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コンピュータにおける並列度の増大
CPUのマルチコア化、SMT機構の採用

❖ 例:
- Xeon E7-8820: 10コア (SMTで20スレッド)
- Opteron 6176 SE: 12コア
- Cray XMT: SMTで128スレッド

❖ マルチプロセッサ構成でコア数が数倍になりうる



不規則問題 (irregular application)

複雑なデータ構造・領域分割の必要な計算
❖ 特徴

- 静的なタスクの分割が困難

- 不規則なメモリアクセスが発生

❖ 例:  適合細分化格子(AMR)法, 

性能の良いプログラムを実装するためには
- 動的負荷分散
- 通信コスト隠蔽
を明示的に記述しなければならない

高速多重極展開(FMM)法



MassiveThreads

計算ノード内での動的負荷分散を実現する
マルチスレッド処理系

❖ 目標
- スレッドの軽量性
- スケーラブルな動的負荷分散
- コンテキスト切り替えによるI/Oコスト隠蔽
- 既存のpthreadプログラムを再利用できること

❖ 軽量スレッドと効率的I/O処理を同時に満たす
マルチスレッド処理系は存在しない



MassiveThreads

1.2. MASSIVETHREADSの提案 第 1. はじめに

図 1.2: 並列計算環境におけるMassiveThreadsの位置づけ
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プログラミングモデル
pthreadと同様のAPI, read/write syscall で通信

❖ pthread_create, pthread_join, etc...
❖ ただしスレッドスケジューリングの公平性は
保証されない

void *fib(void *n) {
if (n < 2) return n;
else {
pthread_t th0, th1;
pthread_create(&th0, NULL, fib, n-1);
pthread_create(&th1, NULL, fib, n-2);
int result0, result1;
pthread_join(th0, &result0);
pthread_join(th1, &result1);
return result0 + result1;

}}



MassiveThreads の実装
Lazy Task Creation ベースの細粒度スレッド実装
+ 軽量スレッド処理系におけるI/Oコスト隠蔽

❖ 特徴
- Lazy Task Creation ベースのスレッドスケジューリング
をCライブラリの形式で実現している

❖ ソースコード変換, アセンブリポストプロセス
などの方法を利用していない

- スレッド切り替え + I/O多重化 を用いて
I/Oコスト隠蔽を実現している 今日はこちらの話だけ



マルチスレッド処理系の基本的な実装
“ランキュー”を用いて実行可能なスレッドを管理

❖ スレッド生成:
- ランキューにスレッドを追加

❖ スレッド実行終了:
- スレッド管理領域に結果を書き込む
- ランキューからスレッドを取り出し、実行する

❖ スレッド合流(join):
- 合流するスレッドが終了していれば、結果を取り出す
- 合流するスレッドが終了していなければ、終了するまで
ランキュー中のスレッドを実行する



Lazy Task Creation

再帰的なスレッド生成を効率よく扱える
軽量スレッド+動的負荷分散実装手法

❖ LIFO形式のスレッドスケジューリング
❖ 「木の根」からタスクを奪う動的負荷分散手法

processor 0 processor 1
steal1. スレッド生成

2. スレッド生成
3. 「木の根」
からタスクを
奪う

4. スレッドを
再開



Lazy Task Creation

FILO形式のスレッドスケジューリング
❖ スレッド生成:
- 実行中のスレッドをランキューの先頭に追加し、
新しいスレッドに切り替える

❖ スレッド終了:
- ランキューの先頭からスレッドを取り出し、実行する

動的負荷分散
❖ 実行可能スレッドがなくなったら
「木の根」からスレッドを奪い、実行する
- 別ワーカーのランキューの末尾からスレッドを奪い、実行



Lazy Task Creation の利点
局所性が利用可能

❖ スレッドの実行順序が関数呼び出しと同様

メモリ消費量が少ない
❖ 再帰の深さdについてO(d)で済む
(FIFOなスケジューリングであればO(2d))
- cf. 深さ優先探索 vs. 幅優先探索



LTCをCライブラリとして実装 (MassiveThreads)

スレッド管理領域のデータ構造

struct myth_thread {
volatile myth_status_t status;
myth_context context;
void *result;
myth_thread_lock_t lock;
void *stack;

   ...(snip)...
};

スレッドの状態
(ready, blocked, finished)

実行コンテキスト
(x86ではスタックポインタ)

スレッド実行結果

スタック領域へのポインタ



LTCをCライブラリとして実装 (MassiveThreads)

スレッド生成:
❖ スレッド管理領域とスタックの割り当て、初期化
❖ 新しいスレッドにコンテキスト切り替え
❖ 実行していたスレッドをランキューの先頭に追加
❖ 新しいスレッドでスレッド関数を実行する



LTCをCライブラリとして実装 (MassiveThreads)

コンテキスト切り替え:

1. callee-saveレジスタの退避
2.現在のスタックポインタを実行中スレッドの
管理領域に保存

3.切り替え先スレッドの管理領域に保存されている
スタックポインタを復元

4. callee-saveレジスタの復元
asm volatile(PUSH_CALLEE_SAVED()

“push $1f\n”
“mov  %%rsp,%0\n”
“mov  %1,%%rsp\n”
“ret”
"1: " POP_CALLEE_SAVED()

) ...;

実行中スレッドの
実行コンテキスト

切り替え先スレッドの
実行コンテキスト



LTCをCライブラリとして実装 (MassiveThreads)

スレッド終了:

1.スレッド管理領域をロック
2.管理領域に結果を格納し、状態を finished にする
3.スタック領域を解放
4.このスレッドを join したスレッドがあれば、
そのスレッドを実行

5.ランキューの先頭からスレッドを取り出し、実行



LTCをCライブラリとして実装 (MassiveThreads)

スレッド合流(join(th)):

1.スレッドthの管理領域をロック
2.スレッドthの状態が finished:
1) 結果を取得
2)スレッドthの管理領域をアンロック
3)スレッドthの管理領域を解放

3.スレッドの状態が finished でない:
1) 実行中スレッドの状態を blocked に変更
2) スレッドthの管理領域に実行中スレッドを登録
3)ランキューの先頭からスレッドを取り出し、実行



LTCをCライブラリとして実装 (MassiveThreads)

タスクスティール:
❖ スレッドを盗むワーカーをランダムに選ぶ
- ランダムに選ぶのが最良[Frigo,1998]

❖ そのワーカーのランキューの末尾からスレッドを
取り出し、再開する



その他実装について
スレッド管理領域・スタックのメモリ管理

❖ フリーリストを利用
❖ 管理領域とスタックの分離により、メモリ領域の
再利用率を改善

ランキューの実装
❖ Java fork/join framework と同様のアルゴリズム
- 先頭への追加/削除操作はメモリバリアのみ
- 末尾からの取り出しは CAS が必要



評価
実験で次の項目を評価

❖ スレッドの軽量性
❖ 負荷分散性能

評価環境
❖ CPU: Opteron 2380 (2.5GHz, 4コア) * 8ソケット
❖ コンパイラ: GCC 4.4.1



評価1: スレッドの軽量性
スレッドの生成・合流にかかる時間を計測 (fib(40))

❖ コア数の増加に対してスケーラブルになっている

5.1. 軽量性の評価 第 5. マイクロベンチマーク
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図 5.1: ヘッダファイル版インターフェースの効果
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図 5.2: 既存の処理系との比較
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評価1: スレッドの軽量性
1コア使用時のオーバーヘッド内訳 (単位はcycles)

❖ Cilkと比較して次が10倍以上遅くなっている
- ランキュー操作
- コンテキスト切り替え

❖ 共有ライブラリ版では関数呼び出しの分だけ遅い

5.2. 負荷分散能力の評価 第 5. マイクロベンチマーク

表 5.1: CilkとMassiveThreadsのオーバーヘッドの内訳
MassiveThreads(Shared lib) MassiveThreads(Header) Cilk

スタック確保・解放 11.81 12.08 14.80
ランキュー操作 23.74 24.49 2.09

コンテキスト切り替え 22.65 22.55 2.03
合流処理 34.67 32.79 37.85

その他 (関数呼び出しなど) 33.70 11.86 5.57

合計 126.57 103.76 62.23

MassiveThreadsは特にコンテキスト切り替えと，ランキュー操作のオーバーヘッドが Cilkと比較
して大きくなっていることがわかる．Cilkのコンテキスト切り替えが高速な理由は，スレッド生成
後に読み込まれるローカル変数 (本ベンチマークでは 1個の整数のみ)を退避し，関数呼出しによっ
て切り替え先に制御を移す，という手順で行われるのに対して，MassiveThreadsにおいては関数呼
び出し前後で保存される必要のあるレジスタすべてを退避し，さらにスタックを切り替えたうえで
切り替え先に制御を移す，という手順で行われるため，処理の手順が比較的複雑で，さらに退避の対
象となるデータ量が多いためである．
また，Cilkのランキュー操作のオーバーヘッドが小さい理由は，Cilkはスレッドの親子関係が定

まっており，あるスレッドが終了した後は必ずその親が実行されるため，ランキューから次に実行す
るスレッドを取り出す必要がなく，そのぶんのランキュー操作を省略できるためである．

MassiveThreadsの共有ライブラリ版ではスレッド管理には直接該当しない，処理系の関数を呼び
出す部分などのオーバーヘッドも特に大きくなっている．これは，MassiveThreadsのヘッダファイル
版やCilkにおいてはスレッド管理を行うコードの大部分がソースコードに直接埋め込まれてコンパイ
ルされるのでインライン化や関数呼び出しをまたいだ最適化を利用できるのに対し，MassiveThreads
は共有ライブラリとして実装されているためインライン化が利用できないうえ，関数呼び出しがPLT
1を経由するため関数呼び出しそのもののオーバーヘッドも通常の関数呼び出しより大きいことが原
因であると考えられる．

5.2 負荷分散能力の評価
負荷分散能力の評価には，UTS Benchmark [27]を用いた．これは，ハッシュ関数をもとに生成さ

れる不均一な木構造を探索し，そのノード数の合計を計算する際の性能を測定するベンチマークであ
る．木の構造が不均一であるため，CPUコア数を増やした際に実行性能を向上させるためには，処
理系の軽量性だけでなく負荷分散能力も重要である．
木は以下のような規則で生成される．

1Procedure Linkage Tableの略．共有ライブラリの動的ロードを実現するためのテーブルで，これを経由すると間接ジャ
ンプ 1 回分のオーバーヘッドを被る．
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評価2: 負荷分散性能
UTS benchmark で優れたスケーラビリティ

❖ UTS: 不均衡な木のノード数を数えるベンチマーク
5.3. I/O性能の評価 第 5. マイクロベンチマーク
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図 5.4: UTS Benchmarkの結果

性能が向上し，逐次の 16倍程度の性能向上が得られている．また，MassiveThreadsは既存の処理
系はと比較してより大きな性能向上率を示している．

5.3 I/O性能の評価
MassiveThreadsの I/O処理の効率性を評価するために，2台の計算機を用いて以下のような手順

で ping-pongベンチマークを行い，OS標準のスレッド処理系と性能を比較した．

1. サーバ-クライアント間で複数の接続を確立する

2. クライアントは各接続について 1バイトのメッセージを送信し，サーバはそれを受信して同一
のメッセージを返す

3. (2)を 1回のトランザクションとし，そのスループットを測定する

測定条件としては，

1. 全部の接続が絶えずメッセージを送受信する場合，

2. 同時にメッセージを送受信できる接続が全体の 8分の 1である場合

3. 同時にメッセージを送受信できる接続が 128個で固定されている場合
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評価2: メモリ管理の改善効果
管理領域とスタック領域を分離 (UTS bench)

❖ 負荷分散のスケーラビリティが大幅に向上

5.2. 負荷分散能力の評価 第 5. マイクロベンチマーク

1. 木の各ノードは 20バイトのディスクリプタをもつ

2. 各ノードは確率 qで，m個の子ノードをもつ．

3. 子ノードのディスクリプタには，親ノードのディスクリプタと子のインデックスを結合したも
のをハッシュ関数にかけて得られた 20バイトを用いる．

パラメータとしては，UTS Benchmarkに添付されている T3データセットを用いた．このデータ
セットは q = 0.124875，m = 8で，最大深さ 1572，約 411万ノードをもつ木構造を生成する．
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図 5.3: スレッド構造体とスタックのメモリ管理を分離した効果

軽量性の評価と同じ環境を用い，木のノード 1つあたり 1つのスレッドを生成する形でUTS Bench-
markを並列化した際の実行性能を図 5.3に示す．横軸は使用した CPUコア数，縦軸は再帰版と比
較した際の性能向上率である．Splitはスレッド構造体とスタックの解放のタイミングを分離した場
合，Coupledはスレッド構造体とスタックをまとめて管理している場合の性能向上率を表している．
MassiveThreadsの性能向上率を Cilk，Intel Threading Building Blocks，およびGCCのOpenMP
Taskと比較したものを図 5.4に示す．
スレッド構造体とスタック領域をまとめて管理し，同じタイミングで解放を行った場合は，スタッ

ク領域の再利用が遅れることが原因で多くのスタック領域が確保され，その際のページフォルトの
オーバーヘッドがボトルネックになって CPUコア数が多い領域で性能が大きく低下している．
それに対してスレッド構造体とスタック領域を別々に解放する場合は，スタック領域が再利用され

る頻度が増加したため，ページフォルトがボトルネックになることもなく，32コアまでゆるやかに
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