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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. In this paper, I introduced some of new

task scheduling strategies that try to exploit data lo-

cality while keeping load-balance.

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 [2] ， 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，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[12], X10[7], MassiveThreads[8] 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

は計算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 キャッシュの階層

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 1）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．

2 タスク並列

タスク並列を利用するプログラマは，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;
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図 1 Multisocket-Multicore Architecture

int b = spawn fib(n−2);

int a = spawn fib(n−1);

wait;

return a + b;

}

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 2 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 2 DAG of Task Tree

2.1 タスクの生成と実行

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 生成されたタスクは，全ワー

カーで共通の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） 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

しスチールを続ける．そのため，負荷分散が確実に達成

されるという利点があり，事実多くのタスク並列処理系

で用いられている．

2.2 タスク並列とキャッシュ階層

前述のように，近年の計算機は複数のソケットを搭載

することにより並列度を高めている．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．

図 3 Possible Task Placement

このとき，次のような二つのスケジューリングが考え
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られる（図 4，5）．

図 4 Optimal Strategy

図 5 Another Possbile Strategy

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

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．

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，これらのタスクは連続して実

行されるべきである．なぜなら，二つの実行の間にその

データにアクセスしないタスクが実行された場合，その

タスクによってそのデータがキャッシュから追い出され

てしまう可能性があるためである．

しかし，多くの処理系で標準的に用いられているラン

ダムワークスチールでは，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．そのため，マルチソケット・マルチコアアーキテク

チャにおいて，アプリケーションの性能向上のためには

データの局所性を考慮した適切なタスクスケジューリン

グ戦略が必要であると言える．

しかし，ここにひとつのトレードオフがある．まず，

スケジューリング戦略としてランダムワークスチールを

採用した場合，今述べたようにデータの局所性が損なわ

れる．一方，もう一つの極端な戦略として，同一のデー

タにアクセスするタスクは，全て同一のソケット上で実

行する，というものが考えられる．この戦略では，デー

タの局所性は考慮されいる一方，あるソケットのみが多

くのタスクを実行している間，他のソケットは全くタス

クを実行しないというスケジューリングが発生し得る．

この戦略では，適切な負荷分散は達成されない．

このようなトレードオフの存在から，負荷分散とデー

タ局所性を同時に考慮したスケジューリング手法が提案

されている．

3 キャッシュを考慮したワークスチール戦略

本章では，データの局所性を考慮したワークスチーリ

ングを実現するために提案されているいくつかの手法に

ついて解説する．

3.1 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 [10, 11]．

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

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 [4]．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 [1]．

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．

3.1.1 評価

筆者らは，タスク並列用に開発されたベンチマーク群

である BOTS [5, 13] を用いて手法の評価を行った（図

6）．

この図から，彼らの提案する手法である MTS では，

最大で 74.4% の性能向上が得られていることがわかる．

Alignment 及び Strassen ではわずかに性能の低下が見ら

れるものの，その低下はわずかであると言える．

筆者らはまた，いくつかのスケジューリング戦略につ

いてベンチマークの結果を得ている．ここでは，その中

から Health のものを紹介する（図 7）．

この実験において用いられたスケジューリング戦略

は，以下のとおりである．

*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
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図 6 Sequential and Parallel Execution Time Using ICC, GCC, and the QThreads MTS Scheduler

図 7 Health Benchmark Result

1. Q QThreads でオリジナルで実装されているスケ

ジュール．ワーカーはそれぞれ一つのキューを持

ち，生成されたタスクはラウンドロビンで割り当て

られる． FIFO キューが用いられる．つまり，タス

クは古いものから順に実行される．ワークスチール

は行われない．

2. L Q において，キューをワークスチールで用いられ

る LIFOに変更したもの． つまり，新しいタスクか

ら順に実行される．ワークスチールは行われない．

3. CQ 一つのタスクキューを全てのワーカーが共有す

る．つまりワークシェアリングを行う．

4. WS ワーカーはそれぞれ一つのキューを持ち，ラン

ダムワークスチールによりタスクを分配する．

5. MTS 彼らの提案する，ソケット毎にタスクキュー

を用いる手法．

6. GCC, ICC オリジナルの OpenMP Task を用いた

プログラムを Gnu C Compiler 及び Intel C Com-

piler を用いてコンパイルしたもの．

このベンチマーク結果からは，彼らの提案する手法は

特にコア数の増加に従い良い性能を発揮することが分か

る．また，その他のベンチマークにおいても，最良か，

それに近い結果が得られている．

3.2 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 [3]．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．

CATS は，次の二つのコンポーネントからなる．

1. Online DAG Partitioner

2. Bi-tier task-scheduling scheduler

次節以降においてこれらのコンポーネントについて解

説する．

3.2.1 Online DAG Partitioner

CATS は，一度目のイテレーションの実行によって

得られたプロファイルデータをもとに，タスクツリーを

inter-socket tier と intra-socket tier に分割する．この

ように分割されたタスクツリーは，例えば図 8のように

なる．

図 8 Task Tree DAG Partitioned by DAG Partitioner

この図において，タスクツリーは灰色で示されたタス

クによって上から inter-socket tier と intra-socket tier

に分割されている．ここで，灰色で示されたタスクを

leaf inter-socket task ， leaf inter-socket task および
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それより上部にあるタスクを inter-socket task ，leaf

inter-socket task より下部にあるタスクを intra-socket

task ， leaf inter-socket task をルートとする図の楕円

で示されたサブツリーを intra-socket subtree と呼ぶ．

CATS は，次節で示す bi-tier task scheduler によって

intra-socket subtree 内のタスクを同一ソケット内で実

行する．

最適なスケジューリングを達成するには，まずは適切

な intra-socket subtree を決定することが必要である．

最適なサブツリーの大きさは，次のようにして決定さ

れる．つまり，サブツリーは含むタスクのアクセスする

データの総量が共有キャッシュの容量に収まる範囲で，

可能な限り多くのタスクを含めればよい．CATS は，一

度目のイテレーションにおけるプロファイルデータか

ら二度目以降のイテレーションにおいてアクセスされる

データ量を予測し，タスクツリーの分割に利用する．

3.2.2 Bi-tier Task Scheduler

CATS では，ワーカー毎のタスクキューに加え，各ソ

ケットに１つずつ inter-socket tasl pool と呼ばれるタ

スクキューを用意する．それに対し，ワーカー毎のタス

クキューは intra-socket task pool と呼ばれる（図 9）．

図 9 Inter-Socket Task Pool and Intra-Socket Task Pool

一度目のイテレーションにおいては， CATS は通常

のランダムワークスチーリングを採用する．つまり，生

成されたタスクは intra-socket task pool に格納され，

ワークスチール時 victim は全ての intra-socket task

pool からランダムに選択される．

プロファイルデータの得られた二度目以降のイテレー

ションにおいては，DAG Partitionerによって分割され

たタスクツリーをもとに生成したタスクを格納する task

pool を決定する． 生成されたタスクは， inter-socket

task の場合は inter-socket task pool ， intra-socket

task の場合は intra-socket task pool にそれぞれ格納さ

れる． タスクスチール時には，基本的には victim の選

択にはソケット内の intra-socket task pool のみを候補

とする．ソケット内のすべての intra-socket task pool

が空になった場合は，ソケット内の一つのコアが他ソ

ケットの inter-socket task pool からタスクをスチール

し，そのタスクを実行する．

このような戦略により，一つのソケットは一つの

intra-socket subtree 内のタスクのみを同時に実行す

る．そのため，キャッシュに読み込まれたデータはタス

ク間で効果的に共有され，他の intra-socket subtree 内

のタスクが読み込んだデータによって追い出されること

がない．

3.2.3 評価

彼らは，まずいくつかの memory-boundについて，オ

リジナルの Cilk との実行時間の比較を行った（図 10）．

図 10 Performance of Memory-Bound Bench-

marks in Cilk-a, Cilk and CATS

この図において， Cilk はオリジナルのバージョン，

Cilk-a は，もとの Cilk に対し，ワーカーが各コアに固

定されるよう筆者らが改変を加えたバージョンである．

これらのベンチマークでは， CATS は Cilk-a に対して

35.5% から 74.4% の性能向上を達成している．

また，筆者らはそれぞれのベンチマークにおいてキャ

ッシュミスの回数を測定することで CATS が性能向上

を得ている理由を確かめた（図 11）．

図 11 Cache Misses in Cilk-a and CATS

この図から，特に共有キャッシュである L3 において，

キャッシュミスが大幅に減少していることが確かめら

れる．

3.3 データ並列的なアプリケーションにおけるスケ

ジューリング

タスク並列自体は，分割統治法による再帰的なアルゴ

リズムだけでなく，多数のデータを小さな領域に一度
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に分割するデータ並列的なアルゴリズムを用いたアプ

リケーションにも適用可能である．ところが，ここまで

で紹介した手法は，いずれも分割統治法を用いたアプ

リケーションを対象にタスクの親子関係を利用しスケ

ジューリング戦略の最適化を図るものだった．これらの

手法は，データ並列的なアプリケーションには適さない．

Yoo らは，このようなアプリケーションのためのスケ

ジューリング戦略を提案した [16]．

この手法においては，生成されるタスク間には依存関

係がない必要があり，全てのタスクは実行される前に全

て生成される．

この手法では，まずそれぞれのタスクがどのデータに

どの程度アクセスするかについてプロファイルを行う．

ここで得られた情報をもとに，この手法は task sharing

graph を生成する．このグラフでは，頂点はタスクを，

辺は二つのタスク間でどれほどアクセスするデータを共

有するかを表す．このグラフはアプリケーションで共通

であり，実際のデータの中身，実行する計算機が変わっ

てもそのまま利用することができる．

次に，得られた task sharing graph をもとに，タスク

を使用する計算機のキャッシュの大きさに合わせて再帰

的にグループ化し，またタスクの実行順序を決定する．

このグループ化は，図 12のように示される．

図 12 Task Graph and Recursive Grouping

この図において，タスクのグループ化，実行順序の決

定は以下の用に行われる．

1. アクセスするデータ総量が L3 キャッシュの大きさ

にちょうど収まるようにタスクをグループ化する

2. そのグループ間でのキャッシュの利用効率が最も良

くなるように，グループの実行順序を決定する

例えば，グループ１がデータ A とデータ B にアク

セスする，グループ２がデータ Aにアクセスする，

グループ３がデータ Bにアクセスする場合，グルー

プ２，グループ１，グループ３の順序で実行するの

が最も効率が良いと考えられる．

3. それぞれのグループ内で，アクセスするデータ総量

が L2 キャッシュの大きさにちょうど収まるように

タスクをグループ化する

4. 以上の操作を，コアに最も近いキャッシュまでにつ

いて，再帰的に繰り返す

以上の操作により，各タスクグループ内におけるキャ

ッシュの利用効率の最適化が達成される．

実行時には，コア間の負荷分散を達成するため，この

グループを考慮した再帰的なワークスチールを行う．こ

のワークスチールでは，タスクキューは，コア毎ではな

くそれぞれのキャッシュ階層毎に用意される．これは，

例えば図 13のように表される．

図 13 Recursive Task-Stealing

これは，次のように動作する．

1. 各コアは，自身の L1 キャッシュのタスクキューに

タスクがなくなった場合，L2 を共有する他の L1 の

タスクキューからタスクをスチールする

2. もしスチールすべきタスクがなくなった場合， L2

キャッシュのタスクキューからタスクを取得し，L1

のグループに分解して実行を続ける

3. L2のタスクキューにタスクがなくなった場合，他の

L2 キャッシュのタスクキューからタスクをスチー

ルする

4. L3を共有する L2キャッシュの全てのタスクキュー

にタスクがなくなった場合， L3 キャッシュのタス

クキューからタスクを取得し， L2 のグループに分

解して実行を続ける

5. 以上の動作を，より上位のレベルまで再帰的に行う．

以上の操作により，先に示したタスクのグループ化を

利用した負荷分散が実現される．

3.3.1 評価

彼らは，いくつかのベンチマークを用いて手法の評価

を行った（図 14）．

この図において， hg, bprj, gjk などはそれぞれのベ

ンチマークを表し，横軸の数字は使用されていないコア

の数を表す．また， baseline は通常のランダムワーク

スチール， random victim + L1 grp は L1 におけるグ

ループ化のみを利用， recursive は本提案手法，nearest

は最も近いタスクキューからスチールする手法を表して

いる．この結果から，本提案手法が平均で最も効率的で

あり，また個々のベンチマークでも最良かそれに近い結
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図 14 Performance Result of Several Task-Stealing Strategies. baseline, recursive and nearest represent

randomized, recursive, and nearest-neighbor stealing, respectively. random victim + L1 grp represents

the strategiy that only uses the smallest groups for stealing.

果が得られていることが分かる．

3.4 スケジューリング戦略のユーザによる実装

ここまでで紹介したスケジューリング戦略は，全て処

理系が最適なスケジューリングを自動で推定するという

ものだった．しかし実際には，アプリケーションを実装

するプログラマが，どのようなスケジューリングがその

アプリケーションに最も適しているか理解している場合

も有り得る．このような場合，スケジューリング戦略は，

処理系に任せるのではなくプログラマが明示的に選択，

実装可能であることが望ましい．

中島らは，このような要求から，タスク並列処理系の

MassiveThreads 上に，スケジューリング戦略をプログ

ラマがカスタマイズするための API を実装した [9]． プ

ログラマは，これらの API を用いることで，タスク並

列処理系がワークスチールを行う際に，

1. どのワーカーからタスクをスチールするのか

2. それによって得られたタスクを本当にスチールする

のか

という動作を定義することができる． また，タスク

ごとに scheduling hint と呼ばれるものを設定する事が

でき，カスタマイズの定義内でこのヒントを用いること

で実際に望ましいタスクをスチールすることが可能に

なる．

3.4.1 評価

彼らは，この API を用いていくつかのスケジューリ

ング戦略を実装し，その性能を評価した．ここでは，そ

の中で， depth-aware なスケジューリング戦略を紹介

する．

このスケジューリング手法は，分割統治法を用いて書

かれたアプリケーションにおいて，タスクの粒度をス

ケジューリング戦略に利用するというものである．彼ら

は，このスケジューリング手法を用いたアプリケーショ

ンとして，密行列積を用いた．M × K 行列と K × N

行列の密行列積において，計算量は O(MNK) ，デー

タアクセスは O(MN +NK +KM) で表される．つま

り，計算においてデータは複数回アクセスされ，キャッ

シュの利用効率の点からなるべく一つのワーカー上で実

行されるべきである．そのため，ワーカーがタスクを他

のワーカーからスチールする場合，その粒度は大きいほ

ど良い．

以上のような考察から，彼らは次のようにスケジュー

リング戦略を定義した．まず，タスクの生成時には，そ

のタスクの粒度を scheduling hint としてそれぞれのタス

クに記録する．ワークスチールを行おうとするワーカー

は，まず，ある決まった数のワーカーを victim の候補

として選ぶ．ワーカーは，それぞれの候補からスチール

可能なタスクの scheduling hint をそれぞれ取得し，タス

クの粒度が最も大きいものを実際にスチールする．

彼らは，以上のようなスケジューリング戦略を用い，

入力として 768 × 768 を二つの行列を用いた密行列積

の実行時間を計測した．その実行時間は図 15 のように

なった．

図 15 Matrix Multiply Performance

このグラフで， “random” は通常のランダムワークス

チール，“DAn” ははじめに n 個のワーカーを victim

の候補として選ぶ depth-aware なスケジューリング戦

略を表す． また，“Cutoff” は，性能の上限として示さ

れている．これは，５回の分割の後にタスクの生成を停

止するもので，結局は今回の実験環境である３２コアと

同数の３２個のタスクが生成される．つまり，それぞれ

のワーカーは均等に分割されたタスクのちょうど一つず
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つを実行する．

この結果から，このスケジューリング戦略はランダム

ワークスチーリングより高効率であり，またはじめに候

補に選ぶワーカー数が多いほどより高い性能が得られる

ということが分かる．

また彼らは，実際に実行されるタスクの粒度を調べた

（図 16）．

図 16 Ratio of computation Granularity

この図から，ワーカーで実行されるタスクの粒度は実

際に大きくなっており，また候補に選ぶワーカー数が多

いほどその粒度は大きいことが確かめられる．

4 まとめ

本稿では，まずアプリケーションの並列計算環境とし

て有用であると考えられているタスク並列処理系につい

て解説し，またそこで用いられているランダムワークス

チーリングと呼ばれるタスクスケジューリング戦略を解

説した．さらに，ランダムスチーリングによって発生す

るデータ局所性の問題について指摘し，その解決を目指

したいくつかのスケジューリング手法および処理系の実

装について紹介した．
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