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SMT プロセッサ向けの軽量な同期機構
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Simultaneous MultiThreading（SMT）プロセッサは，複数の命令流が計算資源（各種演算器や
キャッシュメモリ）を共有して並列実行することでプロセッサの利用率を向上させる．並列計算では
同期オーバヘッド削減が重要であるが，SMT プロセッサでは並列実行する命令流が 1 チップ内にあ
るため同期の最適化が可能であり，すでに SMT-block という軽量な同期手法が提案されている．し
かしこれを実現するための命令が複雑である点などから，提案されている手法をこのまま実装するの
は困難である．そこで，本稿では SMT-block を実現する命令セットについて再検討し，より単純な
機構を提案する．さらに，この機構を利用して同期オーバヘッドを削減する手法であるロック獲得予
約を提案する．また，この軽量な同期機構を活用する手法についても考察し，とくにタイミング制
御によるメモリアクセスの時間的局所性向上について述べる．評価の結果，改良した命令セットでも
SMT-block と同様の性能改善が見られた．ロック獲得予約を利用した場合，通常の SMT-block を
利用したプログラムと比較して最大 2.8%の性能向上を実現することができた．また，軽量な同期を
利用した実行タイミング制御により，行列乗算プログラムをブロック分割して並列実行した場合にく
らべ，最大 2.34 倍の高速化が可能なことが分かった．

A Lightweight Synchronization Mechanism
for an SMT Processor Architecture
Koichi Sasada,† Mikiko Sato,† Kaname Uchikura,†
Yoshiyasu Ogasawara,† Hironori Nakajo† and Mitaro Namiki†
A Simultaneous MultiThreading (SMT) Processor increases its utility rate when the instruction ﬂows share the computing resources such as an execution unit and cache memory
and execute them in parallel. While it is important to reduce synchronization overhead in
parallel computation, STM processor is able to synchronize since the instruction ﬂows exist in one tip. In fact, SMT-block technique which realized lightweight synchronization has
already been proposed in an SMT processor. Nevertheless their complex instruction of the
SMT-Block makes it diﬃcult to implement a processor with an SMT-block scheme as it is. In
this paper, we discuss the instructions and propose simpler instructions for synchronization
to realize SMT-block. We also propose Lock Acquire Reservation to optimize synchronization
overhead in an SMT processor. Furthermore, we discuss methods to leverage lightweight synchronization on an SMT processor, mainly mentioning the execution timing control technique
to get more temporal memory access locality. As a result of simulations, we achieve equivalent
performance improvement as an SMT-block technique’s using our instructions. With Lock
Acquire Reservation, we can gain performance improvement by 2.8% than a program using
a normal SMT-block. We also found out the data that our matrix multiply program using
execution timing control technique to improve memory access locality is 2.34 times faster than
the ordinary block one in parallel.

cessor）や，Simultaneous MultiThreading（SMT）

1. は じ め に

プロセッサなど，1 プロセッサ上で複数の命令流を並

近年，プロセッサアーキテクチャとしてスレッドレベ

列実行し性能向上を目指すマルチスレッドアーキテク

ル並列性（TLP: Thread Level Parallelism）に着目

チャが研究されている．
とくに，SMT プロセッサ11) は 1 プロセッサ中に

したチップマルチプロセッサ（CMP: Chip Multi Pro-

複数の実行コンテキスト，すなわちプログラムカウン
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タ（PC）や汎用レジスタを持ち，複数の命令流（実
スレッド，AT: Architecture Thread）を並列に実行
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; acquire lock (addr: lock variable)
retry:
ll
$r, (addr)
bnez $r, retry
li
$r, 1
sc
$r, (addr)
beqz $r, retry
;; <critical section>
; release lock
sw $0, (addr)

することが可能なアーキテクチャである．複数の命令
流はプロセッサのその他の資源，たとえば演算器やパ
イプライン，キャッシュメモリなどを共有し並列実行
する．複数の命令流がプロセッサ資源を共有して実行
することで，プロセッサの利用率が向上し，資源の有
効利用が可能である．
ところで，並列計算では多くの場合，各並列実行単
位どうしが同期をとる必要がある．細粒度並列処理で

図 1 LL/SC 命令を用いたプログラム
Fig. 1 A program using LL/SC instructions.

は同期回数が増えるため，同期オーバヘッドが全体の
計算時間と比較して相対的に大きくなり，同期コスト
削減は並列計算，とくに細粒度並列計算において重要

理する方式である．
従来の多くのプロセッサでは，ロック獲得を確実に 1

である．

Tullsen らによる SMT-block13) は，演算器を各実
スレッドが共有することを利用した SMT プロセッサ
における軽量な同期手法である．しかし，提案されて

つの並列実行単位のみが取得するために，共有メモリ

いる命令は 1 命令でメモリの読み書きを，原子性を保

作命令が用意されている．これを利用して，ロック獲

障して行わなければならない，例外発生時の特殊な対

得が成功するまで繰り返すスピンロック（ビジーウェ

処が必要であるなど複雑である．

イト）を行うのが一般的である．

そこで，本稿では SMT-block を改良し，同様に軽
量な同期を実現するより単純な機構による命令セット
を提案する．さらに，この命令を利用した同期コスト
削減手法であるロック獲得予約を新たに考案する．
このような軽量な同期手法を活用する手法について
も考察し，とくに，各繰返しに依存があるようなルー
プの並列化と，タイミング制御を行いワーキングセッ
トを縮小させる例を示す．
以下，本稿では 2 章で既存の同期方法と SMT プロ

をロックとして用い，ロック獲得の厳密性を保証する
ための test-and-set や fetch-and-phi などの不可分操

今日の多くのプロセッサでは動作をブロックさせ
ずに同期を実現するための命令を備える．たとえば，

MIPS プロセッサでは ll（Load-Linked）命令と sc
（Store-Conditional）命令が用意されている4) ．ll/sc
命令は 2 つ組で使い，メモリへの読み込み・書き込み
操作における原子性を保証する．
具体的には，ある並列実行単位が ll 命令を発行し
ロック変数のメモリを読み込み，sc 命令での書き込み
までの間に，対象とするメモリアドレスへ他の並列実

セッサでの同期の問題点を述べ，本稿で改良の対象と

行単位が書き込みを行ったとき，sc 命令を失敗させ

する SMT-block と，その利点と問題点について述べ

る☆ ．ロック獲得処理は，ロック変数から読み出した

る．3 章でその改善とこれを利用したロック獲得予約

値がすでにロックされている状態であるか，sc 命令

について述べる．4 章で軽量な同期を利用する手法に

が失敗した場合，ロック獲得処理を再実行する（スピ

ついて述べ，5 章で評価を行う．6 章で関連研究につ

ンロック）．この機構により，ただ 1 つの並列実行単

いて議論し，7 章でまとめ，今後の課題を述べる．

位のみがロックを獲得することを保証する．この一連

2. 背

景

の処理を MIPS アセンブリ言語で記述したのが 図 1
である．

本章では従来の同期手法について概観し，SMT プロ

しかし，SMT プロセッサは各実スレッドが計算機

セッサにおける問題点を述べる．そして，それらの問題

内資源を共有するため，スピンロックを行うと本来無

点を解決するためにすでに提案されている SMT-block

駄な処理であるロック獲得処理を繰返し行うことにな

方式を説明し，その課題を述べる．

り，他の実スレッドが計算を行うために必要な計算資

2.1 既存の同期機構と SMT プロセッサにおける
問題点
過去，並列計算において多くの同期機構が検討され

源を消費してしまう．その結果，他の実スレッドの実

てきた7),16) ．その中で最も単純な同期の実現手法とし

これを防ぐため，Intel のプロセッサでは一定期間

ては，ある共有資源をロックとして扱い，そのロック
を獲得しているただ 1 つの並列実行単位のみがある部
分（クリティカルセクション）の実行権を持つよう管

行を阻害し，プログラム全体のスループットを低下さ
せることになる．

☆

MIPS プロセッサでは，そのメモリアドレスに書き込みがあっ
た場合や，プロセッサの状態が変わった場合など，ll 命令によっ
てたてられた ll bit を無効にすることで実現する．
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; acquire lock
acquire addr
;; <critical section>

了する．ロック変数がすでに他の並列実行単位により

; release lock
release addr

解放する．このとき，lock box に自実スレッドが停止

図 2 SMT-block を利用したプログラム
Fig. 2 A program using SMT-block.

ロックされていた場合，その実スレッドの実行を一時停
止し，それにともないパイプラインなどの計算資源を
していること，そのロック変数のアドレスと Acquire
の命令アドレスを格納する．

Release 命令では，そのロック変数を待っている実
実スレッドを停止する pause という命令を用意して

スレッドがあるかどうか lock box の全エントリを見る

いる3) ．ロック獲得のための繰返しごとにこの命令を

ことで確認し，もしあればその実スレッドの実行を再

挿入することで，無駄な獲得処理をある程度回避でき

開する．もし同じロック変数で待っている実スレッド

るが，一時停止の時間はどれくらいにすればよいのか

が複数あっても，その中の 1 つのみを再開する．待っ

という問題がある．とくに，並列実行単位が多い場合，

ているスレッドがなければ，ロック変数のアドレスに

適当な停止時間の予測は困難である．

解放されたことを示す値を書き込む．

いくつかの並列計算機，マルチスレッドプロセッサ

本方式は最終的にメモリにロック開放情報を書き込

ではメモリ1) や共有レジスタ5),14) に full/empty bit

むため，キャッシュの一貫性制御機構と連携すること

を設けて同期を行う．しかし，メモリを介する方式で

で他のプロセッサエレメントへロック開放情報を伝播

はメモリへのアクセス遅延が問題になる．また，共有

することが可能になり共有メモリ型の並列計算機にお

レジスタを用いる方式ではプロセッサエレメント単体

いてスケーラブルである☆ ．

でのみ考えた場合での効率は良いが，他のプロセッサ

しかし，Acquire 命令はメモリから読み込み，書き

エレメントとは同期をとることができないため，ス

込みをアトミックに 1 命令で行う必要があることや，

ケーラビリティに問題がある．

実行中に例外が発生した場合などに実行再開アドレス

2.2 SMT-block とその問題点

を Acquire 命令の直前に戻す必要があるなど，複雑

このような背景のもと，Tullsen らが提案した SMT-

な命令になっているのは問題である．

block 方式13) は，プロセッサハードウェアを変更する
ことで軽量なロック獲得と解放を実現している．これ

レッドがロック獲得のために待ち状態になっていなけ

は，Acquire，Release という命令を新たに用意し，

ればならず，実スレッド再開のオーバヘッドが問題に

共有メモリをロック変数として利用する同期を実現す

なる．

る．これを利用したロック獲得と開放を行うプログラ
ムを図 2 に示す．
まず，lock box というハードウェアをプロセッサの

また，lock box によるロック受け渡しは，ある実ス

3. SMT プロセッサ向けの軽量な同期機構
前章で述べた Tullsen らの提案する SMT-block の

ロードストアユニットに用意する．lock box は実ス

利点（○）と欠点（×）をまとめると以下のようになる．

レッド数分のエントリを持ち，それぞれ，
（1）エント

○ ロックの競合によるビジーウェイトを完全に回避

（2）どのロック変数に
リが有効であるか（valid bit），

するため，計算資源の効率的な利用が可能．

（3）どの命令で待ち
より待っているか（lock addr），

○ 共有メモリを利用するため他の並列実行単位との

状態になったか（insn addr）という情報を格納する．

lock box はメモリアクセス演算器に実装され，プロ
セッサエレメント内のすべての実スレッドで共有する．
Acquire 命令は図 1 で示した ll/sc 命令を利用し
たソフトウェアによるロック獲得処理をすべてハード

同期も可能でありスケーラブル．
○ lock box 経由でのロックの受け渡しはメモリアク
セスが不要であるため軽量．
× 命令が複雑で実装が困難．
× メモリアクセスなしのロックの受け渡しには実ス

ウェアにより 1 命令で行うような命令である．もし
ロック獲得に失敗したときにはその実スレッドを休止

レッドの一時停止が必要．
本研究の目的は，SMT-block の利点をそのままに，

状態にするため，スピンロックによる資源競合を防ぐ

欠点を解決し，さらに軽量な同期機構を提案すること

ことができる．

である．そこで，本章では SMT-block を実現する単

具体的な処理手順を示す．まず指定されたロック変
数をロードし，その値が解放されていることを示す値
であれば，そのロック変数に獲得情報を書き込み，終

☆

公平性の観点からは，同じ PE 内の一時停止実スレッドを優先
的に再開するため問題があるが，性能上の観点からは本機構に
よるオーバヘッド削減により有利である．
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表 1 提案する同期用命令
Table 1 New instructions for synchronization.
命令

説明

ltest dr, offset(base)

ロック獲得確認 + 従来の ll +
競合時，ロック獲得まで休止
ロック獲得確認 + 従来の sc
ロックの開放
ロック獲得予約

lset sr, offset(base)
lrls sr, offset(base)
lrsrv sr, offset(base)

17

; acquire lock
retry:
ltest $r, (addr)
bnez
$r, retry
li
$r, 1
lset
$r, (addr)
beqz
$r, retry
;; <critical section>
; release lock
lrls
$0, (addr)
図 4 新命令を用いたロック獲得と解放
Fig. 4 Lock acquiring and releasing using new
instructions.

たが，すでに獲得されていたため，そのロックの開放
を待つために一時停止している状態，実スレッド 2，3
はアドレス 0x1000230 のロック変数においてロック
図 3 改良した lock box
Fig. 3 Renewal the lock box.

純な命令を明確な意味とともに定義し，さらなる高速
化のための手法であるロック獲得予約について述べる．

の開放を待っている状態だが，すでに実スレッド 3 の

passed bit の値が 1 であるため，すでに実スレッド
3 に対しロック受け渡しが行われている状態を示して
いる．

ltest/lset，lrls 命令を利用したロック獲得・解放

また，提案する命令セットは例外発生時に特別な処理

処理を図 4 に示す．図 1 の ll/sc 命令を ltest/lset

を必要とするため，この対処方法を明記する．

命令に置き換えたのみである．

3.1 ll/sc 命令をベースにした SMT-block を行
う命令

Acquire 命令の複雑性は，ロードとストアを 1 命

以下，新命令を利用したロック獲得について，ロッ
クを実現する共有変数のアドレスを addr として説明
する．

令で同時に行っていることと，例外などによる失敗を

ltest/lset 命令と lrls 命令の挙動を C 言語風の

許さない仕様であることに起因する．そのため，より

文法で記述したのが 図 5 である．引数にあたるものが

単純な命令に分割するため ltest と lset を設けた．

ソースレジスタ，返値として示した値がデスティネー

新しく追加する命令一覧を表 1 に示す．

ションレジスタに格納されるものとする．基本的には

ltest/lset 命令はもともと単純な ll/sc 命令の機
4)

構

にいくつかの機構を加えただけの簡単なもので，

ll/sc 命令の挙動に lock box の参照と操作を追加す
るだけなので実装は容易である．

すでに ll/sc 命令を実現しているプロセッサへの追加

ltest 命令は，まず lock box の自実スレッドのた

が容易である．ltest/lset 命令の組は Acquire 命

めのエントリ（以下，LBE: Lock Box Entry）を有効

令を分割し，同等の機能を提供するものである．追加

にして addr を登録する．その後，ll 命令と同様に

する機構はすべてロードストアユニットに実装する．

addr の値をロードする．もしその値が解放状態であ

Release 命令は lrls 命令と改名した．
また，lock box も拡張した（図 3）．まず，lock box
に passed bit を設ける．これは，lrls，lrsrv 命令

命令は ll bit が立っていることを確認し，addr へ自
実スレッドがロックを獲得したことを示す値を格納す

によって有効にされるフラグであり，その実スレッド

る．つまり，ltest/lset 命令は，もし他の並列実行

れば，ll bit を有効にして成功を返す．後続の lset

に他の実スレッドからロックが受け渡されたことを示

単位とのロック獲得競合が起こらない場合，ll/sc 命

す．また，各命令が成功，失敗を返すようになるため，

令とまったく同様の処理を行う．

例外発生時の対処のために必要だった命令アドレスを
格納する領域は不要である．

もしすでに他の並列実行単位がロックを獲得してい
た場合，ltest 命令は自実スレッドを一時停止する

図 3 は，4 実スレッドをサポートする SMT プロセッ

（図 5 の sleep 部分）．一時停止した実スレッドは計

サにおける lock box を示している．実スレッド 0 は

算資源を開放し，タイムアウトするか，他の実スレッ

ロック獲得を行っていない状態，実スレッド 1 はロッ

ドがロックを開放するまで実行を停止する．タイムア

ク変数としてアドレス 0x2345670 を獲得しようとし

ウトまでの時間はプロセッサ依存の状態変更命令を利
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図 5 設計した命令の定義の擬似コード
Fig. 5 Pseudo-code of new instructions.

用して設定する．
他の実スレッドが addr で示されるロックを解放す

る部分がある．たとえば，実スレッド A が ltest 命
令のメモリロード中に他の実スレッド B がロックを

るために lrls 命令を実行すると，Release 命令と

開放した場合，B は A の passed bit を有効にする．

同様に lock box を検索し，addr によるロックの解除

A はロード終了後，もう一度 passed bit を確認する

待ちのために一時停止している実スレッドを探す．も

ことで，ロード中にロックが受け渡されたことを知る

しあればその実スレッドの LBE の passed bit を有

ことができる．

効にし，一時停止状態から解放する（図 5 の wakeup
部分）．
一時停止から解放された実スレッドは，lset 命令
を実行するが，LBE の passed bit が有効であるので，
ロックを獲得していることを確認し，メモリのロード
をせずに lset 命令を成功させる．
このほかにも LBE の passed bit をチェックしてい

こ の 命 令 セットに よ り，す で に 提 案 さ れ て い る

Acquire，Release 命令と同等の利点を持つ SMTblock が実現できる．
3.2 ロック獲得予約
一時停止している実スレッドは他の実スレッドがロッ
クを開放したときに lock box を介してその受け渡し
を行うため，メモリを介したロックの受け渡しと比べ
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instruction lrsrv(addr){
LBE.valid = 1;
LBE.addr = addr;
}
図 6 ロック獲得予約命令の擬似コード
Fig. 6 Pseudo-code of Lock Acquire Reservation.

; lock acquire reservation
lrsrv $0, (addr)
;; <some work>
; acquire lock (same as ltest/lset)
retry:
ltest $r, (addr)
bnez $r, retry
li
$r, 1
lset $r, (addr)
beqz $r, retry
;; <critical section>
; release lock (instead of sw)
lrls $0, (addr)
図 7 ロック獲得予約を利用したプログラム
Fig. 7 A program using Lock Acquire Reservation.

図 8 新命令によるロック獲得フロー
Fig. 8 Lock acquire ﬂow with new instructions.

て効率的である．つまり，lock box を介したロックの
受け渡しを，一時停止していないときにも行うことが
できれば性能向上につながる．

行われる機会を増加する．
本方式には複数の実スレッドによってロック獲得が

そこで，このメモリアクセス不要なロック受け渡し

競合するようなロック変数についての適用が難しいと

の機会を増やすためにロック獲得予約という方式を提

いう制限がある．たとえば，実スレッド A がすでに獲

案する．この方式は，実際にロック獲得を行う前に lock

得しているロックに対し，実スレッド B と C がロッ

box を介したロックの受け渡しを可能にすることで，

ク獲得予約した場合を考える．実スレッド A がロック

(1) ロック開放時のメモリへの書き込み，(2) ロック獲
得時のメモリの読み込みのオーバヘッドを削減する．

を開放して B にロックを受け渡したが，先に C がロッ
クを実際に必要とした場合，C は本来不必要なロック

lrsrv 命令（図 6 に擬似コードで挙動を提示）は，
LBE を有効にし，ロック変数のアドレスを格納する．

獲得待ちを行わなければならない．この制限について

すなわち，自実スレッドがあるロックを獲得すること

ク獲得を行うことが自明なプログラムにロック獲得予

を事前に予約する．これをロック獲得予約という．

約を適用するか，コンパイラによる適切なスケジュー

ある実スレッド A がロック解放のために lrls す
ると，そのロックに対しロック獲得予約をしていた実
スレッドに B にロックが受けわたる（B の LBE の

は，あるロックに対し，1 つの実スレッドのみがロッ

リングを行うことで対処できる．
図 8 に，ロック獲得までの処理をまとめた．Case
1 ではまだ他の並列実行単位にロックが獲得されてい

passed bit が立つ）．実際に B がロックを必要とした

ない場合（従来の ll/sc 命令と同様），Case 2 では

とき，ltest/lset 両命令は，B の LBE の passed

ロック獲得に失敗したために一時停止し，他の実ス

bit が立っているため，いっさいのメモリアクセス，実

レッドがロックを解放したので一時停止を解除するこ

スレッドの一時停止と解除なしにロック獲得処理を終

とでロックの受け渡しが行われた例である．この場合，

了する．

ロードは一度行われるが，ロック開放と獲得のための

ロック獲得予約を利用したプログラムを図 7 に示

ストアは必要ない（従来の SMT-block と同様）
．Case

す．ltest/lset 命令を利用したロック獲得処理の前

3 ではロック獲得予約によりメモリアクセスや一時停

に lrsrv 命令を行うようにするのみである．

止とその解除がいっさい発生せずに軽量なロック受け

ロック獲得予約をする実スレッドは，実際にロック
獲得処理に移る前になんらかの計算を行うことで，そ
の間に他の実スレッドが lrls 命令によりロックを開
放し，passed bit を介した軽量なロックの受け渡しが

渡しが行われた例である．

3.3 例外の対処
LBE が有効だったときにプロセス切替えや例外な
どが発生した場合，例外ハンドラ中にこの機構を利用
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する可能性があるため，その LBE を無効化する☆ ．も

期を多用しなければならないプログラムの並列化も現

し ltest によって実スレッドが一時停止状態だった

実的になる．

場合，これを解除する．

たとえば，各繰返しに順序依存関係があるループを

ltest 命令による一時停止状態で例外が発生した場
合は ltest 命令が失敗を返す．ソフトウェアは失敗

並列化する場合にも，繰返しごとに相応の独立した計

が返された場合，ロック獲得処理を再開すればよく，

性を保障するよう同期をとって実行することで性能向

SMT-block で必要だった命令ポインタを戻す特殊な

上を図ることができる．

処理は必要ない．同様の機構を利用すれば一時停止の
タイムアウトを自然に取り扱うことが可能であり，よ

算があるならば，その独立な部分を並列実行し，順序

また，パイプライン処理なども本質的に同期を多用
するため提案する同期による性能向上が期待できる．

り柔軟な同期が実現できる．また，プロセス切替え時

4.2 実行タイミング制御によるメモリアクセスの

には，ディスパッチされるプロセス（または論理的な

時間的局所性の向上
SMT プロセッサは計算資源を共有しているため，資

スレッド）の LBE はつねに無効になっているため，こ
れも単純に再試行するだけでよい．

源競合が発生すると性能に悪影響を与える．とくに，

しかし，ある実スレッドの LBE が有効で，かつ

プログラムのワーキングセットが大きい場合，キャッ

passed bit が 1 である状態で例外が発生したとき，

シュメモリを共有していると最悪の場合スラッシング

単純に LBE を無効化すると，ロックが受け渡された

が発生し，性能が大きく低下する19) ．

という情報が失われてしまうため問題である．つまり，

この性能低下を回避する一手法として，並列実行中

ある実スレッドの passed bit が 1 という情報は，そ

にバリア同期を適切に挿入することで各実スレッドの

の実スレッドがそのロックの所有者であることを示し

足並みをそろえ，メモリアクセスの時間的局所性を向

ているが，これを何も対処せずに無効化すると，ロッ

上させる手法が考えられる．

クの所有者に関する情報が失われ，そのロックは永遠
に開放されなくなるという問題が生じる．

たとえば，各実スレッドが s ステップ後に M (s) と
いうメモリ領域を参照するような Do-All 型の並列プ

これは，ロック獲得予約により passed bit により

ログラムであったとする．ある実スレッド a が s1 ス

ロックを受け渡された実スレッドが実際のロック獲得

テップ実行する時刻は Ta (s1 ) = ta ，他の実スレッド

処理を実行する前にその実スレッドに例外が発生した

b で s1 ステップ実行する時刻が Tb (s1 ) = tb という

場合や，ltest 命令実行中に他の実スレッドからロッ

関数 Ta (x)，Tb (x) が与えられたとすると，ta  tb

クが受け渡され，passed bit が 1 になった後，lset

の場合，メモリアクセスの時間的局所性が高いといえ

命令が実行されるまでに例外が起こった場合などに生

る．つまり，関数 Ta (x) と Tb (x) の形を近づければ

じる．

よい．これを実現するためには，処理を先行する実ス

これを解決するためには，LBE の passed bit が有

レッドが，後続の実スレッドが追いつくまで待つよう

効な状態で例外が発生した場合，例外処理を行う前に

に同期をとればよい．たとえば適切にプログラムに面

lrls 相当の処理を行う必要がある．ハードウェアで

バリアをかけることで可能になる．

これを実装することが困難な場合，オペレーティング

バリアを挿入する機会が多ければ，それだけ同期コ

システム（OS）が例外処理ルーチンの最初に lrls を

ストのオーバヘッドの影響が大きくなるため，本研究

行うようにすればよい．そのためには OS に LBE を

で提案する軽量な同期が効果的である．

確認する方法を提供するなどの方法が考えられる．

4. 軽量な同期機構の活用
本章では，前章で提案した SMT プロセッサ向けの
軽量な同期機構を活用する手法について考察する．

4.1 同期を多用する細粒度並列化
同期コストがより軽量であるのならば，本質的に同
☆

プロセスやスレッドのコンテキストとして LBE を扱い，退避
と復帰を行う方法も考えられるが，そのための命令などが別途
必要である．無効にするならば再度ロック獲得を試行すればよ
いので機構が簡単になる．

5. 評

価

本章では提案した同期機構の性能と，これを利用し
た最適化の効果について評価する．

5.1 評 価 環 境
評価は我々が開発している実行駆動型シミュレータ
MUTHASI（MUltiTHreaded Architecture SImulator）15) を用いた．MUTHASI は我々が研究開発して
いる SMT プロセッサである OChiMuS PE 15),18) を
シミュレートする．評価時のシミュレータパラメータ
を表 2 に示す．実スレッド数は 1，4，8 であり，各実
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表 2 シミュレーション環境
Table 2 An environment of simulation.

TLP (AT#)
Fetch Buﬀ.
Disp. Queue
Reorder Buﬀ.
Normal RS
LD/ST RS
Integer ALU
FPU

1
64

4
16

8
8
16

128
32
16
Simple ALU: 8, Complex ALU: 4
8 (RS: Reservation Station)
Simple: 6 (0 cycle delay), Complex: 4
Simple: 4 (4 cycle delay),
Complex: 4 (mult: 17, div: 30 delay)
Fetch, Decode, 32
8
4
Dispatch, Retire
Insns
Finish Insns
32
L1D Cache
total: 32 KB (1024 lines, 2 way),
Access Penalty: 2 cycle
(shared)
L2D Cache
total: 256 KB (4096 lines, 4 way)
Access Penalty: 20 cycle
(shared)

スレッド数に応じたプロセッサ構成をとる．また，L1D
キャッシュのアクセス遅延は 2 サイクルであり，メモ

21

single-thread:
for(i=0; i<N; i++)
A[i+1] = A[i] + independent_computation()
parallelized:
for(i=0; i<N; i+= numThreads)
temp = independent_computation()
LOCK(lock[thread_id])
A[i+1] = A[i] + temp // critical section
UNLOCK(lock[next_thread_id])
図 9 評価プログラム（クリティカルセクションが短い場合）
Fig. 9 A program for evaluation (short critical section).

parallelized with Lock Acquire Reservation:
for(i=0; i<N; i+= numThreads)
temp = independent_computation()
LTEST_and_LSET(lock[thread_id])
A[i+1] = A[i] + temp // critical section
LRLS(lock[next_thread_id])
// Lock Acquire Reservation
LRSRV(lock[thread_id])
図 10 ロック獲得予約を用いた評価プログラム（SMT-block lar）
Fig. 10 SMT-block with Lock Acquire Reservation.

リアクセスごとに最低限このコストがかかる．キャッ
シュメモリは仮想アドレスで検索する．

予約が他の実スレッドに影響を与えることはない．

OChiMuS PE において，PE 中で並列実行する各実
スレッドは OS の管理する 1 つのプロセスに属し，す

評価は independent_computation()（IC）の計算
量を変え，各同期手法でどれだけ性能に差があるかを

べての実スレッドは同一アドレス空間を共有する17) ．

示す．IC は倍精度浮動小数の加算，乗算，メモリア

このため，各実スレッドがキャッシュを共有しやすい．

クセス一度ずつを，ある回数だけ繰り返す．この繰返

また，実スレッドの制御はユーザレベルで行うため，

し回数が並列実行する命令流の粒度になる．クリティ

ユーザレベルプログラムによるキャッシュの共有度を

カルセクション（CS）の処理は倍精度浮動小数の加

向上させる工夫が可能である．

算およびメモリストアのみと短い．

プログラムの作成には gcc-3.4.0（最適化オプション

評価対象は，4，または 8 実スレッドで並列実行さ

-O3），binutils-2.14 を評価環境用に変更したものを利

せ，同期手法をそれぞれ ll/sc 命令を用いたスピン

用した．並列化は OChiMuS PE のスレッド制御命令

，スピンループの繰返しごとに 100 cyループ（ll/sc）
cle 一時停止するもの（sleep），スピンループの繰返
しごとに一時停止間隔を 2i （i：繰返し回数）にする

を利用して行った．
なお，本章の評価では IPC（Instruction per Cycle）
やキャッシュメモリヒット率での値は掲載せず，逐次

もの（sleep back oﬀ）7) ，ltest/lset を用いたもの

実行時と比較した性能向上率およびキャッシュミス回

（SMT-block），ロック獲得予約を用いたもの（SMT-

数率として示した．スピンロックによるロック獲得処

block lar，図 10 に擬似コード）である．なお，ここ

理を行うと，命令発行とキャッシュメモリヒット回数

では SMT-block をロック獲得のために実スレッドを

が大きくなり IPC やキャッシュヒット率は向上するが，

一時停止させる手法の総称として用いる．

性能向上を示すわけではないからである．

実行結果を逐次実行時と比較した速度向上率で示し

5.2 細粒度並列化の評価

たのが 図 11（実スレッド数 4），図 12（実スレッド数

本節では，提案した同期機構が細粒度並列化による

8）である．文献 13) での評価結果は我々の結果と同様
の傾向をしめしており，ltest，lset 命令は Acquire
命令と同等の機能を持っていることが分かる．

性能向上をどの程度可能にするのかについて評価する．

5.2.1 クリティカルセクションが短い場合
図 9 に示す評価プログラムは文献 13) で評価に用
いられていたものである．各繰返しに依存があり，通
常用いられる粗粒度並列化がしにくい例になっている．
ロックは各スレッドごとに用意してあり，ロック獲得

新命令を利用した SMT-block でも細粒度であれば

ll/sc などよりも性能が良いことが分かる．SMT-block
（lar）はごく細粒度の場合 SMT-block に劣るが，ほ
とんどの場合良い性能を示し，SMT-block にくらべ，
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single-thread:
for(i=0; i<N; i++)
temp = independent_computation()
temp = dependent_computation(temp);
A[i+1] = A[i] + temp
parallelized:
for(i=0; i<N; i+= numThreads)
temp = independent_computation()
LOCK(lock[thread_id])
temp = dependent_computation(temp)
A[i+1] = A[i] + temp // critical section
UNLOCK(lock[next_thread_id])
図 11 逐次実行と比較した速度向上率（AT# 4, short CS）
Fig. 11 The speedup ratio of synchronization (AT# 4,
short CS).

図 12 逐次実行と比較した速度向上率 (AT# 8, short CS)
Fig. 12 The speedup ratio of synchronization (AT# 8,
short CS).

図 13 評価プログラム（クリティカルセクションが長い場合）
Fig. 13 A program for evaluation (long critical section).

図 14 逐次実行と比較した速度向上率（AT# 4, long CS）
Fig. 14 The speedup ratio of synchronization (AT# 4,
long CS).

4 実スレッドでは最大 2.7%，平均 2.1%（性能向上が
確認できた IC ≥ 9 の性能向上率の平均値），8 実ス
レッドでは最大 2.2%，平均 1.7%（同じく IC ≥ 17
の平均値）の性能向上を実現できた．sleep や sleep
（back oﬀ）などは性能が低く，頻繁に同期が必要な
プログラムには向かないことが分かる．とくに sleep
（back oﬀ）は実スレッド数が 8 の場合，非常に性能が
悪い．これは，衝突が発生すると，スリープ時間が簡
単に長時間になるためである．

4 実 ス レッド と 8 実 ス レッド で は ，と も に 2
倍 強 の 性 能 向 上 で 頭 打 ち に なって い る ．こ れ は ，

図 15 逐次実行と比較した速度向上率（AT# 8, long CS）
Fig. 15 The speedup ratio of synchronization (AT# 8,
long CS).

independent_computation() がメモリアクセスを多
く発行しており，これが性能向上のボトルネックになっ

5.2.2 クリティカルセクションが長い場合

ているからである．また，図 11 の IC ≥ 10 の部分

次に，クリティカルセクションが長かった場合につい

で性能向上率が減少するのは，IC < 10 の場合にく

て評価する．ここで利用する評価用プログラムを図 13

らべ，independent_computation() が計算時間の多

に示す．ほぼ図 9 で示したプログラムと同様だが，クリ

くを占めることになり，メモリアクセスのボトルネッ

ティカルセクション内に dependent_computation()

クが顕著化し，性能向上限界である 2 倍付近に漸近し

（DC）という計算をおく．DC の計算は IC と同様だ

ていくためだと考えられる．

が，DC は並列実行時にはクリティカルセクションに
置かれるため，この DC の粒度によってクリティカル
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セクションが長い場合の細粒度並列化の評価を行うこ
とができる．ここで，IC の繰返し回数は 16 に固定と
し，DC の粒度を変更して評価を行った．同時実行実
スレッド数を 4，8 にした実行結果を逐次実行と比較
したものがそれぞれ図 14，図 15 である．

DC の粒度を増加させることで，徐々に逐次実行と
比較しての速度向上率が低下していることが分かる．

SMT-block も提案手法も徐々に性能が低下している
が，他の同期手法よりも低下する傾きはゆるやかであ
る．他の手法では同期のためにオーバヘッドがかかる
が，SMT-block ではこれが小さいためである．
ここでは提案しているロック獲得予約による性能向
上は確認できなかった．ロック獲得予約を行っても，

図 16 ロック獲得予約に必要な計算量
Fig. 16 The amount of computation needed by Lock
Acquire Reservation.

DC が大きい場合にはロック獲得が実際に必要になっ
たとき，まだ他の実スレッドが開放処理まで実行が

命令に近ければ AC は大きくなり，ltest 命令に近づ

進んでおらず，passed bit を介してのロックの受け

ければ AC は小さくなる．計測したのは各 AC におけ

渡しができないため，ロック獲得予約が有効に機能

る実行時間（ET: Execution Time，単位はサイクル

しないためである．なお，DC の数値が小さい場合

数）とロック獲得予約により lock box を介してのロッ

も，dependent_computation() 関数のオーバヘッド

クの受け渡しが行われた回数（PC: Passed Count）で

がロック獲得予約によるロック受け渡しを阻害する要

ある．計測結果を図 16 に示す．なお，AC が 0 とは

因となり，有意な性能向上が確認できなかった．

ロック獲得予約を行わなかった場合を示した．

sleep（back oﬀ）は，とくに性能が悪いため，ロッ

結果をみると，AC が小さいとき PC が減少するこ

ク獲得が競合するような細粒度同期手法にはこのよう

とが分かる．つまり，ロック獲得予約は AC が大きけ

な方式は避けるべきであるといえる．

れば大きいほどメモリを介さないロックの受け渡しが

8 実スレッドの実行では，DC が大きくなるにつれ，
逐次実行よりも性能が低下する．この原因として，8

できていることを示している．
しかし，AC が小さくなく，PC も十分に大きいとこ

実スレッドの環境では，1 実スレッドのみ実行可能な

ろで ET が大きくなっている．つまり，PC が大きく

環境よりも各実スレッドの利用可能な資源が限られて

ても性能が出ていないということを示している．この

いるためである．たとえば 1 サイクル中に可能な命令

理由は，lrsrv 命令はロードストア演算器の命令であ

ディスパッチの回数などが制限されている．この問題

るが，この評価プログラムのボトルネックがメモリア

については，ICOUNT 12) などの適切なフェッチポリ

クセスにあり，それが集中しているところに lrsrv 命

シを設定することで回避できる．

令を割り込ませ，ロードストア演算器を利用する命令

5.2.3 ロック獲得予約に必要な計算量の評価
ロック獲得予約は，予約を行ってから実際にロック

をさらに発行することでプロセッサの命令スケジュー
リングが効率良く行われなかったためと推測される．

獲得処理までの間に，なんらかの計算を行い，その間

つまり，ロック獲得予約により得られる性能向上が，

に他の実スレッドからロックを受け渡されることを期

ロック獲得予約を行うためのオーバヘッドを下回った

待する．そのため，その「何らかの計算」の量がロッ

ことを示している．

ク獲得予約の性能に影響する．そこで，ロック獲得予

ただし，AC が大きく，まだメモリアクセスが集中

約から実際にロック獲得を行うまでの計算量（以下，

していないときは，AC が小さい場合に比べ，性能が

AC: Amount of Computation）によって性能がどの
ように変化するか評価した．
評 価 は 図 10 の プ ロ グ ラ ム で 実 ス レッド 数 4，

向上している．AC がとても小さい場合，メモリアク

IC が 16 の場合を例にとり，lrsrv 命令の位置を
lrls 命令より後，ltest 命令より前までの間に，

め性能向上はしない．

independent_computation() に割り込ませるように
置いた．つまり，lrsrv 命令の実行タイミングが lrls

け大きくとり，かつ適切な命令スケジューリングが行

セスが集中していないため性能低下は起こらないが，
PC が小さく，つまりロック獲得予約の意味がないた
この評価から，ロック獲得予約は，AC をできるだ
われる必要があることが分かる．プログラマがこれを
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図 17 行列乗算プログラムの実行結果（AT# 4）
Fig. 17 A result of matrix multiply program (AT# 4).

図 18 行列乗算プログラムの実行結果（AT#8）
Fig. 18 A result of matrix multiply program (AT# 8).
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図 19 ベクトル内積プログラムの実行結果（AT# 4）
Fig. 19 A result of inner product program (AT# 4).

図 20 ベクトル内積プログラムの実行結果（AT# 8）
Fig. 20 A result of inner product program (AT# 8).

比較しての速度向上比，線グラフで示しているのが逐
意識して行うのは難しいので，コンパイラが適切な命
令スケジューリングを行う必要があると思われる．

次実行時と比較したキャッシュのミス回数の比である．
サイクリックなデータ領域分割によりキャッシュミ

5.3 タイミング制御によるメモリアクセスの時間
的局所性向上の評価

スの回数が小さくなり，ワーキングセットが縮小され

文献 6) ではアクセスするデータ領域をブロックご

リアクセスの時間的局所性を向上させることができ

た．また，適当な同期を挿入することでさらにメモ

とに分割して並列実行するよりもサイクリックに領域

た．そして，キャッシュメモリミス率は変わらないが，

分割し並列化を行うことでメモリアクセスの時間的局
化手法として適していることを示している．そこで，

SMT-block により軽量な同期を実現したため，従来
の ll/sc 命令による同期を挿入した場合よりも高速
に実行できた．具体的には図 18 の軽量な同期によ

本節ではさらにサイクリックに分割したプログラムに，

るバリアを挿入したサイクリックな最適化（図中の

適当な間隔で面バリアによる同期を挿入してメモリア

Cyclic+smt-block-lar）は，領域のブロック分割に

所性が向上するため，SMT プロセッサにおける並列

クセスの時間的局所性が向上可能であるかを評価する．

よる並列実行の場合と比較して 2.34 倍，バリアのな

評価対象は 128 要素の 2 つの正方行列の乗算，およ

いサイクリックな並列化と比較して 1.41 倍，従来の

び約 13 万要素の 2 つのベクトルの内積を行うプログ

ll/sc 命令によるバリアの場合と比較して 1.92 倍高

ラムとした．それぞれ L2 キャッシュメモリには格納

速化することができた．

される大きさであるため，メモリアクセスの時間的局

しかし，提案したロック獲得予約による性能向上は，

所性は L1D キャッシュメモリのミスアクセス回数に

全体の計算時間に隠れてしまい，SMT-block と比較

よって判断する．

するとわずか 0.1%の性能向上しか得られなかった．

図 17 および 図 18 は行列乗算についてそれぞれ実

性能限界を探るため，領域をブロック分割するプロ

スレッド数を 4，8 としてブロック分割して並列実行

グラムを L1D-Cache が 1 MB ある環境で実行した結

した場合，サイクリックな領域分割で並列実行した場

果，同時実行実スレッド数が 4，8 ともに 3.6 倍程度

合，それに各種同期手法でバリアを挿入した場合を示

の性能向上となり，キャッシュメモリのミス回数率は

している．グラフ中の棒グラフが逐次実行した場合と

0.1%ほどであった．この性能向上率の限界は浮動小数
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点演算器の個数に起因する．本最適化を適用した結果

ス回数を計測することで示している．Puppin ら9) は

は 4 実スレッドで 1.8 倍，8 実スレッドで 2.2 倍の性

Livermore ループの各カーネルについての SMT プロ

能向上であり，限界の性能とはいえない．ただ，これ

セッサ上での並列化を行いそれぞれの特徴を示してい

以上のローカリティ向上の工夫は，たとえば今回の行

る．文献 8) ではメモリアクセスの局所性を向上させ

列演算の場合タイリングを行うなどが考えられるが，

るための工夫として，実行時情報をもとに適切な配列

一般にフットプリントの大きいプログラムに対して有

のコピーを行う手法を提案している．

効なメモリアクセスローカリティを上昇させるための
工夫は自明ではないため，サイクリックな並列化に細
粒度バリア同期を挿入してローカリティを向上する手
法は簡単で適用範囲の広い有効な手法だといえる．
図 19，図 20 はベクトルの内積を求めるプログラ

7. ま と め
本稿では SMT プロセッサにおいてスケーラブル
で軽量な同期を実現する SMT-block を実現する命令

ムを上記と同様に実行した結果である．このプログラ

Acquire，Release を，その意味を保ったまま ll/sc
命令を基本にした，より単純な ltest，lset，lrls

ムは各実スレッドがそれぞれ線形にメモリを参照して

命令に分割して定義した．さらに，軽量な同期を実現

いくため，メモリアクセスの局所性は高かった ．そ

するロック獲得予約という手法を提案し，評価の結果，

のため，提案手法を利用してもとくに高速化すること

従来の SMT-block を利用したプログラムよりも最大

ができなかった．

2.7% の性能向上を確認した．また，軽量な同期を利
用して実行タイミングを制御し，メモリアクセスの時

☆

評価の結果，行列乗算のようなメモリアクセスの時
間的局所性の低いプログラムでは，サイクリックな領

間的局所性を向上させ性能向上を行うことができた．

域分割による並列実行とバリア挿入による実行タイミ

具体的にはブロック分割による行列乗算プログラムの

ングの制御は有効であり，SMT-block のような軽量

並列実行結果と比較して最大 2.34 倍高速に処理を行

な同期の利用はとくに有効であることが分かった．

うことができた．
本稿では OChiMuS PE プロセッサに本機構を組み

6. 関 連 研 究

込むという方針で評価を行ったが，演算器を共有する

Tullsen らは SMT-block をより効率的に実行する
ため投機一時停止解除13) を提案している．これは，

SMT プロセッサであればこの機構を導入することは
可能である．
今後は，提案した軽量な同期機構のハードウェアへ

Release 命令をリタイアする前に，一時停止している
実スレッドを投機的に再開し，再開のオーバヘッドを

の実装と評価，およびこれを利用した SMT 向け細粒

隠蔽する．これは，本稿で提案した手法とも併用可能

度並列化を行う自動並列化コンパイラの開発を行い，

である．

SMT プロセッサにおけるさらなる高性能計算を模索

Intel は pause 命令

3)

のほかに monitor/mwait 命

令を用い，メモリ監視による一時停止とその解除を実
現している2) ．これを利用すれば適切な時間実スレッ
ドを一時停止することができるが，メモリアクセスが
同期のたびに必要なことと，同期処理自体が複雑化す
るため，細粒度並列処理には向かない．
保護されるクリティカルセクションを投機実行し，
もしロック獲得が競合していなければロック獲得処理
を省略する方式も提案されている10) が，ロック獲得
を競合しやすい細粒度並列処理では効果が薄い．

SMT プロセッサ向けの効率的なループ並列化の研
究はいくつかある．Lo らの研究6) では配列をブロッ
クごとに分割するよりも，サイクリックな最適化の
ほうがワーキングセットが小さくなることを TLB ミ
☆

このプログラムについても L1D-Cache を十分大きくして評価
した結果，有意な性能向上が得られなかったため，メモリアク
セスのローカリティは十分高いと判断できる．

していきたい．
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