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共有メモり型マルチプロセソサにおける非同期遠隔手続き呼び出し方、法、

非同期遠隔手続き呼び出しプログラムおよび記録媒体

技術分野

０００1 本発明は、共有メモり型マルチプロセッサにぉける非同期遠隔手続き呼び出し方

法、非同期遠隔手続き呼び出しプログラムぉょび記録媒体に関するものである。

背景技術

０００2 一般に、コンピュータシステムにぉいて、複数のプロセッサを用いて、手続呼び出し

にょり並列処理を行う方法として、近距離での手続呼び出し法と、遠隔手続呼び出し

法がある。図6ぉょび図7は、それぞれ近距離での手続呼び出し法ぉょび遠隔手続

呼び出し法の概念を示す模式図である。図6に示すょうに、近距離での手続呼び出

し法は、同一のマシン (コンピュータ) 内に設けられた第 のプロセッサ2と第2のプロ

セッサ3が同一の共有メモり4を共有している構成にぉいて、第 のプロセッサ2と第2

のプロセッサ3の間で手続呼び出しを行う方法である。

０００3 この近距離での手続呼び出し法には、プロセッサ2，3間の通信が高速に行えると

いう利点がある。しかし、複数のプロセッサ2，3が同一のメモり領域を利用するため、

プロセッサの数が増えると、メモリアクセスの競合にょりメモリアクセスレイテンシが増

大し、コンピュータの処理性能が向上しにくくなるとレづ問題点がある。また、キヤ、ソシ

ュのコヒーレンス制御を行う構成が必要であるが、プロセッサの数が増えると、このコヒ

ーレンス制御機構が複雑になるとレづ問題点もある。

０００4 一方、図7に示すょうに、遠隔手続呼び出し法は、独立したマシン5，6間でイ一サ

ネット(登録商標 )等のネットワーク7を介して手続呼び出しを行う方法である。この場

合、クライアントマシン5内のプロセッサ8は、同マシン5内のメモり9を使用する。また

、サ一バマシン6内のプロセッサ ０は、同マシン6内のメモり皿を使用する。従って、

遠隔手続呼び出し法では、近距離での手続呼び出し法のょうな、メモリアクセスの競

合にょるメモリアクセスレイテンシの増大や、キヤ、ソシュのコヒーレンス制御機構の複

雑ィビなどの問題が起こらない。



０００5 遠隔手続呼び出し法の一つに、非同期遠隔手続呼び出し法がある (例えば、特許

文献 参照。)。この非同期遠隔手続呼び出し法では、手続を要求する側のプロセッ
サ (以下、手続要求側プロセッサとする) が異なるプロセッサに対して同時に複数の

遠隔手続を実行させることができる。従って、手続要求側プロセッサは、手続を実行

する側のプロセッサ (以下、手続実行側プロセッサとする)から、手続が終了したとレづ

通知を受け取ったときには、その通知された手続が、それょりも前に要求した複数の

手続のぅちのどの手続であるかを識別する必要がある。

０００6 図8は、非同期遠隔手続呼び出し法の概念を示す模式図である。図8に示すょぅに

、非同期遠隔手続呼び出し法では、手続要求側プロセッサ、すなわちクライアントマ

シン5内のプロセッサ8は、手続呼び出し毎に、 等の識別子をつけた手続管理情

報 9を作成して、手続実行側プロセッサ、すなわちサ一バマシン6内のプロセッサ

に対して要求した複数の手続を管理している。この手続管理情報 9は、クライアン

トマシン5内のメモり9に蓄積される。

０００7 手続要求側プロセッサが手続実行側プロセッサに対して非同期遠隔手続呼び出し

を行ぅ際には、手続要求側プロセッサは、手続実行側プロセッサに、該当する手続管

理情報 9の を通知する。手続実行側プロセッサは、要求された手続の実行が完

了すると、手続要求側プロセッサに、起動時に渡された を返す。手続要求側プロ

セッサは、手続実行側プロセッサから を返されると、終了処理を 、竹 、終了の確認、

を行ぅ。

０００8 特許文献1 特開平5 ０００3号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００9 しかしながら、遠隔手続呼び出し法において、クライアントマシン5内のプロセッサ8

がサ一バマシン6内のプロセッサ ０に対して手続呼び出しを行ぅためには、クライア

ントマシン5内のプロセッサ8は、サ一バマシン6内のメモり皿の該当する手続のアド

レスを指定する必要がある。しかし、クライアントマシン5とサ一バマシン6が独立して

いるため、クライアントマシン5内のプロセッサ8がサ一バマシン6内のメモり皿の該当

するアドレスを知ることはできない。



００1０ そこで、従来の遠隔手続呼び出し法では、メモりのよぅなハードウェアに関する記述

を抽象ィビし、呼び出す手続を 番号等の識別子で指定するよぅにしている。非同期

遠隔手続呼び出し法でも同様である。この場合、図9に模式的に示すサ一バマシン6

内のメモり皿のアドレス空間のよぅに、サ一バプログラム用データ領域 2に、サ一バ

プログラム用プログラム領域 3に展開されている手続 4 5 6 7のアドレスと1

番号等の識別子との対応関係を定めるテーブル 8を用意する必要がある。その分

、サ一バマシン6内のメモり の使用量が増えるとレ㌧問題点がある。

００11 また、非同期型も含めて遠隔手続呼び出し法では、ネットワーク7を利用してマシン

5，6間の通信を〒ぅため、プロセッサ8，０間の通信速度が近距離での手続呼び出

し法に比べて著しく遅い。さらに、サ一バマシン6側では、 番号等の識別子に対応

するアドレスをテーブル 8から検索する必要があるため、手続起動処理に時間がか

かる。そのため、図 ０に示すよぅに、クライアントマシン5が手続呼び出しを発してから

、サ一バマシン6で該当する手続が実行されるまでの起動オーバーヘッドが長いとい
ぅ問題点がある。

００12 さらに、非同期遠隔手続呼び出し法において、手続要求側プロセッサが終了処理

を〒ぅ場合には、手続実行側プロセッサから返された を有する手続管理情報 9の

実行状態を「実行中」から「終了」に変更する必要がある。そのため、クライアントマシ

ノ5内のメモり9のデータ領域に、手続管理情報 9のアドレスと との対応関係を定

めるテーブルを用意する必要がある。その分、クライアントマシン5内のメモり9の使用

量が増えるとレづ問題点がある。さらにまた、手続実行側プロセッサから返された に

対応する手続管理情報 9のアドレスをテーブルから検索する必要があるため、終了

処理に時間がかかるとレぢ問題点がある。

００13 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、メモりを共有した複数のプロセッサ

間の通信に非同期遠隔手続呼び出し法を適用し、かつクライアントマシンおよびサ

一バマシン内のメモりの使用量の削減と、手続起動処理および終了処理の高速ィビを

図ることができる共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続き呼び出し

方法を提供することを目的とする。また、本発明は、そのよぅな非同期遠隔手続き呼

び出し方法をコンピュータに実行させるための非同期遠隔手続き呼び出しプログラム



、およびそのプログラムを記録した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体を提供

することを目的とする。

課題を解決するための手段

００14 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複数のプロセッサが同

一のメモりを共有し、かつそのメモりに各プロセッサがそれぞれ独立したアドレス空間

を有し、さらに各プロセッサが互いにバスを利用したプロセッサ間通信を介して通信

可能に構成された共有メモり型マルチプロセッサに適用可能な非同期遠隔手続き呼

び出し方法である。その非同期遠隔手続き呼び出し方法は、以下の特徴を有する。

００15 まず、第 のプロセッサが、第2のプロセッサが管理するアドレス空間に存在する手

続のアドレスと、第 のプロセッサが管理するアドレス空間に存在する手続管理情報

のアドレスを指定して、第2のプロセッサに対して非同期遠隔手続の呼び出しを行ぅ。

その手続の呼び出しに応答して、第2のプロセッサは、第 のプロセッサにより指定さ

れたアドレス (手続のアドレス) にある手続を起動して実行する。手続の実行が終了し

たら、第2のプロセッサは、第 のプロセッサに、起動時に渡された手続管理情報のア

ドレスを返し、手続の終了を通知する。その終了通知に応答して、第 のプロセッサ

は、該当する手続管理情報の実行状態を「実行中」から「終了」に変更する。

発明の効果

００16 本発明によれば、非同期遠隔手続呼び出しにより呼び出された側のプロセッサが、

呼び出した側のプロセッサにより指定されたアドレスから直接、手続を起動できる。従

って、従来の遠隔手続呼び出し法の手続起動処理で必要であった、識別子に対応

するアドレスを検索する処理を行わずに済むので、手続の起動処理に要する時間が

短縮し、高速に手続を起動することができる。また、手続管理情報を を用いずにア

ドレスで指定することにより、従来の非同期遠隔手続呼び出し法の終了処理で必要

であった、 に対応するアドレスを検索する処理を行わずに済むので、終了処理を

高速で行ぅことができる。さらに、手続のアドレスと識別子との対応関係を定めるテー

ブル、および手続管理情報のアドレスと との対応関係を定めるテーブルが不要で

あるので、メモりの使用量を削減することができる。



００17 図 図 は、本発明にかかる共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手

続呼び出し法の概念を示す模式図である。

図2 図2は、実施例 のハードウェア構成の要部を示すブロック図である。

図3 図3は、ソフトウェアの構成を説明するための模式図である。

図4 図4は、実施例 の非同期遠隔手続呼び出し方法の手順を示すフローチヤート

である。

図5 図5は、実施例2の非同期遠隔手続呼び出し方法の手順を示すフローチヤート

である。

図6 図6は、従来の近距離での手続呼び出し法の概念を示す模式図である。

図7 図7は、従来の遠隔手続呼び出し法の概念を示す模式図である。

図8 図8は、従来の非同期遠隔手続呼び出し法の概念を示す模式図である。

図9 図9は、従来の遠隔手続呼び出し法におけるサ一バマシン内のメモりのアドレス

空間を示す模式図である。

図1０図 ０は、従来の遠隔手続呼び出し法における手続起動時のタイミングを示す

模式図である。

符号の説明

００18 22 23 3 32 フ乍セッサ

24 34 共有メモり

25 26 アドレス空間

27 37 39 プロセッサ間通信

35 36 レジスタ

発明を実施するための最良の形態

００19 以下に、本発明にかかる共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続き

呼び出し方法、非同期遠隔手続き呼び出しプログラムおよび記録媒体の実施例を図

面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるもので

はない。また、本発明においては、マルチプロセッサとは、 個の Cチップに複数の

プロセッサが設けられている場合と、複数の Cチップのそれぞれに 個または2個以

上のプロセッサが設けられている場合の両方を含むものである。



００2０ 図 は、本発明にかかる共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続呼

び出し法の概念を示す模式図である。図 に示すように、同一のマシン (コンピュータ

) 2 内に設けられた第 のプロセッサ22と第2のプロセッサ23は、同一の共有メモり2

4を物理的に共有している。そして、共有メモり24の、第 のプロセッサ22が管理する

アドレス空間25と、第2のプロセッサ23が管理するアドレス空間26は、独立している

００2 1 この構成では、第 のプロセッサ22と第2のプロセッサ23の間で、非同期遠隔手続

呼び出し法を適用して手続呼び出しを行うことができる。その際、従来の非同期遠隔

手続呼び出し法のようにメモりのアドレスを識別子で抽象化する必要はない。そのた

め、第 のプロセッサ22は、第2のプロセッサ23が管理するアドレス空間26のアドレ

スを指定して、プロセッサ間通信27を介して非同期遠隔手続呼び出しを行う。プロセ

、ソサ間通信27としてバスを利用することにより、プロセッサ間の通信速度は、近距離

での手続呼び出しと同様に高速ィビされる。

００22 また、手続呼び出しにより呼び出された第2のプロセッサ23が、手続起動処理にお

いて識別子に対応するアドレスを検索する必要がないので、手続起動処理に要する

時間が短縮される。これら通信速度の高速ィビと手続起動処理時間の短縮ィビによって

、第 のプロセッサ22が第2のプロセッサ23に手続呼び出しを通知してから、第2の

プロセッサ23が該当する手続の実行を開始するまでの起動オーバーヘッドが短縮さ

れるので、高速に遠隔手続を起動できる。

００23 また、識別子とアドレスの対応関係を定めるテーブルが不要になるので、共有メモり

24の使用量を減らすことができる。さらに、アドレス空間25 26が独立していることに

より、キヤソシュのコヒーレンスの制御やメモリアクセスの競合の制御が簡単になるの

で、同一メモりを共有するプロセッサの数が3個以上に増えても、コンピュータの処理

性能が向上する。

００24 また、第 のプロセッサ22は、第 のプロセッサ22が管理するアドレス空間25に手

続管理情報を作成し、その手続管理情報のアドレスを第2のプロセッサ23に渡す。

第2のプロセッサ23は、要求された手続の実行が完了すると、第 のプロセッサ22に

、起動時に渡されたアドレスを返す。第 のプロセッサ22は、第2のプロセッサ23から



返されたアドレスにある手続管理情報の実行状態を「実行中」から「終了」に変更して

、終了処理を行ぅ。従って、第 のプロセッサ22が、手続管理情報の に対応するア

ドレスを検索する必要がないので、終了処理に要する時間が短縮される。また、手続

管理情報の とアドレスの対応関係を定めるテーブルが不要になるので、共有メモり

24の使用量を減らすことができる。

実施例 1

００25 図2は、実施例 のハードウェア構成の要部を示すブロック図である。図2に示すよぅ

に、第 のプロセッサ3 と第2のプロセッサ32は、バス33を介して共有メモり34に接

続されており、この共有メモり34を物理的に共有している。第 のプロセッサ3 には、

呼び出す手続のアドレスおよびその手続を管理する手続管理情報のアドレスが書き

込まれる通信用レジスタ35が設けられている。第2のプロセッサ32には、呼び出され

通信用レジスタ36が設けられている。

００26 第 のプロセッサ3 の通信用レジスタ35と第2のプロセッサ32の通信用レジスタ36

は、バスを利用したデータ通信用プロセッサ間通信37に接続されている。このデータ

通信用プロセッサ間通f 37には、複数のキュー状のデータバッファ38が設けられて

おり、第 のプロセッサ3 の通信用レジスタ35と第2のプロセッサ32の通信用レジス

タ36の間で複数データの通信が行えるようになっている。また、第 のプロセッサ3

と第2のプロセッサ3 2は、バスを利用した起動通知用プロセッサ間通信39に接続さ

れている。

００27 図3は、ソフトウェアの構成を説明するための模式図である。図3に示すように、手続

要求側プロセッサ、すなわち上記例の第 のプロセッサ3 には、クライアントプログラ

ム4 と非同期遠隔手続呼び出し用のライブラリ(遠隔手続呼び出しライブラリ42) が

載っている。一方、手続実行側プロセッサである第2のプロセッサ32には、サ一バプ

4 が載っている。第 のプロセッサ3 において、クライアントプログラム4 が遠隔手続

呼び出しライブラリ42に対して非同期遠隔手続呼び出しを要求すると、第2のプロセ

、ソサ32で、ライブラリにより要求された手続が実行される。



００28 図4は、実施例 の手続呼び出し方法の手順を示すフローチヤートである。図4に示

すよぅに、まず、第 のプロセッサ3 では、クライアントプログラム4 が遠隔手続呼び

出しライブラリ42に対して非同期遠隔手続呼び出しを要求する (ステップ )。それ

によって、第 のプロセッサ3 では、遠隔手続呼び出しライブラリ42が共有メモり34

の、第 のプロセッサ3 が管理するアドレス空間に手続管理情報を生成し、その管理

情報の手続の実行状態を「実行中」に設定する (ステップ )。次いで、遠隔手続呼

び出しライブラリ42は、要求された手続のアドレスを第 のプロセ、ソサ3 の通信用レ

ジスタ35に書き込む (ステップ 3)。続いて、第 のプロセッサ3 では、遠隔手続呼

び出しライブラリ42が、手続管理情報のアドレスを第 のプロセッサ3 の通信用レジ

スタ35に書き込む (ステップ 4)

００29 第 のプロセッサ3 の通信用レ、ジスタ35に書き込まれた内容は、データ通信用プロ

セッサ間通信37に設けられたデータバッファ38に順次格納される。データバッファ3

8に最初に格納された手続のアドレスは、第2のプロセッサ32の通信用レジスタ36に

転送され、書き込まれる。そして、第 のプロセッサ3 では、遠隔手続呼び出しライブ

ラリ42が第2のプロセッサ32に対して手続の呼び出しを通知する (ステップ 5)

００3０ 第2のプロセッサ32は、第 のプロセッサ3 から手続の呼び出し通知を受け取ると

、実行中の処理を中断する (ステップ 6)。そして、第2のプロセッサ3 2の遠隔手続

呼び出しライブラリ44は、第2のプロセッサ32の通信用レジスタ36から手続のアドレ

スを読み込む (ステップ )。それによって、データバッファ38に格納された手続管

理情報のアドレスが、第2のプロセッサ32の通信用レジスタ36に転送され、書き込ま

れるので、第2のプロセッサ32の遠隔手続呼び出しライブラリ44は、第2のプロセッサ

32の通信用レ、ジスタ36から手続管理情報のアドレスを読み込む (ステップ 8)。そし

て、第2のプロセッサ32の遠隔手続呼び出しライブラリ44が手続の起動処理を行い(

ステップ 9)、第2のプロセッサ32のサ一バプログラム43によって手続が実行される (

ステップS ０)

００3 1 手続の実行が終了すると、第2のプロセッサ3 2の遠隔手続呼び出しライブラリ44は

、手続を起動する際に第上のプロセッサ3 から渡された手続管理情報のアドレスを第

2のプロセッサ32の通信用レ、ジスタ36に書き込む (ステップ )。第2のプロセッサ3



2の通信用レ、ジスタ36に書き込まれたアドレスは、データ通信用プロセッサ間通信37

を介して第 のプロセッサ3 の通信用レジスタ35に転送され、書き込まれる。そして、

第2のプロセッサ32では、遠隔手続呼び出しライブラリ44が第 のプロセッサ3 に対

して手続の終了を通知する (ステップS 2)

００32 第 のプロセッサ3 の遠隔手続呼び出しライブラリ42は、第2のプロセッサ32から

手続の終了通知を受け取ると、第 のプロセッサ3 の通信用レジスタ35から手続管

理情報のアドレスを読み込む (ステップS 3)。そして、第 のプロセッサ3 の遠隔手

続呼び出しライブラリ42は、通信用レ、ジスタ35から読み込んだアドレスにある手続管

理情報の手続の実行状態を「実行中」から「終了」に変更する (ステップS 4)。なお、

第 のプロセッサ3 のクライアントプログラム4 が手続の終了確認を行うと、第 のプ

ロセッサ3 の遠隔手続呼び出しライブラリ42は、対応する手続管理情報の実行状態

をクライアントプログラム4 に返す。

吾き方句例 2

００33 実施例2のハードウェア構成とソフトウェアの構成は、実施例 と同じであるので、重

複する説明を省略する。図5は、実施例2の手続呼び出し方法の手順を示すフロー

チヤートである。図5に示すように、第2のプロセッサ32は、常時、他のプロセッサから

の手続の起動通知を待機している (ステップS 2 )。その状態で、実施例 と同様に、

第 のプロセッサ3 が手続のアドレスと手続管理情報のアドレスを指定して、第2のプ

ロセッサ32に対して手続の呼び出しを通知すると(ステップ ～S5) 、第2のプロセ

、ソサ32は、第 のプロセッサ3 から手続の呼び出し通知を受け取り、ステップS 2 の

手続の起動通知待ち状態を解除する。

００34 そして、第2のプロセッサ32は、実施例 と同様に、第2のプロセッサ32の通信用レ

ジスタ36から手続のアドレスと手続管理情報のアドレスを読み込み(ステップS 7 S8

) 、手続の起動処理を 、竹 、手続を実行する (ステップS g S ０)。手続の実行が終

了すると、第2のプロセッサ32の遠隔手続呼び出しライブラリ44は、手続を起動する

際に第 のプロセッサ3 から渡された手続管理情報のアドレスを第2のプロセッサ32

の通信用レ、ジスタ36に書き込み(ステップ ) 、手続の終了を通知する (ステップS

)。第 のプロセッサ3 は、第2のプロセッサ32から手続の終了通知を受け取り、



テップS 3 、そのアドレスにある手続管理情報の手続の実行状態を「実行中」から「

終了」に変更する (ステップS 4)

００35 なお、上述した実施例 または2において、データ通信用プロセッサ間通信37にデ

ータバッファ38が設けられていなくてもよい。また、データ通信用プロセッサ間通信3

7を設ける代わりに、第 のプロセッサ3 と第2のプロセッサ32が共有する共有メモり

34上に、プロセッサ間のデータ通信に使用されるデータ通信用領域が設けられてお

り、第 のプロセッサ3 および第2のプロセッサ32が、このデータ通信用領域を利用

して手続のアドレスや手続管理情報のアドレスの授受を〒うようにしてもよい。

産業上の木り用可能，生

００36 以上のように、本発明にかかる共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔

手続き呼び出し方法、非同期遠隔手続き呼び出しプログラムおよび記録媒体は、複

数のプロセッサが同一のメモりを物理的に共有する構成のマルチプロセッサに有用

であり、特に、マルチプロセッサにより並列処理を〒ラコンピュータシステムに適してい

る。



請求の範 囲

互いにバスを利用したプロセッサ間通信を介して通信可能な複数のプロセッサが同

一のメモりを共有し、かつ当議メモりに前記プロセッサがそれぞれ独立したアドレス空

間を有する共有メモり型マルチプロセッサの第 のプロセッサが第2のプロセッサに対

して非同期遠隔手続呼び出しを行う共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期

遠隔手続き呼び出し方法において、

前記第 のプロセッサが、前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空

間に、前記第2のプロセッサに実行させる手続を管理するための手続管理情報を作

成し、当該手続管理情報の手続の状態を実行中とする工程と、

前記第 のプロセッサが、前記第2のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知して、前記第2のプロセッサに対して手続の呼び出しを行う工程と、

前記第2のプロセッサが、前記メモりの、当議第2のプロセッサが管理するアドレス空

間にある、前記第 のプロセッサの手続呼び出しにより指定された手続を起動して実

行する工程と、

前記第2のプロセッサが、前記第 のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知して、前記第 のプロセッサに対して手続の終了を通知する工程と、

前記第 のプロセッサが、前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空

間にある、前記第2のプロセッサから返された前記手続管理情報のアドレスにある手

続管理情報の手続の状態を終了に変更する工程と、

を含むことを特徴とする共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続き

呼び出し方法。

2 互いにバスを利用したプロセッサ間通信を介して通信可能な複数のプロセッサが同

一のメモりを共有し、かつ当議メモりに前記プロセッサがそれぞれ独立したアドレス空

間を有する共有メモり型マルチプロセッサの第 のプロセッサが第2のプロセッサに対

して非同期遠隔手続呼び出しを行う共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期

遠隔手続き呼び出し方法において、

前記第 のプロセッサが、前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空

間に、前記第2のプロセッサに実行させる手続を管理するための手続管理情報を作



成し、当該手続管理情報の手続の状態を実行中とする工程と、

前記第 のプロセッサが、前記第2のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知して、前記第2のプロセッサに対して手続の呼び出しを行ぅ工程と、

前記第2のプロセッサによる手続の実行が終了した後に、前記第 のプロセッサが、

前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空間にある、前記第2のプロ

セッサから返された前記手続管理情報のアドレスにある手続管理情報の手続の状態

を終了に変更する工程と、

を含むことを特徴とする共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続き

呼び出し方法。

3 互いにバスを利用したプロセッサ間通信を介して通信可能な複数のプロセッサが同

一のメモりを共有し、かつ当議メモりに前記プロセッサがそれぞれ独立したアドレス空

間を有する共有メモり型マルチプロセッサの第 のプロセッサが第2のプロセッサに対

して非同期遠隔手続呼び出しを行ぅ共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期

遠隔手続き呼び出し方法において、

前記第2のプロセッサが、前記第 のプロセッサから前記メモりの、前記第 のプロセ

、ソサが管理するアドレス空間にある、当議第2のプロセッサが実行する手続を管理す

るための手続管理情報のアドレスを受け取り、前記メモりの、当議第2のプロセッサが

管理するアドレス空間にある、前記第 のプロセッサの手続呼び出しにより指定され

た手続を起動して実行する工程と、

前記第2のプロセッサが、前記第 のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知して、前記第 のプロセッサに対して手続の終了を通知する工程と、

を含むことを特徴とする共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続き

呼び出し方法。

4 前記第 のプロセッサは、前記メモりの、前記第2のプロセッサが管理するアドレス空

間に存在するアドレスを指定して、前記第2のプロセッサに対して手続の呼び出しを

行ぅことを特徴とする請求項 または2に記載の共有メモり型マルチプロセッサにおけ

る非同期遠隔手続き呼び出し方法。

5 前記第2のプロセッサは、前記第 のプロセッサから前記メモりの、当議第2のプロセ



、ソサが管理するアドレス空間に存在するアドレスを受け取り、当該アドレスにある手続

を起動して実行することを特徴とする請求項 に記載の共有メモり型マルチプロセッ

サにおける非同期遠隔手続き呼び出し方法。

6 前記第2のプロセッサは、前記第 のプロセッサから手続の呼び出し通知を受け取

ると、実行中の処理を中断して、前記第 のプロセッサにより呼び出された手続を実

行するための処理を開始することを特徴とする請求項 、3または5のいずれか一つ
に記載の共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続き呼び出し方法。

7 前記第2のプロセッサは、手続の呼び出し通知が送られてくるのを待機し、前記第

のプロセッサから手続の呼び出し通知を受け取ると、前記第 のプロセッサにより呼び

出された手続を実行するための処理を開始することを特徴とする請求項 、3または5

のいずれか一つに記載の共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手続き

呼び出し方法。

8 前記第 のプロセッサは、当議第 のプロセッサが内蔵するレ、ジスタに、前記手続管

理情報のアドレスを書き込み、

前記第2のプロセッサは、前記プロセッサ間通信を介して前記レ、ジスタから転送され

、当議第2のプロセッサが内蔵するレジスタに書き込まれたアドレスを読み込むことを

特徴とする請求項 に記載の共有メモり型マルチプロセッサにおける非同期遠隔手

続き呼び出し方法。

9 互いにバスを利用したプロセッサ間通信を介して通信可能な複数のプロセッサが同

一のメモりを共有し、かつ当議メモりに前記プロセッサがそれぞれ独立したアドレス空

間を有する共有メモり型マルチプロセッサの第 のプロセッサに第2のプロセッサに対

して非同期遠隔手続呼び出しを行わせる共有メモり型マルチプロセッサにおける非

同期遠隔手続き呼び出しプログラムにおいて、

前記第 のプロセッサに、前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空

間に、前記第2のプロセッサに実行させる手続を管理するための手続管理情報を作

成させ、当該手続管理情報の手続の状態を実行中にさせる工程と、

前記第 のプロセッサに、前記第2のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知させ、前記第2のプロセッサに対して手続の呼び出しを行わせる工程と、



前記第2のプロセッサに、前記メモりの、当議第2のプロセッサが管理するアドレス空

間にある、前記第 のプロセッサの手続呼び出しにより指定された手続を起動して実

行させる工程と、

前記第2のプロセッサに、前記第 のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知させ、前記第 のプロセッサに対して手続の終了を通知させる工程と、

前記第 のプロセッサに、前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空

間にある、前記第2のプロセッサから返された前記手続管理情報のアドレスにある手

続管理情報の手続の状態を終了に変更させる工程と、

をコンピュータに実行させることを特徴とする共有メモり型マルチプロセッサにおけ

る非同期遠隔手続き呼び出しプログラム。

０ 互いにバスを利用したプロセッサ間通信を介して通信可能な複数のプロセッサが同

一のメモりを共有し、かつ当議メモりに前記プロセッサがそれぞれ独立したアドレス空

間を有する共有メモり型マルチプロセッサの第 のプロセッサに第2のプロセッサに対

して非同期遠隔手続呼び出しを行わせる共有メモり型マルチプロセッサにおける非

同期遠隔手続き呼び出しプログラムにおいて、

前記第 のプロセッサに、前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空

間に、前記第2のプロセッサに実行させる手続を管理するための手続管理情報を作

成させ、当該手続管理情報の手続の状態を実行中にさせる工程と、

前記第 のプロセッサに、前記第2のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知させ、前記第2のプロセッサに対して手続の呼び出しを行わせる工程と、

前記第2のプロセッサによる手続の実行が終了した後に、前記第 のプロセッサに、

前記メモりの、当議第 のプロセッサが管理するアドレス空間にある、前記第2のプロ

セッサから返された前記手続管理情報のアドレスにある手続管理情報の手続の状態

を終了に変更させる工程と、

をコンピュータに実行させることを特徴とする共有メモり型マルチプロセッサにおけ

る非同期遠隔手続き呼び出しプログラム。

互いにバスを利用したプロセッサ間通信を介して通信可能な複数のプロセッサが同

一のメモりを共有し、かつ当議メモりに前記プロセッサがそれぞれ独立したアドレス空



間を有する共有メモり型マルチプロセッサの第 のプロセッサに第2のプロセッサに対

して非同期遠隔手続呼び出しを行わせる共有メモり型マルチプロセッサにおける非

同期遠隔手続き呼び出しプログラムにおいて、

前記第2のプロセッサに、前記第 のプロセッサから前記メモりの、前記第 のプロセ

、ソサが管理するアドレス空間にある、当議第2のプロセッサが実行する手続を管理す

るための手続管理情報のアドレスを受け取らせ、前記メモりの、当議第2のプロセッサ

が管理するアドレス空間にある、前記第 のプロセッサの手続呼び出しにより指定さ

れた手続を起動して実行させる工程と、

前記第2のプロセッサに、前記第 のプロセッサに前記手続管理情報のアドレスを

通知させ、前記第 のプロセッサに対して手続の終了を通知させる工程と、

をコンピュータに実行させることを特徴とする共有メモり型マルチプロセッサにおけ

る非同期遠隔手続き呼び出しプログラム。

2 請求項9～皿のいずれか一つに記載の共有メモり型マルチプロセッサにおける非

同期遠隔手続き呼び出しプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータに読み

取り可能な記録媒体。
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