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階層統合型粗粒度タスク並列処理のための
選択的静的データ構造を用いた並列 Java コード生成手法
越智 佑樹1

山内 長承1

吉田 明正2

概要：マルチコアプロセッサ上での Java プログラムの粗粒度タスク並列処理手法として，階層統合型粗粒
度タスク並列処理が提案されている．本手法では階層ごとに粗粒度タスク間の並列性を抽出した後，複数
階層の粗粒度タスクをダイナミックスケジューラが統一的に各コアに割り当て，全階層にまたがった並列
性を利用することが可能である．本稿では階層統合型粗粒度タスク並列処理の並列 Java コードを，コンパ
イラにより生成する際，ユーザデータと実行制御データの管理において，静的データ構造を選択的に取り
入れる方法を提案する．本手法では，並列 Java コードに静的／動的データ構造を取り入れ，データアクセ
ス時間の軽減を実現する．本稿では Sun UltraSPARC T1 および Intel Xeon E5-2660 上で提案手法の性能
評価を行っており，高い実効性能を達成している．
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Parallel Java Code Generation Scheme Using Selective Static Data
Structure for Layer-Unified Coarse Grain Task Parallel Processing
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Abstract: In parallel processing for Java programs on multicore processors, the layer-unified coarse grain
task parallel processing scheme, which extracts coarse grain task parallelism between diﬀerent layers, has
been proposed. In this scheme, after coarse grain parallelism of each layer was exploited, dynamic scheduler
assigns ready tasks of all layers to cores. This paper proposes a data management method to eﬃciently
handle shared data, such as user data and execution control data, in layer-unified coarse grain task parallel
processing. By using both static data structure and dynamic data structure, the proposed method can reduce
data access time remarkably. This paper also describes the performance evaluations on Sun UltraSPARC T1
and Intel Xeon E5-2660.
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1. はじめに
近年，計算速度を向上させるために，スーパーコンピュー
タ，PC，組み込みシステム，スマートフォンに至るまで

ために様々な研究が行われており，従来のループ並列処
理 [1], [2] に加えて，ループやサブルーチン等の粗粒度タス
クレベルの並列性 [3], [4], [5], [6] を利用する粗粒度タスク
並列処理が期待されている．

マルチコアプロセッサが用いられている．マルチコアプロ

粗粒度タスク並列処理 [3] では，粗粒度タスク間の並列

セッサ上での並列処理において高い実効性能を達成する

性を並列化コンパイラが抽出して階層型マクロタスクグ
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ラフを生成し，各階層の粗粒度タスクを，グルーピングし
東邦大学理学部情報科学科
Department of Information Science, Toho University
明治大学総合数理学部ネットワークデザイン学科
Department of Network Design, Meiji University

c 2013 Information Processing Society of Japan
⃝

たコアに階層的に割り当て並列処理を行っていた．この場
合，対象プログラム中の各階層の粗粒度タスクは，その階
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層を処理すべきコアグループに割り当てられて実行される
ため，十分な台数のコアを確保できない場合には，対象プ
ログラムに内在する全階層の粗粒度タスク間並列性を利用
できない可能性がある．
そこで，粗粒度タスク並列処理で用いられている階層型
マクロタスクグラフ [3] を利用しつつ，対象プログラム中
の異なる階層の粗粒度タスクを統一的に取り扱い，異なる
階層にまたがった粗粒度タスク間並列性を最大限に利用す
る階層統合型実行制御手法 [7][8] が提案されている．
並列処理の対象言語は Fortan 言語や C 言語が主流で
あったが，最近では PC や組み込みシステムのソフトウェ
ア開発において Java 言語が広く用いられてきており，Java
プログラムによる並列処理の期待が高まっている．Java プ
ログラムの並列処理に関する研究は，ループのリストラク

図 1

並列化指示文を伴う Java プログラム

チャリングコンパイラ [9]，HPF のような配列分散を取り
入れた HPJava[10]，ランタイムサポートによりスレッド
間並列性を利用する zJava[11] や Jrpm[12] が提案されてい
る．これらはいずれも，複数階層の粗粒度タスク間の並列
性を統一的に利用することは困難である．
本稿では，階層統合型実行制御を伴う粗粒度タスク並列
処理を，Java プログラムに対して実現する並列 Java コー
ド生成手法を提案し，その並列化コンパイラを開発した．
図 2 階層型マクロタスクグラフ（MTG）

また，本手法では階層統合型粗粒度タスク並列処理の並列

Java コードにおいて静的／動的データ構造を導入し，デー
タアクセスにおけるオーバーヘッドを軽減する．それゆ
え，本コンパイラにより生成された並列 Java コードは，マ
ルチコアプロセッサ上で高い実効性能を達成することが確
認されている．
本稿の構成は以下の通りとする．第 2 章では，階層統合
型粗粒度タスク並列処理の概要を述べる．第 3 章では，階
層統合型粗粒度タスク並列処理を実現するための並列 Java
コードの構成について述べる．第 4 章では，階層統合型粗
粒度タスク並列処理における選択的静的データ構造につい

図 3

階層統合型粗粒度タスク並列処理の実行イメージ

て述べる．第 5 章では，並列化コンパイラについて述べる．
第 6 章では，並列化コンパイラにより生成した並列 Java

タスク並列処理を適用する場合，図 2 の階層型マクロタ

コードを用いて性能評価を行う．第 7 章でまとめを述べる．

スクグラフ（制御用のダミーマクロタスクは図示していな

2. 階層統合型粗粒度タスク並列処理
階層統合型粗粒度タスク並列処理 [7][8] では，粗粒度タ
スク並列処理手法 [3] で用いられている並列性抽出技術を

い）として表現される．このプログラムを 4 コア上での実
行したイメージは図 3 のようになり，全階層のマクロタス
ク間並列性（例，MT1-1，MT2-1，MT3-1，MT3-2 間の並
列性）が最大限に利用される．

用いて，階層型マクロタスクグラフ（MTG）を生成し，そ
の階層型マクロタスクグラフに対して階層開始マクロタス
ク [7] を導入する．その後，全階層のマクロタスクを統一

2.1 階層的なマクロタスク生成
粗粒度タスク並列処理による実行では，まず，プログラ

的に取り扱い，最早実行可能条件を満たした粗粒度タスク

ム（全体を第 0 階層マクロタスクとする）を第 1 階層マ

（マクロタスク）から順に，コア（またはプロセッサ）に

クロタスク（MT）に分割する．マクロタスクは，基本ブ

割り当てるダイナミックスケジューリングルーチンを生成

ロック，繰り返しブロック（for 文等のループ）
，サブルー

する．

チンブロック（メソッド呼び出し）の 3 種類から構成され

例えば，図 1 の Java プログラムは，階層統合型粗粒度
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表 1

ロタスクを含んでいる場合には，それらのサブマクロタス
クを第 2 階層マクロタスクとして定義する．同様に，第 L
階層マクロタスク内部において，第 (L + 1) 階層マクロタ

MTG
番号

階層統合型実行制御の最早実行可能条件

MT

最早実行

終了

番号

可能条件

通知

1

MT1-1

true

1-1

1

MT1-2 †

true

1-2S

図 1 の Java プログラムを階層的にマクロタスクに分割

1

MT1-3

1-1∧1-2

1-3

する場合，Main クラスの main() メソッドにおいて，第 1

1

MT1-4(EndMT)

3

1-4

階層マクロタスク（MT1-1，MT1-2，MT1-3）が定義され

2

MT2-1

1-2S

2-1

る．次に，MT1-2 の繰り返し文（for 文）の内部において，

2

MT2-2 ††

1-2S

2-2S

2

MT2-3(CtrlMT)

2-1∧ 2-2

2-3

2

MT2-4(RepMT)

2-32-4

2-4

2

MT2-5(ExitMT)

2-32-5

1-2

において，第 3 階層マクロタスク（MT3-1，MT3-2）が定

3

MT3-1

2-2S

3-1

義される．

3

MT3-2

2-2S

3-2

3

MT3-3(CtrlMT)

3-1∧3-2

3-3

3

MT3-4(ExitMT)

3-33-4

3-4, 上位 MT

スクを定義する．

第 2 階層マクロタスク（MT2-1，MT2-2）が定義される．
さらに，MT2-2 のメソッド呼び出し Other.func() の内部

2.2 階層開始マクロタスク
階層統合型実行制御 [7] を適用する場合，全階層のマク
ロタスクを統一的に取り扱うため，階層開始マクロタスク

(注) † 繰り返し文内部の第 2 階層 MTG2 の階層開始 MT．
†† メソッド内部の第 3 階層 MTG3 の階層開始 MT．

を導入する．第 L 階層マクロタスクを内部に持つ上位の第

(L − 1) 階層マクロタスクを，第 L 階層用の階層開始マクロ
タスクとして取り扱う．この階層開始マクロタスクは，内

2.4 階層統合型実行制御によるマクロタスクスケジュー
リング

部の第 L 階層マクロタスクの実行を開始するために使用さ

階層統合型実行制御によるマクロタスクスケジューリン

れる．この階層開始マクロタスクの導入により，当該階層

グでは，各マクロタスクは 2.3 節の最早実行可能条件が満

のマクロタスクの実行が可能になったことが保証され，全

たされた後，レディマクロタスクキューに投入され，プラ

階層のマクロタスクを同時に取り扱うことが可能となる．

イオリティの高い（Critical-Path[7] の大きい）マクロタス
クから順にレディマクロタスクキューから取り出されてコ

2.3 階層統合型実行制御の最早実行可能条件

ア（プロセッサ）に割り当てられる．

マクロタスク生成後，各階層のマクロタスク間の制御フ

階層統合型実行制御では，全ての階層のマクロタスクが

ローとデータ依存を解析し，階層型マクロフローグラフ [3]

統一的に取り扱われ，それぞれのコアまたはプロセッサ

を生成する．次に，制御依存とデータ依存を考慮したマク
ロタスク間並列性を最大限に引き出すために，各マクロタ

（グルーピングなし）に割り当てられ実行される．

件は，制御依存とデータ依存を考慮したマクロタスク間の

3. 階層統合型粗粒度タスク並列処理の並列
Java コード

並列性を表しており，マクロタスクの実行制御に用いられ

本章では，並列化コンパイラにより生成される並列 Java

スクの最早実行可能条件 [3] を解析する．最早実行可能条

る．ダイナミックスケジューリングの際には，ステート管

コードの構成について述べる．

理テーブルに保存された各マクロタスクの終了通知，分岐
通知，最早実行可能条件を調べることにより，新たに実行
可能なマクロタスクを検出することが可能となる．

3.1 並列 Java コードの構成
図 1 のプログラムは，並列化指示文を加えた Java プロ

図 2 の各マクロタスクの最早実行可能条件と終了通知

グラムであり，図 2 の階層型マクロタスクグラフに対応

は表 1 の通りとなる．最早実行可能条件において，i は

している．このプログラムを後述の並列化コンパイラに

M Ti の終了，(i)j は M Ti から M Tj への分岐，ij は M Ti

入力すると，図 4 の並列 Java コードが生成される．並列

から M Tj への分岐と M Ti の終了を表している．また，

Java コードは，変数管理クラス（VARmanagei，ただし i

EndMT（終了処理），CtrlMT（当該階層の繰り返し判定

は MTG 毎に生成）とダイナミックスケジューリングのた

処理）
，RepMT（当該階層の繰り返し更新処理）
，ExitMT

めのマクロタスク管理クラス（MTmanage），ユーザ定義

（当該階層の終了処理）は制御に用いられるダミーマクロタ

クラスとメソッドのための Other クラス（クラス名はユー

スクである．次に，階層開始マクロタスクの導入により，

ザの定義したもの），並列 Java コードの main() メソッド

従来の階層ごとに求めた最早実行可能条件を階層統合型実

を含む Mainp クラスから構成される．変数管理クラスと

行制御用に変換する [7]．

マクロタスク管理クラスに関しては 4 章で詳しく述べる．

Mainp クラスにおいて，内部クラスの Scheduler クラ
スが定義されており，scheduler() メソッドが呼び出され
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3.2 ダイナミックスケジューラ
階層統合型実行制御を伴うダイナミックスケジューラの
実装方式として，コアあるいはプロセッサを有効利用する
ため，分散型ダイナミックスケジューリング方式を採用し
ている．実装には Java 言語の Runnable インタフェース
によるマルチスレッドを用いる．また，ダイナミックスケ
ジューリング時に，レディマクロタスクキューが空の場合に
は，ダイナミックスケジューラは，wait() と notifyAll()
により制御する．
各スレッドのコードでは，コア（プロセッサ）上でマク
ロタスクの処理を終える度に，スケジューリング処理部で
スケジューリングを行い，自コア（プロセッサ）に新たに
割り当てられたマクロタスクの処理を行う．なお，レディ
マクロタスクキューのアクセスに対しては，Java 言語の

synchronized() により排他制御を行っている．

4. 選択的静的データ構造を用いた並列 Java
コード
本章では，階層統合型粗粒度タスク並列処理における選
択的静的データ構造を用いた並列 Java コード生成手法に
ついて述べる．
本手法では，ユーザデータとして，変数管理クラス
（VARmanagei）
，ダイナミックスケジューリングのための
制御データとして，マクロタスク管理クラス（MTmanage）
という二つの共有データクラスを作成し，階層統合型粗粒
度タスク並列処理を行っている．従来はこれらのデータに
対して，並列 Java コード内において実行時に動的に生成・
管理を行う動的データ構造による共有データ管理を採用し
ていたが，本手法ではデータアクセス時間を軽減するため
選択的静的データ構造を用いる．

4.1 動的データ構造によるユーザ／実行制御データの管理
階層統合型粗粒度タスク並列処理では，メソッド内部の
マクロタスクとメソッド呼び出し側のマクロタスクをスケ
ジューラが一元管理する．この際，内部を並列化対象とす
図 4

コンパイラ生成による並列 Java コード

るメソッドが複数同時に呼び出される可能性がある．そこ
で，図 4 の並列 Java コードのようにメソッド内部の変数

る．eeccheck() メソッドでは，引数で与えられたマクロタ

を管理する VARmanagei（i=1〜N，N は MTG 数）クラ

スクが最早実行可能条件を満たしているかを判定してい

スと，メソッド内部のマクロタスクを管理する MTmanage

る．scheduler() メソッドでは，レディマクロタスクキュー

クラスのインスタンスを，メソッド呼び出しの階層開始マ

からマクロタスクを取り出して実行し，新たなレディマク

クロタスクで動的に生成している．

ロタスクをレディマクロタスクキューに投入する手順を，

EndMT が終了するまで繰り返す．

VARmanagei のインスタンスが生成された後，そのイン
スタンスの引数用変数に，呼び出し元の実引数のコピーを

各マクロタスクのコードは，Mainp クラスのクラスメ

行う．VARmanagei のインスタンスへのアクセスは，各マ

ソッドとして実装される．なお，ユーザ定義クラスのメ

クロタスクに付加された動的生成識別子によって適切に行

ソッド内のマクロタスクのコードに関しては，ユーザ定義

われる．MTmanage のインスタンスにも，インスタンスを

クラス（Other クラス）の中に，クラスメソッドとして実

生成した後 VARmanagei のインスタンスと同じ動的生成

装される．

識別子を付加する．階層開始マクロタスクによって動的に
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生成された MTmanage のインスタンスを動的生成識別子

ArrayList としてインスタンス（図 4 の varm2) を作成する．

でアクセスすることにより，スケジューラは適切にマクロ

マクロタスク管理用変数を管理する MTmanage クラス

タスクの管理を行うことができる．

は選択的静的データ構造では静的データ構造による管理を

Java 言語では List インタフェースのサイズ変更が可能な

行うための要素 staticfield，動的データ構造による管理を

配列として ArrayList クラスが提供されている．ArrayList

行うための要素 dynamicfield を持っている．この二つの要

クラスは同様の List インタフェースとして提供されている

素はマクロタスクのステート管理テーブル宣言，レディ管

LinkedList クラスに比べ，インデックスを指定しての要素

理テーブル（MT レディ）宣言を要素として持つ MTtable

の読み出し，書き換えが高速に行う事が可能となっており，

クラスのインスタンスとなっている．MTmanage クラス

従来の動的データ構造に用いられていた．

のインスタンスは Mainp クラス内で MTG 数（図 4 では

しかしながら，この ArrayList による実装では静的な配

N) の要素を持つ静的な配列として宣言される．

列と比較した場合，次の二つの点でオーバーヘッドが発生

本手法では各階層の MTG ごとに静的／動的データ構造

する．(1)ArrayList にインスタンスを追加する際には並列

を選択して共有データ管理を行い，動的データ構造での

処理領域で VARmanagei および MTmanage のインスタン

管理によるオーバーヘッドの削減を目指す．各 MTG で

スの追加を行うため排他制御が必要となる．また，要素の

の共有データ管理のデータ構造選択は同一 MT の複数同

追加の際には要素の増加に伴いメモリ領域の再取得が必要

時呼び出しが行われるかどうかである．同一 MT の複数

となる場合がありその際にはオーバーヘッドが生じる．(2)

同時呼び出しが行われる場合には 4.1 節で述べたように，

静的な配列と比較すると，データアクセス時間が大きい．

VARmanagei クラスと MTmanage クラスのインスタンス
が同時呼び出し回数分だけ必要となるため，当該 MTG を

4.2 静的データ構造によるユーザ／実行制御データの管理

動的データ構造によるデータ管理とする．上記の条件に当

静的データ構造によるユーザ／実行制御データの管理で

てはまらない MTG はすべて静的データ構造による共有

は，VARmanagei クラスと MTmanage クラスのインスタ

データ管理を行う．

ンスをあらかじめ静的な配列として必要となる領域分を用

図 4 は静的／動的データ構造を伴う並列 Java コードであ

意する．図 4 の VARmanagei クラスは MTGi 内部の引数

る．図中の変数 N は MTG 数，P は同一 MT 同時呼び出し

用変数，戻り値用変数，MT 間共有変数の宣言で構成され

回数をそれぞれ表している．変数管理クラス VARmanagei

ており静的データ構造による管理ではこれらの要素をクラ

に関しては，Mainp クラス内の VARmanagei クラスのイ

ス変数とする．階層開始マクロタスクでは，予め用意され

ンスタンス内の変数をアクセスする．VARmanage クラス

た領域のユーザー／実行制御データの初期化を行い，領域

のインスタンスは Mainp 内において動的データ構造では

の再利用を行う．静的データ構造によるユーザ／実行制御

ArrayList として領域を用意し，静的データ構造では静的配

データの管理では 4.1 節で述べたような動的データ構造へ

列として領域を確保する．但し，1 要素の静的配列の場合

のアクセスによるオーバヘッドを削減することが可能であ

にはスカラ変数にする．マクロタスク管理クラス MTman-

る．静的配列によるデータ管理では，再帰メソッド内部の

age に関しては，静的データ構造による管理の MTG では

MT のように MT の同時呼び出し回数が静的に定まらない

MTmanage クラス内の staticfield，動的データ構造による

場合，VARmanagei クラスと MTmanage クラスのインス

管理の MTG では MTmanage クラス内の dynamicfield を

タンスの個数が静的に求まらず対処することができない．

アクセスする．階層開始マクロタスクにおいては動的デー
タ構造による管理を行う MTG は従来と同様にインスタン

4.3 静的／動的データ構造を伴う並列 Java コード
本手法では階層統合型粗粒度タスク並列処理の階層ごと
に静的／動的データ構造を選択し共有データ管理を行う選
択的静的データ構造を用いた並列 Java コード生成手法を
提案する．
メソッド内部の変数を管理する VARmanagei クラスは
選択的静的データ構造では従来と同様にそれぞれの MTGi

スを追加し，一方，静的データ構造による管理を行う MTG
においては当該 MTG のマクロタスク管理クラスのインス
タンスの初期化を行う．

5. 並列化コンパイラ
本章では，階層統合型粗粒度タスク並列処理の並列化コ
ンパイラについて述べる．

ごとに VARmanagei クラスを作成する．VARmanagei ク
ラスのインスタンスは Mainp クラス内に作成される．静

5.1 並列化指示文

的データ構造による管理を行う階層の VARmanagei クラ

本手法では，対象となる Java プログラムにおいて，階

ス（例えば図 4 の VARmanage1）は静的な要素（図 4 の

層統合型粗粒度タスク並列処理を実現する部分に並列化指

varm1) として，動的データ構造により管理を行う階層

示文を記述し，並列化コンパイラにより並列 Java コード

の VARmanagei クラス（例えば図 4 の VARmanage2）は

を生成する．
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表 2

粗粒度タスク（マクロタスク）として定義したい部分に，
以下のような並列化指示文を加える．

/*mt*/ {
マクロタスク処理;

}
マクロタスクは階層的に定義することが可能であり，for 文

性能評価プログラム

プログラムの種類
全行数

Turb3d

Swim

Jacobi

Pi

2290

431

27

99

並列化指示文数

68

30

9

2

階層数

7

5

4

1

全 MTG 数

21

8

5

1

全 MT 数（分割後）

470

199

148

36

や while 文等の繰り返し文内部やクラスメソッド内部にお
いても，並列化指示文（/*mt*/）を入れ子にすることによ

生成の性能評価を，マルチコアプロセッサシステム Sun

り記述できる．Java プログラムにおいて，階層統合型粗粒

Fire T1000，および，DELL PowerEdge R620 上で行う．

度タスク並列処理の適用しない部分（前処理部分や後処理
部分）は，/*premt*/，/*postmt*/の並列化指示文を記述
する．

6.1 性能評価環境
Sun Fire T1000 は，UltraSPARC T1（8 コア，1.0GHz）
，

図 1 のプログラム（図 2 の MTG に対応）は，本コンパ

8GB のメモリから構成されており，OS は Solaris10，Java

イラの並列化指示文を加えたソースプログラムである．本

処理系は JDK1.6 となっている．16 スレッドの実行時に

コンパイラでは，並列化可能ループは並列化指示文で分割

は，8 コアにてハイパースレッディングを用いている．JVM

数を指定（/*mt decomp=値*/）することにより，複数の

における実行では-Xint オプションをつけている．

ループに分割して，それぞれをマクロタスクとして定義す

一方，DELL PowerEdge R620 は，Intel Xeon E5-2660

る．各マクロタスクの Critical-Path 長は，/*mt cp=値*/

（8 コア，2.20GHz）を 2 ソケット（16 コア），64GB のメ

により記述できる．最早実行可能条件は自動的に求められ

モリから構成されており，OS は CentOS6.4，Java 処理系

るが，並列化指示文/*mt 論理式*/を用いて，最早実行可

は JDK1.7 となっている．JVM における実行では-Xint オ

能条件の論理式を直接記述することも可能である．選択的

プションをつけている．

静的データ構造については，/*mt stmn*/のように記述さ
れた MT の属する MTG に適用する．

性能評価を行うプログラムは表 2 に示す 4 種類であり，

4.3 節で述べたデータ構造の選択基準に合わせて並列化指
示文を加えている．

5.2 並列化コンパイラの仕様
本並列化コンパイラでは，並列化指示文を加えた Java
プログラムを入力とし，階層統合型粗粒度タスク並列処理
の並列 Java プログラムを出力する．

6.2 ベンチマークプログラムによる性能評価
本性能評価では，表 2 に示す SPECfp95 ベンチマークの

Turb3d プログラム，Swim プログラムを用いて評価を行っ

本コンパイラの対象となる入力 Java プログラムは，フ

た．Turb3d，Swim プログラムは f2j[13] を用いて Fortran

ロントエンドが対応している JDK1.2 の文法で記述されて

から Java に変換し，それぞれ並列化指示文を加え，本並

いるものとする．

列化コンパイラでコンパイルする．並列化可能ループは並
列化指示文を用いて 32 分割し，それぞれをマクロタスク

5.3 並列化コンパイラの実装
本節では，並列 Java コードを生成する並列化コンパイ

として定義している．その後，並列 Java コードを javac で
コンパイルし，JVM で実行した．

ラについて述べる．本コンパイラは Java 言語により開発

性能評価ではそれぞれのプログラムに対して，(1) ルー

されており，字句解析と構文解析においては，LALR(1) の

プ並列処理（階層統合型粗粒度タスク並列処理によるルー

コンパイラコンパイラである Jay/JFlex を用いて抽象構文

プ並列性のみを利用）
，(2) 階層統合型粗粒度タスク並列処

木を作成する．

理（動的データ構造）
，(3) 選択的静的データ構造を用いた

その後，並列化指示文により定義されたマクロタスクに
対して，データ依存と制御依存を解析し，表 1 のような
最早実行可能条件を生成する．この最早実行可能条件は本

階層統合型粗粒度タスク並列処理の 3 種類の並列実行にて
評価を行った．

Turb3d プログラムでの実行結果を図 5，図 6 に示す．

コンパイラの生成するダイナミックスケジューラに反映

図 5 の UltraSPARC T1 上での 16 スレッド（8 コア）の実

され，ダイナミックスケジューラを含む並列 Java コード

行結果によると，ループ並列処理（階層統合型並列処理に

（Mainp.java）が生成される．

6. マルチコア上での階層統合型粗粒度タスク
並列処理の性能評価
階層統合型粗粒度タスク並列処理用の並列 Java コード
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図 5 UltraSPARC T1 上での Turb3d プログラムの階層統合型粗

図 7

粒度タスク並列処理（8 コア）

図 6

Xeon E5-2660 上での Turb3d プログラムの階層統合型粗粒
度タスク並列処理（8 コア*2 ソケット）

図 6 の Xeon E5-2660 上での 16 スレッド（8 コア*2 ソ

UltraSPARC T1 上での Swim プログラムの階層統合型粗粒
度タスク並列処理（8 コア）

図 8

Xeon E5-2660 上での Swim プログラムの階層統合型粗粒度
タスク並列処理（8 コア*2 ソケット）

6.3 数値計算プログラムによる性能評価

ケット）の実行結果によると，ループ並列性のみの利用で

本性能評価では，Java で作成した 2 つの数値計算を用

は 5.01 倍の速度向上であるが，階層統合型粗粒度タスク並

いる．1 つ目は，ヤコビ法による連立一次方程式求解のプ

列処理では 7.04 倍の速度向上が得られた．提案する選択

ログラム（表 2 の Jacobi）では，対象とする行列サイズは

的静的データ構造を適用すると 7.71 倍の速度向上が得ら

10000 × 10000 であり，このプログラムでは，収束ループ

れた．

の中に，3 つのループ（for 文）と基本ブロックから構成さ

Swim プログラムでの実行結果を図 7，図 8 に示す．こ

れる．2 つ目は，円周率を求める積分プログラム（表 2 の

のプログラムはループ並列性が十分にあるため，図 7 の

Pi）であり，4/(1 + x2 ) を x=0〜1 の範囲で定積分するも

UltraSPARC T1 上での 16 スレッド（8 コア）の実行結果

のである．積分は台形公式にて行っており，積分の分割数

によると，ループ並列処理（階層統合型並列処理による

は 5000 万である．各プログラムには，並列化指示文を加

ループ並列性のみ利用）では逐次処理に対して 7.91 倍の

えた後，本並列化コンパイラでコンパイルする．並列化可

速度向上であり，階層統合型粗粒度タスク並列処理におい

能ループは並列化指示文を用いて 32 分割し，それぞれを

ても 7.93 倍の速度向上が得られた．さらに，提案する選

マクロタスクとして定義している．その後，この並列 Java

択的静的データ構造を適用すると 16 スレッド（8 コア）で

コードを javac でコンパイルし，JVM で実行した．

10.62 倍の速度向上が得られた．

性能評価では選択的静的データ構造による速度向上が，

図 8 の Xeon E5-2660 上での 16 スレッド（8 コア*2 ソ

実行制御データとユーザデータに対して，それぞれどの程

ケット）の実行結果によると，ループ並列性のみの利用で

度の効果があるかを測定した．8 スレッドでの実行におい

は 4.09 倍の速度向上，階層統合型粗粒度タスク並列処理

て逐次処理に対する速度向上率を次の 4 通りの並列実行で

では 4.08 倍の速度向上が得られた．提案する選択的静的

評価する．(1) 階層統合型並列処理で動的データ構造，(2)

データ構造を適用すると 8.49 倍の速度向上が得られた．

階層統合型並列処理で実行制御データの静的化，(3) 階層

これらの結果から，本並列化コンパイラの生成した並列

Java コードは，Java プログラムの粗粒度並列性とループ並

統合型並列処理でユーザデータの静的化，(4) 階層統合型
並列処理で選択的静的データ構造管理．

列性を十分に引き出しており，また，選択的静的データ構

ヤコビ法による連立一次方程式求解のプログラムでの実

造を用いたデータ管理によりデータアクセスオーバーヘッ

行結果を図 9 に示す．図 9 の実行結果によると，E5-2660

ドが軽減され，実効性能を向上できることが確認された．

の 8 スレッド（8 コア）の並列実行では，階層統合型粗粒
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並列化コンパイラにより生成された並列 Java コードを
マルチコアプロセッサ上で実行したところ，階層統合型並
列処理はループ並列処理と比べて高い実効性能を達成して
おり，また，選択的静的データ構造によりデータアクセス
時間を大幅に短縮できた．それゆえ，選択的静的データ構
造を用いた階層統合型粗粒度タスク並列処理の並列 Java
コード生成手法の有効性が確認された．
今後の課題としては，並列化指示文を Java プログラム
に自動挿入するプリプロセッサの開発があげられる．
図 9

ヤコビ法プログラムの階層統合型粗粒度タスク並列処理（8
コア）
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理手法を提案した．本手法では，並列化指示文付 Java プ
ログラムを入力とし，開発した並列化コンパイラを用いて，
階層統合型粗粒度タスク並列処理の並列 Java コードを自
動生成することが可能である．
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