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はじめに

3

我々はシングルスレッドコードのマルチスレッド化
および最適化をバイナリレベルで行なうシステム [1] の
構築を進めている。
このシステムにおいてより高い実行性能を持つコー
ドを生成するためには、効果的なスレッドコード最適
化技術が必要となる。そこで、本研究ではマルチスレッ
ド化の対象とするシングルスレッドコードにマルチス
レッド実行の際に有効な最適化を行うツールを開発し、
本ツールによって最適化されたコードをマルチスレッ
ド化した場合と、ツールを適用していないコードをマ
ルチスレッド化した場合の実行時間を比較することで、
本最適化ツールの有効性について評価を行う。
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マルチスレッド実行モデル

本研究でのマルチスレッド実行モデルは、図 1 に示
すスレッドパイプライニングモデルをベースとしてい
る。スレッドパイプライニングモデルでは、1 スレッ
ドを次のスレッドを起動するために必要なループ変数
を計算する Continuation Stage、スレッド間依存デー
タのアドレスを通知する TSAG(Target Store Address
Generation) Stage、スレッドに割り当てられた処理を
実行する Computation Stage、計算結果をメモリへ書
き戻す Write-Back Stage の 4 つのステージに分けて実
行される。
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図 1. スレッドパイプライニングモデル
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命令レベル最適化ツール

本最適化ツールは、前述のスレッドパイプライニン
グモデルに基づきマルチスレッド化可能なコードのう
ち、ループを処理の単位としてマルチスレッド化され
るコードを最適化の対象としている。シングルスレッ
ドコードのマルチスレッド化を行う前に、マルチスレッ
ド化の対象とするループに本最適化ツール適用し、本
ツールによって最適化されたコードをマルチスレッド化
することで、より実行性能の高いマルチスレッドコード
を得ることが出来る。最適化に必要なループイテレー
ション間依存レジスタなどの情報は、あらかじめバイ
ナリレベル変数解析 [2] によって取得し、この情報をも
とに最適化を行う。
本ツールは５つの最適化手法を以下に示す手順で適
用することにより最適化を行う。

(1) ループアンローリング
マルチスレッド化の対象となるループにループアン
ローリングを適用する。1 スレッドに割り当てる処理
量を増やすことによってスレッド制御のオーバーヘッ
ドを削減し、後述する共通部分式の削除と無用命令の
削除を適用する機会を増やす。
(2) 共通部分式の削除
ループアンローリングによってスレッドコード内に生
じた共通部分式の削除を行う。
(3) 演算の置き換え
いくつかの定数とループ変数に対して演算を行い得ら
れる結果は、イテレーションごとに定数変化する。こ
れを利用して、初回の演算結果をレジスタへ保存し、
以降この値に対して定数を加算する演算へと処理を置
き換えることによって、実行される命令数を削減する。
(4) 命令のループ外への移動
ループ外で計算可能な処理をループ外へ移動し、命令
の実行頻度を下げる。
(5) 無用命令の削除
最適化によってスレッドコード内で参照されなくなっ
たループ変数の加算や、マルチスレッド化の際に冗長
となるループ終了判定などの命令を削除する。
本最適化ツールの適用例を図 2 に示す。図 2(a) は
最適化される前のループ 1 イテレーション分のコード、
図 2 (b) はアンローリング回数を 2 回とした最適化後
のコードである。
図 2(a) に示す (*) 部分のコードは、メモリからロー
ドした値とレジスタに格納されている値に対して演算
を行い、最終的に$3 へ結果を保存する処理を行ってい
る。この処理過程で使われる値のうち、ループイテレー
ションごとに変化するのは$9 に格納されている値のみ
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図 2. 最適化ツール適用例
であることがバイナリレベル変数解析 [2] によってわか
るので、これらのコードは演算の置き換えにより、図 2
(b) の (4) に示すコードへと置換できる。同様に図 2(a)
の (#) 部分のコードも図 2(b) の (5) へと置き換えら
れる。
図 2(a) の (1)、(2) はループ変数の加算であるが、前
述した演算の置き換えによって、以後スレッドコード内
でループ変数は参照されなくなるため、無用命令となり
削除される。(3) はループ変数をもとにループの終了判
定を行うコードであるが、ループ変数は Continuation
Stage で計算されるため、Computation Stage のルー
プ終了判定は削除される。
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評価

本最適化ツールの有効性を検証するため、本ツール
によって最適化されたコードをマルチスレッド化した
場合と、最適化されていないコードをマルチスレッド
化した場合の性能向上を比較した。
評価にはスレッドパイプライニングモデルシミュレー
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おわりに

本稿では、マルチスレッドコード向け命令レベル最
適化ツールを開発し、その評価を行った。
今後の課題としては、本稿で示した最適化ツールの
有効性を検証するため、評価対象のアプリケーション
を増やすことが挙げられる。
謝辞 本研究は、一部日本学術振興会科学研究費補助
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タ SIMCA[3] を用いた。対象アプリケーションとして、
SPECfp95 の 107.mgrid を用い、入力データセットは
train を使用した。SPECfp95 は FORTRAN で記述さ
れているため、f2c を用いて一度 FORTRAN コードか
ら C コードへ変換した後、SIMCA 用 gcc クロスコンパ
イラに最適化オプション-O2 を適用し、対象コードを生
成した。マルチスレッド化の対象としたのは 107.mgrid
の中で実行頻度の高い上位 4 つのサブルーチン resid ()、
psinv ()、interp ()、rprj3 () である。これらのサブルー
チンのプログラム全実行に占める実行頻度は 96.27%で
ある。サブルーチンに含まれるループのうち、マルチ
スレッド化しにくい入出力を含むループを除き、全て
のループをマルチスレッド化した。
スレッドユニット台数を 4 台、8 台、16 台とし、各
台数に対してマルチスレッド化したループ部分の速度
向上率＝ (シングルスレッド実行サイクル数)/(マルチ
スレッド実行サイクル数) を測定した結果を図 3 に示
す。縦軸は速度向上率を、横軸はスレッドユニット台
数を表し、各スレッド台数毎に左側が最適化ツールを
適用しない場合、右側が最適化ツールを適用した場合
の速度向上率を表す。
ツール適用後の速度向上率はスレッドユニット 4 台
で 3.00 倍、8 台で 4.10 倍、16 台で 4.11 倍となり、全
ての台数において最適化前のコードと比較し 1.4 倍以
上の速度向上を得た。
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図 3. 107.mgrid における速度向上率
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