
JP 4043528 B2 2008.2.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータシステムにおけるガーベッジコレクションに用いられる、特定のメモリオブ
ジェクトの再配置時にメモリオブジェクトインスタンスの整合性を維持し、かつその特定
のメモリオブジェクトに対するアクセスを発生する他の処理の休止時間を有界とするよう
に前記特定のメモリオブジェクトの再配置を行う装置であって、該装置は、メモリストレ
ージであって、そこに形成されたオブジェクトを、その各FromSpace（４２０）インスタ
ンスから各ToSpace（４３０）インスタンスへ再配置可能なメモリストレージ（６３０）
を備え、該装置は、
前記オブジェクトのなかに再配置操作が完了していないオブジェクトがあれば、そのよう
なオブジェクトのなかの特定の一つのオブジェクトの特定のインスタンスを識別するべく
更新可能な部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアであって、前記特定のインス
タンスがFromSpaceインスタンス及びToSpaceインスタンスの何れか一方である、該部分的
に再配置されたオブジェクト識別子ストア（１４４，４１０）と、
前記特定のインスタンスへのストア指向メモリアクセスに対する書き込みバリア（１２４
１，１３４１，１４４１，１５４０）と、
前記特定のインスタンスへのロード指向メモリアクセスに対する読み込みバリア（１２４
２，１３４２，１４４２，１５４０）とを有することを特徴とし、
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアは、前記部分的に再配置されたオブジェクト
識別子ストアのコンテンツと、前記ストア指向メモリアクセス及び前記ロード指向メモリ
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アクセスのそれぞれに対するオブジェクト識別子との対応に応答しており、前記書き込み
バリアと前記読み込みバリアの範囲は、あれば、前記部分的に再配置されたオブジェクト
識別子ストアによって識別された前記特定のインスタンスに対応することを特徴とする装
置。
【請求項２】
前記特定のインスタンスが、FromSpaceインスタンスであることを特徴とし、
前記再配置操作が、コピー段階、及びそれに続くポインタ更新段階を有することを特徴と
し、
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子が、FromSpaceインスタンス識別子を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記特定のインスタンスが、ToSpaceインスタンスであることを特徴とし、
前記再配置操作が、ポインタ更新段階、及びそれに続くコピー段階を有することを特徴と
し、
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子が、ToSpaceインスタンス識別子を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記再配置操作が、一時的に重複するインクリメンタルコピー操作とインクリメンタルポ
インタ更新操作とを含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記書き込みバリアが、前記特定のインスタンスのコピー済み部分を目標とする第１の前
記ストア指向メモリアクセスを前記ToSpaceインスタンスへ方向付け、かつ前記特定のイ
ンスタンスのコピーされていない部分を目標とする第２の前記ストア指向メモリアクセス
を前記FromSpaceインスタンスへ方向付けることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
前記書き込みバリアが、前記第１のストア指向メモリアクセスを前記FromSpaceインスタ
ンスへも方向付けることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
前記読み込みバリアが、前記特定のインスタンスのコピー済み部分を目標とする第１の前
記ロード指向メモリアクセスを前記ToSpaceインスタンスへ方向付け、かつ前記特定のイ
ンスタンスのコピーされていない部分を目標とする第２の前記ロード指向メモリアクセス
を前記FromSpaceインスタンスへ方向付けることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記読み込みバリアが、前記再配置操作のコピー段階の完了後に発生する第３のロード指
向メモリアクセスを、前記ToSpaceインスタンスへ方向付けることを特徴とする請求項７
に記載の装置。
【請求項９】
前記書き込みバリアの動作により、前記特定のオブジェクトの、その前記FromSpaceイン
スタンスから前記ToSpaceインスタンスへのインクリメンタルコピーが可能となることを
特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアの動作により、前記特定のオブジェクトの、
その前記FromSpaceインスタンスからToSpaceインスタンスへのインクリメンタルコピーが
可能となることを特徴とし、
前記FromSpaceインスタンス及び前記ToSpaceインスタンスが、前記メモリストレージにお
いて重複していることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
前記FromSpaceインスタンス及び前記ToSpaceインスタンスが、前記メモリストレージにお
いて重複していることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
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前記読み込みバリアの動作により、前記特定のオブジェクトに対するポインタ群のインク
リメンタル更新が可能となることを特徴とし、
前記インクリメンタル更新が、FromSpaceインスタンスを参照する状態からToSpaceインス
タンスを参照する状態へのインクリメンタル更新であることを特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項１３】
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアが、書き込み及び読み込みバリアロジック及
び部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラを含み、前記書き込み及び読み込
みバリアロジックが、それぞれ前記ストア指向メモリアクセス及び前記ロード指向メモリ
アクセスのオブジェクト識別子と、前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア
のコンテンツとの間の対応に応答することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアが、FromSpace及びToSpaceインスタ
ンス識別子を含み、かつ、
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアが、前記FromSpace及び前記ToSpaceインスタ
ンス識別子に結合した書き込み及び読み込みバリアロジックを含み、前記書き込み及び前
記読み込みバリアロジックが、それぞれ前記ストア指向メモリアクセス及び前記ロード指
向メモリアクセスのオブジェクト識別子と、前記FromSpaceインスタンス及び前記ToSpace
インスタンス識別子の一方のコンテンツとの間の対応に応答することを特徴とする請求項
１に記載の装置。
【請求項１５】
前記書き込み及び読み込みバリアが、書き込み及び読み込みバリアロジックを含み、
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアが、FromSpaceインスタンス識別子
及び部分的コピー位置表示子を含み、
前記特定のオブジェクトのコピー済みの部分への第１ストア指向アクセスに対しては、前
記書き込みバリアが、ストアデータを、少なくとも前記ToSpaceインスタンスに向け、
前記特定のオブジェクトのコピーされていない部分への第２のストア指向アクセスに対し
ては、前記書き込みバリアが、ストアデータを、少なくとも前記FromSpaceインスタンス
に向けることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
前記第１のストア指向アクセスに対しては、前記書き込みバリアが、ストアデータを、前
記FromSpaceインスタンスにも向け、
前記読み込みバリアが、前記再配置操作のコピー段階の完了後に発生する第３のロード指
向メモリアクセスを、前記ToSpaceインスタンスに向けることを特徴とする請求項１５に
記載の装置。
【請求項１７】
前記読み込みバリアが、前記特定のオブジェクトのコピー済みの部分への第１のロード指
向メモリアクセスを、前記ToSpaceインスタンスに向け、
前記読み込みバリアが、前記特定のオブジェクトのコピーされていない部分への第２のロ
ード指向メモリアクセスを、前記FromSpaceインスタンスに向けることを特徴とする請求
項１５に記載の装置。
【請求項１８】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアと前記書き込みバリアと前記読み込
みバリアとを含むプロセッサ上で実行可能な第１命令群を含むガーベッジコレクションプ
ロセスであって、前記第１命令群が、前記特定のオブジェクトの部分を、前記FromSpace
インスタンスから前記ToSpaceインスタンスへインクリメンタルコピーするためのもので
ある、該ガーベッジコレクションプロセスと、
前記ロード指向メモリアクセス及び前記ストア指向メモリアクセスを行うための、前記プ
ロセッサ上で実行可能な第２命令群を含むミューテータプロセスとをさらに含むことを特
徴とする請求項１に記載の装置。
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【請求項１９】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアが、前記特定のオブジェクトのコピ
ー済み部分とコピーされていない部分との間の境界を表示する部分的コピー位置表示子部
分を有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
前記再配置操作が、前記メモリストレージのガーベッジコレクションをなされた部分のFr
omSpace部分からToSpace部分への前記特定のオブジェクトのインクリメンタルコピー操作
と、前記特定のオブジェクトに対するポインタ群のインクリメンタル更新操作を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
前記FromSpaceと前記ToSpaceとが重複していることを特徴とし、
前記再配置操作が、前記特定のオブジェクトをインクリメンタルコピーを行ない、前記メ
モリストレージにおける複数の前記オブジェクトを短縮することを含むことを特徴とする
請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアが、対応するインクリメンタルコピ
ーを伴うガーベッジコレクションプロセスによって更新されることを特徴とする請求項１
に記載の装置。
【請求項２３】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア、前記書き込みバリア、及び前記読
み込みバリアを実現するプロセッサと、
前記プロセッサが読出し可能な媒体にコード化され、前記プロセッサによる実行が可能な
ミューテータプロセス命令群であって、前記ミューテータプロセス命令群が、前記ストア
指向メモリアクセス及び前記ロード指向メモリアクセスに対応する命令を有する、該ミュ
ーテータプロセス命令群と、
前記プロセッサが読出し可能な媒体にコード化され、前記プロセッサによる実行が可能な
リロケータプロセス命令群であって、前記リロケータプロセス命令群が、前記特定のオブ
ジェクトを前記FromSpaceインスタンスから前記ToSpaceインスタンスへインクリメンタル
コピーし、FromSpaceインスタンスを、参照しているポインターを前記ToSpaceインスタン
スを参照するようにインクリメンタル更新し、かつ、前記部分的に再配置されたオブジェ
クト識別子ストアをそれらと対応するように維持する命令シーケンスを含み、前記ミュー
テータプロセス命令群の実行のため前記命令シーケンスの実行が前記ミューテータプロセ
ス命令群により中断可能である、該リロケータプロセス命令群とを更に含むことを特徴と
する請求項１に記載の装置。
【請求項２４】
前記リロケータプロセス命令群が、ジェネレーション式ガーベッジコレクション処理（ge
neration garbage collection）、マーク－スイープ－コンパクト式ガーベッジコレクシ
ョン処理（mark-sweep-compact garbage collection）、コピー式ガーベッジコレクショ
ン処理（copying garbage collection）、及びヒープ短縮処理（heap compaction）のな
かの１つを、ミューテータプロセス休止時間有界にて行うように選択されることを特徴と
する請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
前記プロセッサが、前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア、前記書き込み
バリア、及び前記読み込みバリアを実現するレジスタストレージ及びロジックを有するハ
ードウェアプロセッサを含むことを特徴とする請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
前記特定のオブジェクトが、大形のオブジェクト、アクセス頻度の高いオブジェクト、及
び大形でアクセス頻度の高いオブジェクトのなかの一つを含むことを特徴とする請求項１
に記載の装置。
【請求項２７】
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前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア、前記書き込みバリア、及び前記読
み込みバリアを実現するハードウェアプロセッサと、
前記ハードウェアプロセッサ上で実行するためにミューテータプロセス命令群を受け取る
ために前記ハードウェアプロセッサに接続された通信装置であって、前記ミューテータプ
ロセス命令群が、前記ストア指向メモリアクセスに対応する第１命令と、前記ロード指向
メモリアクセスに対応する第２命令とを有する、該通信装置と、
前記ハードウェアプロセッサが実行可能な、前記特定のオブジェクトをインクリメンタル
コピーし、かつそれに対するポインタをインクリメンタル更新するためのガーベッジコレ
クタプロセス命令群をコード化するための、前記ハードウェアプロセッサが読出し可能な
媒体とをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２８】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア及び前記メモリストレージに接続さ
れた第１のプロセッサ及び第２のプロセッサを更に有し、前記第１のプロセッサが、前記
書き込みバリア及び前記読み込みバリアを有することを特徴とし、
前記再配置操作が、前記第２のプロセッサ上で実行可能なガーベッジコレクタプロセスに
よる前記特定のオブジェクトのインクリメンタルコピーを含むことを特徴とし、
前記ストア指向メモリアクセス及び前記ロード指向メモリアクセスが、それぞれ前記第１
のプロセッサ上で実行可能なミューテータプロセスによる書き込みアクセス及び読み込み
アクセスを含むことを特徴とし、
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアが、前記ガーベッジコレクタプロセ
スにより、前記特定のオブジェクトの前記インクリメンタルコピーと対応するように維持
されることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２９】
前記第２のプロセッサが、特定目的ガーベッジコレクションプロセッサを含むことを特徴
とする請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
前記第２のプロセッサが前記メモリストレージと一体にされ、前記第２のプロセッサが前
記メモリストレージとともに、ガーベッジコレクション処理されたメモリモジュールを含
むことを特徴とする請求項２８に記載の装置。
【請求項３１】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアが、再配置が完了していない前記オ
ブジェクトのなかの第２のオブジェクトを特定するべく、更に更新可能であることを特徴
とし、
前記装置が、前記部分的に再配置された識別子ストア及び前記メモリストレージに接続さ
れた第１及び第２のガーベッジコレクションプロセッサを更に有し、前記特定のオブジェ
クト及び前記第２のオブジェクトの再配置操作が、それぞれ前記第１のガーベッジコレク
ションプロセッサ及び前記第２のガーベッジコレクションプロセッサによるそのインクリ
メンタルコピーを含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３２】
コンピュータシステムにおけるガーベッジコレクションに用いられる、特定のメモリオブ
ジェクトの再配置時にメモリオブジェクトインスタンスの整合性を維持し、かつその特定
のメモリオブジェクトに対するアクセスを発生する他の処理の休止時間を有界とするよう
に前記特定のメモリオブジェクトの再配置を行う装置であって、該装置は、メモリストレ
ージであって、そこに形成されたオブジェクトを、その各FromSpace（４２０）インスタ
ンスから各ToSpace（４３０）インスタンスへ再配置可能なメモリストレージ（６３０）
を備え、該装置は、
前記オブジェクトのなかに再配置操作が完了していないオブジェクトがあれば、そのよう
なオブジェクトのなかの特定の一つのオブジェクトのFromSpaceインスタンスを識別する
べく更新可能な部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアと、
前記FromSpaceインスタンスへのストア指向メモリアクセスに対する書き込みバリアと、



(6) JP 4043528 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

前記FromSpaceインスタンスへのロード指向メモリアクセスに対する読み込みバリアとを
有することを特徴とし、
少なくとも前記再配置操作のポインタ更新段階の間に、前記読み込みバリアが、前記ロー
ド指向メモリアクセスを、前記特定のオブジェクトのToSpaceインスタンスへ方向付けし
なおすことを特徴とし、
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアは、前記部分的に再配置されたオブジェクト
識別子ストアのコンテンツと、前記ストア指向メモリアクセス及び前記ロード指向メモリ
アクセスのそれぞれに対するオブジェクト識別子との対応に応答することを特徴とする装
置。
【請求項３３】
前記再配置操作のコピー段階の間に、前記書き込みバリアが、前記特定のオブジェクトの
ToSpaceインスタンスと、前記FromSpaceインスタンスの少なくともコピー済みの部分との
間の整合性を維持することを特徴とする請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
前記FromSpaceインスタンスのコピー済みの部分とコピーされていない部分との境界を表
示する部分的コピー位置表示子を更に有することを特徴とし、
前記コピー済み部分への第１の前記ストア指向アクセスについては、前記書き込みバリア
が、ストアデータを、前記ToSpaceインスタンスに向けることを特徴とし、
前記コピーされてない部分への第２の前記ストア指向アクセスについては、前記書き込み
バリアが、ストアデータを、前記FromSpaceインスタンスに向けることを特徴とし、
前記コピー済み部分への第１の前記ロード指向メモリアクセスについては、前記読み込み
バリアが、前記第１のロード指向メモリアクセスを、前記ToSpaceインスタンスに向ける
ことを特徴とし、
前記コピーされていない部分への第２の前記ロード指向メモリアクセスについては、前記
読み込みバリアが、前記第２のロード指向メモリアクセスを、前記FromSpaceインスタン
スに向けることを特徴とする請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
コンピュータシステムにおけるガーベッジコレクションに用いられる、特定のメモリオブ
ジェクトの再配置時にメモリオブジェクトインスタンスの整合性を維持し、かつその特定
のメモリオブジェクトに対するアクセスを発生する他の処理の休止時間を有界とするよう
に前記特定のメモリオブジェクトの再配置を行う装置であって、該装置は、メモリストレ
ージであって、そこに形成されたオブジェクトを、その各FromSpace（４２０）インスタ
ンスから各ToSpace（４３０）インスタンスへ再配置可能なメモリストレージ（６３０）
を備え、該装置は、
前記オブジェクトのなかに再配置操作が完了していないオブジェクトがあれば、そのよう
なオブジェクトのなかの特定の一つのオブジェクトのToSpaceインスタンスを識別するべ
く更新可能な部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアと、
前記ToSpaceインスタンスへのストア指向メモリアクセスに対する書き込みバリアと、
前記ToSpaceインスタンスへのロード指向メモリアクセスに対する読み込みバリアとを有
することを特徴とし、
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアは、前記部分的に再配置されたオブジェクト
識別子ストアのコンテンツと、前記ストア指向メモリアクセス及び前記ロード指向メモリ
アクセスのそれぞれに対するオブジェクト識別子との対応に応答することを特徴とする装
置。
【請求項３６】
前記ToSpaceインスタンスのコピー済みの部分とコピーされていない部分との境界を表示
する部分的コピー位置表示子を更に有することを特徴とし、
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアが、前記コピーされていない部分への前記ス
トア指向メモリアクセス、及び、前記コピーされていない部分への前記ロード指向メモリ
アクセスの各々を、前記FromSpaceインスタンスへ向けることを特徴とする請求項３５に
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記載の装置。
【請求項３７】
コンピュータシステムにおけるガーベッジコレクションに用いられる、特定のメモリオブ
ジェクトの再配置時にメモリオブジェクトインスタンスの整合性を維持し、かつその特定
のメモリオブジェクトに対するアクセスを発生する他の処理の休止時間を有界とするよう
に前記特定のメモリオブジェクトの再配置を行うガーベッジコレクションシステムであっ
て、
前記特定のオブジェクトの第１インスタンスから第２インスタンスへのインクリメンタル
コピーを用いて前記特定のオブジェクトの再配置操作の休止時間を有界とすることを特徴
とし、
前記第１インスタンスに対する識別子フィールド及び前記第２インスタンスに対する識別
子フィールドを有する部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアと、
ストア指向ミューテータプロセスアクセスに対するオブジェクト識別子と、前記第１イン
スタンス識別子フィールドのコンテンツとの間の対応に応じる書き込みバリアロジックと
、
ロード指向ミューテータプロセスアクセスに対するオブジェクト識別子と、前記第１イン
スタンス識別子フィールドとのコンテンツとの間の対応に応じる読み込みバリアロジック
とを有することを特徴とするガーベッジコレクションシステム。
【請求項３８】
前記書き込みバリアが、前記特定のオブジェクトの前記第１インスタンスへの第１の前記
ストア指向ミューテータプロセスアクセスを、前記第１インスタンスと前記第２インスタ
ンスの双方にブロードキャストすることを特徴とする請求項３７に記載のガーベッジコレ
クションシステム。
【請求項３９】
前記部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアが、前記特定のオブジェクトのコピ
ーされていない部分を特定する部分的コピー位置表示子を更に有し、
前記書き込みバリアロジックが、アクセスを、前記特定のオブジェクトを目標とする第２
の前記ストア指向ミューテータプロセスアクセスの適合するものに方向付け、
前記読み込みバリアロジックが、アクセスを、前記特定のオブジェクトから生じる第３の
前記ロード指向ミューテータプロセスアクセスの適合するものに方向付け、
前記書き込みバリア及び前記読み込みバリアによる前記の選択的な方向付けが、前記コピ
ー位置表示子によりコード化された部分的再配置状態に従うことを特徴とする請求項３７
に記載の装置。
【請求項４０】
ガーベッジコレクション休止時間を制限する方法であって、
メモリオブジェクトのソースインスタンスから目標インスタンスへの再配置操作の間に、
ミューテータプロセスへの有界休止時間コミットメント（bounded pause time commitmen
t）に従って、前記再配置操作を中断する過程と、
前記再配置操作の前記中断の間に、前記ミューテータプロセスによる書き込みアクセスの
ためのオブジェクト識別子と部分的に再配置されたオブジェクト識別子のコンテンツとの
間の対応を検出する過程と、
前記メモリオブジェクトの部分的再配置状態に基づいて、前記ソースインスタンス及び前
記目標インスタンスの一方へ前記書き込みアクセスを選択的に方向付けする過程と、
前記再配置操作の前記中断の間に、前記ミューテータプロセスによる読み込みアクセスの
ためのオブジェクト識別子と部分的に再配置されたオブジェクト識別子のコンテンツとの
間の対応を検出する過程と、
前記メモリオブジェクトの部分的再配置状態に基づいて、前記ソースインスタンス及び前
記目標インスタンスの一方へ前記読み込みアクセスを選択的に方向付けする過程とを含む
ことを特徴とするガーベッジコレクション休止時間を制限する方法。
【請求項４１】
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前記メモリオブジェクトのコピー済みの部分と前記書き込みアクセスとの間に対応が存在
する場合には、その選択的方向付けが、前記書き込みアクセスの前記目標インスタンスへ
の方向付けを含み、そうでない場合には、前記書き込みアクセスの前記ソースインスタン
スへの方向付けを含むことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
前記メモリオブジェクトのコピー済みの部分と前記読み込みアクセスとの間に対応が存在
する場合には、その選択的方向付けが、前記読み込みアクセスの前記目標インスタンスへ
の方向付けを含み、そうでない場合には、前記読み込みアクセスの前記ソースインスタン
スへの方向付けを含むことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４３】
前記再配置操作が、前記ソースインスタンスに関連するデータの、前記標的インスタンス
へのインクリメンタルコピー操作と、その後のそれに対するポインタのインクリメンタル
更新操作とを含むことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４４】
前記再配置操作が、前記ソースインスタンスを参照するポインタを、代わりに前記目標イ
ンスタンスを参照するようにするインクリメンタル更新操作と、その後の前記ソースイン
スタンスに関連するデータの前記目標インスタンスへのインクリメンタルコピー操作とを
含むことを特徴とする請求項４０に記載の装置。
【請求項４５】
前記再配置操作が、前記ソースインスタンスを参照するポインタを、代わりに前記目標イ
ンスタンスを参照するようにするインクリメンタル更新操作と、前記ソースインスタンス
に関連するデータの前記目標インスタンスへのインクリメンタルコピー操作とを含み、前
記ポインタの更新操作と前記インクリメンタルコピー操作が、一時的に重複することを特
徴とする請求項４０に記載の装置。
【請求項４６】
メモリオブジェクトの再配置方法であって、
前記メモリオブジェクトの再配置が、前記メモリオブジェクトへのアクセスを行うミュー
テータプロセスに対して有界休止時間の影響がある状態の下で行われることを特徴とし、
それぞれ前記ミューテータプロセスによる前記メモリオブジェクトのFromインスタンスへ
のストア指向アクセス及びロード指向アクセスに応答する書き込みバリア及び読み込みバ
リアを構成する過程と、
前記FromインスタンスからToインスタンスへの前記メモリオブジェクトのインクリメンタ
ルコピーと、それに対するポインタのインクリメンタル更新とを行う過程と、
前記インクリメンタルコピー及びポインタ更新の間に、第１の前記ストア指向アクセスに
応じて、前記メモリオブジェクトのコピー済み部分への前記第１のストア指向アクセスを
、その前記Toインスタンスへ方向付けする過程と、
前記インクリメンタルコピー及びポインタ更新の間に、第１の前記ロード指向アクセスに
応じて、前記メモリオブジェクトの前記コピー済み部分への前記第１のロード指向アクセ
スを、その前記Toインスタンスに方向付けする過程とを含むことを特徴とするメモリオブ
ジェクトの再配置方法。
【請求項４７】
前記書き込み及び読み込みバリアを構成する過程が、前記Fromインスタンスを特定するべ
く部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアを更新する過程を含むことを特徴とす
る請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
前記書き込みバリアの構成において、前記Toインスタンスを特定するべく前記部分的に再
配置されたオブジェクト識別子を更新する過程をさらに含むことを特徴とする請求項４７
に記載の方法。
【請求項４９】
前記メモリオブジェクトのコピー済み部分とコピーされていない部分とを区別するべく部
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分的コピー位置表示子を維持する過程と、
前記インクリメンタルコピーの間に、前記コピーされていない部分への第２の前記ストア
指向アクセスに応じて、前記第２のストア指向アクセスを前記Toインスタンスではなく前
記Fromインスタンスに方向付けする過程とを更に含むことを特徴とする請求項４６に記載
の方法。
【請求項５０】
前記方向付けが、トラップハンドラにより行われることを特徴とする請求項４６に記載の
方法。
【請求項５１】
前記方向付けが、前記書き込みバリアのトラップに応じてトラップハンドラソフトウェア
により行われることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項５２】
メモリオブジェクトの再配置方法であって、
前記メモリオブジェクトの再配置が、前記メモリオブジェクトへのアクセスを行うミュー
テータプロセスに対して有界休止時間の影響がある状態の下で行われることを特徴とし、
それぞれ前記ミューテータプロセスによる前記メモリオブジェクトのToインスタンスへの
ストア指向アクセス及びロード指向アクセスに応答する書き込みバリア及び読み込みバリ
アを構成する過程と、
前記Fromインスタンスを参照するポインタを代りにToインスタンスを参照するようにする
インクリメンタル更新と、前記Fromインスタンスから前記Toインスタンスへの前記メモリ
オブジェクトのインクリメンタルコピーとを行う過程と、
前記インクリメンタルポインタ更新及びコピーの間に、第１の前記ストア指向アクセスに
応じて、前記メモリオブジェクトのコピーされていない部分への前記第１のストア指向ア
クセスを、その前記Fromインスタンスへ方向付けする過程と、
前記インクリメンタルポインタ更新及びコピーの間に、第１の前記ロード指向アクセスに
応じて、前記メモリオブジェクトの前記コピーされていない部分への前記第１のロード指
向アクセスを、その前記Fromインスタンスに方向付けする過程とを含むことを特徴とする
メモリオブジェクトの再配置方法。
【請求項５３】
メモリオブジェクトのインクリメンタルコピー及びそれに対するポインタのインクリメン
タル更新に従って、FROMインスタンス識別子状態、TOインスタンス識別子状態、及びメモ
リオブジェクト内のオブジェクトデータコピー位置を表示する状態を含む部分的再配置状
態を維持する過程と、
前記部分的再配置状態に応じるハードウェア読み込みバリアを用いて、ロード指向メモリ
アクセスを、前記メモリオブジェクトのFROMインスタンスまたはTOインスタンスの何れか
に選択的に方向付けするＡ選択的方向付け過程と、
前記部分的再配置状態に応じるハードウェア書き込みバリアを用いて、ストア指向メモリ
アクセスを、前記メモリオブジェクトのFROMインスタンスまたはTOインスタンスの何れか
に選択的に方向付けするＢ選択的方向付け過程とを含むことを特徴とし、
前記Ａ選択的方向付け過程と前記Ｂ選択的方向付け過程が、前記ロード指向メモリアクセ
ス及び前記ストア指向メモリアクセスを行うミューテータプロセスに対して整合性のある
オブジェクト表現を維持することを特徴とする方法。
【請求項５４】
演算処理装置であって、
プロセッサと、
メモリであって、そこに形成されるオブジェクトを前記プロセッサが参照可能な、該メモ
リと、
前記プロセッサがアクセス可能な、前記メモリにおける部分的に収集処理されたオブジェ
クトを特定するための部分的に収集処理されたオブジェクト識別手段であって、前記部分
的に収集処理されたオブジェクト識別手段と、前記プロセッサによるオブジェクト参照操
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作のためのオブジェクト識別子との対応によって誤りハンドラが起動する、該部分的に収
集処理されたオブジェクト識別手段と、
前記メモリのガーベッジコレクションを行うためのガーベッジコレクション手段であって
、前記ガーベッジコレクション手段が、前記オブジェクトのなかに再配置操作が完了して
いないオブジェクトがあれば、そのようなオブジェクトのなかの特定の一つのオブジェク
トを特定するように前記部分的に収集処理されたオブジェクト識別手段を維持し、これに
より、前記プロセッサ上で実行可能なミューテータ手段への有界休止時間コミットメント
に従って前記ガーベッジコレクション手段の中断が可能となっている、該ガーベッジコレ
クション手段とを有することを特徴とする演算処理装置。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の技術分野
本発明はガーベッジコレクションに関し、特にガーベッジコレクタに於てジェネレーショ
ンを分離するためのシステム及び方法に関する。
関連技術の説明
多くのプログラム言語は、伝統的に、メモリの動的アロケーション（割り当て）及びディ
アロケーション（割り当て解除）の責任をプログラマの記憶に負わせていた。例えば、Ｃ
プログラム言語に於ては、mallocプロシージャによってまたはその擬似命令(variant)に
よってヒープからメモリを割り当てる。ポインタ変数ｐが与えられると、p=malloc(sizeo
f(SomeStruct))というステートメントに対応するマシン命令の実行により、SomeStructデ
ータ構造を表すために必要なサイズのメモリオブジェクトのために新たに割り当てられた
記憶領域にポインタ変数ｐをポイントさせる。使用後には、ポインタ変数ｐにより識別さ
れるメモリオブジェクトは、free(p)を呼ぶことにより割り当てが解除される。Pascal及
びC++言語は、メモリを明示的に割り当て及び割り当てを解除するための同様の機能を提
供する。
残念ながら、動的に割り当てられた記憶領域は、特定の演算過程のためのルート参照位置
のセットに、記憶領域に対する参照、即ちポインタが残されていないと、到達不能になる
。このように到達不能であってしかも解放されていないメモリオブジェクトはガーベッジ
（garbage）と呼ばれる。依然として参照されている間に、メモリオブジェクトと関連す
る記憶領域を割り当てを解除することもできる。この場合、ぶら下がり参照（dangling r
eference）が形成される。一般に、ダイナミックメモリを正しく管理することは困難であ
る。多くのプログラム言語に於て、データ構造を、それを生成したプロシージャの後に渡
って残存させるためにはヒープ割り当てが必要となる。これらのデータ構造が更なるプロ
シージャまたは機能に受け継がれると、プログラマやコンパイラが、それをどの時点で割
り当て解除するのが安全であるかを判定することが困難或いは不可能となる。
この困難のために、プログラムによって最後に使用された後にヒープ割り当てを自動的に
再利用するガーベッジコレクションが、ダイナミックメモリ管理の魅力的な代替モデルと
なり得る。ガーベッジコレクションは、特にJAVA言語（JAVA及びJAVAに基づいた商標は、
米国及びその他の国々に所在のSun Microsystems社の登録商標である）、Prolog、Lisp、
Smalltalk，Scheme，Eiffel、Dylan、ML、Haskell、Miranda、Oberon等のアルゴリズム言
語にとって特に魅力的である。これらの言語はデータ共有や、遅延実行などを行い、手続
き型言語に比較して、より予測困難な実行順序を伴う。ガーベッジコレクション及びその
ための古典的なアルゴリズムについては、Jones ＆ Lins，“Garbage Collection:Algori
thms for Automatic Dynamic Memory Manegement”，pp．1-41Wiley(1996)を参照された
い。
３つの古典的なガーベッジコレクション方法として、参照カウンティング（reference co
unting）、マークスイープ（mark-sweep）、コピーストレージ回復（copying storage re
clamation）等の方法がある。第１の参照カウンティング法は、アクティブメモリオブジ
ェクト或いはルート参照位置から各メモリオブジェクトへの参照即ちポインタの数のカウ
ントを継続的に維持することに基づく。新たなメモリオブジェクトが割り当てられ、それ
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に対してポインタが割り付けられると、メモリオブジェクトの参照カウントは１にセット
される。その後、このメモリオブジェクトにポインタが参照するようにセットされる度に
、メモリオブジェクトの参照カウントが１ずつ増大させられる。メモリオブジェクトに対
する参照が削除或いは上書きされると、参照カウントが１ずつ減らされる。参照カウント
が０であるメモリオブジェクトは到達不能であって、ガーベッジとして収集される。参照
カウント式のガーベッジコレクタの実施態様は、通常各メモリオブジェクトに参照カウン
トと呼ばれる追加のフィールドを有しており、新たなオブジェクト、オブジェクトの削除
或いはポインタのアップデートの機能としてのカウンタの増減を行うサポートを有する。
それに対して、トレーシングコレクタ(tracing collector)法は、生きた即ち参照可能な
メモリオブジェクトを特定するために、メモリの参照チェーンを横断することを含む。こ
のようなトレーシングコレクタ法の一つとして、メモリの参照チェーンを横断して生きた
メモリオブジェクトを識別しマークするようなマークスイープ法がある。マークされてい
ないメモリはガーベッジであって、回収され、別のスイープ段階の間にフリープール（fr
ee pool）に戻される。マークスイープガーベッジコレクタ法は通常、各メモリオブジェ
クトにマークビットと呼ばれる追加のフィールドを有している。マークコンパクトコレク
タ(mark-compact collector)は、伝統的なマークスイープ法に対して短縮(compaction)の
機能を付加する。短縮は、生きたオブジェクトを再配置し、断片化を削減する利点がある
。参照カウント法も短縮を用いることができる。
他のトレーシング方法、即ちコピーコレクションは、メモリまたはその一部を２つの半空
間に分割し、一方に現在のデータを記憶し、他方に古いデータを記憶する。コピーガーベ
ッジコレクションは、これらの２つの半空間の役割を逆転することにより開始される。コ
ピーコレクタは次に、古い半空間FromSpace内の生きたオブジェクトを横断して、到達可
能なオブジェクトを新たな半空間ToSpaceにコピーする。FromSpace内の全ての生きたオブ
ジェクトを横断して、かつコピーした後、データ構造のレプリカがToSpace内に存在する
。要するに、コピーコレクタはガーベッジの中から生きたオブジェクトを取り出すのであ
る。コピーコレクションの利点となる副次的効果は、生きたオブジェクトがToSpace内に
短縮され、断片化を減少させることである。
ジェネレーション的な方法は次の２つの発見に基づくものである。(１)メモリオブジェク
トは通常早死にする。(２)トレーシング方法は比較的長生きのオブジェクトを横断して、
コピー即ち再配置操作するためにかなりのリソースを消費する。ジェネレーション的なガ
ーベッジコレクション方法は、ヒープを２つまたはそれ以上のジェネレーションに分け、
オブジェクトを年齢によって区分し、若いジェネレーションに対して収集の努力を集中し
或いは少なくともより熱心に収集する。若いジェネレーションは小さいものであるため、
ガーベッジコレクションに関連する休止時間は平均的に短く保たれる。ジェネレーション
内のガーベッジコレクションは、コピーコレクション或いはマークスイープコレクション
のどちらかの方法によって行われる。メモリオブジェクトの若いジェネレーションから古
いジェネレーションへの格上げには、コピーを伴う。
大形オブジェクトをコピーするコストのために、ジェネレーション的な手法の中には、大
形オブジェクト領域を伴うものがある。これについては、Ungar ＆ Jackson,“Tenuring 
Policies for Generation-based Storage Reclamation”,ACM SIGPLAN Notices,23(11),p
p.1-17(1998),Ungar ＆ Jackson,“An Adaptive Tenuring Policy for Generation Scave
ngers”,ACM Transactions on Programming Languages and Systems,14(1),pp.1-17(1992
)を参照されたい。通常この方法では、大形オブジェクトを、ヒープのジェネレーション
的部分に記憶されたヘッダー部分、及び大形オブジェクト領域に記憶されたボディ部分に
分割する。ヘッダー部分は他のオブジェクトのように取り出されるが、ボディ部分をコピ
ーする時にリソースは消費されない。Ungar及びJacksonの両氏は、３３０Ｋバイトを大形
オブジェクト領域に割り当てることによって４つのファクターによって、休止時間を減ら
すことができることを発見した。
対話型アプリケーションまたはリアルタイムアプリケーションにとって、ガーベッジコレ
クションの休止時間が短いことは、重要な性能指数である。従来のガーベッジコレクタの



(12) JP 4043528 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

定期的なトレーシングの実施は、使用されなくなったメモリを探すためにメモリを横断す
ることにより、アプリケーションプログラムの実行が中断される。残念ながら、ハードな
リアルタイムシステムは、オンタイム演算となるワーストケースの保証を必要とする。対
話型システムでさえ、休止時間は有界で短くなければならない。いわゆるインクリメンタ
ルガーベッジコレクション方法は、再利用の開始と停止時に起こる長い休止時間を避けよ
うとするものであり、代わりにアプリケーションプログラム周期のインターリーブコレク
ションを用いる。この目的を達成するために、インクリメンタルコレクタは、コレクタ及
びアプリケーションプログラム（一般には、ミューテータ（mutator）として呼ばれるこ
とが多い）によって、首尾一貫してヒープアクセスを管理しなければならない。例えば、
マルチプロセッサのコンカレントコレクタは類似の性能を有するが、よりきびしい細粒度
同期を必要とする。
一般に、インターリーブまたはコンカレント再配置コレクタには、多重読み込み装置、多
重書き込み同期の問題がある。読み込みバリア及び書き込みバリア方法は、コレクタのそ
の横断を中断するようにメモリオブジェクト参照グラフの連結性を変えることによりミュ
ーテータがガーベッジコレクションを中断させないように使用されてきた。これについて
は、以下を参照されたい。Steele,“Multiprocessing Compactifying Garbage Collectio
n”,Communications of the ACM，18(9)，pp.495-508(1975)(write barrier,mark-sweep-
compact collection);Dijkstra et al.,“On-the-fly Garbage Collection”:An Exercis
e in Cooperation,Communications of the ACM,21(11),pp.965-975(1978)(write barrier
);Kung ＆ Song,“An Efficient Parallel Garbage Collection System and its Correct
ness Proof”,IEEE Symposium on Foundations of Computer Science,pp.120-131(1977)(
write barrier);Baker,“List Processing in　Real-time on a Serial Computer”,Comm
unications of the ACM,21(4),pp.280-293(1978)(read barrier,copying collector);Bro
oks,“Trading Data Space for Reduced Time and Code Space in Real-time Garbage Co
llection on Stock Hardware”,in Conference Record of the 1984 ACM Symposium on L
isp and Functional Programming,Austin,Texas,pp.256-262(1984)(write barrier,copyi
ng collector);and Dawson,“Improved Effectiveness from a Real-time Lisp Garbage 
Collector”,Conference Record of the 1992 ACM symposium on Lisp and Functional P
rogramming,San Fransisco,California,pp.159-167(1982)(write barrier,copying colle
ctor)。
Symbolics３６００は、Bakerタイプのコピーコレクション及びジェネレーション間ポイン
タストアに割り込みをかけるために、ハードウエア読み込みバリア及び書き込みバリアサ
ポートを提供する。これについては、Moon,“Architecture of the Symbolics 3600”,Pr
oceedings of the 12th Annual International Symposium on Computer Architecture,pp
.76-83(1985)を参照。MIT Lispマシン及びTI Explorerもまた、Bakerタイプのコピーコレ
クション用のハードウエア読み込みバリアサポートを提供する。Nilsen及びSchmidtの両
氏は、米国特許第５，５６０，００３号においてハードウエア読み込みバリア及び書き込
みバリアを実行するガーベッジ収集メモリモジュールについて記述している。
コレクタのその横断を中断するようなメモリオブジェクト参照グラフの連結性の変更を防
ぐための、ミューテータアクセスの管理という基本的な要求に加え、有界休止時間再配置
コレクタは、大形及びまたはアクセス頻度の高い（popular）メモリオブジェクトの再配
置操作にかかるなかなりの時間に対して対策を講じなければならない。ガーベッジコレク
タは、大形オブジェクト領域に対する有界のインターバルとコンパチブルでない大形オブ
ジェクトを追放することにより、メモリオブジェクトが有界のインターバル内で完全に再
配置されることを確実とする。この大形オブジェクト領域は、再配置しない方法によって
収集され得る。Ungar ＆ Jackson,“Tenuring Policies for Generation-based Storage 
Reclamation”,ACM SINGPLAN Notices,23(11),pp.1-17(1988)を参照されたい。しかしな
がら、レージー（lazy）またはインクリメンタルコピー法は好ましい。
Bakerのソリューションは、大形オブジェクトのヘッダーに追加のリンクワード（link wo
rd）を含む。オブジェクトのFromSpaceインスタンスにおいて、このリンクワードは、オ
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ブジェクトのTopSpaceインスタンスに順方向アドレスを格納する。オブジェクトのTopSpa
ceインスタンスにおいて、このリンクワードは、オブジェクトのFromSpaceインスタンス
に逆方向リンクを格納する。順方向及び逆方向リンクがセットされた後、オブジェクトが
インクリメンタルコピーされる。小さいオブジェクトと同様に、大形オブジェクトのフィ
ールドは、コピーされ、コピーされていないFromSpaceオブジェクトにポインタを戻すた
めにスキャンされる。Bakerは、ガーベッジコレクション変数、即ちｓｃａｎによって識
別されるスキャンした／スキャンしなかった境界を用いて、書き込みアクセスを部分的に
コピーされた大形オブジェクトに進めた。追加のヘッダーワードを別にしたBaker計画の
コストは、大形オブジェクトのTopSpaceインスタンスの中の記憶装置に対するソフトウエ
ア書き込みバリアであった。アドレスがｓｃａｎより大きい場合、書き込みは逆方向リン
クを用いてOldSpaceインスタンスに実行される。そうでない場合は、NewSpaceインスタン
スに書込みが実行される。
Nielsen及びSchmidtの両氏は、Bakerのコピーコレクタに基づいたハードウエアソリュー
ションを提示した。特に、Nielsen及びSchmidtの両氏は、ハードウエア読み込みバリアが
収集が完了したという錯覚を維持するガーベッジ収集メモリモジュールを提供した。ガー
ベッジ収集メモリモジュールのハードウエアアービタが、Bakerタイプのハードウエア読
み込みバリアを提供し、さらにTopSpace内のオブジェクトインスタンスのコピーされてい
ない部分にアクセスする読み込みバリア及び書き込みバリアを提供した。ガーベッジ収集
メモリモジュールは、コピーされなかった部分の最初と最後を示すために、メモリアドレ
スレジスタ（memory address registers）を維持する。コピーされなかった部分への読み
込みアクセス及び書き込みアクセスは、FromSpaceインスタンスに導かれる。
発明の概要
以上より、部分的に再配置された大型及び／又はアクセス頻度の高いメモリオブジェクト
へのストアに対する書き込みバリア及びそこからのロードに対する読み込みバリアにより
、再配置ガーベッジコレクタ（例えばコピーコレクタ、ジェネレーションコレクタ、及び
短縮を行うコレクタを含む）の有界休止時間インプリメンテーションを容易に実現できる
ようになることが分かった。部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストレージ及びそ
れに応ずる書き込み及び読み込みバリアによって、ガーベッジコレクタインプリメンテー
ションがミューテータプロセスに対する有界休止時間条件を満たすように中断されるよう
にすることにより、大型の及び／またはアクセス頻度の高いメモリの再配置操作が可能に
なる。詳述すると、このような構成により、重複したソース及び目標インスタンスをサポ
ートするとともに、オブジェクトのインクリメンタルコピーとそれに対するポインタのイ
ンクリメンタル更新が容易になる。
書き込み及び読み込みバリアロジックがアクセス可能な“copy from”及び“copy to”識
別子ストレージを含む部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアによって、部分的
に再配置されたメモリオブジェクトの適切なFromSpace又はToSpaceインスタンスへのスト
ア志向アクセス及びロード志向アクセスを、書き込み及び読み込みバリアロジックが、メ
モリオブジェクトの部分的再配置状態に基づいて選択的に方向付けすることが可能となる
。実施例によっては、これらのバリアが部分的に再配置されたオブジェクトトラップハン
ドラにトラップをかける。他の実施例では、ソフトウェアトラップハンドラオーバーヘッ
ドなしに書き込みバリア自身がアクセスを方向付けする。オプションの“how far”表示
ストレージによって、部分的に再配置されたメモリオブジェクトのコピー済みの部分とコ
ピーされていない部分との区別を、バリアロジック、又は部分的に再配置されたオブジェ
クトトラップハンドラが容易に行えるようになる。実施例によっては、部分的に再配置さ
れたオブジェクトのコピーされた部分とコピーされていない部分の区別を行わなくても済
む場合がある。更に、書き込みバリアがアクセス可能な“Copy to”及び“Copy From”識
別子ストレージによって、ソフトウェアトラップハンドラオーバーヘッドなしに、部分的
に再配置されたメモリオブジェクトのFromSpaceインスタンスとToSpaceインスタンスとの
整合性を書き込みバリアロジックが維持できるようになるという利点が得られるが、実施
例によってはそのようなソフトウェアトラップハンドラを含める場合もある。書き込みバ
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リアロジックと、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラとの間で異なる機
能を様々な形で割り振ることも企図されており、これは本発明の範囲に包含される。
【図面の簡単な説明】
本発明は、添付の図面を参照することにより、当業者であれば、その様々な目的、特徴及
び利点と共に、より良く理解されるであろう。
第１Ａ図及び第１Ｂ図（総称して第１図と呼ぶ）は、本発明に基づく有界休止時間ガーベ
ッジコレクタのインプリメンテーションのためのサポートを含む仮想マシンハードウェア
プロセッサの実施例を示すブロック図である。
第２図は、第１図のハードウェアプロセッサ及び例として与えられたJAVA仮想マシン実施
態様のソフトウェア要素を含むJAVAアプリケーション環境のソフトウェア及びハードウェ
ア要素間の相互的な(buildsupon)関係を示す。
第３図は、第１図のハードウェアプロセッサのいくつかの可能なアドオンを示す。
第4Ａ図及び第４Ｂ図（総称して第４図と呼ぶ）は、コピーする前のコピーガーベッジコ
レクタのための半空間メモリ編成に従った好適なメモリオブジェクト参照グラフ及び部分
的に再配置されたオブジェクト識別子ストアの一実施例を示す。
第５図は、大形オブジェクトをFromSpaceからToSpaceにコピーする間の第４図の半空間メ
モリ編成及び部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアを示す。
第６図は、コピーコレクタプロセスのアクセス、及び部分的に再配置された大形オブジェ
クトを含む収集されたメモリ領域のFromSpace及びToSpace部分に対するミューテータプロ
セスのアクセスを示す。第６図はまた、第４図及び第５図の部分的に再配置されたオブジ
ェクト識別子ストアに関連する第１図のハードウエアプロセッサの書き込みバリアの一部
を例示する。
第７図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンスへのストアに対
するバリアと、そのためのトラップハンドラとを含む有界休止時間ガーベッジコレクショ
ンシステムの一実施例を示す。
第８図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンスへのストアに対
するハードウエアバリアを含み、さらにcopy-fromインスタンス識別子とcopy-toインスタ
ンス識別子を有する部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアを含む有界休止時間
ガーベッジコレクションシステムの一実施例を示す。この実施例によれば、ストアを部分
的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンスとcopy-toインスタンスの両方に
選択的にブロードキャスト（broadcast）する。
第９図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンスへのストアに対
するハードウエアバリアを含み、さらにcopy-fromインスタンス識別子とcopy-toインスタ
ンス識別子とcopied/uncopied境界識別子とを有する部分的に再配置されたオブジェクト
識別子ストアを含む有界休止時間ガーベッジコレクションシステムの一実施例を示す。こ
の実施例は、部分的に再配置されたオブジェクトの部分的に再配置された状態によって、
ストアを選択的に方向付けまたはブロードキャストしてインクリメンタルコピーを可能に
する。
第１０図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンス及びcopy-toイ
ンスタンスへのストアに対するバリアを含み、さらにcopy-fromインスタンス識別子とcop
y-toインスタンス識別子とを有する部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアを含
む有界休止時間ガーベッジコレクションシステムの一実施例を示す。この実施例では、イ
ンクリメンタルコピー及びインクリメンタルポインタ更新が可能である。
第11図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンス及びcopy-toイン
スタンスへのストアに対するバリアを含み、さらにcopy-fromインスタンス識別子とcopy-
toインスタンス識別子とcopied/uncopied境界識別子とガーベッジコレクション段階イン
ディケータを有する部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアを含む有界休止時間
ガーベッジコレクションシステムの一実施例を示す。この実施例は、ガーベッジコレクシ
ョン段階及び部分的に再配置されたオブジェクトの部分的に再配置された状態によって、
ストアを選択的に方向付けまたはブロードキャストしてインクリメンタルコピー及びイン
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クリメンタルポインタ更新を可能にする。
第１２図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンスからのロード
に対する及びcopy-fromインスタンスへのストアに対するバリアを含み、さらにcopy-from
インスタンス識別子とガーベッジコレクション段階インディケータと部分的に再配置され
たオブジェクトトラップハンドラとを有する部分的に再配置されたオブジェクト識別子ス
トアを含む、有界休止時間ガーベッジコレクションシステムの一実施例を示す。この実施
例は、ストアを選択的に方向付けし直しまたはブロードキャストし、ロードを選択的に方
向付けし直すことにより、インクリメンタルコピー及びインクリメンタルポインタ更新を
可能にし、他の実施例ではさらにオーバーラッピングcopy-fromインスタンス及びオーバ
ーラッピングcopy-toインスタンスも可能にする。
第１３図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンスからのロード
に対する及びcopy-fromインスタンスへのストアに対するバリアを含み、さらにcopy-from
インスタンス識別子とcopy-toインスタンス識別子とガーベッジコレクション段階インデ
ィケータとを有する部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストアを含む、有界休止時
間ガーベッジコレクションシステムの一実施例を示す。この実施例は、ストアを選択的に
方向付けし直しまたはブロードキャストし、ロードを選択的に方向付けし直すことにより
、インクリメンタルコピー及びインクリメンタルポインタ更新を可能にする。
第１４図は、部分的に再配置されたオブジェクトのcopy-fromインスタンスからのロード
に対する及びcopy-fromインスタンスへのストアに対するバリアを含み、さらにcopy-from
インスタンス識別子とcopy-toインスタンス識別子とcopied/uncopied境界識別子とガーベ
ッジコレクション段階インディケータとを有する部分的に再配置されたオブジェクト識別
子ストアを含む、有界休止時間ガーベッジコレクションシステムの一実施例を示す。この
実施例は、ストアを選択的に方向付けし直し、ロードを選択的に方向付けし直すことによ
り、インクリメンタルコピー、インクリメンタルポインタ更新、及びcopy-fromインスタ
ンスとcopy-toインスタンスのオーバーラッピングを可能にする。
第15図は、部分的に再配置された大形オブジェクトのFromSpace部分とToSpace部分のオー
バーラッピングを可能にする有界休止時間ガーベッジコレクションシステムのオペレーシ
ョンを示す。
第16図は、本発明の一実施例に従ったオブジェクト参照（objectref）フォーマットを示
す。
第17A図は、本発明の一実施例に従ったオブジェクトフォーマットを示す。
第１７Ｂ図は、本発明の一実施例に従って取り扱われた別のオブジェクトフォーマットを
示す。
異なる図面に於ける同様の符合は、同様または同一の部分を示す。
好適実施例の説明
以下に、本発明を実施するための最良の形態と考えられる態様を詳しく説明する。この記
載は、あくまでも本発明の例示であって、本発明の範囲を限定するものではないことを了
解されたい。
再配置ガーベッジコレクタの有界休止時間のインプリメンテーションのための構造的サポ
ートは、どの位置から（或る実施例ではどの位置に）大形オブジェクト及びまたはアクセ
ス頻度の高いオブジェクトが再配置されたかを明確に示すストレージを含む。本明細書で
用いる大形オブジェクトは、全てのサイズ、構造、または次ぎの内容のメモリオブジェク
トである。その内容とは、それに対する参照の更新を含みうる完全なメモリオブジェクト
の再配置が、ワーストケースの場合，ガーベッジコレクタインプリメンテーションの有界
休止時間保証とコンパチブルでない。本発明に基づいた実施例は、大形オブジェクトの動
作定義に対する保守性が広範囲に及ぶことを示す。例えば、或る実施例ではサイズのしき
い値を用い、また別の実施例では大形オブジェクトの演算方法に参照カウントを含む。特
に、かなりの部分がハードウエアに基づく別の実施例では、メモリオブジェクトのサイズ
に関係なく、ここに示す構造的サポートを用いる。本明細書で用いるアクセス頻度の高い
オブジェクトは、それに対する参照の更新を含む完全なメモリオブジェクトの再配置が、
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最悪の場合、ガーベッジコレクタインプリメンテーションの有界休止時間保証とコンパチ
ブルでない参照カウントをもつ全てのメモリオブジェクトである。以上のことから、本発
明に基づいた実施例は、大形オブジェクトの動作定義に対する保守性が広範囲に及ぶこと
を示す。
一般に、本発明に基づく実施例は、大形オブジェクト及びアクセス頻度の高いオブジェク
ト並びに全てのオブジェクト（を含み大形オブジェクト及びまたはアクセス頻度の高いオ
ブジェクトに限定されない）の再配置操作のために、ここに説明する構造的サポートを用
いる。この構造的サポートは、ハードウエア、ソフトウエア、及びそれらの組み合わせに
提供可能であるが、この構造的サポートを主にハードウエアに用いた実施例では通常、性
能が向上し、かつメモリの要求の減少という優れた利点がある。このために、好適なハー
ドウエアプロセッサの実施例をここに説明する。当業者は、本発明の説明に基づき、ここ
に記載しない別の実施例も後述の請求の範囲内であることを理解するであろう。
本明細書に於いて、再配置ガーベッジコレクタとは、オペレーションの一部としてメモリ
オブジェクトの再配置操作をする全てのガーベッジコレクタであり、例えば、コピーコレ
クタ、ジェネレーション的コレクタ、断片化の減少及び／または局所参照性の向上のため
の短縮を伴うコレクタまたはオブジェクト再配置操作を伴うコレクタを含む。このような
再配置ガーベッジコレクタのリアルタイムまたは有界休止時間のインプリメンテーション
は通常、このソフトウエアプロセスの演算がユーザープロセスアクティビティーを用いて
インターリーブされるインクリメンタルガーベッジコレクション・ソフトウエアプロセス
として実施される。しかしながら、当業者は、ここでの説明に基づいたコンカレントガー
ベッジコレクションのインプリメンテーションを理解するであろう。さらに、並列コレク
ションのインプリメンテーションをサポートするために、多数の部分的に再配置されたオ
ブジェクトを特定するストレージの実現を含む、好適な変更例を理解するであろう。
JAVA仮想マシン命令プロセッサの実施例
第１図は、仮想マシン命令プロセッサ１００のハードウェアとして構成された実施例を示
すもので、このハードウェア１００は本発明に基づく有界休止時間再配置ガーベッジコレ
クションのためのサポートを含み、プロセッサ構造に依存しないJAVA仮想マシン命令を直
接的に実行する。仮想マシン命令を実行する上でのハードウェアプロセッサ１００の性能
は、インテルPENTIUMマイクロプロセッサやサンマイクロシステムのULTRASPARCプロセッ
サ等のハイエンドCPUよりも高い（ULTRASPARCは、カリフォルニア州Mountain Viewに所在
するSun-Mircrosystemsの商標であり、PENTIUMは、カリフォルニア州Sunnyvaleに所在す
るIntel Corpの商標である。）。更に、ハードウェアプロセッサ１００の性能は、JAVAジ
ャストインタイム(JIT)コンパイラを備えたハイエンドCPUよりも優れている。ハードウェ
アプロセッサ１００は低コストであって、電力消費が少ない。そのため、ハードウェアプ
ロセッサ１００はポータブルの用途に適している。
ハードウェアプロセッサ１００は、概ねハードウェアとしてＪＡＶＡ仮想マシン命令プロ
セッサを構成するものであって、普通ならソフトウェアインタプリタに必要な２５－５０
キロバイトの、リードオンリーメモリやランダムアクセスメモリ等のメモリストレージが
不要となり、それを他の用途に転用することもができる。ガーベッジコレクションのため
のハードウェアサポートは、さらにガーベッジコレクションのためのインラインコード（
例えば、コンパイラにより提供される読み込み及びまたは書き込みバリアサポート）を低
減し、限定されたメモリの利用状況を改善し、ガーベッジコレクションに要するオーバー
ヘッド或いは休止時間を削減することにより、メモリを比較的必要としないＪＡＶＡ仮想
マシン構造のためのさらなる利点を提供するものである。ネットワーク製品のためのイン
ターネットチップや、携帯電話用プロセッサ、その他の通信用集積回路或いは他の低電力
、低コストの用途例えば埋め込み(embedded)プロセッサや、ポータブル装置など大形メモ
リを伴う高コストが受け入れられないような環境に於いてハードウェアプロセッサ１００
が有利である。
大形メモリが可能であるような環境に於いても、ガーベッジコレクションのためのハード
ウェアサポートは、バリアの実施に関連するオーバヘッドを減少させ、メモリの有効利用
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を促進し、ガーベージコレクタの再配置操作のための休止時間を減少させることができる
。特に、ハードウェアプロセッサ１００は、ＪＡＶＡ仮想マシン構造の枠組みの中で、ガ
ーベッジコレクション方法のための利点を提供する。しかしながら、本明細書の記載に基
づき、当業者であれば、インタープリットされたＪＩＴコンパイラＪＡＶＡ仮想マシン構
造やその他の非ＪＡＶＡ仮想マシン構造を含む様々なＪＡＶＡ仮想マシン構造の変形例に
思い至るであろう。
本明細書に於いて、仮想マシンとは、命令セットを有し様々なメモリ領域を用いる、現実
のコンピュータと同様な抽象的なコンピュータを意味する。仮想マシンの仕様は、仮想マ
シン構造によって実行されるプロセッサ命令に依存しない仮想マシン構造のセットを規定
する。一般に、仮想マシンはハードウェアプロセッサ１００のようなハードウェア、また
はインタープリットされたＪＩＴコンパイラ構造の場合のようにソフトウェア、或いはハ
ードウェア及びソフトウェアの両方に装備される。各仮想マシン命令は、実行されるべき
特定の演算を規定する。仮想マシンは、仮想マシン命令を生成するために用いられる或い
は仮想マシンの実現の基礎となるようなコンピュータ言語を理解する必要がない。仮想マ
シン命令のための特定のフォーマットを理解するのみでよい。ある実施例に於いては、仮
想マシン命令はＪＡＶＡ仮想マシン命令からなる。各ＪＡＶＡ仮想マシン命令は命令特定
情報、オペランド、その他必要な情報をコード化する１つまたは複数のバイトを含む。
ある実施例に於いては、第１図のハードウェアプロセッサ１００は、バイトコードを含む
ＪＡＶＡ仮想マシン命令を取り扱う。ハードウェアプロセッサ１００はバイトコードの多
くを直接的に実行する。しかしながら、バイトコードのあるものの実行は、マイクロコー
ドとして実行される。Lindholm & Yellen，“The JAVATMVirtual Machine Specification
”(Addison-Wesley，1996)，ISBN 0-201-63452-Xは、ＪＡＶＡ仮想マシン命令の例として
のセットを含み、この文献に言及することを以って、その内容の全てを本明細書の一部と
するものとする。ハードウェアプロセッサ１００によりサポートされた仮想マシン命令の
特定のセットは、本発明の重要な要素ではない。しかしながら、仮想マシン命令に関して
、当業者であれば仮想マシン命令の特定のセットを変更したり、ＪＡＶＡ仮想マシン使用
を変更することができる。
ある実施例に於いては、ハードウェアプロセッサ１００はＩ／Ｏバス及びメモリインター
フェイスユニット１１０、命令キャッシュ１２５を含む命令キャッシュユニット１２０、
非高速から高速トランスレータキャッシュ１３１を含む命令デコードユニット１３０、一
体化された実行ユニット１４０、スタックキャッシュ１５５を含むスタック管理ユニット
１５０、データキャッシュ１６５を含むデータキャッシュユニット１６０、及びプログラ
ムカウンタ及びトラップ制御ロジック１７０を含む。本明細書に記載されているガーベッ
ジコレクションのサポートの特徴は、主にプログラムカウンタ及びトラップ制御ロジック
１７０に於けるある程度の追加のサポートを備えた実行ユニット１４０の整数ユニット１
４２及びレジスタ１４４に見ることができ、ここで追加のサポートとしては、トラッピン
グストアに続き、プログラムカウンタに次のＪＡＶＡ仮想マシン命令に進ませるためのサ
ポートを含む。ある実施例に於いては、非高速から高速へのトランスレータキャッシュ１
３１は、整数ユニット１４２のハードウェア書き込みバリアロジックのためのポインタ依
存性を促進する。これらのユニットのそれぞれについて以下に詳しく説明する。
第２図は、例えばハードウェアプロセッサ１００上に部分的に規定され、かつ部分的に実
行可能とされるようなＪＡＶＡアプリケーション環境のソフトウェア及びハードウェア要
素の相互関係を示している。ＪＡＶＡアプリケーション／アプレットソフトウェア２１０
は、ＡＷＴクラス２４１、ネット及びＩ／Ｏクラス２４２、ＪＡＶＡ ＯＳウィンドウズ
２４３、ＪＡＶＡ ＯＳグラフィックス２４８、ＴＣＰ２４４、ＮＦＳ２４５、ＵＤＰ２
４６、ＩＰ２４７、イーサーネット２２２、キーボード２４９、及びマウス２２１ソフト
ウェア要素を含むアプレット／アプリケーションプログラミングインターフェイス２２０
を規定するソフトウェア要素を利用するもので、ある実施例に於いてはＪＡＶＡバイトコ
ードを含む。第２図に示された実施例に於いては、ＪＡＶＡ ＯＳグラフィックス２４８
及びイーサーネット２２２ソフトウェア要素はまた、ベースラインＪＡＶＡ仮想マシン使



(18) JP 4043528 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

用により規定されたものを越えた拡張バイトコードをも含む。埋め込みアプリケーション
プログラミングインターフェイス（ＥＡＰＩ）２３０の要素は、ファンデーションクラス
（foundation class）２３１、ＪＡＶＡ仮想マシン仕様(JAVA Virtual Machine Specific
ation)に基づくＪＡＶＡ仮想マシン構造２５０のハードウェア及びソフトウェア要素を含
む。
ＪＡＶＡ仮想マシン構造２５０は、ハードウェアプロセッサ１００と、ＪＡＶＡ仮想マシ
ン命令を評価するために該プロセッサ上にて実行可能なトラップコードとを含む。さらに
、ＪＡＶＡ仮想マシン構造２５０は、ガーベッジコレクションについて以下に記載されて
いるようなポインタストアバイトコード及びメモリアクセスバリアを含むような拡張バイ
トコードのためのハードウェアサポートや、クラスローダ２５２、バイトコードベリファ
イア２５３、スレッドマネージャ２５４、ガーベッジコレクタ２５１ソフトウェア及びマ
イクロカーネル（micro kernel）２５５を含む。ＪＡＶＡ仮想マシン構造２５０は、ＪＡ
ＶＡ仮想マシン仕様に適合した部分２５０ａ及び構造に依存する部分を含む。ＪＡＶＡ仮
想マシン仕様はガーベッジコレクションが提供されることを特定しているが、どのような
ガーベッジコレクション方法を使うかはその構造に依存する。
ＪＡＶＡ仮想マシン構造２５０の実施例としてのハードウェアプロセッサ１００に関して
以下に記載されているガーベッジコレクションの構造的特徴は、特にジェネレーション的
ガーベッジコレクション方法に適合している。しかしながら、本明細書の記載に基づき、
当業者は、非ジェネレーション的コレクタ構造、インクリメント式マーク短縮コレクタ、
コピーコレクタの再配置操作に対して制限された休止時間サポートの応用が可能であるこ
とに容易に思い至り得るものである。
第３図は、より複雑なシステムを構成するためのハードウェアプロセッサ１００に対する
いくつかの可能なアドオンを示している。ＮＴＳＣエンコーダ５０１、ＭＰＥＧ５０２、
イーサーネットコントローラ５０３、ＶＩＳ５０４、ＩＳＤＮ５０５、Ｉ／Ｏコントロー
ラ５０６、ＡＴＭアセンブリ／リアセンブリ５０７及び無線リンク５０８からなる８つの
機能のいずれをサポートする回路も、本発明のハードウェアプロセッサ１００と同一のチ
ップ内に集積化することができる。
さらに、当業者であれば容易に理解できるように、上記したアドオン回路のいずれかを備
えたハードウェアプロセッサ１００の実施例を含む、ハードウェアプロセッサ１００が組
み込まれた様々なコンピュータシステムに思い至り得ることができよう。例としてのコン
ピュータシステム１００は、物理的なメモリ（ＲＡＭ及びまたはＲＯＭ）、コンピュータ
読み取り可能なメディアのアクセスデバイス（ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、テープ及びまた
はメモリ技術に基づくコンピュータ読み取り可能メディアアクセスデバイスなど）、入出
力インターフェイス（キーボード及びまたはポインティングデバイス或いはディスプレイ
デバイスなどのためのインターフェイス）及び通信デバイスまたはインターフェイスを含
む。適当な通信デバイス及びまたはインターフェイスとしては、ネットワーク或いはテレ
フォニー（telephony）に基づく通信、公共スイッチネットワークの有線または無線のも
のを含む通信ネットワークとのインターフェイス或いは専用ネットワークへのインターフ
ェイスを含む。本発明のある実施例に於いては、ＪＡＶＡバイトコードを含む命令ストリ
ームが、ハードウェアプロセッサ１００により実行されるべく、このような通信デバイス
またはインターフェイスを介して送信または受信される。
ガーベッジコレクションのための構造的サポート
ハードウェアプロセッサ１００は、該プロセッサ上で実行可能なガーベッジコレクション
ソフトウェアトして実現される再配置コレクタ方法を含む様々なガーベッジコレクション
方法のための構造的サポートを提供する。特に、ハードウエアプロセッサ１００は、部分
的に再配置されたオブジェクト識別子ストア及びバリアサポートを含む。或る実施例に於
いては、このようなバリアサポートは、プログラマが選択可能なストアのフィルタリング
のバリアサポート及びまたはポインタストアトラッピングを促進するポインタ特定バイト
コードに対するストアバイトコードの実行時間解決のサポートを含む。詳細については、
ＰＣＴ国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ９８／０７６２２、名称「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ　ＩＳ
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ＯＬＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＧＡＲＢＡＧＥ　ＣＯ
ＬＬＥＣＴＩＯＮ」を参照されたい、またこの文献に言及することを以って、その内容の
全てを本明細書の一部とするものとする。
部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア
第４Ａ図は、fromフィールド４１０、toフィールド４１２及びhow farフィールド４１３
を含む部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４１０の一実施例を示す。第４Ｂ
図は、コピーコレクタ方法に従ったメモリストレージのFromSpace４２０及びToSpace４３
０部分を示す。ジェネレーション的コレクタインプリメンテーションに於いて、FromSpac
e４２０及びToSpace４３０部分は、単一ジェネレーションの半空間、または若い及び古い
ジェネレーション空間のそれぞれの部分であり得る。別法では、FromSpace４２０及びToS
pace４３０部分は、非ジェネレーション的コレクション空間の半空間であり得る。さらに
、オーバーラップするまたは隣接する或いは隣接しないFromSpace４２０及びToSpace４３
０部分は、必ずしも一定のサイズまたはメモリストレージ内の一定の位置にある必要はな
い。さらに別の実施例では、多数のFromSpace及びToSpace部分は、好適に変更された部分
的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４１０及び本明細書で説明する各バリアによ
ってサポートされる。第４Ｂ図は、ToSpace４３０にコピーされる前の大形オブジェクト
４５０及び生きたメモリオブジェクトＡ，Ｂ、Ｃの第１の参照状態を示す。ルートポイン
タセット４４０は、スタックキャッシュ１５５に表されるローカル変数ストレージまたは
及びオペランドスタックのエントリからのポインタを含む、参照構造の中の全てのルート
ポインタセットを表す。
第５図は、大形オブジェクト４５０の再配置操作が中断中の部分的に再配置されたオブジ
ェクト識別子ストア４１０、FromSpace４２０、及びToSpace４３０の第２の参照状態を示
す。生きたメモリオブジェクトＡ及びＢは、対応するToSpace４３０のインスタンスＡ'及
びＢ'にコピーされる。コピーを中断すると、大形オブジェクト４５０は、コピーされた
部分５５１及び完全にはコピーされていない部分５５２を含む。大形オブジェクト４５０
のコピーされた部分５５１の内容は、大形オブジェクト４５０のインスタンスであるToSp
ace４３０の対応する部分５５１ａにコピーされる。大形オブジェクト４５０の完全には
コピーされないで残った部分のためのToSpace４３０ストレージが部分５５２ａとして示
される。fromフィールド４１１がFromSpace４２０の大形オブジェクト４５０を識別し、t
oフィールド４１２が大形オブジェクト４５０の対応する部分的に再配置されたインスタ
ンス４５０ａを識別し、howfarフィールド４１３が大形オブジェクト４５０のコピーされ
た部分５５１とコピーされなかった部分５５２との間の境界を特定する。オーバーラッピ
ングコピー方向フィールド（図示せず）は、随意選択である。一実施例に於いて、このコ
ピー方向フィールドは、オーバーラップしたfromフィールド４１１とtoフィールド４１２
のコピーの順方向または逆方向を示す状態のコピー方向ビットを含む。別の実施例に於い
ては、コピー方向は、fromフィールド４１１とtoフィールド４１２の相対値によって求め
られることが当業者には理解できよう。
howfarフィールド４１３は、大形オブジェクトコピーの進捗状態を示し、及びまたは、書
きこみバリアハードウエアと部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラが、部
分的にコピーされた大形オブジェクトへのミューテータアクセスを適切に取り扱う（hand
le）ことを可能にする。第５図の実施例に於いて、howfarフィールド４１３は、コピーさ
れた部分５５１とコピーされなかった部分５５２間の境界のメモリのアドレスを示す。当
業者はこの説明から、例えば、fromフィールド４１１によって示されるメモリ位置のイン
デックスオフ（index off）、大形オブジェクト４５０のToSpaceインスタンス５５０ａの
対応する境界の表示を含む種々の別のコード化が可能なことを理解するであろう。
ここで第６図を参照すると、部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４１０が、
ミューテータプロセス６１０及びガーベッジコレクタプロセス６２０のコンテキストに示
されている。第６図の実施例において、ミューテータプロセス６１０及びガーベッジコレ
クタプロセス６２０のそれぞれが、ハードウエアプロセス１００によって実行可能なＪＡ
ＶＡ仮想マシン命令によって規定される。ガーベッジコレクタプロセス６２０は全ての再
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配置コレクタを含む。後続の説明は、第５図を参照して上記のとおり説明した半空間コピ
ーコレクタであるが、当業者は他の再配置コレクタへの適用性も理解するであろう。大形
オブジェクト４５０をFromSpace４２０からToSpace４３０にコピーする間に、ガーベッジ
コレクタプロセス６２０が収集されたスペース６３０から読み込み、またコレクション空
間６３０に書き込む。
一実施例において、ガーベッジコレクタプロセス６２０が、大形オブジェクト４５０のコ
ピーの始めにfromフィールド４１１及びtoフィールド４１２を更新し、コピー中にhowfar
フィールド４１３も更新することにより、ミューテータプロセス６１０によって中断され
ると、howfarフィールド４１３がコピーされた部分５５１とコピーされなかった部分５５
２との間の境界を示す。コンカレントミューテータプロセス６１０及びガーベッジコレク
タプロセス６２０の実行（例、マルチプロセッサ上での）の実施例に於いては、howfarフ
ィールド４１３のロック機能を備える。従って、当業者は好適な方法を理解するであろう
。別の実施例では、中断時の更新を選択してhowfarフィールド４１３のインクリメンタル
更新を備えないこともある。
ミューテータプロセス６１０は、収集されたスペース６３０を含むメモリから読み込み、
及びそのメモリに書き込みをする。一実施例において、ハードウエアプロセス１００は、
fromフィールド４１１、toフィールド４１２またはその両方の内容に対してオブジェクト
参照情報（例、objectref）を比較するバリア６６０のための整数ユニット１４２サポー
トを含む。fromフィールド４１１の内容との一致が、参照したオブジェクトが部分的に再
配置された大形オブジェクト４５０のFromSpace４２０であることを示す。toフィールド
４１２の内容との一致が、参照したオブジェクトが部分的にコピーされたToSpace４３０
のインスタンス４５０ａであることを示す。或る実施例に於いては、参照したオブジェク
ト内の特定のフィールドオフセットの評価は、参照したオブジェクトのコピーされた及び
コピーされなかった部分のバリア６６０取り扱いを洗練するためのhowfarフィールド４１
３の内容と比較される。
後述の種々の実施例に於いて、バリア６６０は、部分的に再配置されたオブジェクト識別
子ストア４１０に応答する書きこみバリアサポートを含む。或る実施例に於いて、バリア
６６０はまた、部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４１０に応答する読み込
みバリアサポートを含む。或る実施例に於いて、バリア６６０は、好適にトラッピングア
クセスを取り扱う（例、書きこみアクセスのブロードキャスト、書き込みアクセスの方向
付けのし直し、読み込みアクセスの方向付けのし直し、または通常のアクセスを許可する
ことによる）部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラソフトウエアにトラッ
ピングするためのハードウエア読み込み及びまたは書き込みバリアサポートを含む。別の
実施例においては、ハードウエア読み込み及びまたは書きこみバリア自体が、ソフトウエ
アトラップハンドラのオーバーヘッドなしに、そのような適切な取り扱いを提供する。
或る実施例に於いて、有界休止時間再配置は、それに対するポインタ更新がオブジェクト
参照取り扱いを介している間に、大形及びまたはアクセス頻度の高いオブジェクトのイン
クリメンタルコピーを可能にするバリア６６０の要素によって提供される。このような実
施例に於いて、アクセス頻度の高いオブジェクトへのポインタ更新でさえ、シングルポイ
ンタ即ちオブジェクト参照取り扱いの更新によって単に提供される。別の実施例に於いて
、バリア６６０の要素によって提供される有界休止時間再配置は、アクセス頻度の高いオ
ブジェクト（及び可能性としては大形オブジェクトも）に対するポインタのインクリメン
タル更新のためのサポートを含む。ここで用いる有界休止時間は、コピー及びポインタ更
新を含む。当業者は、大形オブジェクトの有界休止時間の再配置、アクセス頻度の高いオ
ブジェクトの有界休止時間の再配置、及びこの両方のオブジェクトの有界休止時間再配置
に上記した実施例が適用できることを理解するであろう。取り扱われた及び取り扱われな
いオブジェクト参照を以下に詳述する。
ハードウエアプロセッサ１００の特定の一実施例によってサポートされるガーベッジコレ
クション方法によって、書き込み及びまたは読み込みバリアサポートが、そのコレクタの
横断を中断するようにメモリオブジェクト参照グラフの連結性を変えることによりミュー
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テータプロセス６１０がガーベッジコレクタプロセス６２０を中断しないように提供され
る。例えば、ハードウエアプロセッサ１００の一実施例に於いて、ジェネレーション間ポ
インタストア、全てのポインタストア、及び全てのポインタストア（それぞれのフィルタ
ーされた擬似バリアのサポートを含む）に対するプログラマが選択可能なハードウエア書
き込みバリアが、前述した下記の文献に詳述されるように提供される。ＰＣＴ国際出願番
号ＰＣＴ／ＵＳ９８／０７６２２、名称「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ　ＩＳＯＬＡＴＩＯＮ　
ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＧＡＲＢＡＧＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ
」。バリア６６０の一実施例に於いて、このような追加のバリアのためのサポートが、部
分的に再配置された大形オブジェクトのストアの中に上記したバリアとともに集積化され
る。
第１図に従った実施例に於いて、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラは
、ハードウエアプロセッサ１００上で実行可能で、かつプログラムカウンタ及びトラップ
制御ロジック１７０によって開始される、ＪＡＶＡ仮想マシン命令バイトコードを含む。
例えば部分的に再配置されたオブジェクトトラップを含むガーベッジコレクショントラッ
プは、トラッピング書き込みがそれ自体を評価する前に、トリガされる。したがって、プ
ロセッサが無限にトラッピングするのを防ぐために、部分的に再配置されたオブジェクト
トラップハンドラ６５０が、追加のガーベッジコレクション関連機能と共にトラッピング
書き込みをエミュレートする。一実施例に於いて、プログラムカウンタ及びトラップ制御
ロジック１７０によって、プログラムカウンタがトラッピング書き込みの後ＪＡＶＡ仮想
マシンの次ぎなる命令に強制される。詳細な説明に基づき、当業者は、強制される一貫性
次第で、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラのための種々の有効な形態
があることを理解するであろう。
ガーベッジコレクションは、fromフィールド４１１、toフィールド４１２及びhowfarフィ
ールド４１３を含む部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４１０の第６図の実
施例に関連して、及び部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラを含みうるバ
リア６６０のコンテキストの中で上記の通り説明したが、他にも様々な好適な実施例があ
る。これらの多くの他の実施例において、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハ
ンドラを排除可能であり、かつハードウエアバリアサポートによるミューテータプロセス
アクセスの適切な取り扱いも可能であり、トラップハンドラに関連するオーバーヘッドを
減少できる。実施例の説明に基づき、当業者は、その他の変更例、組み合わせ等が本請求
項の範囲内であることを理解するであろう。
Copy-Fromインスタンス識別子ストアに関連する書き込みバリア
第７図は、書き込みバリアに関連するCopy-Fromレジスタフィールドを有する実施例を示
す。詳述すると、第７図の実施例は、部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４
１０（第４図参照）のfromフィールド４１１、ハードウェア書き込みバリア７４０、及び
部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ７５０を有する。第７図の実施例で
は、fromフィールド４１１が、ハードウェアプロセッサ１００のレジスタ１４４に表現さ
れる。ミューテータプロセス６１０、ガーベッジコレクタプロセス６２０、及び部分的に
再配置されたオブジェクトトラップハンドラ６５０は、ハードウェアプロセッサ１００上
で実行可能なソフトウェアを含む。この実施例では、大形のオブジェクトのインクリメン
タルコピーが容易である。しかし、追加のサポートがないと、この実施例は、アクセス頻
度が高い、再配置されたオブジェクトのToSpace４３０インスタンスに対する多数のポイ
ンタのインクリメンタル更新には適さない。それにも関わらず、例えば後に第１７Ｂ図に
関連して説明するような取り扱いを介してオブジェクトが参照されるガーベッジコレクシ
ョンシステムにおいては、このような実施例によってハードウェアに対する要求が少なく
なり、この実施例を有界休止時間再配置操作のために用いることができる。ToSpace４３
０インスタンスに対する１回の取り扱いの更新が非常に少ない場合が多いからである。
ミューテータプロセス６１０は、収集された空間６３０からの読み込みアクセス及びそこ
への書き込みアクセスを行う。読み込みアクセスは、ガーベッジコレクションサポートに
よる影響を受けない。しかし、書き込みアクセスは、ハードウェア書き込みバリア７４０
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によって選択的にトラップをかけられる。ハードウェア書き込みバリア７４０は、fromフ
ィールド４１１のコンテンツと、書き込みアクセス７０１に関連する目標objectrefとの
間の一致に応じて部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ７５０を起動する
。この実施例では、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ７５０が、例え
ば他の場合にはtoフィールド４１２にストアされるようなCopy-To行先情報に対するメモ
リストレージを決定し、必要に応じてそれを維持する。更に、ガーベッジコレクションソ
フトウェアは、他の場合にはhowfarフィールド４１３にストアされるようなhowfar情報に
対するストレージを必要に応じて維持し得る。ミューテータプロセス６１０が、大形のオ
ブジェクトのFromSpace４２０インスタンスにデータをストアする時、ストアデータは、c
opy-fromインスタンス４５０とcopy-toインスタンス４５０Ａの双方にブロードキャスト
されるか、或いは、HowFar情報に対するメモリストレージが与えられるような実施例では
、howfarストレージを調べて、大形のオブジェクトのストア済みのtoフィールドがすでに
コピーされている場合にはこのストアは両インスタンスにブロードキャストされ、そうで
ない場合にはcopy-fromインスタンス４５０のみに向けられる。部分的に再配置されたオ
ブジェクトトラップハンドラ７５０が使用可能なtoフィールド及びhowfarフィールドにス
トアされる変数７５１の更新を、ガーベッジコレクタプロセス６２０が行う際に利用でき
る様々な方法を当業者は理解できよう。更新７０１は、そのような適切な方法の何れかに
よって行われる。
上述のように、ガーベッジコレクタプロセス６２０は、部分的に再配置されたオブジェク
ト識別子ストア４１０のfromフィールド４１１を更新して、大形オブジェクトのcopy-fro
mインスタンス４５０を指定する。この実施例では、コピーの終了後大形オブジェクトに
対する取り扱いが更新されるまで、ミューテータプロセス６１０がcopy-toインスタンス
に対するポインタのいずれも使用できない。従って、copy-toインスタンス４５０Ａへの
アクセスに対するバリアを維持する必要はない。この実施例は、重複したcopy-from及びc
opy-toインスタンス用には構成されていないが、重複インスタンスに対するサポートは、
多くの再配置操作によるコレクタメソッド（relocating collector method）、例えばジ
ェネレーション式のガーベッジ除去、つまりコピーによるコレクタメソッド（generation
al scavenging or copying collector method）では、重複インスタンスに対するサポー
トは不要である。
或る実施例では、ハードウェア書き込みバリア７４７が、ストア指向バイトコード（例え
ばputfield_quick,putfield,aastore等）の評価を行う整数ユニット１４２（第１図）ロ
ジックによって構成される。このような実施例では、ロジックで実現したハードウェア書
き込みバリア７４０がfromフィールド４１１のコンテンツによって識別されたCopy-From
インスタンスへの書き込みにトラップを入れる。例えば、ハードウェア書き込みバリア６
４０Ａの所望の挙動は以下の論理式で記述される。

ここでgc_notifyはトラップハンドラの一例である。上述したようなジェネレーション間
ポインタストアトラップのような他の書き込みバリア機能を組込んでいるロジックインプ
リメンテーションを含む、種々の適切なロジックインプリメンテーションを、当業者は理
解されよう。How far情報は必要に応じてレジスタ１４４（第４図参照、第７図には示さ
れていない）におけるhowfarフィールド４１３として提供され得、このHowfar情報によっ
て、ハードウェア書き込みバリア７４０によるトラップをブロードキャストが必要である
ような状況のみに対してより良く適合させることができ、もって部分的に再配置されたオ
ブジェクトトラップハンドラ７５０の起動に関連するオーバーヘッドを減らすことができ
る。
第８図は、書き込みバリア８４０に関連するCopy-Fromレジスタフィールド（例えばfrom
フィールド４１１）に加えてCopy-Toレジスタフィールド（例えばtoフィールド４１２）
を備えた実施例を示す。第８図の実施例は、fromフィールド４１１のコンテンツによって
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識別されたオブジェクトのフィールドへのストアに対する書き込みバリアを提供し、且つ
部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ７５０が取り除かれ、それに関連す
るオーバーヘッドが無くなるという利点を有する。この実施例では、大形のオブジェクト
のインクリメンタル（有界休止時間）コピーが容易であるが、第７図の実施例のように、
コピーされたオブジェクトのToSpace４３０インスタンスに対する数多くのポインタの有
界休止時間更新には適さない。前の実施例のように、取り扱われるオブジェクト参照はこ
の制限を緩和することができ、追加のレベルの間接化技法（an additional level of ind
irection）の負担があるにも関わらず、たとえアクセス頻度の高い大形のオブジェクトで
あってもその全体の有界休止時間再配置ができるようになる。
例えばレジスタ１４４におけるtoフィールド４１２のように、ハードウェアにおけるCopy
-Toレジスタフィールドを維持することにより、Copy-Fromインスタンスへの書き込みアク
セスは、ソフトウェアトラップハンドラの介入なしに、ハードウェア書き込みバリア８４
０によりCopy-FromインスタンスとCopy-Toインスタンスの双方にブロードキャストできる
。或る実施例では、ハードウェア書き込みバリア８４０は、ストア指向バイトコードの評
価を行う整数ユニット１４２（第１図）ロジックにより提供される。このような実施例で
は、ロジックで実現したハードウェア書き込みバリア８４０が、toフィールド４１２のコ
ンテンツ及びobjectrefによりそれぞれ特定されたCopy-Toインスタンス及びCopy-Fromイ
ンスタンスの双方にstore_detaをブロードキャストする。ハードウェア書き込みバリア８
４０の一例は、以下の論理式により記述される。

ここでoffsetは、そのストア指向バイトコードに関連する目標フィールドの大形のオプジ
ェクトへのオフセットである。上述のような、ジェネレーション間ポインタストアトラッ
プのような他の書き込みバリア機能を組込んでいるロジックインプリメンテーションを含
む、種々の適切なロジックインプリメンテーションを、当業者は理解されよう。ハードウ
ェア書き込みバリア８４０がtoフィールド４１２を使用可能であることから、このブロー
ドキャストはハードウェアで行うことができ、ソフトウェアトラップオーバーヘッドはな
くなる。
第９図は、ハードウェア書き込みバリア９４０に関連するCopy-Fromレジスタフィールド
（例えばfromフィールド４１１）に加えてCopy-To及びHow-Farレジスタフィールド（toフ
ィールド４１２及びhowfarフィールド４１３）を備える実施例を示す。第９図の実施例は
、fromフィールド４１１のコンテンツにより識別されるオブジェクトのフィールドへのス
トアに対する書き込みバリアを提供し、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハン
ドラ６５０を取り除き、それに関連するオーバーヘッドをなくすと共に、ハードウェア書
き込みバリア４９０が大形のオブジェクトのまだコピーされていない部分へのストアのブ
ロードキャストなしで済ませることできるという利点を有する。上述の実施例のように、
この実施例では、大形のオブジェクトのインクリメンタルコピーが容易であるが、コピー
されたオブジェクトのToSpace４３０インスタンスに対する多数のポインタの有界休止時
間更新には適さない。上述のように、取り扱われるオブジェクト参照は、この制限を緩和
することができ、追加のレベルの間接化技法の負担があるにも関わらず、たとえアクセス
頻度の高い大形のオブジェクトであってもその全体の有界休止時間再配置ができるように
なる。
例えばレジスタ１４４におけるtoフィールド４１２のようなハードウェアにおけるCopy-T
oレジスタフィールドを維持することにより、Copy-Fromインスタンスへの書き込みアクセ
スは、ハードウェア書き込みバリア４９０によりCopy-Fromインスタンス及びCopy-Toイン
スタンスの双方にブロードキャストすることができる。更に、例えばレジスタ１４４にお
けるhowfarフィールド４１３のようなハードウェアにおけるHow-Farレジスタフィールド
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を維持することにより、ブロードキャストを、その書き込みアクセスのために書き込みア
クセスの特定の目標フィールドが既にToSpace４３０にコピーされた書き込みアクセスに
制限され得る。何れの場合でも、部分的に再配置されたオブジェクトへの書き込みアクセ
スの取り扱いは、ソフトウェアトラップハンドラの介入なしに行うことができる。或る実
施例では、ハードウェア書き込みバリア４９０が、ストア指向バイトコードの評価を行う
整数ユニット１４２（第１図）ロジックにより提供される。ロジックで実現したハードウ
ェア書き込みバリア４９０は、目標オブジェクトフィールドが大形のオブジェクトの既に
コピーされた部分である場合にはstore_detaをCopy-FromインスタンスとCopy-Toインスタ
ンスの双方にブロードキャストし、目標オブジェクトフィールドが大形のオブジェクトの
まだコピーされていない部分である場合にはstore_detaをCopy-Fromインスタンスへ向け
る。ハードウェア書き込みバリア９４０の一例は、以下の論理式で記述される。

ここでoffsetは、そのストア指向バイトコードに関連する目標フィールドの大形のオブジ
ェクトへのオフセットである。幾つかの実施例では、store_detaをCopy-Fromインスタン
スに向けることは、通常ハードウェア書き込みバリア４９０の介入なしに、単に書き込み
アクセスを終了できるようにすることによって行うことができる。上述のような、ジェネ
レーション間ポインタストアトラップのような他の書き込みバリア機能を組込んでいるロ
ジックインプリメンテーションを含む、種々の適切なロジックインプリメンテーションを
、当業者は理解されよう。ハードウェア書き込みバリア９４０がhowfarフィールド４１３
を使用可能であることから、ハードウェア書き込みバリア９４０は、store_detaのCopy-T
oインスタンスへの書き込みを、選択的に行わずに済ませることができる。このような簡
単な最適化によって、２つの書き込みをブロードキャストするのではなくただ１つの書き
込みを行うようにすることにより処理能力を高めることができる。
Copy-From及びCopy-Toインスタンス識別子ストアの双方に関連する書き込みバリア
ここで第１０図及び第１１図を参照して別の実施例について説明する。前述した幾つかの
実施例と同様に、これらの実施例も、ソフトウェアトラップハンドラの介入なしに、部分
的に再配置された大形のオブジェクトのFromSpace４２０インスタンスへの適切な書き込
みを取り扱うために、ハードウェアサポート（例えばハードウェア書き込みバリアや部分
的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４１０）を利用する。しかし、更に、これら
の実施例では、部分的に再配置された大形のオブジェクトのToSpace４３０インスタンス
への書き込みに対するバリアも提供する。このようにして、これらの実施例は、取り扱わ
れるオブジェクト参照なしに、大形で及び／またはアクセス頻度の高いオブジェクトの全
体の有界休止時間再配置のための、大形のオブジェクトのインクリメンタルコピーと、ア
クセス頻度の高いオブジェクトに対するポインタのインクリメンタル更新の双方をサポー
トしている。
第１０図及び第１１図の実施例では、ガーベッジコレクタプロセス６２０が大形のオブジ
ェクトに対するポインタ（即ちobjectrefs）のインクリメンタル更新を行う。FromSpace
４２０インスタンスかToSpace４３０インスタンスの何れかへのミューテータプロセス６
１０書き込みアクセスは、ハードウェア書き込みバリア、例えばハードウェア書き込みバ
リア１０４０かハードウェア書き込みバリア１１４０によってブロードキャスト（つまり
適切な方向づけ）されて、この２つのインスタンスが“in sync（同期した状態）”に維
持されると共にobjectrefsが更新される。この２つのインスタンスがin syncに維持され
ることから、メモリ参照の構造体は、objectrefsの或るものがFromSpace４２０インスタ
ンスを参照し、或るものは対応するToSpace４３０インスタンスを参照するような参照状
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態に対して頑強（robust）である。大形のオプジェクトを参照するobjectrefsの有界休止
時間更新では、そのようなobjectrefsが、（FromSpace４２０インスタンスではなく）ToS
pace４３０インスタンスを参照することになるようなインクリメンタル更新が行われる。
第１０図及び第１１図の実施例では、FromSpace４２０インスタンスとToSpace４３０イン
スタンスが重複し得ないということに注意されたい。
第１０図では、ハードウェア書き込みバリア１０４０がcopy-fromインスタンス４５０かc
opy-toインスタンス４５０Ａの何れかへの書き込みアクセスに対するバリアを提供する。
ハードウェア書き込みバリア１０４０は、ハードウェア書き込みバリア８４０について前
に説明したようなインクリメンタル有界休止時間コピーをサポートする。しかし、ハード
ウェア書き込みバリア１０４０は、Copy-Toレジスタフィールド（例えばtoフィールド４
１２）にも応答する。Copy-fromインスタンス４５０かcopy-toインスタンス４５０Ａの何
れかへの書き込みアクセスを、copy-fromインスタンス４５０とcopy-toインスタンス４５
０Ａの双方にブロードキャストし、この２つのインスタンスのデータ状態を同期させる。
このようにして、部分的に再配置された大形のオブジェクトに対するobjectrefsをインク
リメンタル更新することができる。何れかのインスタンスへの読み込みアクセスが同じフ
ィールド状態に解決することになるからである。
或る実施例では、ハードウェア書き込みバリア１０４０が、ストア指向バイトコードの評
価を行う整数ユニット１４２（第１図）ロジックにより提供される。このような実施例で
は、ロジックで実現したハードウェア書き込みバリア１０４０が、それぞれfromフィール
ド４１１とtoフィールド４１２のコンテンツによって特定されたcopy-fromインスタンス
及びcopy-toインスタンスの双方にstore_detaをブロードキャストする。ハードウェア書
き込みバリア１０４０の一例は、以下の論理式で記述される。

ここでoffsetは、そのストア指向バイトコードに関連する目標フィールドの大形のオブジ
ェクトへのオフセットである。上述のようなジェネレーション間ポインタストアトラップ
のような他の書き込みバリア機能を組み込んでいるロジックインプリメンテーションを含
む、種々の適切なロジックインプリメンテーションを、当業者は理解されよう。ハードウ
ェア書き込みバリア１０４０がfromフィールド４１１及びtoフィールド４１２を使用可能
であることから、それによって特定されたcopy-fromインスタンス４５０又はcopy-toイン
スタンス４５０Ａのそれぞれへのストアが認識可能となり、両インスタンスへのブロード
キャストを、ソフトウェアトラップオーバーヘッドなしでハードウェアにおいて行うこと
が可能になる。
第１１図は、How-Farレジスタフィールド（例えばhowfarフィールド４１３）及びMode表
示（例えばレジスタ１４４のmodeフィールド１１１４）を加えた実施例を示す。第１０図
の実施例の場合のように、ハードウェア書き込みバリア１１４０は、copy-fromインスタ
ンス４５０かcopy-toインスタンス４５０Ａの何れかへの書き込みアクセスに対するバリ
アを提供する。ハードウェア書き込みバリア１１４０は、FromSpace４２０インスタンス
及びToSpace４３０インスタンスのコピーされた部分をin syncの状態に維持することによ
り、インクリメンタル有界休止時間コピーをサポートする。第１１図の実施例では、ハー
ドウェア書き込みバリア１１４０によって、modeフィールド１１１４のCOPY状態によって
表示されるコピー段階の間に、ハードウェアプロセッサ１００が、大形のオブジェクトの
まだコピーされていない部分へのストアのブロードキャストを行わなくて済むようになる
という利点がある。しかし、modeフィールド１１１４のPTR_UPDATE状態によって表示され
るポインタ更新段階の間においては、copy-fromインスタンス４５０かcopy-toインスタン
ス４５０Ａの何れかへの書き込みアクセスは、copy-fromインスタンス４５０及びcopy-to
４５０Ａの双方にブロードキャストされる。ガーベッジコレクタプロセス６２０は、その
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時点での大形オブジェクト再配置操作の段階に対応するようにmodeフィールド１１１４の
表示を更新する。
或る実施例では、ハードウェア書き込みバリア１１４０が、ストア指向バイトコードの評
価を行う整数ユニット１４２（第１図）ロジックにより提供される。このような実施例で
は、目標オブジェクトフィールドが大形のオブジェクトの既にコピーされた部分にある場
合、或いは大形のオブジェクトが完全にコピーされて再配置操作がポインタ更新段階に入
っている場合には、ロジックで実現したハードウェア書き込みバリア１１４０はstore_de
taをCopy-FromインスタンスとCopy-Toインスタンスの双方にブロードキャストする。コピ
ー段階の間では、目標オブジェクトフィールドが大形のオブジェクトのまだコピーされて
いない部分にある場合には、ロジックで実現したハードウェア書き込みバリア１１４０が
、store_detaをCopy-Fromインスタンスに向ける。ハードウェア書き込みバリア１１４０
の一例は、以下の論理式で記述される。

ここでmodeフィールド１１１４の状態、MODEは、再配置操作の段階（例えばCOPY又はPTR_
UPDATE）を表示し、offsetは、そのストア指向バイトコードに関連する目標フィールドの
大形のオブジェクトへのオフセットである。上述したものようなジェネレーション間ポイ
ンタストアトラップのような他の書き込みバリア機能を組込んでいるロジックインプリメ
ンテーションを含む、種々の適切なロジックインプリメンテーションを、当業者は理解さ
れよう。ハードウェア書き込みバリア１１４０がhowfarフィールド４１３とmodeフィール
ド１１１４を使用可能であることから、ハードウェア書き込みバリア１１４０は、ポイン
タ更新段階の間に書き込みをブロードキャストすると共に、大形のオブジェクトの再配置
操作のコピー段階の間にstore_detaのCopy-Toインスタンスへの書き込みを選択的に行わ
ないで済ますことが可能である。この簡単な最適化によって、コピー段階の間に２つの書
き込みをブロードキャストするのではなく、書き込みを１つだけ行うことによって処理能
力を改善することができる。更に、再配置操作モードは、ガーベッジコレクタプロセス６
２０が、howfarフィールド４１３の状態におけるコピー段階の終了をコード化できるよう
にすることによって表示することができる。上述の論理式において、howfarフィールド４
１３の値をゼロ（０）以下とすることでコピー段階の完了をコード化し、これによりmode
フィールド１１１４を不要にすることができることを、当業者は理解されよう。
Copy-Fromインスタンス識別子ストアに関連する読み込み及び書き込みバリア
ここで第１２図～第１４図を参照して別の実施例について説明する。前述した幾つかの実
施例と同様に、これらの実施例では、部分的に再配置された大形のオブジェクトのFromSp
ace４２０インスタンスへの書き込みを適切に取り扱うためのハードウェアサポート（例
えばハードウェア書き込みバリア及び部分的に再配置されたオブジェクト識別子ストア４
１０）を利用する。しかし、これらの実施例では、部分的に再配置された大形のオブジェ
クトのFromSpace４２０インスタンスからの読み込みに対するバリアも提供する。このよ
うにして、これらの実施例は、取り扱われるオブジェクト参照なしの大形のオブジェクト
へのポインタの有界休止時間更新と共に有界休止時間コピーをサポートしている。
第１２図～第１４図の実施例では、ガーベッジコレクタプロセス６２０が、コピー段階（
MODE=COPY）の間に大形のオブジェクトのFromSpace４２０インスタンスからToSpace４３
０インスタンスへのインクリメンタルコピーを行い、ポインタ更新段階（MODE=PTR_UPDAT
E）の間に大形のオブジェクトに対するポインタ（objectrefs）のインクリメンタル更新
を行う。大形のオブジェクト再配置操作のコピー段階の間に、FromSpace４２０インスタ
ンスへのミューテータプロセス６１０の書き込みアクセスは、部分的に再配置されたオブ
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ジェクトトラップハンドラ、例えば部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ
１２５０（第１２図）か、ハードウェア書き込みバリア、例えばハードウェア書き込みバ
リア１３４０（第１３図）又はハードウェア書き込みバリア１４４０（第１４図）によっ
てブロードキャスト、即ち適切に方向付けられる。大形オブジェクトの再配置操作のポイ
ンタ更新段階の間に、FromSpace４２０インスタンスへのミューテータプロセス６１０の
書き込み及び読み込みアクセスは、ToSpace４３０インスタンスへ向け直される。
第１２図は、読み込み及び書き込みバリアに関連するCop-Fromレジスタフィールドを含む
実施例を示す。第１２図の実施例は、fromフィールド４１１，ハードウェア読み込みバリ
ア１２４２、ハードウェア書き込みバリア１２４１、及び部分的に再配置されたオブジェ
クトトラップハンドラ１２５０を有する。ハードウェア読み込みバリア１２４２及びハー
ドウェア書き込みバリア１２４１は、読み込み及び書き込みバリアハードウェア１２４０
として図示されている。しかし、インプリメンテーションによっては、ハードウェア書き
込みバリア１２４１及びハードウェア読み込みバリア１２４２は、ハードウェアを共有す
る形、或いは独立したハードウェアベースの形で実現されることもある。或る実施例では
、ストア指向バイトコードの評価を行う整数ユニット４２０（第１図）ロジックがハード
ウェア書き込みバリア１２４１を提供し、ロード指向バイトコード（例えばgetfield_qui
ck，getfield，aaload等）の評価を行う整数ユニット４２０ロジックがハードウェア読み
込みバリア１２４２を提供する。
ミューテータプロセス６１０は、収集された空間６３０への書き込みアクセス及びそこか
らの読み込みアクセスを行う。所定の読み込み又は書き込みアクセスは、その読み込み又
は書き込みアクセスが、部分的に再配置されたオブジェクトのFromSpace４２０インスタ
ンスを標的とする場合には、読み込み及び書き込みバリアハードウェア１２４０によって
選択的にトラップをかけられる。読み込み及び書き込みバリアハードウェア１２４０は、
fromフィールド４１１のコンテンツと書き込みアクセス７０１又は読み込みアクセス１２
０２に関連する目標objectrefとの間の一致に応じて、部分的に再配置されたオブジェク
トトラップハンドラ１２５０を起動する。或る実施例では、読み込み及び書き込みバリア
ハードウェア１２４０が、レジスタ１４４のmodeフィールド１１１４に応答する。このフ
ィールドは、modeフィールド１１１４の状態に基づいてハードウェア読み込みバリア１２
４２の動作のし方、つまり挙動を変える。このような実施例では、ハードウェア読み込み
バリア１２４２が、大形オブジェクトの再配置操作のポインタ更新段階の間にのみ選択的
なトラップをかける。
ハードウェア書き込みバリア１２４１の一例は、以下の論理式で記述される。

ここでgc_notifyは、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１２５０のよ
うなトラップハンドラである。上述のような、ジェネレーション間ポインタストアトラッ
プのような他の書き込みバリア機能を組込んでいるロジックインプリメンテーションを含
む、種々の適切なロジックインプリメンテーションを、当業者は理解されよう。ハードウ
ェア読み込みバリア１２４２の一例は、以下の論理式で記述される。

別の実施例は、より大形のトラップハンドラオーバーヘッドの負担があるにも関わらず、
部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１２５０による適切な取り扱いによ
って、大形オブジェクトの再配置操作のコピー段階及びポインタ更新段階の双方の間に選
択的にトラップをかけることができる。
コピー段階の間に、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１２５０は、別
の場合にはtoフィールド４１２にストアされるようなCopy-To行先情報のためのメモリス
トレージを確保し、或いは必要に応じて維持する。更に、部分的に再配置されたオブジェ
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クトトラップハンドラ１２５０は、別の場合にはhowfarフィールド４１３にストアされる
ようなHowFar情報のためのストレージを必要に応じて維持することができる。ミューテー
タプロセス６１０が、大形のオブジェクトのFromSpace４２０インスタンスにストアする
場合には、ストアデータは、copy-fromインスタンス４５０とcopy-toインスタンス４５０
Ａの双方にブロードキャストされるか、或いは、howfar情報に対するストレージを提供す
るような実施例では、howfarストレージが検査されて、大形のオブジェクトのstored-to
フィールドが既にコピーされている場合にはストアが両インスタンスにブロードキャスト
され、そうでない場合にはcopy-fromインスタンス４５０に向けられる。
ポインタ更新段階の間に、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１２５０
は、部分的に再配置された大形のオブジェクトのFromSpace４２０インスタンスを目標に
した読み込み及び書き込みアクセスを、そのToSpace４３０インスタンスに向ける。前述
の場合のように、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１２５０は、別の
場合にはtoフィールド４１２にストアされるようなCopy-To行先情報のためのメモリスト
レージを確保し、或いは必要に応じて維持する。何れの場合にも、部分的に再配置された
オブジェクトトラップハンドラ１２５０は、ToSpace４３０インスタンスへの読み込み及
び書き込みアクセスの双方を方向付けしなおす。このようにして、部分的に再配置された
オブジェクトへの読み込みアクセスは、最新の状態への更新が保証されているToSpace４
３０インスタンスに解決する。
部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１２５０のための書き込みトラップ
及び読み込みトラップ機能の例は、以下のようなものである。

ここで、read_destinationは、ロード指向バイトコードの行先である。
一般に、読み込みバリアに対するトラップによってオーバーヘッドが生ずるケースは、書
き込みバリアのみが提供されている場合より起こりやすい。読み込みアクセスは、通常所
定の命令ストリームにおいては書き込みアクセスより一般的で、何れの場合も書き込みア
クセスに伴って生ずるからである。これを一つの理由として、ハードウェア書き込みバリ
ア１２４２は、ポインタ更新段階における部分的に再配置された大形のオブジェクトのFr
omSpace４２０インスタンスからの読み込みに対して選択的となっている。しかし、ハー
ドウェア書き込みバリア１２４２は、再配置操作の段階とは無関係に、部分的に再配置さ
れた大形のオブジェクトのFromSpace４２０インスタンスからの読み込みに対して、所望
に応じてトラップをかけられる。このような実施例では、部分的に再配置されたオブジェ
クトトラップハンドラ１２５０は、重複するcopy-fromインスタンス４５０とcopy-toイン
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スタンス４５０Ａのインテリジェントな取り扱いが可能であるように構成することができ
る。第１５図は、fromインスタンス１５６０とtoインスタンス１５７０の重複を示す。こ
こではコピー済み部分１５６１が、toインスタンス１５７０の部分１５７１にコピーされ
ている。fromフィールド４１１、toフィールド４１２、及びhowfarフィールド４１３は、
上述のように、部分的に再配置されたオブジェクトの状態をコード化する。第１５図の実
施例では、ガーベッジコレクタプロセス６２０が、fromインスタンス１５６０とtoインス
タンス１５７０の相対的な重複に応じて、大形のオブジェクトを後ろから前へ（又は前か
ら後ろへ）コピーする。重複したfromインスタンスとtoインスタンスの取り扱いを容易に
するために、部分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１５５０は、書き込み
のブロードキャストは行わず、代わりにコピーされていない部分１５６２を目標とする書
き込みをfromインスタンス１５６０に向け、コピー済み部分１５６１を目標とする書き込
みをtoインスタンス１５７０に向ける。部分的に再配置されたオブジェクトトラップハン
ドラ１２５０の書き込みトラップファンクションの適切な改変形態は、以下の通りである
。

ここでCOPY_DIRECTIONは、それぞれfromフィールド４１１及びtoフィールド４１２によっ
てコード化されている、fromインスタンス１５６１とtoインスタンス１５７０の相対的な
位置から確認することができる。ロード指向アクセスを適切に方向付けし直すための、部
分的に再配置されたオブジェクトトラップハンドラ１２５０の読み込みトラップファンク
ションの改変も、類似の方式で行うことができる。
第１３図に示す実施例は、読出し・書込みバリアハードウェア１３４０に関連するCopy-F
romレジスタフィールド（例えば、from field４１１）に加えてCopy-Toレジスタフィール
ド（例えば、to field４１２）を含む。前述のように、この実施例は、読出し・書込みバ
リアハードウェア１３４０が、コピー段階と大形オブジェクト再配置操作のポインタ更新
段階との間の識別が可能となるように、ガーベッジコレクタプロセス６２０によって保守
されたモード表示（例えば、レジスタ１４４のモードフィールド１１１４）を含む。第１
２図の実施例と比較して、第１３図は、ハードウェア（例えば、from field４１１のコン
テンツによって特定されるオブジェクトのフィールドへのストアに対するハードウェア書
込みバリア１３４２及び読出しバリア１３４１）において、読出しバリア及び書込みバリ
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アサポート（barrier support）の両方を具備し、その結果、部分的に再配置されたオブ
ジェクトトラップハンドラ１２５０及びそれに関連するオーバヘッドを都合よく消去する
。
ハードウェアの中のCopy-Toレジスタフィールド（例えば、レジスタ１４４の中のto fiel
d４１２）の保守によって、Copy-Toインスタンスへの書込みアクセスは、ソフトウェアト
ラップハンドラ介入なしに、ハードウェア書込みバリア１３４１によって、Copy-From及
びCopy-Toインスタンスの両方に対するコピー段階（MODE = COPY）の間において、ブロー
ドキャストであり得る。ポインタ更新段階（MODE = PTR_UPDATE）の間において、Copy-Fr
omインスタンスに対する書込みアクセスは、再びソフトウェアトラップハンドラ介入なし
に、ハードウェア書込みバリア１３４１によってCopy-Toインスタンスに対し再び向けら
れる。また、Copy-Fromインスタンスからの読出しアクセスは、ポインタ更新段階の間に
おいて、ソフトウェアトラップハンドラ介入なしに、ハードウェア読出しバリア１３４２
によって、Copy-Toインスタンスに再び向けられる。Copy-Fromインスタンスに対するコピ
ー段階読出しアクセスは正常に終了する。
一実施例において、読出し・書込みバリアハードウェア１３４０は、バイトコードの評価
を行なう整数ユニット１４２（第１図）ロジックによって具備される。ハードウェア書込
みバリア１３４１は、ストア指向（store-oriented）バイトコードの評価を行なう整数ユ
ニット１４２ロジックによって具備され、ハードウェア読出しバリア１３４２は、ロード
指向（load-oriented）バイトコードの評価を行なう整数ユニット１４２ロジックによっ
て具備される。
コピー段階の間において、ロジック実行ハードウェア書込みバリア１３４２は、to field
４１２のコンテンツ及びオブジェクト参照（objectref）によって各々特定されるCopy-Fr
om及びCopy-Toインスタンスの両方に対するストアデータ（store_data）をブロードキャ
ストし、一方、ポインタ更新段階において、ロジック実行ハードウェア書込みバリア１３
４２は、Copy-Toインスタンスのみに対して記憶データを再び向ける。典型的なハードウ
ェア書込みバリア１３４２は、以下の論理式で示される。

同様に、典型的なハードウェア読出しバリア１３４１は、以下の論理式で示される。

ここで、各々の場合における“offset”は、ストアまたはロード指向バイトコードに関す
る目標フィールドの大形オブジェクトにおけるオフセットである。前述のように、先行技
術は、ハードウェア書込みバリア１３４２と、ジェネレーション間ポインタストアトラッ
プのような機能を有する別の書込みバリアとを組合せたインプリメンテーションと同様に
、ハードウェア読出しバリア１３４１と、ハードウェア書込みバリア１３４２とを組合せ
たロジックのインプリメンテーションを含め、様々な好適なロジックのインプリメンテー
ションを認識するであろう。to field４１２はハードウェア書込みバリア１３４２に使用
可能なため、ハードウェアにおいてブロードキャスト及び向け直し（redirection）が可
能であり、ソフトウェアトラップオーバヘッドが削除される。
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図に示す。第１３図の実施例のように、読出し・書込みバリアハードウェア１４４０は、
copy-fromインスタンス４５０から、或いはcopy-fromインスタンス４５０への読出し・書
込みアクセスに対するバリアを具備する。さらに、読出し・書込みバリアハードウェア１
４４０は、既にToSpace４３０インスタンスにコピーされたストアまたはロード指向バイ
トコードによってそのフィールドが参照されるかどうかによって、好適なFromSpace４２
０またはToSpace４３０インスタンスに対して読出し・書込みアクセスを向ける（steers
）。howfar field４１３に関する操作によって、ハードウェア書込みバリア１４４１は、
モードフィールド１１１４のコピー状態によって示されるコピー段階の間に、ハードウェ
アプロセッサ１００が、大形オブジェクトの未だコピーされていない部分に対するストア
のブロードキャストを見合わせることを都合よく許容する。ポインタ更新段階の間に、To
Space４３０インスタンスは、最新への更新を補償され、故に、そこへ読出しアクセスの
向け直しによって、ハードウェア読出しバリア１４４２は、ポインタ更新段階の間におい
て、ハードウェアプロセッサ１００のストアのブロードキャストを見合わせることを都合
よく許容する。ブロードキャストストアは削除されるので、第１４図の実施例は、FromSp
ace４２０及びToSpace４３０インスタンスのオーバラップのサポートに特に都合が良い。
一実施例において、読出し・書込みハードウェア１４４０は、バイトコードの評価を行な
う整数ユニット１４２（第１図）ロジックによって具備される。ハードウェア書込みバリ
ア１４４１は、ストア指向バイトコードの評価を行なう整数ユニット１４２ロジックによ
って具備され、ハードウェア読出しバリア１４４２は、ロード指向バイトコードの評価を
行なう整数ユニット１４２ロジックによって具備される。典型的なハードウェア書込みバ
リア１４４２は、以下の論理式で示される。

同様に、典型的なハードウェア読出しバリア１３４１は、以下の論理式で示される。
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ここで“read_destination”は、ロード指向バイトコードのための宛先（destination）
であり、各々において“offset”は、ストアまたはロード指向バイトコードに関係する目
標フィールドの大形オブジェクトにおけるオフセットである。前述のように、先行技術は
、ハードウェア書込みバリア１４４２と、ジェネレーション間ポインタストアトラップの
ような機能を有する別の書込みバリアとを組合せたインプリメンテーションと同様に、ハ
ードウェア読出しバリア１４４１と、ハードウェア書込みバリア１４４２とを組合せたロ
ジックのインプリメンテーションを含め、様々な好適なロジックのインプリメンテーショ
ンを認識するであろう。
Copy-Toインスタンス識別子ストアに関する読出し・書込みバリア
第１２図から第１４図の一連の種々の実施例は、Copy-Fromインスタンス識別子ストアで
はなく、Copy-Toインスタンス識別子ストアに関する読出し・書込みバリアを含む。前述
のように、これらの実施例は、ソフトウェアトラップハンドラオーバヘッド（software t
rap handlerovehead）を削除し、copy-fromインスタンス４５０及びcopy-toインスタンス
４５０Ａのオーバラップを考慮するために、逐次的レベルの付加的ハードウェアサポート
（例えば、from field４１１及びhawfarフィールド４１３サポート）を加える。その様々
な実施例は、部分的に再配置された大形オブジェクトに対するポインタの有界休止時間更
新及び有界休止時間コピーの両方をサポートする。これらの様々な実施例は、第１２図か
ら第１４図の実施例の類推によって示され、それらの先行技術は、この明細書に基づく好
適な改変の真価を認めるだろう。
オブジェクトデータのコピーの前に、ガーベッジコレクタプロセス６２０は大形オブジェ
クトに対しポインタを更新する（即ち、FromSpace４２０インスタンスからToSpace４３０
インスタンスへ）。この方法において、ポインタ更新とコピー段階のオーダは逆になる。
読出し・書込みバリアの後の読出し・書込みアクセスは、copy-toインスタンス４５０Ａ
の変わりにcopy-fromインスタンス４５０に向ける。一実施例において、ハードウェア読
出し・書込みバリアトラップは、copy-toインスタンス４５０Ａにアクセスし、それは、C
opy-Fromインスタンスに対する実際の取次を行なう部分的に再配置されたオブジェクトト
ラップハンドラのソフトウェアを呼び出す。部分的に再配置されたオブジェクトトラップ
ハンドラは、そうでなければhowfar field４１３にストアされるように、所望によりHowF
arインフォメーションのためのストレージを保持しても良い。ミューテータプロセス６１
０が大形オブジェクトToSpace４２０インスタンスにストアする際に、大形オブジェクト
のストアされたto fieldが既にコピーされている場合は、ストアデータはcopy-toインス
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タンス４５０Ａに向けられ、そうでない場合はcopy-fromインスタンス４５０に向けられ
る。同様に、ミューテータプロセス６１０が大形オブジェクトのToSpace４２０インスタ
ンスからロードするとき大形オブジェクトのストアされたto fieldが既にコピーされてい
る場合は、ロードはcopy-toインスタンス４５０Ａから行なわれ、そうでない場合はcopy-
fromインスタンス４５０から行なわれる。前述のように第１２図および第１４図に関して
、オーバーラップしたFromSpace４３０及びToSpace４３０インスタンスのためのサポート
が具備される。別法として、オーバーラップ領域のためのサポートが不要な場合、読出し
バリアはロードをCopy-Fromインスタンスに向けて、書込みバリアはCopy-From及びCopy-T
oインスタンスの両方に対してストアをブロードキャストし得る。
上述のように、ソフトウェアトラップオーバーヘッドは、より多くのレジスタ及び複雑動
作をハードウェアに置くことによって消去され得る。例えば、一実施例ではto field４１
２及びfrom field４１１を含む。ハードウェア書込みバリアは、ストアをcopy-toインス
タンス４５０Ａとcopy-fromインスタンス４５０の両方に対してブロードキャストするto 
field４１２及びストア目標の間の一致に応答する。ハードウェア読出しバリアは、ロー
ドをcopy-fromインスタンス４５０に対して向け直すto field４１２及びロードソース（l
oad source）の間の一致に応答する。別の実施例では、to field４１２及びfrom field４
１１に加えてhowfar field４１３を含む。ハードウェア書込みバリア及び読出しバリアは
、copy-toインスタンス４５０Ａのコピーされた部分及びcopy-fromインスタンス４５０の
コピーされていない部分にストア及びロードを向ける。これらの先行技術は、前述に基づ
く各々の実施例のための好適なロジックを認識するであろう。
オブジェクト参照フォーマット（object referencing formats）
第１６図は、ハードウエアプロセッサ１００において表現されているようなオブジェクト
参照（objectref）の一実施例を示している。objectrefの３つのビットを上述に織込まれ
たPCT国際出願番号第PCT／US98／07622号（ガーベッジコレクションのためのジェネレー
ション離隔（generation isolation）システム及び方法）に記載のガーベッジコレクショ
ンヒント（garbage collection hints）のために使用することができる。別のハンドルビ
ットＨは、オブジェクトがobjectrefによって直接参照されているか、又はハンドル（han
dle）を通して間接的に参照されているかを示す。ハンドルは、別のレベルの間接的手続
きが発生するという代償はあるが、メモリオブジェクトの再配置操作を、それらを指定す
るポインタ（またはobjectrefs）の大量の更新なしに容易に実現する参照メソッド（refe
rencing method）を提供する。これらのフィールドはどちらもハードウエアプロセッサ１
００の整数ユニット１４２（第１図）に与えられる前にマスクしてなくなる（maskout）
。
ハードウエアプロセッサ１００及び収集された空間６３０（第６～１４図）の一実施例で
は、オブジェクト１７００はヘッダ部１７１０及びインスタンス変数ストレージ部１７２
０を含むメモリにおいて表現される。第１７Ａ図は、そのような実施例の１つを示してい
る。ヘッダ部１７１０は３２ビットワードを含んでおり、この３２ビットワードそれ自身
はオブジェクトのクラスを表すためのメソッドベクタテーブルベース部（method vector 
table base portion）１７１２と、オブジェクトの同期状態及びガーベッジコレクタ用の
情報のために確保された追加的なストレージ（storage）１７１４の５つのビットを含ん
でいる。所望に応じて、第２のヘッダワード（例えばモニタポインタ１７１６）に、オブ
ジェクトに割り当てられたモニタのアドレスを格納し、それによって第１のヘッダワード
内の追加的なストレージ１７１４の５つのビット全てをガーベッジコレクション情報に使
用可能とすることもできる。第１７Ａ図の実施例では、オブジェクト参照（objectref）
はメソッドの呼び出しのオーバヘッドを最小化するべく、メソッドベクタテーブルベース
部１７１２の場所を示している。
ヘッダ部１７１０の３つのビットは、例えばコレクタプロセス６２０のようなガーベッジ
コレクタによって使用可能である。ヘッダ部１７１０において、３つの下位ビット（head
er[2:0]）及び２つの上位ビット（header[31:30]）はヘッダがポインタとして処理される
ときはマスクしてなくなる（mask off）。これらのビットの内３つ（header[31:30,2]）
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は、オブジェクト１７００に関する情報をストアすべくガーベッジコレクタによって使用
可能である。オブジェクトの同期のため、LOCK及びWANTビットを保持すべくビット１及び
０を用いることができる。別の方法として、例えばモニタポインタ１７１６のような第２
のヘッダワードをオブジェクト１７００の同期状態を保持するのに用い、５つのビット全
てをガーベッジコレクションのサポートのために残すこともできる。ガーベッジコレクシ
ョンのサポートのためのビットがどのように用いられるかは、コレクタプロセス６２０及
びガーベッジコレクショントラップハンドラによって実現されるガーベッジコレクション
メソッドの特定のタイプに依存する。可能な使用方法には、マークビット、所定のジェネ
レーションのオブジェクトの年齢を決定するためのカウンタビット等として使用すること
が含まれる。上述したように、所望に応じてなされるヘッダ部１７１０の第２のヘッダワ
ードを使用した実施態様では、５つのビットが例えばコレクタプロセス６２０のようなガ
ーベッジコレクタに対して使用可能となる。
第１７Ａ図の実施例において、インスタンス変数ストレージ部１７２０はメソッドベクタ
テーブルベース部１７１２の１ワード後に始まっており、オブジェクト１７００のインス
タンス変数を格納する。objectrefの最下位ビットによって、参照が取り扱われる（＝＝
１）か又は取り扱われない（＝＝０）かが指定される。一方の選択肢である“取り扱われ
る”場合のオブジェクトフォーマットが第１７Ｂ図に示されている。オブジェクト１７０
０ｂが生成されるとき、取り扱われる参照が確立され、その後の全ての参照はオブジェク
トにアクセスすべくハンドル、即ちストレージポインタ１７５０ｂを通過する。このよう
なサポートは、下層に位置するオブジェクトストレージ（インスタンス変数に対するもの
を含む）ではなくハンドルをコピーすることによってオブジェクトの再配置操作に伴うポ
インタの更新の代償を軽減するようなガーベッジコレクタに対して提供される。
取扱われるオブジェクト参照は、前述の第７～９図のように、ガーベッジコレクションシ
ステムが、コピーされたオブジェクトに対しポインタ更新のための有界休止時間動作を示
すことを可能にする。別のガーベッジコレクションシステムにおいては、多数の参照ポイ
ンタの有界休止時間ポインタが、それによって備えられたバリア構造によってサポートさ
れるが、例えば、上述の第１０～１４図の実施例においては、直接のオブジェクト参照が
好ましい。
本発明を様々な実施例に基づいて説明してきたが、これらの実施例は例示的なものであり
、発明の範囲はこれらの実施例に限定されないことを理解されたい。請求の範囲で使用さ
れる第１命令、第２命令、第３命令などの用語は特定のためのものであって、命令の特定
の順番を要求すると解釈されるべきでものではない。説明した実施例に対して様々な変形
、変更、追加及び改良が可能である。例えば、本発明をＪＡＶＡプログラミング言語及び
ＪＡＶＡ仮想マシンに関連する実施例に基づいて説明してきたが、本発明はそれらに限定
されるものではなく、様々なプロセッサ環境（仮想及び物理的なものの両方）に対するシ
ステム、製品、方法、及び装置を包含するものである。更に、いくつかの実施例は、ハー
ドウエアとして説明してきたが、上述に従って応答する部分的に再配置されたオブジェク
ト識別子ストア及びバリアに組込まれた好適な仮想マシンの具現（ＪＡＶＡに関するもの
、或いはその他のもの）は、バイトコードインタプリタ（bytecode interpreter）または
ジャストインタイムコンパイラ（just-in-time compiler）のようなソフトウエアによる
仮想マシーン命令プロセッサの具現を含む。上述した或いはその他の変形および、変更、
追加、改良は特許請求の範囲に画定される本発明の範囲に入るものである。
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