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概要

Intel 系 (IA-32) プロセッサのパフォーマンスモ

ニタリングファシリティ (Performance Monitor-

ing Facilities) を利用したメモリプロファイリング

ツールを開発し、その有効性について報告する。

IA-32 は各種ハードウェアイベントを計測するパ

フォーマンスモニタリングファシリティを持つが、

最近の Pentium 4/Intel Xeon プロセッサにおい

てその機能は拡張され、従来のプロセッサ (Pen-

tium/PentiumPro など) では不可能だった詳細な

プロセッサの挙動まで計測が可能になった。われわ

れは、Pentium 4/Intel Xeonで拡張されたパフォー

マンスモニタリングファシリティを利用してメモ

リプロファイリングツールを実装した。ここでは、

IA-32プロセッサにおける、パフォーマンスモニタ

リングファシリティについて簡単に紹介し、われわ

れの実装についてのべる。さらに、本ツールを利用

して Linux Kernelをビルドした時の L1/L2キャッ

シュミスについて計測し、本ツールが容易にメモリ

トラフィックの挙動をあきらかにすることを示す。

最後に今後の開発の方向について述べる。
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1 はじめに

Intel 系 (IA-32) プロセッサのパフォーマンスモ

ニタリングファシリティを利用したメモリプロファ

イリングツールを開発したので、それについて報告

するとともにその有効性について記す。

ＣＰＵの処理速度は年率数十％で向上している

が、メモリの処理速度の向上は年率数％といわれて

おり、ＣＰＵの向上率に比較して低い。(図 1)

図 1: [1]第 5章図 2からの引用

その結果、CPU とメモリの性能のギャップは

年々広がっている。例えば、最近のプロセッサで

は、メモリアクセス (キャッシュミス)のペナルティ

は 200倍近くあり、メモリアクセスのコストは一定

であるという仮定のもとのプログラミングモデルは

破綻している。(表 1)従って、より高性能なソフト

ウェアを実現にするためにメモリ階層を意識したプ

ログラミングモデルが必要となってきている。

特にＯＳのカーネルやＲＤＢＭＳ等におけるメモ

リアクセスは、ポインタを利用したランダムなアク
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表 1: Intel Xeon 2GHz/Main Memory

1GBでの実測値

メモリ階層 アクセスコスト

L1 1 nsec

L2 9 nsec

Main memory 196 nsec

セスが多く、科学技術アプリケーションでみられる

単純な配列の順アクセスに対する最適化ではほとん

ど効果がないことが知られている。

メモリアクセスに注目した性能向上ツールが必要

とされているのだが、従来のタイマ割り込みによる

PC(Program Counter)のサンプリング手法でのプ

ロファイリングでは、キャッシュミス等のメモリ

の動的特性についての詳細情報を得ることができ

ない。そのためプログラマは、おおまかなホットス

ポットの位置を推定することができても、どこで何

故実行時間がかかっているかを特定することが困難

であった。命令がストールしているのは、データメ

モリのキャッシュミスなのか？分岐予測の失敗なの

か？それとも単に実行にコストがかかる命令を実行

中だったのか等について情報が得られない。

さらに最近のプロセッサでは、投機的実行や out

of order実行、深いパイプラインなどにより、イベ

ントを発生させた命令と PCの値が必ずしも一致し

ないため、上記のプロファイリングだけでは問題を

特定することが益々難しくなっている。

Pentium 4/Intel Xeonでは、上記の問題に対し、

ハードウェアによるパフォーマンスモニタリング

ファシリティをそなえ、18 個のパフォーマンスモ

ニタカウンタを持ち、各種メモリアクセスイベント

(L1/L2 キャッシュミス/TLB ミス等) を測定でき

るようになっている。PEBS (Precise Event Based

Sampling) と呼ばれる機能によって、以前のプロ

セッサでは不可能だった、より精密なプロセッサの

状態のサンプリングが可能になった。

Pentium 4/Intel Xeon における上記の機能を利

用してメモリプロファイリングツールを実装し、

Linux OSにおいてその有効性を検証した結果を示

す。我々のツールを利用すれば従来のツールでは困

難だったメモリイベント (L1/L2 キャッシュミス、

TLB ミスなど) のホットスポットを容易に発見す

ることができた。

また、小さいサイズのプログラムでは、キャッ

シュミスが多発するプログラムとそうでないプロ

グラムの差を的確に見ることは、OSのタイマの精

度によって、ミリ秒以下の差を測定することが困難

であるが、我々のツールでは、キャッシュミスの回

数を測定するので、容易にどちらのアルゴリズムが

メモリアクセス特性について優れているか判定で

きる。

当該ツールはアプリケーションの動的特性だけで

なく、カーネル本体の特性についても同様に測定で

き、パフォーマンス上のボトルネックを容易に発見

できたことを報告する。

最後にプロジェクトの今後の方向および課題につ

いて述べる。

2 IA-32 のパフォーマンスモニタニング
ファシリティ

Intel社の 32ビットマイクロプロセッサ (IA-32)

が持つプロセッサ固有のパフォーマンスモニタリン

グファシリティについて簡単に紹介する。([2])

2.1 PentiumPro系 (P6)

PentiumPro 系プロセッサ (P6 アーキテクチャ

と呼ばれている)は次のようなパフォーマンスモニ

タリングファシリティを持つ。

• PerfEvtSel0

• PerfEvtSel1

PerfEvtSel0 および PerfEvtSel1 はパフォーマ

ンスモニタリングカウンタを制御するために利用

するモデル固有レジスタ (MSR – Model Specific

Register)である。前者が PerfCtr0を、後者が Per-

fCtr1 (パファーマンスカウンタ) をそれぞれ制御す

る。(図 2)
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図 2: PerfEvtSel0 PerfEvtSel1

P6系プロセッサのパフォマンスモニタ
PerfEvtSel0 および PerfEvtSel1 32 ビットのイベン

トセレクタ

• Event Select Field (bit 0 – 7) 監視するイベント

を指定する

• Unit Mask (bit 8 – 15)

• USR flag (bit 16) ユーザーモード (USR)のイベ

ント

• OS flag (bit 17) カーネルモードのイベント

• Edge detect flag (bit 18)

• Pin Control flag (bit 19)

• INT flag (bit 20)

• Enable Counter flag (bit 22)

• Invert flag (bit 23)

• Counter mask (bit 24 –31)

PerfCtr0 および PerfCtr1 40 ビットのパフォーマン

スカウンタ (PMC)

Time Stamp Counter 64 ビットのタイムスタンプカ

ウンタ

パフォーマンスモニタリングカウンタは、Per-

fEvtSel0ないし PerfEvtSel1の Event Select Field

(bit 0 – 7) に監視するイベントを設定し、PerfEvt-

Sel0の Enable Counter Flag (bit 22) をセットす

ることによって動作を開始する。PerfEvtSel0およ

び PerfEvtSel1 への書き込みは WRMSR 命令に

よっておこなう。パフォーマンスカウンタ (PMC)

を読むのは RDPMC命令を利用する。どちらの命

令もカーネルモードでのみ実行可能である。

例 え ば 、全 て の メ モ リ ア ク セ ス 数

(DATA MEM REFS) を 計 測 す る 場 合 は 、

PerfEvtSel0の Event Select Field に 0x43 、ユー

ザモード (bit 16)/カーネルモード (bit 17) のど

ちらかまたは両方を設定する。そして、Enable

Counter Flag (bit 22) を On にすることによって

計測を開始する。RDPMC 命令によってイベント

数を取得できる。

下記は、取得できるイベントの例である。
code Mnemonic

0x43 DATA MEM REFS 全てのメモリアクセス数
0x48 DCU MISS OUTSTANDING DCUミスサイクル数
0x80 IFU IFETCH 命令フェッチ数
0x81 IFU IFETCH MISS ミスした命令フェッチ数
0x85 ITLB MISS ITLBミス数
0x86 IFU MEM STALL 命令フェッチミスサイクル数
0x87 ILD STALL 命令 length decoder がストールしたサ

イクル数
0x29 L2 LD L2データロード
0x2A L2 ST L2データストア
0xC0 INST RETIRED 実行命令数
0xC2 UOPS RETIRED 実行マイクロ命令数
0xA2 RESOURCE STALLS ストールサイクル数
0x79 CPU CLK UNHALTED クロック数

タイムスタンプカウンタ (TSC) は、ハードウェ

アリセット時に 0から開始し、プロセッサのクロッ

クサイクル毎に増加する 64ビットのレジスタであ

る。RDTSC命令によって、カウンタの値を読むの

に特権は必要ない。ユーザーモードからも読めるの

で、簡単に実行時のクロック数を計測するのに利用

できる。例えば、あるルーチンの実行コストは、入

口と出口で TSC を読み、その差が実行コスト (サ

イクル数) である。

2.1.1 パフォーマンスイベントサンプリング

PMCは 40ビットなので、240 回イベントを計測

するとオーバーフローする。パフォーマンスイベン

トセレクトレジスタ (PerfEvtSel0ないし PerfEvt-

Sel1) の INT flag (20 ビット) を On にしておく

と、PMCがオーバーフローした時に例外を発生さ

せることができる。

これを利用して、PMCにあらかじめ 2の補数を

セットしておけば、その回数毎に例外を発生させる

ことができる。例えば、-100を PMCにセットすれ

ば、100 回目にオーバフロー例外が発生するので、

あらかじめ用意した例外処理用のドライバで、例外

の発生したプログラムカウンタ (PC)、各種レジス

タの値などを保存しておけば、イベントのサンプリ

ングができる。
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例えば、L2キャッシュミスを計測するとする。あ

るプログラムで 100万回そのイベントが発生すると

して、10,000回ほどサンプリングするなら、100回

(1,000,000/10,000)に一度例外を発生させて情報を

サンプリングすればいいので、PMCに-100をセッ

トしておく。そして、例外 (割り込み)が発生したプ

ログラムカウンタの頻度をもとめれば、L2 キャッ

シュミスが多発している場所を特定できる。これを

パフォーマンスイベントサンプリングと呼ぶ。

従来のタイムベースのサンプリングは、ハード

ウェアタイマ割り込みを利用して、例えば 10ミリ

秒に一回など、プログラムカウンタ (PC)サンプリ

ングを行なって、プログラムのホットスポットを同

定している。この方式ではプログラムのどの場所で

ということは判るが、どんなイベントによってス

トールしているかなどの情報は提供しない。先に見

たようにキャッシュにヒットした場合とメインメモ

リにアクセスした場合のコストが数十倍から百倍以

上違ってくるので、PCのサンプリングだけでなく、

イベントのサンプリング情報も非常に重要である。

2.1.2 P6系パフォーマンスモニタリングファシリ

ティの限界

しかしながら、P6 系パフォーマンスモニタリン

グファシリティは下記のような限界がある。

• 同時に計測できるイベント数が 2個と少ない

• リタイアせずにキャンセルされた命令のイベン
トも計測する

• イベントサンプリングの精度 (粒度)が荒い

P6系の場合、同時に 2組のイベントしか計測で

きないので、いくつかのイベントを測定したい場合、

何回かにわけて実行を繰り返さないといけない。

同時に多くのイベントが計測できることが望まれ

ている。

P6 系プロセッサは投機的な実行をおこなう。し

たがって分岐予測がはづれた場合、命令をキャンセ

ルするが、キャンセルされた命令が引き起こしたイ

ベントもカウントされてしまう。予測がはずれた側

の命令が引き起こしたイベント (例えば L2 キャッ

シュミス)の回数も数えてしまう。この場合、当該

イベントが多数発生するのは、分岐予測がはづれた

のが主な原因なのか、それとも、L2キャッシュミス

を多発させるようなプログラムなのかは、この情報

だけでは判断できない。プログラムを改良する時、

分岐予測がはずれないように改良するべきか、それ

とも L2キャッシュミスを減らすような改良をする

べきか、どちらにプライオリティを置くかなどが判

断できないのである。

リタイヤ (コミット) した命令によって発生した

イベントとキャンセルした命令によって発生したイ

ベントを明確に分離できなければならない。

最近のプロセッサは、(1)深いパイプラインを持

つ、(2) 投機的な実行をする、(3) スーパースカラ

で同時に複数命令を実行する、(4)アウトオブオー

ダー実行する、などの特徴を持つ。このため、イベ

ントサンプリングをする場合、ある回数毎の例外処

理ルーチンが起動され実際のプログラムカウンタ

(PC) や各種レジスタの情報を収集する時点では、

例外処理ルーチンのレイテンシおよび上記のプロ

セッサの特性により、取得した PC の値は実際の

イベントを発生させた PC よりかなり先を行って

いる。 Dean ([3])らの報告によると、PentiumPro

で、取得した PCと実際の PCは 25命令以上隔たっ

て分布した。Sprunt ([4]) の報告によれば Pentium

4 では 65 命令以上実際の命令と隔たってサンプル

された。プロセッサがより深いパイプラインを持つ

ようになればなるほど、この隔たりは広くなると予

想される。

このようにイベントの発生の場所を正確に特定で

きないため、イベントが発生している時点の正確な

コンテキストを入手できない。イベントが発生して

いることはわかっても、正確なコンテキストがわか

らないので、性能上何が問題か特定することはこれ

らの情報だけでは困難である。

イベントの発生の正確な特定と、その時点での精

密なコンテキストの入手が求められている。

2.2 Pentium 4/Intel Xeon系 (NetBurst)

Pentium 4/Intel Xeon 系プロセッサ (NetBurst

アーキテクチャと呼ばれている)は、上記の問題を

解決するために、下記のような機能を実装した。
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• より多くのパフォーマンスモニタリングファシ
リティ

• At-Retirement計測

• 精密なイベントサンプリング – Precise Event-

Based Sampling (PEBS)

2.2.1 多くのパフォーマンスカウンタ

次のようなパフォーマンスモニタリングファシリ

ティを持つ。

• ESCR (Event Selection Control) 45個

• PMC (Performance Monitoring Counter) 18

個

• CCCR (Cunter Configuration Control) 18個

• DS (Debug Store)

P6系プロセッサに比べ、同時に計測できる PMC

の数が、2 個から 18 個に増えている。いくつかの

イベントを計測するために複数回テストを実行する

必要が減った。

さらに以下に紹介するような機能が充実してい

る。

2.2.2 At-Retirement計測

At-Retirement計測というのは、実際にコミット

された命令にまつわるイベントと、投機的に実行さ

れコミットされなかった命令 (最終的にキャンセル

された命令)に関するイベントをタグをつけ区別す

る機能を指す。

NetBurst アーキテクチャでは、実行性能を上げ

るため、投機的な実行を行なっている。典型的な例

としては分岐予測がある。分岐先を予測し、分岐先

の命令を積極的にデコード、実行をする。そして、

分岐の予測が間違っていた場合、分岐先の命令の実

行をキャンセルする。

この判定を命令の retirement時に行なうが、キャ

ンセルされた命令 (bogus と呼ぶ) とコミットさ

れた命令 (non-bogus ないし retire と呼ぶ) には

bogus ないし、non-bogus というタグがついてい

て、パフォーマンスカウンタはそれを区別できるよ

うになっている。

もし、パフォーマンスカウンタが全ての実行をカ

ウントするように設定されていたとしたら、実際に

コミットした命令のみならず、キャンセルした命令

によって引きおこされたイベントもカウントしてし

まう。

より粒度の細かい計測を可能にするために、Pen-

tium 4/Intel Xeonプロセッサでは、イベントにタ

グを付け、コミットした命令だけ (あるいはキャン

セルされた命令だけ) を計測する機能を提供した。

この機能のことを At-Retirement計測と呼ぶ。

2.2.3 NetBurst における精密なイベントサンプリ

ング

最近のプロセッサは、(1)深いパイプラインを持

つ、(2) 投機的な実行をする、(3) スーパースカラ

で同時に複数命令を実行する、(4)アウトオブオー

ダー実行する、などの特徴を持つため、サンプリ

ングしたプログラムカウンタ (PC) と実際にイベ

ントを発生させた PC が一致しないという問題が

あった。

この問題を解決するために NetBurst系プロセッ

サで精密なイベントサンプリング (PEBS – Precise

Event Based Sampling)という機能が実装された。

カーネル空間にデバッグストア (DS – Debug

Store) 領域というのを用意する。パフォマンスカ

ウンタが PEBS 用に設定されている場合、カウン

タのオーバフローが発生する都度、プロセッサは

汎用レジスタ、EFLAGS レジスタ、インストラク

ションポインタを DS 領域にある PEBS バッファ

の PEBS レコードに自動的に格納する。これはマ

イクロコードによって行なわれるので、プロセッサ

の精密な状態を保存が可能となっている。そして

プロセッサはパフォマンスカウンタの値をリセッ

トし、カウンタをリスタートする。PEBS は At-

Retirement イベントのサブセットだけをサポート

している。

3 メモリプロファイリングツールの実装

我々は、IA-32 のパフォーマンスモニタリング

ファシリティを利用して、メモリプロファイリング

ツールを Linux上に実装している。

ツールは以下のコンポーネントからなる。
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表 2: パフォーマンスファシリティ用パッチ例

名前 開発者名 URL

perfctr Mikael Pettersson [5]

brink abyss Brinkley Sprunt [6]

Rabits Don Heller [7]

PAPI Philip J. Mucchi, et. al [8]

表 3: 実験に使用したマシン

実験に使用したマシン

CPU Intel Xeon

Clock 2GHz

Memory 1GB

1. Linux Kernelへのパッチ

2. ユーティリティ (設定、起動、停止、レポート)

3. ユーザプログラム用 API (Application Pro-

gramming Interface)

パフォーマンスモニタリングファシリティの機能

は Linux ではデフォルトでは利用できないので、そ

れを利用可能にするパッチが必要である。(表 2)

コントロールレジスタ 4 (CR4) の Performance

Monitoring Counter Enable (bit 8) をセットする

ことにより、ユーザモードからでも RDPMC命令

によってパフォーマンスモニタリングカウンタの読

み込みを可能にする。

4 ベンチマーク

PEBS を利用したイベントサンプリングがどの

くらい有用な情報を提供するか検証するために、以

下のような Intel Xeonマシン (表 3)で実験をおこ

なった。

Linux Kernel 2.4.18 を下記のようにビルド

し、その時の L1/L2 キャッシュミスを測定した。

make -j は、同時にmakeするジョブを制限なしに

並行して実行する。百を越えるmakeが同時に走る

ことになり、非常に高い負荷を簡単にかけることが

できる。

$ make -j bzImage

表 4: L1キャッシュミスの頻度と場所、2.4.18 kernel

頻度 アドレス ルーチン名

17771 c0123f5a file read actor

13325 c01286a7 kmem cache alloc

10331 c0112969 schedule

8257 c023d57e generic copy from user

5115 c0120ecd do wp page

3056 c023d540 generic copy to user

2878 c0125a5f generic file write

2239 c012137e do no page

1687 c011299a schedule

1114 c0140165 d lookup

表 5: L2キャッシュミスの頻度と場所、2.4.18 kernel

頻度 アドレス ルーチン名

9101 c0123f5a file read actor

4603 c0112969 schedule

3248 c023d57e generic copy from user

1799 c0120ecd do wp page

1228 c0112970 schedule

1045 c012137e do no page

840 c011299a schedule

778 c0117699 exit notify

740 c023d540 generic copy to user

625 c01200f0 free pte

Linux kernel 2.4.18 および 2.5.44 で上記のビル

ドを実行した結果が下記である。カーネルパッチと

して abyss ([6])を利用した。

カーネルでのメモリトラフィック (L1および L2

キャッシュミス) を計測した。L1 キャッシュミス

のトップ 10および L2キャッシュミスのトップ 10

である。(表 4、表 5、表 6、表 7)

4.1 分析

PEBS によって下記のような PEBS レコードを

取得した。これをイベントが発生した時のリニアア

ドレス (linear ip)でソートし、その回数を数えたの

が、(表 4、表 5、表 6、表 7)である。リニアアドレス

とそれを含むカーネルルーチン名は、System.map

を参照することによって入手できる。また、当該部
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表 6: L1キャッシュミスの頻度と場所、2.5.44 kernel

頻度 アドレス ルーチン名

13532 c01296b1 file read actor

10004 c012d46a kmem cache alloc

8018 c01d3c4e generic copy from user

5258 c0126bbe do wp page

3028 c0137190 page remove rmap

2616 c01d3c10 generic copy to user

2599 c01273ab do no page

1127 c01370c7 page add rmap

909 c014b055 d lookup

859 c012807f find vma

表 7: L2キャッシュミスの頻度と場所、2.5.44 kernel

頻度 アドレス ルーチン名

8928 c01296b1 file read actor

3844 c01d3c4e generic copy from user

1973 c0126bbe do wp page

1263 c01273ab do no page

958 c0137190 page remove rmap

564 c01370c7 page add rmap

449 c0143068 link path walk

434 c012d46a kmem cache alloc

307 c01292af mark page accessed

284 c0129cd0 filemap nopage

分のソースコードは当該バージョンのカーネルを

逆アセンブル (objdump -S)することによってえら

れる。

#

# eflags linear_ip eax ebx ecx edx esi edi ebp esp

#

00200286 c012137e c1289d00 c1de9200 00000400 0000a274 f7a48000 ca274000 c1289d00 ca27dbc0

00200202 c012391f c1decf00 c1decf00 f7b4931c cb1e0954 0000011f 00000015 f7b4931c ca27de98

00200002 c012a585 00004931 00009262 00000001 c02a8a00 c1289880 00000000 c02a8a00 ca27de58

以下略

例えば、カーネル 2.4.18 で L1 キャッシュミス

が多発しているカーネルルーチンの schedule() の

当該命令 (アドレス：c0112969)は下記である。
objdump -S vmlinux-2.4.18-ebs による出力

p = list_entry(tmp, struct task_struct, run_list);
c0112956: 8d 71 c4 lea 0xffffffc4(%ecx),%esi
c0112959: ba ff ff ff ff mov $0xffffffff,%edx
c011295e: 8b 41 ec mov 0xffffffec(%ecx),%eax
c0112961: a8 10 test $0x10,%al
c0112963: 75 2c jne c0112991 <schedule+0x175>
c0112965: 85 c0 test %eax,%eax

c0112967: 75 1c jne c0112985 <schedule+0x169>
c0112969: 8b 51 e4 mov 0xffffffe4(%ecx),%edx
c011296c: 85 d2 test %edx,%edx
c011296e: 74 21 je c0112991 <schedule+0x175>
c0112970: 8b 41 f0 mov 0xfffffff0(%ecx),%eax
c0112973: 3b 45 f0 cmp 0xfffffff0(%ebp),%eax
c0112976: 74 04 je c011297c <schedule+0x160>
c0112978: 85 c0 test %eax,%eax
c011297a: 75 01 jne c011297d <schedule+0x161>
c011297c: 42 inc %edx
c011297d: 83 c2 14 add $0x14,%edx
c0112980: 2b 56 24 sub 0x24(%esi),%edx
c0112983: eb 0c jmp c0112991 <schedule+0x175>
c0112985: 8b 96 c8 00 00 00 mov 0xc8(%esi),%edx
c011298b: 81 c2 e8 03 00 00 add $0x3e8,%edx
以下略

下記のソースコード (linux/kernel/sched.c) の

schedule()中のカーネルで次に実行すべきタスクを

選択している部分である。2.4系カーネルは実行可

能 (RUNNABLE) なタスクを runqueue と呼ばれ

るシステムに単一のキューに持ち、次に実行すべき

タスクを線型サーチしている。

next = idle_task(this_cpu);
c = -1000;
list_for_each(tmp, &runqueue_head) {

p = list_entry(tmp, struct task_struct, run_list);
if (can_schedule(p, this_cpu)) {

int weight = goodness(p, this_cpu, prev->active_mm);
if (weight > c)

c = weight, next = p;
}

}
以下略

当該個所で何がおこっているか？ mov 命令で

ecx レジスタからロードしている。そこで、PEBS

レコードをまづ当該アドレス (c0112969) で grep

し、ecx レジスタ値を確認する。そうすると、下記

のようなデータが選られる。
#

# eflags linear_ip eax ebx ecx

#

00200046 c0112969 00000000 f3bce000 f64ac03c

00200046 c0112969 00000000 ea462000 ea86403c

00200046 c0112969 00000000 e90a4000 f64ac03c

00003046 c0112969 00000000 f64ac000 f4f2a03c

00200046 c0112969 00000000 e6ce2000 e676e03c

00200046 c0112969 00000000 e5a6a000 e62fe03c

00200046 c0112969 00000000 e6590000 e546203c

00200046 c0112969 00000000 e5912000 f7f7e03c

00200046 c0112969 00000000 e6ce2000 e560a03c

以下略

ソースコードと対比させることにより、次のタス

クをたぐっていることが判る。さて問題の ecx の

値だが、下 12 bits (bit 0 から bit 11) が全て 03c

である。bit 12も 0なので下 13 bits(bit 0から bit

12)が等しいということが判る。従って、このアド
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レスは 213 バイトすなわち 8KBでアラインされて

いる。∗1

ここのアルゴリズムは、task struct へのポイン

タをたぐっていくのだが、ポインタが指すアドレス

は常に

xxxx xxxx xxxx xxxx xxx0 0000 0011 1100

となることに注意されたい。

Pentium 4/Intel Xeonの L1キャッシュは 8KB、

4ウェイセットアソシアティブでラインサイズは 64

bytes である。ひとつのセットは 2KB = 8KB/4

のサイズになる。

アドレスを 2KBで割った余りが等しい場合、そ

れらは同じキャッシュラインの一つにアサインされ

る。この時、アドレスの下位 6 bits (64 bytes 分)

は、どのキャッシュラインにのるかを決定しない。

結局下位 6 bits を無視したアドレスを 2KB で割っ

た余りが等しい場合、それらは同じキャッシュライ

ンの一つにのる。すなわち下記の A の部分が等し

いアドレスの場合、同じキャッシュラインの一つに

アサインされる。

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xAAA AAxx xxxx

その時、4 ウェイセットアソシアティブキャッ

シュには同時に 4つのキャッシュラインしか保持で

きないので、それ以上のデータをキャッシュしよう

とすると、同じキャッシュラインのどれかと交換し

なければならなくなる。すなわちアドレスの bit位

置 10から bit 位置 6までが等しい場合にコンフリ

クトミスが発生する可能性が高い。他のキャッシュ

ラインが空いていてもアクセスするアドレスによっ

て、このコンフリクトが発生する。

task struct は 8KB にアラインされているので、

上記の条件に該当し、4つ以上タスクの待ちがあれ

ば確実にキャッシュコンフリクト (L1 キャッシュ

ミスとなる)が発生する。

Pentium 4/Intel Xeon の L2 キャッシュは

512KB、8 ウェイセットアソシアティブで、ライ

∗1 ソースコードの struct task struct の定義からも確認で
きる。include/linux/sched.h 参照

ンサイズは 128 bytes である。従って、64KB =

512KB/8 となり、アドレスを 64KBで割った余り

が等しい場合、キャッシュコンフリクト (L2キャッ

シュミス) を発生させる。(Intel Xeon MP は、L2

は 256KB だが、1MB 以上の L3 がある。この場

合は 32KBで割った余りが等しい場合、L3キャッ

シュコンフリクトを発生させる。)

メモリプロファイリングの結果でも確認できると

おり負荷のかかった状態、すなわち RUNNABLE

なタスクが多数ある場合、Linux Kernel 2.4 系の

スケジューラでは L1 キャッシュミスおよび L2

キャッシュミスが多発するのである。その原因はあ

るキャッシュラインにアクセスが集中することによ

るコンフリクトミスである。

ところで、Linux Kernel 2.5の L1/L2キャッシュ

ミスには登場しない。これは、2.5でスケジューラ

が改良され、実行可能なタスクを runqueueと呼ば

れるシステムに単一のキューに持ち、実行すべき

タスクを線型サーチすることを止めたからである。

(linux kernel mailing list [9])

実行すべきタスクの優先度は毎回 goodness() と

いう関数で計算していたがそれをやめ、優先度で

ソートした配列を用意した。その配列に対しては

ビットマップ索引を用いて最優先のものを高速に検

索できるようにした。タスクのポインタを手繰る処

理がなくなったので、キャッシュコンフリクトが減

少したのである。

5 考察

ここでは、Hennessy および Petterson([1]) にな

らって、キャッシュミスの原因を次の 3つに分類し

よう。

• 初期ミス – 最初にアクセスする時に発生する

キャッシュミス

• キャパシティミス – キャッシュサイズに比べ

てワーキングセットが大きい時に発生する

• コンフリクトミス – あるキャッシュラインに

アクセスが集中することによって発生する
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先に確認したように、2.4のスケジューラにおけ

るキャッシュミスはコンフリクトミスによるもので

あった。

Intel Xeonの場合、L1は 8KB、4ウェイセット

アソシアティブ、L2は 512KB、8ウェイセットア

ソシアティブなので、それぞれ 4つないし 8より多

くのアドレスが 2KBないし 64KBのモジュロに等

しい場合、コンフリクトミスが発生する。

他のキャッシュラインが空いていてもアクセス

するアドレスによって、このコンフリクトが発生

する。

メモリプロファイリングによって、プログラムの

どの個所でキャッシュミス等が発生しているか容易

に同定できる。そのキャッシュミスがどの分類に属

するかは、アクセスしているメモリアドレスの分布

を見て、もし 2KBないし 64KBのモジュロに等し

いならばコンフリクトミスが発生していると判断で

きる。

キャパシティミスか、初期ミスかは、ソースコー

ドを確認することによって判断できる。同じアドレ

スがよくキャッシュミスを発生している場合はキャ

パシティミスをうたがってみる。

5.1 キャッシュミスの削減

キャッシュミスを発見し、その原因を特定するこ

とはチャレンジングな作業である。キャッシュサイ

ズ、ブロック (ライン)サイズ、アソシアティブ数、

アクセスタイムなどは全てプロセッサの実装固有で

ある。ソフトウェアによって、キャッシュミスの削

減、アクセスコストの削減等は困難のようなみえる

が、そうではない。

例えばキャッシュコンフリクトの場合、カラーリ

ングとしてしられる手法によって、コンフリクトを

減らすことができる。先の例だと、task struct が

8KB でアラインされていたのが原因でコンフリク

トが発生した。そこで、ベースアドレスをキャッ

シュラインのサイズ分ずらすことによって、コンフ

リクトミスを軽減することができる。山村ら ([10])

は、キャッシュのカラーリング手法を利用してス

ケジューラの L2キャッシュミス率 (＝ (L2キャッ

シュミス)／ (L2 キャッシュアクセス)) を 85 ％～

90％から 3％～14％ほどに削減した。

次のコードフラグメント (図 3) で (1) と (2) ど

ちらの方がキャッシュミスが少ないか？それはな

ぜか？ C 言語の場合、A[i][j] という配列では、j

列で連続している。すなわち、A[0][0], A[0][1], ...,

A[0][SIZE-1], A[1][0], ..., A[SIZE-1][SIZE-1] とな

る。従って、通常は jを内側にしてループした方が

キャッシュミスを引き起こしにくい。

#define SIZE 128

const int src[SIZE][SIZE];

int dst[SIZE][SIZE];

int i, j;

/* (1) */

for (i = 0; i < SIZE; i++) {

for (j = 0; j < SIZE; j++) {

dst[i][j] = src[i][j];

}

}

/* (2) */

for (j = 0; j < SIZE; j++) {

for (i = 0; i < SIZE; i++) {

dst[i][j] = src[i][j];

}

}

図 3: 行列のアクセス

しかしながらこの例では、src[][]と dst[][]の配列

のサイズが 128 ∗ 128 ∗ 4 = 64KB なので、それぞ

れのベースアドレスのモジュロが 64KB に等しく

なる。ということは dst[i][j] = src[i][j]; は常に同じ

キャッシュラインに乗るので、常にキャッシュコ

ンフリクトを起す。上記の例をそれぞれ 10,000 回

ループした時のクロック数 (time stamp counter)、

実行命令数 (inst retired usr)、L1 キャッシュミス

(ld miss L1) は以下の通りである。(表 8 および表

9)

表 8: 列方向を先にループする (1)

イベント 回数

time stamp counter 6,144,471,424

inst retired usr 3,945,668,980

ld miss L1 134,988,382
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表 9: 行方向を先にループする (2)

イベント 回数

time stamp counter 5,486,115,548

inst retired usr 3,945,581,880

ld miss L1 166,672,365

L1 キャッシュミスは若干 (1) の方が少ない

(134,988,382 対 166,672,365) が実際のクロック数

(6,144,471,424 対 5,486,115,548) は (1) の方が大

きい。Intel の最適化マニュアル ([11]) によれば、

64KBにモジュロに等しいアドレスの場合 (アドレ

スの下位 16ビットが等しい場合)、常にキャッシュ

から追い出されるという問題がある。

このキャッシュコンフリクトを減らすのは、ベー

スアドレスを L1キャッシュラインのバイト数分ず

らせばよい。(図 4)

/* (3) */

#define L1_CACHE_BYTES 64

const int src[SIZE][SIZE];

char padding[L1_CACHE_BYTES];

int dst[SIZE][SIZE];

図 4: ベースアドレスをずらす

表 10: ベースアドレスをずらす (3)

イベント 回数

time stamp counter 3,728,465,740

inst retired usr 3,945,574,260

ld miss L1 14,579,490

L1キャッシュミスが 1/10程度に激減し、クロッ

ク数も 6～7割程度になった。(表 10)

しかしこのような事を直感的には理解する事は難

しい。プログラマもそこまで意識してプログラミン

グをしていないのが現状であろう。ハードウェアモ

ニタリングファシリティを利用してキャッシュミス

の回数を計測すればプログラマにも容易に原因を特

定できるようになる。

カーネルのソースコードでは、一般の科学技術計

算にあるような配列の要素にアクセスする for loop

というはほとんどない。むしろリスト (ポインタ)

をたぐっていくような操作が多い。通常アドレス

は飛び飛びなので、下記のようなコードは、キャッ

シュに優しくない。

for (pos = (head)->next, ; pos != (head);

pos = pos->next)

プリフェッチをすることによって、初期ミスのレ

イテンシを減らしている。(Linux Kernel 2.4.10か

ら導入された)

for (pos = (head)->next, prefetch(pos->next);

pos != (head);

pos = pos->next, prefetch(pos->next))

同様のアイデアを Sears([12])も議論している。

キャパシティミスに関しては、データ構造を工夫

して、データサイズを減らし、一回のアクセスでい

くつかの関連するデータを一度にキャッシュライン

にのせることなどで対処できる。

6 関連する研究

従来のメモリ関連の研究は、特別なハードウェア

を利用したメモリトレーサやシミュレータによる

ものが多かった。前者は特別なハードウェアを利用

するため、一般の利用者が簡単に自分のアプリケー

ションの動的メモリ特性を知ることは難しい。後者

はシミュレータによる実行なので実行速度が遅く運

用環境での測定はできなかった。

今回提案した方法は、IA-32のパフォーマンスモ

ニタリングファシリティを利用した実装なので、特

別なハードウェアは一切必要なく、しかもプロセッ

サが提供する機能を利用するため、シミュレーショ

ンによる方式と違って、実行スピードのオーバヘッ

ドはほとんどないため実運用環境でも利用できる。

またアプリケーションの変更を必要としない。

また、Pentium 4/Intel Xeon で新たに実装され

た PEBS の機能を利用すれば、容易にメモリ特性

のボトルネックを同定できる。プログラムのどこの

場所で、どのメモリにアクセスしているかを詳細に

確認できるからである。
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7 今後の方向と課題

Pentium 4/Intel Xeon プロセッサが持つパフ

ォーマンスモニタリングファシリティを利用したメ

モリプロファイリングツールについて報告した。プ

ロジェクトの今後の方向、課題などを述べる。

7.1 SMPでのメモリプロファイリング

今回の実験ではシングルプロセッサでのメモリ特

性について調査したが、SMP 環境でのメモリ特性

については特にふれなかった。今後の課題とした

い。メモリという観点から言うと、キャッシュのコ

ヒレンシを取るコストが SMP環境でのスケーラビ

リティに影響してくる。

例えば、spin lock は、ナイーブな実装では、毎回

test and set命令によって、メインメモリにあるフ

ラグをチェックして 0になるまでビジーウェイトを

かける。この実装は 2つの意味でパフォーマンスに

悪い影響を与える。一つは、常にメインメモリにア

クセスするので、遅いという点。もう一つは、test

and set命令は、その実行が完了するまでバスを占

有するので、他のプロセッサの実行を妨げる。これ

はスケーラビリティを著しく阻害する。

while (test_and_set (s)) /* lock */

; /* 成功するまでループ */

ビジーウェイトしている最中にバスのロックを持

ち続けないようにするため、下記のような実装をす

る。最初に test and set()でメインメモリをアクセ

スするのは一緒だが、既にロックされていた場合、

内側のループでキャッシュにアクセスをする。その

ためビジーウェイト中 (内側のループ) バスのロッ

クはさけられる。結果として他の CPUのメモリア

クセスを妨げることはない。キャッシュの内容は

ハードウェアのスヌープとよばれる機能によって、

コンシステンシを保たれるので、ロックが解放され

た時に限り、外側のループの test and set() により

再度ロックの獲得を試みる。

while (test_and_set (s)) /* lock */

while (*s)

; /* ロックが解放されるまでループ */

ロックによる競合がどのくらい発生しているか、

どこで発生しているかなどは SMP 環境下でのス

ケーラビリティに重要なので、そのような情報の入

手についても、実装方法を検討したい。

7.2 実装そのものの評価

ツールのオーバヘッドの測定が必要である。メモ

リプロファイリングツールを実行させることによ

る、命令キャッシュ (トレースキャッシュ)、および

データキャッシュの影響の評価が必要である。

PEBS によって精密なメモリトレースが取得で

きたが、サンプリング用ドライバがデバッグスト

ア内にある PEBS レコードをユーザ空間にコピー

する時にも当然、メモリアクセスが発生する。それ

によって L1/L2 キャッシュを利用するので、影響

が生じる。ドライバが実行されることによる命令

キャッシュ (トレースキャッシュ) の影響の評価も

必要である。

一つの方法として非常に大きな空間をカーネルの

デバッグストアに割りあてておき、サンプリング中

はパフォーマンスカウンタがオーバーフローしない

ようにしておくことによりドライバを起動しないよ

うにするというのが考えられる。この方式をとれば

命令キャッシュへの影響はさけられる。

PEBS レコードは 40 バイトなので、100 万サン

プリングする時は 40MB 必要になる。そのような

連続した物理メモリをカーネルで確保することは簡

単ではないので特別な方法が必要である。

データキャッシュへの影響はデバッグストア領域

をキャッシュを利用しない領域として設定すること

でさけられる。しかしこれは著しい性能低下を生じ

させるので、その影響を評価する必要がある。

もう一つの方法は、ツールを動かした時と、動か

さない時の実行時間の差をみてオーバヘッドを推定

する方法である。PEBSによる詳細情報のサンプリ

ング、イベント回数だけの測定、ツールを一切動作

させない場合、それぞれについて、タイムスタンプ

カウンタにより、クロック数を計測し評価する。ク

ロック数の差によって、ツールのオーバヘッドを推

定する。近似値としては利用できるであろう。
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7.3 ベンチマークの実施

ツールが実際のアプリケーション環境において、

チューニングに必要な十分な情報を提供している

かを確認するため、各種ベンチマークを実施し、ボ

トルネックの発見などが容易にできることを確認

する。

さらに、原因の特定などを行ない実験的なチュー

ニングを実施し、再度ベンチマークを行ない、チュー

ニング前後の差異を容易に認識できることを確認

する。

7.4 チューニングのパターン化

High Performance Computing(HPC) の分野で

知られている高速化のノウハウをパターン化し、メ

モリプロファイリングツールで発見される現象と関

連付ける。

例えばメモリアドレスが、2KB のモジュロで等

しければコンフリクトミスが発生するので、その場

合は、既知の方式の何々でチューニングするとかい

うノウハウをまとめることが必要である。

例えば Linux カーネルは、HPCのように配列に

対するループによるアクセスがほとんどなくて、線

型リストをポインタで手繰るような処理が多いの

で、単純には適用できないと思われるが何とかそれ

を発見したい。

7.5 アルゴリズムの再評価

従来のアルゴリズムの評価基準は主に計算量で

あった。しかし今まで議論したように、キャッシュ

にヒットするかしないかで最大数百サイクルの差が

でてくる。計算量だけではなくて、メモリ階層を考

慮したアルゴリズムの評価が重要になってくる。

例えば、従来よく知られているアルゴリズムなど

をキャッシュを意識した実装とそうでない実装など

の比較、評価が必要となってくる。

8 まとめ

Intel 系 (IA-32) プロセッサのパフォーマンスモ

ニタリングファシリティについて解説し、Pentium

4/Intel Xeon プロセッサから拡張された、精密な

イベントサンプリング (PEBS) を利用したメモリ

プロファイリングツールの実装について紹介した。

そして Linux Kernelをビルドするベンチマークを

実施し、メモリプロファイリングツールを利用し、

L2/L1 キャッシュミスなどを測定した。その結果、

本ツールが容易にメモリトラフィックの挙動をあき

らかにすることを示し、Linux Kernel の違いによ

り、メモリトラフィックの詳細において大きな変化

があることを確認できた。最後に今後の開発の方向

および課題について述べた。
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