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最適なロールバック・ポイントを選択するトランザクショナル・メモリ
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並列プログラミングにおいてロックを用いない同期機構として，トランザクショナル・メモリが提案
されている．トランザクションは不可分に実行されているかのように投機実行される．もし他スレッ
ドのアクセスと競合した場合，トランザクションをロールバックし，初めから再実行する．長いトラン
ザクションでは，ロールバックが大きなペナルティとなる．トランザクションの途中に戻る部分ロー
ルバックを行うことでペナルティを削減できる．しかし，既存手法では，常に最適なロールバック・
ポイントを選択するとは限らない．本稿では，過去に競合した命令直前で無効化しないチェックポイ
ントを取り，ログによって最適なロールバック・ポイントを選択する手法を提案する．本手法の評価
では，部分ロールバックしない場合の最大 6.9 倍の性能向上を達成できた．

Transactional Memory Selecting the Optimal Rollback Point
Yuji Ito,†,☆ Ryota Shioya,†† Masahiro Goshima†
and Shuichi Sakai †
Transactional Memory is proposed for programmability and performance. A transaction
is executed speculatively as if it was executed atomically. When conflicts occur, the system
does a rollback and restarts the transaction. When a long transaction does a rollback, the
penalty is large. Therefore, partial rollback into a transaction were proposed. However, these
proposals can’t always do a rollback to the optimal rollback point. In this paper, we propose
transactional memory selecting the optimal rollback point. Checkpoints are taken on the past
conflict instructions and are not invalidated. The optimal rollback point is selected by the
log. The evaluation of the scheme which selects the optimal rollback point showed up to a
6.9 times speedup.

1. は じ め に
近年では，複数のプロセッサ・コアを 1 つのチップ
上に集積したマルチコア・プロセッサが広く普及して
おり，共有メモリ型の並列プログラムを実行するため
のインフラは既に整ったと言ってもよい．にもかかわ
らず，並列プログラムの普及は遅々として進んでいな
い．その原因の一つには，同期通信に用いられるロッ
クの存在が挙げられよう．ロックを用いたプログラミ
ングでは，プログラマは，デッドロックや不要なロッ
クによる性能低下など，プログラムの本質ではない問
題に多くの注意を払わなければならない．
そのため，ロックを用いない同期通信手法として，
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トランザクショナル・メモリ1)∼8) が有望視されている．
トランザクショナル・メモリでは，ソース・コード上で
トランザクションと指定された部分は不可分 (atomic)
に実行される．より正確には，実際に不可分に実行さ
れた場合と同じ結果を与えることが保証される．した
がって一般には，いわゆるクリティカル・セクション
を，ロック—アンロックで挟む代わりに，トランザク
ションと指定すればよい．トランザクショナル・メモ
リでは，デッドロックは原理的に発生しない．また，
不要な部分をトランザクションとして指定したとして
も，以下に述べる投機処理を行えば，大きな性能低下
は起こらない．
トランザクションの投機
トランザクショナル・メモリの実行系の多くは，トラ
ンザクションを投機的に実行する．すなわち，トラン
ザクションを投機的に開始し，複数のトランザクショ
ンが同一アドレスにアクセスしてした時，それらのア
クセスを競合として検出し，どちらか一方のトランザ
クションにおけるその時点までの結果を破棄して「な
かったこと」にするロールバック処理を行うのである．
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トランザクションの投機実行については，2 章で詳し
く述べる．
競合の検出は，キャッシュ・コヒーレンス・プロトコ
ルをわずかに拡張するだけで実現することができる．
これにはキャッシュ・タグによる手法1)∼3),7),8) と，シ
グネチャ(signature) による手法4)∼6) が提案されてい
る．競合検出手法は，2.2 節で詳しく述べる．
トランザクションのロールバック時には，再実行さ
れる命令数が投機失敗のペナルティとして現れる．例
えば，長いトランザクションの終了直前で競合が発生
した場合などには，ペナルティは大きくなる．しかし，
トランザクションの長さを制限することはプログラマ
にとって大きな負担となるため，このペナルティを小
さくする必要がある．
部分ロールバック
このペナルティ小さくするためには，トランザクショ
ンの開始点より下流にロールバックを行う部分ロール
バック (partial rollback) が有効である．
部分ロールバックのためには，トランザクション中
に予めチェックポイントを取っておく必要がある．競
合したトランザクションは，必ずしも開始点まで戻る
必要はない．以前我々は，競合を起こした命令より前
に戻れば十分であることを証明した7) ．したがって，
トランザクション中の適当な位置にチェックポイント
を設定しておき，競合時にはその中から適切なチェッ
クポイントを選択して部分ロールバックすればよい．
したがって部分ロールバックの手法のポイントは，以
下の 2 つに分けられる：
チェックポイントの位置 （トランザクションの開
始点以外の）チェックポイントを予めどこに設定
しておくか．
チェックポイントの選択に用いるデータ構造 最適
なチェックポイントをどのようなデータ構造を用
いて選択するか．
部分ロールバックに対応した手法として，Yen らが
提案する LogTM-SE5) や Waliullah らの学習による
チェックポインティング手法9) が提案されている．こ
れらの手法は，チェックポイントの位置と選択の 2 つ
の観点からは，以下のように分類できる．
チェックポイントの位置については，以下のような
方法が考えられる：
I. ネスティッド・トランザクションの開始点．(LogTMSE など)
II. 過去に競合が発生したデータに対するアクセスの
直前．
（Waliullah）
III. 過去の競合を起こした命令の直前．
（提案手法）
一方，チェックポイントの選択については，以下の
データ構造を用いる方法が考えられる：
a. キャッシュ・タグ．(Walliullah など)
b. シグネチャ．(LogTM-SE など)
すなわち，LogTM-SE は (I+b)，学習によるチェッ
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クポインティング手法は (II+a) である．これらの手
法については，3 章で述べる．
本稿の提案は，(III+b) である：
チェックポイントの位置 学習により過去に競合を
起こした命令の直前に設定する．Waliullah らも
学習による方法を提案しているが，競合を起こし
たデータに対するアクセスを検出する点が異なる．
チェックポイントの選択 シグネチャを用いること
は LogTM-SE と同様だが，トランザクション実行
中にチェックポイントを無効化しない点が異なる．
提案手法については，4 章で詳しく述べる．
提案手法をマルチプロセッサ・シミュレータ GEMS
に実装，評価し，最大 6.9 倍の性能向上を確認した．
評価に関しては，5 章で述べる．

2. トランザクショナル・メモリ
2.1 トランザクションの投機実行
1 章で述べたように，トランザクションは投機的に実
行される．投機を行う実行系では，トランザクション
は，別のトランザクションと同期などをとることなく
開始される．しかし，不可分に実行された場合の結果
と同じ結果を残すために，競合を検出し，ロールバッ
クを行う．また，競合が発生しない場合には，トラン
ザクション同士は並列に実行され，同期のためのオー
バヘッドは生じない．競合検出については 2.2 節で述
べる．
あり得るロールバックに備えて，トランザクション
内における状態の更新は可逆的に行う必要がある．そ
のため，最も基本的な手法ではトランザクションの開
始点においてチェックポイントを取り，ロールバック
時にはチェックポイントへと状態を回復する．チェッ
クポイントの状態の保存については，2.3 節で述べる．
図 1 にトランザクションが投機的に実行される様
子を示す．同図では，スレッド T1 /T2 でトランザク
ション X1 /X2 がそれぞれ実行され，変数 x に対して，
X1 はライトを，X2 はリードを行っている．このと
き，X1 の実行の途中経過を X2 が観測することにな
り，X1 が不可分に実行された場合と同じ結果になら
ない．従って，これらのアクセスを競合として検出し，
いずれか一方のトランザクションをロールバックする．
ここでは，X2 をロールバックし，X2 内の命令を再実
行する．一方，X1 では，そのまま全ての実行が確定
され，コミットされる．
2.2 競 合 検 出
競合検出にキャッシュ・タグを用いる手法とシグネ
チャを用いる手法についてそれぞれ説明する．
2.2.1 キャッシュ・タグによる検出
キャッシュ・コヒーレンス・プロトコルを拡張し，リー
ド/ライト・ビットを用いて競合を検出する．リード
/ライト・ビットとは，トランザクションによるリー
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ロールバック
競合検出

... = x
コミット

シグネチャ (2Kbit)
図 1 トランザクションの投機実行

図 2 シグネチャの例

ド/ライトが行われたらセットされるキャッシュ・ライ
ンごとに設けられた 2 ビットである．キャッシュ・コ
ヒーレンス・プロトコルにより，リード・ビットがセッ
トされているラインへの無効化の要求や，ライト・ビッ
トがセットされているラインへの共有，無効化の要求
があれば，競合を検出する．これらのビットはコミッ
ト時にクリアされる．
トランザクションによって書き換えられたキャッシュ・
ラインがリプレースされた場合，LogTM2) では，メ
モリに書き戻し，拡張したディレクトリ・プロトコル
を用いて，ディレクトリがそのラインの投機状態を管
理する．トランザクションを実行しているコアがリプ
レース後もそのラインを保持しているものとしてディ
レクトリが管理し，そのラインへの要求によって競合
を検出する．
Waliullah らの手法9) では，リプレースされたキャッ
シュ・ラインはメモリに書き戻さず，すべてのリード
/ライト・ビットごと専用のバッファに保存される．他
スレッドからアクセス要求があった場合，キャッシュ
だけでなく，そのバッファ中についてもリード/ライ
ト・ビットを調べて競合を検出する．
2.2.2 シグネチャによる検出
キャッシュ・タグを用いず，アクセスしたアドレス
を圧縮したシグネチャ(signature)4)∼6) を用いて競合
を検出する．シグネチャは，コアごとにリード/ライ
ト・アドレス用にリード/ライト・シグネチャそれぞれ
について保持され，ハードウェアによって以下のよう
に更新されるビット列である．トランザクションがア
クセスしたアドレスのビット列の一部をデコードし，
今までのシグネチャと OR を取ることで更新される．
あるアドレスについて同様の部分をデコードしたもの
とシグネチャとの AND を取ったものが一致すれば，
シグネチャを更新した要素の一つであると識別され，
「ヒット」となる．キャッシュ・コヒーレンス・プロト
コルによる共有要求されたアドレスがライト・シグネ
チャでヒットした場合や，無効化要求されたアドレス
がリード/ライト・シグネチャいずれかにヒットした場
合，そのアドレスについての競合であると検出する．
コミット時にシグネチャのすべてのビットを 0 として
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クリアする．
シグネチャを用いた競合検出では，複数のアドレス
を固定長に圧縮しているため，本来競合ではないもの
を競合として誤検出することがある．アドレスのビッ
ト列の複数の部分を用いたり，ハッシュ関数を用いる
ことで誤検出の少ないシグネチャを作ることができる．
簡単な例として，図 2 では，アクセスしたアドレスの
一部それぞれ 6 ビット，5 ビットをデコードし，それ
以前のシグネチャと OR を取って 2K ビットのシグネ
チャを作成している．
2.3 ロ
グ
ロールバックでは，競合時の状態からチェックポイ
ントの状態に戻す．そのチェックポイントによってト
ランザクション中に書き換えられたアドレスの値やレ
ジスタ状態は異なる．そのためにトランザクションに
よって書き換えられる値のマルチバージョン管理を行
う．各チェックポイントの状態は，チェックポイント
時のレジスタ状態と書き換えられる直前の値とそのア
ドレスを保存しておくことで保持される．この保存先
をログという．ログはアドレス空間上の領域である．
また，シグネチャを用いて競合検出を行う場合には，
ロールバック後もそのチェックポイント以降の競合検
出を続けて行えるように，各チェックポイントでシグ
ネチャもログに保存しておく．
競合後のロールバック時には，ログにある値やレジ
スタ状態，シグネチャを用いてチェックポイントの状
態を回復する．ログにはチェックポイントのレジスタ
状態やアクセスしたアドレスとその値が古い順に保持
されている．このため，ログの新しい方から順に値を
各アドレスやレジスタに戻していくことでチェックポ
イントの状態を回復する．

3. 関 連 手 法
本章では，既存手法の部分ロールバックにおける
チェックポイントの位置やチェックポイントの選択に
ついて述べる．
3.1 チェックポイントの位置
チェックポイントの位置については，ネスティッド・
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トランザクションの開始点直前や競合アドレスへのア
クセス直前に設定することが提案されている．
3.1.1 ネスティッド・トランザクションの開始点
トランザクション中で別のトランザクションが開始
されることをトランザクションのネストと呼び，ネス
トされているトランザクションをネスティッド・トラ
ンザクションと呼ぶ．ネスティッド・トランザクショ
ンは，トランザクション内で呼び出した関数内にトラ
ンザクションがあった場合などに現れる．Moravan ら
が提案する部分ロールバックに対応した LogTM3) や
Yen らが提案する LogTM-SE5) では，ネストされた
内側のトランザクションの開始点ごとにチェックポイ
ントを取る．内側のトランザクションで競合が発生し
た時，最外側のトランザクションの開始点まで戻るの
ではなく，内側のトランザクションの開始点まで戻る．
3.1.2 競合アドレスへのアクセス直前
Waliullah らの手法9) では，競合アドレスへのアク
セス直前にチェックポイントを取ることを提案してい
る．一度競合したアドレスは，ロールバック後でも再
び競合すると予測する．競合検出時にそのアドレスを
保存し，ロールバック後にそのアドレスへのアクセス
があれば，その直前にチェックポイントを取る．予測
したアドレスで競合が起きれば，その直前のチェック
ポイントに戻ることができる．
3.2 チェックポイントの選択
本節では，チェックポイントの選択にキャッシュ・タ
グを用いる手法とシグネチャを用いる手法について述
べる．
3.2.1 キャッシュ・タグによる選択
部分ロールバックに対応した LogTM3) や Waliullah
らの手法9) では，競合検出はリード/ライト・ビットを
用いて行い，チェックポイントの選択はさらにリード
/ライト・ビットを拡張して図 3 のようなキャッシュを
用いて行われる．チェックポイントとチェックポイン
トの間の部分をセクションと呼ぶと，トランザクショ
ンはチェックポイントによって複数のセクションに分
割される．図 3 における複数のリード/ライト・ビット
は各セクションに対応する．例えば，3 つ目のチェッ
クポイントを取ったら，そのセクションでリード/ラ
イトが行われると，R3 /W3 がセットされる．競合検
出時に各リード/ライト・ビットを調べ，競合を起こし
たアクセスが行われたセクションを特定する．そして，
そのセクションの頭のチェックポイントに部分ロール
バックを行う．例えば，R2 のみがセットされたライ
ンに無効化要求があれば，2 つ目のチェックポイント
へ部分ロールバックする．
3.2.2 シグネチャによる選択
LogTM-SE5) では，ロールバック後の競合検出のた
めだけでなく，チェックポイントの選択にも各チェック
ポイントで保存したシグネチャを用いる．そのために，
各チェックポイントでその時点でのシグネチャをログ
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チェックポイントを選択するキャッシュ
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y 0
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シグネチャ
・
・
・
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図4

シグネチャによるチェックポイントの選択

に保存する．各チェックポイントで保存されたシグネ
チャは，トランザクション開始からそのチェックポイ
ントまでのアクセスしたアドレスすべてを含む．これ
らシグネチャによって競合したアドレスがどのチェッ
クポイントまでにアクセスされたか識別できる．
現在のシグネチャによって競合を検出したら，直前
のチェックポイントまでログを用いてロールバックを行
う．ログはアクセス順に取られるため，新しい方のロ
グ・エントリから値とシグネチャを戻す．直前のチェッ
クポイントまで回復させたら，一旦ロールバックを停
止し，回復したシグネチャで再び競合検出を行う．競
合が検出されなくなるまで直前のチェックポイントへ
のロールバックを繰り返すことで，競合の前のチェッ
クポイントまでロールバックすることができる．
図 4 では，LogTM-SE のログの様子を表している．
各チェックポイントでその時のシグネチャがログに追
加され，書き換えられる前の値を保持している．他ス
レッドによる変数 y へのアクセスで競合を検出したら，
競合が検出されなくなるまで直前のチェックポイント
への部分ロールバックを繰り返す．同図では，2 つ目
のチェックポイントにロールバック後のシグネチャで
は y についての競合が検出されないため，このチェッ
クポイントから実行を再開する．
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3.3 関連手法の問題点
ネスティッド・トランザクション開始点でのチェッ
クポイント
内側のトランザクション開始点でチェックポイント
を取ると，トランザクションの構造によってチェック
ポイントの位置が決まる．そのため，ネストしていな
いトランザクションでは，チェックポイントを取るこ
とができない．また，競合とは関係なくチェックポイ
ントが設定されたことで，部分ロールバックしてもペ
ナルティの削減に効果がないことがある．さらに，部
分ロールバックに対応した LogTM3) や LogTM-SE5)
では，終了した内側の開始点に部分ロールバックしな
い．なぜなら，内側のトランザクションが終了した場
合，外側のトランザクションにマージするからである．
以降，内側トランザクションの命令は，外側トランザ
クションで実行された命令として扱われる．そのため，
内側トランザクションではなく，外側トランザクショ
ンごとロールバックすることになる．
キャッシュ・タグによるチェックポイントの選択
キャッシュ・タグでのチェックポイントの選択では，
チェックポイント数が強く制限される．図 3 のキャッ
シュでは，3 セクションまでしか管理できないため，
4 つ以上のチェックポイントを取ることができない．
また，投機状態にあるキャッシュ・ラインのリプレー
スによって，チェックポイントの選択が不可能となる．
Waliullah らの手法9) では，リプレースされたライン
はすべてのリード/ライト・ビットごとバッファに保
存される．しかし，そのバッファは有限であるため，
バッファからも投機状態にあるラインが溢れてしまう
場合は，部分ロールバックどころかトランザクション
を投機的に実行することも不可能となる．
チェックポイントの無効化
LogTM-SE では，トランザクション単位のロール
バックしか許していないため，最適な部分ロールバッ
クができないことがある．終了した内側のトランザク
ションは外側のトランザクションの一部として扱われ
る．内側のトランザクションの終了時に，その開始点
で保存したシグネチャとレジスタ状態を無効化する．
それらを残しておいてチェックポイントを選択するこ
とができるにも関わらず，終了した内側のトランザク
ション開始点に部分ロールバックすることを許さない．

4. 最適なロールバック・ポイントの選択
4.1 アプローチ
提案手法では，チェックポイントの位置を 過去の競
合命令直前 で設定し，競合時にシグネチャを用いて
選択を行う．また，トランザクション実行中にそれら
のチェックポイントを無効化しない．提案手法によっ
て，あらゆるトランザクションにおいて既存手法より
適切な部分ロールバックを行うことができる．

328

本手法のチェックポイントの位置の設定は，過去の
競合命令直前にチェックポイントを設定することで，
過去の競合データ・アドレスへのアクセス直前よりも
競合に適したチェックポイントを設定する．
チェックポイントの選択について，1 章章で述べた
ように，トランザクションは競合が起きたアクセス
より以前のチェックポイントならばどこにでもロール
バックすることができることを証明した7) ．そのため，
LogTM-SE のように終了した内側のトランザクショ
ンの開始点に部分ロールバックできないという制限を
設ける必要はない．そこで，本手法ではシグネチャを
用いてチェックポイントを選択するが，チェックポイ
ントを途中で無効化することなく，ロールバック先の
候補としてトランザクションのコミットまたはロール
バック時まで保持し続ける．
図 5 では，各手法でのロールバックの様子を表して
いる．同図では，他スレッドにより x の値を書き換え
られてロールバックを行っている．内側のトランザク
ションを最外側のトランザクションの一部として扱っ
ている平坦化(flattening) では，トランザクション内
の命令全てを再実行する．当然，そのペナルティは大
きい．LogTM-SE では，内側の開始点にしか部分ロー
ルバックできず，終了した内側の開始点への部分ロー
ルバックを許さず，チェックポイントを無効化するた
め，再実行される命令が多くなってしまう．Waliullah
らの学習によるチェックポインティング手法9) では，
リード/ライト・ビットによりチェックポイント数が
4 つまでに制限されているとすると，5 つ目のチェッ
クポイントを取ることができず，4 つ目のチェックポ
イントにロールバックする．提案手法では，以前競合
した x へアクセスする命令直前のチェックポイントを
設定し，途中チェックポイントを無効化することなく，
最適なチェックポイントとして選び，再実行される命
令数を最小にできる．
4.2 過去の競合命令直前でのチェックポイント
本手法では，過去の競合命令直前でチェックポイン
トを取る．過去の競合命令は，ロールバック後に再び
競合を起こすと予測する．そのために競合検出時に競
合した命令の PC を保存する．ロールバック後，保存
してあった PC の命令を実行する直前にチェックポイ
ントを取る．再びその命令で競合した場合，競合命令
から再実行できる．この手法では，同一命令が異なる
データ・アドレスにアクセスするようなことがあって
も，その命令については 1 つのみチェックポイントを
取るため，チェックポイント同士の間隔が短くなるこ
とを避けることができ，多くのチェックポイントを設
定するオーバヘッドを小さくできる．
4.3 シグネチャによるチェックポイントの選択
チェックポイントの選択については，3.2 節節で述べ
たように，チェックポイント時にログに保存されたシ
グネチャを用いる．競合時にはログの新しいエントリ
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学習による
チェックポインティング

LogTM-SE

提案手法

チェックポイント

... = x

... = x
x = ...

... = x
x = ...

図5

x = ...

x = ...

提案手法の目的

から書き換えられる前の値を戻してロールバックを行
う．シグネチャのエントリがあれば，そのシグネチャ
に競合アドレスが含まれるか調べる．シグネチャに競
合がある場合，それを保存したチェックポイント以前
に競合があるため，引き続きロールバックを行う．シ
グネチャに競合がなければ，それを保存したチェック
ポイントまでに競合がないことがわかるため，その
チェックポイントから再実行する．
本手法では，LogTM-SE の場合と異なり，トラン
ザクション実行中にチェックポイントを無効化しない．
内側の終了点は，トランザクション全体において何の
意味もなく，終了点でチェックポイントを無効化する
必要は全くない．従って，ネスティッド・トランザク
ションの構造とチェックポイントは無関係であり，内側
のトランザクションが終了してもログに保存されたシ
グネチャとレジスタ状態を無効化する処理は行わない．

5. 評

... = x

価

5.1 評 価 環 境
OS も含めた機能シミュレータ Simics と実行駆動
型マルチプロセッサ・シミュレータ GEMS をあわせ
て用いた．GEMS では，Ruby モジュールを用いて
LogTM-SE のメモリ・シミュレーションが可能であ
り，これを修正して提案手法を実装した．各パラメー
タは表 1 の通りである．シグネチャは誤検出のない
パーフェクト・シグネチャとバルク・シグネチャ4) を
用いた．LogTM-SE(部分ロールバックあり/なし) と
提案手法について，全スレッドのトランザクション終
了までの処理時間を計測した．トランザクション同
士が競合した場合，新しい方のトランザクションを
ロールバックするものとした．ベンチマークは GEMS
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表 1 評価パラメータ
processor
L1D cache (private)
L1 cache latency
L2 cache (shared)
L2 cache latency
Memory latency
Directory latency
Interconnection network latency
Signature size

IPC 1(in-order)，16core
32 KB，4 way，64 Byte line
1 cycle
8 MB，8 way，64 Byte line
20 cycle
200 cycle
6 cycle
3 cycle
2 Kbit

付属の microbenchmarks と，STAMP10) の kmeans，
vacation を用いた．
5.2 評 価 結 果
microbenchmarks
パーフェクト・シグネチャによる結果を図 6 に，バル
ク・シグネチャによる結果を図 7 に示す．縦軸は部分
ロールバックなしの LogTM-SE を 1 とした相対速度，
横軸はプログラム名とスレッド数である．slist では，
提案手法が 15 スレッドで部分ロールバックなしに比
べて最大 6.9 倍の性能向上を確認した．バルク・シグ
ネチャを用いる場合では，提案手法の性能向上がパー
フェクト・シグネチャの場合よりも小さく，15 スレッ
ドの prioqueue では 18.1% の性能低下が見られた．
STAMP
パーフェクト・シグネチャによる結果を図 8 に，バ
ルク・シグネチャによる結果を図 9 示す．縦軸は部
分ロールバックなしの LogTM-SE を 1 とした相対速
度，横軸はスレッド数である．また，各プログラム名
の low/high は，競合の頻度を表す．トランザクショ
ンが短く，競合の少ない kmeans では，チェックポイ
ントを設定することが少なく，LogTM-SE とほぼ同
等の性能であった．kmeans よりトランザクションが
長く，競合の多い vacation では，8 スレッドの実行に
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おいて性能向上が確認できた．最大でパーフェクト・
シグネチャを用いた 8 スレッドの vacation-high で競
合命令直前にチェックポイントを設定した手法では，
10.0% の性能向上が見られた．バルク・シグネチャで
は競合の多い場合の性能低下がパーフェクト・シグネ
チャの時より大きく，4 スレッドの vacation-low で最
大 9.7% の性能低下を確認した．
5.3 考
察
大きく性能向上した slist では，処理時間の長いトラ
ンザクションの終盤の同じ命令でほとんどの競合が起
きている．LogTM-SE の部分ロールバックでは内側
の開始点に戻ることができず，最初の開始点にロール
バックするため，全ての処理を再実行することになっ
ている．一方，提案手法ではチェックポイントがその
競合命令直前で取られ，そのチェックポイントを選択
できるので適切な部分ロールバックを行っている．
部分ロールバックのためのチェックポイント選択の
処理よりも再実行される処理の方が少ない場合，提案
手法では性能低下を起こす．prioqueue のような短い
トランザクションでは部分ロールバックの効果が小さ
く，チェックポイント選択のために性能低下が大きく
なる．このことから，短い TX での CP や短い間隔
で CP を取ることを避ける必要がある．STAMP の
vacation でスレッド数を多くすると競合が増えるが，
提案手法の競合に適したチェックポイントの位置と選
択によって部分ロールバックによる効果が現れる．一
方で，バルク・シグネチャでの 8 スレッドの vacation
は性能低下している．原因の一つとして，チェックポ
イント選択におけるシグネチャの誤検出によって適切
な部分ロールバックができていないことが考えられる．
この性能低下の原因の究明については今後の課題で
ある．
また，現状では提案手法の評価としてベンチマーク
が適切でない．その他のトランザクショナル・メモリ
の適切なベンチマークで詳細に評価する必要がある．

6. お わ り に
本稿では，過去の競合命令直前でチェックポイント
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を取り，それらを無効化せずに最適なチェックポイン
トを選択する手法を提案した．無効化しないチェック
ポイントの中からシグネチャによって最適なチェック
ポイントを特定し，再実行される命令を最小にするこ
とで効率的にトランザクションを実行できる．
本手法の評価を行った結果，最大 6.9 倍の性能向上
を達成した．
今後の課題として，提案手法のより詳細な評価やス
レッド・スイッチにより中断したトランザクションの
部分ロールバックについて考えていきたい．

参

考

文

献

1) Herlihy, M., Eliot, J. and Moss, B.: Transactional Memory: architectural support for lockfree data structures, Proceedings of the 20th
Annual International Symposium on Computer
Architecture (1993).
2) Moore, K. E., Bobba, J., Moravan, M. J.,
Hill, M. D. and Wood, D. A.: LogTM:
Log-based Transactional Memory, Proceedings
of the Twelfth IEEE Symposium on HighPerformance Computer Architecture (2006).
3) Moravan, M. J., Bobba, J., Moore, K. E.,
Yen, L., Hill, M. D., Liblit, B., Swift, M. M.
and Wood, D. A.: Supporting Nested Transactional Memory in LogTM, Proceedings of the
12th international conference on Architectural
Support for Programming Languages and Operating Systems (2006).
4) Ceze, L., Tuck, J., Torrellas, J. and Cascaval, C.: Bulk Disambiguation of Speculative Threads in Multiprocessors, Proceedings of
the 33rd Annual International Symposium on
Computer Architecture (2006).
5) Yen, L., Bobba, J., Marty, M.R., Moore, K.E.,
Volos, H., Hill, M. D., Swift, M. M. and Wood,
D.A.: LogTM-SE: Decoupling Hardware Transactional Memory from Caches, Proceedings of
the 2007 IEEE 13th International Symposium

ⓒ 2011 Information Processing Society of Japan

先進的計算基盤システムシンポジウム SACSIS 2011
Symposium on Advanced Computing Systems and Infrastructures

SACSIS2011
2011/5/27

8

LogTM-SE 部分
ロールバックなし

7
6

LogTM-SE 部分
ロールバックあり

5
4

提案手法

3
2
1
0

4

8

15

4

partial-rollback

8

15

4

deque

8

15

4

slist

8

15

prioqueue

図 6 microbenchmarks : パーフェクト・シグネチャ

7

LogTM-SE 部分
ロールバックなし

6

LogTM-SE 部分
ロールバックあり

5

4

提案手法
3

2

1

0

4

8

15

partial-rollback

4

8

15

deque
図7

4

8

15

slist

4

8

15

prioqueue

microbenchmarks : バルク・シグネチャ

on High Performance Computer Architecture
(2007).
6) Shriraman, A., Dwarkadas, S. and Scott,
M. L.: Flexible Decoupled Transactional Memory Support, Proceedings of the 35th Annual
International Symposium on Computer Architecture, ISCA ’08 (2008).
7) 伊藤悠二, 塩谷亮太, 五島正裕, 坂井修一: 最適な
ロールバック・ポイントを選択するネスティッド・
トランザクショナル・メモリ, 情報処理学会研究
報告 2009-ARC-184 (2009).
8) 伊藤悠二, 塩谷亮太, 五島正裕, 坂井修一: 最適
なロールバック・ポイントを選択するトランザク
ショナル・メモリ, 情報処理学会研究報告 2010ARC-190 (2010).

9) Waliullah, M. M. and Stenstorm, P.: Intermediate Checkpointing with Conflicting Access
Prediction in Transactional Memory Systems,
Proceedings of the 22nd IEEE International
Parallel and Distributed Processing Symposium
(2008).
10) Cao Minh, C., Chung, J., Kozyrakis, C. and
Olukotun, K.: STAMP: Stanford Transactional
Applications for Multi-Processing, IISWC ’08:
Proceedings of The IEEE International Symposium on Workload Characterization (2008).

331

ⓒ 2011 Information Processing Society of Japan

