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マルチスレッド 実行機構を考慮したプログラム実行制御法
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本稿では，イベント駆動によるプ リエンプトなしのマルチスレッド実行機構におけるスレッド実行
処理の連続性や性質に着目し，事象待ち状態をなくすプログラム実行制御法を提案する．イベント駆
動によるプ リエンプトなしのマルチスレッド実行機構においては，プロセッサが次々にスレッドを実
行してしまうため，オペレーティングシステムが，オペレーティングシステムの想定するスケジュー
ル単位で実行制御を行う場合に，プロセッサのサポートする実行単位に対しての制御を行う必要があ
る．このとき，プログラム全体の処理の流れを考慮した実行制御を行わなければ，オペレーティング
システムのスケジュールオーバヘッドが大きくなる．

A Method of Program Execution Control
for Multithread Execution Mechanism
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A large number of threads run concurrently in the multithreading environments such as
the processors with thread-level parallel execution mechanism. In those environments, the
execution unit which a processor supports may di er from the schedule unit which operating
system manages. Especially, for the machine which has the mechanism to control parallel
non-preemptive event-driven thread execution, a new operating system mechanism has to be
developed to control program execution with less overhead. One of the key issues of this operating system mechanism is how to schedule the conventional threads or processes which are
constructed with non-preemptive event-driven threads. In this paper, we propose a program
execution controlling method, which covers the waiting for an event, based on continuity and
character of program processing in multithread execution mechanism.
1. は じ め に
プロセッサの動作速度やクロック数は向上している
ものの，画像処理など，複雑な処理を行うアプリケー
ションを実行するにあたっては，更なるプロセッサの高
速化が要求されている．しかし，プロセッサの動作速
度やクロック数を向上する手法には限界があり，近年，
プロセッサのスループット向上を狙った SMT（ Simul1)
taneous Multi-Threading ）プロセッサが提案 され，
2)
実用化 されている．SMT プロセッサでは，複数の
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スレッドを同時に実行することができる．このように，
複数のスレッドを同時に実行させるプロセッサが，今
後普及すると予想される．
また，複数スレッドの基本的な実行制御機構を提供
するマルチスレッド実行機構がある．マルチスレッド
実行機構を有するプロセッサのように，多数のスレッ
ドが同時に走行する環境では，プロセッサのサポート
する実行単位と，オペレーティングシステム（以降，
OS と略す）の想定するスケジュール単位が異なる場
合がある．特に，イベント駆動によるプリエンプトな
しのマルチスレッド実行機構においては，プロセッサ
が次々にスレッドを実行してしまうため，OS が，OS
の想定するスケジュール単位で実行制御を行う場合に，
プロセッサのサポートする実行単位に対しての制御を
行う必要がある．このとき，プログラム全体の処理の
流れを考慮した実行制御を行わなければ，OS のスケ
ジュールオーバヘッド が大きくなる．
そこで，本稿では，イベント駆動によるプリエンプ
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関数呼び出しスレッド

なる．
他のスレッドとの同期は，スレッドが実行可能
状態になった時点で解決されており，スレッド
実行中に同期待ちを行う必要はない．
(5)
スレッドの粒度は，扱うデータがレジスタに収
まる程度に制限している．
以降，Fuce プロセッサがサポートするスレッド を
マイクロスレッドと呼び，たとえば，Linux でいうス
レッド と区別する．
2.2 Thread Activation Contoroller および
(4)

呼出(同期) 関数 f の処理を行うスレッド
関数結果受け取りスレッド
結果受け取り(同期)

Active Control Memory

Fuce プロセッサには，マイクロスレッドの生成，同期

図
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データフローモデルにおける関数呼び出し処理

トなしのマルチスレッド実行機構におけるスレッド実
行処理の連続性や性質に着目し，事象待ち状態をなく
すプログラム実行制御法を提案する．
以降，2 章でマルチスレッド実行機構について述べ，
3 章で，マルチスレッド 実行機構を考慮したプログラ
ム実行制御法について述べる．さらに，4 章でマルチ
スレッド実行機構において優先度に応じた制御を行う
方法について述べる．また，5 章で，ソフトウェア構
成方法の具体例として，カーネルコールの実現方法に
ついて述べる．最後に，6 章でまとめる．

2. マルチスレッド 実行機構
我々はマルチスレッド実行機構を有する Fuce プロ
セッサを開発している3) ．Fuce プロセッサがサポート
するスレッドは，元来並列処理と親和性の高いデータ
フローモデルを基盤にしている．データフローモデル
では，たとえば，関数 f の呼び出しを行う処理では，
図 1 のように関数 f を呼び出すスレッド，関数 f の
処理を行うスレッド および関数 f の結果を受け取る
スレッドによって構成される．このように，データフ
ローモデルでは，多くのスレッドにより構成されるた
め，並列処理と親和性が高い．また，継続概念に基づ
き，スレッドはイベント駆動により制御されるという
特徴を持っている．
本章では，Fuce プロセッサがサポートするスレッド
モデルと，プロセッサアーキテクチャについて述べる．
2.1 Fuce プロセッサがサポート するスレッド
Fuce プロセッサがサポートするスレッド の定義を
以下に述べる．
(1)
スレッドは走り切る．つまりプリエンプトされ
ない．
(2)
スレッド は走行モード を動的に変更しない．
(3)
スレッドは同期カウンタ値を持つ．他のスレッ
ドによる同期命令により，同期カウンタ値がデ
クリメントされることにより，実行可能状態に

を行うための Thread Activation Controller（ TAC ）
および Active Control Memory（ ACM ）機構と，複
数の実行ユニットと先読みユニットがある．それらの
関係を示した Fuce プロセッサの概要を図 2 に示す．
ACM 機構は，多数のマイクロスレッド の管理情報
（同期情報 ）を保持している．マイクロスレッド の登
録命令が発行されると，TAC は ACM にマイクロス
レッド の情報を登録する．同期命令が発行されると，
TAC は ACM に登録されている当該マイクロスレッド
の同期カウンタ値をデクリメントする．さらに，TAC
は実行可能になったマイクロスレッドを実行ユニット
キューにつなぐ．実行ユニットは，マイクロスレッド
が実行を終えると，次のマ イクロスレッド を実行ユ
ニットキューから取り出し，実行を開始する．先読み
ユニットでマイクロスレッドコンテキストを先読みす
ることで，マイクロスレッドの実行切り替えのオーバ
ヘッド を削減することができる．
このように，マイクロスレッド 間の同期{実行処理
は HW で行われる．つまり，ソフトウェアからはマ
イクロスレッド 間の同期{実行の状態を関知できない
ので，この点に注意して OS を設計する必要がある．
2.3 割り込み処理および例外処理
割り込み処理は，マイクロスレッド として扱う．具
体的には，あらかじめ，割り込み処理用マイクロスレッ
ドを準備しておき，ハード ウェアが割り込みを感知す
ると，当該マイクロスレッドに同期を取る．これによ
り，割り込み処理を開始することができる．
また，マイクロスレッドはプリエンプトされないと
いう前提があるものの，マイクロスレッド実行中に例
外が起きた場合は，当該マイクロスレッドの実行を停
止せざるを得ない．この場合，当該マイクロスレッド
の実行を停止し，例外処理ルーチンを起動させる．例
外処理終了後，例外を起こしたマイクロスレッドが継
続処理可能な場合は，実行を再開する．したがって，
例外処理ルーチンは実行ユニットキューにつながれる
ことはないため，マイクロスレッドとして扱われるこ
とはない．ただし，例外処理中に，例外処理ルーチン
がマイクロスレッド を生成する場合もあり得る．
ここで，割り込み処理マイクロスレッドや，例外処
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Fuce プロセッサの概要

理ルーチンが生成したマイクロスレッドは，迅速に処
理されなければならない．したがって，実質上，実行
ユニットキューを 2 つ用意する必要がある．

3. マルチスレッド 実行機構を考慮したプログ
ラム実行制御法

3.1 プログラム構成法
マ イクロスレッド は，2.1 節に述べた定義により，
系 OS におけるスレッドに比べて，粒度が非常
に小さいという特徴を持つ．また，マイクロスレッド
間の同期はソフトウェアからは関知できない．そのた
め，Fuce プロセッサ上でプログラムの実行制御を行
うには，何らかの規則にしたがって，複数のマイクロ
スレッドを，UNIX 系 OS におけるプロセスやスレッ
ド に相当するものに構成する必要がある．このとき，
UNIX 系 OS におけるプロセスとスレッド の関係を
崩すことなく，マイクロスレッドを取り込むには，ス
レッドが複数のマイクロスレッドからなる図 3 のよう
なモデルが望ましい．以下，プロセス，スレッド およ
びマイクロスレッド の位置づけを述べる．
(1)
プロセス
OS が計算機資源の割り当てに関して管理する
実行単位である．1 つ以上のスレッドからなる．
(2)
スレッド
OS が管理する最小の実行単位である．1 つ以
上のマイクロスレッド からなる．多くの場合，
多数のマイクロスレッドからなる．
(3)
マイクロスレッド
HW が管理する実行単位である．同期状態など
を OS から関知できない．
このようにプログラムを構成することにより，Fuce
UNIX

プロセッサ上でプログラムを実行することができる．
3.2 プログラム構造の比較
本節では，UNIX 系 OS のプロセス{スレッドのモデ
ルと，Fuce プロセッサにおけるプロセス{スレッド {マ
イクロスレッド のモデルのプログラム構造の比較を
行う．
3.2.1 ユーザスレッド
4)
Solaris には，ユーザスレッド という概念があり ，
OS が関与しないという点では，マイクロスレッドと共
通点がある．しかし，ひとつのスレッドに属するユー
ザスレッドは複数のプロセッサで並列に動作できない
のに対し，ひとつのスレッドに属するマイクロスレッ
ドは複数の実行ユニットで並列に動作できるという点
が異なる．
3.2.2 sleep 処理と wakeup 処理
既存の sleep 処理と wakeup 処理は，マイクロスレッ
ド間の同期によって遮蔽される．図 4 のような sleep 処
理と wakeup 処理は，図 5 のように，マイクロスレッ
ド 間の同期によって遮蔽される．したがって，sleep
処理や wakeup 処理を明示的に行う必要がない．これ
は，スレッド には明示的な SLEEP（ WAIT ）状態が
ないことを意味する．このため，UNIX 系 OS では，
sleep 処理や wakeup 処理の中で，スレッド 切り替え
などのスケジューリング処理を行う必要があるのに対
し，提案するプログラム実行制御法では不要になる．
また，既存の逐次的なプログラムをこのようなマイク
ロスレッドにコンパイラが分割することにより，プロ
グラマは，基本的にデータフローモデルを気にするこ
となく，逐次的なプログラムを書くことができる．し
かし，このような処理を行うコンパイラの設計は，一
概に容易とはいえない．したがって，コンパイラを設
計する労力と，データフローモデルに基づいて，プロ
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既存の

他のスレッドや
割り込み処理からの
同期

sleep 処理と wakeup 処理

グラマが SLEEP ポイント前の処理を行うスレッドと，
SLEEP ポイント後の処理を行うスレッド を明示的に
記述する労力とのトレード オフが肝要である．
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4. 優先度に応じた制御方法について

sleep 処理と wakeup 処理に相当するマイクロスレッド間の
同期

4.1 マルチスレッド 実行機構の課題
OS が優先度に基づきスケジューリングを行う対象
は，スレッドである．しかし，マルチスレッド実行機
構において，スレッドの実行制御を行う際には以下の
課題がある．
スレッド を構成するマ イクロスレッド 間の同期は
HW 命令で行われる．このため，OS が，マイクロス
レッド間の同期状態を把握することができない．また，
マイクロスレッドは走り切りであるため，マイクロス

レッドの実行中にプロセッサ資源を取り上げることが
できない．
つまり，マイクロスレッド間の同期の渡りの部分で
スレッド としての動作を止め，他のスレッドの動作に
切り替えなければならないものの，マイクロスレッド
間の同期の渡りの部分を OS が把握することができな
いという問題がある．
4.2 スレッド の制御方法
解決策のひとつとして，同期機構を利用する以下の
方法が考えられる．
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通常走行時におけるスレッドのマイクロスレッド間同期状態
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スレッドを構成するマイクロスレッドの同期カウンタ値を
増やした状態

ユーザモードで走行する
マイクロスレッド

1
図

動作を止めたいスレッド A があるとする．スレッド
A を構成するマイクロスレッド 間の様子を図 6 に示
す．スレッド A の動作を止めるには，スレッド A を
構成するすべてのマイクロスレッドの同期カウンタ値
を 1 増やせばよい．この様子を図 7 に示す．これによ
り，マイクロスレッド 間の同期が進まなくなるため，
マイクロスレッド間の同期の渡りの部分でスレッドと
しての動作を止めることができる．スレッド A の動
作を再開したい場合は，図 6 に示すように，同期カウ
ンタ値を 1 減らし，通常走行時の状態に戻せばよい．
これにより，スレッドとしての動作を再開することが
できる．

5. カーネルコール実現方法
本章では，ソフトウェア構成方法の具体例として，
カーネルコールの実現方法を挙げ，UNIX 系 OS にお
けるカーネルコール処理との比較を行う．
5.1 ソフト ウェア構成方法
図 8 のように，マイクロスレッドを構成することに
より，マルチスレッド実行機構上で，カーネルコール
に相当する機能を実現できる．
動作の様子は，以下のとおりである．
(1)
呼び出しマイクロスレッドは，カーネルコール
突入マイクロスレッドに対し，復帰先マイクロ
スレッド の情報を通知した上で，同期を行う．
(2)
カーネルコール突入マイクロスレッドは，カー
ネルコール出口マイクロスレッドを生成すると
ともに，復帰先マイクロスレッドの情報を通知
した上で，同期を行う．また，カーネルコール
の種類によって，同期先のカーネルコール本処
理スレッドを選択するとともに，カーネルコー
ル本処理スレッドに対してカーネルコール出口

9

走行モードの違いによるマイクロスレッドの割り当て

マイクロスレッド の情報を通知する．
カーネルコール本処理スレッドは，処理を終え
た後，カーネルコール出口マイクロスレッドに
対して同期を行う．
(4)
カーネルコール出口マイクロスレッドは，復帰
先マイクロスレッドに対して同期を行う．
スレッドを明示的にプログラマが記述するかについ
ては，3.2.2 項と同様である．また，一般に，カーネ
ルコールを行う回数は静的に決定されないので，カー
ネルコール処理に要するマイクロスレッドは，動的に
生成する必要がある．
5.2 既存の方式との比較
UNIX 系 OS と比較して，以下のような特徴がある．
図 9 のように，カーネル処理のうち，スーパバイザ
モードでの走行が必要な箇所のみ，スーパバイザモー
ドで走行するマイクロスレッドを割り当てることがで
きる．具体的には，たとえば，特権命令を発行する箇
所をスーパバイザモードで走行するマイクロスレッド
に割り当てることができる．つまり，カーネル処理す
べてがスーパーバイザモード で走行する必要はなく，
カーネル処理の中でも，特権命令を発行しない箇所は，
ユーザモードで走ることができる．したがって，ユー
ザモードで走っても構わない箇所は，ユーザモードで
走行するマイクロスレッドを割り当てることができる．
これにより，スーパバイザモードで走行する時間を最
小限に抑えることができる．たとえば，自スレッドの
識別子を取得するようなカーネルコールの場合，基本
的に，カーネル処理はすべてユーザモードで走ること
ができる．しかし，UNIX 系 OS では，カーネルコー
ルとスーパバイザモードへの遷移が同時に行われてお
り，このようなことを実現することはできない．
また，カーネル処理のマイクロスレッド間の同期の
(3)
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切れ目の箇所において，ハード ウェアにより，別の処
理に切り替わる可能性がある．したがって，カーネル
内プリエンプションに相当する機能を有するといえる．

6. お わ り に
本稿では，マルチスレッド実行機構について説明し，
マルチスレッド 実行機構を考慮したプログラム実行
制御法について述べた．マルチスレッド実行機構を考
慮したプログラム実行制御法では，プロセス{スレッ
ド {マイクロスレッド の階層構造によりプログラムを
構成し，OS が制御するのはプロセスとスレッド であ
り，マイクロスレッドについてはマルチスレッド 実行
機構に制御をゆだねる．また，マルチスレッド 実行機
構を考慮したプログラム実行制御法では，sleep 処理と
wakeup 処理がマイクロスレッド 間の同期処理によっ
て遮蔽される．
また，マルチスレッド実行機構において，優先度に
応じた制御を行う基本方針について述べた．スレッド
を構成するマイクロスレッドの同期カウンタ値を増減
させることにより，スレッド の動作を制御できる．
さらに，ソフトウェア構成方法の具体例として，カー
ネルコールの実現方法について述べた．マルチスレッド
実行機構を考慮したプログラム実行制御法では，カー
ネル処理のうち，ユーザモード で処理可能な箇所は
ユーザモードで走行するマイクロスレッドに分割する
ことができるので，スーパバイザモードで走行する時
間を最小限に抑えることができる．また，カーネル処
理が複数のマイクロスレッドにより構成されているた
め，カーネル内プリエンプションに相当する機能を有

する．
今後は，実装と評価を行う予定である．
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