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Abstract

Performance improvement of current computers

is mainly done by increasing the number of cores,

and Multi-socket Multi-core architectures with shared

caches in each socket have become the mainstream.

Task parallelism is thought to be a promising

paradigm for parallel applications with almost ideal

load-balancing achieved by its random work-stealing

strategy. However, this strategy often pollutes data

locality, which is also very important for performance

improvement. Additionally, there can be many other

task scheduling strategies which are suited for spe-

cific applications and running environments. This

paper proposes an extension to MassiveThreads, one

of task parallel frameworks, and extended APIs that

make use of this extension. With this extended APIs,

users of Task parallel frameworks can implement eas-

ily strategies that are optimized for MSMC architec-

ture and have other optimizations.

1 背景

近年，計算機の性能向上は，主に利用可能なコア数を

増やし並列性を高めることで行われており，将来におい

てもこの傾向は続くと考えられている．その結果，大規

模計算においてハードウェアの資源を最大限に活用する

ために，必要な計算を分割し並列に実行することが不可

欠になっている．

このような並列計算環境のうち古典的と言えるものと

して，Pthread[3] ，MPI[14] ，Maotai[17] などがある．

これらを用いて並列計算を行う場合，プログラマは必要

な計算を利用可能なコア数に応じて分割し，明示的に計

算をコアに割り当てる．そのため，このような環境では，

プログラマが注意深くプログラムをチューニングするこ

とによって可能な限り最良のパフォーマンスを得られる

一方，そのようなパフォーマンスを得ることはプログラ

マに大きな負担を強いるという欠点がある．また，利用

可能なコア数が増加した場合にプログラムをそれに合わ

せて新たに書き換える必要があることもプログラマの負

担を増やす原因になる．

より洗練された手法として，データ並列と呼ばれるも

のがある．これは，ベクトル同士の加算など，データに

含まれる要素がそれぞれ独立に計算可能である場合，そ

れを利用可能なコアに分配して処理するというものであ

る．この手法では，計算の分割は利用可能なコア数に応

じて処理系が実行時に自動で行うため，全ての並列計算

をプログラマが書く必要がなく，コア数の増加に自然に

対応できる．

一方で，このような手法では，適合的格子細分化法

(AMR) や高速多重極展開法 (FMM) などのような領域

毎の計算が均一でない場合は，単純な領域の分割ではコ

ア間の負荷分散を実現することができない．このような

問題においてデータ並列を用いて負荷分散を達成するの

は困難であり，プログラマに大きな負担を強いることに

なる．

このような問題を解決し高い生産性と並列性能を両

立する試みとして，タスク並列処理系と呼ばれるもの

が提案されており，Cilk[6], QThreads[15], Intel Task

Building Blocks[13], X10[8], MassiveThreads[9] など

が開発されている．タスク並列においては，プログラマ

はアプリケーションをコア数より多くの細かい粒度の計

算に分割する．処理系は，分割された計算をそれぞれの

コアに適当な方法で次々と割り当てることでコア間の負

荷分散を実現する．計算の割り当てはタスク並列処理系

によって動的に行われるため，計算がコア数に比べ十分

多くに分割されている限り，たとえ領域によって計算負

荷が異なるようなアプリケーションであっても動的に負

荷分散を達成できる．

1.1 タスク並列

タスク並列処理系は，多くの場合 C のライブラリや，

C に類似した記法を持つ言語として提供される．タス

ク並列を利用するプログラマは，典型的には以下の擬似

コードのように記述することでタスクを生成する．

int f(int n)
{

if (n < 2) return n;

int b = spawn fib(n−2);

int a = spawn fib(n−1);

wait;
return a + b;

}

1



この例では，タスク並列を用いてフィボナッチ数 n を

算出する． この例では，fib() の呼び出し毎に spawn と

いうキーワードによって再帰的に子タスクが生成され，

親タスクは wait キーワードによって自身の生成した小

タスクの終了を待つ．その親子関係は例えば図 1 に表

されるような DAG (Directed Acyclic Graph) として

表現することでき，これはしばしばタスクツリーと呼ば

れる．

図 1 DAG of Task Tree

多くのタスク並列処理系は，まずコア毎に一つのワー

カーと呼ばれるスレッドを生成する．各ワーカーは，タ

スクが生成された場合タスクを一つタスクキューと呼ば

れる領域に格納し，タスクの実行が終了すると新たにタ

スクキューから一つタスクを得て処理を続ける．このよ

うに，タスクのスケジューリングは処理系によって実行

時に動的に行われるため，より良いスケジューリング戦

略は処理能力の向上には不可欠である．

スケジューリング戦略には，大きく分けて主にタスク

シェアリングとタスクスチーリングの二つがある．

タスクシェアリングにおいては，生成されたタスクは

全ワーカーで共有されるタスクキューに格納される．こ

の戦略は実装が単純であるが，全てのワーカーが単一

のタスクにアクセスするため，ワーカーの数の増加に従

いタスクの格納，取り出しにおける排他処理のオーバー

ヘッドが大きくなる．

タスクスチーリング（ワークスチーリング）では，そ

れぞれのワーカーは各々がひとつのタスクキューを持

ち，各ワーカーは生成したタスクを自らのタスクキュー

に格納する．ワーカーは，タスクの実行終了時自らのタ

スクキューにタスクが残っていない場合他のワーカー

のタスクキューから自タスクキューにタスクを移動する

（スチールする）．この時，もともとタスクを持っていた

ワーカーはしばしば victim と呼ばれる．この戦略では，

タスクキューは共有されていないため排他処理のオー

バーヘッドはタスクシェアリングに比べ少なくて済み，

またワーカー数の増加によってもそのオーバーヘッドは

増加しない．そのため，多くのタスク並列処理系ではこ

のワークスチールが用いられている．victim の選び方

として様々な戦略が考えられるが，最も基本的なものは

ランダムに選ぶというものである．

ランダムなワークスチールでは，ワーカーはタスクの

スチールに成功し再びタスクを実行し始めるまで繰り返

しスチールをし続ける．実装が簡易である・負荷分散が

可能な限り達成されるという利点のため，ランダムワー

クスチーリングは事実多くのタスク並列処理系で標準で

採用されている．

1.2 MSMC アーキテクチャ

物理的な限界から，ひとつのダイ上に含めることの

できるコアの数には制限がある．このような限界を超

えた性能向上を実現するために，ひとつのマシン上に

複数のソケットを搭載するマルチソケット・マルチコア

(MSMC) アーキテクチャ（図 2）が主流になりつつあ

る．このようなアーキテクチャでは，複数のコアを搭載

した CPU ダイはそれぞれ一つのソケットに接続され，

同じソケットに接続されたコアは共有したキャッシュメ

モリを持つ．そのため，ひとつのソケット上のコアが同

じデータにアクセスする場合，キャッシュを介した効率

的なデータアクセスが可能になる．

図 2 Multisocket-Multicore Architecture

このようなアーキテクチャを用いてタスク並列アプリ

ケーションを実行する場合，タスクをどのコアでどの順

番で実行するかということが問題となる．

例えば，図 3の様な形でタスクが配置された場合を考

える．ここで，Task1 と Task2 ，Task3 と Task4 がそ

れぞれ同じデータにアクセスし，また Core1 と Core2

， Core3 と Core4 がそれぞれ同一ソケット上でキャッ

シュを共有しているとする．

このとき，次のような二つのスケジューリングが考え

られる（図 4，5）．

ここで，明らかに図 5のようなスケジューリングより

も図 4のスケジューリングのほうが良い．なぜなら，図

4のスケジューリングでは Core1 と Core2 の一方，お

よび Core3 と Core4 の一方のみがメインメモリへデー

タアクセスを行えば良いのに対し，図 5のスケジューリ

ングでは全てのコアがメインメモリにアクセスする必要
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図 3 Possible Task Placement

図 4 Optimal Strategy

図 5 Another Possbile Strategy

があるためである．このとき，図 4のようなスケジュー

リングではデータの局所性が考慮されていると言える．

ランダムな戦略を用いた場合，図 5のような，データ局

所性を考慮しないスケジューリングが発生する可能性が

ある．

また，その他にも，例えば task1 と task2 が同じデー

タにアクセスする場合，それらのタスクは同ソケット内

で実行されるべきなだけでなく，時間的にも近くで実行

されるべきである．さもなくば，２つのタスクの実行の

間に，他のタスクが実行され，そのタスクの実行により

別のデータがキャッシュに格納されることで，元々もう

一度アクセスされるべきだったデータがキャッシュから

追い出される，という場合が発生しうる．これは，言い

換えれば，あるタスクのグループが複数回同じデータに

アクセスし，全体でアクセスするデータがキャッシュに

ちょうど収まる程度だった場合，それらのタスクのみを

同一ソケット内で実行し，それらを実行中にはそれ以外

のタスクは実行すべきでないということである．

1.3 ワークスチーリング戦略

前述のように，ワークスチーリングの戦略としてラン

ダムは良く用いられているが，一方でこの方法はアプリ

ケーション・実行環境によっては理想的な性能を発揮で

きないことがある．

例えば，先に上げたようなマルチソケットマルチコア

アーキテクチャにおいては，共有キャッシュを有効に活

用するワークスチール戦略を用いることで，キャッシュ

ミスの回数を減らし，ランダムワークスチールよりも良

い性能を引き出せる可能性がある．

1.3.1 カスタマイズ API

アプリケーション，実行環境毎にワークスチール戦

略を処理系内で実装し直す，というのはユーザにとっ

て困難が大きく，生産性に難がある．そこで，Mas-

siveThreads では，アプリケーション毎，実行環境毎

の最適化を容易にするために，ワークスチールのカスタ

マイズ APIを提供している．この APIにより，ユーザ

は，タスク並列処理系そのものに対し手を加えることな

く，様々な戦略を用いることができる．この API につ

いては，第３章において詳しく述べる．

1.4 本稿の構成

本稿の構成は，以下のとおりである．まず，２章にお

いて，本稿の目的を示す．その後，３章において本研究

に関連する研究について述べたあと，４章で本研究の提

案する手法について述べる．最後に，５章において本稿

をまとめる．

2 目的

本研究では， MassiveThreads を拡張することによ

り，マルチソケットマルチコアアーキテクチャに最適化

されたタスクスケジューリング戦略を実装可能にするこ

とを目的とする．また，それを利用可能な形でカスタマ

イズＡＰＩを拡張する．このことにより，ユーザは，マ

ルチソケットマルチコアアーキテクチャに対する最適化

に加え，さらに他の種類の最適化を加えることが可能に

なる．さらに，その最適化を，タスク並列フレームワー

クそのものに手を加えることなく達成可能となることを

目指す．

3 関連研究

3.1 共有キャッシュを考慮したスケジューリング戦略

3.1.1 ソケット内でのタスクキューの共有

Olivierらは，共有キャッシュを考慮したワークスチー

リングを提案し，QThreads 上に実装した [11, 12]．

Chen らは，逐次実行においてキャッシュが有効に

利用されているアプリケーションの場合，タスク並列
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実行においては深さ優先*1でタスクを実行することで

キャッシュを有効に利用できることを示した [5]．また，

Blelloch らは，このようなスケジュールは， LIFO を用

いることで達成できることを示した [2]．

そこで彼らは，これをマルチソケットアーキテクチャ

上で利用するために，ソケット毎に共有されたキューを

利用した．彼らの手法では，タスクキューはコア毎では

なくソケット毎に用意され，同一ソケット内のワーカー

はひとつのタスクキューを共有する．そしてキュー内の

タスクが枯渇した場合，ソケット内の一つのワーカーが

代表して他のソケットのタスクキューからタスクをソ

ケット内のワーカー数だけスチールする．

この時，キューが複数ワーカーで共有されることによ

り，オーバーヘッドは確かに大きくなるが，ソケット内

での排他処理は十分に軽量なものである上，ソケット内

に存在するコア数は限りがあることから大きな問題とは

ならないと彼らは主張する．

3.1.2 CATS

Chen らは，Cache Aware Task-Stealing (CATS) と

いう，分割統治法を用いたアプリケーションにおけるタ

スクスチーリング戦略を動的に最適化するシステムを提

案し，Cilk 上に実装した [4]．筆者らは，多くの分割統

治法を用いたタスク並列アプリケーションは以下のよう

な特徴を持つことをに注目した．

• タスクツリーにおいて，末端のタスク (leaf) のみが

実際にデータにアクセスする

• 同一のデータに対し数度に渡り操作を行う（イテ
レーションする）

• タスクツリーにおいて隣り合った leaf はアクセス

するデータの一部を共有する

CATS は，これらの特徴を利用し，一度目のイテレー

ションの実行時にプロファイルを行い，その情報を用い

て二度目以降のイテレーションにおけるスケジューリン

グを自動的に最適化する．そのため，プログラマによる

最適化のための情報が必要ないという特徴がある．

3.2 スケジューリング戦略をカスタマイズ可能な処

理系

3.2.1 Work-stealing with Configurable Scheduling

Strategies

Wimmer らは，[16] において，スケジューリングをあ

る程度カスタマイズできる手法を提案した．この手法で

は，タスクにヒントを与えることで，実行の優先順位，

一度にどれだけのタスクをスチールするか，タスクの生

成をやめてシリアルに実行するかどうかなどをユーザが

指定できるようにした．

*1 タスクが生成された時実行中のタスクの実行を中断しその新し
く生成されたタスクの実行を開始する

3.2.2 MassiveThreads

中島らは， [10] において，MassiveThreads 　上に，

スケジューリング戦略をユーザが実装することを可能と

する APIを実装した．

まず，このＡＰＩの使用法の概略を説明する．まず，

ユーザは，タスクの生成時・実行時に，タスクに対して

任意のデータをヒントをして付加できる．また，ＡＰＩ

として，あるキューの端にあるタスクのヒントをコピー

する，他のワーカーからタスクをスチールすると言った

関数が提供されており，ユーザはそれらを使ってワーク

スチールを実装する．そして，それをスチール時に（初

期値であるランダムワークスチーリングの代わりに）使

用するように設定する．以上の手順により，ユーザは

MassiveThreads そのものに手を入れることなく任意の

ワークスチール戦略を実装し，利用することができる．

ワークスチール戦略の実装時に用いるＡＰＩとしては

以下のようなものがある．

task t wsapi runqueue peek(int victim,

void ∗ptr,size t ∗psize);
task t wsapi runqueue take(int victim,

wsapi decidefn t decidefn,
void ∗udata);

int wsapi runqueue pass(int target,task t th);
void wsapi runqueue push(task t th);
task t wsapi runqueue pop(void);

それぞれの関数を説明する．

• wsapi runqueue peek

victim ワーカーのキューの端にあるタスクのヒン

トを取得する．取得されたヒントは，ptr の参照先

にコピーされる．

• wsapi runqueue take

victimワーカーのキューの端にあるタスクをスチー

ルする．この時，decidefn を与える．この関数は，

スチールしようとするタスクを引数に取り，そのタ

スクが本当にスチールすべきものかどうかを決定

する．例えば，一度 wsapi runqueue peek によって

ヒントを取得した後，そのタスクを改めてスチール

しようとしても，その直前に他のワーカーからのス

チールが起こり，peek した時とは別のタスクが得ら

れることがあり得る． そのような場合に，decidefn

が 0 を返すことで，そのスチールを中断することが

できる．

• wsapi runqueue pass

引数にとったタスクを， target ワーカーのキュー

に追加する．

• wsapi runqueue push

引数にとったタスクを，自キューに追加する．

• wsapi runqueue pop

自キューからタスクを一つ取得する．
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ユーザは，これらの APIを用いてワークスチール戦略

を関数として実装する．この関数は，ワーカー IDを引

数にとり，スチールに成功した場合そのタスクを返却す

る．そして， wsapi set stealfunc() という関数を，今定

義した関数を引数としてカーネルの実行前に呼び，ワー

クスチール時に用いるように設定する．

また，ユーザは，wsapi set hint() という関数によって

タスクに対してヒントを設定できる．このインターフェ

イスは，以下のようになる．

void wsapi set hint(task t th,void ∗∗data,size t ∗
size);

ここで， th の値を NULL とすることで，現在実行

中のタスクに対してヒントを付加できる．付加するヒン

トは data および size への参照によって指定され，実行

後にはこの領域は以前タスクに付加されていたヒントに

よって上書きされる．

4 提案手法

本研究は，MassiveThreads を拡張することによって

行った．

本研究では，タスク並列処理系をマルチソケットマル

チコアに対し最適化可能とする，それをカスタマイズ

APIとして提供することでユーザがさらなる最適化を利

用可能とすることを目指し，以下のことを行った．

• それぞれのワーカーに複数のキューを持たせる
• 複数のキューを活用できるように，カスタマイズ
APIを拡張する

さらに，その API を利用した例として，共有キャッ

シュおよびアフィニティの両者を考慮したワークスチー

ル戦略を実装した．以下に，それぞれについて詳しく述

べる．

4.1 複数キュー

まず，それぞれのワーカー毎に複数のタスクキュー

を持たせるように拡張する．このことにより，タスクを

キューに追加するとき，何らかの条件によってタスクを

生成時に分類することが可能になる．その条件をユーザ

が指定する方法については，次節において解説する．

4.2 カスタマイズ API

MassiveThreads のワーカー毎に複数キューを持たせ

るという拡張に合わせ，それを利用可能なようにカスタ

マイズ APIを拡張する．

4.2.1 タスクのキューへの追加

タスクが新たに自キューに追加されるとき，どのキ

ューに追加されるべきかは wsapi set pushqueue func()

関数によって設定する．このインターフェイスは以下の

ようになる．

typedef int (∗pushqueue func t)(task t);

pushqueue func t wsapi set pushqueue func(
pushqueue func t fn)

ユーザは，まずタスクを引数に受け取り，そのタスク

が何番目のキューに追加されるべきかを決定する関数

を定義する．そして，カーネル部分の実行前に，その定

義した関数を引数に wsapi set pushqueue func() を呼ぶ．

この操作により，新たにタスクがキューに追加される度

に今定義した関数が実行され，その結果にしたがってタ

スクがキューに追加される．

4.2.2 スチール

タスクを取得するときは，元々の実装と同様，種々の

キューへのアクセスを提供する API を用いて戦略を実

装し，それを wsapi set steal func() を用いて使用可能に

する．キューへのアクセスを提供する API は，以下の

ようなものがある．これらは，元々のインターフェイ

スと比較し，新たにアクセスするキューの序数を示す

int q idx という引数が追加されている．

task t wsapi runqueue peek idx(int victim,

int q idx,
void ∗ptr,
size t ∗psize);

task t wsapi runqueue take idx(int victim,

int q idx,
wsapi decidefn t

decidefn,
void ∗udata);

int wsapi runqueue pass idx(int target,int q idx,
task t th);

void wsapi runqueue push idx(int q idx,task t th);
task t wsapi runqueue pop idx(int q inx);

これらの APIの使用方法については， q idx という引

数のほかは，オリジナルのMassiveThreadsのものと同

様である．

4.3 共有キャッシュおよびアフィニティを考慮したス

ケジューリング戦略

本節では，今示した拡張及びカスタマイズ API を用

いた例として，共有キャッシュ，アフィニティの両者を

考慮したスケジューリング戦略を提案する．本戦略は，

ツリー型のデータ構造を有し，そのデータに対し複数回

同様の計算を繰り返すアプリケーションで特に有用であ

ると考えられる．このようなアプリケーションの例とし

て， Tree-Based AMR[18]などがある．

4.3.1 アフィニティの考慮

Intel Nehalemなどで採用されている，NUMA (Non-

Uniform Memory Access) と呼ばれるアーキテクチャ

が存在する．これは，，複数のメモリとプロセッサの組

が存在し，プロセッサのメモリに対するアクセスのコス

トが均一でない共有メモリ型のアーキテクチャである．

このアーキテクチャでは，プログラムを実行するコア

に” 近い” メモリに使用するデータを配置することで，

データの効率的なアクセスが可能になる．AMR[7] をは
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じめとする多くのシュミレーションプログラムは同一の

データに対しある計算を複数回にわたって反復実行する

ことが多く，可能な限り使用するデータの存在するメモ

リに”近い”コアで計算を行うことが望まれる．

以上のことから，このようなアプリケーションをタス

ク並列を用いて実行する場合，計算の実行時に実行した

ワーカーをデータと紐付けて記録しておき，次回実行時

に可能な限り前回の実行と同じワーカーで計算を行うこ

とで，データアクセスの効率化を図れる．

4.3.2 スケジューリング戦略の概要

本戦略の流れを以下に示す．また，擬似コードを付録

とした．

1. タスクにはタスク自身及びその子タスクがアクセ

スするデータセットのサイズがヒントとして与えら

れる

2. ソケット内では，一つのワーカーがマスターとして

動く

3. マスターは他のマスターのキューにアクセスでき

る，その他はソケット内のキューにしかアクセスで

きない

4. マスターはタスクをキューに追加するとき，データ

サイズを見る．もしそれが共有キャッシュの大きさ

より大きければ１番目のキューに，そうでなければ

２番めのキューに入れる．

5. ソケット内のワーカーがマスターからタスクを取ろ

うとするときは，まず２番めのキューを調べる

• 以上により，一度にソケット内で実行されるタ
スクのアクセスするデータセットのサイズは共

有キャッシュを超えないようになる

6. タスクを実行するワーカー IDを AMRのデータ構

造に記録する

7. 他のソケットからタスクを取る場合，なるべく自身

やソケット内のワーカーで前回実行されたタスクを

取る

• イテレーション毎になるべく前回実行したタス
クを実行する

この戦略は，共有キャッシュの考慮という面では，以

下のように働く．まず，処理系は，実行時に，タスクの

ヒントを調べることにより，アクセスするデータのサ

イズが共有キャッシュに収まるようなサブツリーをタ

スクツリーの中から得ることができる．そして，あるソ

ケット内において，すべてのワーカーの２番めのキュー

に追加されるのは，ある一つのそのようなサブツリーの

みである．そして，ソケット内のすべてのワーカーの２

番めのキューに格納されたタスクがすべて実行を終える

まで，その他のタスクはそのソケット内で実行されるこ

とはない．また，すべてのワーカーは，自ソケット外の

ワーカーの２番めのキューにアクセスすることはない．

以上のことから，アクセスするデータが共有キャッシュ

に収まるようなサブツリー内のタスクは必ずある一つの

ソケット内で実行され，それらのタスクの実行中はその

サブツリー外のタスクは実行されることはない．

また，アフィニティの考慮という面では，実行時にそ

れがどのワーカーで実行されたかをデータに紐つけて

記録しておくことで，次回以降にそれを利用し同じワー

カーで優先的に実行することが可能になる．

5 結論

本研究では，タスク並列処理系のマルチソケットマル

チコアアーキテクチャ上での実行に着目し，共有キャッ

シュの存在を利用しその実行の最適化を可能とする拡張

を行った．また，その拡張に対し，すでに提案されてい

たカスタマイズ APIを拡張することで，ユーザがより柔

軟にワークスチール戦略を実装可能となるようにした．

このことにより，ユーザは，単なる共有キャッシュの利

用による最適化にとどまらない，様々な最適化をアプリ

ケーション，実行環境に合わせて実装可能となる．

今後の課題としては，以下のようなものが考えられる．

• 共有キャッシュを考慮したスケジューリングにおけ
るより効率的な戦略

特に，現在の戦略は，共有キャッシュの効率的な利

用を厳密に考えるあまり，負荷分散という点を全く

考慮しないものとなっている．例えば，あるサブツ

リー内のタスクのみしか同ソケット内で同時には実

行しないという制約のため，あるタスクの実行が長

引いた場合同ソケット内の他のワーカーが実行すべ

きタスクがソケット内に存在しない，という場合が

考えられる．このような場合は，その制約を無視し，

任意の他タスクを実行したほうがより良い性能が発

揮できる可能性がある．

• PCO による数理的評価

Blelloch らは，[1]において，並列アプリケーション

における，共有キャッシュを考慮した，実行時間の

定式化を行った．この手法を本稿で提案した手法や

上に上げた手法に用いることで，実験的な評価に加

え論理的な評価を行うことも必要と考えられる．
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付録 A Shared Cache-Aware and

Affinity-Aware Work Stealing Strategy

Pseudocode

struct task hint {
int data size;
int last worker;

};

void traverse tree(Tree t t)
{

struct task hint hnt;
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hnt.data size = get size(t);
/* hnt.last_worker = get_worker_num(); */

if (t−>child) {
hnt.last worker = t−>child[1].last worker;
set task hint(&hnt, sizeof(hnt));
create task(traverse tree, t−>child[0]);

hnt.last worker = t−>child[2].last worker;
set task hint(&hnt, sizeof(hnt));
create task(traverse tree, t−>child[1]);

hnt.last worker = t−>child[3].last worker;
set task hint(&hnt, sizeof(hnt));
create task(traverse tree, t−>child[2]);

set task hint(&hnt, sizeof(hnt));
create task(traverse tree, t−>child[3]);

sync tasks;
}

update tree(t);
t−>last worker = get worker num();

return;
}

int mystrategy pushqueue func(task t t)
{

struct task hint hnt;
get task hint(t, &hnt, sizeof(hnt));
if (hnt.data size <= CACHE SIZE) {

return 1;

}
return 0;

}

task t mystrategy steal func(int worker)
{

task t t;

/* first check local queue #1 */

t = wsapi runqueue pop idx(1);
if (t) { return t; }

/* check queue #1 of workers in socket */

int i;
int soc workers[SOCKEST SIZE];

get socket worker list(soc workers,
SOCKEST SIZE);

for (i = 0; i < SOCKET SIZE; i++) {
t = wsapi runqueue take idx(soc workers[i],

1, always true fn, NULL);
if (t) { return t; }

}

if (! is master(worker)) { return NULL; }

/* if there is a worker that running a

task, do not try to take a task

from workers outside the socket

*/

if (! all idle(soc workers, SOCKET SIZE)) {
return NULL; }

t = wsapi runqueue pop idx(0);
if (t) { return t; }

int master workers[SOCKET NUM];

get master worker list(master workers,
SOCKET NUM);

struct task hint hnt;

for (i = 0; i < SOCKET NUM; i++) {
t = wsapi runqueue peek idx(

master workers[i], 0, &hnt, &sizeof(hnt
));

if (in same socket(hnt.last worker, worker))
{

t = wsapi runqueue take idx(
master workers[i], 0,

confirm fn, (
void ∗)
worker);

if (t) { return t; }
}

}

/* Strict policy: return NULL if no task

was found that run locally

previously

*/

return NULL;
}
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