
エージェント概念に基づいた

長時問トランザクション･モデルの研究

(研究課題番号 09480074)

平成11年度科学研究費補助金(基盤研究(B) (2))

研究成果報告書

平成12年3月

研究代表者 渡 遥 豊 英
(名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻)



∠β伽占6oooo6)

エージェント祇念に基づいた

長時間トランザクション･モデルの研究

平成12年3月

20095656

研究代表者漉iL豊美

(名古屋大学大学院工学研究科敦摸)



平成11年度 科学研究費 補助金 (基盤研究(B) (2) (一般))

研究成果報告書

課長寺号

09480074

研究課長

エージェント概念に基づいた長時間トランザクション･モデルの研究

研究組♯

研究代表者 渡連 豊英(名古屋大学大学院 工学研究科 教授)

研究分担者 佐川 雄二(名古屋大学大学院 工学研究科 講師)

朝倉 宏一(名古屋大学大学院 工学研究科 助手)

研究軽♯

平成9年度 4,400

平成10年度 3,200

平成11年度 1,400

計 9,000

千円

千円

千円

千円

1



〔研究発表〕

学会誌･国際会議蘇等

1･ M･Asano, T･Ushiama, T･Watanabe: uManaglng Long-lived Transaction on Agent-

orienLed Model", Proc･ofVSMM'96,
pp.4851489(1996).

2･ T･Watanabe: =Agent10riented Model for Managlng Long-lived Trahsaction, Based on

Work-flow and Task-graph", Proc.of ICCIMA'99, pp. 10- 13(1999).

3･ H･Yamamoto, Y･Guo, K･Suzuki, T･Watanabe: uDelegation Mechanism in- Agent-

oriented Framework for Managlng
I

Long-lived Transaction", Proc･of ICCIMA'99,

pp.14-17(1999).
4･ K･Asakura, T･Watanabe: uA Real-time Scheduling Strategy on Multiprocessor Parallel

Comput占r", proc.of PCW'96-Japan, pp.Pl -D-1 /7(I996).

5. K.Asaknra, T.Watanabe:乍`Fine Grain Parallelism of Processes on Workstation Cluster

Environment", Proc･of PCW'98-Japan, pp.P二E- I/6(I998).

6･ K･Sanda, K･Asakura, T.Watanabe: "Analysis Method of Access Patterns between

lnterprocess-dependent Arrays", Proc.of PCW'98-Japan, pp.P-F- 1/7(1998).

7. K.Asakura, T.Watanabe: "Fine Grain Execution Control of Procedure-oriented Tasks

on Computer Cluster Environment", Proc.of PDPTA'99, pp.2739-2745( 1999).

8･ K･Sanda, K･Asakura, T･Watanabe: uAccess PatternsAnalysIS between Intertask-

dependent Arrays", Proc.of PDPTA'99, pp.2746-2752(1999).

9･ KMiura, K･Sanda, K･Asakura, T･Watanabe: HHigh-speed Transfer Method for

Synchronization Message between Inter-related Tasksn, Proc･of PDPTA'99, pp･2501
-

2506(1999).

口京発表等

1.浅野正靖,牛尼剛毅,渡連豊英: "長時間トランザクション管理のための三階

層モデル", 1996年度電気関係学会東海支部連合大会講演論文集, 587(1996).

2.鈴木幸一郎,渡連豊英: =タスクグラフを用いたトランザクションの効率的な

処理方法=,情報処理学会研究会報告｢知能と複雑系｣
, 1O9-1, pp.1-6(1997).

3.鈴木幸一郎,渡連豊英: "複数の関連した処理要求の実行制御のための枠組み",

1997年度電気関係学会東海支部連合大会講演論文集, 623(1997).

4.鈴木幸一郎,渡遵豊英: =長時間トランザクションにおけるタスクフローを用

いた.トランザクションの実行制御",情報処理学会第57回(平成10年度後期)

全国大会論文集, Ⅶ1.3,
pp.55-56(1998).

W



5.郭雲寿,渡連豊英: "トランザクション処理における処理手順表現のためのタ

スクグラフ", 1999年度電気関係学会東海支部連合大会講演論文集, 572(1999).

6.三田勝史,朝倉宏一,渡遵豊英: =配列データ分割による漸進的並列処理手法

の適用", proc.ofJSPP'98,
pp.147(1998).

7.朝倉宏一,渡遥豊英: "プロセス間同期オーバヘッド削減のための漸進的並列

処理手法の提案", proc.ofJSPP'98,
pp.148(1998).

8.三日勝史,朝倉宏一,渡遵豊英: "漸進的並列処理のための配列アクセス･パ

ターン解析手法",情報処理学会第57回(平成10年後期)全国大会論文集,Ⅶ1.1,

pp.29ト292(1998).

9.三田勝史,朝倉宏-,渡遵豊英: "配列データを共有するタスク間の.並列性抽

出のためのアクセス･パターン解析手法=, 1999年度電気関係学会東海支部連

合大会講演論文集, 571(1999).

10.三浦圭司,一三田勝史,朝倉宏一,渡連豊英: …並列タスク間における同期メッ

セージ通信の高速化=, 1999年度電気関係学会東海支部連合大会講演論文集,

573(】999).

ll.朝倉宏一,渡遵豊英∴"計算機クラスタ環境における並列処理のためのプログ

ラム並列化手法とその評価",情報処理学会研究会報告｢ハイパフォーマンス･

コンピューティング｣
,78-6,pp.31136(1999).

12.三田勝史,朝倉宏一,渡遵豊英: =配列データを共有する並列タスクの実行効

率向上のためのアクセス･ fヾターン解析=,情報処理学会研究会報告｢ハイパ

フォーマンス･コンピューティング｣
,78-7,pp.37-42(1999).

13.三浦圭司,三田勝史,.朝倉宏一,渡連豊英: =計算機クラスタ環境における･並

列タスクの同期処理の検討",情報処理学会研究会報告｢ハイパフォーマンス･

コンピューティング｣
,78-8,pp.43-48(1999).

〔関連研究発表〕

学会誌･国際会読録等

l･ K･Asakura, T･Watanabe: "A Program Partitionlng Method for Parallelizing Compiler

on Workstation Clusters", Proc･orPDPTA'97,
pp.222-225(1997)

2.朝倉宏一,渡遵豊英:"ワークステーション･クラスタ環境における並列化コン

パイラの橋成…,電気学会論文誌c, vol.118-C, No.4, pp.558-568(1998).

並i



口寮発表専

1.伊藤成記,渡連豊英: =複雑な仕事の失敗に対する代替･補償処理のための知

識表現=, 1996年度電気関係学会東海支部連合大会講演論文集, 587(1996)I

2.伊藤成記,渡達豊英: "知識に基づく相互関連タスクの協調制御機構'',情報処

理学会研究会報告｢知能と複雑系｣ ,
109-2, pp.7-12(1997).

3.
･伊藤成記,渡連豊英:

"知識.ベースL='基づいた相互関連タスクの実行制御機構",

'情報処理学会第55回(平成9年後期)全国大会論文集, Ⅵ)1.4, pp.159-160(1･997).

4.朝倉宏一,三田勝史,渡遵豊英:"ワークステーション∴クラスタ環境での租

粒度･細粒度並列処理を実現する並列化コンパイデ',情報処理学会第57回

(平成10年後期)全国大会論文集, vol.1, pp.287-288(1998).
5. K･Gnanasambandam, AT･Wata-nabe:

uAdaptwe Gateway: A Mechanism for Virtual

Environment=, 1999年度電気関係学会東海支部連合大会講演論文集, 61 1(1999).

1V



目 次

1.はじめに

2.長時間トランザクション処理

2.1概要

2.2 三階層モデル

2_.3 ワークフローとタスク･グラフ

2.4 委譲機構

3.タスクの並行実行

3.1概要

3.2 タスク･スケジューリング

3.3 並列タスクの実行制御･--･

3.4 並列タスク間のデータ転送

1

3

7

15

29

30

40

48

3.5 配列共有タスク間の漸進処理 一----I--1一----I--------------------･1---一丁一--=--------.-------- 54

4.関連研究

4.1並列化コンパイラの構成 93



1.はじめに



情報技術の下に様々な活動が情報システム､また情報処理の対象として社会の仕

組み､構造を置き換えたり､変移させたりしている｡それは物理的世界と論理的世

界のギャップを明確に意識しないで､ ｢現実世界=仮想世界｣という模式を構築する

ことが情報化による発展のように､見かけの様々な現象に現れている｡現実世界が

有する物理的現象､状況と仮想世界が有する論理的構成､構造を人間の活動という

視点で融合､適合させることが､今日情報化社会の進展に求められている課題であ

る｡人間と機械の共生､共存を如何に効果的に､かつ円滑に形成していくかが重要

な視点となっている｡

本研究課題｢エージェント概念に基づいた長時間トランザクション･モデルの研

究｣では､様々な相互に関連する複数の処理要求を効率的､成功的に処理するため

の枠組み､及びその解決法を探索することが目的である｡

今日､計算機を利用してデータを処理する要求は､多種多様に渡っており､また

その内容も高度化､長期化している場合が少なくない｡長時間トランザクション

( Long-lived transaction )は単一的に処理可能な要求でなく'､複数の相互に関連す

る処理内容から構成された要求に対応する｡その処理の完了までに種々の手順を経

る必要があり､これら個々の処理内容を効率良く実行することにより､目的の処理

を達成できる｡旅行代理店業務､不動産業務などがこれに該当する｡様々なデータ

ベースをその要求内容に従って繰り返し探索･更新し､処理要求を時間経緯の中で､

他の処理手続■きとの関係で実現していく必要がある｡もちろん､実時間が長い､短

いということではなく､処理要求が達成されるために複数の処理内容､.手続きが連

携して実現されなければならないことが｣長時間の意味である｡

このような長時間トランザクションの効果的､効率的な実行を実現するには､複

数の関連する処理手続きを如何に実行制御するかがカギとなる｡本研究課題では､

この問題に対して､

1)長時間トランザクションを処理するための枠組み

2)複数の関連するタスクの効率的な実行制御法

について､具体的に検討･対処した｡長時間トランザクション処理の枠組みについ

ては､長時間トランザクションの構成を三レベルで階層的に分解･構造化し､それ

ぞれの層での役割と処理･管理･制御レベルを分離することにより､実行制御を単

純化するとともに効率的な実行制御を図ることとした｡また､同時にそれぞれの層

の役割に応じて自律的動作可能な､トランザクションの管理･処理実体としてエー

ジェントを配置し､相互の処理状況を動的に把握可能な枠組みを与えた｡

一方､タスクの効率的な実行制御法では､タスクの並列実行の視点から検討し､
実行単位となるタスクの粒度､処理時間と通信時間の関係､タスク間同期制御など

について､具体的に考察･実験した｡二つ以上の関連するタスクが同時に実行可能

な環境では､常にデータ同期や制御同期が発生し､それが実行性能の低下に関与す
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ることが明らかで､このような実行性能を妨げる同期について､データ交換､制御

切替などに有用な機構を明らかにすることが必要である｡

以降の章では､これら二つの研究項目に対して議論し､第二章で長時間トランザ

クション処理の枠組みを､第三章で複数の関連するタスク間の実行制御法をまとめ

ている｡また､第四章では､この研究課題に関連して実施した研究内容､並列タス

クの生成系について報告している｡
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2.長時間トランザクション処理



2.1概要

長時間トランザクション処理?研究テーマでは関連する複数の処理内容を効率良

く､また的確に実行できる枠組みを検討し､そのモデルを構築することを目的とし

ている｡トランザクションの処理に関しては､ ACID特性を保証することがその実

行の正当で､信頼可能な結果(処理の実行終了)を生成するとして認識されていて､

様々なトランザクション･モデルが議論されてきた｡'ACID特性は以下のように定

義きれている｡

1 )原子性(Atomicity):単独な実行単位であること

2)一貫性( Consistency ):データベースに対する正確なスナップショットとして

維持されること

3)独立性(Isolation):一個のトランザクションの実行とは無関係に構成可能なこと

4)持続性( Durability･):更新した結果が正しく後続トランザクションで利用可能

なこと

ACID特性は以上のように一つのトランザクション処理を単独で実行でき,かつ

他のトランザクションともその処理結果を介してのみ､共存可能な特性を表してい

る｡蝕って､ ACID特性が保証されたトランザクション系列､または集合体はある

トランザクシ.ヨンが実行に失敗したり､実行を適切に終了できな.かった場合にも､

その回復処理を円滑に適用したり､ある時点から再実行を可能にするために必要不

可欠なトテンザクションの構成形式である｡

本稿では､長時間トランザクションに村してそれを三階層にて実行する枠組みを

与えるが､ユーザからの処理要求である長時間トランザクションをトランザクショ

ンの集まり､個々の処理内容に対応するトラ.ンザクションをアクションの集まりと

定義する｡そして､原子的な処理単位であるアクションが実際に実行対象となり､

ACID特性を有する単位として構成される｡

トランザクションの処理に関して､その効率的な実行のために､また正しい実行

のために今まで様々なモデルが提案されてきた｡ A.Elmagarmidは代表的なトラン

ザクション･モデルを纏めている｡彼はトランザクションに関する提案に対して､

1)トランザクション･モデルの形式化:ACTA

2)マルチ･データベース特有のトランザクション･モデル:

(a)Sagas

仲)ConTract

(c)Split-Transactions
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表2.1代表的なトランザクションーモデル

ACID

ACTA

(形式モデル)
atomlC,

nested

wo rkflow

cooperative work

transaction abortion and commitment

c●ompensating transaction

alternative and conti ency transaction model

open-nested
× iso一ation

△ consi岳tency

一ong-一ivedtransaction

COnCurrenCy

global subtransaction

compensating globa一 subtransaction

ConTract open-nested

空ヨ

(一ock-based method)
longlived complex transaction

compensation

forward recoIVerY

Sp一it-Transactions open-nested △ iso一ation

△ atomicity

dyrlamic/unpredictab一e

一ong-runnlng transaction

diverse transaction(CSCW)

(visible2-phase commitment)
open-ended application

compensation

Flex-Transactions open-nested
×

atomicity compensation

dependency

1) faiLure'dependency

2) success dependency

3) external dependency

S-Transactions nested X consistency compensation

visib一e2-phase commitment

Mu]ti】eve[-

Transactions

nested commutativity

COnCurrenCy

Polytransactions nested

Epsi]on

Transactions

△ atomicity

X
consistency

? Isolation

Object-oriented
Approach

open/closed-

nested

△ atomicity

(nonvital)

△ consistency

(open-nested)

△ isolation

(open-nested)

△ durability

(compensation)

Compensating and contingency transaction

Cooperative

Transactions



(d)FlexTransactions

(e)S-Transactions

(i)MultilevelTransactions

(g)Polytransactions

Ol)EpsilonTransactions

(i)Objectroriented Approach: Distributed Object Management(DOM)

3 )他のモデル: CooperativeTransactions

のような分類を試みた｡

泰2.1はこれらを整理している｡複雑な､または長時間トランザクション処理-を

目的とする､これらのモデルはネスト構造として構成され､ほとんどがACID特性

に村して何らかの条件緩和､条件侵害を残す結果となっている｡階層的に構成する

ことによって､トランザクションの実行単位を明確にし､管理､制御を容易にする

反面､トランザクションの実行単位間に従属性が自然に付帯し､ ACID特性の緩和

が必要となっているb Object-oriented Approacbも例外ではないが､その適用性､

可用性に優れていて､有望なモデルと見なされている｡ネスト構造ではあるが､そ

れぞれの処理主体が独立であろことにより､制御に柔軟性を与えている｡これは

Cooperative Transactionsにも共通する｡

長時間トランザクション処理のための三階層モデルでも､今日までに提案された

トランザクション･モデルと同様に､ネスト構造を有してし､る｡従って､上位の処

理は下位の処理の実行状況に依存し､.実行効率､実行効果に必ずしも優れている訳

ではない｡三階層モデルではこれに村処するためにObject-oriented Approachや

Cooperative Transactions~な視点.から､実行制御の柔軟性､即応性を達成するため

･に各層にエージェントを配置し､自律的な活動実体であろキージュントが他のエー
ジェントと交信しながら､また他のエージェントの振舞いを観察することによって

相互に処理を進めることができる枠組みを提示している｡少なくとも､階層の上位･

下位関係に実行権の移行制御が制約されることなく､必要なときに必要な対応を施

すことができる｡

参考文献
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2.2三階層モデル

1 Introduction

Currently, databases are usable in a wide range of applications･ And, the database

facilities to be
required

†in
such individual applications become more complex･ The

management of long-lived transactions is a typical example. The long-lived trans-

action is a collection of variously related demands･ In order to manage `long-lived

transactions efBcientlyi ACID properties for transactions[5]must be supported. In

addition, the concepts of compensating, recovery and contingency[2]【3]
are impoト

tant.

The currently proposed transaction models for managlng longllived transactions

have the main objective
to support the concept of ACID

properties【1].
The meth-

ods which they adopt are not adaptable directly to manage long-lived transactions

because they have been investigated for the management of singleindependent trans-

actions･ Our transaction model is developed to manage long-lived transactions ef-

fectively and successfully, and designed on the basis of a hierarchical structure of

execution control･ Namely, our transaction model is composed of three kinds of lay-

ers: long-lived transaction layer, transaction layer and action layer. Of course, the

long-lived transaction layer is the top level, and the action is the bottom level. In

addition to this hierarchical structure, we introduce agents, which are autonomous

and active entities with a view to making the execution control among these layers

鮎Ⅹibly.

Tbese agents take individual roles, corresponding to the asslgned layers:
manager

in the long-lived transaction layer, executor in the transaction layer and actor in

the action layer･ Thus, our
agent-based management paradigm is different from the

cooperation mechanism among agents in the currently proposed distributed arti丘cial

intelligence【6][7][8].

2 Transaction Model

In order to execute long-lived transactions effectively and e氏ciently, we propose a

hierarchical transaction model･ Our model is composed bierarcbically as three kinds

oflayers:

● long-lived transaction layer,

● transaction layer, and
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● action layer.

we show this transaction model conceptually in Figure 1. The individual layers are

de丘ned to control long-lived transactions with respect to the granularity･

: long-lived transaction

: transact10n

: action

図1: Transaction model

The long-lived transaction layer manages and controls users'requests･ This layer

creates the work-flow according to the requests･ The nodes of this work-flow cor-

respond to the operations･ The transaction layer manage_s and controls divisible

operations which is indicated by the node of work-flow. This layer also cieates the

task-且ow which has basic and indivisible operations as the nodes, which are called

actions, and controls the concurrency among these actions. The action layer con-

trols the action. Substantially, the action is the operation for access of database or

calculation.

For example, we consider the work in the travel agent company･ In 'this example)

the composition process of travel plans is a long-1i心ed transaction; events derived

from schedulings such as hotel plannlng, aircraft planning and so on are transactions;

and individual operations for hotel reservation, aircraft reservation and so on are

actions.

Tbe transactions can be handled as sequential processlng Which is representable

by the state transition diagram, while the action can be handled as concurrent

processlng Which is indicatable in the task-且ow. The management and control of

transactions in the long-lived transaction layer are expressed by the work一色ow, and

the management and control of actions are expressed by the task一旦ow･

In the case that the management structures of long-lived transaction which are

organized hierarchically until today have been pointed out the problem that if the

processing for low layer does not commit, the processlng
for high1ayer cannot

be
executed[1】･

In order to solve this problem, we introduce the agent-oriented

paradigm【6].
The autonomous agents handle their own operations in individual lay-

ers, and can interact with agents in other layers directly, if necessary, 1n addition to
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the interaction in the same layer･ Thus, our transaction model makes the flexible

execution control possible.

3 Agent Facility

In order to manage and control long-lived transactions flexibly, autonomous agents

are asslgned to each layer, as shown Figure 2:

｡ manager (assignedto the long-lived transaction layer)

'executor (assignedto the transaction layer)

･ actor (assignedto the action layer)

@ 2: Agent facilities

This sectiorl Shows the characteristic features of each kind
of agent･

3･1 Manager

The manager manages and controls a request of long-lived transaction wbolely･

Therefore, the manager's roles are the interactions with user or executors. The

manager uses the work-flow in order to manage and control individual transactions,

and only one manager is asslgned to one request･

Work_flow

The work-flow is the state transition diagram of long-lived transaction. We show

the form of work-flow in Figure 3 conceptua11y･ The nodes in work-flow show states

for long-lived transaction･ The states Sl and S2 are individual transactions in Figure

3･ The black arrow in the left-to-right direction in this work-且ow shows the normal

transition between states･ And, the black dash arrow in the right-to-left direction

shows the retry transition･ The retry transition is not manlpulated automatically

by the manager･ It is controlled by the interaction between user and manager･
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図3: Work-flow

This work-flow expresses that the long-lived transaction is handled sequentially and

that when the process of executor which is trusted with one state is successful, a

transition of state occurs

3.2 Executor

The executor manages and controls a separatable work, which are composed
by

tasks. The task is defined as follows

● task: this is the ordering and independent process, and includes a set ofactions･

In -order to execute the work indicated by the manager, the executor creates the

task-且ow, and manages and controls individual actions which compose the task･

using the task-flow, the executor does not only manage/control actions sequen-

tially/concurrently,
but also makes recovery of tasks when the tasks or actions cr~e-

ated and scheduled
by task-flow are failure･

Task-flow

The task-flow is used in the case that executors manage and control actions･
This

task-flow is expressed
as shown in Figure 4･ Here, Ti and aj represent a task and an

action, respectively; the task Ti Which includes action aj (1≦ i ≦ n)
is represented

by the followlng forms:

Ti(al,a2,･･･,aj)

The action is de丘ned as fわllows.

･

aj-(action-id,
task-id, actor-id

, action(conditionl,COndition2,
･ I

･))

In the above expressions, we use followlng notations:

1. action_id is the identifier of action,

2. task_id is the identifier of task which includes this action,
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図4: Task-且ow

3. actor.id is the identifier of actor which executes this action practically,

4. action is the name of action, and

5. conditioni is a condition of action.

Let's consider an example of action for reserving airplane of T company from

A-place to B-place in 1996/9/18･The expression of this action is as follows:

al - (reserve_aCtionl,reSerVeJaskl, T_company_airplane_actor,

reserve(starting-place:
A-place, goal-place: B-place,

stariing-date: 1996/09/18))

The nodes in task-flow are tasks. The black arrows show the transition between

tasks.･ In the case that there are the plural transitions from one node, the arrows

which point out the transitions are added with their prlOrities in order to select an

appropriate transition between tasks.

3.3 Actor

The actor is an agent which executes a practical prlmitive and is concurrently

controlled. Namely, the actor executes the action trusted丘･om executor and returns

the execution results to executor. ■Therefore, the actor manlpulates the database

directly in order to execute the action trusted from executor.

4 Agent-interaction

The interaction methods among agents are categorized into the followlng two OneS:

● shared memory, and
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● agent communication fわrm.

In our transaction model, we propose the shared memory to which all of individual

agents can refer in order to make the interaction among agentsflexibly･

4.1 Shared memory

The shared memory lS Prepared in order to trust or transmit directly the informa-

tion shared among all of individual agents. We show the shared memory conceptually

in Figure 5.

図5: Shared
･memory

The information in the shared memory lS aS follows:

■ state information(SI):the execution states for.individual agents. The expresI

sion of state information is:

SI-(agent_id,higher_agent_id, lower_agent_id

, states10f-execution,request_id)

. request information(RI):the requests from agent assigned to the higher layer

to agent asslgned to the lower layer. The expression of request information is:

1U-(request_id,agent_id, requested_agent_id

,I behavior(conditionl,COndition2!
…))

･ acquisition information(AI):the response data from agent assigned to the

lower layer to agent asslgned to the higher layer. The expression of acquisition

information is:

AI-(request_id,agent_id, requesting_agent_id

, behavior(datal, data2...))

In the above expressions, we use following notations:
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1･ agenLid is the identifier of agent which applies to the information,

2･ request-id is the identifier of request which one agent trusts,

3･
states-of-execution is the state in which agent executes: executing, wait,

successful, failure, etc,

4･ behavior is the content of request which agent trusts,

5･ conditioni is the condition of request which agent trusts, and

6･ daiai is the information which agent acquires for some conditions.

When request-id in one information is the same that of another information,

agent-id in lU is the same as
requesting-agent_id in AI･ Similarly, requested_agent_id

in RI is the same as agent_id in AI.

4.2 Consistency of information

All
of individual agents can refer to the information in the shared memory･ In

order to keep the consistency of the information, there are restrictions concernlng

read/writeaccesses
to the shared血emory. when the agent in the higher layer trans-

mits the agent communication form to the agent in the lower layer, the restriction

for the age.nt in the lower layer is lifted.

The agent communication form is used for trust/returntransmission'between in-

dividual agents･ This form also is the trigger to lift the restriction for the shared

memory･ The content of transmission is useful for only one agent･ The agent com-

munication form(ACF) is as follows:

･ ACF-(transmition_agent_id,receive_agent_id

, request-id, info)

In the above expressions, we use followlng
notations:

1･ transmition-agent-id is the identifier of agent which transmits this ACF,

2･ receive-agent-id is the identifier of agent which receives this ACF,

3･ request-id is the same as parameters of individual information in the shared

memory, and

4･ info is the result of request information or acquisition information: successful,

failure, etc.
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5 Conclusion

In this paper, in order to be able to execute the long-lived transaction effectively

and efhciently, we proposed the transaction model which was composed hierarchi-

cally as three kinds of layers･ Also, we introduced the agent facility which manages

and controls the long-lived transaction且exibly･

We have followlng future directions･

. we don't evaluate our transaction model sufBciently･ In this future, we will

implement the agent facility'andl evaluate- and inspect the facility･

｡ we need to consider the acquisition method ofusers'requests and the extension

df expression
forms of task-flow in order to correspond to variou'sly related

demands from users.

● we must also consider the concnrrency control that actor manages･
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2.3ワークフローとタスクグラフ

1 Introduction

Tbe subject about management of long-lived transaction is one of interesting top-

ics as one application of databases for compound and long-term job which is com-

posed of many interrelated
requ?sts[1]･

The basic
management享ssue

is to control

and execute mutually related requests effectively and continuously lnl accordance

with their execution orders and relationships･ Until today, some methods have been

proposed to?ope with this issue: the nested transaction
model[2】and

SAGAS trans-

action model[3].
The nested transaction model o上ganizes som占related transactions

hierarchically, arranges the execution dependency among individual transactions

systematically and makes the execution control easily. In this model, there is a

drawback on which the successor depends
completely on the predecessor and is

disturbed if the predecessor could not丘nish its own work well. While, SAGAS

transaction model introduces the compensate transaction in order to recover the

drawback in the nested transaction model･ In this model, the idea of compensate

transaction is appreciable, but in practice it is not easy to specify the compensate

transactions for individual transact,ions.

In this paper, we address
-an

agent-oriented transaction mふnagement
means to

overcome successfully drawbacks in the previous models. In particular, we dis-

cuss the framework for managing longllived transaction under 311ayer transaction

model[4],and
describe the management method, based on the work-flow for long-

1ived transaction and task-graph for transaction which is a composite unit of long-

1ived transaction【5]･

2 Architecture for Long-1ivedTransaction Management

We organize the management structure for longllived transaction as 3-layer model

bierarchically･ Figure 1 shows our 3-layer model conceptually･ The top layer man-

ages the long-lived transaction as a user request wholly even if it were composed of

several mutually related jobs･ This layer is called the long-lived transaction layer.

Namely, this layer controls the execution of jobs requested from others or users

uniformly. The middle layer manages the composite units, which are executable in

sequencial control･ This layer is called the transaction layer･ Namely, this layer

manages the work derived mandatorily from the long-lived transaction layer and

controls the execution units, which are atomic in concurrent control･ Finally, the
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Figure 1: 3-layer transaction model

bottom layer executes the atomic execution units in practice･ This layer is called

the action layer.

In addition to this layer framework, we asslgn agents With particular roles to in-

dividual layers with a view to making the execution control among layers successful

and the effective execution possible. Figure 1 illustrates these agents attended with

each
layer: Manager, Executor and Actor･ Manager located in･ the long-lived trans-

action layer is a responsible entity
for a glVen long-lived transaction and controls

Executors sequencially ln Centralized organization･ Executor located in the trans-

action layer is a responsible entity for
agiven transaction (orwork ) inquired from

Manager and controls the execution among Actors concurrently･ Actors located in

the action layer execute individual tasks in practice･

In this framework, the dependency problem among
･transactions,

which is observ-

able in the nested transa占tion model, is.solved by the functionality of autonomous

agent･ Also, the compensation problem for failure transaction is supported comple-

mentarily by the control mechanism between Manager and･ Executor because Man-

ager enables/disablesappropriate
Executor under the centralized execution control

and Executor
enforces/disforcesexecuting Actors throughthe centralized execution

control.

3 Ft･amework

The long-lived transaction is composed as a sequence of interrelated composite

transactions, and also the transaction is composed as an ordered set of atomic ac-

tions on the basis of bierarcbical management architecture･ Thus, the long-lived

transaction to be managed by Manager is de丘ned as a linear list of independent

transactions, and the composite transactions are sequencially executed.
Namely,

Executors are exclusively existing ln SyStem･ While, the transaction to be managed

by Executor is defined as a multi-way graph of dependent/independentactions, and

atomic Actors are executed concurrently. Namely, Actors are concurrently existing
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in system.

A linear list of independent transactions is represented as the work一弘w: the

work speci丘es the requisite conditions, parameters, procedural behaviour, goal and

so on for the corresponding tfansaction･ Also, the multi-way graph of depen-

dent/independentactions is represented as the task-graph: the task speci丘es the

requisite conditions, parameters, procedural behaviour, goal and so on for the cor-

responding action･ Namely, the work一且ow and task-graph are collections or fわrmally

organized processes fわr long-lived transaction and transaction, respectively･ Figure

2 shows the relationship between
work-flow and task-graphs in 3-layer model･

Each

task-graph is･organized by 1-1 relationship for the corresponding work･

work-flow

Figure 2: Wbrk一且ow and task-graph

Our work-flow is aglobal specification of long-lived transaction, while our task-

graphs a're local
specifications of individual transactions･ Manager handles the work-

flow･directly
and controls Executors one by one in accordance with the sequencially

ordered works･ Of印urSe, Manager controls backwords or forwards the- executilon

points of the work-flow with respect to the execution result of Executor when some

failures were encountered･ Executor deals with the task-graph appropriately, as-

sociated with the work inquired from Manager, and controls individual Actors in

accordance with the task-graph, dynamically･

4 Work-flow Control

The
work is de丘ned as one independently executable process and is commonly

organized as a message (orrequest)
for the corresponding executor. Manager is

wholly responsible for the transaction management, requested from the external

commands, and composes the executable work一触w on the basis of appropriate

templete of work-flow initially. Of course, the parameters for individual work or

transitive relationships among works are asslgned･ After the work-flow has been

organized initially, Manager controls individual Executors sequencially with respect

to the work-flow･ The work-flow represents declaractively a collection of compound
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processes for long-lived transaction･

5 Task-graph Control

Task-graph, associated inherently with work, is de丘ned as a set of command mes-

sages to be applied
to Actors･ Although each Executor manages its own preasslgned

task-graph, the tasks in task-graph are instanciated by recelVlng the requisite param-

eters from work. Of course, after Executor initialized the corresponding task-graph

by means of work, it makes the execution of tasks effectively in accordance with the

control structure specified in the task-graph･ The task-1graph represents various
re-

lationships among individual tasks so as to make the execution efBciency successful･

The typical relationships among tasks are as follows:

1) Conditional start: Thi; relationship
between tasks A (upper) and B (lower)

means that B is started when the condition attended･ to the edge is satis丘ed･

In this case, the condition can be specified byglobally reserved variables
"n-

return= and =b-return" or special task variable門丘nish乃usable
in each task･ A

variable
"丘nish= keeps the execution result-value門commitH or門abortH of the

previous task･ Figure 3 shows such relationships･ In case that condition is not

speci丘ed, the relationship lS interpreted as normal dependency･

s亡ar亡

( finish='Lcommit

start

Ofln土sh="abort

s亡ar亡

)(n-re亡urn=1

s亡ar亡

)(n-re亡urn>1)

start

(b-re亡u工n= ■■亡工u

Figure 3: Conditional start between tasks

s亡ar亡

Itゎーreturn=
‖ fa1

2) Exclusive execution:
This relationship among tasks B, C and D means that

B, C and D can be concurrently executed, but C and D should be mutually

exclusive(
in Figure 4(a)).Ofcourse, when tasks B, C and D must be mutually

exclusive, this is shown in Figure 4(b)I

3) Synchronization: This relationship among tasks A, B, C and D means that

A, B and C enfわrce the execution of D in accordance with condition･
The

condition is the number of input tasks, or the value for aglobally reserved

variable
"return" : for example,

(1) wait(all)
or wait: for completion ofall predecessors ( (a)or (b)in Figure

5);

(2) wait(1)
: for completion ofonly one task from all ( (c)in Figure 5 );
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Figure 4: Exclusive execution among tasks

(3) wait(return-"true": all )-:for completion of all tasks whose return values

are "true"((d)in Figure 5 );

(4) wait(return-"false": 1 ):for completion of one task whose return value

is "false" ( (e)in Figure 5 );

(5) wait(
A and (B or C )):for completion of task A and completion of task

BorC ( (f)inFigure5)･

Figure 5: Synchronization

4) Conditional stop: This relationship between tasks A and B 'means that B

should be stopped when the condition could be satisfied･ The 'condition de-

scription is the same as that in the conditional start. Figure 6 shows such a

situation.

5) Block structure: The block represents a subtask-graph for a complex task･ In

this case, this complex task is manipulated
as a control unit for "commit" or

Habortりtbough usually this unit is adaptable to only one task･ Figure 7 shows

such a structure.
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(<L･t)n(Jition>)

Figllre G: Coil(1itio11alstop

Figure 7: Block structure

6 Example

Here, we consider an exa,mple: mallagCmCnt in travel agency. Wc assume sim-

ply that a long-lived transaction fわrtravel maIlagement is dil′ided into illdepelldent

transactions such as pre-plannlng, plannlng, reservation fわr tra･nspora･tions, reser-

vation for hotels, reservation for optional events, confirmatioll, Paymellt,, issue of

tickets and post-processlng.

Manager deals with this work-flow in order to manage tile re(lueSt Of a user

smoothly. Of course, the backward control is applied if necessary. 1Vhen the re-

sult in one transaction was cancelled by changlng uSer's plan, the flow
control goes

back to the transaction related to the most initially generated result.

Next, we consider one transaction as a work: reservation for transI)OratioIIS. In

this case, reservation for flights from Nagoya to Portlalld on九,Iarcl1 2, 1999, Portlalld

to Las Vegas on March 2, Las Vegas to Los Angeles on March 5, Los AllgCIcs to

Portland on March 7, a,nd Portland to Nagoya on Ma,rch 7･ Figure 8 illustrates tllC

task-graph for tllis work. Of course, trhis task-gra,pll manages Executor "rcscrvatioll

for transporations", lnStanCiated
from tllC Class "reservation for flights".and also

individual tasks are asslgned to the corresponding Actors: in tllis case, the same

Actors are created thoughthey are different by the pa･rameters. Unfortullately, this

task-graph does not represent the features of our various relationships sufBciently.

-20-



lLlゝ.<1Lrヽー:Ill(‖l.<t..けl

~TI
Nこlどー).V;1-】ーortJ;ーn(I L;1トヽ..7.Jg-;I.<-L'u/ヽnLIt,ーtゝ.qLosA岬<ーltやJ'ー'l‖州ー(I

()nM;ーr(.h2 (HllM;1l.i.1ー5
l

on八1;ーrしIー7
I I

Portltln(I-NIlg()yaPortland-LasVegas

onMarch2 onM.1rClー7

､
-
-
-
-
＼
▲

ノー--′
walt

Zz-eservatjolーend

Figure 8: Task-gTal)ll 0ffleigllt reSerヽ,i-t･io11

7' Conclusion

In this paper, we proposed our 3-layer model for managlng a lollg-lived transac-

tion on the basis of agent-oriented concept･ In particular, in our丘IamewOrk three

different agents located in individual lavers ta,ke different roles to manage the hi-
tノ

erarchically organized transaction structure effectively and to colltrOl the execution

successfully without depending on the hierarchical
control structure, so as to be dif-

ferent from the nested transaction model･ Additionally, we introduced the work-flow

and task-graph･ These executioII COntrOl mechanisms make tJhe execution e氏ciency

sufhcientlvand also make the executioll COIltrO1 8exil)1v.

In the future work7 We must investigate tile functioll, Wllich corresponds to the

concept of compensate transaction in SAGAS transaction model with a view tJO

accomplislling the successful comI)1etioll Of a longllived traIISaCtioll･ Also,inorder

to make the execution control moreflcxible, we must improve the communication

means among agents thoughcurrentlv it is nlCSSage PaSSlllg meChallism.t･
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2.4委譲機構

1 Introduction

The transaction management is one of the interesting
subjects

to control the ex-

ecution of tasks, and it is necessary to investigate effective management/control
mechanism･ In particular, the long-lived transaction management, on which many

interrelated tasks must be consistent for the execution sequence, becomes an impor-

tant topic with respect to the high-levelrequests for computer utilization[1]･
until today, the. nested transaction

model【2],
SAGAS model[3]and so on have

been proposed･ However, these proposals
do not always provide sufBcient means

for effective transaction managements: in the nested transaction血odel, the outer

level transaction is dependent on the execution state of the inner, and the execution

control may be suspended ifthe inner was not well executed; and in SAGAS model, it

is very complex though the corresponding compensation transactions are prede丘ned

to avoid such drawbacks.

In this paper, we discuss an agent-oriented丘･amework to manage the long-lived

transaction successfully and address the delegation mechanism which is the method

of dealing with the un-executable works.
Our

objective
in this paper is to make clear

the paradigm for managlng the un-executable works in the long-lived transaction

by delegatio･n between
managers[4].

Additionally, in our丘･amework the work且ow
is

introduced to specify individual works as the basic transaction units of long-lived

transaction.

2 Ftamework

we can summary the characteristics of conventional long-lived transaction models

such as the nested transaction model, SAGAS model and so on as lbllows:

(1) nested structure to specify and control dependency relationship among indi-

vidual basic transactions (innested transaction model);

(2) compensation control to recover failures (inSAGAS model)･

Tbe丘rst characteristic generates a drawback that the outer transaction may be

locked by the inner one if some accidents were occurred internally though the hier-

archical transaction structure is simple and well de丘ned･ The second characteristic
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is accomplished with the complexity though the compensation transaction is intro-

duced to avoid such a drawback.

In our framework, these disadvantages are got off under the followlng Viewpoints:

｡ 3-layer transaction
model[5】:

The long-lived transaction is organized hierarchi-

cally from 3 different layers such as the long-lived transaction layer, transaction

layer and action layer ill'ustratedin Figure l･

'agent10riented paradigm: 3 different kinds of agents are attached to 3 layers

respectively, as manager, executor and actor･ The manager in the long-lived

transaction layer controls executors sequentially･ The executor in the transac-

tion layer controls actors concurrently･ The actor in the action laye.r executes

each t-ask practically.

''mana?ement structure based on work flow and task-graph[6]:The manager

-controls executors by the worknow, and the ekecutor controls actors by the

task-graph which represents an ordered collection of composite tasks for one

work.

These three viewpoints provide the flexible execution control among various types

of long-lived transactions because the execution control is always kept by an au-

tonomous agent･ Figure 1 shows such a conceptual con丘guration of our 3-layer

transaction model.

fie]d of one long-)ived transaction

long-)ived transaction )dyer

manager

■ー-⊂)-○

ノ on】ayer

＼ ayer

Figure 1: 3-layer transaction model

workf) ow

Figure 2: Work flow

One long-lived transaction is managed in thefield, which is composed of one man-

ager, several executors and many actors･ The manager, associated with the prespec-

ified work flow, invokes an appropriate executor in accordance with the next work,

one by one･ The work且ow is basically a linear list structure of works, as shown in

Figure2.
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3 Delegation Mechanism

Under such a丘･amework, we propose the delegation mechanism between managers

(丘elds)with a view
to managing the long-lived transaction successfully even if any

work could not be executed completely or was failure by the corresponding executor･

If an executor cannot assign/controlactors sufnciently according to the requested

work or the manager cannot allocate the current work to the corresponding executor

well, the transaction management must be suspended･ In this case, the manager,

which cannot execute the work, delegates the work to another manager, which is

applicable to the work su氏ciently･ Figure 3 shows such delegation mechanism imag-

inarily.

rlC]doronc long-1ivedtransaclion

:∴●.ヽ‥

Figure 3: Types of delegations

In Figure 3, three types of delegations are illustrated･

(1) direct deleg?tion from manager,

(2) indirect delegation血･om executor through manager,

(3) indirect delegation丘･om actor through executor and manager･

Basically, the delegation is performed between managers by looking upon a work

as the request unit. Thus, the type (1)is the most basic delegation, and type (2)and

(3)are regarded as a variation of type (1)･In the type (2),the work which cannot be

executed by the corresponding executor is regarded as the work to be redone newly

in the executor of another manager, and also is canceled in the current executor･

While, in the type (3)the work which contains a suspended task is delegated under

the same process as type (2)･
To handle the delegation of type (1),the manager needs at least the following

three functions: When the manager cannot allocate the current work to the corre-

sponding executor well, the manager must decide to delegate that work (decisionof

delegation).Then the manager needs to inform another manager of that he cannot
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execute the current work (transmissionof a delegation
message).

When the man-

ager丘nishes the delegated work, he must infわrm the client or the result of that work

(transmissionof a reply message).
The agents (manager,executor and actor)communicate with each other by means

of message passlng･ The communications needed in handling the delegation of type

(1)are as follows:

● between managers: When the manager decides to delegate the current work to

another manager, he transmits a delegation message to request the execution of

that work･ A delegation message includes a type of work, information needed

in executing the work, and so on. A氏er
executing the work, the manager

who is deleg?ted must inform the client of the result of delegated work by

transmitting a reply message.

● between manager and executors: An executor starts ex.ecuting the work a氏er

receivlng an instruction message丘･om the manager in the same丘eld. And,

the. executor informs the manager of the result of his work by transmitting a

termination message.

4 Example

Figure 4: Behavior of manager

Here we show how delegation
mechanism hlnCtions with the example of travel

agency･ The work flow of travel agency consists of four works: collecting information

about a customer, plannlng travel schedule, reservlng Seats Of train or plane, rooms

of hotel,
and so on, paylng, aS illustrated in Figure 5･

Now, suppose two different managers: the one is for regular tour on which a

customer speci丘es a destination, means of transportation, hotels and so on. The

other is for package tour on
which a customer specifies only a destination. When the
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delegation message

Figure 5: Work flow of travel agency Figure 6: Example of delegation

manager
for regular tour serves a customer and the customer inputs the information

about package tour, he can,t execute the work
Mplannlng SChedule門due

to be in short

of information such as means of transportation, hotels and so on･ So, the manager

for regular tour delegates the work "planning schedule" to another manager (the

manager
for package tour)by transmitting a delegation甲eSSage Which contains the

kind of work (planningof package tour),parameter of the work (informationfor

package tour)and so on, as illustrated i.n Figure 6･ After that, the ma.nager
fo.i

package tour丘nds the delegation message and instructs the executor corresponding

to "plannlng Of package tour" work to execute･ Then he informs the client of the

result of that work by transmitting a reply message･

I? this way, the manager for regular
tour delegates the un-executable work (e･g･

"planning of package tour")･

5 Conclusion

we discussed the delegation mechanism
in our 3-layer transaction model based

on work且ows with
a

view
to evaluating the work which one manager cannot deal

with･
To manage the long-lived transaction successfully'we introduced the concept

of agent into our 3-layer transaction model and addressed the delegation mechanism

which is the method of dealing with the un-executable/relatedworks･

In the future work, we must investigate the related tasks with a view to compen-

sating the effect of works･ The compensation of a work can influence the result

of other manager,s works, so the delegation of compensation transaction must be

researched.
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3.タスクの並行実行



3.1概要

処理要求が効率良く､効果的に実行されるには､処理要求を構成する処理単位を

分析し､並列的に実行できる処理単位を抽出して並列実行を適用することが有効な

方法である｡処理要求を並列実行する場合､処理要求で扱うデータの処理内容に従

って並列性を扱うデータ並列と､処理要求を成す処理単位間の並列性に注目した機

能並列がある｡データ.&列はアプリケーションの性質に一致する場合に非常に有効

に適用できることもあるが､アプリケーション固有の性質に依存するために一般的

な方法とは言えない｡従って､今日までに試みられた並列処理､並列化の課題の成

果の多くは機能並列である｡データ並列はアプリケーションに対する依存性が強く､

問題設定により予めその並列度を推定できる場合も多く､■また明確である場合がほ

とんどであるためである｡

一般に､要求された処理が並列に実行可能であるか､またどのように並列化でき

るかは処理目的'､計算機システムの構成､計算機アーキテクチャなどによって決定

される｡例えば､従来多く検討･適用されたループ並列化手法は並列計算機などを

村象に細粒度のタスク生成に基づいて､また近年計算機システムとして実現されて

いるクラスタ環境では租粒度のタスク生成に基づいて並列性の抽出､実行を検討し

ている｡

本章では､トランザクションが租粒度の処理単位という立場から､租粒度のタス

ク間の並列性を問題にし､租粒度タスクのスケジュ-リング､並列タスクの実行制

御､並列タスク間のデータ転送､及び配列共有タスク間の漸進処理について論述し

ている｡
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3.2タスク･スケジューリング

1 Introduction

Tbday, many multiprocessor parallel computers are developed and used com-

monly･ The parallel computer was investigated so that complex computations can

be achieved in short processlng time･ Thus, almost all the parallel computers are

used for special-purpose computations such as a large-scale scientific computation,

large-scale database system, batch processlng System and so on･ Therefore, many

researches about task allocation･and scheduling algorithm, which is one of the most

important issues in order to control the parallel computer effectively,
have been

carried out for such applications･ Namely, currently proposed task allocation and

scheduling algorithms for a parallel computer are designed under the following Sit-

uations:

● the behaviors of submitted tasks are almost known a prlOri and

● submitted tasks are executed in batch manner without any interactions･

Many task allocation and scheduling algorithms are proposed
so as to make it pos-

sible that many-tasks submitted in batch manner, are executed in parallel
on the

parallel computer for the above circumstances[1]･
However, in the near future, a multiprocessor parallel computer will be provided

for common use as a workstation.
In such a situation, a parallel computer has

to treat various kinds of tasks･ Namely, not only the typlCal parallel-processlng

tasks which are currently executed on parallel computers commonly,
but also non-

paralleトprocesslng tasks such as a text processlng, an interactive processlng and

so on, are executed on such multiprocessor parallel computers･ In non-parallel-

processlng tasks, one of the most important tasks is the real-time task･ The real-time

task has the timlng COnStraint called a deadline that prescribes the worst鮎ishing

time of the task. Thus, real-time tasks have to be executed so as to satisfy their

timlng COnStraints･ However, these real-time tasks cannot be executed properly with

currently proposed task
allocation/schedulingstrategies･ This is because currently

proposed strategies do not take such a timlng COnStraint into account･ In order

to control such a non-parallel-processlng task correctly in a multiprocessor parallel

computer, new task
allocation/schedulingalgorithm has to be developed･

In this paper, we propose a task allocation and scheduling strategy wbicb
handles

various
kinds of tasks on a multiprocessor parallel computer･ Our strategy takes
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Figure 1: Our task model

both temporal and spatial scheduling into account. In order to control various kinds

of tasks properly and effectively, our scheduling facility consists of three levels of

schedulers.

The rest of this paper is organized as follows. In Section 2, our scheduling policy

is addressed and the con丘guration of our scheduler is.explained･ In Section 3, our

actual scheduling strategy is described. In order to evaluate our scheduling strat-

egy, we are developlng the real-time白cheduling simulator for multiprocessor parallel

computers. The overview of our simulator is described brie且y in Section 4. In Sec-

tion 5, we summarize currently proposed task allocation and scheduling policies and

algorithms for multiprocessor parallel computers. Finally, in Section 6, we conclude

our future
work.

2 Adaptable Scheduling Strategy

In this section, our scheduling strategy lS addressed. After the requirements for

allocation/scheduling
facility of various kinds of t'asks were described, the configu-

ration of our facility is expressed.

2.1 Task Model

Before our scheduling strategy is described-, we define our task model.

A unit of processlng Submitted by users is denoted as a task. Each task can be

classified by its property, for example a real-time task, a parallel-processlng task, a

normal task and so on. The task consists of several processes. Also, each process

has some properties such as a timlng COnStraint when its task is a real-time task.

The process is a unit of allocation on processing elements (PEs). Namely, each

process is asslgned to a PE. It may occur that several processes in the same task or

several processes in different tasks are asslgned to the same PE. Figure 1 shows our

task model.
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2.2 Scheduling Policy

A multiprocessor parallel computer will be used not only for parallel-processlng

computation but also for general purpose computation in the near future･ In this

situation, various kinds of tasks such as parallel computation tasks, general non-

parallel computation tasks, real-time tasks, interactive tasks and so on, are executed

simultaneously in the parallel computer. For effective control of these tasks, it is

important to apply the appropriate scheduling polity to each task･ This is because

an appropriate scheduling policy is dependent on the kind of task･ For example,

in order to control a real-time task correctly, the scheduling policy which takes the

timlng COnStraints of the task and processes into consideration has to be applied

to this task. Otherwise, this task is never executed without the deadline miss.

Therefore, aflexible scheduling mechanism with adaptable scheduling policy has to

be provided in order to control such tasks effectively.

Additionally, wheh a parallel computer is organized as a workstatioh, the'number

of active tasks is relatively small. This is the opposite situation of'the current

usages for parallel computers, in which a great deal of tasks are submitted and the

workload of the parallel computer is relatively high. Thus, the followlng Situation

is sometimes observed: several PEs are idle with no executed tasks, while several

PEs 'are imposed by the highworkloads because many processes are executed in the

same PEs. In order to deal with this situation, our
allocation/scheduling

facility

provides the task mlgration mechanism which makes it possible that the task in the

heavily workloaded PE is moved into the lowly workloaded PE and the ex占cution

of mわved task is resumed. With this mlgration mechanism, all PEs in the parallel

computer are controlled properly and effectively･

More-over, we have to take real-time tasks into consideration1.
The real-tide task

has the timlng COnStraint for its execution. Thus, the real-time task must be exe-

cuted so as to satisfy its timlng constraint In such a circumstance, the scheduling

strategy of plural tasks is quite different from that of non-real-time tasks.

2.3 Com丘guration of Our Scheduler

Asdescribed above, our task allocation and Scheduling facility must take the

followlng requlrementS into consideration in order to control various tasks effectively

and properly.

1･ Appropriate scheduling policy must be applied to each task.

2･ Migration facility is needed for
effective uses of all PEs in the parallel computer.

3･ Real-time tasks must be scheduled properly so as to satisfy their timing COn-

straints.
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Figure 2: The configuration of our task
allocation/scheduling

facility

For the first requlrement, each task has to be able to work with its own scheduling

policy･ This is because the process scheduling policy of each task is different from

each other･ Therefore, for a proper execution of processes in the task, the facility

which makes the task sel･ect an appropriate scheduling policy has to be provided.

For the second requlrement, in order to achieve appropriate mlgration, it is impor-

tant to understand the states or all PEs and control PEs in the parallel computer･

Thus, the mechanism for grasplng and controlling the whole PE's execution, has to

be supported･ Finally, for the third requlrement, Processes are executed with an

appropriate order on each PE･ When processes which have their timlng COnStraints,

are executed o甲a
PE, all processes on the PE are scheduled

◆in
order to keep the

real-time` feature of the task･ Thus, each PE h.as to posses the reaトti血e scheduler

for the appropriate process scheduling･

Foi the above consideration, our processor allocation/scheduling
facility

consists

of three-levels managers: the task allocator, the process allocator and the local

scheduler･ Figure 2 shows the configuration of our allocation and scheduling facility･

Task Allocator

Only one task allocator exists on the parallel computer. The task allocator man-

ages the states of all PEs in the parallel computer and allocates a group of PEs to

the newly submitted task･ Namely, the task allocator manages the invocation of

new task and the destruction of丘nished task, and controls PEs in wbicb each task

is executed.

Process Allocator

In our
allocation/scheduling

facility,the process allocator plays a main role. When

a new task is invoked, the corresponded process allocator is also invoked･ The process
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allocator has the responsibility of the process execution in the task･ The process

allocator asslgnS processes into the group of
PEs which are allocated

to this task

by the task allocator･ When the number of PEs allocated
by the task allocator is

equal to the number of processes in this task, namely the enough number of PEs are

allocated to this task, the process allocator simply asslgnS each process into each

pE. However, we must pay attention
in case that not enough number of

PEs are

allocated because of the heavy workload･
In such a case, the process allocator has

to decide appropriate allocation of processes into limited number of PEs･ Of course,

this allocation policy is dependent on the kind of task･ Thus, the process allocator

with different policies are provided for each task･

Local Scheduler

processes, which are allocated to a PE, have to be controlled properly･ Some

processes which
belong to the real-time task, have timlng ･COnStraints, and therefore

processes are scheduled for their executiohs
so as to satisfy their timlng COnStraints･

For this purpose, each PE has its own local scheduler･ The local scheduler controls

the execution order of all processes in the PE･

3 Behavior of Our Scheduling Facility

In this section, we describe the behavior of our

allocation/scheduling
facility･

Invocation of New Task

when a new task is submitted by a user, the corresponded process allocator is

invoked. As described above, the number or required PEs is dependent on the kind

of task. Furthermore, when enough number of PEs are not left, the appropriate

number of PEs is also dependent on the task･ Thus, ln Our facility, the process

allocator has the responsibility of the initial PE acquisition･
The process allocator

sends the PE request message to the task allocator･ This message includes the list

of possible number of PEs･ Actual content of list is dependent on both the task and

the policy of the process allocator･

For example, we consider the parallel-processlng task which
has 16 symmetric

processes･ when the process allocator is invoked, it may sends the PE request

message as follows:

((4, 4),(8, 2),(4, 2),(8, 1))I

These items in the message is in priority order･ If there are 4×4 idle PEs in the

parallel computer, these PEs are asslgned to this task･ If there are not enough

pEs, the next item in this message is selected and the task allocator searches idle
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PEs･ After the appropriate number of PEs were asslgned to this task, the process

allocator allocates each process in this task to the appropriate PE･

In this way, the newly submitted task is asslgned to the group ofPEs and executed

properly.

Task Migration

When the丘rst item of PE request message was accepted by the task allocator,

the optimally allocated task can be
executed properly･ On the other band, other

tasks, whose丘rst item was not accepted, are not allocated optimally･ Thus, when

the execution of a task is丘nished and PEs, on which tbe丘nisbed task was executed,

become idle, the migration of tasks/processesmakes whol? tasks execute effectively.

The task mlgration mechanism in our scheduling facility works as follows:

1･ The task allocator re…rds the task which is not asslgned to the group of PEs

optimally, at the task invocation.

2･ When a task is丘nisbed, the task allocator noti丘es this event to the process al-

locator whわse task is recorded by the above operation: the task is not asslgned

to the PEs optimally.

3･ When the process allocator receives the above notification, and the process

mlgration for these idle PEs leads the effective and efBcient performance, it

sends the PE request message to.the task allocator.

4･ When the task allocator receives the PE request message, it selects the most

appropriate task and.sends back the acceptance message to the task.

4 Experiment

In order to evaluate our task allocation and scheduling facility, we are devel-

oplng the simulator of parallel computer for the parallel and real-time scheduling･

With this simulation system, so-called SPARC (Simulatorfor Parallel And Real-time

Computer), we can evaluate our scheduling facility on the pseudo parallel machine.

Figure 3 shows the snapshot of SPARC system･ This system was developed in C++

and Tcl/Tk･ The mechanism of our scheduling facility is implemented as the basic

class in our system･ We can evaluate various scheduling policies by developlng the

derived classes of these basic classes･ Additionally'not only the scheduling algo-

rithms but also target parallel computer is also implemented by classes･ Thus, 1n

order to evaluate the algorithm on various parallel computers such as the 2D-torus

machine, the hypercube machine and so on, we can develop the derived classes for

such machines･ With our simulator, an efBcient evaluation for various scheduling

policies with various types of parallel computers can be achieved.
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Figure 3: The snapshot of silnulator

5 Related-Ⅵ7brk

In this section, we summarize the related work
for task allocation and schedtll-

1ng algorithms for parallel computers･ We also refer t･o the real-time scheduling

algorithms ･

5.1 Task Allocation/Scheduling Algorithm

Many researches about task allocation algorithms
have been achieved especially

fわr

mesh-type parallel computers･ In order to cope with such situation that many tasks

are submitted and each task requlreS the rectangly shaped PEs, many algorithms

such as First-Fit[2],Best-Fit[2],2D-Buddy[3], Adaptive-Scan[4]and so on, have

been developed･ First-Fit and Best-Fit algorithms
are simple allocation algorithms

which are similar to the
memory/disk allocation algorithm in the traditional OS･

2D-Buddy algorithm can be adapted to the mesh-type parallel computer which
has

2n x 2n number of PEs. In Adaptive-Scan algorithm, when enoughPEs
are not free,

the submitted task is rotated･
For example, the task which requlreS

2 × 4 PEs is

rotated so as to acqulre 4 × 2 PEs. With this task rotation,
high usability of PEs

can be achieved in Adaptive-Scan algorithm･
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Additionally, in order to achieve not only spatial scheduling but also temporal

scheduling, DQT algorithm【5],
TSS

algorithm[6]and
so on are proposed. In these

algorithms, the temporal scheduling lS achieved in the time slice manner. Plural

spatial scheduling patterns are switched by the time slice mechanism. Taking both

spatial and temporal schedulings into consideration makes the effective scheduling

successful.

However, these algorithms have the same assumption that tasks are submitted

frequently in a batch manner, and that these tasks are parallel-processing tasks[1,

7]･Thus, these algorithms can never treat other kinds of t早sks such as interactive

tasks, real-time tasks, (which we try to treat in our facility),and so on corr6ctly･

Additionally, they take only the size of required PEs into consideration when the

task is'submitted. Namely, they never deal with kindsムf the submitted tasks.

Optimal number and size of asslgned PEs differ in terms with kinds of tasks. Thus,

we can not achieve an effective allocation/schedulingwithoutconsideration of task

properties.

5.2 Real-time Scheduling Algorithm

Scbeduling strategies concernlng real-time tasks have been developed mainly on

the single processor computer[8]･
In the real-time scheduling on the single proces-

sor computer, many topics such as schedulability analysis[8],real-time scheduling

strategy with the
priority[9],many scheduling policies and so on, were investigated

actively. However, few res～earch activities of real-time scheduling strategy for a mul-

tiprocessor parallel computer are achieved. Currently proposed real-time scheduling

for a
parallel computer tends to the batch

manner[10, 11]･
Namely, these strategies

treat the PEs as an individual computef with a slngle processor, and thus do not

pay any attentions to the relationship among PEs. Additionally, these algorithms

take only the real-time tasks into account. Therefore, they can not deal with set of

various kinds of tasks successfully.

6 Conclusion

In this paper, we propose the task
allocation/scheduling

facility for effective pro-

cesslng Of various kinds of tasks. Our scheduling facility can deal with the parallel-

processlng task, non-parallel-processlng task, the real-time task and so on･ Tbree-

levels schedulers with adaptable scheduling policies make it successful that many

tasks are executed in parallel correctly and effectively.

For our future work, we have to point out these topics.

● We have to consider the allocation and scheduling policies in each level of our

facility su氏ciently. Especially, it is very Important tO achieve the effective task

allocation strategy and process reallocation strategy･
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+ For various kinds of tasks, process allocation policies suitable
for

each task

have to be developed. Furthermore, different policies might
be adapted for

same kind of tasks with different situations. Thus, we have to consider the

proper method for both various kinds of tasks and various situations･

｡ It is important to treat the real-time task correctly･ We have to develop the

real-time scheduling algorithm for a multiprocessor parallel computer concern-

ing the deadline miss, the quality of service (QoS) and sQ On･
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3.3並列タスクの実行制御

1 Introduction

Recently, the computer cluster environment which consists of many workstations

or pcs connected through the local area network[1]
is widely used as the commodity

computing environment･ This environment is noteworthy as the parall占Iprocesslng

envir?nment
because of its cost-performance, extensibility and so on･ Thus, the

requlrement in which effective parallel processlng Can be easily achieved on such

environment has been increased.

In order to make parallel processlng
On Such environment successful, parallel pro-

cessing strategies
for coarse grain tasks were proposed[2,

3, 4]･ In these methods,

basic blocks are regarded as a unit of task generation･
Namely, tasks are gener-

ated by decomposlng the program into basic blocks･ However, 1n terms Of task

granularity, tasks which are generated from basic blocks are very fine grain for the

computer cluster environment･ This is because overheads of task invocation and

inter-task communication are very
high in the computer cluster environment･ Such

tasks consist of several statements and share the same variable space. Thus, basic-

block-oriented tasks are not appropriate for the computer cluster environment in

terms of task granularity and the frequency of inter-task communication･

For such circumstances, we have already proposed the program parallelizing method

for coarse grain tasks based on
procedures[5,6]･

In
ou干method,

a procedure
is the

minimal unit of the task. Procedures are collected into some groups by evaluat-

1ng parallel executability among procedures, and then the task is generated for each

group･ These tasks can be executed appropriately in parallel in the computer cluster

environment【6].
For execution control of coarse grain tasks, the executable condition

is asslgned to

each task[2,3, 7, 8].The executable condition is structur9d
from the data/control

dependency relationship among tasks in loglCal expression･ The task can be executed

iftbe executable condition is satis丘ed at run-time. With this execution control, tasks

can be executed in correct order that all dependency relationships among tasks are

kept accurately.

However, in parallel processlng With coarse grain tasks, the efhciency of paral-

lel processlng is decreased due to the execution delay of tasks for task execution

control with the executable condition. In execution control with the executable

condition, tasks have to be
postponed until all sub-conditions in the executable

condition are satis丘ed since the executable condition is composed as a collection of
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図1: Execution control with executable condition

sub-conditions which correspond to data/controldependency relationship severally.

Each sub-condition assures that the dependency
relationship between tasks keeps

correctly･ Thus, the task cannot be executed if some sub-conditions are not satisfied.

This leads the task to fall into redundant execution postponement if granularity of

the task is coarse so as to suitable to the computer cluster environrneht･ Therefore,

we cannot achieve effective
･parallel

processlng ln PrOCedure10riented tasks with the

executable condition.

In this paper, we propose丘ne grain execution control method of coarse grain tasks

for decreasing
execution delay･ In our method, execution of tasks is controlled in sub-

condition level of the executable condition instead of the execution condition itself.

Namely, the task is executed incrementally according to the satisfaction of each sub-

condition･ We can neglect the execution delay of tasks due to the execution control

based on the executable condition･ We also propose task reorganization method so

as to enable partial execution of coarse grain tasks with our丘ne grain execution

control metbod･ In this method, the task is divided into several丘･agments by data

flow analysis･ Namely, statements in the task are classified by the analysis Whether

statements refer to or
update the same

variable or not･ These fragments can be

executed when the corresponding sub-condition is satis丘ed･ With these methods,

we can realize the partial and incremental
execution of tasks and achieve e氏cient

parallel processlng ln COarSe grain tasks with丘ne grain execution control.

2 Fine Grain Execution Control

In almost execution control for coarse grain tasks, the executable condition is used

commonly[2, 3]･
The executable condition is generated from the d?ta/controldepen-

dency analysis among tasks･ Executability
or tasks is determined by data/control

dependency
relationship･ The task cannot be executed until execution of tasks which
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have data dependency is finished and data are ready to be referred
to･ Also, ex-

ecution of tasks is dominated by execution result of the control-dependent tasks.

Thus, ln Order
to keep dependency relationships, the task cannot be executed until

execution of all dependent tasks is丘nished and the executable condition is satis丘ed･

Tasks can be executed in correct order with the executable condition･

In coarse grain parallel processlng'the executable condition is very complex and

it takes much time to decide the condition, since some tasks have many
dependent

tasks. For example, in our procedure10riented task generation method[6],
the task

is constructed
as a group of procedures･

Thus, for execution of tasks, parameter

variables of procedures andglobal variables which are referred to or updated in

procedures
have to be already provided in other tasks･ Control-dependent tasks

also exist. Then, the sub-condition is assigned to each data/control-dependenttask･

Execution of tasks is postponed until all sub-conditions are satis丘ed･
In other words,

tasks cann.t be executed until all data are prepared
for.reference･ Figure 1(a)shows

such a circumstance. Tllis丘gure is a part of the task grapb･
In tbis丘gure, Task4 is

data-dependent on Taskl, Task2 and Task3 with respect
to the variables

a, b and
c,

respectively.
In this situation,

Task4 cannot be executed until execution of laskl,

Task2 and Task3 is丘nished and data orvariables a, b and c are able
to be accessed･

The executable condition is constructed so as to keep the above data dependency

relationship among tasks･

However, this execution control of coarse grain tasks causes execution
delay for

the followlng reaSOnS･

. Execution 10f tasks can n6ver be started at all until all
dependent tasks are

丘nished completely･ This execution
delay stands out clearly vhen the number

of dependent tasks is many･

● The sub-condition is calculated only when execution of the task is entirely

finished. Thus, timlng Of calculation of the sub-condition is delayed due to

task granularity

Therefore, in the traditional execution control with the executable condition, exe-

cution of Task4 is postponed until execution of Task2 is丘nished as shown in the

Gannt chart in Figure 1(b)･
For the sake of decreaslng Such execution

delay'ourfine grain execution control

method adopts each sub-condition in the executable condition as a unit of execution

control･ Namely, the task is executed partially according to satisfaction of each sub-

condition･ Figure 2 shows the overview of our丘ne grain execution control･ Task4

is reorganized so as to enable partial execution･
Then, these reorganized execution

units are invoked successively by the satisfaction of sub-conditions･
As shown in

Figure 2(b),partial execution of Task4 is realized by execution of these units in fine

grain execution control manner･ Therefore, in this execution control method, tasks
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can be executed partially and incrementally, and execution postponement of tasks

can be decreased.

In this fine grain execution control, we focus on only the sub-conditions which are

caused by data dependency relationships. This is because the control dependency

relationship does not express the parallelism among tasks essentially. Thus, we

can Ignore Sub-conditions for control dependency
relationship with the speculative

execution control strategy[9】
･

3 Generation of lncremental Processing Units

ln･ order to enable the task to be executed partially in fine
graih execution con-

trol manner, program fragments which can be executed when the占ub-condition is

satisfied have to be extracted from the task･ We call this program fragment the

incremental processlng unit･ In this section, we describe the generation method of

incremental processlng units.

In this execution control, incremental processlng units are executed in data-driven

manner･ Namely, 1nCremental processlng units are executed according to the data

provision of input variables. When one variable is provided and ready to be feferred

to, the incremental processlng unit which refers to only this Input Variable is in-

voked･ Thus, incremental processlng units are generated by the analysts Whether

each statement in the task refers to input variables. So, our generation method of

the incremental processlng units is based on data且ow analysis among statements

in the task. In this generation method, statements which can be executed when

one input variable is ready to be accessed, have to be extracted. Such statements

can be easily extracted by data flow analysis for Input Variables. Thus, the task

is divided into some丘･agments by data reacbability analysts Of each input variable.
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These fragments are structured as incremental processlng units･ These processlng

unit can start to be executed when the corresponding lnPut Variable can be referred

to. so, at run-time, when the data are provided and the sub-condition is satis丘ed,

the incremental processlng unit which accesses such data is executed･ In this execu-

tion control, each incremental processing unit can be executed independently each

other, which enables the task to be executed partially･

The followlng Steps are Carried out in the incremental processlng unit generation･

'The program
dependence graph for the task is generated･ In the program

dependence graph, each statement in the task is represented as a node and

data/controldependency relationship among statements is represented as an

edge･. From the program dependence graph, we can analyze data flow infor-

mation among statements clearly･

｡ For each sub-condition, namely each input variable, the node which
can be ex-

ecutedfirstly when the corresponding variable is provided,
is detected･ Then,

the node is labeled with the variable.

● By data且ow analysis, the reachability of input variables･ is calculated･ All

nodes are labeled in accordance to reference situation of variables.

'Nodes are resembled
by label information･ These groups are executed as the

incremental processlng units･

This processlng is described in Figure 3･ Tbis丘gure is an example of the program

dependence graph･ In this figure, nodes
denote･ the statements in the task, and

solid and dotted edges
denote data and control

dependency relationship between

two statements, respectively･ Nodes are classified in terms of data flow information･

Each hatched reg10n is generated as the incremental processlng unit･ Each statement

in one hatched reglOn aCCeSSeS the labeled variables･ The sub-condition of each

incremental processlng unit is generated from the labeled variables･ For example,

node 5, node 8 and node ll have the sub-condition
㍑a ∧ bH･ This means that these

statements can be executed when the input variables `a'and `b'are
ready to be

accessed regardless of the variable
`c'･

At run-time, these groups are executed in data-driven manner･ For example,

when the sub-condition
for the variable 'a'is satisfied, statements in group

labeled

by `a,
are executed･ Statements in other groups are executed in the same way･ Such

execution control of incremental processlng units makes partial execution of tasks

realize.
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図3: Generation of incremental
processing units

4 Conclusion

In this paper, we
proposed the fine grain execution control method for coarse grain

tasks･ This
method is designed fわrthe sake of decreaslng

execution postponement of

the task due to execution control with the executable condition･ In this method, the

task is reconstructed as a set of incremental processlng units which can be executed

when the executable condition is partially satis丘ed･ These incremental
processlng

units are executed in terms or sub-conditions, which realize partial execution of

tasks･ The incremental
processlng units are generated by data且ow analysts in the

task･ The reachability of each input variable is analyzed, and statements which

can be executed when an Input Variable is ready to be accessed, are extracted.

With the丘ne grain execution control, we can achieve partial execution of tasks and

avoid redundant execution postponement of tasks, which makes effective parallel

processlng With coarse grain tasks on the computer cluster environment successful.

At last, we describe our future work. First, we have to develop the automatic

parallelizing compiler wbicb generates coarse grain tasks with incremental
processlng
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units, and evaluate the efhciency of our execution control strategy･ Second, we have

to decide the strict treatment strategy of control dependency relationship･
Basically,

we deal with the control dependency relationship
by speculative execution model as

described in Section 2. However, we do not clearly analyze complex situation where

the data且ow relationship lS Changed by the speculative execution fわr the control

flow･ Finally, we plan to develop the execution control method with the data flow

speculation as well as the control now speculation･ In the data flow speculation,

the task is invoked before the input data are not provided yet･ We can reduce

execution
delay of tasks further by the data flow speculation･

With speculation

method fわrboth data and control dependency relationships, we can achieve more

鮎Ⅹible execution control of coarse grain tasks･
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3.4並列タスク間のデータ転送

1 Introduction

The computer cluster environment is becomlng noteworthy parallel processlng

environment because of its cost performance. In such an environment, parallel pro-

cesslng lS achieved by parallel tasks which
are executed as the UNIX processes in

the parallel processing software s;stemsuch
as PVM[1]. In the computer cluster en-

vironment with PVM, we can perform parallel processing easily. However, we have

to pay attentions to inter-task ct'mmunication for achievlng effective performance

in parallel processlng. Especially, in the computer cluster environment, inteトtaSk

communication takes much･ time in comparison with the traditional parallel com-

puter environments. Thus, 1n Order to achieve effective parallel processlng ln the

computer cluster environment, we have to adopt the parallel processlng Strategy ln

wbicb
coarse grain parallel tasks are generated and executed, and the overlapplng

between task execution and inter-task communication is effectively performed.

For the solution of the above problems, we have already proposed the coarse

grain task generation method[2][3]and
the incremental processing strategy for task

execution control[4][5]･
In coarse grain task generation method, we adopted the

procedure-oriented program division strategy. Additionally, ln incremental process-

lng the execution of tasks is controlled so that tasks are executed partially and

incrementally, and inter-task communication is performed partially, Namely, partial

execution of a task and partial inter-task communication are repeated in turn, which

achieves the overlap between task execution and inter-task_ communication. Figure

1 shows the overview of incremental processlng in the Gannt chart. Incremental pro-

cessing in Figure 1(b)enables to decrease the inter-task communication overhead,

while normal task execution in Figure 1(a)suppresses parallelism among tasks･

For task execution control in incremental processlng, We introduced the synchro-

nization message. In incremental processlng, tasks arc ex'ecuted according to the

arrival of the synchronization message. Namely, tasks can access the data which are

sent by the other task when the corresponding synchronization message is arrived･

This separation of the data message and the synchronization message makes且exible

execut,ion control of tasks successful.

In order to achieve effective parallel processlng ln incremental processlng, the over-

head ofsyncbronization message is the considerable point･ In this paper, we propose

the mechanism for managing Of the synchronization message･ We are developing the

HSSF(High-Speed Synchronization Facility)for decreasing the overhead of the syn-
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chronization message･ With HSSF, the synchronization message can be processed

fast,
which increases the eqectivity of incremental processlng･

2 Approach for Dealing with Synchronization Messages

ln incremental processlng, the large number of synchronization messages occurs

between tasks･ This communication overhead causes the decrease of parallel exe-

cutability between tasks･ Thus, ln Order to achieve the e氏cient parallel execution,

it is very Important that it takes less time to transfer the synchronization message

than those in the traditional methods･ The
goal in this work is to develop the high

speed data transferring facility for
synchronization message: at least, ten times as

fast as ordinary communication methods.

In traditional transferrlng facility such as PVM, each processor has the daemon

process for inter-task
communication and all data transferred between tasks have

to be
achieved through these daemons･ Figure 2 shows an example of inter-task

communication between Taskl and Task2･ At the beglnnlng, data are sent from

Taskl to Daemonl･ Then, pvmdl transfers data to pvmd2･ Finally, Task2 receives

them from pvmd2.

Generally, the followlng factors make message transfer rapidly: simplification of

the path in transferrlng data, use of communication facility as fast as possible, and

so on･ Since the synchronization message is used between inter-related tasks as the

slgPal for confirmation of computational state, the content of message is meanlngless

and its size is small･ Concerned with this characteristic of the synchronization

message, we describe our approach to achieve high-speed message transfer as follows:

'use of UDP protocol to transfer the synchronization message,

｡ direct c'ommunication丘･om the sender task to the daemon of receiver task,

and

+ introduction
of shared memory facility for

communication between the task

and the daemon in the same computer･

Taskl

Task2 一J
l l

ニ ニ

1nヒer一亡ask

comunlCa亡1on

Taskl

Task2

Overlap of execu亡土or

and commun土ca亡1on

(a) Traditional processing･ (b) Incremental proces三

Figure 1: Overview of incremental
processlng
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Figure 2: Inter-task communication in PVM

Connection

Sender
Sending

Message

(b) HSSF Message Passing

Receiver

Recelve工

Figure 3: Comparison preprocesslng in PVM and HSSF

There is extra preprocesslng for transferrlng the synchronization message in the

traditional facilities such as data
packaging and dividing･ In sending small data

such as synchronization message, the time for preprocesslng lS more than the time

for sending data actually･ Additionally, it is not necessary to pack and divide the

data because the size of synchronization message is small･ Thus, we decided to

eliminate their preprocesslng aS Shown in Figure 3･

To eliminate their preprocesslng, We use UDP protocol to transfer the synchroniza-

tion message･ Furthermore, the sender task transfers directly the synchronization

message to not the daemon in the same processor but the daemon in the receiver pro-

cessor. This can save the time for extra communication
between task and daemon

in one computer･ Additionally, in the receiver processor, inter-task communication

between the receiver task and the daemon is performed
by the operation to the

shared memory facility provided in the operating system･ These make the number

of inter-task communication
decrease. Considering these points, we propose the fa-

cility of transferring synchronization message, HSSF (High-Speed Synchronization

Facility).
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Figure 4: Illter-ta･Sk communica･tion ill HSSF

Figure 4 shows the message traIISfer from Taskl to Task2 ill HSSF･ In HSSF,

at first, synchronization message is sent from a Taskl to Daemon2 directly･ Then,

Daemon2 writes the message on the shared memory･ Task2 accesses the shared

memory to get the message丘･om Taskl. In this way, HSSF replaces three times

of inter_task communications with one time of communication and two times of

memory accesses, and thus achieves the high-speed message transfer･

3 Experimental Result

In order to evaluate our method, we measured the elapsed time for transferrlng

the synchronization message. We had two experiments described below:

Experiment 1 We measured the elapsed time for transferring the synchronization

message
from Taskl to Task2 in Figure 5(a).

Experiment 2 We measured the elapsed time for accesslng the synchronization

message which was already received from Taskl by Daemon2 in Figure 5 (b)･

In Experiment 1, Taskl commits sending messa･ge to pvmd in PVM･ The p､′md

which was committed sends tile message tO the pvmd in the receiver processor･ Oil

the other hand, in HSSF it takes one communication for sending message to the dae-

mon in the receiver processor. In this experiment, we compare(1 tJhe time for sending

message to the receiver's daemo11･ When tlle message
llaS alrea(1v reachc(1 to tile

L

daemon in the receiver processor
before Task2 accesses the daelnOn tO get message,

the time to get message from daemon is much important･ In this experiment, we

prove the superiority of HSSF in access time.

Table 1 shows experimenta,I results･ According to this result, we can clarify that

the transfer time in HSSF is twice as fast as that in PVM ill Experiment 1, a,nd tile

access time in HSSF is one hundre(1 times as fast as tllat ill PVM in Experiment 2･

We can achieve effective performance in Experiment 2,althoughwe cannot achieve

required performance in Experiment 1. Namely, in the worst, case, we cannot reach
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Figure 5: Measurement in transferrlng SytlChronization message

表1: Exper血ental Results

our performance goalby HSSF mechanism. However, the frequency of the occurrence

o‖11eSe two Situations call be
changed

by
granularitv control or tasks and execution

control of tasks. Thus, in HSSF we achieved desired synchronization performance

with adequa･t.e ta･sk gra･nularity control and execution or(1er control.

4 Conclusion

ln this paper, we proposed HSSF as the high-speed transferrlng facility for the

synchronization message, This facility was designed so that the synchronization

message can be transferred fast among tasks. Shared memory mechanism was used

for fast
communication between the task and the daemon in one computer. Exper-

imelltalresults showed that our design goalwas able to be achieved in HSSF with

adequate task granularity and execution control. In our future work, wc have to

design the HSSF strictlyand increase the performance of HSSF. Addit･ionally, we

must consider the task granularityand the execution control method.
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3.5配列共有タスク間の漸進処理

1 はじめに

現在,ワークステーションやパーソナル･コンピュータをイーサネットなどのネッ

トワークで接続した計算機クラスタ環境が広く普及している.従来の並列処理は,高

性能で高価な並列計算機上で実現されるのが一般的であった.しかし,近年のワーク

ステーションやパーソナル･コンピュータの高性能化に伴い,計算機クラスタ環境が

並列処理環境として注目されつつある.そこで,我々は計算機クラスタ環境上で手軽

に並列処理を実現するための自動並列イヒコンパイラを開発している[1ト
並列処理環境としての並列計算機と計算機クラスタ環境の最も大きな違いは,プロ

セッサ間通信のオーバヘッドである.並列処理ではタスク群を複数のプロセッサで並

列実行させるので,必ずプロセッサ開通信が発生する.並列計算機ではタスク間通信

専用コントローラを保持していること,各プロセッサが高速な内部バスを介して接続

されていることなどにより,高速なプロセッサ間通信が実現される.しかし,計算機

クラスタ環境ではOSのシステム･コールでタスク開通信を制御し,イーサネットな

どの低速なローカル･エリア･ネットワークを介して各プロセッサへ通信されること

から,並列計算機と比較して通信オーバヘッドが非常に大きい.また,タスク起動に

関しても,計算機クラスタ環境では, OSのシステム･コールを用いるためオーバヘッ

ドは大きい.

従来提案されているプログラム並列化手法として最も一般的なものは,ループ並列

化手法[2,3,4]である･ル｢プ並列化手法では,ループ文中の各イタレーションの処

理をプロセッサに割り当て並列実行することで実行効率の向上を目指している.プロ

グラムをデータ並列性に基づき細粒度なタスクに並列化するためタスク数が膨大にな

り,それに伴ってタスク開通信頻度が高いという性質を持つ.したがって,タスク生

成や通信のオーバヘッドが小さい並列計算機上では非常に効果的なタスク生成手法で

あるのに対して,各種オーバヘッドが大きく,またプロセッサ開通信が非常に低速な

計算機クラスタ環境上で効率よい並列タスク群を生成する用途には不向きである.一

般に計算機クラスタ環境では,従来のループ並列化手法と比較してタスク間通信額度

を抑制可能な粗粒度タスクの生成が望まれる.

我々は,計算機クラスタ環境上での並列処理を実現するために,逐次プログラム中

の関数手続きを基本単位としたタスク生成手法を提案している[1ト本手法では,プロ
グラム中で呼出し関係にある関数間の機能並列性を評価し,タスクの生成単位を決定

する.つまり,並列性が十分抽出できる関数手続きはそれぞれ独立なタスクとして生

成され,並列性が期待できない関数手続き群は1つのタスクとして生成される.した

がって, 1つのタスクは複数の関数手続き群から構成される.この手法より生成され

るタスクの粒度は従来のループ並列化手法で生成されるタスクと比較して租粒度にな
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る.また,各々のタスクは関数手続き単位で生成されることにより変数空間が局所化

されるため,タスク開通信頻度を低く抑えられる.この並列化手法により,計算機ク

ラスタ環境上で並列処理を実現する際に問題となる各種オーバヘッドヤプロセッサ開

通信オーバヘッドを考慮した並列タスクの生成が可能となる.

このような機能並列を用いた租粒度なタスク生成手法における考慮点として,タス

ク間でデータ授受の際の同期処理により発生する実行中断状態を極力減らすことが挙

げられる.そこで我々は,各タスクで必要とするデータの授受に対して,適切なタイ

ミングで同期処理を挿入することで,租粒度タスク群の並列実行性の妨げとなる実行

中断状態を削除ための手法として漸進処理を琴案している【5,6, 7, 8]･本稿では,同

一配列を共有しているタスク間に発生する実行中断状態を削減することで,タスクの
実行効率を改善させることが可能な漸進処理適用アルゴリズムについて述べる.

本稿は以下のように構成される.
･ 2章では,漸進処理手法の詳細と,漸進処理を適

用する際の判断に必要なプログラム解析の必要性について述べる. 3章では,漸進処

理のためのプログラム解析として~,.タスクの並列実行の様子をグラフ上に表現する手

法,および配列要素の操作順序の表現手法につ.いて説明する.また, 4章では漸進処

理の適用アルゴリズムを提示し,タスク間の配列操作順序の類似性評価と漸進処理の

適用可否の判断基準を明確にする.この適用アルゴリズムを用いてテストプログラム

を解析した結果を5章で示し,アルゴリズムの正当性を評価する.最後に, 6章で今

後の課題をまとめる.

2 漸進処理

本章では, 2.1節で我々の提案する漸進処理手法について述べる. 2.2節では漸進処

理適用時における考慮点を挙げ,それに村する我々のアプローチを述べる.

2.1 漸進処理手法

関数手続きに基づいた租粒度タスク生成手法により,タスク開通信頻度の低いタス

ク群が生成される.しかし,生成されるタ大ク群間の通信を完全に削除することは不

可能である.上記のタスク生成手法においては,関数呼出し文の中で用いられる引数

データや戻り値,複数の関数から共有される大域変数データを操作する際に通信処理

が発生する.

図1(a)に,呼出し関係にある2つの関数の例を示す.これは,関数funcl中の関数
呼出し文"r=func2(a, b);"により,関数func2が呼び出されるプログラム例である.

ここで,変数a,bは関数呼出し文の引数,変数rは関数func2の戻り値に相応する.

また,
"･

･

･"は変数a,b,rが出現しない文の集合であるとする.このプログラムを

逐次実行したときの様子を図1(b)に示す.図中の長方形はタスクが実行されている
状態を表しており,左から右-向かって時間の経過を示している.関数funclは変数

a,bの値を計算し,その後に出現する関数呼出し文で関数func2に変数a,bの値を渡

し,変数rに格納される値が計算されるまで待機する.呼び出された関数func2は,
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funcl()(

a=. . . ;

b=‥.;

r=func2(a′ b);

c=土+10,･

func2

func2(a′ b)(

. .

.=a;

‥.=b;

r=. . . ;

return r;

(a)呼出し関係にある関数の例

(b)逐次実行の様子

図1:呼出し関係にある2つの関数例

変数a,bを使って変数rを計算し,その値を関数funclに返す.戻り値rを受けとっ

た関数funclは実行を再開し,その値を使って計算した後,実行を終了する.

呼出し関係にある関数間でデータ依存関係が発生するのは,一般に関数呼出し文に

おける引数や戻り値である.関数呼出し文で用いられる引数の値は,関数呼出し文の

以前に出現する文により定義される.また,関数呼出し文での戻り値は,関数呼出し

文の後に出現する文により利用される.したがって,関数呼出し文を含む関数におい

て,関数呼出し文で呼び出される関数へ引数として渡される値の定義が終了した直後

から,戻り値を使った計算が開始されるまでの文集合は,呼び出される関数と並列実

行可能となる.我々は関数呼出し文を含む関数におけるこのような文集合を並列実行

可能領域(parallelexecutableregion)と呼ぶ[1】.そこで,図1に示す2つの関数funcl,

func2をそれぞれ独立なタスクtaskl,task2として生成し,並列実行可能領域に基づ

き並列実行した様子を図2に示す. tasklにおいて関数呼出し文の引数a,bの値の計

算が終った時点でtask2が起動され, tasklの並列実行可能領域とtask2が並列実

行される.

抽出される並列実行性は,呼び出される関数の実行時間に対する並列実行可能領域

の実行時間の割合に依存する.呼び出される関数に対する並列実行可能領域の実行時
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task2

Time

図2:呼出し関係にある関数の並列実行の例

間の割合が100%以上の場合,すなわち,並列実行可能領域の実行時間が,呼び出さ

れる関数の実行時間より長い場合は,呼び出される関数に対応するタスクの実行がそ

れを呼び出す関数に対応するタスクの実行に完全に隠蔽されるため,効率のよい並列

実行が達成される.しかし,その割合が低い場合は,並列実行可能領域の計算が終わっ

てから,戻り値が計算されるまでの間に実行中断状態が発生する.このような場合,

引数データを計算する文ができるだけ前に,そして戻り値を使って計算する文ができ

るだけ後ろに配置されるようなプログラム再構成手法を用いて,並列実行可能領域を

広げ抽出される並列性を向上させることが考えられる.しかし,タスク内に存在する

文間の依存関係により,このようなプログラム再構成手法では並列性の改善が期待で

きない状況が数多く存在する.

呼び出される関数の実行時間に対して並列実行可能領域が短い場合の対処として,

呼び出される関数の起動を早めることにより並列実行性を向上させることが挙げられ

る･一般にタスク内には,実行に必要なデータの一部が揃った時点で部分的に処理可

能な文集合が存在する.したがって,タスクの実行に必要なデータの一部が揃った時

点でタスクを起動し,各々のデータの到着時に実行可能な文集合を順次実行すること

で,タスクを漸進的･並列的に実行することが可能である.例えば,図2では関数

func2の関数呼出し文で必要とする変数値が全て計算された後, task2を起動してい
る･ここで,引数の一部が生成された時点でタスク起動して並列実行した場合の様千

を図3に示す･ tasklにおいて,引数aの計算が終了した時点でtask2は起動され,

変数aを使ってタスクが部分的に実行される.そして, tasklにおいて引数bの値が
計算された後, task2中の変数bを使った処理が開始される.タスク起動の時期が早

まったことにより,図2中の関数funcl中で発生していた実行中断状態が削減されて

いることが分かる･このように,タスクの実行に必要なデータの一部が生産される度

にタスク間で同期処理し,タスクを部分的に実行制御することで,実行中断状態が削

減され効率のよい並列実行が期待できる.我々は,このようなタスクの実行制御手法

を漸進処理手法【5,6]と呼ぶ.
タスク内に発生する実行中断状態は,複数のタスク間で同一の配列データを共有す

る際に特に顕著に見られる.例えば,数値計算プログラムでは扱う配列要素数が非常

に大きく,またプログラム全体に対して配列操作に要する時間の割合が高いという特
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Time

図3:漸進処理の適用

徴を持っている.したがって,同一配列データに対する排他制御によって発生するタ

スクの実行中断状態により,十分な並列実行性が抽出できない状況が発生する.図4(a)
は,同一配列を共有するタスク例を示している. taskl,task2は配列Aを共有してお

り, tasklでは配列Aの要素を更新し, task2では配列要素を参照している.以後,

共有配列の更新操作を保持するタスクを更新タスク,参照操作を保持するタスクを参

照タスクと呼ぶ.このようなタスクに対して,前述の漸進処理を適用したときの実行

の様子を図4(b)に示す. tasklで配列Aの更新操作が終了した時点で, task2は配

列操作を開始する. task2は, tasklにおいて配列操作が完了するまで実行中断状態

となるため,タスク間の並列実行はほとんど期待できないことが分かる.このように,

タスク間で共有される配列操作を保持するタスクを効率よく並列実行させるためには,

参照タスクで配列操作が開始されるまでの間に発生する実行中断状態をできる限り削

減することが重要な課題となる.

我々は上記の問題に対処するために,タスク間において配列データ全体を排他的に

制御するのではなく,配列データを部分的なデータの集合と捉え,個々の部分データ

に対して排他制御することでタスク間の配列操作の並列実行を実現する.言い換える

と,図4のように配列に対する操作を-箇所の同期点で排他制御するのではなく,複

数の同期点に分割して実行制御することを意味する.我々は,このような配列データ

に対する実行制御手法を,配列データの漸進処理手法[7,8]と呼ぶ.図4の例に対して
配列データの漸進処理を適用したときの実行の様子を図5に示す.ここでは,更新タ

スクの配列操作が分割され,それぞれが計算完了した時点で同期処理を挿入すること

で,図4の例で存在していた実行中断状態が削減されていることが分かる.一般に,

配列データ共有により発生する実行中断状態は,スカラー変数を共有する場合と比較

して,タスク全体の実行時間に与える影響が大きい.したがって本稿では以後,配列

データの漸進処理に焦点を当て漸進処理に必要なプログラム解析について述べる.こ

れ以降出現する漸進処理は,配列データの漸進処理を指すものとする.

2.2 漸進処理適用のアプローチ

漸進処理の適用は,各同期点においてタスク間で共有されるデータ量を減少させ,

その結果として実行中断状態の削減を導く.しかしその一方で,漸進処理の適用は同

期処理の回数の増加を引き起こす.したがって,通信オーバヘッドの大きな計算機ク
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ラスタ環境上では,漸進処理適用により発生した通信オーバヘッドがタスク群全体の

実行効率に与える影響を十分考慮して適用可否を判断する必要がある.

一般にプログラム中には漸進処理を適用可能な部分が複数存在する.例えば,図6(a)
に示すような3つのタスクの並列実行を考える.この例では,まずtasklが配列A,B

を計算しそれぞれtask2とtask3に渡す. task2及びtask3は,配列データを使っ

てそれぞれ戻り値r2,r3を計算し, taskl-返す.そして, tasklは変数r2,r3を用

いて計算し,実行を終了する･ 3つのタスクを並列実行したときの様子を図6(b)に示
す.ここで, tasklとtask2の間の配列A, tasklとtask3の間の配列Bについてそ

れぞれ漸進処理が適用可能であるとする. tasklとtask2の間に漸進処理を適用する
と, task2中で配列操作の前に存在していた実行中断状態が削減され, task2の実行
終了時期を早めることが可能となる.しかしこの例では, tasklの実行終了時期を早

めることが3つのタスク全体の実行時間短縮につながる.つまり, tasklで尭生する
実行中断状態を削減し, task3の戻り値r3の計算を早期に終了させることが実行時

間短縮の必要条件となる.したがって, task2の実行終了が早まったことはタスク全

体の実行効率向上には全くつながらない.逆に, taskl-task2間の漸進処理の適用に

より配列Aの操作中に挿入される同期処理が,配列Bの操作開始時期に遅れを生じさ

せ,タスク全体の実行効率を低下させる.このように, 2つのタスク間では漸進処理

適用が非常に効果的であっても,そ叫こよって得られた実行中断状態の削減が全体の

実行効率改善に全く貢献せず,通信オーバヘッドの増加に伴い逆に実行効率の低下を

引き起こす可能性がある.以上のことから,漸進処理適用による実行効率向上が期待

できる部分のみ漸進処理を適用するアプローチが重要となる.

そこで我々は,タスク全体の実行時間を規定するタスクの実行系列のみに村して漸

進処理を適用する.ここで,実行系列はタスクの実行順序を表現するもので,先ほど

の図6では全体の実行時間を支配する実行系列はtaskl-task3-tasklとなる.この実

行系列上の一部のタスク群に村して得られた漸進処理適用の実行効率向上は,そのま

まタスク群全体の実行時間短縮につながるため,漸進処理適用の有効性が保証される.

また,適用箇所を制限することで余分な通信オーバヘッドの発生を抑制可能となる.

実行時間が最長となるタスクの実行系列抽出のために,我々は各々のタスクを実行ユ

ニットに分割し,その間の先行関係を表現した順序グラフを定義する.実行ユニット

とは,他のタスクとのデータ依存関係の有無に基づいて分割されたサブタスクである.

タスク群全体の中で実行時間が最長となるタスクの実行系列の抽出は,ノードやエッ

ジにそれぞれ実行ユニットの実行時間,実行ユニット間の実行遅延を重み付けた実行

ユニットのグラフ上のクリティカル･パスを求める問題に帰着させることができる.

上記で抽出されたタスクの実行系列中の任意の部分系列に対して,漸進処理の適用

による実行効率を評価する.タスク間で漸進処理適用の効果が期待できるのは,以下

の3つの条件を全て満たす部分系列であり,これらを順に解析する.

1.タスク間で共有される配列要素が存在する.

2.上記の配列要素操作の際に,実行中断状態が発生する.

3.それぞれのタスクにおける配列の操作順序が類似している.
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taskl

王uncl() (

for (.‥) (

A[】=.‥′

)

func2(A) ;

)

task2

func2(A) (

for (‥.) (

‥.=A[];

)

)

(a)同一配列を共有するタスク例

(b)漸進処理の適用

図4:配列データを共有するタスクの実行例

･ Calc. of A .

h_________---I----I-I:

汁--------I--I--~1~~ト:
･ Catc. with A

t

Time

Time

図5:配列データの漸進処理の適用
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taskl

for (1.
for (

A【1

)

)

:･)
(

コ‥.) (

]【]]=‥..

for (1.‥) (
for (〕‥.) (

B【1][]]=
)

)

r=rl+r2;

task2

for (1‥.) (
for (づ‥.) (

･‥=A【1〕[j])

)

r2=.‥;

(a)プログラム例

task3

for (1.‥) (
for (j‥.) (

‥.=B【土][j]
)

)

r3=‥.;

チエ三≡二･--i
J

Time

(b)並列実行の様子

図6: 3つのタスクの実行例
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taskl task2

Eコ,Eヨ 各タスク内で操作さilる要素領域

(a)配列空間上で操作される領域が異なる場合

taskl

00000000000

●●●●●●●●●●●

00000000000

●●●●●●●●●●●

00000000000

●●●●●●●●●●●

00000000000

●●●●●●●●●●●

00000000000

task2

●●●●●●●●●●●

00000000000

●●●●●●●●●●●

00000000000

●●●●●●●●●●●

00000000000

●●●●●●●●●●●

00000000000

●●●●●●●●●●●

● タスク内で操作される要素

○ タスク内で操作されない要素

(b)配列要素を交互に操作する場合

図7:要素単位で依存関係が存在しない配列操作の例

漸進処理は,タスク間のデータ依存関係が原因で発生するタスクの実行中断状態を

削減することで,実行効率向上を目指している･したがって,タスク間で同一配列を

操作していてもその要素を共有していない場合は,データ依存関係が存在しないため

漸進処理を適用することなく並列実行が可能である･図7は同一配列を共有するタス

クが操作する要素を模式的に表している.国中の正方形は二次元配列空間を表現して

いる.図7(a)のようにタスク間で操作領域が完全に異なる場合や･図7(b)のように
操作順序の規則性から配列空間の要素を交互に操作する場合などは,タスク間にデ~

夕依存関係が存在しないため配列操作に村する排他制御による実行中断状態は発生し

ない.

また,タスク間で共有する配列要素に対する操作が時間的に重ならない場合は,配

列操作による実行中断状態が発生しないため,漸進処理の適用は通信オーバヘッドを

増加させるだけである.例えば,図8で示すようなタスクの実行では, task2の配列

Aの操作を開始する際には既にtasklで配列操作は終了しているため,共有配列操作

による実行中断状態は全く発生しない.このような場合に漸進処理を適用しても,同
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図8‥タスク間で配列操作時期にずれが生じる場合の実行例

期に要する通信処理のオーバヘッドが増加するだけである.したがって,配列要素に

関するデータ依存関係の解析と実行中断状態の有無の評価が必要となる.タスク間で

の配列要素の依存関係は,今までに提案された様々なループ並列化手法の配列依存解

析手法[2,3, 4]により容哀に解析可能である.また,共有配列に村する同期処理によ
る実行中断状態の検出は,各タスクの実行時間をモデル化し,タスク間で配列操作の

開始時期を比較することで評価する.

上記の2つの条件を満たすタスク間に村して,漸進処理適用の実行効率を評価する.

漸進処理は,タスク間で共有される配列要素に対する操作を,その操作順序にしたがっ

て部分的･漸進的に実行する･したがって,漸進処理適用時の実行効率は,タスク間

の配列データの操作順序の類似性に大きく依存している.図9は,配列を共有するタ

スクで配列操作順序が類似している例を示している.図9(a)は,配列を共有する2つ
のタスクの配列操作順序を示しており, tasklは配列要素を更新, task2は要素を参
照する･また,図中の正方形は配列空間を,そして正方形中の矢印は配列空間内の要

素の操作順序を示している･このように全く同じ配列操作順序を持つタスク間に漸進

処理を適用した際の実行の様子を図9(b)に示す.この場合, tasklにおける配列要
素の更新順序とtask2における参照順序が完全に一致するため, tasklやtask2に

おける配列操作は互いにオーバラップされ,図9(b)のように効率のよい並列実行性が

期待できる･しかし,図10(a･)に示すようにタスク間で配列操作順序が著しく異なる

場合は, tasklで配列操作が進行してもtask2における配列操作は図10(b)で示すよ
うに十分進行しない･また,漸進処理の実行効率を決めるもう1つの要素として,共

有配列操作に挿入される同期処理の回数が挙げられる.一般に同期頻度を高くするこ

とで1同期点当たりの共有データ量の減少により実行中断状態は削減されるが,同期

処理での通信オーバヘッドの増加を引き起こす.逆に同期頃度を低くすると,通信オー

バヘッドは減少するが実行中断状態は増加する.

以上のことから,我々は各タスクの配列操作順序をアクセス･パターンとして定義

し,タスク間のアクセス･パターンの類似性と配列操作の進行速度の違いから漸進処

理適用時の並列実行性を評価する･漸進処理の適用による実行中断状態の削減と通信

オーバヘッド増加の間のトレードオフに対処するため,漸進処理適用時のタスク間の

配列操作時間のモデル化し,タスクの実行効率が最大となる同期回数を計算する.
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taskl

task2

task2

(a)配列要素の操作順序

[珊:旺1∃
(b)漸進処理適用後の実行の様子

図9:同一の配列操作順序を保持するタスク間での漸進処理の適用
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taskl

task2

task2

(a)配列要素の操作順序

二二二二二
(b)漸進処理適用後の実行の様子

図10‥配列操作順序が異なるタスク間での漸進処理の適用
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for(i-1bi:iく-ubi:i-i+sti)

for(j-1bj:j<-ubj‥j-j+stj)

A【c｡+cl*i+c2*j][do+dl*i+d2*j]-

図11:対象とするプログラム例

3 漸進処理のためのプログラム解析

本章では漸進処理のためのプログラム解析として,まず3.1節で今回獅子対象とす

るプログラムについて述べる. 3.2節では,タスク全体の実行の様子を表現するため

に実行ユニットの順序グラフを導入する.また,配列要素の操作順序の表現方法を3･3節

で述べる.

3.1 プログラム解析の前提･対象

今回我々は,関数手続きに基づいたタスク生成手法[1]でプログラム再構成後のタ

スク群に対して漸進処理を適用する.村象とするタスク群は,呼出し関係にある関数

間の並列実行性に基づいて生成され,前述の並列実行可能領域が最大になるようにプ

ログラム中の文の順序が既に変更されているものとする.今回のプログラム解析及び

漸進処理手法では,タスク内に存在する文の順序は変更せず,各々のタスクの起動時

期やタスク間で共有されるデータの同期方法の変更により得られる漸進処理適用の実

行効率向上を評価する.

次に,漸進処理の適用対象となる配列について述べる.数値計算プログラム中には,

二次元配列を基本とした配列操作が多く見られる.配列データは通常ループ文中で操

作され,配列添字式はループ文の実行とともに規則的に変化する･一般に･配列添字

式はループ変数のみで表現可能であり,既に提奏されているループ並列化のためのプ

ログラム解析において,配列添字式の正規化手法が紹介されている[2,3,4]･そこで,
今回は図11で示すような二重ループ中の二次元配列に村する操作を対象としてプログ

ラム解析を行う.配列添字式はループ変数の線形結合で表現されており, c,dはとも

に定数であるとする.例えば, A[10 ･ i][i ･ 2*j]は上記の条件を満たす配列添字

式でありプログラム解析の村象となるが, A[i][i*j]のように二次元の添字式がルー

プ変数の線形結合でない場合は対象としない.

3.2 実行ユニットの順序グラフ

2.2節で述べたように,余分な通信オーバヘッドの発生を抑制するためには,漸進処

理によってタスク全体の実行効率の改善が期待できる箇所を的確に抽出し,漸進処理

を適用することが望まれる.ここで,実行効率の改善とは,タスク全体の実行時間を

短縮することである.したがって,タスク全体の実行効率の改善が期待できる箇所は,

タスク全体の実行時間を支配するタスクの実行系列上に存在する共有配列操作である･

このような共有配列を操作するタスク間に漸進処理を適用して得られる実行時間短縮

は,必然的にタスク全体の実行時間短縮につながる.逆に,タスク全体の実行時間を
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支円ける:)'ご子L)''系)'IJ･l二にないタスクの'仇1-は.I)二1J'･F[.州を支円ける系,/-Ul･.のタスクのりご

行に完全にJ,'･:･.WJiされる･したがって,これLL,のタスクJ..'Jに漸進処Ji!)!を馴jした)･iL･合は.

局所的には実行効率が改善されてもその･i;;･3恐が全体の実行効率向上に全くつながらな

いか,あるいは通信オーバヘッド増加の影響が実行時間を支配するタスクの実行系列

に悪影響を与え全体の実行効率を低下させる.

解析対象となるタスクには,タスク間で並列実行可能な部分が存在する.タスク間

で並列実行される部分を考慮してタスク全体の実行時間を支配する実行系列を抽出す

るために,我々は実行ユニットの順序グラフを導入する.

まず･呼出し関係にある関数間のデータ依存関係に基づきタスクを実行ユニット(ex-

ecution ullit)に分割する.呼出し関係にある関数間には,データ依存関係により逐次
実行される操作と並列実行可能な操作が存在する.我々は各々のタスクを,他のタス

クと依存関係のある部分とない部分に分割し,それぞれを実行ユニットとして定義す

る.実行ユニットは,タスクの実行の様子をグラフで表現するために便宜的に用いる

単位であり,それぞれが独立な並列タスクとして動作するわけではない.また,ここ

では大域変数によるタスク間の依存関係は考慮しないとする.例えば,図1(a)の中で
呼び出される関数の引数の計算が完了するまでの領域や,戻り値を使った計算が開始

されてからの領域は呼び出される関数との依存関係を保持する部分であり,その間に

存在する並列実行可能領域は依存関係を持たない.このように分割された3領域をそ

れぞれ実行ユニットとして定義し,引数の計算が完了するまでの領域をPRE,並列実

行可能領域をPER,そして戻り値を侍った計算以降の領域をPOSTと表現する.呼

び出される関数は,他の関数に含まれる関数呼出し文を持たない限り,全体を1つの

実行単位として定義し, CALLEEと表現する.図1(a)のプログラムを実行ユニット

に分割した様子を図12(a)に示す.図中の太枠の長方形が個々の実行ユニットに対応

する･また,図12(a)のプログラムを並列実行したときの様子を図12(b)に示す.
実行ユニット間には,通常先行関係が成立する.先にも述べたように,タスク内の

文の順序は変更しないので, 1つのタスク内の実行ユニット間には必ず先行関係が成

立する.また,呼出し関係にあるタスク間では,データ依存関係に基づき実行ユニッ

ト間の先行関係が発生する.呼び出される関数の実行は,それを呼び出す関数で引数

を計算する実行ユニットが終了しなければ実行できない.呼び出される関数と,呼び

出す関数で戻り値を使った計算を含む実行ユニット間も同様である.

我々は,このような実行ユニット間の先行関係に基づいて,実行ユニットの順序グ

ラフを生成する･ノードは実行ユニットに対応し,エッジは実行ユニット間に存在す

る先行関係を表現する･図12の例の実行ユニバの順序グラフを図12(c)に示す.PRE

に対応する実行ユニットが終了後, PERとCALLEEが開始できる. PERとCALLEE

の間には依存関係が存在しないため,並列実行が可能である.最後に,タスク間での

大域変数のデータ依存関係に従い,実行ユニット間にエッジを付加する.以上のよう

に,実行単位の順序グラフを導入することで,タスク間の並列実行の様子を表現可能

となる.

さらに,実行ユニットの順序グラフの各ノードに対して実行ユニットの実行時間,

エッジに対して実行ユニット間に発生する実行遅延時間を重みとして付加する.実行
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task2

func2(a′ b)(

. .

.=a;

‥.=b;
CALLEヒ

r=. . . ;

return ∫;

Time

(b)並列実行の様子

(c)実行ユニットの順序グラフ

実行ユニット

先行制約

図12:実行ユニットの順序グラフの例
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0 実行ユニット

1先行制約

図13:実行ユニットの重み付き順序グラフの例

ユニットの実行時間は,実行ユニットに含まれる文の数や演算子の種類に基づき推定

する･エッジの両端のノード間において,エッジの始点に対応するノードを親ノード,

終点に対応するノードを子ノードと呼ぶことにすると,実行遅延時間とは,親ノード

の実行が終了した瞬間から子ノードの実行が開始されるまでの遅延時間であり,異な

るタスクに属する実行ユニット間で通信処理が発生する場合に正の値を付加する.こ

の実行遅延は,タスク間の通信量に基づいて推定する.図12に対する実行ユニットの

重み付け順序グラフの例を図13に示す. PREとCALLEE, CALLEEとPOSTの間

にはそれぞれ引数,戻り値について通信が発生するため,エッジの重みが正になって

いる･また, PREからPERを経由してPOST-到達するパス上に通信が発生した

としても,これらの実行ユニットは1つのタスクを構成する要素であるため,タスク

開通信は存在しないのでエッジの値は0になる.同様な手順でタスク全体に対して繰

り返すことで,実行ユニットの順序グラフを生成する.ノードやエッジに付けられた

重みの総和が最大となるパス,つまりクリティカル･パスを求めることで,タスク全

体の実行時間を支配するタスクの実行系列が抽出できる.

3.3 アクセス･パターン表現

図11に示すプログラム中の配列の操作箇所は,ループ文の実行とともに規則的に遷

移する･一般に配列要素の操作順序の規則性は,ループ変数の振舞いと配列添字式に

基づき規定される･しかし,図14に示す2つのループ中の配列操作では,同一の操作

順序を保持しているにも関わらず,ループ変数の振舞いや配列添字式は異なっている.

配列要素の操作順序を評価する際には, 1つの操作順序が一意に表現されることが望

まれる･そこで我々は,初期値と各々のイタレーション毎に発生する変化に着目して,

配列添字式を再構成する.

配列添字式の初期値とは,ループ文内で最初に操作される配列要素に対応する添字

式の値であり,各々のループ変数の初期値を添字式に代入することで計算される.図

11に示すプログラム例に対して,ループ中で最初に操作される要素は,

A[co+cl
･lbi+c2･lbj][do+dl･lbi+d2 ･lbj]
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1oopl

for (1=3; 1<23J l=1+2) (

for (j=2,･ j<42; j=j+4) (

A【3★i+2★〕]【1+3★]]=‥..

)

)

1oop2

for (i=-1; 1<9; 1=1+1) (

for (〕=1; 〕<11; 〕=j+1) (

A【6★i+8★〕+11】 [2★土+12★〕+1]

)

)

図14:同一の操作順序をもつループの例

となる.以後,一次元での添字式値をoffl,二次元での添字式値をoff2と表現する･

各ループでイタレーション毎に発生する添字式値の変化は,ループ変数の増分値と

添字式中のループ変数に対する係数との積により計算される.我々はこれをイタレー

ション変位と呼ぶ.図11の例において,内側ループjについてのイタレーション変位

は一次元でc2･St],二次元でd2･Stjとなり･それぞれmovjl, mOVj2と表現する･同

様に,外側ループiについてのイタレーション変位は,

movil - Cl･Sti

movi2 - dl･Sti

と表現される.

以上のように定義した配列添字式の初期値とイタレーション変位を用いて配列添字

式を再構成すると,

A[offl + movil ･ i'+ mov]l
･j'][off2

+movi2
･ i'+ movj2

･j']

となる.ただし, i′, jlは

0<il<

0≦j'≦

ubi
- 1bi

std

の範囲を増分1で変化するものとする.このように再構成することで,配列操作順序

は一意に表現され,類似性評価が容易になる.

配列の操作順序の規則性を捉えるためには,要素を操作する順序及び操作する範囲

を明確にすることが必要となる.そこで我々は,アクセス･パターンを

A - (S,1u')

という形式の三つ組で表現する.ここで, Sはループ中で最初に操作される配列要素

の添字式値, Rは各ループのイタレーション回数,そしてVは各ループのイタレー

ション毎に発生する配列添字式値の変化にそれぞれ対応し,

((β1,β2)lA【sl]【s2]は最初に操作される配列要素)

((ri,ro)‡ri,roはそれぞれ内側,外側ループのイタレーション回数)

((Nil,Vi2),(vol,Vo2)Ivi,Voはそれぞれ内側,外側ループのイタレーション変位)
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とヲ川ける.つま:).卜I'l'Hの例の丁クセス･バJJ-ンは.

S - (,)./'j'].I)j'f_,)

R =
･tI,bl･

- 7l)

sl,i

y/I,.i
- ][).･j

sfJj

V - (1nOVjl,m･0･U3･2),(nwvil,r7WVi2

となる･我々は, (I,,I.i,,L,i2),(,Col,Vo2)を,各ループのアクセス･パターン･ベクトルと

呼び,内側ループのアクセス･パターン･ベクトルを両戒,外側ループのアクセス･

パターン･ベクトルをaTdoと表現する.図15(a)は,二次元配列空間上で操作される
要素領域を模式的に表現している.図中の黒丸は,ループ中で最初に操作される配列

要素を表している.操作される要素の領域は, 2本のアクセス･パターン･ベクトル

で囲まれる平行四辺形領域で表現され,図中の網掛け部分に対応する.平行四辺形の

各辺の長さは,各ループのイタレーション回数ri,
roに基づいて決定される.

図15(a)では,まず外側ループの最初のイタレーションでA[β1][β2]から内側ルー

プのアクセス･パターン◆･ベクトル再読の方向-操作箇所が遷移する.内側ループの

実行が終了すると,外側ループのループ変数の変化により申かこ遷移した後,再び

再議の方向に操作していく.ここで,内側ループで操作される要素,つまり碗の傾
きを持つ直線上に配置された要素を集合として考える.この要素集合は外側ループ･

イタレーションの実行とともにaTP戎の方向に遷移する.したがって,ループ文実行途

中のある時点において内側ループで操作された要素集合,つまり傾き両頭の直線に対

してaT#oの方向はこれから操作する可能性のある領域で,aTdoの反対方向は今後操
作する可能性がない領域であると捉えることができる.つまり, 2本のアクセス･パ

ターン･ベクトルを用いることで配列要素の操作順序を図15(b)に示すように捉える

ことができる.二次元配列空間上で網掛けされた部分は今後のループ文の実行で操作

されない領域であり,既操作領域(accessedregion)と呼ぶ.また,配列空間内の白塗
り部分は今後操作される可能性のある領域であり,未操作領域(non-accessedregion)
と呼ぶ･これらの2つの領域は,図15(b)の太線で表される傾きaTP戎の境界線により
分割される.ループ文の実行により操作される配列データの増加は,外側ループのイ

タレーション毎に発生する境界線の移動,つまりaTdoで表現でき,これを境界線遷移
と呼ぶ.

このように,タスク内で操作される配列要素領域を図15(a)のように,また操作順

序を図15(b)のように捉えることで配列操作順序の規則性を的確に表現可能となる.

4 漸進処理の適用アルゴリズム

本章では,漸進処理適用時の実行中断状態の削減と通信オーバヘッドの増加のトレー

ドオフを考慮した漸進処理適用アルゴリズムを示す.まず, 4.1節で適用アルゴリズ

ムの概略を述べる. 4･2節で漸進処理を適用するタスク間で満たすべき条件を示し,

4.3節ではアクセス･パターンの類似性に基づいて,配列操作に挿入される同期処理の

タイミングの算出法を詳述する.最後に, 4.4節で漸進処理適用後の実行ユニットの

順序グラフの表現法を示す.
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4.1 漸進処理適用アルゴリズムの概要

2.2節で述べたように,漸進処理によりタスク全体の実行効率を改善するには,漸進

処理の適用箇所を十分に検討する必要がある.つまり,タスク全体の実行時間を支配

するタスクの実行系列を抽出し,その系列上のタスク間に対して漸進処理を適用する･

我々は,上記の実行系列の抽出問題を, 3.2節で定義した実行ユニットの順序グラフ

上のクリティカル･パスを導出する問題に帰着させ,以下に示すアルゴリズムに基づ

いて漸進処理の適用箇所を決定する.

1.実行ユニットの順序グラフ内の各パスに対して,ノードやエッジの重みの和を

計算する.重みの和が最大となるパスをクリティカル･パスとする.

2.クリティカル･パス上で配列を共有している任意のタスク間に村して,漸進処

理の適用可否を判断する.

3.漸進処理の適用が決定された実行ユニットに対応するノードやその間のエッジ

の重みを更新し, 1へ戻る.

ステップ1では,実行ユニットの順序グラフ上のクリティカル･パスを計算する･

グラフ上のノード,エッジには,それぞれ実行ユニットの実行時間,実行ユニット間

の実行遅延が重み付けられている.したがって,ある実行ユニットeuxの実行が開始

されてから,実行ユニットeuyの実行が終了するまでの経過時間は, euxからeuyへ

至るパス上に存在するノードやエッジに付けられた重みの和を計算することで求めら

れる.ここで,タスク全体の実行ユニットの順序グラフに対して,開始ノードSTART

と終了ノードENDを定義する.図16に,開始ノードと終了ノードを追加した実行ユ

ニットの順序グラフの例を示す.国中の白丸は実行ユニット,実線の矢印は実行ユニツ
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図16‥開始ノードと終了ノードを追加した実行ユニットの順序グラフの例

卜間の先行関係を表現しており,それぞれに付けられた重みは省略してある.開始ノー

ドは,タスク群を実行する際に最初に通過するノードで,その重みは0である.タス

ク全体の実行ユニットの順序グラフにおいて,入力されるエッジを持たないノードに

対しては,開始ノードから図中の太線の矢印で示される重み0のエッジが付加される.

また･終了ノードはタスクの実行が終了した後に到達するノードで,開始ノード同様

重みは0である･そして,出力されるエッジを持たないノードから終了ノードへ向かっ

て太線の矢印で示す重み0のエッジが付加される.クリティカル･パスは,開始ノー

ドから終了ノードへ至るパスの中で,重みの総和が最大になるパスと定義される.

ステップ2では･得られたクリティカルパス上の任意の実行ユニット間に対して,

漸進処理の適用可否を判断する.クリティカル･パス上で配列データを共有している

実行ユニットは漸進処理適用の候補となるが,その全ての実行ユニット間に対して必

ず漸進処理を適用するわけではない.漸進処理適用により実行効率が改善されるため

には,配列操作において実行中断状態が発生していなければならないからである.そ

こでステップ2では2･2節で示した漸進処理の適用条件を評価し, ■適用箇所を特定す

る･また,漸進処理を適用すべきと判断されたタスク間の配列操作に挿入される同期

処理の適切なタイミングを計算する.具体的な評価方法は, 4.2節,及び4.3節で述べ
る.

アルゴリズムのステップ3では,漸進処理適用後のタスクの実行状況を実行ユニッ

トの順序グラフ上に表現する.実行ユニットの順序グラフ上でエッジでつながれたノー

ド間は,通常･親ノード全体が終了した後,子ノードの実行が開始されることを意味

している･我々は,漸進処理を適用する実行ユニット間のエッジに付加された実行遅

延の重みを負で表現する･負の実行遅延時間とは,親ノードの終了を待たずに子ノー

ドの実行が開始されることを意味する･エッジの重みをこのように更新することで,
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ク.)テイカル･パス上の実行ユニット['"'H:淋旺処Jll!を掛lけると.バスーl二の重みの

総和が減少する.したがって,漸進処理の適)I-jの結果,別のバスが新たにクリティカ

ル･パスとなる†l-J'能性が考えられる.このように新たに批]ユさitたクリティカル･パ

ス上で,漸進処理が適用されていない実行ユニットが間に対して河童,漸進処理の適

用可否を判断する.その結果タスク全体の実行効率をさらに向上させることが可能と

なる.そこで,実行ユニットの順序グラフを再桃成後,ステップ1に戻りクリティカ

ル･パスを再計算する.

ここで,本アルゴリズムの終了条件は,ステップ1で実行ユニットの順序グラフ上

の各パスの重みの和を計算した際に,以前にクリティカル･パスと判断されたものと

同一パスがクリティカル･パスとして抽出されることである･この場合に抽出された

クリティカル･パスは,以前の処理で既に漸進処理適用箇所が決定している･つまり,

この条件を満たす場合は,タスク全体の実行効率改善がこれ以上望めないことを意味

しているため,漸進処理を適用すべき箇所は全て抽出されたとしてアルゴリズムは停

止する.

4.2 漸進処理の適用条件

2.2節で述べたように,漸進処理適用時にタスク間で最低限満たさなければならない

2つの条件が存在する.すなわち,

●配列要素を共有,

｡配列要素に対する操作が各タスクで同時期に発生,

である.どちらの条件も満たす場合は,タスク間での配列操作において実行中断状態

が発生する.漸進処理は,このような配列操作による実行中断状態を削減することで

タスクの実行効率を改善することを目指す手法であり,上記2つの条件を満たすタス

クが漸進処理適用候補となる.

まず1つ目の条件は,タスク間で配列要素を共有することである･配列要素を共有

することでデータ依存関係が発生するため,配列操作時に実行中断状態が生じる可能

性がある.当然,それぞれのタスクで扱う配列が異なっている場合はデータ依存関係

が生じないことは明白である.しかし,図7の例のように,同一配列であっても各タ

スクで操作される配列要素集合が排他的であり,依存関係を持たない場合が存在する･

したがって,配列要素単位でのデータ依存解析が必要となるが,従来提案されている

配列依存解析であるOmega Test【9],GCD Test【4],Region Test[10]を用いること

で共有要素の有無を容易に解析できる.

2つ目の条件として,各タスクでの共有配列操作が同時期に発生することが挙げら

れる.データ依存関係を保持する配列操作が各タスクで同時に発生すると,配列に対

する排他制御によりタスク内に実行中断状態が発生する･逆に,共有配列操作の発生

時期がずれているとき,データ依存関係が存在していても排他制御は発生しない･例
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図17:タスク間の配列操作の時間的な重なりの判定

えば,図8のようにtaskl, task2の配列操作が時間的に重ならない場合は, task2

は配列操作を開始できる淡態にならた時点で,実行中断なくすぐに実行を開始できる
ため,漸進処理の適用候補とはなり得ない.

タスク間で共有配列操作が時間的に重なるか否かは,順序グラフ上のエッジで接続

された各々の実行ユニットで,配列操作の開始時期と配列操作時間を評価することで

判定できる.先行関係を保持する実行ユニットeul,
eu2において,配列操作に到達

する間での時間をTIPre, T2Pre,各々の配列操作全体にかかる時間をTIOm･y, T,arrayと

表現する.また,図17のように,
eulにおいてeu2の配列操作以前に必要とされるデー

タが全て揃うまでに必要とする時間をTIP,reとし, eulの実行開始からTIP,reだけ経過
した後にeu2の実行が開始されるものとすると,一般的に配列操作が時間的に重なら

ない状況は

TIPre + Tlarray < Tip,re+ T2Pre

を満たす場合である.逆に,この不等式を満たさない場合は,配列操作を実行する際

に実行中断状態が発生していることを意味し,漸進処理適用による実行効率の改善が

望まれる.

4.3 アクセス･パターン類似性と同期タイミング

本節では,同一配列を共有するタスク間のアクセス･パターンの類似性に基づき,

漸進処理適f耶寺に挿入される同期処理の適切なタイミングについて議論する.まず,

4･3･1節では,タスク間のアクセス･パターンの遠いが配列操作の並列実行に与える影

響を議論し,アクセス･パターンの類似性を配列操作間に発生する依存関係により定

義する.また, 4･3.2節では,アクセス･パターンの類似性と配列操作時間を考慮して,

同期処理を挿入するタイミングを評価する.
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4.3.1 アクセス･パターンの類似性

本節では,タスク間でのアクセス･パターンの違いが配列操作の並列実行に与える

影響として,参照タスクの配列操作開始時期の遅延とタスク間での配列操作の進行具

合について考察する.

まず, 1つ目の影響として共有配列の参照タスクにおける配列操作開始時期の遅延

が挙げられる.例えば,図18のように添字式の初期値が同じでアクセス･パターン･

ベクトルの異なるタスク間での漸進処理の適用を考える. tasklは配列要素を更新し,

task2は要素を参照するものとする.図中の矢印は,内側ループのアクセス･パター

ン･ベクトル,つまり図15(b)で示した既･未操作領域間を分割する境界線に対応し,
いずれのタスクにおいてもループ文の実行とともに境界線が上から下-と移動する.

task2の配列空間上の黒丸は, task2の外側ループの最初のイタレーションで操作

される要素の中で, tasklに一番最後に操作される要素に対応している.つまり,こ

の要素がtasklで操作されれば, task2の最初のイタレーション内での配列操作は全

て実行可能となる.図18の.ように,タスク間で境界線の傾きが異なっている場合,

tasklが図中の黒丸で示す要素を操作するまでの一定回数のイクレーションを必要と

し, task2において配列操作開始時期に遅延を生じさせる.一般に,更新タスクで国

中の黒丸に対応する要素が操作されると2つのタスク間で配列操作の並列実行が開始

されるため,我々はこの要素を漸進処理開始点(startingpoint)と呼ぶ.更新タスク
において漸進処理開始点を操作するまでに必要なイタレーション回数は,配列操作間

の並列実行性を規定する重要な要因である.

更新タスクのアクセス･パターンApを

Ap - (Sp,Rp,Vp),ただし

Sp - (spl,Sp2),

Rp - (rpi,rpo),

Vp -

(aTP頑,面魂),
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:l′･
- (S,･.]7,I.1'(I).ただし

S(. - (ど(‥｣,SL･2),

Rc - (rci,rco),

Vc - (oTPd,再転),

とする･参照タスクの外側ループの各イタレーションで操作される要素は,傾き(7Pd

の直線上に配置されており,通常は漸進処理開始点は必ず境界線の端に配置される.

つまり,外側ループの最初のイタレーションで操作される要素の中で最初に操作され

る要素

(scl,Sc2)

または,最後に操作される要素

(eel,ec2)- (scl,Sc2)+ (rci- 1)･aTPd

のいずれかが漸進処理開始点となる.更新タスクにおいてそれぞれの要素を操作する

までのイタレーション回数を計算し,より多くのイタレーション回数を必要とする要

素が漸進処理開始点となる. (scl,Sc2),(eel,ec2)を操作するまでに必要なイタレーショ
ン回数を求めるために,更新タスクのアクセス･パターン･ベクトルを用いてそれぞ

れの点を表現する.

(scl,Sc2) - (spl,Sp2)+j'･萌+i'･再現

(eel,ec2)- (spl,Sp2)+j′′･両頭+i′′･aTWo

ここで, i', i′′はそれぞれの要素を操作するのに必要な外側ループ･イタレーション

数を表している･申頑と再現が互いに独立であれば,i′やi′′は必ず一意に定まる.

したがって,更新タスクが漸進処理開始点を操作するまでのイタレーション数iwaitは,

ilL,0,it-

T7もα･7:(i',i′′)

となり,漸進処理開始点が特定可能となる.

更新タスクで漸進処理開始点を操作後,漸進処理の通則こより2つのタスク間で配

列操作の並列実行が開始されるが,この際に抽出される配列操作の並列性はアクセス･

パターンの類似性に強く依存している.同一のアクセス･パターンを持つタスク間に

漸進処理を適用する場合,更新タスクの外側ループの各イクレーションで操作される

配列要素と,参照タスクの各イタレーションで操作される配列要素が完全に一致する･.

したがって,更新タスクの1イタレーションが終了すると,参照タスクの1イタレー

ションが実行可能となり,漸進処理の適用で理想的な並列処理が実現できる.しかし,

アクセス･パターンに差異がある場合は,各タスクの1イタレーションで操作される

要素が異なるため,更新タスクの一定回数のイタレーションが終了するまで,参照タ

スクの1イタレーションが実行できない状況が生じる.このような状況を表現するた
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2つの実行ユニットI.･f･]o)i･忙列操作の1/'一利芸惟を米桝し,配列拙作の迎子~j'･;I)i況や漸進処

理により得られる並列性を特徴付ける重要な指標である･例えば,イタレーション依

存比が3:2であるj湯合∴更新タスクの3【中1のイクレーションが実行されると,参照タ

スクの2回のイタレーションが実行可能であることを示す.したがって,イクレーショ

ン依存比の値が著しく-)(きくなる場合,つまり更新タスクの配列操作に対して参照タ

スクの配列操作が進行しない場合は!並列性が十分抽出されないことを意味する･

参照タスクの各イタレーションが実行可能になるのは,それぞれのイタレ~ション

で操作される要素が更新タスクで全て操作満みになったときである･つまり,参照タ

スクのあるイタレーションで操作される要素の中で,更新タスクにおいて操作順序が

最後である要素が操作された時点で,参照タスクの1イクレーションが実行可能であ

る.このように,参照タスクの各イタレーションで操作される要素の中で,更新タス

クにおいて最後に操作される要素をイタレーション実行トリガ要素と定義する･図18の

白丸は,各イタレーションの実行トリガ要素を示している･イタレーション依存比は,

更新タスクがイタレーション実行トリガ要素をどのように操作していくかにより決定

される.

参照タスクの各イタレーション0)イタレーション実行トリガ要素は通常,漸進処理

開始点から参照タスクの外側ループのアクセス･パターン･ベクトル方向の直線上に

配置される.我々はこれをトリガ領域と定義する･図18において,トリガ領域は配列

空間内の網掛け部分に相当する.イタレーション依存比は,各実行ユニットがイタレ~

ション毎にトリガ領域上の要素をどのように操作していくかを解析することで求めら

れる.トリガ領域上の要素の操作順序の規則性は,トリガ領域上における各実行ユニッ

トの境界線遷移,つまり外側ループのアクセス･パターン･ベクトルにより特徴付け

られる.更新タスクの外側ループのアクセス･パターン･ベクトルのトリガ領域方向

成分の大きさをp,参照タスクの外側ループのアクセス･パターンベクトルの大きさ

をcとすると,更新タスクのc回のイタレーションで,参照タスクのp回のイタレ~

ションが実行可能となるため,イタレーション依存比はc
: pとなる･ただし, c,p

が整数にならない場合は,馴､の整数比で表現するものとする･図19は2つのタスク

がトリガ領域上の要素を操作する様子を示している.更新タスクtasklのトリガ領域

上のアクセス･パターン･ベクトルの大きさと参照タスクtask2のアクセス･パター

ン･ベクトルの大きさの比が2:3であるとする.国中の網掛け部分はトリガ領域を

表現しており,白丸はトリガ領域上の配列要素,破線の矢印はトリガ領域上の境界線

遷移を示している.また,太線の矢印は境界線に対応する.この場合, tasklで3回

のイタレーション, task2で2回のイタレーションが実行される毎にトリガ領域上の

要素を共有し,依存関係が生じることを意味する.つまり, tasklの3回のイタレ~

ションが実行されれば, task2の2回のイタレーションが実行可能であることを意味

するため,イタレーション依存比は3:2となる.
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図19:アクセス･パターン･ベクトルの大きさとイタレーション依存比

4.3.2 配列操作に挿入される同期処理のタイミング

タスク間の配列操作は,イタレーション依存比により規定される依存関係に基づき

実行される.例えば,イタレーション依存比が

更新タスク‥参照タスク-depp:depc

のとき,更新タスクでdepp回の外側ループ･イタレーションが実行される度に,参照

タスクのdepc回の外側ループ･イタレーションが実行可能であることを示している.

ここで我々は,更新タスクのdepp回,参照タスクのdepc回のイタレーションを漸進

処理適用時に同期を取り合う最小単位とし,それぞれ漸進処理単位と呼ぶ.つまり,

更新タスクの1つの漸進処理単位が実行されれば,参照タスクの1つの漸進処理単位

が実行可能となる.

イタレーション依存比とともに,タスク間での並列実行性を特徴づけるもう1つの

要素として各実行ユニットの漸進処理単位の実行時間の差異が挙げられる.我々は各

タスクにおける漸進処理単位の実行時間の差異を実行時間の比により表現する.更新

タスク,参照タスクの1イタレーションの実行時間をそれぞれiierp,itercとすると,

漸進処理単位の実行時間比は

ip : tc - iterp x depp : iierc x depc

で求められる･ここで, tpは更新タスクの漸進処理単位の実行時間, tcは参照タス

クの漸進処理単位の実行時間にそれぞれ対応する.この漸進処理単位の実行時間比に

よっては,タスク間で漸進処理単位の進行状況が同程度にならない場合や,各々の漸

進処理単位を実行する度に実行中断状態が発生する場合が生じる.

更新タスクの漸進処理単位の実行時間が参照タスクの漸進処理単位より短い場合に,

1つの漸進処理単位ごとに同期処理を挿入したときの実行の様子を図20に示す.図20は,

漸進処理単位の実行時間比が2 : 1の場合,つまり,更新タスクtasklの漸進処理単
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(a)漸進処理単位毎に同期処理を挿入したときの実行の様子

(b)不要な同期処理を削除した彼の実行の様子

図20:更新タスクの漸進処理単位の実行時間が短いときの実行の様子

位の実行時間に対して,参照タスクtask2の漸進処理単位の実行時間が2倍である場

合の例である.図中の長方形は1つの漸進処理単位に対応する.長方形中の番号は各々

の漸進処理単位を識別するために便宜上付けられたもので,同一の番号を保持する漸

進処理単位間には依存関係が存在する. tasklにおいて漸進処理単位①が操作される

とtask2の①が実行開始される. task2の①を実行している間に, tasklでは②,③

の漸進処理単位が実行される.以後同様に, tasklの2つの漸進処理単位とtask2の

1つの漸進処理単位の実行が完全にオーバラップされる形で進行する.このように2

つの漸進処理単位間で配列操作が並列実行される場合,個々の漸進処理単位毎に同期

を取り合うことは無駄に通信オーバヘッドを増やす結果を招く.図の例では, task2

の漸進処理単位②の実行途中でtasklの漸進処理単位②の同期処理が発生する･しか

し, task2の漸進処理単位②は, tasklの漸進処理単位③とほぼ同時刻に終了するた
め, tasklの③終了時に②, ③に対する同期処理をまとめて行うことで②終了後の同

期処理は不要となる. tasklの③終了後の同期処理により, task2は②, ③を同期な

しで実行することができる.その後, task2が③を実行すると, tasklは⑦まで終了

しているため,ここで発生する同期処理によりtask2は⑦の実行が終了するまでtaskl

と同期を取ることなく実行できる.不要な同期処理を取り除いた後の実行の様子を図

20(b)に示す.このように, 2つのタスク間で不要な同期が極力発生しないように,

そのタイミングを十分考慮する必要がある.

更新タスクの漸進処理単位の実行時間が参照タスクの漸進処理単位より長い場合に,
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(a)漸進処理単位毎に同期処理を挿入したとき､の実行の様子

(b)task2の実行開始時期を遅らせたときの実行の様子

図21:参照タスクの漸進処理単位の実行時間が短いときの実行の様子

漸進処理単位毎に同期処理を挿入したときの実行の様子を図21(a･)に示す.この例で

は,参照タスクtask2の漸進処理単位の実行時間が更新タスクtasklと比較して短い

ため, task2の各漸進処理単位の間に実行中断状態が発生する.このような状況にお

いては, tasklで最初の漸進処理単位が終了した時点ですぐにtask2の漸進処理単位

の実行を開始せず,図21(b)に示すようにtasklで一定個の漸進処理単位が実行終了
した時点で実行を開始すると, task2の最初の漸進処理単位を計算するまでに実行中

断状態が発生するが,同期処理の回数を減らすことが可能となる.したがって,実行

中断オーバヘッドと通信オーバヘッドのトレードオフを十分考慮する必要がある.こ

のように,配列操作操作間に挿入される同期処理のタイミングを決定するためには,

不要な同期処理を削減,及び参照タスクの配列操作を開始する時期を考慮しなければ

ならない.

以上のことを考慮して,我々は同期処理を挿入するタイミングの計算法を一般化す

る･参照タスクの最初の漸進処理単位を実行する時点において,既に更新タスクで∬

個の漸進処理単位が操作されているとする.また,更新･参照タスクの漸進処理単位.

の実行時間をそれぞれ, tp, tcと表現する.参照タスクの漸進処理単位を実行するに

あたり,更新タスクで∬個の漸進処理単位が既に操作済みであるため,参照タスクは

∬個の漸進処理単位が実行される.漸進処理単位の実行時間比を考慮すると,この間

に更新タスクは(LxxEJ)個の漸進処理単位が実行される･その後,参照タスクが(Lxx
EJ)個の漸進処理単位を実行するのに対して,更新タスクは(L(xx旨)×EJ)個の漸
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図22:同期処理を挿入するタイミング

進処理単位を実行する.ここで,
tc

r = -

ip

と表すこととすると,図22で示すように漸進処理を適用する際には,更新タスクtaskl

の(I x
ri)個の漸進処理単位毎に同期処理を挿入すればよいことが分かる･国中の1

つの長方形は, 1つの漸進処理単位に対応している. rは,それぞれのタスク間に特

有の定数であり,挿入される同期処理のタイミング及び回数は,参照タスクtask2の

漸進処理単位の実行開始時に更新タスクで操作済みの漸進処理単位数∬の関数により

規定される.このようにして規定される同期タイミング及び同期回数に基づき,タス

ク間の配列操作時間をモデル化し,操作時間を最小にする∬を求める.

図23に示すように,更新タスクtasklの1つの漸進処理単位の実行時間をtp,参照

タスクtask2の1つの漸進処理単位の実行時間をtcと表現する.また,更新タスク中

に含まれる漸進処理単位数をpallとし, 1回の同期処理で発生する通信オーバヘッド

を㌔とすると,漸進処理適用後の配列操作の実行時間は次のように表現できる･

pallXtp+nsXTo+n,xtc

ここでnsは,挿入される同期処理回数であり,

pall Xtp+ns XTo

は更新タスクの配列操作が終了するまでにかかる時間である.また, n,は更新タス

クの配列操作が終了した時点で,参照タスクでまだ操作されていない漸進処理単位数

であり,

n,x tc

はn,個の漸進処理単位を操作するために必要な時間である.図22で示したように,

漸進処理適用によりx x ril固の漸進処理単位毎に同期処理が発生する.したがって,

更新タスクの仝漸進処理単位数palEは,

pall- ∑ xxri

l≦i≦ns
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図23:配列操作時間のモデル化

と表現することができ,漸進処理適用時に挿入される同期処理回数nsは,

ns(I)
- 〈log,(1-P#)

(r≠1)

p# (r- 1)

と∬の関数で表現される.また,更新タスクで最後に発生する同期処理は通常, ∬×

ms-1個の漸進処理単位を実行した後に発生する.したがって,更新タスクの配列操

作が終了した時点において,参照タスクで操作されていない漸進処理単位数㍑rは通

常,

n,(I)
-

xxrns-1

Pall~X

Pall
γ

となる.以上のことから,タスク間の配列操作時間Tは,

T(I)-pall Xtp+ns(I) ×To+n,(I) ×ic

のように∬の関数としてモデル化することができる.

最後に£のとり得る範囲について考察する.通常,更新タスクで漸進処理開始点を

操作した後, 2つのタスク間で配列操作が漸進的に進行する.更新タスクで漸進処理

開始点を操作した時点で,参照タスクにおいて配列操作以前に存在する操作が全て終

了している場合は,更新タスクの最初の漸進処理単位が実行されれば,参照タスクの

配列操作が開始可能であり,
£は1以上の値をとり得る.逆に,漸進処理開始点が操

作された時点で参照タスクが配列以外の操作に従事している場合の例を図24に示す.

tasklは更新タスク, task2は参照タスクであり,網掛けの長方形が配列操作に対応

する.国中の白の長方形は配列操作以外の操作を示しており,黒の長方形はtasklに

おいて漸進処理単位を計算するまでに必要なイタレーションの実行を示している.こ

のような場合は,参照タスクの配列操作開始時期を考慮する必要がある.そこで, 4.2節
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図24:参照タスクの配列操作開始時期の遅延

と同様に,更新･参照タスクで配列操作以前に存在する操作にかかる時間をそれぞれ,

TIPre, T2Preとし,更新タスクが漸進処理開始点を操作するまでにかかる時間をTwaii

とする.また,更新タスクの1つの漸進処理単位の実行時間をtpとすると,参照タス

クが配列操作が開始できるようになった時点で,更新タスクが既に操作した漸進処理

単位数xminは,

Xmin =

T2Pre -

(TIPre+ Twail)

で計算される.したがって, ∬のとり得る範囲は,更新タスクの仝漸進処理単位数を

pallとすると,
xmin ≦ x ≦pall

表現され,この制約の元でr(∬)を最小にする∬を求めることで,適切な箇所に同期

処理を挿入することが可能になる.

4.4 漸進処理適用による実行ユニットの順序グラフの更新

実行ユニットの順序グラフのクリティカル･パス上で,配列Aを共有する実行ユニッ

ト間の順序グラフの一部を図25(a)に示す.通常,実行ユニット間にエッジがつけら
れている場合,親ノードの実行ユニットが終了した後に子ノードの実行ユニットが開

始されるような先行関係が存在するため,図25のように2つの実行ユニットは逐次実

行され並列実行性は全く存在しないことを意味する.

したがって,漸進処理適用後の順序グラフの表現法が問題になる.そこで我々は,

実行ユニットの順序グラフのノードやエッジの重みを変更することで漸進処理適用後

の影響を表現する.漸進処理は図26(a)のように,共有配列操作に対する同期処理を
複数に分割し, 1同期点あたりの共有データ量を減らすことで配列参照する実行ユニッ

トeu2の実行開始時期を早める.つまり,親ノードの実行ユニットeu1の実行途中で,

子ノードの実行ユニットeu2が実行されることになる.したがって,親ノードの実行

終了時刻から時間軸を逆向きにさかのぼって子ノードの実行開始時刻を求め,ノード
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図25:配列を共有する実行ユニット間の順序グラフ
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図26:漸進処理適用後の実行時間と実行遅延

間の実行遅延,つまりエッジの重みを負数で表現する.ここで新たにつけられる負の

エッジの重みは,親ノードの2番目の漸進処理単位の実行開始から,親ノードの実行

終了までの時間に負の符号をつけたもので,図中の破線の矢印に村応する･また,各

実行ユニットには複数回の同期処理が追加されるため,実行ユニットの実行時間,つ

まりノードの重みは増加する.ノードの重みは,漸進処理適用前の重みに同期処理の

オーバヘッドを加えることで計算される.更新された重みを用いて,順序グラフを更

新した例を図26(b)に示す.以上のように重み付けすることで,漸進処理適用の影響

を表現することが可能となる.

5 評価実験

本章では,画像処理プログラムを用いて漸進処理の適用アルゴリズムの有効性を評

価する.実験に用いたプログラムは2560× 1920画素の入力画像に対して二倍化,輪

郭線追跡,特徴点抽出の各処理を実行するプログラムであり,それぞれ1つの関数と

して実現されている.図27に実験プログラムの関数呼出しグラフを示す.図中の長方

形は1つの関数に対応し,その間に存在する矢印は関数の呼出し関係を表現している･
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図27:実験プログラムの関数呼出しグラフ

関数loadlmage, cut, border,
extractPointはそれぞれ入力画像の読み込み処理,

二億化処理,輪郭線追跡処理,特徴点抽出処理に対応する.今回の実験では,図27の

5つの関数をそれぞれタスクとして生成する.また,タスクの実行時間の推定にはプ

ロファイラの出力結果を利用し,通信オーバヘッドは実測値を用いることとする.

アルゴリズムを適用する前に,各タスクの配列操作のアクセス･パターンの抽出と

実行ユニットの順序グラフの生成を行う.タスク間で共有される配列はimO,imユ,im2,

iList, jListの5つであり,各タスクの配列操作情報を表1に示す.表の各列は,左

からタスク名,操作される配列名,操作内容,アクセス･パターン,そして配列を操

作するループ全体の実行時間を示している.タスクloadlmageにおける配列imOの

更新操作とタスクcutの参照操作,タスクcutにおける配列imlの更新操作とタスク

cut2の参照操作,タスクcut2における配列im2の更新操作とタスクborderの参照
操作は,それぞれほぼ同一のアクセス･パターンであることが分かる.また,配列iList,

jListは一次元配列であること,及びアクセス･パターンを静的には解析不能である

ことから,漸進処理の適用候補とならない.次に,タスク間のデータ依存関係を基に

各タスクを実行ユニットに分割し順序グラフを生成する.図28に生成された実行ユニッ

トの順序グラフを示す.楕円形は1つの実行ユニットを表しており,ノードの重み,

つまり実行ユニットの推定実行時間を太字の数字で示す.また,ノード間のエッジは

実行ユニット間の先行関係を示しており,通信オーバヘッドによる実行遅延時間を数

字で示している.実行遅延時間が正となる場合は,通信オーバヘッドの原因となる変

数を括弧内に付加してある.タスクmain, borderは呼出し関係にある関数間の依存

関係に基づき,それぞれ4,2つの実行ユニットに分割される.それ以外のタスクは関

数呼出し文を保持していないため,タスク全体が1つの実行ユニットとなる.

上記の解析結果に基づいて,漸進処理適用アルゴリズムを適用する.漸進処理適用

前のグラフ上でのクリティカル･パスは,図28中の大矢印で示されるパスである.ク

リティカル･パス上の実行ユニット間で共有される配列は表1に示した5つの配列で

あるが,漸進処理の適用条件を満たす配列操作は,実行ユニットloadlmage-cut間で

共有される配列imO,実行ユニットcut-cut2間の配列iml,実行ユニットcut2-border2
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図28:実行ユニットの順序グラフ
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ノミj:行タスクの胤州'.,.11さ什.1)こ批

タスク名 配列名 操作内容 アクセス.パターン 操作時問

loadーmage imO【】【】 Jeriーー亡 S=(().()),R=(256(),]920).V=/(0.I).(/,())) 3395

cut
imO口【】 use S=(0,0),R=(2560./920),V=((0.I).(I,0)) 3890

iml[][] define S=(0.0).R=(2560.]920).V=((0.I).().0)) 3890

c∪t2

iml[][] use S=(0,0).R=(2560,]920),V=((0.)).(I.0)) 3820

im2[][] denTle S=(0,0),R=(2560,)920),V=/(0,)),(),0)) 3820

border

im2【】【】 use S=(I,I),R=(2558,]9]8),V=((0,I),(),0)] 3794

iList【】 define
unknown unknown

jList【】 deriーーe
unknown unknown

extractPoint
iList[] define

unbown unknown

jList【】 define
unknown unknown

間の配列im2に対する操作である.次に各々の実行ユニット間のイタレーション依存

比とイタレーション実行時間比から漸進処理単位の実行時間比を求めるといずれも1:

1となる.また, 4.3.2節で示したモデル化に基づき漸進処理適用により挿入される同

期処理のタイミングを計算すると,実行ユニットloadlmage-cut間の配列imOの操作,

実行ユニットcut-cut2間の配列imlの操作は1つの漸進処理単位毎に,また実行ユ

ニットcut2-border2間の配列im2の操作は20個の漸進処理単位毎に同期処理を挿入

することで,実行効率の向上が最大になる.以上の結果から,漸進処理適用後の実行

ユニットの順序グラフを図29に示す.漸進処理が適用される､ノードの重み,つまりは

実行ユニットの実行時間は通信オーバヘッドの影響により増加する.逆に,エッジに

付加される重みは負の値に更新されており,実行ユニット間が並列に実行されること

を表現している.漸進処理適用後のクリティカル･パスは,図29中の大矢印で表現さ

れている･このクリティカル･パスは図28と同じパスであるため,アルゴリズムは停

止する･クリティカル･パス上の重みの総和は適用前と比較して減少しており,本ア

ルゴリズムを用いることで漸進処理の適用箇所が特定され,タスク全体の実行効率を

向上させることが可能となる.

今回用いた画像処理プログラムでは,我々の提案する漸進処理の適用アルゴリズム

により, loadlmage-cut間の配列imOの操作やcut-cut2間の配列imlの操作,そし

てcut2-border2間の配列im2の操作に対して漸進処理が適用される.本プログラム

は,配列imO, imユ, im2に対して,入力画像データ画像,二倍化データ,輪郭線デー

タがそれぞれ格納されるため,これらの配列に対する操作は非常に時間がかかり,プ

ログラム全体の実行時間を規定していることは明らかである.したがって,我々のア

ルゴリズムにより上記の配列を操作するタスク間に漸進処理が適用されたことは妥当
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図.29:漸進処理適用後の実行ユニットの順序グラフ
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であると…-;,'える.しかし. border-exactPoint J･''f]の配列iList.jListのJ･i･'111･:は.

配列は字式がループ変数の拙-)rZ毒.1j'(_Tで-I?主税されていないことやループ)I,]',1{lが'l'j･']'rn'･Jには

解析できないことなどにより,アクセス･パターンが拙,.]｣できず.本アルゴリズムで

は2つのタスク間に漸進処理が適月]されない.しかし,実際にプログラムを実行させ

ると,配列iList7jListのサイズは非常に大きく, 2つのタスク川のアクセス･パ

ターンは同一であることが確認された.つまり,これらの配列操作にi斬進処理を適用

することができれば,更に実行効率を向上させることが可能となる.したがって,よ

り複雑な配列添字式に対処可能なアクセス･パターン解析手法を検討する必要がある.

6 おわりに

本稿では租粒度並列タスクの効率のよい実行制御手法として,配列データの漸進処

理手法を提案した.漸進処理は,タスク間で共有される配列操作時に発生する実行中

断状態に村処するために,配列データの部分的な排他制御を実現し,タスク間の配列

操作を漸進的･並列的に進めることで実行効率向上を目指す手法である.漸進処理の

適用による余分な通信オーバヘッドを削減するために,タスク全体の実行時間を支配

する実行系列上で実行効率向上が期待できる箇所に対して漸進処理を適用するアルゴ

リズムを提案した.タスク全体の実行時間を支配する実行系列の抽出は,タスク全体

の実行状況を実行ユニットの順序グラフで表現し,そのグラフ上のクリティカル･パ

スを求める問題に帰着させることで解決した.また,タスク間での配列操作の開始時

期のずれヤアクセス･パターンの違いを考慮し,漸進処理適用時の同期処理を適切に

挿入する手法を示した.この適用アルゴリズムにより,漸進処理の適用が必ずタスク

全体の実行効率向上につながることが保証され,租粒度タスクの効率のよい実行が可

能となった.

本稿では,二重ループ中の二次元配列を対象としたアクセス･パターン解析手法に

ついて述べた.今後の課題として,より複雑な配列操作-の対処が挙げられる.多次

元配列操作では,アクセス･パターン･ベクトルの次元数や本数が増加するため,本

稿で示したように図形的な解釈に基づきアクセス･パターンを捉えることは困難であ

る.そこで,多次元配列を一次元配列に再構成し,アクセス･パターンの解釈やアク

セス･パターン間の類似性を規定することで,アクセス･パターン解析手法を一般化

することを検討している.また,非線形な配列添字式-の対処も考慮していく必要が

ある.
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4.関連研究



4.1並列化コンパイラの構成

1 はじめに

近年,計算機環境として複数台のワークステーションをイーサネットなどのローカ

ル･エリア･ネットワークで接続したワークステーション･クラスタ環境が普及して

きた｡拡張性の高さとその容易さ,保守性の容易さ,性能価格比の高さなどから,並

列処理環境としても注目を浴びている[1]｡ワークステーション･クラスタ環境におい

て並列処理を達成するためのシステム･ソフトウェアとしてPVM[2]やLAM[3]など
が開発されているが,これらは並列処理に不可欠なプロセス開通信や同期などの機能

を実現するための手法を単に提供しているだけにすぎない｡すなわち, PVMやLAM

を用いることで,ワークステーション･クラスタ環境で動作する並列プログラムを実

装するときの労力は減少するが,並列プログラムを設計するときの労力は,なんら減

少しない｡

並列プログラム設計の労力を削減し,ワークステーション･クラスタ環境で効率よ

く並列処理を達成するために,我々はC言語自動並列化コンパイラを開発している

【4]｡自動並列化コンパイラとは,逐次実行を前提として記述された従来のプログラム

から並列実行可能部分を自動的に抽出し,プログラムを再構成し,並列実行可能なプ

ログラム群に変換する言語処理系である｡自動並列化コンパイラにより,並列化にお

ける複雑な問題に村処する必要がなくなり,並列プログラミングにおける労力が削減

され,効果的な並列処理が可能となる｡現在までにも並列計算機環境を村象として並

列化コンパイラが多く開発されてきた｡プログラム中のDOループ文を並列化したり

[5,6, 7】･プログラムを基本ブロックに分割し並列化する[8,9,10】アルゴリズムが多
く提案されている｡しかし,これらの手法をワークステーション･クラスタ環境に適

用しても,効果的でないという問題がある｡すなわち,これらの手法は並列計算機環

境への適用を前提としており,プロセス開通信が頻繁に発生するので,ネットワーク

速度が低速なり⊥クステ-ション･クラスタ環境には合致しない｡ワークステーショ

ン･クラスタ環境はネットワーク速度が低速であるため,プロセス開通信を最小限に

抑えなければ並列処理の効果が得られない｡

プロセス開通信を減少させるためにはプロセス間でのデータの共有を最小限にすれ

ばよい｡つまり,各プロセスが有する変数空間を局所化し,プロセス間での変数空間

の共有をなくすことにより,多くのプロセス間通信を削減することができ,プロセス

開通信の頻度を低く抑えることが可能となる｡そこで我々は,プロセスの変数空間を

局所化し,プロセス開通信を減少させるために,プログラム中の関数を単位としたプ

ロセス生成手法を開発した｡それぞれの関数は独立な変数空間を有しているので,関

数を単位としてプロセスを生成することで変数空間が局所化され,プロセス開通信の

少ないプロセスが生成可能となる｡
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本稿は以下のような構成になっているoまず, 2章ではワークステーション･クラ

スタ環境で並列処理を達成するときの問題点を挙げ･その解決法について述べるo
3

章では,プロセス生成アルゴリズムの動作に必要な情報を抽出する･プログラム解析

処理について述べる｡ 4章では,ワークステーション･クラスタ環境に適したプロセ

ス生成アルゴリズムを提案するo 5章において本プロセス生成アルゴリズムに対する

評価実験について述べるo最後に, 6章でまとめと今後の課題について述べるo

2 ワークステーション･クラスタ環境での並列処理

本章では,ワークステーション･クラスタ環境で並列処理を行う場合の問題点につ

いて議論し,その解決法を述べる○ワークステーション･クラスタ環境において並列

処理を行うためには,並列処理のために開発され,既に並列処理に関して多くの研究

成果が得られている並列計算機環境との相違点を明確にする必要があるoそして,両

環境の相違に起因する問題点を整理し,それを解決する手法について検討しなければ

ならない｡まず, 2.1節ではワークステーション･クラスタ環境と並列計算機環境と

の相違点についてまとめる｡次に, 2･2節において,ワークステーション･クラスタ

環境で効率よい並列処理を可能にするための手法たっいて述べるo

2.1並列計算機環境との相違点

我々が対象とするワークステーション･クラスタ環境は,ネットワークで接続され

た複数台のワークステーションにより構成されている｡それぞれのワークステ~ショ

ンは自律的に動作しており,主にイーサネットなどの外部ネットワークで相互接続さ

れている｡そのため,計算機内部の処理速度と比較すると相互接続されているネット

ワークの速度が低速であるという問題があるoつまり,異なる計算機上で動作してい

るプロセス間での通信処理に非常に時間がかかることが問題となるoまた･計算機内

部のバスの速度と,相互接続ネットワークの速度の間に非常に大きな差が存在するの

で,二つのプロセスが同じ計算機上で動作しているか,異なる計算機上で動作してい

るかにより,プロセス間通信処理に必要な時間に非常に大きな差が生じることも問題

である｡したがって,ワークステーション･クラスタ環境と並列計算機環境のハード

ウェア面での相違は,ネットワーク速度と,それに起因した通信処理に必要となる処

理時間である｡

また,各ワークステーションはUNIXなどの通常のOSの下で動作している｡並列

処理に特化した並列OSや分散OSは普通動作していない｡したがって･プロセス間

の通信や,新しいプロセスの起動時に生じるOSの処理オーバヘッドが大きいという

問題がある｡つまり,ワークステーション･クラスタ環境と並列計算機環境のソフト

ウェア面での相違は, OSの各種処理オーバヘッドの大きさである｡
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2･2 ワークステーション･クラスタ環境に適した並列処理手法

上で述べたように,並列計算機環境と比較するとワークステーション･クラスタ環

境には,

･相互接続ネットワークの速度が低速なため,計算機間での通信処理が低速であ
る,

･ OSの処理オーバヘッドが大きいため,新たなプロセスの起動や,プロセス開通

信,プロセス間同期の処理が低速である,

という問題点が存在する｡したがって,計算機間,プロセス間で発生する通信の頻度

を如何に減少させるかが,ワークステーション･クラスタ環境で効率のよい並列処理

を達成するための大きなポイントである｡

プロセス間での通信頻度を減少させるためには,プロセス問で共有しなければなら

ないデータを最小限に抑え.ることが必要である｡すなわち,各プロセスで使用するデー

タをそのプロセス内だけに局所化し,最低限必要な通信だけが発生するようにプロセ

スを構成しなけれぬらない｡そのためには各プロセスの有する変数空間を局所化し,
一つの変数空間を複数のプロセスで共有するという状況を発生させなければよい｡変
数空間が共有されていると,あるプロセスで変数の値が更新されたとき,その更新さ

れた変数の値を他のプロセスにも通知しなければならず,これによりプロセス開通信

が頻繁に発生する｡

各プロセスの変数空間の共有を避けるために,我々はプログラム中の関数を単位と

してプロセスを生成する方針を採用した【4]｡C言語での関数はそれぞれが独立な変

数空間を有している｡したがって,関数を分割することなく,関数をプロセス生成の

最小単位として採用することで,各プロセスの変数空間を局所化することができる｡

すなわち,プロセス問で発生する通信の頻度を最小限に抑えることが可能となり,効

率よく並列に動作するプロセスが得られることが期待できる-｡このように,関数を単

位としてプロセスを生成することにより,各プロセスが有する変数空間を局所化する

ことができ,プロセス開通信の頻度を低く抑えることができる｡これで,相互接続ネッ

トワークの通信速度が低速であるというワークステーション･クラスタ環境の問題を

解決し,並列処理を達成することが可能となる｡

次に, OSの処理オーバヘッドについて考慮する｡前節でも述べたように,各ワー

クステーションはUNIXなどの独立なOSの下で自律的に動作しており,並列OS

や分散OSなど並列処理のための特別なOSは動作していないのが普通である｡した

がって,新たなプロセスの起動時,プロセス開通信時,プロセス間の同期時に生じる

OSの処理オーバヘッドが大きいという問題がある｡上でも述べたように,プログラ

ム中の各関数をプロセス生成の最小単位とすることでプロセス間の通信額度を減少さ

せることが可能となるが,そのままではプロセスの起動ヤプロセス間で生じる同期処

理におけるOSの処理オーバヘッドが大きく,並列実行の効果は得られない｡ワーク

ステーション･クラスタ環境で効果的な並列処理を達成するためには,これらのOS

の処理オーバヘッドを最小限に抑えるための対処が必要となる｡したがって,以下の

点に注意してプロセスを生成しなければならない｡
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● osのプロセス起動のオーバヘッドよりも処理時間の短いプロセスを生成しな

い｡

｡単に並列実行できればよいのではなく,プロセスの並列実行により処理効率が

向上するようなプロセスを生成する｡

●プロセス間での同期が頻繁に生じないように,粒度に偏りのないプロセスを生
成する｡

つまり,ワークステーション･クラスタ環境で並列処理を行うためには,ワークステー

ション･クラスタ環境に合致した粒度のプロセスを生成し,各プロセスの仕事量を平

均化し,それらを各ワークステーションに分散することが非常に重要である｡

生成されるプロセスの粒度を調節するためには,プログラム中の関数をそれぞれ独

立なプロセスとして生成するのではなく,複数の関数をまとめて一つのプロセスとし

て生成する,関数の融合処理が必要になる｡これにより,複数の関数をまとめて,粒

度がある程度平均化したプロセスを生成することができる｡我々は関数を融合すると

き,それぞれの関数の並列実行可能性を考慮するプロセス生成アルゴリズムを開発し

た｡我々のアルゴリズムでは,関数間の並列実行可能性を依存度と呼ばれる評価尺度

で表し,二つの関数の依存度が高い場合は二つの関数が融合され,依存度が低い場合

はそれぞれ独立なプロセスとして生成される｡すなわち,依存度が高い二つの関数は

並列実行可能性が低く,並列に実行したとしてもOSの処理オーバヘッドにより処理

効率が向上しないと判断され,融合される｡このように,関数を融合し生成されるプ

ロセスの粒度を調整する際に,関数間の並列実行可能性を考慮することで,効率よく

並列実行可能なプロセスが生成されることが期待できる｡

関数の融合処理を模式的に図1･に表した｡図は関数呼出しグラフ[11】である｡すな
わち,図中の節がプログラム中の関数に,有向辺が関数呼出し文に,それぞれ該当す

る｡有向辺の太さが関数間の依存度の強弱を表している｡有向辺が太い二つの関数は

依存度が高いことを表している｡また,節の大きさの大小がその関数の粒度を表して

いる｡我々のプロセス生成アルゴリズムでは生成されるプロセスの粒度を平均化し,

プロセス間通信0)頻度を低く抑えることを目標としている｡依存度が高く,粒度が小

さい関数は融合され,一つのプロセスとして生成される｡例えば,図1(a)のような関

数呼出しグラフを有するプログラムのとき,図1(b)のように関数が融合され粒度が平
均化したプロセスが生成される｡この融合処理により, OSの処理オーバヘッドによ

る処理効率の低下が抑えられる｡

このように,我々の並列化コンパイラはプログラム中の関数を並列処理単位として

採用し,関数間の並列実行可能性を依存度という評価尺度を用いて判断し,プロセス

を生成する｡したがって,ワークステーション･クラスタ環境における並列処理で発

生する,外部ネットワークに起因する低速な通信処理の問題,およびOSの処理オー

バヘッドに起因する低速なプロセス起動,同期処理の問題に対処しており,ワークス

テーション･クラスタ環境に適した並列処理が可能となっている｡
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funcC ILXICE

考産声(;cncratedprocess

(a)耶L!度プロセス生成アルゴT)ズム適相前
(h)ア'レゴリズム適用後

図1:プロセス生成例

3 プログラム解析処理

本章では,次章で述べるプロセス生成アルゴリズムにおいて必要な,プログラムに

関する各種情報を抽出するプログラム解析処理について述べる｡我々のプロセス生成

アルゴリズムではプログラムの関数を単位としてプロセスが生成される.0)で,プログ

ラムの各関数,関数呼出し文についての情報の解析が中心となる｡

3.1 関数の実行時間推定処理

関数単位でプロセスを生成する場合,各関数の実行時間は非常に有用な情報である｡

しかし,一般にプログラムの実行時間は翻訳時には未知なので,何らかの推定手法に

より近似計算しなければならない｡本手法では,プログラムに現れる字句1の個数で

実行ステップ数を推定するこ･とにより,実行時間を近似する｡実行ステップ数推定ア

ルゴリズムを図2に示すo各字句には処理の複雑さに従って重みwが与えられてお

り･これを用いることで正確な実行ステップ数の推定を目指している｡例えば,文"b

≡ a + 1;"と"b -

a･･;"の実行ステップ数の推定を考える｡前者の方が文中に現れ

る字句数が多いが･後者の文中の演算子".."の実行には変数aへの演算結果の代人

処理が含まれて}-るoすなわち,後者の文は"b=a;
a=a'1;"と同じ処理であ

り･後者の方が処理内容は多い｡そこで･演算子".", ".."の重みをそれぞれ1,4と

することで後者の演算の方が前者の演算よりも計算に時間がかかることを表し,実行

ステップ数を推定する｡また,条件分岐文,繰返し文では,条件分岐確率,繰返し実

行回数が解析可能な場合はその結果を用いて実行ステップ数を推定する2｡主な字句の

重みと,実行ステップ数の計算例を付録に示す｡

1コンパイラの字句解析系から得られる手掛り語,識別子などを指す｡
2推定が不可能な場合･分岐確率は0･5,繰返し回数は既知の繰返し文の繰返し回数の平均値として

計算する｡
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アルゴリズム: ESTIMATE

入力:S ･-プログラム中の文

出力:.ylep -･推定実行ステップ数

begin

slep
= 0･

p=0.

Ioop = 0･

iE (Sは単文) then

Eor (S中のすべての字句α)

s(ep
=

∫1ep +
W(a)･

cndfo r

rettlrn S(eP･

endil

ir(∫は繰返し文)then

if (繰返し回数が計算可能)
then

]()op =

(繰返し回数).

cLse

loL'P = (推定繰返し回数).

endir

for (ループ内のすべての文S)

sleP
=

S(ep + ESTIMATE(S) X lot)P･

endfor

rcturn
LYlep･

eIldiI

if (Sは条件分岐文) then

iI (分岐条件が評価可能) then

J)
= (分岐確*)･

eLse

p
= 0･5･

endir

for (then節のすべての文S)

slep
=

step + ESTIMATE(S) Xp･

endfor

Eor (else節のすべての文S)

sTeP =.Ylep + ESTIMATE(S) × ()-fl)A

endfor

return s(ep･

endil

end

図2:実行ステップ数推定アルゴリズム

3.2 関数間の依存度計算処理

依存度は二つの関徽がどの程度並列実行可能かを表す尺度であるo依存度は呼出し

関係にあ･る二つの関数の間,つまり関数呼出しグラフ中の各有向辺の両碍の節の間で

計算される｡ 2.2節で述べたように,依存度により二つの関数間の並列実行可能性が

評価され,二つの関数が融合されるか,それぞれプロセスとして生成されるかが決定

される｡これにより, OSの処理オーバヘッドの影響を受けずに効率よく並列実行可

能なプロセスが生成される｡

依存度は0から1の間の値で表される｡依存度が0である二つの関数は互いに

独立に実行可能,すなわち完全に並列実行可能であることを表す｡~逆に,依存度が1

である関数は同時には実行できない｡すなわち,逐次的に実行しなければならないと

する｡我々は,関数間の依存度は二つの関数が同時に実行可能なプログラム中の実行

ステップ数から表現可能と考える｡そこで,まず二つの関数が並列実行可能な実行ス

テップ数を表す並列実行可能領域を定める｡並列実行可能領域は,データ依存関係解

析[12, 13]の結果を利用して計算される｡すなわち,プログラム中の関数呼出し文Si

に対する並列実行可能領域は,関数呼出し文のパラメータ,戻り値変数のデータ依存

関係解析により求められる｡
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並列実行可能領域

プログラム中の関数呼出し文Siに対して,並列実行可能領域PER(Si)- (Sm, Sn)
3

は以下のように定義される｡

1. Sm<Si<Sn.ここで,関係<はプログラム上での文の並び順を表す｡この場

合, SmはSiよりも先に存在し, SnはSiよりも後に存在することを表してい

る｡

2･ SmとSiの間にデータ依存関係が存在し, Sm<Sj <SiであるすべてのSi･と

Siの間にはデータ依存関係が存在しない｡

3. SiとSnの間に7.ロー依存,出力依存のいずれかのデータ依存関係が存在し, Si

< Sj < SnであるすべてのSjとSiの間にはデータ依存関係が存在しない0

[コ

ここで, SiとSnのデータ依存関係には逆依存関係は含まれていない｡なぜなら,

関数呼出し文Siにおいて引数は｢値渡し｣で関数に渡されるので,関数の起動後であ

れば変数の値を変更してもよいからである｡

この並列実行可能領域を用いて関数間の依存度は以下のように定義される｡

依存度

二つの関&jl, f2が存在し,関数fl内の関数呼出し文Siによって関数f2が起動さ

れる｡このとき,二つの関数fl, f2間の依存度DV(fl,j2)は,

DV(fl,f2) - 1 -

ET(PER(Si))

ET(fl)

である｡ここで, ET(I)は図2で示されたアルゴリズムにより計算されたxの推定
実行ステップ数を表す｡ ロ

例えば,二つの関数fl, f2の間にデータ依存関係が存在せず,独立に並列実行可能

な場合, ET(PER(Si))-ET(fl)となりDV(fl,f2)-0である｡また, fl,f2が同

時に実行できない場合はET(PER(Si)) -0であるのでDV(fl,f2) -1となる｡

4 プロセス生成アルゴリズム

本章では,前章で述べたプログラム解析処理により得られた情報により,ワークス

テーション･クラスタ環境で効率よく並列実行可能なプロセスを生成するアルゴリズ

ムを提案する｡まず,プロセス生成の方針について述べ,次に実際のアルゴリズムを

述べる｡

3parallel Executable旦egion
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4.1 プロセス生成の方針

2章でも述べたように,ワークステーション･クラスタ環境で効率よく並列実行可

能なプロセスを生成する場合に,特に注意しなければならないのは粒度である｡我々

のプロセス生成アルゴリズムはプログラム中の関数を単位としてプロセスを生成する｡

しかし,プログラム中に記述されたすべての関数を独立なプロセスとして生成すると,

OSの処理オーバヘッドにより,効率よく並列実行できないという問題が生じる｡す

なわち,ワークステーション･クラスタ環境では,プロセス起動処理,プロセス開通

信処理,プロセス間同期処理などがOSの処理オーバヘッドにより遅くなるので,

ワークステーション･クラスタ環境に合致した粒度のプロセスを生成しなければ並列

実行の効果が得られない｡

我々のプロセス生成アルゴリズムでは,プログラム解析処理で得られた依存度の情

報により,その関数を独立なプロセスとして生成するか否かを判断する｡これにより

並列実行の効果が得られる関数のみが独立なプロセスとして生成されるので, OSの

処理オーバヘッドによって実行時間が増大するとい~う状況に対処可能となっている｡

図1にも示したように,我々のプロセス生成アルゴリズムは関数呼出しグラフの変

形処理として表現可能である｡関数呼出しグラフの有向辺は,-プログラム中の関数呼

出し文に対応する｡ある関数を並列実行することは,その関数呼出し文に相応する有

向辺を切断することに相応する｡すなわち,有向辺を切断することは,その関数を独

立なプロセスとして生成すること~を意味し,有向辺を切断しないことは,その関数を

通常の関数呼出し文で逐次的に実行することを意味する｡したがって,我々のプロセ

ス生成アルゴリズムでは,関数呼出しグラフのすべての有向辺に対して,その有向辺

を切断するか否かを決定する｡この有向辺切断の判断は以下の不等式により決定され
る｡

関数の並列実

行によって短

縮可能となる

実行時間

>

新しくプロセス

を起動すること

によって生じる

OSの処理オーノヤ

ヘッド時間

この不等式が成立する関数呼出し文は,並列実行により実行時間が短縮するので,そ

れぞれを独立なプロセスとして生成した方がよい｡逆に,不等式が成立しない有向辺

は通常の関数呼出し文として実行され,不要なプロセス起動,プロセス間通信のオー

バヘッドを発生させない｡

この不等式の計算には3章で述べた依存度を利用する｡依存度は関数呼出し文のパ

ラメータと戻り値変数のデータ依存関係解析により計算される,並列実行可能領域に

より求められる｡したがって,我々のプロセス生成アルゴリズムは関数呼出し文のパ

ラメータと戻り値のみを考慮し,大域変数,ボインタ変数を用いたプログラムは現在

のところ並列化の対象となっていない｡
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アルゴリズム: PARTITION

入力:関数呼出しグラフ

ETTJ,:)
-関数カの推定実行処理ステップ数

DV(f･,jj)-関数jl:とjjの間の依存度
出力:関数呼出しグラフ中の切断される有向辺

初期化ルーチン

begin

for (すべての関数j;I)

if(関数jf:は関数呼出し

グラフで終端節である)仙en

Tl(J1:) = ETTjl: )･

Jilu'sh(A:) = TRUE･

else

Tl(.fT:)
= 0･

Jilu'sh(刀)= FALSE･

endir

endfor

CS=0.

for (すべての関数j,:)

if(関数j(:から起動される
すべての関数のJilu'sh

フラグが真である)then

f･をCSに加える.
emdir

endror

end

メイン･ルーチン

begin

while(CS +0) do

CSから適当な関数j,:を選択する.

Tl(JI'･) =

E71(.i･)･

for (関数j,:から呼び出され

ているすべての関数j･)
短縮可能な実行ステップ数=

min( Tl(･fj), 71(i,:)×｢J- DV(I;･･i･)))･
if(短縮可能な実行ステップ数> OH) then

rj,:とjjの問の有向辺を切断｣と出九
処理ステップ数=

-式(1)

max( 0･ T(Ij･)'OH･TTカ)×｢J-DV(j':II;I)))････式(2)
T(.fl:)= 71(J1:)+処理ステップ数.

else

Tl(･f':) - 71(jt:)'Tl(Jj)I
endir

endfor

jinish(j1:) = TRUE･

for (すべての関数j,-I)

if (関数J,:から超勤されるすべての関数の

jilu'.tlhフラグが真である)then

jT'･をCSに加える.

endif

endfor

done

end

-･式(2)'

図3:粗粒度プロセス生成アルゴリズム

4.2 プロセス生成アルゴリズム

図3に我々のプロセス生成アルゴリズムを示す｡このアルゴリズムへの入力は次に

挙げる情報である｡.

1.関数呼出しグラフ,

2･各関数の推定実行ステップ数ET(fi),

3･関数間の依存度DV(fi,fj)｡

また,本アルゴリズムではT(fi)で関数呼出しグラフ中の関数fi以下を実行した際

の推定実行ステップ数,すなわちプログラムの実行中に関数fiが起動され,実行が終

了するまでの推定実行ステップ数を表している｡つまり, ET(fi)は関数fiのみ,す
なわち関数fiから呼び出される関数の実行は含めずに推定された実行ステップ数であ

り, T(fi)は関数fiから呼び出される関数の実行も含めて推定された実行ステップ

数である｡このT(fi)は,関数fiから呼び出される関数の並列実行を考慮して,す
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なわち関数呼出し文が並列実行されるか否かを判別しながら,計算される｡つまり,

T(fi)を計算するとき,ある関数が通常の関数呼出し文として実行される場合はその'
関数の推定実行ステップ数が用いられ,プロセスとして生成される場合はプロセス起

動のオーバヘッドと並列実行による処理時間の短縮を加味して計算された実行ステッ

プ数が用いられる｡また,フラグfinish(fi)は関数fi以下の関数に村して本アルゴ

リズムが適用されたことを表す｡ finish(fi)が真であれば,関数fiを呼び出す関数

呼出し文,すなわち関数呼出しグラフ上で関数fi-向かう有向辺に村して本アルゴリ

ズムが適用可能である｡

本アルゴリズムの処理の詳細について説明する｡まず,初期化ルーチンにおいてす

べての関数に村するT(fi),およびfinish(fi)が計算される｡関数呼出しグラフ中で

終端節である関数ではT(fi)- ET(fi)と計算され, finish(fi)も真となる｡すなわ

ち,本アルゴリズムを適用可能である｡その他の節では,この時点ではまだr(fi)を
計算することができない｡したがって, T(fi) -0として計算を保留し, finish(fi)

を偽とする｡本プロセス生成アルゴリズムは,関数呼出しグラフの終端節から順にボ

トム･アップ8三通用されrる｡次に,本アルゴ.)ズムが適用可能な節を候補集合CSに

加える｡その関数内のすべての関数呼出し文で呼び出される関数に村するfinishフ

ラグが真である節,すなわち部分グラフ内のすべての有向辺-のアルゴリズムの適用

が終了した節がプロセス生成の対象となる｡

メイン･ルーチンにおいて,その関数を独立なプロセスとして生成するか否か,す

なわち有向辺を切断するか否かが判断される｡まずその関数を独立なプロセスとして

並列実行することにより短縮可能な実行ステップ数が計算される｡関数fiから関数f3･

が呼び出されているとき,短縮可能な実行ステップ数は以下の計算式で評価される｡

T(fi)x (1 -

DV(fi,fj))

この計算式を用いて短縮可能な実行ステップ数を評価しているのがアルゴリズム中の

式(1)である｡実際に短縮可能な実行ステップ数は最大でもT(fi)なので･式(1)で

はmin関数が用いられている｡式(1)で計算された値と,並列実行によって生じる
オーバヘッド4を比較することでその関数を独立なプロセスとするか否かが決定され

る｡

次に, T(fi)が計算される｡関数f,.をプロセスとして生成する場合は,式(2)にお

いて関数f]の実行ステップ数が計算され, T(fi)に加えられる｡ここでは,計算結果

が負にならないようにmax関数が用いられている｡関数fjが通常の関数呼出し文と

して実行される場合は,式(2)'のように単にT(fj)を加えるだけでよい｡

関数fiに対する計算がすべて終了したらfinish(fi)フラグを真にし,候補集合CS
を再計算する｡

以上の処理を候補集合が空集合になるまで続けることにより,関数呼出しグラフの

すべての有向辺に村して本アルゴリズムが適用される｡その結果,ワークステーショ

ン･クラスタ環境において効率よく並列実行可能なプロセス群が生成されるo

4
プロセス起臥データ転送等のオーバヘッド｡アルゴリズム中では,これらのオーバヘッドを実行

ステップ数に換算してOHで表している｡
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図4:ワークステーション･クラスタ環境

5 評価

本章では,提案したプロセス生成アルゴリズムの有効性を確認するために行った秤

価実験について述べる｡

5.1 実験環境

本実験はSUN SPARCstationで構成されたワークステーション･クラスタ環境上

で行われた｡図4に実験環境の構成を示す｡ネットワークは二つのセグメントに分割

されており,スイッチング･ハブとファイル･サーバを介して接続されている｡ワー

クステ-ショシとハブ間は10BASE-Tで,ハブとファイル･サーバ間は100BASE_

TXで,それぞれ接続されている｡実験では本ワークステーション･クラスタ環境を

占有的に使用した｡すなわち,本環境中o)ワークステーションには実験で生成される

以外のユーザ･プロセスは実行されておらず,ネットワーク上にも実験に無関係なパ

ケットはほとんど存在しない｡また,実行時に必要な実行ファイルなどは,すべてファ

イル･サーバ上のディスクに存在し, NFSを介して参照される｡各ワークステーショ

ンには並列処理システム･ソフトウェアPVM[2】が搭載され,すべてのプロセスは
PVM上で生成,並列実行される｡ PVMでは,新しく生成されたプロセスは,ワー

クステーションの負荷に関係なく,順に割り当てられる｡すなわち,実行時の動的負

荷分散処理などは行われていない｡

5.2 アルゴリズムの動作実験

まず,アルゴリズムの動作を確かめた実験について述べる｡例題プログラムとして,

行列の乗算とノルムを求めるプログラムを用いた5｡例題プログラムの関数呼出しグラ

フを図5に示す｡各節の名前はそれぞれの関数名である｡また,括弧内の数字はその

関数の推定実行ステップ数を表している｡さらに,各有向辺の数字は両端の関数間の

依存度を表している｡この関数呼出しグラフに対して,我々の提案した租粒度プロセ

5本例題プログラムは大域変数,ボインタ変数を用いないよう作成した｡
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ス生成アルゴリズムを適用する6｡関数呼出しグラフの終端節(葉ノード)から処理が

開始されるので,最初は関数load_data, cal°_mult, cal°_compress, cal°_norm3

の各終端節にアルゴリズムが適用される｡

処理の途中結果を図6(a)に示す｡ハッチで囲まれた部分は処理が終了し,粗位度

プロセスが生成されるか否かが確定したことを表している｡四角で囲まれた数字はそ

の節より下の部分のすべての実行ステップ数,すなわちT(fi)を表している｡ここ
で,関数calc_matrix_multと関数calcーrOWの間の有向辺について考える｡関数

calc_matrix-multからは,関数calc_rov以下が11回呼び出されている｡最初は

T(calc皿atrix皿ult) - 77なので,

短縮可能な実行ステップ数-77× (1-0･09)-70

となり,有向辺は切断されない(図6(b))0

次の関数calc_matrix_mult と 関数calc_rowの間の有向辺を考える｡今回は

T(calc_matrix__mult)- 272, 882, 577なので,

短縮可能な実行ステップ数 272, 882, 577

×(1-0.09)
248, 323, 145

となり,これはOH よりも大きな値である｡したがって,関数calcJOW以下が独

立なプロセスとして生成される｡関数calc_matrix_multからの他の有向辺も同様に

切断されて,図6(c)に示すように独立な粗粒度プロセスカ亨10個生成される｡関数

cal°_normllと関数calc_normlOの間も同様に,

短縮可能な実行ステップ数 360, 335, 744

×(1-0･11)
320, 698, 812

となり,関数calc_normll以下の有向辺が切断され10個の租粒度プロセスが生成さ

れる｡

最終結果を図6(d)に示す｡合計で22個のプロセスが生成された｡実際,本例題プ

ログラムにおいて主要な計算部分は, calc_matrix_mult,およびcalc_normll以

下の部分である｡関数calc_matrix_mult以下では,行列を列方向に分割して行列の

積を計算している｡また,関数calc_normll以下では,行列を部分行列に分割して

ノルムを計算している｡ここで,関数calc_normll以下のすべての関数は与えられ

た行列を部分行列に分解しノルムを計算しているが,本アルゴリズムにより各関数で

の計算量と並列実行可能性が評価され,関数calc_normlO以下の関数は並列実行して

も処理時間が短縮されないと判断されたため,関数calc-normlO以下が一つのプロ

セスとして生成されている｡

6並列実行により生じるオーバヘッドOHは,実験により100,000,000と定めた｡この値は,新しい

プロセスが生成されるときに空ループが何回実行されたかを測定するプログラムを事前に実行させ,求
めた｡
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図5:例題プログラムの関数呼出しグラフ

本アルゴリズムにより生成されたプロセスを実行したときの処理時間を図7に示す｡

比較のため,人手により最適に並列実行可能なように生成された7プロセスの処理時

間,およびプログラム中の関数呼出し文をランダムに並列化して生成されたプロセス

の処理時間も図7に示す｡人手による分割では,関数calc_matrix_multと関数

cal°-rovの間の関数呼出し文,および関数calc_normllと関数calc_normlOの間

の関数呼出し文が並列化され,合計23プロセスが生成された｡また,ランダムな並

列化であるが,すべての関数呼出し文を並列化の対象とすると膨大な数のプロセスが

生成され,並列処理の効果が得られか､のは自明である｡そのため,関数

calc_matrix_multと関数calc_rowの間,関数calc_normllと関数calc_normlO

の間,および関数calc_normllと関数calc_normlOの間の関数呼出し文のみを並列

化の対象とし,実行時にそれぞれ乱数によりプロセスを生成するか,通常の関数呼出

し文として実行するかを決定した｡それぞれ5回実行し,平均処理時間を示した｡こ

れを見ると分かるように,本提案アルゴリズムにより生成されたプロセスは人手によ

り生成されたプロセスとほぼ同じ処理効率が得られている｡ランダムに並列化した場

合は,処理時間の短い関数が独立なプロセスとして生成され, OSの処理オーバヘッ

ドにより処理時間が増大していることが分かる｡

7プログラムを逐次的に実行させ,プロファイラを用いてそれぞれの関数の実行時間を測定した｡こ

れに基づいてプログラムを並列化し,プロセスを生成した｡
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(I))途中経過

(t･)開放calc_matrix_mu)tへのアルゴ.)ズム適FI】終T

(I))関数calc_matrixJlltJ)lでの処理

(d)最終結果

図6:プロセス生成アルゴリズム実行過程

22フロ七ス■

81.4

ランダム提案手法最適分割

図7:実行時間の比較

以上により,我々の提案したプロセス生成アルゴリズムは,人手による最適な分割

と同程度の性能を持つことが分かった｡

5.3 ベンチマーク･プログラムによる評価実験

次に,本提案アルゴリズムをスタンフォード大学で開発されたベンチマーク･プロ

グラムSPLASH-2[14】に村して適用した｡今回はSPLASH-2内のkernel部分を並
列化の村象とした8｡ベンチマーク･プログラムを逐次的に実行させたときの処理時

8このベンチマーク･プログラムでは大域変数やボインタ変数が使用されているので,本提案アルゴ

リズムに適用可能なようにプログラムを書き換え使用した｡また, kernel部分にはLU分解など他のプ

ログラムもあるが,それらは本アルゴリズムを適用させても,並列実行可能性が検出されずに並列化さ

れなかったので,実験の村象としていない｡これらのプログラムでは,一つの関数でほとんどの処理が
行われていたりするため,関数単位では並列実行可能性が検出されなかったためである｡
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図8:実験結果

間と,本アルゴリズムを適用して得られたプロセスを並列実行させたときの処理時間

を 図8に示す｡我々のプロセス生成アルゴリズムを施すことにより,帆では7個

の,
radixでは3個のプロセスが,それぞれ生成された｡ frtlと帆2,およびradixl

とradix2はそれぞれ同じプログラムで入力データ数を変更させたものである｡これを

見ると分かるように,すべての場合で本アルゴリズムを適用して得られたプロセスを

並列実行させたときの処理時間が少ないことが分かる｡特に, f托2を逐次実行させた

ときは,メモリ不足のためスラツシングが発生し非常に多くの処理時間が必要となっ

た｡それに村し, f托2を並列実行させたときは,メモリが各ワークステーションで分

散して確保され,スラッシングが発生せず実行された｡また, radixはプログラム自

体にあまり並列性が見られず,データを初期化する部分と,計算を行う部分でプロセ

スが生成されたのみであった｡そのため,あまり並列実行の効果は得られていないが,

逐次的に実行するよりは処理時間が少なくなっていることが分かる占

以上の実験結果により,我乍の提案したプロセス生成アルゴリズムでは依存度によっ

て並列処理可能な関数が検出され,それらが独立なプロセスとして生成され,またワー

クステーション･クラスタ環境上で効率よく動作することが分かった｡これにより,

我々のプロセス生成手法は,ワークステーション･クラスタ環境に適していることが

確認された｡

6 おわりに

本稿では,ワークステーション･クラスタ環境において並列処理を達成するための,

プロセス生成手法について述べ,それに基づいたプロセス生成アルゴリズムを提案し

た｡ワークステーション･クラスタ環境における並列処理で重要な点は,プロセス間

通信処理の削減である｡本手法ではプログラムに記述された関数を単位としてプロセ

スが生成される｡これにより,変数空間が各プロセスで局所化され,プロセス開通信

の少ないプロセスが生成される｡また,我々の提案したプロセス生成アルゴリズムで

は,プロセス間の並列実行可能性を表す,依存度と呼ばれるパラメータを用いてプロ

セスを生成している｡依存度を導入することによってプロセスの並列実行可能性を評
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価し,より効率的に並列実行可能なプロセスを生成することが可能になった｡評価実

験で得られた結果も,ワークステーション･クラスタ環境で適切に動作するプロセス

が生成されたことを示している｡したがって,ワークステーション･クラスタ環境に

おいて並列処理を行う場合,本稿で提案したプロセス生成手法により,最適なプロセ

スが生成される｡

本稿では大域変数やボインタ変数の扱いについては触れていない｡これは,大域変

数やボインタ変数の問題fまプロセス生成時ではなく,プロセス実行時の実行順序制御

機構で解決されるべき由遍であるという考えからである[15]｡しかし,実際のプログ
ラムでは大域変数やポインタ型の変数が使用されており,これらの使用により関数間

の並列実行可能性が変化する｡大域変数,ボインタ型変数を考慮に入れたプロセス生

成法の検討は今後の課題である｡

また,本稿で提案されたプロセス生成アルゴリズムでは,プロセス間で授受される

データ量に関しては考慮していない｡すなわち,プロセス間通信が発草するか否かは
依存度によってプロセス生成時に評価されているが,プロセス開通信時のデータ量に

ついては評価していない｡これは,ワークステーション･クラスタ環境においては通

信を開始するコストが非常に大きいので,通信オーバヘッドの評価には,プロセス開

通信が発生するか否かの方が,プロセス間通信時のデータ量よりも支配的であると~い

う理由からである｡しかし,プロセス間通信時に授受されるデータ量は,そのプロセ

ス間の並列実行可能性を決定する大きな指標の一つである｡したがって,プロセス生

成アルゴリズムにおいてプロセス開通信時のデータ量を評価することも重要であり,

今後の課題である｡

本提案アルゴリズムは,プロセスの生成に閲し実行時の動作環境については注意を

払っていない｡すなわち,ワークステーションの台数を考慮して生成プロセス数を変

更することはできない｡実際,ワークステーション･クラスタ環境ではそれぞれのワー

クステーションの特性9が異なっている場合が多く,ワークステーションの台数や特

性の違いを十分に生かした処理が大切である｡さらに,実行時の環境の挙動には不確

定性が含まれているよ例えば,プロセスが各ワークステーションに均等に割り当てら

れずに負荷の不均一が生じたり,ネットワークの混雑に従い通信時間にばらつきが生

じたりする｡今後は,ワークステーション･クラスタ環境の特徴を生かした機能分散

的な並列処理を可能とするプロセス生成アルゴリズム,実行時環境の不確定性に対処

する手法について研究を進めていく｡
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