Vol. 42

No. SIG 3(PRO 10)

Mar. 2001

情報処理学会論文誌：プログラミング

アセンブリ言語レベルでの異種計算機間の
ヒープとスタックの共有機構
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本論文では，ソフトウェア分散共有メモリを用いた異種計算機間のメモリ上のデータの共有を特定
の言語処理系に依存せずに実現する手法を示す．異機種間のデータ共有にはデータの表現形式の違い
の解決が必要である．従来の手法では高級言語からメモリ上のデータの型情報を得て，通信時にデー
タ表現形式を変換していた．一方，我々の手法ではメモリ上のデータを，計算機固有のデータ表現形式
ではなく，計算機間で共通のデータ表現形式を用いて表現し，メモリアクセス時にアセンブリ命令の
型を基にデータ表現形式を変換する．この手法は高級言語の型情報に依存せずに異機種間のデータ共
有を実現でき，さらに，C や C++などの型キャストができる言語もサポートできる．また，我々はこ
の手法をスレッド のスタックにも適用し，計算機間のスレッド の移動に必要なスタックを共有する手
法も考案した．我々はこの手法を用いて，SPARC と x86 プロセッサの計算機の間でヒープとスタッ
クを共有可能なシステムを実装し，そのオーバヘッド を測定した．GCC と比較した場合，我々の手
法のオーバヘッドによる実行時間の増加は SPARC では平均 14.7%，x86 では平均 49.0%であった．

An Assembly-language-level Mechanism of Shared
Heaps and Stacks for Heterogeneous Computers
Yohei Ueda,† Hirotaka Yamamoto,† Tatsurou Sekiguchi†
and Akinori Yonezawa†
This paper describes a language-independent mechanism for software distributed shared
memory (DSM) on heterogeneous computers. Sharing data among heterogeneous computers
requires conversion of data representation. In traditional approaches, representation of memory data is converted at every communication occurrence using type information provided
by high-level languages. In our mechanism, data on memory are represented not in a native
format but in an architecture-independent format, where a data representation is converted
at every memory access depending on types of assembly instructions. Since this mechanism
does not depend on type information from a high-level language, we can share data among
heterogeneous computers without language support. As a result, our mechanism can be used
with the languages that allow type-casting, such as C and C++. With minor enhancement,
our mechanism can share call stacks of threads as well as data on heaps among heterogeneous
computers. Shared stack representations enable threads to migrate to another computer. We
have implemented a system that can share heaps and stacks between SPARC and x86 computers, and measured overheads of our mechanism. The average overheads in execution time
is 14.7% on a SPARC processor and is 49.0% on an x86 processor as compared with GCC.

1. は じ め に

困難さが増大する．したがって，分散性や異機種性を

ネットワーク技術の発展により，多数の計算機を用

が望まれている．このようなシステムが持つ特徴は単

いた分散計算の重要性が高まっている．しかし，1 台

2)
一システムイメージ（ Single System Image，SSI ）

の計算機でのプログラミングと比べて，分散した計算

と呼ばれている．SSI は異機種分散計算機の環境に共

吸収し，分散計算機を 1 つの計算機に見せるシステム

機を使ったプログラミングは一般に非常に労力を要す

有メモリ型のプログラミングモデルを提供し，透過的

る．さらに，異なる機種の計算機を含む環境ではその

な資源のアクセスを可能とする．したがって，分散共
有メモリや計算機間のスレッド の移動といった技術が
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SSI の実現にとって有力な技法となっている．様々な
システムがこの SSI の実現を目指しているが，それ
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らのシステムの多くは，SSI の実現に必要な計算機の

アクセス命令に付加する．この方法はアセンブリ言語

違いの吸収を特定の言語システムのランタイムのレベ

レベルの情報しか必要とせず，特定の言語に依存せず

ルで行っている1),6)∼8) ．このため，それ以外の言語や
言語システムおよびソフトウェアの再利用を妨げてし

に実現できる．我々はこの手法を単一メモリイメージ
（ Single Memory Image，SMI ）と呼んでいる．
また，我々は，ヒープだけではなくスタックにも単

まう．
言語非依存に SSI を実現するにはソフトウェア分散共

一メモリイメージを適用することにより，計算機間で

3)∼5)
有メモリ（ Distributed Shared Memory，DSM ）

のスレッド 移動に必要なスレッドのスタックの共有を

を利用することが考えられる．ソフトウェア DSM は

実現する手法も考案した．これは，計算機間で同一の

プログラミング言語に依存せずに分散した計算機間に

スタックフレームのレイアウトを用い，さらに，スタッ

共有メモリ空間を提供するシステムである．ソフトウェ

ク上の機種依存のデータを計算機間で共有可能にした

ア DSM は分散環境に共有メモリ型のプログラミング

ものに置き換えることで実現する．

モデルを提供するため，分散プログラミングを簡単に

我々は，単一メモリイメージを SPARC と x86 プ

する．多くのソフトウェア DSM では，ページなど一
定の単位でメモリ空間を分割し，その単位で共有メモ
リの一貫性を維持している．そのようなソフトウェア

が低いオーバヘッドで実現できることを確認した．実

DSM は特定のプログラミング言語に依存することな
く実現することができる．

10)
Independent Code（ MIC ）
を用いた．MIC コード
から実際の機械語へ変換する際に，メモリアクセス命

しかし，異機種の計算機間，特にデータの表現形式

令にデータ変換コード を付加している．また，MIC

が異なる計算機間では，単純にソフトウェア DSM を

を用いることで，異機種間でのスレッド の移動に関わ

実現することはできない．データの表現形式をその

るいくつかの問題を解決することができる．そして，

機種で使われるものに変換するためには，そのデータ

単一メモリイメージのオーバヘッドを SPARC と x86

の型情報が必要だからである．たとえば，ビッグエン

プロセッサで測定し ，さらに Eager Release Consis-

ディアンとリトルエンディアンの計算機間で整数を転

tency 3) に基づく page-based なソフトウェア DSM を
実装して，その上で単一メモリイメージが動くことを
確かめた．

送する場合にはバイトオーダ ーを交換しなければな
らないが，文字列に対しては変換してはならない．今
日までに，様々な異種計算機間のソフトウェア DSM

ロセッサの計算機の上に実装し，単一メモリイメージ
装には機種非依存なアセンブ リ言語である Machine

本論文の残りの構成は次のとおりである．2 章では，

のシステムが実現されてきたが，これらのシステムで

単一メモリイメージの枠組みについて述べる．3 章で

は特定の言語のランタイムがすべての型情報を管理す

は，MIC の簡単な説明を述べる．4 章では我々が行っ

るか 8) ，プログラマが明示的に型を指定する必要があ

た SPARC と x86 プロセッサ上での単一メモリイメー

6),9)

7)

，使用できる型を制限している ．これらの

ジの実装について述べる．5 章では単一メモリイメー

制限の原因はデータの表現形式の変換をデータ通信時

ジのオーバヘッド の測定について報告する．6 章では

に行っているからである．通信時のデータ変換を実現

既存の異機種ソフトウェア DSM や SSI システムと

るか

するにはページに含まれる任意のアドレスに格納され

我々の枠組みとの比較を行う．最後の 7 章では，本論

ているデータの型が判別できなければならない．しか

文のまとめと今後の課題について述べる．

し，これは Java のようにランタイムがデータの型情
報を管理している言語では可能だが，C や C++など
の実行時に型情報を持たない言語ではほとんど不可能
である．

2. 単一メモリイメージ
単一メモリイメージとは，計算機間で共通のデータ
表現形式をあらかじめ選んでおき，メモリ上のデータ

我々は，データの変換をデータ通信時に行うのでは

をその共通のデータ表現形式で表したものである．つ

なく，メモリアクセス時に行うことでデータ表現形式

まり，すべての計算機のメモリ上のデータは，機種に

の違いを解決した．つまり，メモリ上のデータを計算

よらず同じ表現形式で表される．したがって，ソフト

機固有のデータ表現形式ではなく，計算機間で共通の

ウェア DSM を用いて異機種間で単一メモリイメージ

データ表現形式で表し ，メモリアクセス時にデータ

を共有することにより，透過的な分散計算環境を実現

の表現形式を変換する．変換に必要なデータの型はア

することができる．異機種間でデータの共有を実現す

センブリ言語のメモリアクセス命令の種類によって判

るには，まず，データの表現形式の違いを解決しなけ

断し，適切なデータ表現形式の変換コードを各メモリ

ればならない．メモリ上のデータの表現形式の違いに
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表 1 主要プロセッサのデフォルトのデータ表現形式
Table 1 Data representation formats on commodity processors.
プロセッサ

バイト オーダー

Alpha
PowerPC
R10000
SPARC
x86

リトルエンディアン
ビッグエンディアン
ビッグエンディアン
ビッグエンディアン
リトルエンディアン

1 語の長さ
64 ビット
32/64 ビット
32/64 ビット
32/64 ビット
32 ビット

はバイトオーダー（ビッグエンディアン，リトルエン
，負
デ ィアン ）
，1 語の長さ（ 32 ビット，64 ビット ）
の整数の表現（ 2 の補数，1 の補数）
，浮動小数点数の
形式（ IEEE 754 など ）がある．
表 1 は主要なプロセッサのデフォルトのデータ表現
形式を示している．すべてのプロセッサで負の整数の
表現に 2 の補数を採用している．また，浮動小数点数

負の整数

2
2
2
2
2

の補数
の補数
の補数
の補数
の補数

浮動小数点数

IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE

バイト オーダー変換命令

754
754
754
754
754

なし
lwbrx/swbrx
なし
lda/sta
bswap

表 2 実行時のメモリアクセス命令の割合
Table 2 Ratios of memory access instructions during
execution.

LU
RAYTRACE
N-QUEEN
QSORT

整数

浮動小数点数

0.9%
6.4%
30.7%
26.8%

39.2%
16.1%
0.0%
0.0%

合計
40.1%
22.5%
30.7%
26.8%

もすべてのプロセッサが IEEE 754 フォーマットを採
用している．このことから，負の整数と浮動小数点数

スしたときにデータ表現形式を変換することにより，

は同じフォーマットであると仮定しても一般的な計算

異機種間でのデータの共有を実現する．アセンブリ言

機では問題はない．一方，バイトオーダーと 1 語の長

語のメモリアクセス命令は 32 ビットの整数，16 ビッ

さはプロセッサごとに異なっている．したがって，こ

トの整数，8 ビットの整数，64 ビットの浮動小数点数，

れらの違いを吸収しなければ異機種間でのデータ共有

32 ビットの浮動小数点数など の単位でデータにアク
セスする．したがって，どの種類のメモリアクセス命

は不可能である．
また，データの表現形式の違いを吸収するだけでは

令が用いられているかによって，アクセスするデータ

十分ではない．変数や配列などのデータや関数の実行

の型が判別が可能である．そして，あらかじめ計算機

コードは機種ごとに異なる場所に配置されるため，変

間で共通のデータ表現形式を決めておき，メモリ上の

数や関数などへのポインタは機種ごとに異なった値に

データはその共通のデータ表現形式で表すことにする．

なる．したがって，ポインタの値を異機種間で共有す

そして，メモリからレジスタに読み込むときに機種固

るには，ポインタの値も異機種間で同じ値になる必要

有のデータ表現形式に変換し，メモリに書き出すとき

があり．このデータのレ イアウトの違いも解決しなけ

は逆に共通のデータ表現形式に変換する．メモリアク

ればならない．
さらに，異機種間でのスレッド の移動を可能にする
ためには，スレッドのスタックを共有する必要がある．

セス時のデータ変換は，変換コードをロード 命令およ
びストア命令に付加することによって実現できる．
表 2 は MIC コードにコンパイルされたプログラム

しかし，スタックフレームのレイアウトは機種ごとに

を実行したときの，実行された MIC の命令数に対す

異なり，また，スタック上にはフレームポインタや関

るメモリアクセス命令数の割合である（ MIC は 3 章

数のリターンアドレスなどの機種依存データが保存さ

．この表が
で，各プログラムの詳細は 5 章で説明する）

れているため，単純にソフトウェア DSM を用いてス

示すように，プログラムに占めるメモリアクセス命令

タックを共有することはできない．

の割合は少なくなく，メモリアクセス時に大きなオー

以上をまとめると，異機種間でのデータ共有で解決
すべき問題点は次のとおりである．

• データの表現形式の違い
• ポインタの値の違い
• スタックの機種依存性
次節以降では，単一メモリイメージでのこれらの問題
点の解決方法を述べる．

2.1 メモリアクセス時変換
単一メモリイメージではメモリ上のデータにアクセ

バヘッドが生じると全体の実行時間に大きな影響を及
ぼすと考えられる．したがって，メモリアクセス時の
データ変換に必要なオーバヘッドは最小限におさえる
必要がある．
データの表現形式の違いで最も問題となるのはバイ
トオーダーの違いであるが，多くのプロセッサでバイ
トオーダーを変換する命令が用意されている．たとえ
ば，i486 以降の x86 プロセッサには bswap という整
数レジスタ上のデータのバイトオーダーを逆にする命
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令が用意されている．また，SPARC v9 には lda/sta

置するのは容易である．しかし，関数の実行コードは

というバイトオーダーを逆にしてロード /ストアする

機種によって異なるサイズとなるため，そのままでは

命令が用意されている．PowerPC にも lwbrx/swbrx

同じアドレスに関数を配置するのは難しい．

というバイトオーダーを逆にしてロード /ストアする

したがって，関数呼び出しは関数コードに直接ジャ

命令がある．したがって，これらのプロセッサではメ

ンプするのではなく，間接コールを用いることによっ

モリアクセス時にバイトオーダーの変換を効率良く行

て，関数へのアドレスが同じ値であるようにプログラ

うことが可能である．特に，共通のデータ表現形式を

マに見せる必要がある．

リトルエンディアンにした場合には，表 1 のプロセッ

また，異機種間の実行コードはまったく別のもので

サのうち 4 つまでを効率良くサポートできることにな

あるため，関数のリターンアドレスも異機種間で異な

る．一方，共通のデータ表現形式をビッグエンディア

る値となるが，間接コールと同様に間接リターンを用

ンにした場合にも表 1 のプロセッサのうち 4 つをサ

いればリターンアドレスを計算機間で同じ値にそろえ

ポートできるが，x86 の bswap は整数レジスタ専用

ることができる．後に述べるように，リターンアドレ

であり，x86 での浮動小数点レジスタ上のデータのバ
イトオーダーの変換には比較的大きなオーバヘッドが
かかってしまう．

スを計算機間で共有できればスタック共有の実現が容
易になる．

2.2.2 共通のスタックフレームレ イアウト

2.2 共通のメモリレイアウト
計算機間で変数や配列が配置されるアドレスが異な

算機間でのスレッド の移動が可能となる．しかし，計

ると，ポインタの値が異なってしまうため，単一メモ

算機本来のスタックフレームのレイアウトは機種ごと

計算機間でスレッド のスタックが共有できれば，計

リイメージでは，計算機間で変数や配列をそれぞれ同

に異なり，また，スタック上に様々な機種依存のデー

じアドレスに配置している．このような共通のメモリ

タがあるため，今まで述べた手法だけではスタックを

レイアウトを採用することよって，変数や配列へのポ

共有するには不十分である．単一メモリイメージでは，

インタは異機種間でも同じ値となる．実行時に動的に

異機種間で共通のスタックフレームのレイアウトを用

確保されるヒープも計算機間で同じアドレス配置でき

いたスタックを，計算機本来のスタックとは別の場所

るため，ヒープ上の変数や配列へのポインタも計算機

に作ることで，スタックの共有を実現している．この

間で同一の値となる．
実行時にヒープを動的に確保する際には，確保され
るメモリ領域がすでに他の計算機で確保されている

単一メモリイメージのスタックの上には計算機間のス
レッド 移動を妨げるような機種依存のデータは置かれ
ない．

ヒープと重ならないようにしなければならない．これ

スレッド のスタックには関数の局所変数が配置され

は各計算機がヒープを確保できる領域を計算機間で重

ているが，これらの変数にも共通のデータ表現形式を

ならないようにあらかじめ決めておき，その領域から

用いる．また，スタックフレームを共通のレイアウト

ヒープを割り当てていくことで実現できる．もし，そ

とすることで，局所変数のアドレスも異機種間で同じ

の領域が不足した場合には他の計算機と交渉して新た

になり，局所変数へのポインタの値も計算機間で同一

な領域を確保すればよい．

にすることができる．

また，データの大きさの違いもメモリのレイアウト

計算機本来のスタックの上にある機種依存のデータ

に違いを生じさせる．単一メモリイメージではすべて

には，まず，フレームポインタの値と関数のリターン

の計算機で 1 語の長さを 32 ビットとすることで解決

アドレスがある．フレームポインタの値は計算機間で

している．したがって，64 ビットの計算機では 32 ビッ

同じスタックフレームのレイアウトを用いることで同

ト幅のメモリ空間のみが用いられることになる．この

一の値にすることができる．また，関数リターンアド

方法では 64 ビットの計算機の機能を十分使い切って

レスの違いの解決方法には前述の間接リターンを用い

いないことになるが，データとメモリ空間を 32 ビッ

ればよい．

トの計算機と共有する際には当然必要となる制限であ
ると我々は考えている．

局所変数やフレームポインタ，リターンアドレスな
どのほかに，計算機本来のスタックの上には，整数と

2.2.1 間接コール・間接リターン
関数へのアドレスも計算機間で同じ値にならなけれ

浮動小数点数との変換など の用途に用いるテンポラ

ばならない．単一メモリイメージでは計算機間で変数

も異機種間で同一サイズで適当な大きさのものを用意

や配列を同じサイズにするので，同一のアドレスに配

する．

リなメモリ領域がある．このテンポラリなメモリ領域
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さらに，コンテキストスイッチ時のレジスタの退避

イラが行い，バイトコードから機械語への変換時には

領域がスタック上に確保されている機種があるが，こ

局所的な最適化のみが行われる．したがって，バイト

のような機種依存のデータはスタック上に置かないよ

コードを利用することによってスレッド の移動に必要

うにする．この場合，OS が想定しないスタックのレ

な状態の復元が容易になる．

イアウトを用いることになるので，本来，スタックポ

コンパイラが生成するバイトコードは一定の条件を

インタを表しているレジスタをスタックポインタとし

満たしている必要がある．その条件とは，
（ 1 ）メモリ上

て用いることはできない．したがって，このような機

のデータへのアクセスは適切な型のロード /ストア命

種の単一メモリイメージでは別のレジスタをスタック

令で行い，
（ 2 ）単一メモリイメージのスタックフレー

ポインタとして用い，本来のレジスタはまったく使わ

ムの使用法を守り，
（ 3 ）単一メモリイメージの関数呼

ないようにしておく．このようにしておくことで，OS

び出し規約を守ることである．これらの条件が守られ

からは本来のスタックがまったく増減していないよう

ていれば，単一メモリイメージを用いた実行が可能と

に見え，コンテキストスイッチの際のレジスタの退避

なる．

も正しく行われる．

2.4 スレッド の移動
これまで述べてきた単一メモリイメージの条件下で，
関数の先頭での計算機間のスレッド の移動が可能とな

2.2.3 レジスタの退避
計算機間でスレッドが移動する際には，すべての局
所変数が共通のデータ表現形式でスタック上に保存さ

る．これは，関数呼び出し時には関数の局所変数はす

れていなければならない．これは，関数呼び出しの際

べてスタックに保存されており，また，レジスタ渡し

に行われるレジスタの待避をつねに呼び出し側で行う

される引数も，コンパイラはその型が分かっているた

こと（コーラーセーブ ）で保証できる．つまり，呼び

め，正しい型のストア命令でスタックに書き出すこと

出す側がレジスタの値をスタックに退避する場合は，

が可能であるからである．

コンパイラはそのレジスタの値が表している変数を
知っているため，普通は適切な型のストア命令で，対

3. MIC

応する変数のスタック上の領域に保存するコードを生

我々が単一メモリイメージの実験に利用した MIC

成する．ストア命令が適切な型であれば，正しく共通

10)
（ Machine Independent Code ）
とは異機種環境に

のデータ表現形式でスタックに書き込むことができる．

容易に適応可能なアセンブラ言語である．MIC で記

もし，呼び出された関数が破壊するレジスタの値を退

述されたコード は，機種固有の C コンパイラで生成

避する場合には，そのレジスタ上のデータの型が分か

されたコード とほぼ同程度の速度で動作可能である．

らないので，不適切な型のストア命令でスタックに保

MIC コード の意味は MIC 抽象機械として定義されて

存することになり，共通形式に変換してスタックに保

いる．この章では MIC に関して簡単な説明を行う．

存することができない．

2.3 バイト コード の利用
スレッドの移動を実現するためには，移動前のスレッ

3.1 命令セット
図 1 に MIC 命令セット（ opcode ）とアドレッシン
グモード（ addr ）を示す．命令の中で括弧を付けられ

ド の状態が移動後にも復元されなければならない．し

ているものはバージョン 2（ MIC2 ）で導入された命

かし，各機種専用のコンパイラによって生成された実

令を表す．本論文の結果はバージョン 1（ MIC1 ）に

行コードをそれぞれの計算機で用いる場合にはいくつ

基づいているため，この節では MIC1 についてのみ

かの問題点がある．たとえば，各機種で異なる大域的

説明を行う．オペランド の形式について詳細な解説は

な最適化を行うことによって，変数が生きている期間

行わないが，命令の大部分は 3 アドレス形式であり，

が機種ごとに異なる可能性がある．この場合，スレッ

第 1 オペランドと第 2 オペランドの値を利用して演算

ド の移動の前に生きていた変数が，移動後には死んで

を行い，その結果を第 3 オペランドに格納する．命令

いるといった状況が起こりうる．このように，各機種

が演算対象とする値のデータ型は命令ごとに定まって

専用のコンパイラを用いた場合，スレッド 移動前の状

いる．

態をスレッド 移動後に復元するのが一般に困難である．
我々は，このような問題点を解決するために，異機

3.2 デ ー タ 型
データ型として 32 ビット整数，64 ビット整数，32

種間で共通のバイトコードを利用することにした．コ

ビット浮動小数点数，64 ビット浮動小数点数がある．

ンパイラが出力したバイトコード をさらに各機種の

またメモリ上でのみ存在するデータ型として 8 ビット

機械語に変換するのである．大域的な最適化はコンパ

整数，16 ビット整数がある．ビットオーダ ー，バイ
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opcode ::= nop
(ロード 命令)
| ldsb | ldub | ldsh | lduh | ld | ldd | ldf | lddf
| ldﬁ | lddﬁ
(ストア命令)
| stb | sth | st | std | stf | stdf | stﬁ | stdﬁ
(ムーブ命令)
| mov | setdf | (movfgs) | (movgfs) | (movfgd)
| (movgfd)
(条件ムーブ命令)
| (cmovSC) | (fcmovSF ) | (fcmoveSF )
(非分割実行命令)
| swap
(論理命令)
| not | and | or | xor | andn | (orn) | (xnor)
(シフト命令)
| sll | srl | sra
(符号拡張命令)
| zxhtos | zxqtoh | zxqtos | sxhtos | sxqtoh | sxqtos
(算術命令)
| neg | add | sub | addd | subd | smul | umul
| smuld | umuld | sdiv | udiv | smod | umod
(条件分岐命令)
| cbC
(無条件分岐命令)
| ba | btt
(関数支援命令)
| prologue | epilogue | callT | retT
(精度変換命令)
| fstod | fdtos
(浮動小数点演算命令)
| fmovs | fmovd | fnegs | fnegd | fabss | fabsd
| fsqrts | fsqrtd | fadds | faddd | fsubs | fsubd
| fmuls | fmuld | fdivs | fdivd
(浮動小数点比較命令)
| fcmps | fcmpd | fcmpes | fcmped
(浮動小数点条件分岐命令)
| fbF
addr ::= [r] | [r + r] | [r ± disp] | [r + r ∗ scale]
| [got + label ]
T
::= ε | i | l | f | d
S
::= i | f | d
C
::= ne | e | g | ge | l | le | gu | leu | geu | lu
F
::= ne | e | g | ge | l | le | u | ug | ul | lg | ue
| uge | ule | o
deci
= 31 ビット正整数
hex
= 0x から始まる 32 ビット正 16 進整数
const = deci | − deci | hex | label | label ± deci
disp
= 12 ビット正整数
scale ::= 2 | 4 | 8
図 1 MIC 命令セット
Fig. 1 MIC instruction set.
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図 1 中で T ，S という記号で表されている文字は，
命令に付加され，その命令が扱うデータ型を指示する．

ε は空文字列であり，値のやりとりをしないことを意
味する．i，l はそれぞれ 32 ビット整数と 64 ビット整
数を意味する．f ，d はそれぞれ 32 ビット浮動小数点
数，64 ビット浮動小数点数を意味する．

3.3 レ ジ ス タ
レジスタには一般レジスタ，浮動小数点レジスタ，ス
，フレームポインタ（ ap ）
，引数
タックポインタ（ sp ）
，大域的オフセットテーブル（ got ）の
ポインタ（ ap ）

6 種類がある．一般レジスタと浮動小数点レジスタの
数は MIC1 ではそれぞれ 16 個，MIC2 では無限個あ
る．一般レジスタは 32 ビット整数の値を保持するこ
とができる．浮動小数点レジスタは 32 ビット浮動小
数点数か 64 ビット浮動小数点数のど ちらか一方を保
持することができる．浮動小数点レジスタは暗黙のう
ちにどちらの数を保持しているか覚えており，正しい
型の命令を使う必要がある．32 ビット浮動小数点数
をレジスタに読み込み，それを 64 ビット浮動小数点
数として書き出したときの結果は未定義である．
スタックポインタは関数呼び出しを行うときに引数
をスタックで渡すときと，alloca のように関数に局所
的なメモリ領域を確保するときに使われる．フレーム
ポインタは関数に対して局所的な領域を使用するとき
に使われる．引数ポインタは，スタックで渡された関
数の引数を参照するときに使われる．大域的オフセッ
トテーブルは位置独立コード（ PIC ）を生成するとき
に使われる．フレームポインタ，引数ポインタ，大域
的オフセットテーブルには代入することができない．

MIC 抽象機械には内部状態として浮動小数点数同
士の比較の結果を保持する 4 ビットの値がある．各
ビットはそれぞれ，
（ 1 ）比較された 2 つの値が等しい，
（ 3 ）最初の値が大きい，
（ 4 ）順
（ 2 ）最初の値が小さい，
序がない，かど うかを表している．図 1 中で F とい
う記号はこの情報を表す指示子である．F は条件分岐
命令に付加され，どのような条件のときに分岐を行う
のか指示する．

MIC 抽象機械は一般レジスタを比較した結果を表
すフラグを持たない．その代わりに比較と分岐を同時
に行う条件分岐命令を持つ．図 1 中で C という記号

トオーダーは未定義である．したがって，たとえば メ

で表されているのが，どのような条件のときに分岐を

モリに 32 ビット整数として書き込み，同じアドレス

行うか，という情報である．

る．ただし 64 ビット整数のワード オーダーはリトル

3.4 スタックフレームの利用規約
図 2 が MIC 抽象機械のスタックフレームのレ イ

エンディアンと定義する．浮動小数点数のメモリ上で

アウトである．スタックフレームはスタックポインタ

から 8 ビット整数として読み込んだ結果は未定義であ

の表現は ANSI/IEEE 754-1985 に準拠する．

（ sp ）
，フレームポインタ（ fp ）
，引数ポインタ（ ap ）を
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関数のプロローグとエピローグ部分の変換方式のみを
変更することで単一メモリイメージを実現可能でこと
ができる．これが我々が MIC を採用した理由である．

4.2 共通のデータ表現形式
表 1 にあるように，SPARC と x86 は 32 ビットの
整数レジスタと 32 ビットおよび 64 ビットの浮動小
数点数レジスタが使用可能であり，メモリのアドレス
幅は 32 ビットである．浮動小数点数のフォーマット
はど ちらも IEEE 754 をサポートしている．データ
図 2 MIC のスタックフレーム
Fig. 2 Stack frame layout of MIC.

の表現形式で違いがあるのはバイトオーダーだけであ
り，SPARC はビッグエンディアン，x86 はリトルエ
ンデ ィアンを採用している．

通してアクセスされる．これらのレジスタの値は関数

我々は，共通のデータ表現形式として x86 のリトル

のプロローグとエピローグで自動的に設定される．こ

エンディアンを採用した．したがって，x86 ではデー

れらのレジスタは定められた目的以外には使うことが

タ表現形式を変換する必要はないが，SPARC ではメ

できない．たとえばフレームポインタと引数ポインタ

モリアクセス時にデータの表現形式を変換する必要が

は概念上同じアドレスを指しているが，引数ポインタ

ある．

を利用して局所領域にアクセスすることはできない．
対象となるアーキテクチャのスタックフレームの利用

SPARC プロセッサの計算機で必要なデータアクセ
ス時のデータ表現形式の変換には lda/sta というロー
ド /ストア命令を用いた．これらの命令はバイトオー

規約を尊重する形式に変換できるようにするためで

ダーを逆転して 32 ビットの整数データにアクセスする

この理由は，MIC コード を機械語に変換するときに，

ことができる．16 ビット，64 ビットの整数や 32 ビッ

ある．
関数呼び出しのときに最初の 4 ワード の引数と返り
値はレジスタを使って渡される．それ以外の一般レジ

ト，64 ビットの浮動小数点数のメモリアクセスにも同
様の命令が用意されている．

スタと浮動小数点レジスタを使って関数境界を越えて

4.3 間接コール・間接リターン

値の受け渡しを行うことはできない．また一般レジス

関数アドレスやリターンアドレスを計算機間でそろ

タと浮動小数点レジスタは関数呼び出し後に関数呼び

えるため必要な間接コールと間接リターンは各関数

出し前と同じ値を保持している保証はない．

にスタブ関数を用意することによって実現した．スタ

4. 実

装

我々は単一メモリイメージを SPARC プロセッサと

x86 プロセッサに対して実装した．実装には機種非依

ブ関数は本来の関数の実行コード のアドレスにジャン
プするだけの小さなコードであり，異機種間でも同じ
固定サイズになるようにコードのサイズが調節してあ
る．スタブ 関数は計算機間で同じサイズであるので，

存なアセンブリ言語である MIC を利用した．そして，

計算機間で同じアドレスに配置することが可能となっ

予備的な実験として，Eager Release Consistency に

ている．したがって，プログラマには関数へのポイン

基づく page-based なソフトウェア DSM を実装し ，

タの値としてスタブ関数のアドレスを見せるようにす

その上で単一メモリイメージを構築した．実験では，

れば，関数へのポインタの値は計算機間で同一のもの

SPARC プロセッサとして UltraSPARC を，x86 プ

となる．現在の実装ではこのスタブ関数の大きさは 12

ロセッサとして Pentium II を用いたが，SPARC は

バイトである．図 3 はスタブ関数の例である．これ

SPARC V9 の仕様を満たすプロセッサ，x86 は i386

らは sqrt という名前の関数のスタブ関数であり，12

以降のプロセッサが提供する機能のみを用いている．

バイトのコードになっている．x86 の方は大きさを調

4.1 MIC の採用理由

節するために nop 命令が加えられている．本来の関

これまでにも述べたように，我々は単一メモリイメー

数コード には smi.sqrt という名前のラベルがつけ

ジに関する実験を行うプラットフォームとして MIC

られている．

を採用した．MIC コード を実行するときにはその機

図 4 は間接コールと間接リターンの例を示してい

種固有の機械語に変換された後に実行される．この変

る．最初に関数 f の実行コードである f code: を実

換器の，
（ 1 ）メモリアクセス，
（ 2 ）関数呼び出し，
（ 3）

行しているとする．次に関数 g を呼び出すと関数 g の
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— SPARC —
sqrt:
sethi %hi( smi.sqrt),%g1
jmpl %g1+%lo( smi.sqrt),%g0
nop

— x86 —
sqrt:
jmp smi.sqrt
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop

図 3 スタブ関数
Fig. 3 Stub function.

図 5 メモリレイアウト
Fig. 5 Memory layout.

図 4 間接コール /リターン
Fig. 4 Indirect call and return.

ておく．スレッドの移動時には，スタック上に保存され
ているリターンアドレスからハッシュテーブルを使っ
て仮想的なリターンアドレスを得て，さらに，仮想的

スタブ関数 g: にジャンプする．このときリターンア

なリターンアドレスから移動先の実際のリターンアド

ドレスとして，実際のリターンアドレス g ret1: で

レスに変換するのである．この方法は，間接リターン

はなく，そのスタブ関数 L1: を保存する．スタブ関

よりもオーバヘッドが小さくなると考えられるが，現

数 g: には関数 g の実行コード へジャンプする命令が

時点では実装が容易であることからスタブ関数で表す

書かれているので，関数 g の実行コード g code: を

方法を採用した．

呼び出すことができる．関数 g から呼び出した関数

4.4 メモリレ イアウト

に戻る場合は，まず，リターンアドレスとして保存し

共通のメモリレ イアウトは図 5 のようになってい

た L1: へジャンプする．L1: には実際のリターンア

る．静的に確保されるデータを 0x60000000 から，動

ドレスである g ret1: にジャンプする命令が書かれ

的に確保されるヒープは 0x80000000 から確保してい

ている．したがって，関数 f の中の正しい位置に戻る

る．また，間接コールと間接リターンで使われるスタ

ことができる．

ブ関数のテーブルは 0x50000000 に配置した．スタブ

スタブ関数を用意する方法以外に，関数の実行コー

関数の大きさは 12 バイトとし，余った部分は nop 命

ドをテーブルにしておく方法もある．関数テーブルの

令で埋めてある．スレッド のスタックは 0xa0000000

インデックスを関数ポインタとしてプログラマに見せ，

から下位のアドレスの方向に確保していく．各スレッ

関数呼び 出し の際にこのテーブルを引いて，実際の

ド のスタックは，同一計算機内はもちろん，異なる計

コード のアドレスを得る方法である．どちらの方法が

算機のスレッド のスタックとも重ならないように配置

良いかは一概にはいえないが，我々は MIC 変換器の

する．こうすることで，スタック上のデータさえもソ

改造を少なくおさえられるスタブ関数による間接コー

フトウェア DSM で共有することができる．

ルの方式を採用した．
また，リターンアドレスに関しては，間接リターン
を用いずに実際の実行コード 中のリターンアドレスを

関数のスタブ関数や静的な変数を指定のアドレスに
配置するのは，リンクエディタ（ ld ）の機能を用いて
実現した．

する方法も考えられる．つまり，関数を呼び出してい

4.5 スタックフレームレ イアウト
異機種間のスレッド の移動を可能にする共通のス

る命令のアドレスをハッシュテーブルなどに登録して

タックフレームのレ イアウトは図 6 のようになって

おき，仮想的なリターンアドレスを得られるようにし

いる．退避領域というのは，MIC コードが使用する

スタック上に保存しておき，スレッド の移動時に変換
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表 3 仮想レジスタのオフセット
Table 3 Oﬀsets of pseudo registers.

MIC コード
sp + x
fp − x
ap + x

→
→
→

機械語コード
sp + x
fp − x − (n + 24)
fp + x

SPARC の計算機では，機種本来のスタックのスタッ
クポインタとして使わている o6 レジスタが指すスタッ
ク上の領域にコンテキストスイッチ時のレジスタの退
避を行う．このような機種依存なデータをスタック上
に置かないようにするため，我々の実装では，o6 レ
ジスタではない別のレジスタを単一メモリイメージの
スタックポインタとして使い，本来のスタックとは別
の位置に新たにスタックを確保するようにした．した
がって，o6 レジスタが指し 示す領域はプログラムの
実行中，つねに同じ場所を指すようになり，コンテキ
ストスイッチ時のレジスタの退避も単一メモリイメー
ジのスタック上には行われなくなる．

MIC 抽象機械の スタックフレ ームのレ イアウト
（ 図 2 ）と単一メモリイメージではスタックフレーム
図 6 共通のスタックフレームのレ イアウト
Fig. 6 Common layout of stack frame.

のレ イアウトは異なるため，MIC コード から機械語
への変換時にスタックへのアクセスを正しく補正する
必要がある．これは，コード 変換時に MIC でスタッ

MIC レジスタの数が実際のプロセッサのレジスタ数

クにアクセスする際に用いられる sp，fp，ap レジス

を超えた場合に，使用しない MIC レジスタの値をス

タに対して適切なオフセットを加えることで実現でき

タックに退避するための領域である．

る．コード 変換時に sp，fp，ap レジスタに加えるべ

レジスタの退避領域はすべてのアーキテクチャで同
一の大きさで確保される．この領域には機種依存の
データが書き込まれることになる．しかし，単一メモ
リイメージでは関数呼び出し時の MIC レジスタの退

きオフセットの値は表 3 のとおりである（ n は MIC
レジスタの退避領域の大きさ）
．

5. 実

験

避は呼び出し側で行うことを仮定しているため，使用

我々は，単一メモリイメージのオーバヘッドを単一

中の MIC レジスタの値がたとえスタック上に退避さ

プロセッサ上で測定した．そして，異機種の計算機間

れていたとしても，関数呼び出しの際に適切な型のス

でソフトウェア DSM を用いて単一メモリイメージが

トア命令で局所変数領域に保存される．したがって，

正しく動くことを確認した．

関数呼び出しが行われている時点ではスタック上に退

5.1 単一プロセッサでのオーバヘッド の測定
単一メモリイメージを実現するために生じ るオー
バヘッド を測定するために，単一プ ロセッサ上で単

避されている MIC レジスタがなくなるので，スレッ
ド の移動が可能となる．
テンポラリ領域は，浮動小数点数と整数の変換など

一 メモ リイメージを 用いて 動作する逐次プ ログ ラ

に用いるもので，24 バイトを確保してある．この領

ムの実行時間の増加を測定し た．実験環境には Ul-

域は機種依存なデータが書き込まれている可能性があ
が可能な関数の先頭で使用されることはない．スタッ

traSPARC 168 MHz（ Solaris 2.6 ）と Pentium II
333 MHz（ Linux 2.2 ）の計算機を用いた．実行時間
は 10 回計測した平均値を採用した．

クフレームの値は共通のデータ表現形式で書き込まれ

使用したプ ログラムは LU，RAYTRACE，N-

るが，一時的に用いられるだけあり，スレッド の移動

ている．リターンアドレスの値も間接リターンに使わ

QUEEN，N-BODY，QSORT の 5 つである．LU

れるスタブ関数のアドレスが共通のデータ表現形式で

は double 型の 256×256 正方行列をピボット部分選択

書き込まれている．

を行うアルゴリズムで LU 分解するものである．RAY-
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表 4 SPARC での実行時間（ ミリ秒）
Table 4 Elapsed time on SPARC (millisecond).

GCC
GCC (-mflat)
無改造 MIC
SMI
直接コール&直接リターン
間接コール
間接リターン

LU
2702.6
2710.8
2669.5
2708.4
2677.7
2695.6
2676.7

RAYTRACE
5379.4
5400.1
5394.9
5699.9
5366.7
5489.5
5578.8

N-QUEEN
5208.4
5560.3
6080.9
6587.8
5996.6
6235.5
6343.5

N-BODY
7984.0
8612.8
8297.2
9415.4
8171.6
8962.8
8753.3

QSORT
5177.7
5578.4
5790.8
6376.6
5678.0
5929.2
6073.4

N-BODY
5693.7
8816.1
8039.6
7908.2
7997.8
7962.0

QSORT
2906.6
4670.2
4784.8
4693.7
4730.0
4743.2

表 5 x86 での実行時間（ ミリ秒）
Table 5 Elapsed time on x86 (millisecond).

GCC
無改造 MIC
SMI
直接コール&直接リターン
間接コール
間接リターン

LU
2502.2
3073.4
3155.9
3170.2
3156.5
3106.5

RAYTRACE
4026.6
5838.4
5180.8
5159.8
5162.7
5166.7

N-QUEEN
2732.8
5037.7
5048.5
5070.9
5098.3
5134.5

TRACE は 5 つの壁に囲まれた透明な球をレイトレー
シング法を用いて描くものである．N-QUEEN は縦
横 13 個の盤面で n クイーン問題を解くものである．NBODY は重力ポテンシャルのもとで 100 個の質点の動
きをシミュレートするものである．QSORT は 262144
個のランダムな整数をクイックソートのアルゴ リズム
を用いて並べ替えるものである．これらのプログラムは

C で書かかれている．LU と RAYTRACE はループ
が主体のプログラムであり，一方，N-QUEEN，N-

BODY，QSORT は再起呼び出しを多用するプログ

図 7 SPARC での実行時間（ GCC の場合を 100%とする）
Fig. 7 Elapsed time on SPARC (relative to code by
GCC).

ラムである．コンパイラの最適化オプションは -O2 で
あり，x86 の GCC では -malign-double も指定して
いる．表 4 と表 5 が実行時間の計測結果である．
図 7 と図 8 は GCC でコンパイルしたコードの実行
時間を 100%としたときの，無改造の MIC の変換器
を用いて変換したコードと我々が改造した変換器を用
いて変換したコードの実行時間を表している．さらに，
図 7 には SPARC のレジスタウィンド ウを用いずに

GCC でコンパイルした場合の実行時間（ gcc-mflat ）
も載せてある．

図 8 x86 での実行時間（ GCC の場合を 100%とする）
Fig. 8 Elapsed time on x86 (relative to code by GCC).

SPARC においては，無改造の MIC の実行時間の
増加は最大で 16.7%であり，平均で 6.3%である．特

ている．

に LU，RAYTRACE では GCC と比べて遜色がな
ウを用いていないため，レジスタウィンド ウが効果を

x86 においては無改造の MIC の実行時間の増加は
22.8%から 84.3%，平均で 53.5%と大きなオーバヘッ
ドになっている．これは，我々が利用した MIC1 の x86

出している N-QUEEN，N-BODY，QSORT で

コードを生成する変換器にはやや問題があり，多くの

い性能が出ている．しかし，MIC はレジスタウィンド

は実行時間が 3.9%から 16.7%増加している．単一メ

場合，8 個の一般レジスタのうち 6 個しか使わないた

モリイメージでの実行時間の増加は最大 26.4%，平均

めだと考えられる．最新のバージョンである MIC2 で

14.7%であり，LU 以外は有意なオーバヘッドが生じ

はこの問題が解決されており，GCC と同程度の性能
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ている場合もある．これは，バイトオーダーを逆転し
てメモリアクセスする lda/sta などにかかる時間と普
通のメモリアクセス命令にかかる時間にほとんど差が
ないためだと考えられる．一方，間接コールと間接リ
ターンは，関数呼び出しが少ない LU 以外では，有意
なオーバヘッドが出ている．間接コールは最大 8.0%，
平均 3.1%のオーバヘッド になっている．間接リター
ンは最大 5.4%，平均 3.6%のオーバヘッドになってお
図 9 SPARC での実行時間（無改造 MIC の場合を 100%とする）
Fig. 9 Elapsed time on SPARC (relative to unmodiﬁed
MIC).

り，3 種類のオーバヘッド の内訳の中では最大になっ
ている．

x86 の場合では，単一メモリイメージを実現すること
によるオーバヘッドは最大 2.4%であり，逆に 11.3%ほ
と速くなっているものもある．高速化の主な原因は，
共通のスタックフレームを採用したことによって，よ
り効率の良い関数呼び出し規約に変わったためである
と考えられる．間接コールと間接リターンのオーバ
ヘッド もそれぞれ 1%程度あるが，SPARC と比べる
と小さな値におさえられている．

SPARC と x86 のど ちらの場合も，共通のデータ
図 10 x86 での実行時間（無改造 MIC の場合を 100%とする）
Fig. 10 Elapsed time on x86 (relative to unmodiﬁed
MIC).

表現形式と共通のスタックフレームのレイアウトを採
用することによるオーバヘッドはほとんどない．オー
バヘッド の大半は間接コールと間接リターンにあり，

が得られている．一方，x86 での単一メモリイメージ

間接リターンの方がより大きな値になっている．した

のオーバヘッドも 26.1%から 84.7%，平均で 49.0%と

がって，これらのオーバヘッドを削減できれば，単一

大きなものとなっているが，無改造の MIC の場合と

メモリイメージのオーバヘッドをさらに減らすことが

比べて速くなっているものもある．

可能である．現在の実装では間接リターンを採用して

次に，単一メモリイメージのオーバヘッド の内訳を

いるが，スレッド の移動時にスタック上のリターンア

調べるために単一メモリイメージの機能を部分的に有

ドレスの値を正しく変換する方法もある．この方法で

効にしたコードを用いて実行時間を測定した．図 9 と

はスレッド 移動時以外にはオーバヘッドはない．間接

図 10 がそれぞれのプログラムの実行時間の結果であ

コールに関しては，関数のポインタはプログラマに見

る．数値は無改造の MIC の変換器を用いて変換した

せている値であるので，間接コールに類する抽象化が

コード の実行時間を 100%としたときのそれぞれの実

ど うしても必要であり，その分のオーバヘッドは避け

行時間の増減の割合である．4 種類の値のうちで最も

られないと考えられる．ただし，静的に関数のアドレ

左の（ 1 ）は共通のデータ表現形式，共通のスタックフ

スが分かっている場合にはスタブ関数を介さずに関数

レームのレ イアウト，間接コールおよび間接リターン

のコードに直接ジャンプする最適化も考えられる．し

をすべて用いた場合の実行時間である．
（ 2 ）は共通の

かし，この方法は動的に関数がバイトコードから実行

データ表現形式，共通のスタックフレームのみを用い

コードに変換されるような環境では，あらかじめ関数

た場合，
（ 3 ）は共通のデータ表現形式，共通のスタッ

コード のアドレスを知ることが不可能であるため，た

クフレームのレイアウトのほかに間接コールのみを用

とえ，プログラム上では静的なコールが行われていた

いた場合，
（ 4 ）は共通のデータ表現形式，共通のスタッ

としても，スタブ関数を返す必要がでてくる．スタブ

クフレームのレイアウトのほかに間接リターンのみを

関数以外の関数ポインタの抽象化の方法としては，関

用いた場合である．

数実行コード のアドレ スをテーブルにしておき，関

SPARC では単一メモリイメージを実現することに
よるオーバヘッドは最大 13.4%，平均 7.8%となって

数テーブルのインデックスを関数ポインタとしてプロ
グラマに見せる方法がある．関数呼び出しの際には，

いる．間接コールと間接リターンを行わない場合には

テーブルを引いて，実際のコード のアドレスを得るの

ほとんどオーバヘッドが存在せず，逆に若干速くなっ

である．我々はまだこの方法のオーバヘッドを測定し
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表 6 RAYTRACE の実行時間（秒）
Table 6 Elapsed time of RAYTRACE (second).

DSM
0.894

SPARC
1.268

x86
1.142

Mar. 2001

いる．その方法は，共有メモリにのせるデータを int，

float，double の型のデータに制限し ，データ通信
時にネットワークバイトオーダーに変換してから通信
を行うというものである．型はプログラマがヒープに
データを割り当てるときに明示的に指定する．CVM

ていないので，どちらの方法が良いかは現時点では分

は異機種間のスレッドの移動も実現している．これは

からない．

スレッドを移動できる場所をプログラムの中で 1 カ所

5.2 異機種間のソフトウェア DSM での実行結果
我々は予備的な実験として，単一メモリイメージが

に制限し，移動するときにスタック上にある変数はす
べてプログラマが明示的に型を指定することで実現し

ソフトウェア DSM 上で正し く動くことを確認する

ている．

3)
ために，Eager Release Consistency（ ERC ）
に基

Java/DSM 8) はソフトウェア DSM を使って分散し
た Java VM に共有メモリを提供するシステムである．

づくソフトウェア DSM を UDP を用いて実装した．

ERC ではスレッド 間の同期命令を実行したときに共
有メモリの一貫性の維持のための計算機間の通信が行
われ，同期命令を実行した後では，共有メモリが正し

る．このシステムでは Java を使うことによって，異

く更新されていることが保証される．したがって，メ

機種性をプログラマから隠している．しかし，他の言

モリアクセス時に一貫性の維持のための通信が行われ

語処理系と協調動作させるのは困難である．

る Sequential Consistency よりも性能が良いといわ
れている．

任意のアドレスのデータの型を判別できるように Java

VM を改造し，データの表現形式は通信時に行ってい

7. まとめと課題

そして，我々は，UltraSPARC（ 168 MHz ）と Pen-

本論文では，ソフトウェア分散共有メモリを用いて

tium II（ 333 MHz ）の 2 台の計算機を用いて RAYTRACE（ 問題サイズは 5.1 節とは異なる）を動か

異種計算機間のメモリ上のヒープとスタックの共有を

し，単一メモリイメージで正しく動作することを確認

モリイメージを提案した．単一メモリイメージは，機

した．

特定の言語に依存せずに実現する枠組みである単一メ
種ごとのデータ表現形式の違いを解決するために，メ

表 6 は RAYTRACE を SPARC と x86 の 2 台の

モリ上のデータを計算機固有のデータ表現形式では

計算機間でソフトウェア DSM を用いて実行した場合

なく，計算機間で共通のデータ表現形式を用いて表現

の実行時間（ DSM ）と，SPARC および x86 の計算

する．そして，メモリアクセスのアセンブリ命令の型

機を用いて単一プロセッサで実行した場合の実行時間

を基にデータ表現形式を変換するコードを各メモリア

（ SPARC，x86 ）である．ソフトウェア DSM を用い

クセス命令に付加する．また，共通のメモリレイアウ

た実行時間は，理論上の最適な実行時間よりも 40%程

トとスタブ関数による間接コールによって，異機種間

度大きい値となった．

でのポインタの値の違いを解決している．さらに，異

6. 関 連 研 究

機種間でのスレッド の移動を可能とする異機種間のス

Mermaid 9) は異機種間ソフトウェア DSM を初期
に実現したシステムである．このシステムでは，ヒー

タックの共有を機種非依存なスタックフレームのレイ
アウトとスタブ関数による間接リターンを用いて実現
した．

プ上にデータを確保するときにプログラマが明示的に

我々は単一メモリイメージを SPARC と x86 プロ

その型を指定する．そして，ページに 1 つの型のデー

セッサの計算機上に実装し，そのオーバヘッドを測定し

タのみ持つようにし，各ページが持つ型をテーブルで

た．GCC が生成するコードと比較した場合，SPARC

管理しておく．そして，そのテーブルをもとにデータ

でのオーバヘッド は平均 14.7%程度，x86 では平均

通信時にページ上のデータの表現形式を変換してい
とができない．また，この枠組みでは様々な型のデー

49.0%程度であった．
今後は，単一メモリイメージによる異機種間でのス
タック共有を利用して，異機種間のスレッドの移動を

タが存在するスタックを共有することができない．実

実現する予定である．計算機間のスレッド 移動の利用

る．しかし，この方法では型キャストを正しく扱うこ

際 Mermaid ではスレッドを実行の途中で移動させる

例には，動的に計算機やネットワークの負荷を測定し

ことはできない．

てスレッドを適切に移動させることで全体の性能を向

CVM 7) でも異機種間ソフトウェア DSM を実現して

上させることなどがある．また，MIC のコード もメ
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モリ上に置いて計算機間で共有し，動的に機械語を生
成する枠組みも提供する予定である．これらを実現す
ることによって，より透過的な異機種間の分散計算環
境を実現できる．
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