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1	 はじめに	 

	 マルチコア環境における並列プログラミングでは，	 

共有変数に対するメモリアクセスの調停のために一	 

般的にロックが用いられてきた．しかし，デッドロ

ックの発生などの多くの問題がある．そこで，ロッ

クを用いない並行性制御機構としてトランザクショ

ナルメモリ（TM）[1]	 が提案されている．TM	 は，ト

ランザクション（Tx）を投機実行することで，ロッ

クを用いる場合よりも並列性を向上させている．こ

のTMでは複数のトランザクションを並列に実行した

際に，待機処理であるストールが競合の連鎖により

別のストールを引き起こすCascading	 Stall	 と呼ば

れる問題が発生する可能性があり，既存手法におい

てはこのCascading	 Stall	 を解消するか否かを判断

するための競合の連鎖度合いの閾値をプログラム実

行時に静的に設定し，その閾値に基づいてCascading	 

Stall	 を解消していた．しかし，Cascading	 Stall

が再発生してしまうことや，閾値まで競合の連鎖が

達しづらいプログラムが存在する等の問題があった．

そこで本論文では，このCascading	 Stall	 解消のた

めの閾値を動的に設定することで，既存手法でのこ

れらの問題点を解消する手法を提案する．	 

2	 研究背景	 

	 TM	 では，	 Tx	 の	 Serializability	 と	 Atomicity	 

を保証するため，	 Tx	 内で行われるメモリアクセス

を監視する．	 Tx	 間で同一アドレスへのアクセスが

発生した場合，競合が検出される．競合が発生した

場合，一方の	 Tx	 の実行を中断させる（ストール）．

さらに，複数	 Tx	 がストールしている状態で，デッ

ドロックが発生した場合，いずれかの	 Tx	 の途中結

果が破棄される（アボート）．これに対し，	 Tx	 の

終了まで競合が検出されない場合，	 Tx	 内で更新さ

れた値がメモリに反映される（コミット）．さて，

この	 TMでは複数のスレッドがそれぞれトランザク

ションを実行する際に，あるスレッドがすでに	 

ストール状態となっているスレッドと競合し，スト

ールしてしまう，Cascading	 Stall	 [2]	 という問題

が発生する可能性がある．この	 Cascading	 Stall	 が

発生すると，一つのストールしているスレッドが原

因でいくつものスレッドが連鎖的に競合した結果ス	 

	 

	 

トールしてしまい，その連鎖が長くなるほど並列度

が低下してしまう．そこで本論文では，この 
Cascading Stall を解消することで無駄な待機を減ら
し，スレッドの実行並列度を向上させる手法を提案

する．	 

3	 既存手法	 

	 既存手法ではCascading	 Stall	 に対して，競合の連

鎖の発生を検出し，それを引き起こす原因となるト

ランザクションをアボートすることでこれを解消し

ている．Cascading	 Stall	 を解消するためには，ま

ずは競合の連鎖度合いを測ること，そして各スレッ

ドが実行するトランザクション間の依存関係を把握

することの二点が必要となる．競合の連鎖度合いを

測るために，各スレッドに競合の連鎖度合いを把握

するための“	 深さ″と呼ぶパラメタを設定した．ま

ず，トランザクションを実行中かつストール状態で

はないスレッドを深さ0とする．そして深さN	 のスレ

ッドで実行されるトランザクションと競合し，トラ

ンザクションをストールさせているスレッドの深さ

は，N	 +1	 とする．この深さを用いた二つの既存モデ

ルを以下に示す．既存モデル1では，Cascading	 Stall	 

の深さが2	 に到達した際に深さ1	 のスレッドで実行

されるトランザクションをアボートする．このモデ

ルではCascading	 Stall	 発生後，それを即座に解消

することができる．既存モデル2では，Cascading	 

Stall	 の深さが4	 に到達した際に，依存関係が全て

解消されるように，深さ1と3のスレッドで実行され

るトランザクションをアボートする．このモデルで

は，Cascading	 Stall	 一度の解消で，解消前と比べ

て二つのトランザクションが処理を再開，または継

続できる．これら二つの既存モデルを実装し，シミ

ュレーションによる評価を行った結果，既存モデル1	 

ではCascading	 Stall	 の再発生により性能が悪化し

てしまうプログラムが存在し，既存モデル2では，閾

値に達することが稀で，Cascading	 Stall	 を解消で

きないプログラムが存在した．	 

4	 閾値の動的設定	 

	 既存手法の問題点を解決する為に，本論文では，

トランザクション毎に最適だと思われる深さの閾値

を動的に決定・記憶し，再度そのトランザクション



平成 28年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 
計算システム工学分野 

が実行される際には記憶した深さの閾値を基に

Cascading	 Stallを解消するアルゴリズムを提案す

る．まず，深さ0のスレッドで実行されるトランザク

ションをRoot.Txとする．そのRoot.Txが実行を開始

する際，閾値の初期値を，閾値の最小値2に設定する．

その後，Cascading	 Stallの深さが閾値2に達した場

合これを解消し，閾値をインクリメントする．もし，

Cascading	 Stallの深さが新しい閾値3に達した場合

これを解消し，閾値をインクリメントする．その後

同様に，Cascading	 Stallの深さが新しい閾値4に達

した場合これを解消する．このように一度Cascading	 

Stall	 を解消した際に閾値をインクリメントするこ

とで，インクリメントする前の閾値の	 Cascading	 

Stallが再発した場合にこれを解消せずに待機する

ため，同じ深さの	 Cascading	 Stallの再発が繰り返

されることを防ぐことができる．また，インクリメ

ントした閾値の	 Cascading	 Stallが発生する前に，

Root.Txがコミットされた場合，インクリメントする
前の閾値が有効であったと判断し，Root.Txはそのイ
ンクリメントする前の閾値を記憶する．また、その

後再び同じトランザクションがRoot.Txとなり実行
される際には，記憶されている閾値を初期値に設定

する．一方で， Cascading Stallの深さが閾値に達す
るまでに一定時間経過した場合には閾値をデクリメ

ントすることで， Cascading Stall解消の動作が行わ
れない状態を防ぐ．	 	 

5	 評価結果	 

	 本提案手法をHTM	 の研究で広く用いられている

LogTM[3]	 に実装し，シミュレーションによる評価を

行った．評価対象のプログラムとしてGEMS	 

microbench，SPLASH-2[4]	 およびSTAMP[5]	 から計9

個を使用し，それぞれ16	 スレッドで実行した．評価

結果を図1	 に示す．結果は，既存のLogTM（B），

Cascading	 Stall	 の深さが2に達した際にこれを解

消するモデル（E1），Cascading	 Stall	 の深さが4

に達した際にこれを解消するモデル（E2），閾値を

動的に設定する本提案モデル（P）の実行サイクル数

の平均を表しており，LogTMの実行サイクル数を1	 と

して正規化している．また図中の凡例は内訳を示し

ている.評価の結果から，提案手法(B)において多く

のプログラムで，二つの既存モデルと比較してその

内のどちらかと同等の，またはそれ以上の性能向上

を達成している．このことから，提案モデルでは，

一度Cascading	 Stall	 を解消する際に設定した閾値

より，適する閾値を設定できていると考えられる．

サイクル削減率に着目すると，評価の結果，提案手

法

	 

図1：提案手法の評価結果	 

（P）では16スレッドで実行した場合，既存のLogTM

（B）と比較して最大で55%，平均で7.75%の高速化を

達成することを確認した．	 	 

6	 まとめ	 

	 本論文では，Cascading	 Stall	 の既存手法の問題点	 

を解決する手法を提案した．提案手法の有効性を確

認するために，シミュレーションによる評価を行っ

た．評価の結果，最大で55%，平均で7.75%の高速化

を達成することを確認した．今後の課題としては，

アルゴリズムの改良次第で，本提案手法では解消で

きなかった複雑なCascading	 Stallの解消すること

が挙げられる．	 
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