
平成 29年度 計算機アーキテクチャ１
第 15回演習問題及び 解答例

(1) R形式命令を，マルチサイクルプロセッサで実行した
場合の動作について考える．マイクロアーキテクチャ
については，図 1～図 4を参照のこと．この命令はサ
イクル 0からサイクル 3までの全部で 4サイクルで実
行される．なお，開始時のサイクル 0では次の状態で
あるとする．

• レジスタ $s0 には，0x30 が格納されている．

• レジスタ $s1 には，0x20 が格納されている．

• プログラムカウンタ PC の値は，0x00400200．

• 以下の命令が番地 0x00400200に格納されている．

– アセンブリ命令 add $s2, $s0, $s1

– 上記のアセンブリ命令に対する機械語
000000 10000 10001 10010 00000 100000

– この命令は，10000 で指定されるレジスタ
$s0 の内容と，10001 で指定されるレジス
タ $s1 の内容を加えた結果を 10010 で指定
されるレジスタ $s2 に格納する．

図 1～図 4 に示す各サイクルでの信号線 (ア)～(コ)

上の値を示せ (制御信号の値も一部含まれていること
に注意)．同じ値の場合もありえる．

[(5)解答]

(ア) 0x00400204, (イ) 10000, (ウ) 10001, (エ) 0x30,

(オ) 0x20, (カ) 00, (キ) 0x50, (ク) 0x00400204, (ケ)

10010, (コ) 0x50

(2) 1ページの大きさが 212 バイト，仮想メモリサイズ
が　 232 バイト，物理メモリサイズが 224 バイトのシ
ステムを考える．変換テーブルとして表 1を想定する．
N/A は対応する物理ページがないことを表している．

表 1: 変換テーブル
仮想ページ番号 物理ページ番号

1FFA0 3AA

1FFA1 2FF
...

200B0 N/A

200B1 1EF

200B2 2EE

(a) 仮想ページ数はいくらか．
(b) 物理ページ数はいくらか．

(c) 仮想アドレス 0x1FFA1CA0 に対応する物理アドレ
スを求めよ．
(d)物理アドレス 0x2EEAAAに格納されているデータ
の仮想アドレスを逆算せよ．
(e) 変換テーブル内に対応する物理ページが存在しない
ような仮想ページは，メモリ中にデータが存在してい
ない．表 1から読み取れる範囲で，物理ページが存在し
ていない仮想アドレスの範囲を示せ (仮想ページ番号
ではなく仮想アドレスの範囲であることに注意せよ)．

[(2)解答]

(a) 220, (b) 212, (c) 0x2FFCA0, (d) 0x200B2AAA,

(e) 0x200B0000 ～ 0x200B0FFF

(3) 平均メモリアクセス時間に関する次の問いに答えよ．
あるプログラムを実行したところ，データアクセス
命令 (ロードとストア) があわせて 10000 回あった．
9000回分についてはキャッシュでヒットして，残りの
1000回分についてはキャッシュミスのため，主記憶へ
のアクセスが起きた．さらに，この 1000回のうち，20
回分については主記憶ミス (メモリミス)のため，ハー
ドディスクへのアクセスが起きた．
キャッシュ，主記憶，ハードディスクへのアクセス
時間をそれぞれ，1サイクル，100サイクル，10000 サ
イクルとする．
(a) キャッシュのミス率を示せ．
(b) 主記憶のミス率を示せ．
(c) 平均アクセス時間を求めよ．計算過程も示すこと．
(d) キャッシュミスの回数と各アクセス時間はもとのま
まで，主記憶ミス (メモリミス)の回数が変動する状況
を考える．平均アクセス時間を 100サイクル以下に抑
えるためには，主記憶ミスは何回以下であればよいか
示せ．計算過程も示すこと．

[(3)解答] ((a) 4点, (b) 5点, (c) 5点)

(a) 1000/10000 = 0.1, (b) 20/1000 =

0.02, (c) 1+0.1(100+0.02*10000) = 31, (d)

1+0.1*(100+x/1000*10000) <=100, x <= 89

(4) 次のプログラムを実行した際のキャッシュの振る舞
いを考える．

addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done

lw $t1, 0x00
lw $t4, 0x04
lw $t2, 0x14
lw $t3, 0x18
addi $t0, $t0, -1
j loop

done:

アドレスは 32ビットで構成されているとする．ダ
イレクトマップ方式．容量 4ワード，ブロックサイズ



1ワード．セット数 4 のキャッシュを仮定する．バイ
トオフセットは 2ビットである．

(a) セットビットのビット数を示せ．
(b) アドレス 0x00, 0x04, 0x14, 0x18 の内容が格納さ
れるセット番号をそれぞれ示せ．
(c) プログラムの実行時のミス率を示せ．キャッシュの
動作を細かに記述する必要はないが，計算式と計算式
に関する 1-2行程度の簡単な説明を記すこと．

ダイレクトマップ方式．容量 8ワード，ブロックサ
イズ 4 ワード．セット数 2 のキャッシュを仮定する．

(d) (c)と同様に，プログラムの実行時のミス率を示せ．

[(4)解答] ((a) 5点, (b) 3点, 3点, 3点, 3点, (c) 5点，
(d)4点)

(a) 2ビット, (b) set0, set1, set1, set2 (c) ミス率
(4+2*4)/20 = 0.6 (d) 初期ミスのみ．2/20 = 0.2 =

20%

以上．
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図 １ : サイクル 0
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図 ２ : サイクル 1
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図 ３ : サイクル 2
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図 ４ : サイクル 3


