおいて浮動小数点演算の演算精度を指定する命
令を選択し，挿入先を定める手段として，0-1 整数計画法を利用する手法を提案し，そ
の実用性を評価した結果を示す．SH4A は浮動小数点演算命令の実行時にどの精度で
演算を行うか指定するための命令を 2 種類提供するが，それぞれ挿入可能な箇所と実
行コストが異なる．このため SH4A 向けコンパイラでは，どこでどの命令を使って精
度の指定を行うべきか判断する必要があるが，提案技法ではこの判断に 0-1 整数計画
法を利用する．また，0-1 整数計画法がコンパイル時間に与える悪影響を軽減するた
めに，挿入箇所を求める問題を分割，簡約化する技法も提案する．分割や簡約化を適
用しても最適解の探索に膨大な時間がかかる場合はあるが，そのような場合には最適
解を求めることを諦め，探索を中断してヒューリスティックにより解を求める．組み込
み機器向けベンチマーク EEMBC benchmark suite および組み込みプロセッサ向け
ベンチマーク CoreMark を使って評価したところ，提案技法でコードサイズを最適化
すると，コードサイズを 1.2%小さくできることが分かり，このときコンパイル時間の
増加率は相乗平均で 13.5%になり，最適解を求ることができた問題の比率は 99.9%以
上になることが分かった．また，CoreMark を使って評価したところ，提案技法で実
行サイクル数を最適化すると，最適化しない場合と比べ，精度指定にかかる実行サイ
クル数と，アプリケーション全体の実行サイクル数をそれぞれ 64.1%と 3.1%削減で
きることが分かった．

Floating Operation Precision Setting Instruction
Selection and Insertion Using 0-1 Integer Linear
Programming by a Compiler for SH4A

1. は じ め に
組み込み機器向けマイクロコントローラ SH4A は単精度と倍精度の浮動小数点演算をサ
ポートするが，多くの浮動小数点演算において，演算の精度を指定する命令と，演算を行う
命令が独立しており，浮動小数点演算を行う際には，演算を行う命令より前に，演算の精度
を指定する命令を実行する必要がある．このため SH4A 向けコンパイラでは浮動小数点演
算のコンパイル時に，演算精度を指定する命令と演算を行う命令をそれぞれ出力することに
なり，たとえば倍精度の加算をコンパイルすると図 1 のような機械命令列を出力すること
になる．
図 1 の命令列では，1〜4 番目の命令が演算精度の指定を行い，5 番目の命令が指定された

1:
2:
3:
4:
5:

sts fpscr, Rn
mov.l BIT PR MASK, Rm
or Rm, Rn
lds Rn, fpscr
fadd DRi, DRj
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レジスタ FPSCR の内容を汎用レジスタ Rn に複写
ビット PR に対応する値 0x4000 を汎用レジスタ Rm に代入
Rn 中のビット PR に対応するビットを 1 にする
汎用レジスタ Rn の内容をレジスタ FPSCR に書き戻す
浮動小数点数の加算を行う

図 1 倍精度加算の命令列
Fig. 1 Instruction sequence for a double add operation.

†1 中央大学
Chuo University

c 2011 Information Processing Society of Japan


49

SH4A 向けコンパイラにおける 0-1 整数計画法を使った浮動小数点演算精度指定命令の選択と挿入

精度の加算を行う．SH4A では演算精度の指定を浮動小数点演算を制御するレジスタ FPSCR
の中にあるビット PR の値によって行うことになっており，ビット PR の値が 0 なら単精度，

もっとも，演算精度の指定を必要とする全命令の直前に命令列 STPR を挿入する必要があ
るわけではない．1 度指定したビット PR の値は次に変更するまで有効なので，たとえば同

1 なら倍精度の演算を行うことになる．1〜4 番目の命令は，レジスタ FPSCR のビット PR

一の精度の演算が連続している箇所では，最初の演算の前で 1 度値を指定すれば，それ以降

の値を 1 にするためのもので，まず 1 番目の命令でレジスタ FPSCR 全体の内容を汎用レジ

の演算の前で指定する必要はなくなる．また，ビット PR の指定を命令列 STPR より効率的

スタに読み出し，2〜3 番目の命令でビット PR に対応するビットの値を 1 に書き換え，4 番

に実施できる場合もある．具体的には，SH4A の命令セットにはビット PR の値を反転する

目の命令で汎用レジスタの値を FPSCR に書き戻す．続く 5 番目の命令 FADD はビット PR を

命令 FPCHG があり，命令 FPCHG が命令列 STPR の代用になるなら，代用することで実行を

参照し，ここではビット PR の値が 1 になっていることから倍精度の加算を実施する．以降

高速化し，なおかつ，コードサイズを小さくできる．ただし，命令 FPCHG は必ずしも命令

の本論文の記述において，図 1 の 1〜4 番目の命令列のようにビット PR の値を直接書き換

列 STPR の代用になるとは限らない．なぜなら，命令列 STPR がビット PR を特定の値に書

える命令列を，命令列 STPR と呼ぶことにする．

き換えるのに対し，命令 FPCHG はあくまでビット PR の値を反転するものだからである．命

演算精度の指定が必要になる箇所は少なくない．具体的には，表 1 の浮動小数点演算命

令 FPCHG が命令列 STPR の代用になるのは，命令 FPCHG を挿入する箇所の，直前のビット

令の前と，呼び出し規約によって手続きの呼び出し前および返戻時のビット PR の状態が規

PR の値が，指定したい値と反対の値であることが分かっている場合に限られる．以降の本

定されている場合，手続呼び出しや返戻処理の前に必要になる．SH4A の呼び出し規約は言

論文の記述において，命令列 STPR と命令 FPCHG の 2 つを精度指定命令と呼ぶことにする．

語処理系の開発元やコンパイル時オプションによって変わる．詳細は表 2 に示すとおりで

SH4A 向けコンパイラにおいて，出力するコードの最適化を目指すならば，精度指定命

あり，たとえば GNU の言語処理系では手続呼び出しの前と，手続呼び出しから返戻する時

令を挿入する際に，どの箇所でどの命令を使って指定を行うのが適切か検討すべきである．

点でビット PR を 1 にセットせよと規定している．

本論文ではこの問題を 0-1 整数計画法を使って解決する方法を提案する．0-1 整数計画法を
利用することの利点は，簡単な実装で最適解を求められることである．ただし，0-1 整数計

Table 1

表 1 ビット PR の値によって挙動が定まる浮動小数点演算命令
Floating point operation instructions that operate as the bit PR directs.
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FADD
FCMP
FCNVDS
FCNVSD
FDIV
FIPR
FLDI0
FLDI1
FLOAT
FMAC
FMUL
FSCA
FSQRT
FSRRA
FSUB
FTRC
FTRV

加算
比較
倍精度値から単精度値への変換
単精度値から倍精度値への変換
除算
内積
即値 0.0 を浮動小数点レジスタに格納
即値 1.0 を浮動小数点レジスタに格納
整数値から浮動小数点数値への変換
積和
乗算
正弦，余弦
平方根
平方根の逆数
減算
浮動小数点数値から整数値への変換
行列とベクトルの積
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画問題は NP 困難なので，コンパイラの実装に用いるとコンパイル時間に悪影響を及ぼし
うる．
そこで本論文では，コンパイル時間への悪影響を軽減するために，問題を分割，簡約化す
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る方法もあわせて提案する．
問題の分割：
問題の分割は解の探索にかかる時間を短縮する一般的な手法である．分割の仕方によっ
ては，得られる解が分割前の問題に対して最適でなくなるが，我々の提案する技法では
最適性が保持される．

表 2 ビット PR の呼び出し規約
Table 2 Calling convention for the bit PR.
言語処理系の開発元
コンパイル時オプション
手続入口
手続出口

GNU
1
1

ルネサスエレクトロニクス
safe
aggressive

0
0

0
規定なし

c 2011 Information Processing Society of Japan
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問題の簡約化：

た値の使用にいたる間のどこにすべきかを定めるが，このアルゴリズムについて，挿入する

プログラムの中には精度の指定を必要としないことが明確な箇所があるが，そういった

ものを精度指定命令に，定義と使用をそれぞれ精度指定を必要とする命令と置き換えれば精

箇所は簡単なヒューリスティックで発見し，除去もしくは集約する．そうすることで，

度指定命令の挿入先を定める用途に利用可能になる．川人らの技法は実行速度の向上を目指

挿入先の候補として考慮すべき箇所を減らし，0-1 整数計画問題の求解にかかる時間を

すために実行頻度を考慮して挿入先を定めるが，提案技法では，実行速度を最適化する場合

軽減する．

に，実行頻度だけでなく個々の精度指定命令の実行サイクル数も考慮して，挿入箇所の決定

問題によっては，分割や簡約化を適用しても，解の探索に非常に長い時間を要するもの

と命令選択を同時に行う．また，LCM や提案技法が挿入先の候補に基本ブロック間のエッ

もあるが，そういった問題については探索を途中で諦めてヒューリスティックによって解

ジを含めるのに対し，川人らの技法では含めないので，川人らの技法ではエッジに挿入する

を求めることにする．ヒューリスティックでは解が最適にならない可能性がある．ただし

のが最適な場合に最適解を得られない．

我々が組み込み機器向けベンチマーク EEMBC benchmark suite を使って評価したところ，

なお，ルネサスエレクトロニクスの C コンパイラ21) は精度指定命令として命令 FPCHG

ヒューリスティックを使わなければならない問題は，コードサイズを最適化する場合，全体

と命令列 STPR の双方を出力するほか，冗長な精度指定命令を削除する最適化機能を提供す

の 0.1%にすぎず，残りの 99.9%については最適解が自明もしくは 0-1 整数計画法で求めら

るが，その実装の詳細を定かにする資料は公開されていない．

れ，このときコンパイル時間の増加率は相乗平均で 13.5%であった．

ところで，ルネサスエレクトロニクスの開発環境では，アプリケーション全体が含む浮動

本論文の構成は次に示すとおりである．まず 2 章で関連研究について述べ，3 章で我々の

小数点演算がない，もしくは，単精度あるいは倍精度のみである場合には，開発者がそのこ

実装における問題解決方法を示す．続く 4 章では我々の実装が実用的か評価した結果を示

とをビルドオプションを通じて開発環境に通知すれば，精度指定のオーバヘッドを解消でき

す．5 章は結論である．

る．なぜなら，この場合，開発環境は C コンパイラに精度指定命令の挿入を抑止するよう
指示し，また，リンカに精度指定命令を含む起動ルーチンをリンクするよう指示するので，

2. 関 連 研 究

リンクしてできたバイナリの実行時に精度指定命令を実行するのが起動時のみですむよう

コンパイラの実装に整数計画法を適用した分野の例として，ソフトウェアパイプライニン
グ

1)–5)

，レジスタ割付け

6)–12)

，命令スケジューリング

13)

になるからである．もっとも，このオプションが利用できるのはアプリケーションが単精度

などがあるが，本論文で取り扱う

と倍精度の両方の演算を含むものではなく，なおかつ，そのことを開発者が知っている場合

問題，すなわち SH4A における浮動小数点演算精度指定命令の選択と挿入の問題に適用し

に限られる．単精度と倍精度の両方の演算を含むアプリケーションについては，開発者がア

た事例は過去にない．

プリケーションを書き換えて演算精度をどちらか一方に揃えない限り，この機能を適用でき

SH 向けの gcc 14),1 では，挿入先の最適化を部分冗長性削除のアルゴリズムである Lazy
Code Motion

16)

ない．

（LCM と略記する）を使って実現している．LCM に限らず，冗長性削除

ちなみに，精度指定のオーバヘッドを回避するためにソースコード上の演算の精度を変更

の技法17),18) は挿入先を最適化する手段となりうるが，これまでに提案された冗長性削除の

することは，開発者が行うことはできても，コンパイラに最適化の一環として実施させるこ

技法は，提案技法とは異なり，SH4A の精度指定の問題に特化したものではないので，精度

とは難しい場合が多い．たとえば a+b+c という簡単な式 1 つとっても，式中の加算を倍精

指定命令の選択まで考慮しない．実際，SH 向け gcc は命令 FPCHG を利用して精度指定命

度のものから単精度のものに変更する場合はもちろん，単精度のものから倍精度のものに変

令を最適化する機能を持たない．

更する場合にも，演算結果が変更前とは変化してしまう可能性があるが，そういった変化の

冗長性削除の一種に，川人らが提案した冗長な符号拡張命令を削除するものがある19),20) ．
川人らのアルゴリズムでは，符号拡張命令の挿入先を，符号拡張する値の定義から，拡張し

生じうる書き換えを最適化として実施することは一般には許されない．このため本論文で
は，演算精度を変更して精度指定のオーバヘッドを回避する最適化は考慮の対象外とする．

1 KPIT Cummins Infosystems が gcc version4.5.1 15) をベースに開発したもの（version 10.03）
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3. 実

装

提案技法では最適解を得るために次の手順を踏む．

(1)

問題を表現するグラフの構築と分割

(2)

グラフの簡約化

(3)

グラフから 0-1 整数計画問題への変換とソルバによる解の探索

この手順から分かるように，我々の提案技法では，問題を 0-1 整数計画問題として表現す
る前に，まずグラフ（有向グラフ）として表現し，グラフに対して分割や簡約化といった技

図 2 精度指定命令挿入先の候補地
Fig. 2 Precision setting instruction insertion candidate points.

法を適用する．
このグラフは，コンパイル対象のプログラムから演算精度の指定に関係する要素だけを抽
出したもので，解決すべき問題を簡潔に表現する役割を果たす．グラフの構成要素のうち，

1:

int sample (int x) {

ノードはプログラム中にある次の要素に対応し，エッジはそれらを結ぶ制御フローに対応

2:

double d = 1.0;

する．

3:

int i = 1;

4:

if (x == 1) {

• ビット PR がとるべき値を制約する次の箇所
– 表 1 の浮動小数点演算命令

5:

– 関数呼び出し

6:

}

– 関数の出入口

7:

else {

• 基本ブロックの先頭と末尾

8:

ノード n の作成に際しては，n に関する次の項目を記録しておく．

9:

d += 3.3;

x += i;
}

• プログラム上のどの要素から生成されたのか

10:

• ビット PR がとるべき値にどのような制約を与えるものか

ならない

このグラフを使って問題を解決するには，エッジの終点の個々のノードについて，ノード

11:

に対応する命令の直前を精度指定命令の挿入先の候補と考え，それらのいずれに，どのよう

12:

printf("d = %f\n", d);
return x;

図 3 コンパイル対象の手続き
Fig. 3 Compilation target procedure.

グラフの具体例を図 4 (a) に示す．このグラフは図 3 のプログラムから構築したものであ
英字 ノードに到達する時点，もしくはノードから出発する時点でビット PR がとる値の制
約．次の 4 種類のいずれかである．

//呼び出し規約に従ったビット PR の値でなければ

}

な精度指定命令を挿入すべきか検討すればよい（図 2）．
る．グラフ中のノードには英字と数字を記入してあるが，これらはそれぞれ次の意味を持つ．

//ビット PR は 1（倍精度の演算を行う）でなければならない

ている．

U ノードから出発する時点でビット PR の値が不定になっている．
P 制約なし．

D ノードに到達する時点およびノードから出発する時点でビット PR の値が 1 になっ
ている．

数字 ノードに固有な識別番号．ノードと，その生成元となったプログラム上の点を対応付
けるために用いる．

F ノードに到達する時点およびノードから出発する時点でビット PR の値が 0 になっ
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表 3 グラフ構築の処理
Table 3 Graph construction procedure.

(a) 簡約化前

(b) 簡約化後

図 4 図 3 に対応するグラフ
Fig. 4 The graph for Fig. 3.

中間表現

対応する処理

・手続きへの入口

単一のノードを生成し，直後のノードへのエッジを張る．
生成したノードを呼び出し規約に応じて
集合 d，f のいずれかに格納する．

・手続きからの出口（返戻）

単一のノードを生成し，生成したノードを呼び出し規約に応じて
集合 d，f ，p のいずれかに格納する．

・先行する基本ブロックを持つ
基本ブロックの先頭

単一のノードを生成し，直後のノードへのエッジを張る．
生成したノードは集合 p に格納する．

・後続する基本ブロックを持つ
基本ブロックの末尾

単一のノードを生成し，直後のノードへのエッジを張る．
生成したノードは集合 p に格納する．

・手続呼び出し
・ビット PR の値が 0 であることを
要求する演算（単精度演算）
・ビット PR の値が 1 であることを
要求する演算（倍精度演算）

2 つのノード nf ront ，nback を生成し，nf ront を
直前のノードを始点とするエッジの終点とし，nback からは
直後のノードへのエッジを張る．nf ront から nback へは
エッジを張らない．2 つのノードの間にエッジを張らない
ことで，問題を分割をする．nf ront と nback をそれぞれ
集合 d，f ，u のいずれかに格納する．格納先は中間表現に依存し，
手続呼び出しの場合は呼び出し規約に応じた集合に，単精度演算では
双方とも集合 f ，倍精度演算では双方とも集合 d となる．

3.1 グラフの構築と分割
グラフを構築するには，手続きの中間表現を走査し，制御フローの始点や終点，分岐，合
流およびビット PR の値に関係する箇所を発見するたびに表 3 の処理を行えばよい．なお，

理があるが，代入処理は表 1 のいずれの命令にも該当しないので無視して先に進む．3 行目

表 3 の処理を始める前に，集合 d，f ，u，p を作成しておく必要がある（初期値はいずれも

も同様に無視して 4 行目に進むと分岐があるので基本ブロックの末尾に対応するノード P2

空集合 φ）．これらの集合はそれぞれ，英字 D，F，U，P を書き込んだノードを格納するた

を作成する．基本ブロックの先頭や末尾のうち，関数の出入口以外のものはビット PR の値

めのものである．つまり，これらの集合は，ノードを，ビット PR の値に与える制約ごとに

を制約しないので，ノード P2 を格納する集合は p になる．続いて，ノード F1 から P2 に

分類するためのものである．なお，表 3 の処理中にはノードに英字や数字を書き込む処理

むけてエッジを張る．なお，エッジを張る作業については，原則として制御フロー上で隣接

が記載されていないが，英字を書き込む処理はノードを集合に格納する処理として表現され

するノードが作成されるたびに行われるものとし，以降は繁雑を避けるため，特段注意を払

ているものとし，数字はノードの生成時に採番，付与するものとする．

うべき場合を除いて略記する．

グラフ構築の具体例として，図 3 のプログラムから図 4 (a) を構築する過程を示す．図 3

続く 5 行目は基本ブロックの先頭なので対応するノード P3 を作成し，さらに 5 行目には

のプログラムをみると，まず 1 行目に関数の入口があるのでノードを作成する．次に，こ

倍精度加算があることからノード D5，D6 を作成する．このように，ビット PR が特定の値

のノードがビット PR の値に与える制約を求める．関数の入口でビット PR がとるべき値は

を持つよう制約する命令，つまり倍精度や単精度の演算，関数呼び出しの命令を見つけた際

呼び出し規約によって定められており，ここでは表 2 の呼び出し規約のうちルネサスエレ

には，2 つのノードを生成するが，生成した 2 ノードの間にはエッジを張らない．このため

クトロニクスが開発したコンパイラで aggressive オプションを指定した場合に用いられ

図 4 (a) にはノード D5 から D6 へのエッジがない．

るものを利用すると仮定すると，関数入口時点でビット PR の値は 0 になっているはずなの

エッジを張らないことの目的は，グラフを分割することにある．ビット PR に特定の値を

で，ノードを集合 f に格納する．つまり，ノードに英字 F を書き込む．こうしてできたの

持つよう制約する箇所でグラフを分割し，分割後の個々のグラフを対象に問題を解いても，

が，図 4 (a) のノード F1 である．続いて 2 行目をみると，ここには自動変数 d への代入処

問題は本質的に等価である．その理由は次の 2 つである．
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SH4A 向けコンパイラにおける 0-1 整数計画法を使った浮動小数点演算精度指定命令の選択と挿入

このグラフでは，エッジの終点のノードの直前が精度指定命令の挿入先候補になるか

必要としていないといえる．ここで集合 dG ，fG ，uG ，pG はそれぞれ，集合 d，f ，

ら，エッジを張らないということは終点のノードの直前に対応する箇所を挿入先候補

u，p からグラフ G に所属するノードを抽出したものとする．

から除外することになるが，これら 2 つのノードはそもそも 1 つの命令から生成し

たとえば図 4 (a) には，連結グラフが 2 つあるが，これらのうち U11 と P12 からなる方

たもので，1 つの命令の間に精度指定命令を挟むわけにもいかないので，これら 2 つ

については，条件 ( 1 )，( 2 ) のいずれにも適合するので，この時点で解の探索を打ち切るこ

のノードの間にエッジを張って終点の直前を挿入先候補と考える必要はない．

とになる．

2 つのノードはいずれもビット PR を特定の値に制約するので，2 つのノードの間に
エッジを張っても張らなくても，残りの箇所に与えられる解は変化しない．

最適解が自明でない場合には簡約化を行う．まず，グラフ G から，再帰的にエッジを順
方向にたどって到達可能なノードが集合 pG にのみ所属するノードおよびエッジを求める．

ビット PR に特定の値を持つよう制約する命令を見つけた際に 2 つのノードを生成するこ

これらのノードやエッジは精度指定を必要としないので，考慮の対象から外す処理を適用す

とは，関数呼び出しのように，ビット PR のとるべき値が呼び出し時（ノードへ到達する時

る．具体的には，後述するコードサイズ向け最適化を適用する場合には，求めたノードおよ

点）と返戻時（ノードから出発する時点）で異なる命令による影響を自然に表現するうえで

びエッジをグラフから除去し，実行サイクル数向け最適化を適用する場合には求めたノード

も役に立つ．

を 1 つのノードに集約する．

さて，続いて 6，7，9，10 行目をみると，これらの箇所は基本ブロックの先頭や末尾に
あたるので，それぞれに対応するノード P7，P4，P9，P8 を作成する．さらに 10 行目には，

次に，グラフの中で精度指定命令を挿入する可能性のない部分グラフ G を 1 つのノード
に集約する処理を行う．具体的には，集合 pG に属するノード np を順次走査して，次に示

関数呼び出しもあるので 2 つのノード F10，U11 を作成する．ただしこれらのノードの間

す 3 パターンの処理の適用を試みる．

にエッジは張らない．結果として図 4 (a) のグラフは，この関数呼び出しの箇所を切れ目に

パターン 1 グラフ G に次の条件を満たす部分グラフ G が存在していた場合，G に属し

前後 2 つに分かれており，問題解決の際には個別に解を求めることが可能になっている．な

ているノードを np に集約する．

お関数の入口にあたるノード F10 の格納先が集合 f で，出口にあたるノード U11 の格納先

(1)

np が G の唯一の入口点1 ．

が集合 u なのは，表 2 にあるように，aggressive の呼び出し規約では関数の入口に到達

(2)

集合 pG に属するノード nq （= np ）が G の唯一の出口点2 ．

した時点ではビット PR の値が 0 であるべきで，関数の出口では制約がないことから関数呼

この簡約化は，入口点または出口点が最適な挿入箇所であり，その他のノードは最適

び出しから戻ってきた時点ではビット PR の値が不定になるからである．続く 11 行目には

な挿入箇所とはならない場合に，入口点のノードのみを残し，集約を行うことを意味

関数の出口があるが，ここに対応して作成するノード P12 の格納先が集合 p なのは関数出

する．たとえば，図 5 (1) では，P1 が np ，P7 が nq にあたり，精度指定命令を挿入す

口での制約がないからである．

る場合，P1 か P7 に挿入するのが最適であり，P1 と P7 以外のノード（P2 から P6）

以上で図 4 (a) のグラフの構築は完了であり，続いて簡約化の処理を適用することになる．

は精度指定命令の挿入先として最適ではない．また，P1 と P7 のどちらに精度指定命

構築の過程で問題の分割に成功した場合，グラフが複数個に分断された形になるが，その場

令を挿入しても，P7 の先のノードにとって違いはない．そのため，P2 から P7 を P1

合は個々の連結されたグラフごとに簡約化から先の処理を行う．

に集約し，P1 のみを精度指定命令の挿入箇所の候補地として残す．この集約によって，

3.2 グラフの簡約化

図 5 (1) は図 5 (2) になる．

簡約化に先立ち，処理対象のグラフ G に対応する最適解が自明か検討し，自明なら解の
探索を打ち切る．次の 2 つの場合には最適解が自明といえる．

(1)

グラフ G に所属するノードの数が十分に少ない場合（たとえば 2 以下）．

(2)

集合 dG ，fG ，uG のいずれか 1 つのみが要素を持つ場合．あるいはすべての枝の終
点が pG に所属する場合．この場合，グラフ G に所属する要素は，精度の切替えを
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パターン 3 グラフ G に次の条件を満たす部分グラフ G が存在していた場合，G に属し
ているノードを np に集約する．

(1)

np が G の唯一の出口点．

(2)

G に属しているノードで，集合 p に所属していないノードの所属先集合は唯一．

(3)

G において，np を始点とするエッジは 1 本のみ．

この簡約化は，出口点のみが後続するノードに対して意味を持つ場合，出口点のノード
のみを残し，集約を行うことを意味する．たとえば，図 6 (b) (1) では，P7 が np にあ
たり，P7 以降のノードに精度指定命令を挿入する場合，P7 でのビット PR の値のみが
図 5 パターン 1 の簡約化
Fig. 5 Simplification by pattern 1.

判断の対象となる．なぜなら F1 から P7 の間に最適となる挿入箇所はなく，F1，F2 の
精度指定の値が P7 まで維持されるためである．そのため図 6 (b) (1) のグラフを P7 に
集約し，F1，F2 のビット PR がとるべき値に関する制約を P7 に設定する．この集約
により，図 6 (b) (1) は図 6 (b) (2) になる．
たとえば図 4 (a) の F1〜F10 で構成されるグラフを簡約化すると，パターン 1 がノード

P4，P9 からなる部分グラフに，パターン 2 がノード P3，D5 からなる部分グラフと，P8，
F10 からなる部分グラフに適用され，結果として図 4 (b) のグラフが得られる．
簡約化を終えたら，グラフのノード数を調べる．ノード数が少なくなって，解が自明であ
れば，解の探索を行わない．

3.3 ソルバによる解の探索
簡約化の処理を行っても解が自明とならなかった場合には，基本ブロックと基本ブロック
の間にある有意味な挿入先候補に対応するノードをグラフに追加してから，グラフを 0-1 整
(a) パターン 2
Fig. 6

(b) パターン 3

図 6 パターン 2，パターン 3 の簡約化
Simplification by pattern 2 and by pattern 3.

数計画問題に変換し，ソルバで最適解を求める．

3.3.1 基本ブロック間にある挿入先候補を表すノードの追加
精度指定命令の挿入先候補は，既存の基本ブロックの中だけではない．基本ブロックと基

(1)

np が G の唯一の入口点．

本ブロックの間に新たな基本ブロックを作成したうえで，そこに挿入することも可能だが，

(2)

G に属しているノードで，集合 p に所属していないノードの所属先集合は唯一．

この挿入先候補に対応するノードはまだ存在していない．そこで，このノードを作成するた

この簡約化は，入口点のみが最適な挿入箇所であり，それ以外のノードは最適な挿入箇
所とはならない場合に，入口点のノードのみを残し，集約を行うことを意味している．

めに，基本ブロックと基本ブロックを結ぶエッジの途中にノードを挿入する．
もっとも，この処理は，基本ブロックと基本ブロックを結ぶエッジのすべてに適用すべき

たとえば，図 6 (a) (1) では，P1 が np にあたり，P1 に精度指定命令を挿入するのが最

ものではない．なぜなら，基本ブロックの間に新たな基本ブロックを挿入することが，必ず

適であり，それ以外には最適となる箇所がない．そのため，P2 から F5 を P1 に集約し，

しも有意味とは限らないからである．具体的には，後続する基本ブロックが唯一である基本

F2，F5 のビット PR がとるべき値に関する制約を，P1 に設定する．この集約によって，

ブロックの後に，新たな基本ブロックを挿入することは無意味である．というのもその場

図 6 (a) (1) は図 6 (a) (2) になる．

合は，元々あった基本ブロックの終端に精度指定命令を挿入することと，新たな基本ブロッ
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クに挿入することに違いがないからである．同様に，先行する基本ブロックが唯一の基本ブ
ロックの前に，新たな基本ブロックを挿入することも無意味である．そこで，この処理の適
用対象をクリティカルエッジに限定することにする．ここでクリティカルエッジとは，始点
に対応する基本ブロックが複数の後続基本ブロックを持ち，なおかつ，終点に対応する基本
ブロックが複数の先行基本ブロックを持つエッジのことである．
クリティカルエッジへのノードの挿入が有意味となる具体例を図 7 (a) に示す．図 7 (a)
の命令列に対応するグラフを作成し，簡約化を適用すると図 7 (b) のグラフが得られる．さ
て，図 7 (b) のノード P2 に着目すると，P2 に後続するノード F3，D4 はそれぞれビット

PR の値を 0，1 にするよう要求しているが，P2 の直前にはノード D1 があり，この時点で
ビット PR の値は 1 になっていることから，P2 から F3 に到達するまでの間にビット PR の
値を 1 にするのが妥当と考えられる．
このとき，簡約化直後のグラフに現れている，P2 から F3 に到達するまでの間にある挿
入先の候補は F3 の直前，つまり F3 に至る制御フローが合流した直後だけだが，ここに挿

(a) 最適化対象

(b) (a) の簡約化後のグラフ

(c) (b) にクリティカルエッジに対応
したノードを追加した後のグラフ

(d) (c) にノードを追加した後のグラフ

入するとなると，安価な精度指定命令である命令 FPCHG は選択しにくい．なぜなら，F3 に
先行するノードは P2 のほかに P6，P9 もあり，このうち P9 の直前には F8 があるため，単
に F3 の直前にだけ命令 FPCHG を挿入すると，F8 から P9 を経由して F3 に到達するケー
スで，ノード F3 がとるべきビット PR の値との整合性が崩れてしまうためである．この問
題を解決するために，挿入する精度指定命令を変更するなどの手段をとることは可能だが，
それではコストが高くなってしまう．これに対し，クリティカルエッジの途中にノードを挿
入した後のグラフ（図 7 (c)）では，P2 から F3 に至るまでの間にノード E12 が増えている
ので，E12 の直前を挿入先の候補として考えることができ，そこを挿入先とするならば，安
価な命令 FPCHG での精度指定が可能になる．
ただし，クリティカルエッジの途中に挿入したノードの直前に命令を挿入する際には，ク
リティカルエッジの始点から，当該ノードを経由して終点に至るためのコストが追加されう
ることに，注意を払う必要がある．コストの追加が発生するか否かは，クリティカルエッジ
に対応するノードを，プログラム上のどの場所に配置するかに依存して定まる．具体的に
は，クリティカルエッジの始点から命令の追加なしで到達可能であり，なおかつ，クリティ

図7

基本ブロックから基本ブロックへ制御を移す途中で精度指定を行うことが有益である場合の例
Fig. 7 A case when precision change between basic blocks is profitable.

カルエッジの終点に命令の追加なしで到達可能な場所に配置した場合には，コストは追加さ
ら BB5 にジャンプするための無条件分岐命令が必要になり，その分のコストが追加される．

れず，そうでなければ追加される．
たとえば図 7 (c) のノード E12 について考えると，E12 の挿入先を図 7 (a) の基本ブロッ

追加のコストが必要になるか否かは，クリティカルエッジから判断できる．まず，クリ

ク BB5 の直前にすればコストは追加されないが，それ以外の場所に配置すると，配置先か

ティカルエッジに対応する制御パスが，その始点にある条件分岐命令で条件が成立せず，直
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下の基本ブロックに制御を移すためのものである場合，追加のコストは必要ない．なぜなら

の値に書き換える命令列 STPR を，クリティカルエッジの途中に挿入しても終点に挿入して

この場合，クリティカルエッジの途中に挿入するノードを，条件分岐命令の直後に配置する

も，目的関数の値に影響が出ないので，命令列 STPR を挿入する候補地を減らすために，必

ことが可能であり，このとき始点からノードまでの移動コストと，ノードから終点までの移

ず終点に挿入するものとすると，クリティカルエッジの途中に挿入しうる精度指定命令は

動コストがともに 0 になるからである．クリティカルエッジに対応する制御パスが，その始

FPCHG の 1 種類のみということになる．一方，最適化の対象が，たとえば命令の実行サイ

点にある条件分岐命令で条件が成立した場合向けのものである場合には，終点の基本ブロッ

クル数である場合には，クリティカルエッジの途中に挿入するかどうかによって，目的関数

クをみて，追加コストの要否を判断する．具体的には，まず，終点の基本ブロックに，アド

の値に影響が出るので，クリティカルエッジの途中に挿入されうる精度指定命令は 2 種類に

レス空間上で直上に位置する基本ブロックから，分岐命令なしで到達する制御パスがあるか

なる．

どうかを調べ，あった場合に，終点の基本ブロックの直前には，ノードを配置できないので

3.3.2 問題の変換と解の探索

追加コストがかかるものと判断できる．なかった場合に，追加コストが発生するか否かは，

提案技法では，0-1 整数計画問題のモデルを変更することで，さまざまな最適化を実現で

終点の基本ブロックに到達するクリティカルエッジが複数あり，なおかつ，それらの途中に

きるが，ここではその一例として，コードサイズを最適化するモデルと，実行サイクル数を

挿入したノードの直前に，異なる種類の精度指定命令を同時に挿入しうるか否かによって定

最適化するモデルを示す．

まる．終点の基本ブロックの直前に配置できる精度指定命令は 1 つだけなので，複数種類の

これらのモデルの構成要素（パラメータ，集合，変数，制約式）には，双方のモデルに共

精度指定命令を同時に挿入する場合，どれか 1 種類を終点の基本ブロックの直前に配置し，

通するものと，個々のモデルに固有なものがある．双方のモデルに共通する要素を図 9 と

残りは他の場所に配置することになり，他の場所に配置するものについてはコストの追加が

図 10 に，それぞれに固有な要素を図 11 と図 12 に載せる．それぞれのモデルの目的関数

必要になる．

は，精度指定命令の挿入にともなうコードサイズもしくは実行サイクル数の増加量を表して

コストの追加は 0-1 整数計画問題における目的関数の計算に必要な要素なので，クリティ
カルエッジの途中にノードを挿入する際には，コストの追加が必要になるか否かを判断し，

おり，それぞれが最小となるときの解が，それぞれの最適解である．
問題の解決にあたっては，モデルのほかにデータが必要だが，ここでデータとは具体的に

必要になるノードは，他と区別するために集合 e に格納しておくことにする．必要でない

は図 9〜図 12 に示したパラメータと集合の値を表す．データは次の箇所から取得できる．

ノードは集合 p に格納する．終点の基本ブロックの直前にどれか 1 種類の精度指定命令を

パラメータ プログラム中のパスの実行頻度 F req 以外の値はプロセッサのマニュアルから

挿入するケースについては，終点の基本ブロックの直前にあたるノードを新規生成し，その

取得できる．実行頻度 F req の値は実行プロファイルから取得できる．

ノードに精度指定命令を追加する場合にはコストの追加が不要で，クリティカルエッジの途

集合 集合の内容は 3.3.1 項までの処理を適用したグラフから取得できる．

中に生成するノードの直前に挿入した場合にはコストの追加が必要になると考えることに

グラフから各集合の要素を取得する操作は，それぞれの集合の役割に照らし合わせて考え
れば容易に実現できる．図 8 の 2〜20 行目に記載した集合を具体例として，その役割とグ

する．
たとえば図 7 (c) ではノード F3 に到達するクリティカルエッジが複数あり，なおかつ F3，
つまり基本ブロック BB5 の直前に追加コストなしで 1 種類の精度指定命令を配置できる．

ラフから集合の要素を取得する方法を順次示す．
集合 N

グラフに連結された全ノードを格納するための集合．グラフから集合 N を求める

ここでクリティカルエッジの途中に挿入したノード E12，E13，E14 の直前に挿入しうる精

操作は，集合中ではノードをグラフ作成時に付加した番号で表現するものとすると，連

度指定命令が何種類になるか不定の場合には，ノード E12，E13，E14 を集合 e に格納する

結された全ノードの番号を格納する動作として実現できる．

のと同時に，基本ブロック BB5 の直前に対応するノードを新規生成する．生成後のグラフ

たとえば図 7 (c) のグラフからコードサイズを最適化するモデル向けの集合の要素を採

を図 7 (d) に示す．図 7 (d) にあるノード P15 が新規生成したものである．

取すると図 8 の結果を得る．図 8 の集合 N は図 7 (c) のノード F11 にあたる番号 11

なお，クリティカルエッジの途中に挿入する精度指定命令が複数種類になるか否かは，最
適化の対象に依存する．たとえば，最適化の対象がコードサイズの場合，ビット PR を特定
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を含まないが，その理由は，ノード F11 が図 7 (c) の他のノードと連結されておらず，
別の問題に所属すると考えるべきものだからである．
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

//双方のモデルで共通の集合（2〜20 行目の集合）
N = {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14}
E = {}
H = {}
Nd = {1 4 5 7}
Nf = {3 8 10}
Nu = {}
P red(1) = {}
P red(2) = {1}
P red(3) = {12 13 14}
P red(4) = {2}
P red(5) = {}
P red(6) = {5}
P red(7) = {6}
P red(8) = {}
P red(9) = {8}
P red(10) = {9}
P red(12) = {2}
P red(13) = {6}
P red(14) = {9}

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

set
set
set
set
set
set
set

N ; // 集合 d，f ，u，p，e の和集合
E; // 集合 e から取得できる集合
H; // E に属するノードに後続するノードの集合
Nd ; // 集合 d から取得できる集合
Nf ; // 集合 f から取得できる集合
Nu ; // 集合 u から取得できる集合
P red(n) n ∈ N ; // 各ノードに先行するノードの集合．n ごとに存在

var
var
var
var
var
var

d(n) n ∈ N ; // ノード n 通過後にビット PR は 1
f (n) n ∈ N ; // ノード n 通過後にビット PR は 0
u(n) n ∈ N ; // ノード n 通過後にビット PR は不定
D(n) n ∈ N ; // ノード n の直前に命令 FPCHG を挿入しビット PR を 1 に
F (n) n ∈ N ; // ノード n の直前に命令 FPCHG を挿入しビット PR を 0 に
S(n) n ∈ N ; // ノード n の直前に命令列 STPR を挿入
図 9 双方に共通の集合と変数
Fig. 9 The common sets and variables.

で作成した集合 d，f ，u に対応する集合であり，それぞれの要素は集合 d，f ，u から
取得できる．
集合 P red(n) ノード n に先行するノード集合，すなわちノード n を終点とするエッジの

// コードサイズ向け最適化のための集合（23〜26 行目の集合）
I = {3}
J = {12 13 14}
K = {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10}
L = {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14}

図 8 図 7 (c) の F11 以外のノードで構成されるグラフに対応するデータ
Fig. 8 The data pare for the graph in Fig. 7 (c) (F11 is excluded).

始点のノードの集合．ノードごとに作成する．個々のノード n に対応する集合 P red(n)
を求めるには，n を終点とするエッジ一式を求め，それらの始点のノードの集合を求め
ればよい．

23〜26 行目の集合は，コードサイズの最適化を行う際に利用する固有の集合であるため，
コードサイズ向け最適化の固有の集合を述べる際に，役割を述べる．
データがそろったら，モデルとデータをソルバに入力し，あとはソルバを利用して目的関

集合 E

精度指定命令の挿入に際し，あわせて無条件分岐の挿入を必要とするノードの集

数の値を最小にする解を求める．解が求められたら，あとは挿入すべき精度指定命令の種別

合．グラフ構築の過程で生成した集合 e に対応する集合であり，その要素は集合 e から

と挿入先を，それぞれを指定する図 8 の変数 D(n)，F (n)，S(n) などの値を参照して定め

取得できる．

ればよい．

3.3.1 項に示した理由により，コードサイズの最適化を目指す場合，図 7 (c) のグラフ

モデルが含む変数などの要素について次の順に詳述する．

に対応する集合 e は空集合となるので，図 8 の集合 E も空集合となる．

• 双方のモデルに共通する変数

集合 H

集合 E に属するノード n に後続するノードの集合．図 8 では集合 E が空集合な

• 個々のモデルに固有な集合，変数，目的関数，制約式

ので集合 H も空集合になる．
集合 Nd ，Nf ，Nu

ノードを通過する際にビット PR がとるべき値を制約するノードの集

合．それぞれ，ビット PR がとるべき値を 1，0，不定に制約する．グラフの構築の過程
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双方のモデルに共通する変数
図 9 に示す変数について述べる．

c 2011 Information Processing Society of Japan


58

SH4A 向けコンパイラにおける 0-1 整数計画法を使った浮動小数点演算精度指定命令の選択と挿入

• 9〜11 行目の変数 d(n)，f (n)，u(n)

なり，他は 0 になる．

ノード n 通過後のビット PR の値を表す変数．変数の値が 1 であるとき，ビット PR がそ

• 5 行目の式

の変数に対応する値を持つことを意味する．たとえば d(n) = 1 であれば，n を通過後の

ノードの直前に挿入する精度指定命令に関する制約．ノード n の直前に挿入できる精度

ビット PR の値は 1 になり，f (n) = 1 であれば，n 通過後のビット PR の値は 0 になる．

指定命令は唯 1 つであり，挿入する場合は，n のビット PR の値は不定にはならない．ま

• 12〜14 行目の変数 D(n)，F (n)，S(n)

た，ビット PR の値が不定であるためには，精度指定命令を挿入してはならない．この

ノード n の直前に精度指定命令を挿入すべきか否かを定める変数．D(n)，F (n) は，と

制約式によって，精度指定命令を n の直前に挿入するならば，それぞれの命令に対応し

もに命令 FPCHG を挿入すべき箇所で 1 となる変数だが，D(n) はビット PR の値を 0 か

た変数 D(n)，F (n)，S(n) の 1 つだけが 1 となり，そのとき変数 u(n) は 0 になる．ま

ら 1 に，F (n) は 1 から 0 に反転する箇所で 1 になる．S(n) は命令列 STPR に対応す

た n のビット PR の値が不定で，変数 u(n) が 1 となるとき，D(n) = F (n) = S(n) = 0

る変数である．

となる．

• 6 行目，7 行目の式

双方のモデルに共通の制約式
双方のモデルに共通の制約式（図 10）では，ノード通過時にビット PR がとるべき値や，

命令 FPCHG に関する制約．命令 FPCHG をノード n に挿入するためには，先行するノー
ドを通過した後のビット PR の値は一意である必要がある．たとえば，6 行目の制約式

命令 FPCHG を利用できる場所を定める．

• 1 行目〜3 行目の式

は，
「n の直前に命令 FPCHG を挿入して，ビット PR の値を 1 にするためには，先行す

集合 Nd ，Nf ，Nu に属するノードに関する制約．ノード n が，ビット PR が特定の値

るノード通過した後のビット PR の値は，すべて 0 でなければならない」と定めている．

であることを要求する集合（Nd ，Nf ，Nu ）に属している場合，n 通過後のビット PR

というのも，この式によれば，n に先行するノードのうち，ノード通過後のビット PR

の値は，要求されている値でなければならず，それに対応する変数は 1 でなければなら

が 0 であるものの数（Σp∈P red(n) f (p)）が，n に先行するノード数（|P red(n)|）と等

ない．この制約によって，たとえば n が Nd に属しているならば，d(n) = 1 になる．

しくなければ，D(n) を 1 にできなくなるからである．7 行目も同様である．

• 4 行目の式

• 8 行目，9 行目の式

ノード通過後のビット PR の値に関する制約．ノード n 通過後のビット PR の値は，
「0，

制御フローにおけるビット PR がとる値に関する制約．ノード n 通過後のビット PR の

1，または不定」のどれか 1 つに定まっていなければならない．この制約によって，n

値が 0 または 1 になるためには，n の直前に精度指定命令を挿入するか，先行するノー

通過後のビット PR の値を表す変数 f (n)，d(n)，u(n) のうち，どれか 1 つだけが 1 と

ド p（∈ P red(n)）を通過した後のビット PR の値を引き継ぐ必要がある．たとえば，8
行目の制約式のうち d(n) ≤ D(n) + S(n) + d(p) では，「n 通過後のビット PR の値が

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

∀n ∈ Nf : f (n) = 1
∀n ∈ Nd : d(n) = 1
∀n ∈ Nu : u(n) = 1
∀n ∈ N : d(n) + f (n) + u(n) = 1
∀n ∈ N : u(n) + D(n) + F (n) + S(n) ≤ 1
∀n ∈ N : |P red(n)| ∗ D(n) ≤ Σp∈P red(n) f (p)
∀n ∈ N : |P red(n)| ∗ F (n) ≤ Σp∈P red(n) d(p)
∀n ∈ N ∀p ∈ P red(n) : d(n) ≤ D(n) + S(n) + d(p) − F (n)
∀n ∈ N ∀p ∈ P red(n) : f (n) ≤ F (n) + S(n) + f (p) − D(n)
図 10
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1 であるためには，n の直前に，命令 FPCHG または命令列 STPR を挿入するか，n に
先行するノード p 通過直後のビット PR の値が 1 でなければならない」と定めている．
というのも，d(n) ≤ D(n) + S(n) + d(p) という式では，D(n) または S(n) が 1 であ
るか，d(p) が 1 であるときだけ，d(n) は 1 になるからである．ただしこれだけでは，

n の直前に命令 FPCHG を挿入したにもかかわらず，先行するノードを通過した直後の
ビット PR の値を引き継ぐこと（d(n) = 1，d(p) = 1，F (n) = 1）を許してしまうた
め，d(n) ≤ D(n) + S(n) + d(p) − F (n) とし，F (n) = 1 ならば，d(n) = 0 となるよ
うにする．9 行目も同様である．
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コードサイズを最適化するモデルに固有の集合，変数，目的関数，制約式
コードサイズの最適化を目指す場合，目的関数を精度指定命令の挿入にともなうコードサ
イズの増加量とし，それを最小化することになるが，目的関数の計算にあたっては，複数の
精度指定命令を 1 つに集約可能なケースに配慮すべきである．
具体的には，複数の入力を持つノード n の先行ノード（先行ノードとは，n に先行する
ノードを指す．以降も同様）のうちで，いくつかのノードに同じ精度指定命令を挿入する場
合に，それらノードで最も精度指定のコストが低いノード p を選び，そこにのみ精度指定命
令を挿入し，他の精度指定が必要なノードは，終点を p に変更し，p から n へ移動するよ
うにする．こうすると，精度指定命令を挿入する箇所は，p だけですみ，精度指定箇所を集
約できる．ここで，精度指定コストとは，精度指定命令のコストとそれにともなう無条件分
岐命令のコストを足したものを指す．精度指定命令を挿入する際に無条件分岐命令の挿入が
必要になるのは，集約箇所である p が集合 E に属していた場合である．精度指定命令の挿
入にともなう無条件分岐命令の挿入については 3.3.1 項で詳しく述べた．精度指定箇所を集
約する際に，無条件分岐命令をともなうものを無条件分岐付き集約とし，そうでないものを
無条件分岐なし集約とする．
なお，3.3.1 項で述べたが，コードサイズを最適化する場合には，複数の入力を持つノー
ドの先行ノードには，命令列 STPR は挿入する必要がないため，集約の対象となる精度指定
命令は，命令 FPCHG のみである．
では，モデルのうち，コードサイズ向け最適化に固有な部分について詳述する．まず図 11
の 2〜17 行目にある集合，変数，パラメータに関して述べ，次に 21〜37 行目にある目的関
数と制約式に関して述べる．
集合，変数，パラメータ

• 集合 I
複数入力を持つノードの集合，つまり，集約する精度指定命令に後続するノードの集合
である．

• 集合 J
集合 I に属するノードの先行ノードの集合．無条件分岐付き集約または無条件分岐な
し集約で利用しうるノードの集合である．

• 集合 K
無条件分岐付き集約または無条件分岐なし集約で利用することのないノードの集合．集

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:

//コードサイズを最適化するためのモデルで使用する集合，変数，パラメータ
set I; // 複数入力を持つノードの集合
set J; // 複数入力を持つノードの先行ノードの集合
set K; // 集約対象ではないノードの集合（N \ J ）
set L; // 追加の無条件分岐命令が必要ないノードの集合（N \ E ）
var Da (n) n ∈ H; // n の先行ノード（∈ E ）での精度指定を表す変数
var Db (n) n ∈ I; // 無条件分岐なし集約での精度指定を表す変数
var Dc (n) n ∈ H; // 無条件分岐付き集約での精度指定を表す変数
var Fa (n) n ∈ H; // n の先行ノード（∈ E ）での精度指定を表す変数
var Fb (n) n ∈ I; // 無条件分岐なし集約での精度指定を表す変数
var Fc (n) n ∈ H; // 無条件分岐付き集約での精度指定を表す変数
param Bc ; // 命令 FPCHG のコードサイズを表すパラメータ
param Bs ; // 命令列 STPR のコードサイズを表すパラメータ
param Bj ; // 無条件分岐命令のコードサイズを表すパラメータ

minimize
Σn∈H ((Bc + Bj ) ∗ (Dc (n) + Fc (n)))
+Σn∈I (Bc ∗ (Db (n) + Fb (n)))
+Σn∈K (Bc ∗ (D(n) + F (n)) + Bs ∗ S(n))

subject to
∀n ∈ H : Σp∈(P red(n)∩E) D(p) ≤ |P red(n) ∩ E| ∗ Da (n),
∀n ∈ I : Σp∈(P red(n)∩L) D(p) ≤ |P red(n) ∩ L| ∗ Db (n),
∀n ∈ I : Σp∈(P red(n)∩L) D(p) ≥ Db (n),
∀n ∈ H : Da (n) − Db (n) ≤ Dc (n),
∀n ∈ H : Σp∈(P red(n)∩E) F (p) ≤ |P red(n) ∩ E| ∗ Fa (n),
∀n ∈ I : Σp∈(P red(n)∩L) F (p) ≤ |P red(n) ∩ L| ∗ Fb (n),
∀n ∈ I : Σp∈(P red(n)∩L) F (p) ≥ Fb (n),
∀n ∈ H : Fa (n) − Fb (n) ≤ Fc (n),
∀n ∈ J : S(n) = 0

図 11 コードサイズを最適化するためのモデルに固有の，集合，変数，パラメータ，制約式と目的関数
Fig. 11 The sets, variables, parameter, objective function, constraints for code size optimization.

合 N から集合 J を引いた差集合である．
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• 集合 L

コードサイズ Bc をコストに加える．

精度指定命令を挿入しても追加のコストがともなわないノードの集合．集合 N から集
合 E を引いた差集合である．

• 23 行目の式
無条件分岐付き集約，無条件分岐なし集約以外での精度指定，つまり集約をしない通常

• 7 行目と 11 行目の変数 Da (n)，Fa (n)

の精度指定を行う場合のコストを計算する式．この式では，ノード n（∈ K ）の直前に

複数入力を持つノード n に先行していて，かつ集合 E に属しているノードのうちの 1

精度指定命令を挿入することを表す D(n)，F (n)，S(n) のいずれかが 1 であるならば，

つに，命令 FPCHG を挿入するかどうかを表す変数．この変数が 1 であるとき，ノード

それぞれの精度指定方法のコードサイズ（D(n)，F (n) なら Bc ，S(n) なら Bs ）をコ

n（∈ H ）に先行していてかつ，集合 E に属するノードのどれか 1 つを精度指定箇所

ストに加える．
制 約 式

として利用することを意味する．

• 8 行目と 12 行目の変数 Db (n)，Fb (n)

コードサイズの最適化をするための固有の制約式では，目的関数の計算に使用する変数

複数入力を持つノード n の先行ノードにおいて，無条件分岐なし集約による精度指定

Db (n)，Dc (n)，Fb (n)，Fc (n) の値と，Dc (n)，Fc (n) の計算に必要な Da (n)，Fa (n) の値

を行うかどうかを表す変数．この変数が 1 であるとき，ノード n（∈ I ）の先行ノード

を求める．また，3.3.1 項で述べた理由により，複数の入力を持つノードの先行ノードには

での精度指定には，無条件分岐なし集約を利用することを意味する．

命令列 STPR を挿入しないことを定める（37 行目の式）．図 11 に示す制約式のうち，27〜

• 9 行目と 13 行目の変数 Dc (n)，Fc (n)

30 行目は，変数 Da (n)，Db (n)，Dc (n) の値を計算するためのもので，32〜35 行目は変数

複数入力を持つノード n の先行ノードにおいて，無条件分岐付き集約による精度指定

Fa (n)，Fb (n)，Fc (n) の値を計算するためのものであるが，同じ形式であることから，こ

を行うかどうかを表す変数．この変数が 1 であるとき，ノード n（∈ H ）の先行ノード

こでは 27 行目〜30 行目についてのみ述べる．

での精度指定には，無条件分岐付き集約を利用することを意味する．

• 15〜17 行目のパラメータ

• 27 行目の式
変数 Da (n) の値を定めるための制約式．この制約式は，ノード n（∈ H ）に先行し，な

命令 FPCHG，命令列 STPR，無条件分岐命令のそれぞれのコードサイズを表すパラメー

おかつ集合 E に属する集合，つまり積集合 P red(n) ∩ E に属するノードの中に，ど

タ．Bc ，Bs ，Bj はそれぞれ，命令 FPCHG，命令列 STPR，無条件分岐命令のコードサ

れか 1 つでも命令 FPCHG によってビット PR の値を 1 にするものがいる（D(p) = 1，

イズを表している．

p ∈ (P red(n) ∩ E)）ならば，Da (n) を 1 にする．
• 28 行目，29 行目の式

目的関数

変数 Db (n) の値を定めるための制約式．28 行目の制約式は，ノード n（∈ I ）に先

目的関数を，図 11 の 21〜23 行目に示す．

• 21 行目の式

行し，なおかつ集合 L に属する集合，つまり積集合 P red(n) ∩ L に属するノードの

無条件分岐付き集約を利用して精度指定を行う場合のコストを計算する式．この式で

中に，どれか 1 つでも命令 FPCHG によってビット PR の値を 1 にするものがいる

は，ノード n（∈ H ）の先行ノードにおける精度指定において，無条件分岐付き集約を

（D(p) = 1，p ∈ (P red(n) ∩ L)）ならば，Db (n) を 1 にする．ただし，この式だけで

利用することを表す変数 Dc (n) または Fc (n) のいずれかが 1 であるなら，命令 FPCHG

は，P red(n) ∩ L に属するノードの中に，1 つも命令 FPCHG を挿入するものがいない

のコードサイズ Bc と無条件分岐命令のコードサイズ Bj の和をコストに加える．

• 22 行目の式

用意する．29 行目の制約式は，P red(n)∩L に属するノードの中に，1 つも命令 FPCHG を

無条件分岐なし集約を利用して精度指定を行う場合のコストを計算する式．この式で
は，ノード n（∈ I ）の先行ノードにおける精度指定において，無条件分岐なし集約を
利用することを表す Db (n) または Fb (n) のいずれかが 1 であるなら，命令 FPCHG の
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に，命令 FPCHG によってビット PR の値を 1 に指定するノードがおり（Da (n) = 1），
なおかつ，n の先行ノード q（∈ L）に，命令 FPCHG によってビット PR の値を 1 にす
るノードがいない（Db (n) = 0）場合，Dc (n) を 1 にする．
複数入力を持つノード n の先行ノードが，1 つも集合 E に属していない場合，27 行目と

30 行目は無用になる．すなわち，n に先行するノードで精度指定を行う場合は，28 行目，
29 行目によって，Db (n) が 1 となり，つねに無条件分岐なし集約での精度指定となる．
実行サイクル数を最適化するモデルで使用する目的関数と固有の制約式
実行サイクル数の最適化を目指す場合，目的関数を精度指定命令の挿入にともなう実行サ
イクル数の増加量とし，その値を最小化する．実行サイクル数の増加量は，各ノードの直前
に挿入する精度指定命令の実行サイクル数にそのノードの実行頻度を乗じた値の総和とし
て求めることができる．ここで，集合 E に属するノードに挿入する場合には，あわせて挿
入する無条件分岐命令の実行サイクル数も加味する必要がある．ただし，例外として，ある
ノードの先行ノードのうち，アドレス空間上において直上に位置するノードを精度指定箇所
として利用できる場合は，無条件分岐命令のコストはかからない．
では，モデルのうち，実行サイクル数の最適化に固有な部分について詳述する．まず図 12
の 2〜11 行目にある集合，変数，パラメータに関して述べ，次に 14〜21 行目にある目的関
数と制約式に関して述べる．

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

//実行サイクル数を最適化するモデルで使用する集合，変数，パラメータ
set DirectP red(n) n ∈ H; ノード n の直上にある先行ノードの集合
var Dd (n) n ∈ E; // 命令 FPCHG 挿入に無条件分岐命令の挿入がともなうかどうか
var Fd (n) n ∈ E; // 命令 FPCHG 挿入に無条件分岐命令の挿入がともなうかどうか
var Sd (n) n ∈ E; // 命令列 STPR 挿入に無条件分岐命令の挿入がともなうかどうか
param
param
param
param

Cc ; // 命令 FPCHG の実行サイクル数を表すパラメータ
Cs ; // 命令列 STPR の実行サイクル数を表すパラメータ
Cj ; // 無条件分岐命令の実行サイクル数を表すパラメータ
F req(n) n ∈ N ; //ノード n の実行頻度

minimize
Σn∈N ((Cc ∗ (D(n) + F (n)) + Cs ∗ S(n)) ∗ F req(n))
+Σn∈E ((Cj ∗ (Dd (n) + Fd (n) + Sd (n))) ∗ F req(n))

subject to
∀n ∈ H, ∃s ∈ DirectP red(n), ∀p ∈ (P red(n) ∩ E) : D(p) − D(s) ≤ Dd (p)
∀n ∈ H, ∃s ∈ DirectP red(n), ∀p ∈ (P red(n) ∩ E) : F (p) − F (s) ≤ Fd (p)
∀n ∈ H, ∃s ∈ DirectP red(n), ∀p ∈ (P red(n) ∩ E) : S(p) − S(s) ≤ Sd (p)

図 12 実行サイクル数を最適化するモデルに固有の，集合，変数，パラメータ，制約式と目的関数
Fig. 12 The sets, variables, parameter, objective function, constraints for instruction cycles
optimization.

集合，変数，パラメータ

• 2 行目の集合 DirectP red(n)
ノード n（∈ H ）の先行ノードのうち，アドレス空間上において直上に位置するノード
を格納する集合．1 つの n につき，要素は必ず 1 つである．図 7 (a) の BB5 のように，
直上の基本ブロック（BB5 の直上の基本ブロックは BB4 ）からの制御パスが存在しない

れ，命令 FPCHG，命令列 STPR，無条件分岐命令の実行サイクル数を表している．

• 12 行目のパラメータ F req(n)

ために簡約化直後のグラフに直上に位置するノードがない場合は，3.3.1 項に示した処

ノードの実行頻度を表すパラメータ．各ノード n ごとに存在する．実行プロファイルを

理で対応するノードを作成している．たとえば，図 7 (d) では，BB5 に直上から到達す

用いて，解の探索前に求めておく．
目的関数

るノードとして P15 を作成した．

• 4〜6 行目の変数 Dd (n)，Fd (n)，Sd (n)

目的関数を図 12 の 15〜16 行目に示す．

集合 E に属するノード n に精度指定命令を挿入する場合に，無条件分岐命令の挿入を

• 15 行目の式

ともなうかどうかを表す変数．この変数が 1 であるとき，n（∈ E ）に挿入する精度指

ノードに挿入する精度指定命令の実行サイクル数を計算する式．この式では，ノード

定命令には無条件分岐命令の挿入がともなうことを表す．

n（∈ N ）の直前に精度指定命令を挿入することを表す D(n)，F (n)，S(n) のいずれか

• 8〜11 行目のパラメータ Cc ，Cs ，Cj

が 1 であるならば，それぞれの精度指定方法の実行サイクル数（D(n)，F (n) なら Cc ，

精度指定命令や無条件分岐命令の実行コストを表すパラメータ．Cc ，Cs ，Cj はそれぞ
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• 16 行目の式
ノードに挿入する精度指定命令にともなって挿入する無条件分岐命令の実行サイクル数
を計算する式．この式では，ノード n（∈ E ）の直前に精度指定命令を挿入する場合に

4. 評

価

提案技法には，最適解1 を得られるという利点があるものの，整数計画法を利用するため，

無条件分岐命令がともなうことを表す Dd (n)，Fd (n)，Sd (n) のうちいずれかが 1 であ

コンパイル時間に悪影響を与えかねないという問題点がある．そこで我々は，提案技法を適用

るとき，無条件分岐命令の実行サイクル数（Cj ）と n の実行頻度（F req(n)）を乗じ

するとコンパイル時間にどの程度の影響が生じるのかを評価した．また，解の探索時の制限

た値をコストに加える．

によってソルバによる解の探索をあきらめずにすんだ問題，つまり提案技法で解けた問題は，

制 約 式

全問題のうちどの程度であるのかを評価した．さらに，コードサイズ向け最適化と実行サイ

実行サイクル数を最適化するための固有の制約式では，目的関数の計算に使用する変数

クル数向け最適化のそれぞれについて，提案技法がコードサイズあるいは実行サイクル数に

Dd (n)，Fd (n)，Sd (n) の値を求める．図 12 の 20〜22 行目のそれぞれの式で，Db (n)，Fb (n)，
Sb (n) を求めるが，同じ形式の式であるため，20 行目のみについて述べる．
• 20 行目の式

与える影響を評価した．評価環境は表 4 に示すとおりであり，比較対象は次の 2 つとした．

• 最適化なし（精度指定を必要とする全命令の前に命令列 STPR を挿入）
• LCM

変数 Dd (n) の値を定める制約式．ノード n（∈ H ）の先行ノードのうち，集合 E に属
するノード p に，命令 FPCHG によってビット PR を 1 にするものがおり（D(p) = 1，

なお，我々は LLVM 23) 上に提案技法の実装を行ったが，LLVM には SH 向けのコードを
生成するバックエンドがない．そこで我々はコンパイル時間の比較にあたり，SH 向け gcc

p ∈ (P red(n) ∩ E)），なおかつ，n の直上に位置するノード s（∈ DirectP red(n)）で，

表 4 評価環境
Table 4 The evaluation environment.

命令 FPCHG によってビット PR を 1 にしない（D(s) = 0）場合，Dd (n) を 1 にする．
解の探索時の制限
提案技法では，分割や簡約化によって，ソルバに入力するデータの規模を小さくするが，
それでも解の探索時間が非常に長くなってしまう場合がある．この問題を解決するために，
解の探索を実行する際の制限を設け，制限を超えた際にはソルバによる解の探索をあきら
め，ヒューリスティックで解を求めることにする．
我々の実装で制限として利用したのは，分枝限定法の緩和問題の生成個数である．ここで

CPU
Memory
OS
Solver
Implementation
開発環境
実行サイクル数評価用コンパイラ

分枝限定法とは，整数計画問題の解の探索を行う一般的な手法であって，今回ソルバとして
利用する glpk 22) でも，分枝限定法を利用して解の探索を行う．分枝限定法では，部分問題

その他評価用コンパイラ

を生成する分枝操作と，その部分問題を，最適値の上下界値を利用して，最適解が得られる

呼び出し規約

可能性がない部分を省く操作（限定操作）を繰り返すことで，組合せ問題の最適解を求める
アルゴリズムである．分枝操作の実行回数は，すなわち部分問題の生成個数は，解く問題
によっては膨大になることがあり，このとき解の探索にかかる時間が非常に長くなる．我々
の実装では，この生成個数が上限値を超えた場合には，ソルバによる解の探索をあきらめ，

LCM で問題を解決した．
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Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00 GHz
4GB
Ubuntu 8.04
glpk 4.41
LLVM ver.2.3
Highperformance Embedded Workshop ver 4.08.00.11
Renesas SuperH RISC engine Standard Toolchain
version 9.4.0.0
- 最適化オプション：デフォルト
KPIT GNUSH [ELF] Tool Chain version 10.03
- 最適化オプション：-O2
ルネサスエレクトロニクス製コンパイラ aggressive オプション

1 図 9〜図 12 のモデルは少なくとも次の 2 つの要因を考慮していないので，厳密には最適解を与えない．
(1)
基本ブロックの並び順を変更することでより良い解を得られる可能性
(2)
精度指定命令の挿入により，それをまたぐ分岐の命令長が増える可能性
我々が図 9〜図 12 のモデルを作成する際にこれらを考慮の対象外とした理由は，( 1 ) については命令キャッシュ
の利用効率など他の最適化対象に影響を与えるので精度指定命令の最適化のみを目的にして変更することは有益
とは考えられないからであり，( 2 ) については分岐の命令長を考慮するにはレジスタ割付けなどコードサイズに
影響を与える処理が終わるのを待つ必要があるが，レジスタ割付けが終わったあとでは命令列 STPR に必要なレ
ジスタの確保が難しくなりうるからである．命令キャッシュの利用効率やレジスタ割付けといった問題と，精度指
定命令の挿入の問題をあわせていっぺんに解くという考えは，問題を複雑にしすぎるため現実的でないと考える．
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のコンパイル時間に，提案技法を用いた精度指定命令挿入処理にかかる時間を加算した結果

評価項目について，簡約化の有無がもたらす影響を明らかにするために，簡約化を行わな

を，我々のコンパイラによるコンパイル時間と見なし，それを SH 向け gcc のコンパイル時

かった場合の評価結果も示した．図 13 の「増加率（簡約化あり）」の折れ線グラフをみて

間と比較した．また，実行サイクル数の評価では開発環境に付属の実行サイクル計測用シ

みると，コンパイル時間の増加率は，上限値に沿って，上昇していることが分かり，また，

ミュレータを使って実行サイクルを計測した．

提案技法で解けた問題の割合を表す棒グラフをみてみると，上限値 800 以降変化がないこ

評価対象はコードサイズ向け最適化については EEMBC benchmark suite

24)

の 5 項目

とが分かる．これらのことから我々は，今回の評価対象では，800 が上限値として妥当であ

（automotive，consumer，networking，oﬃce，telecom）および CoreMark 25) とし，実行

ると考えた．そこで，本章ではこれ以降，800 を緩和問題の生成個数の上限値とした場合の

サイクル数向け最適化については CoreMark とした．ここで EEMBC benchmark suite と

評価結果について述べる．上限値が 800 のとき，提案技法で解けた問題の割合は 99.9%で

は各種組み込み機器向けの実用的なプログラムからなるベンチマーク集であり，CoreMark

あった．ところで，提案技法で解けた問題の割合には，解が自明であり，ソルバの起動を不

とは組み込みプロセッサの性能計測用ベンチマークである．

要としたものも含まれる．解が自明でソルバの起動が不要であった問題の割合は 86.5%だっ

4.1 コードサイズ向け最適化の評価結果

た．解の求め方の内訳を表 5 に示す．

4.1.1 コンパイル時間の増加率

また，提案技法を利用したことによるコンパイル時間の増加率の相乗平均は 13.5%であっ

提案技法がコンパイル時間に与える影響を評価した結果を図 13 に示す．図 13 の横軸は

た．個々のファイルのコンパイル時間の増加率の度数分布図を図 14 に示す．図中の 1.135

緩和問題の生成個数の上限値を表し，縦軸の左側はコンパイル時間の増加率を，右側は全問

という数字は，コンパイル時間の増加率の相乗平均値である．ファイル数は 250 である．

題に対して提案技法で解けた問題の割合を表す．図 13 の折れ線グラフはコンパイル時間の
増加率を表し，棒グラフは全問題に対して提案技法で解けた問題の割合を表す．それぞれの

また図 13 から，簡約化を行うことで，行わなかった場合に比べ，提案技法で解くことが
できた問題が 1.5%増加し，コンパイル時間の増加率が 24.4%減少したことが分かる．

4.1.2 コードサイズの比較
提案技法がコードサイズにもたらす影響を調査した．調査は評価対象とした全ファイルが
含む text セクションの大きさの総和を比較することで行った．調査の結果，最適化を行わ
ない場合に比べ，LCM を適用した場合にはコードサイズが 0.3%増加するのに対し，提案
技法では 1.2%削減できることが分かった．なお，最適化を行わない場合のコード全体に占
める精度指定命令の比率は 9.7%であった．また，提案技法が命令 FPCHG を選択したのは全
精度指定箇所の 7.5%だった．

4.2 実行サイクル数向け最適化の評価結果
実行サイクル数向け最適化の評価にあたり，解の探索を行う際の緩和問題の生成個数の上
限値は，コードサイズ向け最適化と同じ 800 とした．
表 5 解の求め方の内訳
Table 5 The details of solved problems.

(a) 全問題数の内訳

Fig. 13

図 13 上限値ごとのコンパイル時間の増加率と提案技法で解を得られた問題の割合
The compilation time increase rates and solved problem rates against limited number of
subproblems.
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全問題数
提案技法で解が求まった問題の数
提案技法では解が求まらなかった問題の数

(b) 提案技法で解が求まった問題数の内訳
4,186
4,180
6

分割化時点で解が自明となった問題の数
簡約化時点で解が自明となった問題の数
ソルバにより解が求まった問題の数

3,384
233
563
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図 15 LCM では最適解を得られない例
Fig. 15 A case when LCM do not give an optimized solution.

図 14 個々のファイルのコンパイル時間の増加率の度数分布図
Fig. 14 The histogram of compilation time increase rates for each files.

は E11 に命令列 STPR を挿入する．これに対し，LCM では挿入先を F5 にしてしまうが，
このとき F5 が E11 に比べて頻繁に実行されると，その分だけ実行サイクル数に差が生じ
ることになる．実際，CoreMark には，この例と似た箇所があり，それが提案技法と LCM

4.2.1 コンパイル時間の増加率

の実行サイクル数に差異をもたらしていた．

提案技法を利用したことによるコンパイル時間の増加率の相乗平均は 44.2%であった．

CoreMark から生成された全問題数は 111 であり，そのうちヒューリスティックで解かなけ

ちなみに図 15 のグラフで表現した問題について，提案技法でコードサイズを最適化する
場合では，P10 に命令 FPCHG を挿入することになるが，この解が得られるのは提案技法が

ればならない問題は 1 つだった．また，全問題のうち 96 が，簡約化時点で解が自明となり，

精度指定命令の選択を行っている（命令 FPCHG と命令列 STPR から最適なものを選んでい

ソルバの起動を必要としなかった．

る）ためであり，命令選択をサポートしない他の技法を使ってこの解を得ることはできない．

4.2.2 実行サイクル数の比較
最適化を行わない場合の精度指定命令の挿入を含むアプリケーション全体の実行サイクル
数を基準とした場合，削除できた実行サイクル数は，LCM を適用した場合は 0.07%だった
のに対し，提案技法を適用した場合は 3.1%だった．また提案技法を適用して挿入した場合，
精度指定命令の実行サイクル数を，最適化を行わない場合に比べて 64.1%削減できた．

5. 結

論

本論文では，SH4A 向けコンパイラにおいて浮動小数点演算の演算精度を指定する命令を
選択して挿入先を定める手段として，0-1 整数計画法を利用する手法を提案し，その実用性
を評価した．EEMBC benchmark suite および CoreMark を使って評価した結果から，提

提案技法で精度指定命令の実行サイクル数を大幅に削減できた理由は，挿入先の候補に基

案技法でコードサイズを最適化する場合，最適化しない場合と比べ，コードサイズを 1.2%小

本ブロックだけでなく，基本ブロック間のエッジを含めたことと，実行頻度を考慮して挿入

さくできることが分かり，このときコンパイル時間の増加率は相乗平均で 13.5%になり，最

先を選択したことにあった．たとえば図 15 のグラフで表現した問題について，ループの戻

適解を求めることができた問題の比率は 99.9%以上になることが分かった．さらにこのと

1

り辺に対応するノードである E11 の実行頻度 が他に比べて十分小さい場合，提案技法で

き，全問題の 86.5%以上が自明な解を持ちソルバの起動を必要としなかったことと，問題
の簡約化について，簡約化を行った場合，行わなかった場合と比べて提案技法で解を得ら

1 E11 はエッジに対応するノードなので，正確には対応するエッジの通過頻度
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れた割合は 1.5%多くなり，コンパイル時間の増加率が 24.4%減ることが分かった．また，
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CoreMark を使って評価した結果から，提案技法で実行サイクル数を最適化すると，最適化
しない場合と比べ，精度指定にかかる実行サイクル数と，アプリケーション全体の実行サイ
クル数をそれぞれ 64.1%と 3.1%削減できることが分かった．
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