
JP 2008-33932 A 2008.2.14

10

(57)【要約】
【課題】ＮＵＭＡコンピュータシステムにおいてコード
を再コンパイルするための改良されたシステムおよび方
法を提供する。
【解決手段】コードバッファは複数のより小さなコード
バッファに区画され（１１０）、区画された各コードバ
ッファは、マルチノードＮＵＭＡコンピュータシステム
における１つのノードに割り当てられる（１２０）。エ
スケープしないメソッドのそれぞれに関連付けられてい
るスレッドセットが見つけられる（１３０）。スレッド
セットの中で、メソッドのそれぞれをエスケープしない
ものが存在するか判断する（１４０）。エスケープしな
いスレッドセットに関連付けられている生成コードは、
より小さなコードバッファに配置される（１５０）。こ
れ以外の生成コードは、オフラインプロファイルデータ
に基づいて複数のコードバッファに配置される（１６０
）。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノードを含むＮＵＭＡコンピュータシステムのコードバッファ内に存在する動的
生成コード（dynamically generated code）の非ローカルアクセスを削減するための方法
であって、
　前記コードバッファを複数のより小さなコードバッファに区画することと、
　前記複数のより小さなコードバッファのそれぞれを前記複数のノードの１つに割り当て
ることと、
　メソッドのコンパイル中にエスケープ解析を実行することと、
　前記エスケープ解析に基づいて、前記スレッドセットの中で、前記関連付けられている
メソッドをエスケープしないものが存在するか否か判断することと、
　存在する場合に、前記メソッドのそれぞれをエスケープしない前記スレッドセットに関
連付けられている前記生成コードを、前記複数のノードに割り当てられた、前記関連付け
られている区画された複数のより小さなコードバッファに配置することと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記スレッドセットの中で、前記関連付けられているメソッドをエスケープしないもの
が存在しない場合に、オフラインプロファイルデータに基づいて、前記メソッドのそれぞ
れをエスケープしない前記スレッドセットに関連付けられている前記生成コードを、前記
複数のより小さなコードバッファに配置すること
　をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記オンラインプロファイルデータに基づいて、スレッドセットに関連付けられている
新しい生成コードまたは再コンパイルされた生成コードを、前記複数のノードに割り当て
られた、関連付けられている複数のより小さなコードバッファに定期的に再割り当てする
こと
　をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記再コンパイルされた生成コードのコピーを前記関連付けられている複数のノードに
所定の回数定期的に配置する時に、前記関連付けられている複数のより小さなコードバッ
ファ内に存在する生成コードを無効にすること
　をさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記オンラインプロファイルデータに基づいて、前記関連付けられている複数のノード
に新しい生成コードを定期的に配置すること
　をさらに含む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　所定のイベント中に、前記定期的に配置するステップおよび前記無効にするステップを
繰り返すこと
　をさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　オフラインプロファイルデータに基づいて、前記複数のより小さなコードバッファのそ
れぞれのサイズを決定すること
　をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　物品であって、
　コンピューティングプラットフォームによって実行されると、複数のノードを含むＮＵ
ＭＡコンピュータシステムのコードバッファ内に存在する動的生成コードの非ローカルア
クセスを削減するための方法の実行をもたらす命令を有するストレージ媒体であって、
　　前記コードバッファを複数のより小さなコードバッファに区画することと、
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　　前記複数のより小さなコードバッファのそれぞれを前記複数のノードの１つに割り当
てることと、
　　メソッドのコンパイル中にエスケープ解析を実行することと、
　　前記エスケープ解析に基づいて、前記スレッドセットの中で、前記関連付けられてい
るメソッドをエスケープしないものが存在するか否か判断することと、
　　存在する場合に、前記メソッドのそれぞれをエスケープしない前記スレッドセットに
関連付けられている前記生成コードを、前記複数のノードに割り当てられた、前記関連付
けられている区画された複数のより小さなコードバッファに配置することと
　を含むストレージ媒体
　を備える物品。
【請求項９】
　前記スレッドセットの中で、前記関連付けられているメソッドをエスケープしないもの
が存在しない場合に、オフラインプロファイルデータに基づいて、前記メソッドのそれぞ
れをエスケープしない前記スレッドセットに関連付けられている前記生成コードを、前記
複数のより小さなコードバッファに配置すること
　をさらに含む請求項８に記載の物品。
【請求項１０】
　前記オンラインプロファイルデータに基づいて、スレッドセットに関連付けられている
新しい生成コードまたは再コンパイルされた生成コードを、前記複数のノードに割り当て
られた、関連付けられている複数のより小さなコードバッファに定期的に再割り当てする
こと
　をさらに含む請求項８に記載の物品。
【請求項１１】
　前記再コンパイルされた生成コードのコピーを前記関連付けられている複数のノードに
所定の回数定期的に配置するときに、前記関連付けられている複数のより小さなコードバ
ッファ内に存在する生成コードを無効にすること
　をさらに含む請求項１０に記載の物品。
【請求項１２】
　前記オンラインプロファイルデータに基づいて、前記関連付けられている複数のノード
に新しい生成コードを定期的に配置すること
　をさらに含む請求項１１に記載の物品。
【請求項１３】
　所定のイベント中に、前記定期的に配置するステップおよび前記無効にするステップを
繰り返すこと
　をさらに含む請求項１１に記載の物品。
【請求項１４】
　オフラインプロファイルデータに基づいて、前記複数のより小さなコードバッファのそ
れぞれのサイズを決定すること
　をさらに含む請求項８に記載の物品。
【請求項１５】
　コンピュータシステムであって、
　コンピュータネットワークであって、複数のネットワークエレメントを有し、該複数の
ネットワークエレメントは複数のネットワークインターフェースを有するコンピュータネ
ットワークと、
　ネットワークインターフェースと、
　前記ネットワークインターフェースを介して生成コードを受信する前記ネットワークイ
ンターフェースに接続される入力モジュールと、
　処理ユニットと、
　前記プロセッサに接続されるメモリであって、複数のノードを含むＮＵＭＡコンピュー
タシステムのコードバッファ内に存在する動的生成コードの非ローカルアクセスの削減に
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関連付けられているコードが記憶され、
　このコードは、
　　前記コードバッファを複数のより小さなコードバッファに区画することと、
　　前記複数のより小さなコードバッファのそれぞれを前記複数のノードの１つに割り当
てることと、
　　メソッドのコンパイル中にエスケープ解析を実行することと、
　　前記エスケープ解析に基づいて、前記スレッドセットの中で、前記関連付けられてい
るメソッドをエスケープしないものが存在するか否か判断することと、
　　存在する場合に、前記メソッドのそれぞれをエスケープしない前記スレッドセットに
関連付けられている前記生成コードを、前記複数のノードに割り当てられた、前記関連付
けられている区画された複数のより小さなコードバッファに配置することと
　を含む方法を前記プロセッサに実行させる
　前記メモリと
　を備えるコンピュータシステム。
【請求項１６】
　前記スレッドセットの中で、前記関連付けられているメソッドをエスケープしないもの
が存在しない場合に、オフラインプロファイルデータに基づいて、前記メソッドのそれぞ
れをエスケープしない前記スレッドセットに関連付けられている前記生成コードを、前記
複数のより小さなコードバッファに配置すること
　をさらに含む請求項１５に記載のコンピュータシステム。
【請求項１７】
　前記オンラインプロファイルデータに基づいて、スレッドセットに関連付けられている
新しい生成コードまたは再コンパイルされた生成コードを、前記複数のノードに割り当て
られた、関連付けられている複数のより小さなコードバッファに定期的に再割り当てする
こと
　をさらに含む請求項１５に記載のコンピュータシステム。
【請求項１８】
　前記再コンパイルされた生成コードのコピーを前記関連付けられている複数のノードに
所定の回数定期的に配置する時に、前記関連付けられている複数のより小さなコードバッ
ファ内に存在する生成コードを無効にすること
　をさらに含む請求項１７に記載のコンピュータシステム。
【請求項１９】
　前記オンラインプロファイルデータに基づいて、前記関連付けられている複数のノード
に新しい生成コードを定期的に配置すること
　をさらに含む請求項１８に記載のコンピュータシステム。
【請求項２０】
　所定のイベント中に、前記定期的に配置するステップおよび前記無効にするステップを
繰り返すこと
　をさらに含む請求項１８に記載のコンピュータシステム。
【請求項２１】
　オフラインプロファイルデータに基づいて、前記複数のより小さなコードバッファのそ
れぞれのサイズを決定すること
　をさらに含む請求項１５に記載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、コンピュータソフトウェアに関し、より詳細には、性能の改善
のためにコンピュータプログラムの部分を再アロケートすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　マルチプロセッサコンピュータシステムは、一般に、共通の共有メモリおよび周辺機器
を有する複数のプロセッサを備えるシステム、または、分散したメモリおよび周辺機器を
有する複数のプロセッサを備えるシステムの２つのカテゴリーに分類することができる。
　すべてのプロセッサが周辺デバイスおよびメモリに等しくアクセスできるように編成さ
れたシステムは、対称型マルチプロセシング（ＳＭＰ）システムとして知られている。
　ＳＭＰシステム内のプロセッサは、共通バスを介して共有メモリに相互に接続されてい
る。
　周辺デバイスを接続するのにバス階層が使用される場合がある。
【０００３】
　ＮＵＭＡコンピュータアーキテクチャでは、メモリアクセス待ち時間は、プロセッサお
よびメモリのロケーションに応じて異なることが許容されている。
　ＮＵＭＡコンピュータシステムのすべてのプロセッサは、システムメモリを共有し続け
るが、メモリにアクセスするのに必要な時間は、プロセッサおよびメモリのロケーション
に基づいて変化し、すなわち、一様ではない。
　ＵＭＡ　ＳＭＰ設計に類似した他の代替的なものを上回るＮＵＭＡ　ＳＭＰ設計の主な
利点は、スケーラビリティである。
　さらに、ＮＵＭＡ　ＳＭＰにおけるプログラミングは、従来のＳＭＰ共有メモリにおけ
るプログラミングと同程度に簡単である。
　その結果、ＮＵＭＡコンピュータシステムは、既存のＳＭＰアプリケーションを変更す
ることなく実行することができる。
【０００４】
　プロセッサおよびシステムメモリが２つまたは３つ以上のクラスタまたはローカリティ
ドメインに編成されているＮＵＭＡコンピュータシステムでは、各ローカリティドメイン
は、ローカルバスによってローカルメモリと通信する１つまたは２つ以上のプロセッサを
含むことができる。
　また、ローカリティドメインを相互接続するネットワークを形成するために、各ローカ
リティドメインは、そのローカリティドメインを通信チャネルによって他のローカリティ
ドメインと相互接続するためのブリッジも含む。
　このようなマルチノードマルチプロセッサコンピュータシステムでは、特定のプロセッ
サの性能は、そのプロセッサが、リモートのローカリティドメインからのメモリではなく
、それ自身のローカルなローカリティドメインからのメモリにアクセスする場合に、ロー
カルバスへのアクセスしか必要とされないので、常に最大となる。
【０００５】
　マルチノードマルチプロセッサコンピュータシステムにおけるすべてのローカリティド
メインの基礎となるアーキテクチャおよびメモリアクセスパターンを決定すること、並び
に、プログラムおよびデータをＮＵＭＡマシンに最適に配置する知識を利用することによ
って、大幅な性能利得がもたらされる可能性がある。
　システムファームウェアは、一般に、システムのリブート中にマルチプロセッサ環境内
に存在するすべてのプロセッサおよびメモリのトポロジー情報を収容している。
　このようなトポロジー情報は、ローカリティドメイン、すなわち、システムにおけるプ
ロセッサおよび関連メモリのグループを識別する。
　これによって、ローカリティドメインのプロセッサおよびメモリレンジの間の密結合が
可能になり、オペレーティングシステムは、このようなアフィニティ情報を使用して、シ
ステム性能を改善するメモリ資源のアロケーションおよびソフトウェアスレッドのスケジ
ューリングを決定することができる。
【０００６】
　現在の最適化技法は、このようなアフィニティ情報を使用して、ローカリティドメイン
をより良く使用し、メモリアクセス待ち時間を削減する。
　たとえば、ほとんどのオペレーティングシステムは、プロセスのすべてのスレッドが、
かなり少ない待ち時間を提供する共通メモリプールを共有できるように、ローカリティド
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メイン内のプロセス全体をロックする方法を提供する。
　プロセスがローカリティドメイン全体に及ぶ必要がある場合、現在の技法は、スレッド
がアクセスするローカリティドメインをローカルドメインメモリセグメントに分割するこ
とによって、異なるスレッドにより良いメモリアクセスを提供する。
　これらの技法はデータハンドリングを取り扱うが、命令ハンドリングを取り扱わない。
　加えて、現在の技法は、このようなアフィニティ情報を使用するＮＵＭＡコンピュータ
システムのローカリティドメインおよび／またはスレッドアフィニティに基づいてコード
バッファを区画しない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記背景からなされたものであって、ＮＵＭＡコンピュータシステムにおけ
るローカリティドメインおよびスレッドアフィニティに基づいてコードを再コンパイルす
るための改良されたシステムおよび方法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】
【０００８】
　本発明の主題の一態様によれば、実行可能コードのコードバッファを複数のローカリテ
ィドメインに分割することによって命令ローカリティを改善するための方法であって、コ
ードバッファを複数のより小さなコードバッファに区画するステップと、複数のより小さ
なコードバッファのそれぞれを複数のノードの１つに割り当てるステップと、メソッドの
コンパイル中にエスケープ解析を実行するステップと、エスケープ解析に基づいて、メソ
ッドに関連付けられているスレッドセットの中で、エスケープしないものが存在するか否
か判断するステップと、存在する場合に、メソッドに関連付けられているエスケープしな
いスレッドセットのそれぞれに関連付けられている生成コードを、複数のノードに割り当
てられた、区画されて関連付けられている複数のより小さなコードバッファに配置するス
テップとを含む方法が提供される。
【０００９】
　次に、添付図面を参照して本発明の実施の形態を単なる例として説明することにする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明のさまざまな実施形態の以下の詳細な説明では、その一部を成す添付図面が参照
される。
　添付図面には、例示として、本発明を実施することができる特定の実施形態が示されて
いる。
　これらの実施形態は、当業者が本発明を実施することを可能にするように十分詳細に説
明されているが、他の実施形態も利用できること、および、本発明の範囲から逸脱するこ
となく変更を行えることが理解されるべきである。
　したがって、以下の詳細な説明は、限定の意味に解釈されるべきではなく、本発明の範
囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ画定される。
【００１１】
　「スレッド」という用語は、プログラムの独立した実行パスを指す。
　たとえば、電子商取引のコンピュータアプリケーションの場合、各顧客の特定の電子商
取引のトランザクションが別個のスレッドでハンドリングされるように、異なる顧客に異
なるスレッドを割り当てることができる。
　以下の解説では、特定の数組の資源に割り当てられたエンティティを「スレッド」と呼
ぶことにする。
　しかしながら、他の専門用語を使用して、コンピュータシステムにおける一意の実行パ
スを定義するエンティティを説明できることが十分理解されよう。
　したがって、「スレッド」という用語は、コンピュータシステムにおける特定の実行パ
スを定義する、コンピュータにおけるあらゆるエンティティに対応するものと考えられる
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べきである。
【００１２】
　スレッドタイプは、本発明の主題の文脈内においては、実際には、スレッドのあらゆる
属性または他の際立った特徴を含むことができ、実行優先度、同じ仮想バッファ若しくは
仮想メモリまたは物理バッファ若しくは物理メモリへの割り当て、ユーザ識別情報、親論
理サブシステム（parent logical subsystem）、ジョブ、アプリケーション、タスクまた
はスレッド、同じメモリサブシステムへの割り当て、スレッドの起動時に実行される初期
プログラムの名前、スレッド権限（thread authority）、およびユーザプロファイルが含
まれるが、これらに限定されるものではない。
【００１３】
　また、「ローカリティドメイン」、「クラスタ」、および「セル」という用語は、本明
細書全体を通じて交換可能に使用される。
【００１４】
　本発明の技法は、区画された複数のより小さなコードバッファに基づいて、生成コード
内に存在するメソッドを分割する。
　本発明の技法は、さらに、分割されたメソッドおよび関連付けられているスレッドセッ
トを共に、これらの区画された複数のより小さなコードバッファにグループ化する。
　さらに、本発明の技法は、グループ化されたメソッドおよびスレッドを、割り当てられ
たノードに関連付ける。
　基本的には、各メソッドは、関連付けられている区画された複数のより小さなコードバ
ッファの１つに配置され、グループ化されたスレッドは、関連付けられている複数のノー
ドの１つで実行される。
　加えて、本発明の技法は、オンラインプロファイルデータを使用して、新しいメソッド
のコンパイルまたは既存のメソッドの再コンパイルから生成されたコードを、非ローカル
アクセスが最小にされるように配置する。
【００１５】
　図１は、複数のノードを有するＮＵＭＡコンピュータシステムのコードバッファ内に存
在する動的生成コードの非ローカルアクセスの削減を再コンパイルする一例の方法１００
を示している。
　動的生成コードは、ＪＡＶＡ（登録商標）メソッド用のものとすることができる。
　動的生成コードは、より小さなスニペットで生成され、そのアクセスパターンは、ラン
タイム環境によって決定することができる。
　たとえば、マルチスレッドプログラムでは、異なるスレッドは、異なる作業を行ってい
る場合があり、異なるＪＡＶＡメソッドと共に動作している可能性がある。
　また、たとえば、ＮＵＭＡコンピュータシステムに４つのセルが存在する場合、コード
バッファは、４つの関連部分（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、およびＣ４）に分割することができる
。
　ステップ１１０において、この一例の方法１００は、コードバッファを複数のより小さ
なコードバッファに区画することにより開始する。
　いくつかの実施形態では、ｍｍａｐｓ等の一般に知られている技法が使用されて、コー
ドバッファが区画される。
　本発明の実行例では、４つのより小さなバッファが、それらのバッファに関連付けられ
ている４つの異なるセルに割り当てられる、すなわち、対応するＣＬＭ（セルローカルメ
モリ）に配置される。
【００１６】
　ステップ１２０において、複数のより小さなコードバッファのそれぞれは、マルチノー
ドＮＵＭＡコンピュータシステムにおける関連付けられている１つのノードに割り当てら
れる。
　いくつかの実施形態では、複数のより小さなコードバッファのそれぞれのサイズは、オ
フラインプロファイルデータに基づいて決定される。
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　たとえば、通常のアプリケーションの実行について、セルＣ１にコードバッファの約４
０％が必要とされ、Ｃ２、Ｃ３、およびＣ４にそれぞれ２０％が必要とされる場合、コー
ドバッファを対応するサイズに分割でき、これらのより小さなバッファをこれらの対応す
るセルに関連付けることができる。
【００１７】
　ステップ１３０において、エスケープ解析が、生成コードのメソッドのコンパイル中に
実行されて、エスケープしないメソッドのそれぞれに関連付けられているスレッドセット
が見つけられる。
　エスケープ解析は、データの寿命がそのデータの静的スコープを超える場合があるか否
かを判断する静的解析である。
　また、エスケープ解析は、スタックにオブジェクトをアロケートできるか否かも判断す
ることができる。
　さらに、この技法は、オブジェクトに対する同期オペレーションを取り除くことができ
るように、そのオブジェクトが、その寿命中に単一のスレッドによってのみアクセスされ
るか否かを判断することを容易にする。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、メソッドは、ＪＡＶＡの関数および／またはプロシージャを
指す。
　エスケープ解析情報は、既知の従来の技法を使用してコンパイラが収集することができ
る。
　エスケープ解析情報は、どのオブジェクトをヒープの代わりにスタックにアロケートで
きるか、どの命令セットがスレッドをエスケープしないか等の情報を提供する。
　この情報は、各メソッドが非エスケープスレッドセットに分類されるように、ホットメ
ソッドセットおよびスレッドセットを分割するのに使用することができる。
　たとえば、エスケープ解析は、メソッドＭがスレッドセットＴ１およびＴ２をエスケー
プしないことを伝える場合がある。
　その場合、Ｍのコンパイルから生成されたコードを、関連付けられているセルにのみ配
置することができ、スレッドＴ１およびＴ２は、このセルに結合される（または、このセ
ルにおいて、スレッドＴ１およびＴ２が実行される）。
【００１９】
　ステップ１４０において、方法１００は、スレッドセットの中で、メソッドのそれぞれ
をエスケープしないものが存在するか否か判断する。
　ステップ１４０の判断に基づいて、メソッドのそれぞれをエスケープしないスレッドセ
ットが存在する場合には、方法１００はステップ１５０に進む。
　ステップ１５０において、メソッドのそれぞれをエスケープしないスレッドセットに関
連付けられている生成コードは、複数のノードに割り当てられた、関連付けられている区
画された複数のより小さなコードバッファに配置される。
【００２０】
　ステップ１４０の判断に基づいて、メソッドのそれぞれをエスケープしないスレッドセ
ットが存在しない場合には、方法１００はステップ１６０に進む。
　ステップ１６０において、メソッドのそれぞれをエスケープしないスレッドセットに関
連付けられている生成コードは、オフラインプロファイルデータに基づいて複数のコード
バッファに配置される。
　たとえば、メソッドＭがエスケープしないスレッドセットを見つけることができない場
合、次のように、メソッドＭ用にコンパイルされたコードをそれらのセルＣ１、Ｃ２、Ｃ
３、およびＣ４のＣＬＭに配置することができる。
　すなわち、オフラインプロファイルデータから、特定のスレッドＴ１、Ｔ２、…Ｔｉが
特定のメソッドセットＭ１、Ｍ２、…Ｍｉに頻繁にアクセスできると判断できる場合、そ
のメソッドセットＭ１、Ｍ２、…Ｍｉ用にコンパイルされたコードをセルＣｉに配置する
ことにより、スレッドセットＴ１、Ｔ２、…Ｔｉを関連付けられているセルＣｉに結合す
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ることができる。
【００２１】
　一般に、オフラインプロファイルデータは、メソッドごとの情報を含む。
　この情報は、そのメソッドのインタープリタモードで実行された起動の回数、そのメソ
ッドのコンパイルモードで実行された起動の回数、そのメソッドの起動の総数、そのメソ
ッドのインタープリタモードでの１つの起動に要する平均時間、そのメソッドのコンパイ
ルされたコードの１つの起動に要する平均時間、そのメソッドがコンパイル要求リストへ
送信される時の起動カウント、メソッドサイズ（そのメソッドの命令のコスト解析から見
積もられる）、コンパイル時間等のようなものである。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、スレッドセットに関連付けられている新しいメソッドまたは
再コンパイルされたメソッドは、オンラインプロファイルデータに基づいて、関連付けら
れている複数のより小さなコードバッファに定期的に再割り当てされる。
　このオンラインプロファイル情報は、コードキャッシュアクセス中にリモートメモリミ
スの難点がある命令を見つけるのに使用される。
　この情報によって、スレッドを実行するようにスケジューリングされている関連付けら
れているローカリティドメインに命令がマッピングされるように、各命令のコードキャッ
シュをアロケートすることが助けられる。
　また、これらの実施形態では、この情報は、プログラマの使用を支援できるように報告
される。
　たとえば、スレッドを関連付けられているローカリティドメインに結合するｐｓｅｔコ
ールが報告される。
　また、プロファイル情報は、プログラムの異なる実行パスがトラバースされる頻度につ
いてのデータであって、命令をパッケージできる順序の決定を容易にできる頻度について
のデータも含むことができる。
　プロシージャを通じて「ホットコード」を発見することにより、命令を、それらの命令
のトレースに連続的にパックして、キャッシュラインにすることができる。
　この結果、キャッシュの利用率を大きくすることができ、キャッシュミスを少なくする
ことができる。
　このように、プロファイル情報を使用して、セット関連（set-associate）キャッシュ
ミスにおける競合性ミスを削減することができる。
　加えて、プロファイル情報は、実行頻度の低いトレースをメインのプロシージャ本体か
ら分離してさらに効率を良くすることを支援することができる。
【００２３】
　一般に、ホットコードは、インタープリテーションモードで実行される。
　インタープリタは、実行されると、どのコードセクションが頻繁に実行されているかを
示すオンラインプロファイルデータを収集する。
　これらのコードセクションは、「ホット」コードとして指定され、コンパイルモードで
マシンコードにコンパイルされる。
　このように、頻繁に実行されるコードのみがコンパイルされる。
　コードセクションの起動回数が静的なホット性しきい値（hotness threshold）を超え
ていると判断される場合、そのコードセクションはコンパイルされる。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、割り当てられた複数のより小さなコードバッファ内に存在す
る生成コードは、再コンパイルされた生成コードのコピーを、関連付けられている複数の
ノードに所定の回数定期的に配置する時に無効にされる。
　これらの実施形態では、再コンパイルされた生成コードのコピーを配置する所定の回数
は、経験的な手法に基づいて決定される。
　いくつかの実施形態では、新しい生成コードは、オンラインプロファイルデータに基づ
いて、関連付けられている複数のノードに定期的に配置される。
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【００２５】
　いくつかの実施形態では、割り当てられた複数のより小さなコードバッファ内に存在す
る生成コードを定期的に無効にするステップ、および、再コンパイルされた生成コードの
コピーを配置するステップは、ガベージコレクションイベント等の所定のイベント中に繰
り返される。
【００２６】
　フローチャート１００は、この例示の実施形態では直列に配列されたステップ１１０～
１４０を含むが、本発明の主題の他の実施形態は、２つまたは３つ以上の仮想マシンまた
はサブプロセッサとして編成された複数のプロセッサまたは単一のプロセッサを使用して
、２つまたは３つ以上のステップを並列に実行することができる。
　その上、さらに他の実施形態は、２つまたは３つ以上の特定の相互接続されたハードウ
ェアモジュールであって、関係した制御信号およびデータ信号がそれらのモジュール間で
、それらのモジュールを通って通信されるハードウェアモジュールとしてステップを実施
することもできるし、特定用途向け集積回路の部分としてステップを実施することもでき
る。
　このように、例示のプロセスフロー図は、ソフトウェア、ファームウェア、および／ま
たはハードウェアの実施態様に適用可能である。
【００２７】
　本発明の実施形態は、非分散環境の状況で説明されているが、分散環境でも同様に非常
に良好に実施することができる。
【００２８】
　本発明の主題のさまざまな実施形態は、ソフトウェアで実施することができる。
　このソフトウェアは、図２（後述）に示す環境で実行することもできるし、他のあらゆ
る適したコンピューティング環境で実行することもできる。
　本発明の主題の実施形態は、多数の汎用コンピューティング環境または専用コンピュー
ティング環境で動作可能である。
　いくつかのコンピューティング環境には、コンピュータ可読媒体に記憶されたコードを
実行するパーソナルコンピュータ、汎用コンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘル
ドデバイス（すべてのタイプの電話および個人情報端末（ＰＤＡ）が含まれるが、これら
に限定されない）、ラップトップデバイス、マルチプロセッサ、マイクロプロセッサ、セ
ットトップボックス、プログラマブル家庭用電化製品、ネットワークコンピュータ、ミニ
コンピュータ、メインフレームコンピュータ、分散コンピューティング環境等が含まれる
。
　本発明の主題の実施形態は、コンピュータによって実行されるプログラムモジュール等
のマシン実行可能命令として部分的または全体的に実施することができる。
　一般に、プログラムモジュールには、特定のタスクを実行するかまたは特定の抽象デー
タタイプを実施するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造
体等が含まれる。
　分散コンピューティング環境では、プログラムモジュールは、ローカルストレージデバ
イスまたはリモートストレージデバイスに配置することができる。
【００２９】
　図２は、本発明の主題の実施形態を実施するのに適したコンピューティングシステム環
境の一例を示している。
　図２および以下の解説は、本明細書に含まれる発明概念の特定の実施形態を実施できる
、適したコンピューティング環境の簡潔な一般的説明を提供することを目的としている。
【００３０】
　コンピュータ２１０の形の一般的なコンピューティングデバイスは、プロセッサ２０２
、メモリ２０４、着脱可能ストレージ２０１、および着脱不能ストレージ２１４を含むこ
とができる。
　コンピュータ２１０は、加えて、バス２０５およびネットワークインターフェース２１
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２も含む。
【００３１】
　コンピュータ２１０は、１つまたは２つ以上のユーザ入力モジュール２１６と、１つま
たは２つ以上の出力モジュール２１８と、ネットワークインターフェースカードまたはＵ
ＳＢ接続等の１つまたは２つ以上の通信接続２２０とを含むコンピューティング環境を含
むこともできるし、該コンピューティング環境にアクセスすることもできる。
　１つまたは２つ以上の出力デバイス２１８は、コンピュータのディスプレイデバイス、
コンピュータモニタ、ＴＶスクリーン、プラズマディスプレイ、ＬＣＤディスプレイ、デ
ジタイザのディスプレイ、電子タブレットのディスプレイ等とすることができる。
　コンピュータ２１０は、通信接続２２０を使用して１つまたは２つ以上のリモートコン
ピュータに接続するネットワーク接続環境で動作することができる。
　リモートコンピュータには、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワーク
ＰＣ、ピアデバイスまたは他のネットワークノード等が含まれ得る。
　通信接続には、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（
ＷＡＮ）、および／または他のネットワークが含まれ得る。
【００３２】
　メモリ２０４は、揮発性メモリ２０６および不揮発性メモリ２０８を含むことができる
。
　揮発性メモリ２０６および不揮発性メモリ２０８等のコンピュータ２１０のメモリ素子
、着脱可能ストレージ２０１、並びに着脱不能ストレージ２１４にさまざまなコンピュー
タ可読媒体を記憶することができ、コンピュータ２１０のメモリ素子、着脱可能ストレー
ジ２０１、および着脱不能ストレージ２１４からさまざまなコンピュータ可読媒体にアク
セスすることができる。
　コンピュータメモリ素子には、データおよびマシン可読命令を記憶するためのあらゆる
適したメモリデバイス（複数可）を含めることができる。
　このあらゆる適したメモリデバイス（複数可）は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲ
ＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、ハードド
ライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、ディスケッ
ト、磁気テープカートリッジ、メモリカード、Ｍｅｍｏｒｙ　Ｓｔｉｃｋ（商標）等をハ
ンドリングするための着脱可能媒体ドライブ；ケミカルストレージ；バイオロジカルスト
レージ；および他のタイプのデータストレージ等である。
【００３３】
　「プロセッサ」または「処理ユニット」は、本明細書で使用されるように、あらゆるタ
イプの計算回路を意味し、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、複合命令セット
コンピューティング（ＣＩＳＣ）マイクロプロセッサ、縮小命令セットコンピューティン
グ（ＲＩＳＣ）マイクロプロセッサ、超長命令語（ＶＬＩＷ）マイクロプロセッサ、明示
的並列命令コンピューティング（ＥＰＩＣ）マイクロプロセッサ、グラフィックスプロセ
ッサ、デジタル信号プロセッサ、または他のあらゆるタイプのプロセッサ若しくは処理回
路等であるが、これらに限定されるものではない。
　この用語は、汎用ロジックデバイス若しくは汎用ロジックアレイまたはプログラマブル
ロジックデバイス若しくはプログラマブルロジックアレイ、特定用途向け集積回路、シン
グルチップコンピュータ、スマートカード等の組み込みコントローラも含む。
【００３４】
　本発明の主題の実施形態は、タスクを実行するか、または、抽象データタイプ若しくは
低レベルハードウェアコンテキストを定義するためのプログラムモジュールと共に実施す
ることができる。
　プログラムモジュールには、関数、プロシージャ、データ構造体、アプリケーションプ
ログラム等が含まれる。
【００３５】
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　上述したストレージ媒体のいずれかに記憶されたマシン可読命令は、コンピュータ２１
０の処理ユニット２０２によって実行可能である。
　たとえば、プログラムモジュール２２５は、複数のノードを含むＮＵＭＡコンピュータ
システムのコードバッファ内に存在する動的生成コードの非ローカルアクセスを削減でき
るマシン可読命令を含むことができ、それによって、本発明の主題の教示および本明細書
で説明した実施形態に従って性能を改善する。
　一実施形態では、プログラムモジュール２２５は、ＣＤ－ＲＯＭに含めることができ、
ＣＤ－ＲＯＭから不揮発性メモリ２０８のハードドライブへロードすることができる。
　マシン可読命令は、本発明の主題のさまざまな実施形態に従ってコンピュータ２１０に
符号化を行わせる。
【００３６】
　性能を改善するように実行可能コードを再コンパイルするためのコンピュータシステム
２００のオペレーションを図１に関してより詳細に説明する。
　上述した技法は、コンパイラから得られたエスケープ解析情報を使用して、ＮＵＭＡコ
ンピュータシステム等のセルベースのシステムの実行可能コードバッファをセグメント化
する。
　上記の技法は、高いスレッドアフィニティを有するプロセスについて、ローカリティ単
位の永続的なコードキャッシュ方式を提案する。
　さらに、上記の技法は、共有されたコードキャッシュの同期オーバーヘッドを削減する
（すなわち、高速ＪＡＶＡ仮想マシン（ＪＶＭ）の複数のコンパイラスレッドでは、各ス
レッドが単独でコードを実行するのとは対照的に、ＪＩＴ（ジャストインタイムコンパイ
ラ）におけるような変換を行うことを削減することができる）。
　ＪＩＴコンパイラは、すべてのバイトコードを実行前にマシンコードに変換するが、或
るコードパスがまさに実行されようとしていることを知っている時にのみそのコードパス
をコンパイルする。
【００３７】
　上述したプロセスは、セルローカルメモリを含む動的最適化システムだけでなくブレー
ドサーバについてもリモートメモリコードバッファミスを削減することによって性能を改
善する。
　さらに、上記の技法は、コンパイラから得られたエスケープ解析情報を使用して、セル
ローカルメモリ（ＣＬＭ）ベースのシステムのコードバッファをセグメント化する。
【００３８】
　図１および図２に示す上記の例示的な実施形態は、ＪＶＭおよびＮＵＭＡコンピュータ
システムに関して説明されているが、上述した技法は、ＪＶＭおよびＮＵＭＡコンピュー
タシステムのみに限定されるものではなく、あらゆるコンピュータシステムのあらゆる実
行可能コード内に使用されて、リモートメモリコードバッファミスを削減し、性能を改善
することができる。
【００３９】
　上記の技法は、プロセッサが、上記の技法の一態様を構成するコンピュータプログラム
の形で命令の提供を受ける場合に、当該プロセッサにより制御される装置を使用して実施
することができる。
　このようなコンピュータプログラムは、コンピュータ可読命令としてストレージ媒体に
記憶することができ、その結果、そのストレージ媒体は、本発明の主題のさらに別の一態
様を構成する。
【００４０】
　上記の説明は、限定的なものではなく例示として意図されている。
　他の多くの実施形態が当業者には明らかとなろう。
　したがって、本発明の主題の範囲は、添付の特許請求の範囲が資格を有する均等物の全
範囲と共に、添付の特許請求の範囲によって決定されるべきである。
【００４１】
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　本明細書で示したように、本発明の主題は、さまざまな方法、回路、Ｉ／Ｏデバイス、
システム、および関連付けられている命令を有するマシンアクセス可能媒体を備える物品
を含めて、多数の異なる実施形態で実施することができる。
【００４２】
　他の実施形態は、当業者に容易に明らかとなろう。
　要素、アルゴリズム、およびオペレーションシーケンスはすべて、特定の要件に適する
ように変更することができる。
　図１に示す方法に関して上述したオペレーションは、本明細書で図示して説明した順序
とは異なる順序で実行することができる。
【００４３】
　図１および図２は、単なる表現であって、一律の縮尺で描かれていない。
　その特定の部分を誇張されている場合がある一方、それ以外の部分が最小にされている
場合がある。
　図１および図２は、当業者が理解でき、適切に実行できる主題のさまざまな実施形態を
示している。
【００４４】
　本発明の実施形態の上記の詳細な説明では、さまざまな特徴が、本開示を簡素化する目
的で単一の実施形態に共にグループ化されている。
　本開示の方法は、本発明の特許を請求する実施形態が、各請求項で明示的に列挙された
特徴よりも多くの特徴を必要とするという意図を反映しているとして解釈されるべきでは
ない。
　逆に、添付の特許請求の範囲が反映するように、独創的な発明は、開示した単一の実施
形態のすべての特徴よりも少ない特徴に存する。
　このように、添付の特許請求の範囲は、これによって、本発明の実施形態の詳細な説明
に援用され、各請求項は、それ自体で別個の好ましい実施形態として成立している。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の主題の一実施形態による、実行可能コードを再コンパイルして性能を改
善するための一方法を示すフローチャートである。
【図２】図１に示す本発明の主題の実施形態を実施するのに使用される通常のコンピュー
タシステムのブロック図である。
【符号の説明】
【００４６】
２０１・・・着脱可能ストレージ，
２０２・・・処理ユニット，
２０５・・・バス，
２０６・・・揮発性メモリ，
２０８・・・不揮発性メモリ，
２１２・・・ネットワークインターフェース，
２１４・・・着脱不能ストレージ，
２１６・・・ユーザ入力デバイス，
２１８・・・出力デバイス，
２２５・・・プログラム，
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