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はじめに

図 1: Valgrind の全体構成

Valgrind

本研究では, 動的計測ツールを構築するためのフレー
ムワークである Valgrind を用いる. Valgrind はオープ
ンソースであり, また主要なプロセッサ命令セットに
対応している. Valgrind は図 1 に示すように, core と
プラグインツールで構成される. core は JIT コンパイ
ラ, 変換コードキャッシュなどで構成され, プログラム
のバイナリ変換を行う. プラグインツールはバイナリ
コードから変換された中間表現コードに計測用コード
を挿入する.
プラグインツールにより, ユーザーは独自のプロファ
イリングツールを作成することができ, 対象のプログ
ラムに手を加えることなくプロファイリング情報が得
られる. また, プラグインツールが計測用コードを挿
入する対象は中間表現コードである. 中間表現コード
はプロセッサの命令セットに依存しないので, 機械独
立な形でプロファイリングを行うことができる.
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現在マルチコアプロセッサの普及により, スレッド
レベル並列処理による処理性能の向上が求められてい
る. 並列処理を行う際に問題となるのが, プログラム
の中の依存関係である. このとき依存関係は静的な解
析により分かるものだけではなく, 実行時にしか分か
らないものも存在するため, 動的なプロファイルを行
う必要がある.
このため, 本研究ではループの効率的な並列処理を
目的として, DBI (Dynamic Binary Instrumentation)
ツールである Valgrind[1] を利用し, ループイテレー
ション間のデータ依存を解析するプロファイラを開発
する. 本稿では今回開発したプロファイラについて述
べる.
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後に実行したイテレーションで, 同じレジスタに対し
て書き込みが行われたとき, そのレジスタはイテレー
ション間でデータ依存がある. これをループごとに,
ループ内の全てのイテレーションの組み合わせでデー
タ依存があるか調べる. そのため, パスプロファイリ
ングで解析したパスからループを検出する必要がある.
ループを検出するために, 本研究ではパスの定義と
して関数内の非巡回パスと定義されている Ball-Larus
Path (以下 BL パス)[3] を用いる. BL パスは後方分
岐をパスの終端とする. ループを検出するときはまず,
後方分岐先の基本ブロックの先頭アドレスを保存する.
次に後方分岐があったとき, その後方分岐先の基本ブ
ロックの先頭アドレスが前回保存したアドレスと一致
したとき, そのアドレスをループの開始アドレスとし
て扱う. 以下の図 2 に BL パスとループの例を示す.

依存検出プロファイラの実装

プログラム中の依存関係には制御依存とデータ依存
が存在する. 制御依存はパスプロファイリングで解析
する [2]. データ依存のプロファイリングは解析したパ
スに基づき, そのパスからループを検出してループ内
のイテレーションに対して行う. あるレジスタをルー
プ内のイテレーション実行時に読み出したとき, その
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図 2: BL パスとループ
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図 2 の例では 8 つの BL パスが存在し, その中で基
本ブロック B から始まり, 後方分岐で基本ブロック B
に戻る 2 つのパスがループイテレーションとして扱わ
れる.
パスの実行経路は, リスト構造を用いて基本ブロッ
クの先頭アドレスを実行した順番に連結して管理する.
また, イテレーション単位で各命令のアドレス, アクセ
スしたレジスタの番号 (レジスタ名) を記録する. ま
た, イテレーション間での依存情報を記録する.
次にプロファイラの動作アルゴリズムを示す. Valgrind では, 基本ブロックを単位としてプラグインツー
ルで処理される. プラグインツールは core から呼び出
されるごとに以下の手順で基本ブロックを処理する.

1. 現在実行している基本ブロックとその直前に実行
した基本ブロックの先頭アドレス同士を比較し,
現在実行している基本ブロックの値が小さいか同
じとき, 直前に実行した基本ブロックをパスの終
端とする. 直前に実行した基本ブロックがパスの
終端であれば 2, パスが継続していれば 3 に進む.

図 3: 対象プログラムループのアセンブリコード

2. 現在実行している基本ブロックの先頭アドレスが,
ループを検出するときの後方分岐先にあたるため,
前回保存したアドレスと比較して一致すればルー
プイテレーションとして 1 のパスをループごとに
記録する. その後, 現在実行している基本ブロッ
クの先頭アドレスを保存して 3 に進む. 保存した
アドレスは 2 の比較に用いる.
3. 現在実行している基本ブロックの先頭アドレスを,
パスの実行経路を記録するリストに追加する. ま
た, 基本ブロックの命令数, アクセスされたレジス
タと, レジスタにアクセスした命令のアドレスを
記録する. その後 4 に進む.
4. 現在実行している基本ブロックの先頭アドレスを
保存する. 保存したアドレスは 1 の比較に用いる.
プログラム全体の実行終了後, 記録した情報を用いて,
各ループのデータ依存を調べ結果を出力する.
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実行例

N クイーン問題を解くプログラムを用いてプロファ
イラが正しい動作をするか検証した. まず図 3 にプロ
グラムループの例を示す. プロファイラを用いてプロ
グラムを実行すると図 4 の結果を出力する. 図 4 では
ループ内のイテレーションの総実行回数, イテレーショ
ン種類別の実行回数, イテレーション間で読み出しと
書き込みがあったレジスタ名, 読み出しまたは書き込
みを行った命令のアドレスと, ループ先頭からの命令
の位置を出力する. 図 3 と比較して正しい結果が得ら
れたことが分かる.

図 4: 図 3 のループのプロファイリング
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おわりに

本稿では効率的なループ並列処理に必要な, 動的な
データ依存関係の解析を目的として, Valgrind を用い
てループイテレーション間依存を検出するプロファイ
ラについて報告し, 実行例を示した. 今後はより規模
の大きいプログラムで動作検証を行う予定である.
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