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(57)【要約】
逐次コンピュータプログラムコードの並列処理を行う方
法及びシステムを提供する。一実施形態において自動並
列処理システムは、逐次コンピュータプログラムコード
の構造を解析して、逐次コンピュータプログラムコード
にＳＰＩを挿入する位置を識別する構文解析手段と、逐
次コンピュータプログラムコードの各ラインと逐次コン
ピュータプログラムコードの各関数の実行に必要な時間
との依存関係を判定するため、コールグラフを作成する
ことによって逐次コンピュータプログラムコードをプロ
ファイリングするプロファイリング手段と、逐次コンピ
ュータプログラムコードを解析及びプロファイリングす
ることによって得た情報により逐次コンピュータプログ
ラムコードの並列処理可能性を判定する解析手段と、並
列処理可能性が判定されると、逐次コンピュータプログ
ラムコードにＳＰＩを挿入し、並列コンピュータプログ
ラムコードを得て、これを実行するために並列計算環境
にさらに出力するコード生成手段とを含む。また、並列
処理を行う方法も示す。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行速度を高めるために逐次コンピュータプログラムコードを並列処理する方法であっ
て、
　前記逐次コンピュータプログラムコードを自動並列処理システムに入力するステップと
、
　前記逐次コンピュータプログラムコードの構造を解析して、機能性に影響を与えること
なく前記逐次コンピュータコードに特別プログラム命令（ＳＰＩ）を挿入する位置を識別
するステップと、
　前記逐次コンピュータプログラムコードの各ラインと前記逐次コンピュータプログラム
コードの各関数の実行に必要な時間との依存関係を判定するため、関数又はモジュールの
コールグラフ、時間測定、及び時間表を作成することによって、前記逐次コンピュータプ
ログラムコードをプロファイリングするステップと、
　前記逐次コンピュータプログラムコードを解析及びプロファイリングすることによって
得た情報により前記逐次コンピュータプログラムコードの並列処理可能性を判定するステ
ップと、
　並列処理可能性が判定されると、前記逐次コンピュータプログラムコードにＳＰＩを挿
入して、並列実行可能なコンピュータプログラムコードを得るステップと、
　前記並列実行可能なコンピュータプログラムコードを実行するために並列計算環境に送
るステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記逐次コンピュータプログラムコードが、逐次実行されるソースコードの形態の関数
を複数含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記逐次コンピュータコードを実行する実際のタイムスケールにおいて、異なる関数又
はモジュールを実行するシーケンスをグラフで示した、前記逐次コンピュータプログラム
コードの変数対時間、変数対ライン番号、及び関数対時間のグラフを、コールグラフが含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　実行に必要と識別した時間をコールグラフに重ねることによって、前記逐次コンピュー
タプログラムコードの各関数の無駄時間を判定する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記逐次コンピュータプログラムコードを解析及びプロファイリングすることによって
得た情報を、その後の検索のために前記自動並列処理システムのメモリに記憶する、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記並列コンピュータプログラムコードを用いることで、逐次コンピュータプログラム
コードの実行パターンによって実行を開始する実際の時間より前に、前記コンピュータプ
ログラムコードを実行できる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法が、逐次コンピュータプログラムコード内の特定の関数若しくはモジュール、
又はその一部の実行を開始するため、絶対最短待機時間（ＡＭＷＴ）を評価する反復プロ
セスを提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　それらに限定されないが、前記逐次コンピュータプログラムコードが、制御フロー文及
びループ文等の文をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　それらに限定されないが、if-else文、スイッチケース文等の前記逐次コンピュータプ
ログラムコードにおける制御フロー文を並列処理することが、
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　前記制御フロー文におけるデータ変数を識別するステップと、
　前記制御フロー文内の前記データ変数が最後に更新されたライン番号及び実行時間を識
別するステップと、
　前記識別したライン番号をその後の検索のためにメモリに記憶するステップと、
　前記記憶したデータを用いてライン及び時間の依存関係を示すグラフをプロットし、前
記データ変数を更新するステップと、
　前記ライン及び時間の依存関係の統計を使用して、モジュール／関数全体又はその一部
を識別して異なるプロセッサに送り、逐次コンピュータプログラムコードの並列処理を行
うステップと、
　プロセッサによる要求があった際に前記メモリから呼び出すために変数名又はアドレス
を使用して、前記制御文の内部並列処理を行うステップとを含む、請求項８に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記逐次コンピュータプログラムコードにおけるループを並列処理する方法は、
　前記ループ文中のデータ変数を識別するステップと、
　前記文同士の依存関係をチェックするステップと、
　前記逐次コンピュータプログラムコード内の前記データ変数が最後に更新されたライン
番号を識別するステップと、
　前記識別したライン番号をメモリに記憶するステップと、
　前記記憶したデータを使用して、前記データ変数の更新に関するライン依存関係を示す
グラフをプロットするステップと、
　前記ライン依存関係の統計を使用して、コードの特定のセグメントを識別して異なるプ
ロセッサに送り、逐次コンピュータプログラムコードの並列処理を行うステップとを含む
、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　複数のコードを並列処理する代替的方法が、逐次コンピュータプログラムコードをクラ
スタインデックスによってクラスタに分別することによるものである、請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　データ依存関係、オリジナルコードによる実行の時間表、及び実行の時間測定を含む複
数のパラメータから、前記クラスタインデックスを得る、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　逐次コンピュータプログラムコードの並列処理を行う自動並列処理システムであって、
　前記逐次コンピュータプログラムコードの構造を解析して、前記逐次コンピュータプロ
グラムコードに特別プログラム命令（ＳＰＩ)を挿入する位置を識別する構文解析手段と
、
　前記逐次コンピュータプログラムコードの各ラインと前記逐次コンピュータプログラム
コードの各関数の実行に必要な時間との依存関係を判定するため、コールグラフを作成す
ることによって、前記逐次コンピュータプログラムコードをプロファイリングするプロフ
ァイリング手段と、
　前記逐次コンピュータプログラムコードを解析及びプロファイリングすることによって
得た情報により前記逐次コンピュータプログラムコードの並列処理可能性を判定する解析
手段と、
　並列処理可能性が判定されると、前記逐次コンピュータプログラムコードにＳＰＩを挿
入し、並列実行可能なコンピュータプログラムコードを得て、これを実行するために並列
計算環境にさらに出力するコード生成手段とを含む、システム。
【請求項１４】
　それらに限定されないが、前記並列計算環境が、近接配置及び／又は遠隔配置されたマ
ルチコアプロセッサ、対称型プロセッサ、非対称型プロセッサ等の複数のプロセッサを含
む、請求項１３に記載のシステム。
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【請求項１５】
　前記自動並列処理システムが、前記構文解析手段及び前記プロファイリング手段の得た
情報を、その後の検索のために記憶するメモリをさらに含む、請求項１３に記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は逐次コンピュータプログラムの実行に関し、より詳細には、逐次コンピュータ
プログラムの実行を高速化するために逐次コンピュータプログラムコードを並列処理する
方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数十年で、コンピュータシステムと様々な領域においてそれを適応する上での有用
性が開発されてきた。ソフトウェア開発、より詳細にはこのようなコンピュータプログラ
ムの書込みに使用するコード体系における進歩のペースを速くするには、これらコンピュ
ータプログラムの実行に使用するハードウェアの処理能力を高めることが必要であった。
それらの目的を達成するために、２つの面で重要な取り組みがなされた。１つはより高速
であると共に特定のタスクを行うプロセッサの開発におけるものであり、もう１つは利用
可能なプロセッサにおいてより速く実行するためのコンピュータコードを再構築する分野
におけるものである。
【０００３】
　コンピュータプログラムのより高速な処理を可能にする方法である並列計算は、最近の
当該技術分野における進化の中心であった。並列計算により、複数のプロセッサを使用す
ること、そして最近では多数の処理要素を備えたプロセッサを使用することへの道が開か
れた。これに関連して、プロセッサクラスタ並びにグリッドの概念は特筆に値するもので
あり、マルチプロセッサコンピュータは同一機械内で多数の処理要素を有する。
【０００４】
　並列計算の概念は有利であるように思えると共に、ソフトウェア開発者の間で受け入れ
られ人気が高まったが、当分野の中心となるこの概念の欠点は、既存のプログラミング方
法が逐次的であるために、コードの並列処理には直接的に適さないことである。このよう
なプログラムコードを並列処理用に書き換えることは一般に面倒である。さらに、コード
の並列処理可能な部分の識別とマッピング、そして遠隔であるかどうかは別として様々な
プロセッサ要素に対して合理的なスケジューリングを行うこと、そしてまたかかる処理中
の通信に関しては、今でもコンピュータプログラムの実際の実行を最適に高速化する際の
大きな障害となっている。
【０００５】
　マルチコアプロセッサの使用は、高クロックサイクル、熱生成、及び電源入力の必要な
く高い処理能力を達成することで、複数のプロセッサを使用することよりも勝っている。
しかし、マルチコアプロセッサの人気が高まりに伴い、それに関連したツールの必要性も
高まっている。アプリケーションの開発者には、マルチコアプロセッサのプログラミング
を容易化することのできるツールが必要である。一方、並列ハードウェアを最適に利用す
るべく、既存のコンピュータプログラムを並列処理するツールと方法に対する必要性も高
まっている。
【０００６】
　この点で様々な従来技術は、逐次コンピュータプログラムコードの並列実行を、次のよ
うな様々な手段により試みてきた：制御及びデータフロー解析を実行して並列可能な状況
を判定すること、クラス特定抽出に基づいて並列可能な状況を判定すること、専用の多重
処理ユニットを使用すること、入力ソースコードを中間的言語に変換し、その後タスク依
存を実行すること、及び有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）とpost-wait制御構造を使用するこ
と等である。また別の方法は、データパターンとプロファイリング情報にアクセスして、
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最初に接触したデータを制御するコードを生成するべく、同等のデータアクセスパターン
を生成するというものである。
【０００７】
　しかし、既存の従来技術における方法には次のような欠点がある。これらの方法の大半
のものは人的な介入が不可欠であり、これらの方法はループの並列化、即ち反復実行する
コードの部分のみに集中している。さらに、逐次コードを変更すると実際の機能性を抑制
するおそれがあると共に、かかる方法はアプリケーションの限られた範囲にしか適用でき
ない。さらに、入力ソースコードを並列処理用の中間言語に変換することは面倒なプロセ
スであり、これを行う方法はほぼ存在しない。
【０００８】
　これらの問題を処理することに関連した情報は、以下の特許文献１から特許文献８に記
載されている。しかし、それらの文献には、それぞれ上述の欠点が１つ以上存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６２５３３７１号
【特許文献２】米国特許第６２４３８６３号
【特許文献３】独国特許番号１０２００５０５０５６１８６号
【特許文献４】米国特許第２００１０００３１８７号
【特許文献５】米国特許第２００７０２３４３２６号
【特許文献６】米国特許第２００７０２２６６８６号
【特許文献７】米国特許第６６２２３０１号
【特許文献８】米国特許第６７４２０８３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そのため、旧式コード、既存の逐次コード、及び逐次的に書かれた新規コードを、並列
実行用のコードに自動的に変換して、並列プロセッサにおいてより高速な実行を達成する
必要がある。従って、本発明はコンピュータプログラムコードの効果的な並列処理を可能
にすることにより、コンピュータプログラムの実行時間を減少するように作用する方法及
びシステムを示すものである。
【００１１】
　開示する発明の幾つかの態様の基本的な理解を促すため、発明の概要を以下に示す。以
下の概要は詳細に関わる要約ではなく、鍵となる要素／重要な要素を特定するものでもな
ければ、発明の範囲を明確に示すことを意図したものでもない。その唯一の目的は、以下
に記載のより詳細な説明の前置きとして、発明の概念を単純に示すことである。
【００１２】
　本発明の主要な目的は、逐次コンピュータプログラムコードの並列計算を可能にする方
法及びシステムを示すことである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様では、逐次コンピュータプログラムコードの実行を高速化するために並
列処理を行う方法を示す。該方法は、逐次コンピュータプログラムコードを自動並列処理
システムに入力するステップと；逐次コンピュータプログラムコードの構造を解析して、
機能性に影響を与えることなく逐次コンピュータコードに特別プログラム命令（ＳＰＩ）
を挿入する位置を識別するステップと；逐次コンピュータプログラムコードの各ラインと
逐次コンピュータプログラムコードの各関数又はモジュールの実行に必要な時間との依存
関係を判定するため、関数又はモジュールのコールグラフ、時間測定、及び時間表を作成
することによって、逐次コンピュータプログラムコードをプロファイリングするステップ
と；逐次コンピュータプログラムコードを解析及びプロファイリングすることによって得
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た情報により逐次コンピュータプログラムコードの並列処理可能性を判定するステップと
；並列処理可能性が判定されると、逐次コンピュータプログラムコードにＳＰＩを挿入し
て、並列実行可能なコンピュータプログラムコードを得るステップと；並列実行可能なコ
ンピュータプログラムコードを実行するために並列計算環境に送るステップと；を含む。
【００１４】
　本発明の別の態様では、逐次コンピュータプログラムコードの並列処理を行う自動並列
処理システムを示す。該システムは、逐次コンピュータプログラムコードの構造を解析し
て、逐次コンピュータプログラムコードに特別プログラム命令（ＳＰＩ）を挿入する位置
を識別する構文解析手段と；逐次コンピュータプログラムコードの各ラインと逐次コンピ
ュータプログラムコードの各関数又はモジュールの実行に必要な時間との依存関係を判定
するため、関数又はモジュールのコールグラフ、時間測定、及び時間表を作成することに
よって、逐次コンピュータプログラムコードをプロファイリングするプロファイリング手
段と；逐次コンピュータプログラムコードを解析及びプロファイリングすることによって
得た情報により逐次コンピュータプログラムコードの並列処理可能性を判定する解析手段
と；並列処理可能性が判定されると、逐次コンピュータプログラムコードにＳＰＩを挿入
し、並列実行可能なコンピュータプログラムコードを得て、これを実行するために並列計
算環境にさらに出力するコード生成手段と；を含む。
【００１５】
　従って、本発明は、逐次コンピュータプログラムコード内の特定の関数又は部分の実行
を開始するために絶対最短待機時間（ＡＭＷＴ）を評価する反復プロセスを提供する。
【００１６】
　本発明では逐次コンピュータプログラムコード中の関数又はモジュールをそれらの呼び
出し時間より前に実行することができるため、典型的な逐次実行と比較して逐次コンピュ
ータプログラムコードの実行速度が増し、有利である。
【００１７】
　本明細書で開示するシステム及び装置は、様々な態様を達成する任意の手段で実行可能
である。添付の図面及び以下の詳細な記載から、その他の特徴が明らかとなろう。
【００１８】
　幾つかの実施形態を例として示すが、実施形態は添付の図面に限定されない。また図面
では、同じ要素については同じ参照番号を付して示している。
【００１９】
　添付の図面及び以下の詳細な記載から、実施形態のその他の特徴が明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の原理による自動並列処理システムを示すブロック図である。
【図２】逐次コンピュータプログラムコード中の関数又はモジュールの呼び出しを示す図
である。
【図３】本発明の図３の好適な実施形態による時間前実行論理を示すグラフである。
【図４】典型的なコンピュータプログラムにおける関数又はモジュールを説明するために
入力及び出力を有するチップを例示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　添付の図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。ただし、開示する実施形態は本
発明の単なる一例であり、本発明は様々な形態で実施できることを理解されたい。以下の
記載と図面は本発明を制限するものとらえるべきではなく、また特許請求の範囲の基礎と
して、そして本発明の構築及び／又は使用を当業者に教示するための基礎として、特定的
な詳細を複数示す。ただし、場合によっては、本発明の詳細を不必要に不明瞭にしないよ
うに、周知又は従来の技術に関する詳細については記載しない。
【００２２】
　本発明はコンピュータプログラムコードを並列処理する方法とシステムを示す。逐次コ
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ンピュータプログラムコードは、逐次実行用のソースコードの形態の関数又はモジュール
を複数含む。一実施形態では、アプリケーションを少なくとも一度実行することによりオ
フラインで逐次コンピュータプログラムを解析し、解析及びプロファイリングのプロセス
を通して並列可能なコードを判定する。さらに、コード又はその一部を事前に実行するた
めの特別目的命令（ＳＰＩ）を挿入することにより、逐次ソースコードを修正して新規コ
ードを生成することで、利用する並列処理ハードウェアを効率的に使用することができる
共に、アプリケーションの実行に必要な総時間が短くなる。「コンピュータプログラムコ
ード」、「ソースコード」、「コード」、「逐次コンピュータプログラムコード」といっ
た用語は、特定しない限り本明細書を通して同じ意味で用いることとする。任意の並列計
算システム及びコンピュータプログラムコードに本発明を適用できることは、当業者には
明らかであろう。
【００２３】
　図１は、本発明の原理による自動並列処理システムを示すブロック図である。詳細には
、自動並列処理システムは図１に示すように連結した構文解析手段、プロファイリング手
段、解析手段、及びコード生成手段を含む。
【００２４】
　別の実施形態では、構文解析手段は逐次コンピュータプログラムコードの構造を解析し
て、逐次コンピュータプログラムコードにおけるＳＰＩの挿入位置を識別する。プロファ
イリング手段は、関数又はモジュールのコールグラフ、時間測定、及び時間表を作成する
ことにより、逐次コンピュータプログラムコードを解析し、逐次コンピュータプログラム
コードの各ラインと逐次コンピュータプログラムコードの各関数の実行に必要な時間との
依存関係を判定する。さらに、解析手段は逐次コンピュータプログラムコードの解析とプ
ロファイリングによって得た情報から逐次コンピュータプログラムコードの並列処理可能
性を判定し、並列処理可能性が判定されると、コード生成手段が逐次コンピュータプログ
ラムコードにＳＰＩを挿入して並列コンピュータプログラムコードを得て、これを実行す
るために並列計算環境にさらに出力する。さらに、自動並列処理システムは並列計算環境
に関連したメモリを含み、構文解析手段とプロファイリング手段の得た情報をその後の検
索のために記憶する。
【００２５】
　並列計算環境は複数のプロセッサを含み、プロセッサとしては例えば近接配置及び／又
は遠隔配置されたマルチコアプロセッサ、対称型プロセッサ、非対称型プロセッサ等があ
るが、それらに限定されないことを理解されたい。
【００２６】
　動作上、逐次コンピュータプログラムコードの並列処理を行う方法は、自動並列処理シ
ステムに逐次コンピュータプログラムコードを入力することを含む。さらに、入力された
逐次コンピュータプログラムコードの構造を構文解析手段が解析し、機能性に影響を与え
ることなく逐次コンピュータコードに特定プログラム命令（ＳＰＩ）を挿入する位置を識
別する。同時に、プロファイリング手段が逐次コンピュータプログラムコードにおいて関
数又はモジュールのコールグラフ、時間測定、及び時間表を生成し、逐次コンピュータプ
ログラムコードの各ラインと逐次コンピュータプログラムコードの各関数を実行するのに
必要な時間との依存関係を判定する。
【００２７】
　さらに、解析手段は、図２で示すように逐次コンピュータプログラムコードにおける関
数又はモジュールを読み出すことにより、逐次コンピュータプログラムコードを解析及び
プロファイリングすることによって得た情報により逐次コンピュータプログラムコードの
並列可能性を判定する。並列可能性が判定されると、コード生成手段が逐次コンピュータ
プログラムコードにＳＰＩを挿入して並列コンピュータプログラムコードを得て、これを
実行するために並列計算環境に送る。
【００２８】
　一例示的な実施形態では、プロファイリングは逐次コンピュータプログラムコードにお
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けるデータ変数の実行又は定義と更新に必要な時間を判定するため、変数対時間の３Ｄコ
ールグラフをプロットすることを含む。このグラフをレンダリングするために、逐次コン
ピュータプログラムコードを少なくとも１回オフラインで実行し、変数の値を更新された
時間と関連づける。レンダリングする別のグラフは変数対ライン番号のグラフであるが、
これは逐次コンピュータプログラムコードのライン番号に基づいた変数の依存をチェック
するものである。さらに、解析段階は関数対時間のグラフを含むが、これは個々の関数に
かかる時間を表したものである。なお、この解析を通して並列処理の対象とする関数が判
定される。時間の大半を使う関数又はモジュールは並列処理に最も適している。さらに、
得た情報はその後の検索のために共有メモリ等の自動並列処理システムのメモリに記憶さ
れる。
【００２９】
　コールグラフを作成してＳＰＩを挿入する目的は、オリジナルの逐次コンピュータプロ
グラムコードの実行パターンによって実行を開始する実際の時間より前にコンピュータプ
ログラムコードを実行し始めるためである。別の好適な実施形態は、必要に応じて冗長コ
ンピュータプログラムコードを実行することを含む（例えばif-else文やスイッチケース
文があるが、それらに限定されない）。これらにより、データの依存関係及びデータ変数
の更新の統計データの記録の解析に基づいて、逐次実行時間（ＳＥＴ）より前に非逐次プ
ログラムコードを実行することになる。さらに、依存関係とタイミング情報を自動的に検
出して、並列実行に備えて並列処理できる可能性のあるコードに対するモジュールのタイ
ミングを識別し解析する。
【００３０】
　さらに、入力逐次コードをプロファイリングする間に判定するコールグラフは、全ての
関数又はモジュールが明確な「呼び出し順」に従ったものをグラフで示したものであるが
、そのシーケンスは、コンピュータプログラムコードに含まれるプログラム論理の部分と
、より早い関数又はモジュールの実行を介してデータ変数を更新する必要があるかどうか
に関する依存関係において判定される。このデータ変数の依存関係とプログラム論理のプ
ロセスフローを解析することにより、コールチャートを作成する。コールグラフは、対象
となる逐次コードを実行する実際のタイムスケールにおいて異なるモジュールを実行する
シーケンスをグラフで示す。コールチャートを判定する目的は、逐次コンピュータプログ
ラムコード内の個別のモジュールの実行を始めるのに必要な最短時間を判定することであ
る。さらに、修正コードを一旦生成すれば、並列計算環境での非逐次実行に動作上適応さ
せることができる。
【００３１】
　別の実施形態では、コンピュータプログラムコードの性質とデータ依存統計値を厳密に
評価することにより、コンピュータプログラムを実行するための絶対最短待機時間（ＡＭ
ＷＴ）を判定する。これには入力された逐次コンピュータソースコードを少なくとも一度
実行する必要があり、下流のコンピュータプログラムコードの実行を開始するのに必要な
時間の短縮量を識別する毎にデータプロファイリングを行う。時間測定を評価するこの方
法を反復して行うことで、下流のコンピュータプログラムコードを実行開始できる最短時
間が判定されることになる。
【００３２】
　別の実施形態では、特定のデータ変数の値がその後変わっていない逐次コンピュータプ
ログラムコード内の時間及びライン番号の重要な組合せを判定することは、下流の関数又
はモジュールの「事前」実行を判定する際に有益であり、これについて説明する。従って
、データ変数のそれぞれの臨界点における定常状態値はメモリに記憶され、下流のモジュ
ールが必要とする際にメモリから呼び出されることになる。これにより、逐次実行に対し
てコード化したモジュールを個別に実行するように論理を展開することができる。
【００３３】
　一例示的な実施形態では、対応する関数における真の無駄時間又は真の最も早い時間を
判定する反復プロセスが実行され得る。よって、本発明は個別の関数の真の無駄時間を判
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定する反復方法を記載する。実行に必要と識別した時間をコールグラフに重ねることによ
って、逐次コンピュータプログラムコードの各関数の無駄時間が判定される。
【００３４】
　例えば、図３に示すように入力チャネル及び出力チャネルを備えたチップと同義のコー
ド中の各関数又はモジュールについて検討する。同様に、それぞれの関数は入力引数と幾
つかの出力引数を有する。Ｘ１、Ｘ２、及びＸ３、並びにＫ１、Ｋ２、及びＫ３は関数に
入力される変数であり、関数の出力をｙ１、ｙ２、．．ｙｎとする。ｙｉは他の何らかの
関数に入力されるものであり、この関数と同様の方法で処理されることができる。関数の
使用するこれらの引数と変数を識別する。「学習モード」において、アプリケーションの
いくつかの実行中にこれらの変数を観測する。これらの観測によって、関数又はモジュー
ルコードの一部が時間前に実行される。同様の状況は大まかな並列処理の場合にも当ては
まるが、ここでアプリケーションのコールグラフについて考察する。各関数は何らかの他
の関数（１つ又は複数）を呼び出す。このグラフとプロファイリング情報から、別個のコ
アで独立した関数全体を時間前に、又は別個のコアで関数コードの一部を実行することが
できる。関係するステップは、データの依存関係に関するグラフの描画、コールグラフの
描画、データ依存関係グラフのコールグラフへの埋め込み、関数の呼び出し前に変数が定
常状態に到達してからの時間であるＴｉを見つけるプログラムの実行、そして所与の関数
に対する全てのＴｉの最小値を見つけること、である。
【００３５】
　Ｆ１を時間ｔ１の逐次処理において呼び出す。
Ｆ１は時間（ｔ－Ｔ1min）において実行することができる。
Ｆ２は逐次処理における時間ｔ１＝（ｔ＋Ｆ１がＦ２を呼び出すのに必要な時間）で呼び
出される。
しかし、Ｆ２は（ｔ１－Ｔ2min）＝ｔ２で実行することができる。
【００３６】
　Ｆ２は異なるプロセッサで実行できる。ｔ２に達すると、利用可能なプロセッサを見つ
けてＦ２を実行させる。なお、プロセッサの利用可能性を見つけるのはスケジューリング
手段である。
【００３７】
　このように、本発明は逐次コンピュータプログラムコードの最適な並列処理のために必
要なプロセッサの最適な数を判定する。かかる実行には、様々なプロセッサにおける各タ
スク又はその一部をスケジューリングすることが含まれ、費用及び時間の節約になる。
【００３８】
　実際のケースでは、コンピュータプログラムコードを並列実行するのにＮ個のプロセッ
サがない場合がある。例えば、プロセッサが４つしかない場合：
１番目はマスター＝プロセッサ番号０
２番目にＦ１を実行＝プロセッサ番号１
３番目にＦ２を実行=プロセッサ番号２
４番目にＦ３を実行＝プロセッサ番号３、である。
【００３９】
　別の関数Ｆ４を実行する状態にありながら、利用可能なプロセッサがない場合には、無
駄時間（Ｔdead）を計算する。各関数はそれ自身のインデックス（＝関数における並列処
理コードのインデックスセクションの番号）を有する。インデックスは、コールグラフに
おけるその関数の近傍にある各関数の実行時間にも依存する。
【００４０】
　例えば関数Ｆ１、Ｆ２、及びＦ３の実行にはそれぞれ、α1、α2、α3の時間がかかる
とする。Ｆ４を実行できる状態であるが、コア１、２、３はＦ１、Ｆ２、Ｆ３の実行でビ
ジー状態である。Ｆ４はＦ１、Ｆ２、Ｆ３それぞれにおけるα1、α2、α3の最短時間の
間、Ｆ４の実行に利用できるコアを得るために待機しなければならない。このαminが無
駄時間となる。
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【００４１】
　上の状況を解決する方法の１つは、Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４の実行にかかる専用の時間
を見つけて、最長の実行時間を見つけることである。Ｆ４の実行には（Ｆ１＋Ｆ２＋Ｆ３
）を実行する最長時間がかかる、又はＦ１／Ｆ２／Ｆ３の任意の組み合わせを同時に実行
しなければならないと仮定する。
【００４２】
　詳細な記載における説明をさらに詳細に述べるために、本発明を実行するアプリケーシ
ョンを説明することのみを目的とし、いくつかの例を述べることにする。当業者には、以
下に示す例は本発明の全てを網羅しているわけではなく、本発明の範囲を制限しないこと
を理解されたい。
【００４３】
　例１：逐次コード化によって事前に行うコードの実行
　データ依存関係に関してコードを解析すると、事前実行を開始できるライン番号を判定
し得る。以下のような構造を定義し得る：
Execute_on_priority_currentprocess_linestart_lineend_wait_linenumberEnd_nextproc
ess
【００４４】
　ここでライン番号１００が現在実行中であるが、１つのループであってライン１０１か
ら３４９に依存しないライン番号３５０から３８０までの実行を開始する必要がある、と
仮定する。
【００４５】
　上記の場合、
execute_on_priority_P2_350_380_wait_349_P1
と構築される。Ｐ１は現在のプロセスであり、ここから第２プロセスＰ２にジャンプする
（この場合にはＦＯＲループ）。
【００４６】
　例２：if-else文に対する並列処理方法
　if-else文を見つける場合にはいつでも、コードを解析して実際の実行前に変数の依存
関係を見つけるが、これはこのライン番号又は位置以降if-else文内で使用される変数が
更新されていないことを意味する。多くの場合、if及びelseブロック内で使用される変数
は、実際のif及びelseが始まるかなり前に最終更新された可能性がある。しかしif-else
の実際の実行を決める条件チェックは最新の変数で行われない。本発明では、if及びelse
両方を実行して、条件文が準備できていれば、if又はelseのいずれかの結果を、条件文の
結果に基づいて選択する。以下に示すコードセグメントでは、if-else依存関係はライン
番号５で終了するため、ライン番号６からのif及びelseの実行を開始することができる。
ライン番号７以降にのみif_condが見られるため、コアの１つでif部分（ライン９）の実
行を開始し、他のものでelse部分（ライン１１）の実行を開始する。メインコアはライン
６－７の実行を続ける。ライン７が実行され、if_condの値がわかれば、関連するコアか
らの結果が採用され、他の結果は破棄される。
【００４７】
1. module main start
2. variables if_var, else_var,a,b, if_cond
3. if_var = prime()
4. else_var_prime1()
5. comment: No dependency after this line
6. Factorial(a,b)
7. If_cond = mod3()
8. If(if_cond) then
9. comment: if_var used here
10. else
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11. comment: else_var used here
12. end if
13. module main end
【００４８】
　例３：スイッチケース文に対する並列処理方法
　同様の方法をスイッチケース分に対して使用できる。スイッチケース文の依存関係が終
了する位置において、異なるケースの実行を異なるコアに対してスケジューリングするこ
とができる。ケース文に対する条件変数がわかれば、関連する結果を保持することができ
るため、その他の結果は破棄すべきである。
【００４９】
　要約すると、if-else文、スイッチケース文等（ただしそれらに限定されない）の逐次
コンピュータプログラムコードにおける制御フロー文を並列処理する方法は、制御フロー
文におけるデータ変数を識別するステップと、制御フロー文内の前記データ変数が最後に
更新されたライン番号及び時間を識別するステップと、識別したライン番号を電子レポジ
トリに記憶するステップと、前記記憶したデータを用いてライン及び時間の依存関係を示
すグラフをプロットし、前記データ変数を更新するステップと、ライン及び時間の依存関
係の統計を使用して、関数全体又は関数の一部を識別して異なるプロセッサに送り、逐次
コンピュータプログラムコードの並列処理を行うステップと、プロセッサによる要求があ
った際に前記メモリから呼び出すために変数名又はアドレスを使用して、前記制御文の内
部並列処理を行うステップと、を含む。
【００５０】
　例４：ループに対する並列処理方法
　時間前にループを実行するために、メインコアが現行コードを実行している間に、別の
プロセッサコアでループの終了部分で使用される変数の依存関係をチェックし、ループ全
体を実行する。例えば、ループがライン番号１００において変数を使用し、その変数がラ
イン番号３０で最後に更新されたものであれば、ライン番号３１から先は事前にループを
実行することができる。よって、ライン番号３１から９９を１つのプロセッサで実行し、
それと同時にライン１００において始まるループを別のプロセッサで実行する。
【００５１】
　要約すれば、逐次コンピュータプログラムコードにおけるループを並列処理する方法は
、ループ文中のデータ変数を識別するステップと、文同士の依存関係をチェックするステ
ップと、逐次コンピュータプログラムコード内の前記データ変数が最後に更新されたライ
ン番号を識別するステップと、識別したライン番号をメモリに記憶するステップと、前記
記憶したデータを使用して、前記データ変数の更新に関するライン依存関係を示すグラフ
をプロットするステップと、前記ライン依存関係の統計を使用して、コードの特定のセグ
メントを識別して異なるプロセッサに送り、逐次コンピュータプログラムコードの並列処
理を行うステップと、を含む。
【００５２】
　例５：反復プロセス
　前掲の例のうちの一つで述べたモジュールＦ３について検討する。Ｔ3minは、変数の依
存関係がない間のＦ３の実行時間とする。モジュールＦ１及びモジュールＦ２がプロセッ
サ及び利用可能性に基づいてスケジューリングされるとＴ3minがＴ3min’に変わる。ここ
でＴ3min＜Ｔ3min’である。
【００５３】
　これで第２の反復とＴ1min’、Ｔ2min’、Ｔ3min’等を計算する必要が始まる。これは
Ｎ回反復され、全てのタイミングが無駄時間になると停止する。
【００５４】
　例６：プログラムコードを実証する擬似コード
　以下に示す擬似コードの例は、図４に示すようにマスクを使用したエッジ検出アルゴリ
ズムの一例のコードである。想定実行－事前実行の基礎を、以下の例で説明する。なお、
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以下の例は多数の変数を考慮したものではないため、例としては完全なものではない。
【００５５】
1. module main start
2. datastructs originalImage, edgeImage, filterImage
3. variables X, Y, I, J, sumX, nColors, p, q, vectorSize
4. variables fileSize, mask, row, col, origcols, origrows
5. variables coeffhighpass, coefflowpass, Filttype, sum
6. q='0'
7. mask =(-1,0,1,-2,0,2,-1,0,1)
8. bmpInput = fileopen(mode, “in“)
9. bmpOutput = fileopen(mode, “out“)
10. fileSize = getImagelnfo()
11. originalImage.cols = getImagelnfo()
12. originalImage.rows = getImagelnfo()
13. edgeImage.rows = originalImage.rows
14. edgeImage.cols = originalImage.cols
15. loop from row =0 to row <= originalImage.rows-1
16. loop from col =0 to col <= originalImage.cols -1
17. pchar = read each pixel from bmpInput
18. originalImage.data = pChar
19. emd loop
20. end loop
21. nColors = getImagelnfo()
22. vectorSize = fileSize -(14+40+4*nColors)
23. copyImagelnfo (bmpInput, bmpOutput)
24. loop from Y=0 to Y<= originalImage.rows-1
25. loop from X=0 to X<= originalImage.cols-1
26. sumX =0
27. loop from I=-l to I<=1
28. loop from J=-l to J<=1
29. sumX = sumX + originalImage.data +X+I+
30. (Y+J)*originalImage.cols))*mask[I+1][J+1]
31. end loop
32. end loop
33. if sumX >255 then
34. sumX =255
35. Filttype = low
36. endif
37. if sumX <0 then
38. sumX =0
39. Filttype = high
40. endif
41. edgeImage.data +X+Y*originalImage.cols = 255 - sumX
42. end loop
43. end loop
44. if (Filetpe = low) then
45. filterImage = ApplyHighPassFilter(originalImage)
46. Else
47. filterImage = ApplyLowPassFilter(originalImage)
48. endif
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49. loop from Y=0 to Y<=originalImage.rows-1
50. loop from X=0 to X<=originalImage.cols-1
51. resultImage.data = filterImage.data + EdgeImage.data
52. end loop
53. end loop
54. module main ends
55. function getImagelnfo start
56. variables        numberOfChars ,value, dummy, i
57. dummy ='0'
58. loop form i=l to i<= numberOfChars
59. value = read value from file
60. end loop
61. module getImagelnfo end
62. module copyImagelnfo
63. variables       numberOfChars ,value, dummy, i
64. dummy ='0'
65. loop from i=0 to i<=50
66. value = read value from file
67. bmpOutput = write 'value'
68. end loop
69. module copyImagelnfo end
70. module ApplyHighPassFilter
71. loop from ht =0 to row
72. loop form wd =0 to col
73. sum =0
74. loop from c =0 to coeffhighpass
75. sum = sum + coeffliighpass * originalImage.data
76. end loop
77. filterImage.data = sum
78. end loop
79. end loop
80. funciton ApplyHighPassFilter end
81. module ApplyLowPassFilter
82. loop from ht =0 to row
83. loop form wd =0 to col
84. sum =0
85. loop from c =0 to coefflowpass
86. sum = sum + coefflowpass * originalImage.data
87. end loop
88. filterImage.data = sum
89. end loop
90. end loop
91. funciton ApplyLowPassFilter end
【００５６】
　事前実行：
　変数‘Original Image rows’について検討すると、上記コードを解析することにより
、この変数はライン番号１２で更新されており、その後ライン番号１３、１５、２４、５
０で使用されている。ライン番号２４におけるループで使用される変数はいずれも、ライ
ン１３から２３までで更新された変数を使用しない。そのため、上記コードがライン１３
から２３を実行している間、ライン２４から３２におけるループを別のプロセッサで並列
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実行する。よって、ライン番号２５から３１におけるループの実行開始は、事前実行され
ることになる。
【００５７】
　本発明の代表的な例である前掲の特定の実施形態、実施例、及び図面を参照することで
、本発明をより容易に理解できる。ただし、それらは例示の目的で示したものであり、本
発明はその主旨及び範囲を逸脱することなく、特定的に示した形態とは別の形態で実行可
能であることは理解されよう。認識される通り、本発明は様々な他の実施形態が可能であ
り、そのいくつかの要素と関連する詳細は、すべて本発明の基本的な概念から逸脱するこ
となく、種々の変更が可能である。従って、本明細書の記載は本質的に例示であり、いず
れの形態にも限定されない。本明細書に記載したシステムと装置の変更及び変形は、当業
者には明らかであろう。それらの変更及び変形は、添付の特許請求の範囲に含まれること
を意図している。

【図１】

【図２】

【図３】
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