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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用すべきメモリ領域が計算機ごとに分割されたメモリにロードされたプログラムを、
複数の計算機間で共有するメモリ共有システムであって、
　一の計算機から、前記メモリへのロードを要求されたプログラムを特定する情報、前記
メモリへのロードを要求したプログラム内の前記メモリへのロードが必要になったメモリ
アドレスを示す要求元メモリアドレス、及び、前記要求されたプログラムのメモリサイズ
を示す要求メモリサイズを含むメモリ確保要求が発生すると、前記メモリにロード済みの
プログラムについて、当該プログラムを一意に識別するためのプログラムＩＤ、当該プロ
グラムのロードを要求したプログラム内の前記要求元メモリアドレス、及び、当該プログ
ラムの前記要求メモリサイズと、当該プログラムをロードしたメモリ領域の先頭メモリア
ドレスとを対応付けたエントリを記憶するメモリ利用情報記憶部を参照して、前記要求さ
れたプログラムに対応する前記プログラムＩＤ、前記要求元メモリアドレス、及び、前記
要求メモリサイズを検索キーとして、前記検索キーと一致するエントリが存在するか否か
を判断するメモリ利用情報検索手段と、
　前記メモリ利用情報検索手段にて前記検索キーと一致するエントリが存在すると判断さ
れると、当該エントリに対応する前記プログラムがロードされたメモリ領域を複数の計算
機間で共有化する処理を行うメモリ確保手段とを備え、
　前記メモリ確保手段は、前記メモリ利用情報検索手段にて前記検索キーと一致するエン
トリが存在しないと判断されると、前記メモリ確保要求を発生した計算機が使用すべきメ



(2) JP 4952308 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

モリ領域に前記要求されたプログラムをロードし、メモリ利用情報書込み手段により、前
記要求されたプログラムの前記プログラムＩＤ、前記要求元メモリアドレス、及び、前記
要求メモリサイズと、前記要求されたプログラムをロードしたメモリ領域の先頭メモリア
ドレスとを対応付けて、前記メモリ利用情報記憶部に格納することを特徴とするメモリ共
有システム。
【請求項２】
　前記メモリ確保手段は、前記メモリ利用情報検索手段にて前記検索キーと一致するエン
トリが存在すると判断されると、当該エントリに記憶された前記先頭メモリアドレスから
前記要求メモリサイズ分のメモリ領域を、前記メモリ確保要求を発生した計算機からも参
照可能となるようにメモリ共有化処理をする、請求項１に記載のメモリ共有システム。
【請求項３】
　前記計算機が、プログラムの実行を行い、プログラムファイルをメモリにロードする必
要が生じると、前記要求元メモリアドレス及び前記要求メモリサイズを求めた上で、前記
メモリ確保要求を発生するプログラム実行手段を備えている、請求項１に記載のメモリ共
有システム。
【請求項４】
　前記要求されたプログラムの属性情報を取得する属性情報取得手段と、前記属性情報に
基づいて、前記プログラムＩＤを生成するプログラムＩＤ生成手段とを備えている、請求
項１に記載のメモリ共有システム。
【請求項５】
　前記属性情報取得手段は、前記計算機内で前記プログラムのプログラムファイルを一意
に識別するために割り当てられた識別子を含むプログラムファイル特定情報に基づいて前
記プログラムファイルを特定し、該プログラムファイルの属性情報を取得する、請求項４
に記載のメモリ共有システム。
【請求項６】
　前記メモリ確保要求発生元の計算機の識別子と、前記プログラムファイル特定情報と、
前記プログラムＩＤとを対応付けて記憶するプログラムＩＤ記憶部を参照し、前記属性情
報取得手段にて特定されたプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されてい
るか否かを判断するプログラムＩＤ検索手段を更に備え、
　前記プログラムＩＤ生成手段は、前記プログラムＩＤ検索手段にて前記属性情報取得手
段が特定したプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されていると判断され
ると、前記プログラムＩＤの生成に代えて、前記プログラムＩＤ記憶部に記憶されたプロ
グラムＩＤを取得する、請求項５に記載のメモリ共有システム。
【請求項７】
　前記プログラムＩＤ生成手段は、前記プログラムＩＤ検索手段にて前記属性情報取得手
段が特定したプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されていないと判断さ
れると、プログラムＩＤ書込み手段により、前記属性情報に基づいて生成したプログラム
ＩＤを、前記計算機の識別子及び前記プログラムファイル特定情報と対応付けて前記プロ
グラムＩＤ記憶部に格納する、請求項６に記載のメモリ共有システム。
【請求項８】
　前記計算機が、実計算機上で実行される複数の仮想計算機を含み、前記メモリ確保手段
は、前記プログラムがロードされた、一の仮想計算機に対応したメモリ領域を、複数の仮
想計算機間で共有化する処理を行う、請求項１に記載のメモリ共有システム。
【請求項９】
　前記計算機が、実計算機、及び、実計算機上で実行される仮想計算機を含み、前記メモ
リ確保手段は、前記プログラムがロードされた、前記実計算機又は仮想計算機に対応した
メモリ領域を、前記実計算機と前記仮想計算機との間で共有化する処理を行う、請求項１
に記載のメモリ共有システム。
【請求項１０】
　使用すべきメモリ領域が計算機ごとに分割されたメモリにロードされたプログラムを複
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数の計算機間で共有する、コンピュータにおけるメモリ共有方法であって、
　前記コンピュータが、一の計算機から、前記メモリへのロードを要求されたプログラム
を特定する情報、前記メモリへのロードを要求したプログラム内の前記メモリへのロード
が必要になったメモリアドレスを示す要求元メモリアドレス、及び、前記要求されたプロ
グラムのメモリサイズを示す要求メモリサイズを含むメモリ確保要求が発生すると、前記
メモリにロード済みのプログラムについて、当該プログラムを一意に識別するためのプロ
グラムＩＤ、当該プログラムのロードを要求したプログラム内の前記要求元メモリアドレ
ス、及び、当該プログラムの前記要求メモリサイズと、当該プログラムをロードしたメモ
リ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けたエントリを記憶するメモリ利用情報記憶部を
参照して、前記要求されたプログラムに対応する前記プログラムＩＤ、前記要求元メモリ
アドレス、及び、前記要求メモリサイズを検索キーとして、前記検索キーと一致するエン
トリが存在するか否かを判断するメモリ利用情報検索ステップと、
　前記コンピュータが、前記メモリ利用情報検索ステップで前記検索キーと一致するエン
トリが存在すると判断すると、当該エントリに対応する前記プログラムがロードされたメ
モリ領域を複数の計算機間で共有化する処理を行うメモリ確保ステップとを有し、
　前記コンピュータは、前記メモリ利用情報検索ステップで前記検索キーと一致するエン
トリが存在しないと判断すると、前記メモリ確保要求を発生した計算機が使用すべきメモ
リ領域に前記要求されたプログラムをロードし、前記要求されたプログラムの前記プログ
ラムＩＤ、前記要求元メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズと、前記要求された
プログラムをロードしたメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けて、前記メモリ利
用情報記憶部に格納することを特徴とするメモリ共有方法。
【請求項１１】
　前記メモリ確保ステップでは、前記メモリ利用情報検索ステップで前記検索キーと一致
するエントリが存在すると判断すると、当該エントリに記憶された前記先頭メモリアドレ
スから前記要求メモリサイズ分のメモリ領域を、前記メモリ確保要求を発生した計算機か
らも参照可能となるようにメモリ共有化処理をする、請求項１０に記載のメモリ共有方法
。
【請求項１２】
　前記コンピュータが、前記要求されたプログラムの属性情報を取得し、該取得した属性
情報に基づいて、前記プログラムＩＤを生成するステップを備えている、請求項１０に記
載のメモリ共有方法。
【請求項１３】
　前記属性情報を取得するステップでは、前記コンピュータは、前記計算機内で前記プロ
グラムのプログラムファイルを一意に識別するために割り当てられた識別子を含むプログ
ラムファイル特定情報に基づいて前記プログラムファイルを特定し、該プログラムファイ
ルの属性情報を取得する、請求項１２に記載のメモリ共有方法。
【請求項１４】
　前記コンピュータが、前記メモリ確保要求発生元の計算機の識別子と、前記プログラム
ファイル特定情報と、前記プログラムＩＤとを対応付けて記憶するプログラムＩＤ記憶部
を参照し、前記特定したプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されている
か否かを判断するステップを更に有し、
　前記コンピュータは、前記プログラムＩＤが前記メモリ利用情報記憶部に記憶されてい
るか否かを判断するステップで、前記特定したプログラムファイルに対応するプログラム
ＩＤが記憶されていると判断すると、前記プログラムＩＤを生成するステップで前記プロ
グラムＩＤを生成するのに代えて、前記プログラムＩＤ記憶部に記憶されたプログラムＩ
Ｄを取得する、請求項１３に記載のメモリ共有方法。
【請求項１５】
　前記コンピュータは、前記プログラムＩＤが前記プログラムＩＤ記憶部に記憶されてい
るか否かを判断するステップで、前記特定したプログラムファイルに対応するプログラム
ＩＤが記憶されていないと判断すると、前記属性情報に基づいてプログラムＩＤを生成し
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、該生成したプログラムＩＤと、前記計算機識別子及び前記プログラムファイル特定情報
とを対応付けて前記プログラムＩＤ記憶部に格納する、請求項１４に記載のメモリ共有方
法。
【請求項１６】
　前記計算機が、前記コンピュータ上で実行される複数の仮想計算機を含み、前記メモリ
確保ステップでは、前記コンピュータは、前記プログラムがロードされた、一の仮想計算
機に対応したメモリ領域を、複数の仮想計算機間で共有化する処理を行う、請求項１０に
記載のメモリ共有方法。
【請求項１７】
　前記計算機が、前記コンピュータ自身、及び、前記コンピュータ上で実行される仮想計
算機を含み、前記メモリ確保ステップでは、前記コンピュータは、前記プログラムがロー
ドされた、前記コンピュータ又は前記仮想計算機に対応したメモリ領域を、前記コンピュ
ータと前記仮想計算機との間で共有化する処理を行う、請求項１０に記載のメモリ共有方
法。
【請求項１８】
　コンピュータで、使用すべきメモリ領域が計算機ごとに分割されたメモリにロードされ
たプログラムを複数の計算機間で共有する処理を実行させるプログラムであって、前記コ
ンピュータに、
　一の計算機から、前記メモリへのロードを要求されたプログラムを特定する情報、前記
メモリへのロードを要求したプログラム内の前記メモリへのロードが必要になったメモリ
アドレスを示す要求元メモリアドレス、及び、前記要求されたプログラムのメモリサイズ
を示す要求メモリサイズを含むメモリ確保要求が発生すると、前記メモリにロード済みの
プログラムについて、当該プログラムを一意に識別するためのプログラムＩＤ、当該プロ
グラムのロードを要求したプログラム内の前記要求元メモリアドレス、及び、当該プログ
ラムの前記要求メモリサイズと、当該プログラムをロードしたメモリ領域の先頭メモリア
ドレスとを対応付けたエントリを記憶するメモリ利用情報記憶部を参照して、前記要求さ
れたプログラムに対応する前記プログラムＩＤ、前記要求元メモリアドレス、及び、前記
要求メモリサイズを検索キーとして、前記検索キーと一致するエントリが存在するか否か
を判断するメモリ利用情報検索処理と、
　前記メモリ利用情報検索処理で前記検索キーと一致するエントリが存在すると判断する
と、当該エントリに対応する前記プログラムがロードされたメモリ領域を複数の計算機間
で共有化するメモリ確保処理と、
　前記メモリ利用情報検索処理で前記検索キーと一致するエントリが存在しないと判断す
ると、前記コンピュータに、前記メモリ確保要求を発生した計算機が使用すべきメモリ領
域に前記要求されたプログラムをロードし、前記要求されたプログラムの前記プログラム
ＩＤ、前記要求元メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズと、前記要求されたプロ
グラムをロードしたメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けて、前記メモリ利用情
報記憶部に格納する処理とを実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１９】
　前記メモリ確保処理では、前記メモリ利用情報検索処理で前記検索キーと一致するエン
トリが存在すると判断すると、当該エントリに記憶された前記先頭メモリアドレスから前
記要求メモリサイズ分のメモリ領域を、前記メモリ確保要求を発生した計算機からも参照
可能となるようにメモリ共有化処理をする、請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記コンピュータに、前記要求されたプログラムの属性情報を取得し、該取得した属性
情報に基づいて、前記プログラムＩＤを生成する処理を更に実行させる、請求項１８に記
載のプログラム。
【請求項２１】
　前記属性情報の取得では、前記計算機内で前記プログラムのプログラムファイルを一意
に識別するために割り当てられた識別子を含むプログラムファイル特定情報に基づいて前
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記プログラムファイルを取得し、該プログラムファイルの属性情報を取得する、請求項２
０に記載のプログラム。
【請求項２２】
　前記コンピュータに、前記メモリ確保要求発生元の計算機と、前記プログラムファイル
特定情報と、前記プログラムＩＤとを対応付けて記憶するプログラムＩＤ記憶部を参照し
、前記特定したプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されているか否かを
判断する処理を更に実行させ、
　前記プログラムＩＤが前記メモリ利用情報記憶部に記憶されているか否かを判断する処
理で、前記特定したプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されていると判
断されると、前記コンピュータに、前記プログラムＩＤを生成する処理に代えて、前記プ
ログラムＩＤ記憶部に記憶されたプログラムＩＤを取得する処理を実行させる、請求項２
１に記載のプログラム。
【請求項２３】
　前記プログラムＩＤが前記プログラムＩＤ記憶部に記憶されているか否かを判断する処
理で、前記特定したプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されていないと
判断されると、前記コンピュータに、前記属性情報に基づいてプログラムＩＤを生成し、
該生成したプログラムＩＤと、前記プログラムファイル特定情報とを対応付けて前記プロ
グラムＩＤ記憶部に格納する処理を実行させる、請求項２２に記載のプログラム。
【請求項２４】
　前記計算機が、前記コンピュータ上で実行される複数の仮想計算機を含み、前記メモリ
確保処理では、前記プログラムがロードされた、一の仮想計算機に対応したメモリ領域を
、複数の仮想計算機間で共有化する処理を行う、請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２５】
　前記計算機が、前記コンピュータ自身、及び、前記コンピュータ上で実行される仮想計
算機を含み、前記メモリ確保処理では、前記プログラムがロードされた、前記コンピュー
タ又は前記仮想計算機に対応したメモリ領域を、前記コンピュータと前記仮想計算機との
間で共有化する処理を行う、請求項１８に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリ共有システム、方法、及び、プログラムに関し、更に詳しくは、複数
の計算機間でメモリを共有するメモリ共有システム、方法、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　１つの実計算機上で複数の仮想計算機を実行する技術がある。１つの計算機上で複数の
仮想計算機を実行する場合、各仮想計算機に独立したメモリ領域が割り当てられるため、
仮想計算機の数に比例したメモリ領域が必要となる。このため、組込み機器など、使用可
能なハードウェア資源が制限される小さい計算機では、計算機上で複数の仮想計算機を実
行すると、メモリ領域が不足する問題が生じている。
【０００３】
　１つの実計算機上で複数の仮想計算機を実行する場合、それぞれの仮想計算機上で同じ
プログラムが動作することがある。しかし、各仮想計算機が使用するメモリ領域は、実計
算機のメモリ上に別々に確保されるため、実計算機上に同じプログラムファイルがメモリ
上に二重にロードされることになる。例えば、１つの実計算機上で、Ｌｉｎｕｘベースの
仮想計算機が２つ実行されている場合を考えると、それぞれの仮想計算機のメモリ領域に
、同じバージョンのｇｌｉｂｃライブラリファイルがロードされることがある。このよう
な状況から、複数の仮想計算機で同一のプログラムが実行される場合に、メモリにロード
されるプログラムファイルを共有するためのメモリ共有システムが求められている。
【０００４】
　ここで、ＯＳ内でのメモリ共有システムの一例が、非特許文献１に記載されている。非
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特許文献１では、メモリにロードされたファイルを複数のプログラムから参照可能なシス
テムについて記述されている。この手法は、１つのＯＳ内のメモリ共有手法として有名で
あるが、この手法を、仮想計算機間でのメモリ共有方法とし利用することはできない。以
下、この手法が仮想計算機間でのメモリ共有手法として利用できないことを説明する。
【０００５】
　非特許文献１に記載のシステムでは、ＯＳ上で動作するプログラムがファイルを参照す
る際には、ＯＳによって参照先ファイルに対して割り当てられている識別子（ｉノード番
号）とファイル内オフセット値とを元に、メモリにロードすべきファイルデータを特定し
ている。そして、同じＯＳ上で動作する他のプログラムから同一ファイル・同一オフセッ
トに対する参照要求があったときには、ＯＳは既にメモリにロードしたファイルデータを
他のプログラムにも参照させる。これにより、複数のプログラム間でメモリ共有を行って
いる。
【０００６】
　しかし、非特許文献１に記載の技術を、複数の仮想計算機間でのメモリ共有に適用する
ことを考えると、各仮想計算機は異なる仮想記憶装置を持つため、それぞれの仮想計算機
内で同じｉノード番号のファイルを参照したとしても、参照先ファイルが同一のファイル
でない可能性がある。例えば、仮想計算機Ａと仮想計算機Ｂでそれぞれ、／ｓｂｉｎ／ｉ
ｎｉｔというファイルを参照する場合、仮想計算機Ａの仮想記憶装置内の／ｓｂｉｎ／ｉ
ｎｉｔと、仮想計算機Ｂの仮想記憶装置内の／ｓｂｉｎ／ｉｎｉｔのファイルとが異なる
可能性がある。このため、２つのファイルにそれぞれ同じｉノード番号が割り当てられて
いた場合であっても、この２つのファイルを同一のファイルとみなしプログラムファイル
の共有化を行うと、プログラムが正常に動作しない可能性がある。このように、非特許文
献１に記載されたメモリ共有システムは、仮想計算機間でのメモリ共有システムとして利
用できない。
【０００７】
　一方、複数の仮想計算機間でのメモリ共有システムの一例は、特許文献１、特許文献２
に記載されている。特許文献１では、一つの実計算機上で動作する複数の仮想計算機間で
メモリ領域の共有を行うシステムについて記述されている。このシステムでは、あらかじ
めメモリをいくつかのブロックに分割し、ブロックごとに「特定の仮想計算機からのみ参
照可能なブロック」、「複数の仮想計算機間で共有可能なブロック」を指定した制御テー
ブルを用意する。そして、仮想計算機を実行するときには、メモリブロックの制御を行う
制御プログラムが、前もって設定された制御テーブルに基づいて、メモリブロックを仮想
計算機に割り当てる。
【０００８】
　また、特許文献２では、ある仮想計算機で管理されているメモリ領域を、他の仮想計算
機と共有するシステムについて記述されている。このシステムでは、仮想計算機Ａが、仮
想計算機Ｂからメモリアクセス要求を受信すると、自身の管理するメモリ領域の一部をア
クセス要求元の仮想計算機Ｂにマッピングする。このとき、仮想計算機Ｂに割り当てたペ
ージの参照カウントも管理しており、参照カウントが０になると、マッピングを解除する
ことができる。
【非特許文献１】ＤＡＮＩＥＬ　Ｐ．　ＢＯＶＥＴ他著「詳細Ｌｉｎｕｘカーネル　第２
版」オライリー・ジャパン、２００３年６月２４日、ｐｐ．５８０－５９１
【特許文献１】特開平１１－２４９９１６号公報
【特許文献２】特開２００６－２５２５５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　第１の問題点は、複数の仮想計算機で同一のプログラムが実行されるとき、メモリにロ
ードされたプログラムファイルを共有できないということである。その理由は、特許文献
１及び２では、仮想計算機間でのメモリ領域の共有方法について述べているが、何れもプ
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ログラムファイルを共有することには適用できないからである。第２の問題点は、仮想計
算機と実計算機とで同一のプログラムが実行されるときに、メモリにロードされるプログ
ラムファイルを共有できないということである。その理由は、特許文献１及び２ともに、
仮想計算機と実計算機とのメモリ領域の共有方法についても適用可能であるが、何れもプ
ログラムファイルを共有することには適用できないからである。
【００１０】
　本発明は、上記従来技術の問題点を解消し、複数の仮想計算機で同一のプログラムが実
行されるときに、メモリにロードされるプログラムファイルを複数の仮想計算機間で共有
できるメモリ共有システム、方法、及び、プログラムを提供することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明の別の目的は、実計算機と仮想計算機とで同一のプログラムが実行される
ときに、メモリにロードされるプログラムファイルを実計算機と仮想計算機とで共有でき
るメモリ共有システム、方法、及び、プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明のメモリ共有システムは、使用すべきメモリ領域が
計算機ごとに分割されたメモリにロードされたプログラムを、複数の計算機間で共有する
メモリ共有システムであって、一の計算機から、前記メモリへのロードを要求されたプロ
グラムを特定する情報、前記メモリへのロードを要求したプログラム内の前記メモリへの
ロードが必要になったメモリアドレスを示す要求元メモリアドレス、及び、前記要求され
たプログラムのメモリサイズを示す要求メモリサイズを含むメモリ確保要求が発生すると
、前記メモリにロード済みのプログラムについて、当該プログラムを一意に識別するため
のプログラムＩＤ、当該プログラムのロードを要求したプログラム内の前記要求元メモリ
アドレス、及び、当該プログラムの前記要求メモリサイズと、当該プログラムをロードし
たメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けたエントリを記憶するメモリ利用情報記
憶部を参照して、前記要求されたプログラムに対応する前記プログラムＩＤ、前記要求元
メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズを検索キーとして、前記検索キーと一致す
るエントリが存在するか否かを判断するメモリ利用情報検索手段と、前記メモリ利用情報
検索手段にて前記検索キーと一致するエントリが存在すると判断されると、当該エントリ
に対応する前記プログラムがロードされたメモリ領域を複数の計算機間で共有化する処理
を行うメモリ確保手段とを備え、前記メモリ確保手段は、前記メモリ利用情報検索手段に
て前記検索キーと一致するエントリが存在しないと判断されると、前記メモリ確保要求を
発生した計算機が使用すべきメモリ領域に前記要求されたプログラムをロードし、メモリ
利用情報書込み手段により、前記要求されたプログラムの前記プログラムＩＤ、前記要求
元メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズと、前記要求されたプログラムをロード
したメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けて、前記メモリ利用情報記憶部に格納
することを特徴とする。
【００１３】
　本発明のメモリ共有方法は、使用すべきメモリ領域が計算機ごとに分割されたメモリに
ロードされたプログラムを複数の計算機間で共有する、コンピュータにおけるメモリ共有
方法であって、前記コンピュータが、一の計算機から、前記メモリへのロードを要求され
たプログラムを特定する情報、前記メモリへのロードを要求したプログラム内の前記メモ
リへのロードが必要になったメモリアドレスを示す要求元メモリアドレス、及び、前記要
求されたプログラムのメモリサイズを示す要求メモリサイズを含むメモリ確保要求が発生
すると、前記メモリにロード済みのプログラムについて、当該プログラムを一意に識別す
るためのプログラムＩＤ、当該プログラムのロードを要求したプログラム内の前記要求元
メモリアドレス、及び、当該プログラムの前記要求メモリサイズと、当該プログラムをロ
ードしたメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けたエントリを記憶するメモリ利用
情報記憶部を参照して、前記要求されたプログラムに対応する前記プログラムＩＤ、前記
要求元メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズを検索キーとして、前記検索キーと
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一致するエントリが存在するか否かを判断するメモリ利用情報検索ステップと、前記コン
ピュータが、前記メモリ利用情報検索ステップで前記検索キーと一致するエントリが存在
すると判断すると、当該エントリに対応する前記プログラムがロードされたメモリ領域を
複数の計算機間で共有化する処理を行うメモリ確保ステップとを有し、前記コンピュータ
は、前記メモリ利用情報検索ステップで前記検索キーと一致するエントリが存在しないと
判断すると、前記メモリ確保要求を発生した計算機が使用すべきメモリ領域に前記要求さ
れたプログラムをロードし、前記要求されたプログラムの前記プログラムＩＤ、前記要求
元メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズと、前記要求されたプログラムをロード
したメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けて、前記メモリ利用情報記憶部に格納
することを特徴とする。
【００１４】
　本発明のプログラムは、コンピュータに、使用すべきメモリ領域が計算機ごとに分割さ
れたメモリにロードされたプログラムを複数の計算機間で共有する処理を実行させるプロ
グラムであって、前記コンピュータに、一の計算機から、前記メモリへのロードを要求さ
れたプログラムを特定する情報、前記メモリへのロードを要求したプログラム内の前記メ
モリへのロードが必要になったメモリアドレスを示す要求元メモリアドレス、及び、前記
要求されたプログラムのメモリサイズを示す要求メモリサイズを含むメモリ確保要求が発
生すると、前記メモリにロード済みのプログラムについて、当該プログラムを一意に識別
するためのプログラムＩＤ、当該プログラムのロードを要求したプログラム内の前記要求
元メモリアドレス、及び、当該プログラムの前記要求メモリサイズと、当該プログラムを
ロードしたメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けたエントリを記憶するメモリ利
用情報記憶部を参照して、前記要求されたプログラムに対応する前記プログラムＩＤ、前
記要求元メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズを検索キーとして、前記検索キー
と一致するエントリが存在するか否かを判断するメモリ利用情報検索処理と、前記メモリ
利用情報検索処理で前記検索キーと一致するエントリが存在すると判断すると、当該エン
トリに対応する前記プログラムがロードされたメモリ領域を複数の計算機間で共有化する
メモリ確保処理と、前記メモリ利用情報検索処理で前記検索キーと一致するエントリが存
在しないと判断すると、前記コンピュータに、前記メモリ確保要求を発生した計算機が使
用すべきメモリ領域に前記要求されたプログラムをロードし、前記要求されたプログラム
の前記プログラムＩＤ、前記要求元メモリアドレス、及び、前記要求メモリサイズと、前
記要求されたプログラムをロードしたメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けて、
前記メモリ利用情報記憶部に格納する処理とを実行させることを特徴とする。
【００１５】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、メモリにロードしたプロ
グラムのプログラムＩＤをメモリ利用情報記憶部に記憶しておき、メモリ確保要求が発生
したときには、メモリ確保要求対象のプログラムのプログラムＩＤが、メモリ利用情報記
憶部に記憶されているか否かを検索する。記憶されているときには、メモリ確保要求を発
生した計算機以外の計算機が使用するメモリ領域に、メモリ確保対象のプログラムが既に
ロードされているので、そのプログラムがロードされたメモリ領域を、複数の計算機間で
共有化するように共有化処理する。このようにすることで、複数の計算機で同一のプログ
ラムが実行されるときに、メモリにロードされるプログラムファイルを複数の仮想計算機
間で共有できる。
【００１６】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記メモリ利用情報の検
索にて一致するプログラムＩＤが前記メモリ利用情報記憶部に記憶されていないと判断さ
れたときには、前記メモリ確保要求を発生した計算機が使用すべきメモリ領域に前記プロ
グラムをロードし、該ロードしたプログラムのプログラムＩＤを、前記メモリ利用情報記
憶部に格納する構成を採用することができる。この場合、その後、他の計算機が同一プロ
グラムについてメモリ確保要求を発生したときには、他の計算機との間で、メモリにロー
ドされたプログラムを共有できる。
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【００１７】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記プログラムＩＤ、前
記メモリへロードすべきプログラム内のアドレスを示す要求元メモリアドレス、及び、前
記メモリへロードする前記プログラムのメモリサイズを示す要求メモリサイズと、前記プ
ログラムをロードしたメモリ領域の先頭メモリアドレスとを対応付けて、前記メモリ利用
情報記憶部に格納する構成を採用することができる。この場合、メモリ利用情報記憶部を
参照することで、どのプログラムのどの部分をどれだけのメモリサイズ分だけ、どのメモ
リアドレスにロードしたかを知ることができる。
【００１８】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記メモリ確保要求が、
前記要求元メモリアドレス及び前記要求メモリサイズを含んでおり、前記メモリ利用情報
の検索では、前記メモリにロードすべきプログラムのプログラムＩＤと、前記メモリ確保
要求に含まれる要求元メモリアドレス及び要求メモリサイズとを検索キーとして前記メモ
リ利用情報記憶部を検索し、前記メモリ利用情報記憶部に、前記検索キーに一致するエン
トリが存在するか否かを判断する構成を採用できる。この場合、前記メモリ利用情報の検
索にて前記検索キーに一致するエントリが存在すると判断されたときは、当該エントリに
記憶された前記先頭メモリアドレスから前記要求メモリサイズ分のメモリ領域を、前記メ
モリ確保要求を発生した計算機からも参照可能となるようにメモリ共有化処理をする構成
を採用できる。検索の結果、検索キーに一致するエントリが存在したときは、メモリ発生
要求の対象のプログラムについて、同一要求元メモリアドレス及び要求メモリサイズのプ
ログラム部分が、既に別の計算機用のメモリ領域内にロードされていることを表している
。従って、検索キーに対応して登録された先頭メモリアドレスから要求メモリサイズ分の
メモリ領域を、メモリ確保要求を発生した計算機からも参照可能とすることで、メモリに
ロードされたプログラム（部分）を共有できる。
【００１９】
　本発明のメモリ共有システムは、前記計算機が、プログラムの実行を行い、プログラム
ファイルをメモリにロードする必要が生じると、前記要求元メモリアドレス及び前記要求
メモリサイズを求めた上で、前記メモリ確保要求を発生するプログラム実行手段を備えて
いる構成を採用できる。
【００２０】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記メモリへロードすべ
きプログラムの属性情報を取得し、該取得した属性情報に基づいて、前記プログラムＩＤ
を生成する構成を採用できる。属性情報には、ファイルに固有の情報を用いることができ
る。プログラムＩＤの生成は、例えば、属性情報をハッシュ値に変換することで行う。プ
ログラムＩＤの生成は、各計算機で行ってもよく、或いは、各計算機からメモリ発生要求
の対象のプログラムファイルの属性情報を取得して、複数の計算機のうちの何れかの計算
機にてまとめて行ってもよい。
【００２１】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記属性情報の取得では
、前記計算機内で前記プログラムのプログラムファイルを一意に識別するために割り当て
られた識別子を含むプログラムファイル特定情報に基づいて前記プログラムファイルを特
定し、該プログラムファイルの属性情報を取得する構成を採用できる。例えば計算機上で
実行されるＯＳがＬｉｎｕｘであれば、ファイルシステムの識別子としてデバイス番号を
用い、プログラムファイルに割り当てられた識別子としてｉノード番号を用いることがで
きる。
【００２２】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記メモリ確保要求発生
元の計算機の識別子と、前記プログラムファイル特定情報と、前記プログラムＩＤとを対
応付けて記憶するプログラムＩＤ記憶部を参照し、前記特定されたプログラムファイルに
対応するプログラムＩＤが記憶されているか否かを判断し、前記プログラムＩＤの検索に
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て前記取得されたプログラムファイルに対応するプログラムＩＤが記憶されていると判断
されると、前記プログラムＩＤの生成に代えて、前記プログラムＩＤ記憶部に記憶された
プログラムＩＤを取得する構成を採用できる。この場合、プログラムＩＤ記憶部に、メモ
リ確保要求元の計算機の識別子及びファイル特定情報に一致するエントリが存在するとき
には、プログラムＩＤの生成に代えて、プログラムＩＤ記憶部の該当するエントリから、
プログラムＩＤを生成する。このようにすることで、プログラムＩＤ記憶部に記憶済みの
プログラムＩＤについては、プログラムＩＤの生成を省略できる。
【００２３】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記プログラムＩＤの生
成部では、前記プログラムＩＤの検索にて前記属性情報取得手段が取得した属性情報に対
応するプログラムＩＤが記憶されていないと判断されると、前記属性情報に基づいて生成
したプログラムＩＤを、前記プログラムファイル特定情報と対応付けて前記プログラムＩ
Ｄ記憶部に格納する構成を採用できる。この場合、属性情報に基づいて生成したプログラ
ムＩＤを、プログラムＩＤ記憶部に記憶することで、生成済みのプログラムＩＤについて
は、再度プログラムＩＤを生成する必要がなくなり、プログラムＩＤの生成に要する処理
負担を軽減することができる。
【００２４】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記計算機が、実計算機
上で実行される複数の仮想計算機を含み、前記メモリ確保手段は、前記プログラムがロー
ドされた、一の仮想計算機に対応したメモリ領域を、複数の仮想計算機間で共有化する処
理を行う構成を採用できる。この場合、実計算機上で実行される複数の仮想計算機ごとに
、使用するメモリ領域が分割されているときでも、複数の仮想計算機間で、メモリにロー
ドされたプログラムを共有できる。
【００２５】
　本発明のメモリ共有システム、方法、及び、プログラムでは、前記計算機が、実計算機
、及び、実計算機上で実行される仮想計算機を含み、前記メモリ確保手段は、前記プログ
ラムがロードされた、前記実計算機又は仮想計算機に対応したメモリ領域を、前記実計算
機と前記仮想計算機との間で共有化する処理を行う構成を採用できる。この場合、実計算
機と、実計算機上で実行される仮想計算機とで、使用するメモリ領域が分割されていると
きでも、実計算機と仮想計算機とで、メモリにロードされたプログラムを共有できる。
【発明の効果】
【００２６】
　メモリ確保要求対象のプログラムのプログラムＩＤがメモリ利用情報記憶部に記憶され
ているときには、メモリ確保要求対象のプログラムがロードされたメモリ領域を、メモリ
確保要求を発生した計算機からも参照可能となるように共有化処理する。このようにする
ことで、複数の計算機で同一のプログラムが実行されるときに、メモリにロードされるプ
ログラムファイルを複数の仮想計算機間で共有できる。これにより、メモリ使用量を抑え
ることができ、メモリ資源の有効活用を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１は、本発明の第１実
施形態のメモリ共有システムの構成を示している。メモリ共有システム１００は、実計算
機１０内の仮想計算機Ａ２０及び仮想計算機Ｂ３０と、プログラムにより動作するデータ
処理装置４０と、メモリ５０とを備えている。なお、図１では、実計算機１０内で、２つ
の仮想計算機（仮想計算機Ａ２０、仮想計算機Ｂ３０）が実行される例を示しているが、
実計算機１０内で実行される仮想計算機の数は任意であり、３以上の仮想計算機が実行さ
れていてもよい。
【００２８】
　仮想計算機Ａ２０は、プログラムにより動作する仮想データ処理装置Ａ２１と、情報を
記憶する仮想記憶装置Ａ２２とを有する。仮想データ処理装置Ａ２１は、プログラム実行
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手段Ａ２１１と、プログラム属性取得手段Ａ２１２と、プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３
とを有する。仮想記憶装置Ａ２２は、仮想計算機Ａ２０が使用する仮想的な記憶装置であ
り、実体は実計算機１０の記憶装置内に含まれるデータである。仮想記憶装置Ａ２２には
、仮想計算機Ａ２０が使用するファイル類が格納されている。図１では、仮想記憶装置Ａ
２２内にプログラムファイルＡ２２１のみを図示しているが、他にも、システム設定ファ
イル、ドキュメントファイルなど、仮想計算機Ａ２０で使用される様々なファイルが格納
されている。
【００２９】
　プログラム実行手段Ａ２１１は、指定されたプログラムの実行を行う。また、プログラ
ムファイルＡ２２１をメモリにロードする必要が生じたときには、要求元メモリアドレス
と、要求メモリサイズを求めた上で、メモリ確保要求を出す。要求元メモリアドレスとは
、プログラム実行時にメモリ確保が必要になったプログラム内のメモリアドレスである。
Ｌｉｎｕｘなど、プログラムごとに仮想メモリアドレス空間が用意されるＯＳでは、プロ
グラム実行中にメモリ確保が必要になった仮想メモリアドレスがこれに相当する。或いは
、その仮想メモリアドレスに対応する物理メモリアドレスでもよい。プログラムごとに仮
想メモリアドレス空間が用意されていないＯＳにおいては、プログラム実行中にメモリア
ドレスが必要になった物理メモリアドレスがこれに相当する。また、要求メモリサイズと
は、プログラムファイルをメモリにロードするために必要なメモリ領域のサイズである。
このメモリ確保要求は、逐次、他の構成要素に伝播し、最終的に後述するメモリ確保手段
４２にてメモリ共有化又は新規確保の処理が行われることになる。
【００３０】
　プログラム属性取得手段Ａ２１２は、メモリ要求発生元プログラムのプログラムファイ
ルの属性情報を取得する。属性情報には、プログラムファイルにユニークな特徴を用いる
。例えば、プログラムファイルのファイルサイズやタイムスタンプなどを用いる。プログ
ラムファイルそのものとしてもよい。プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３は、プログラム属
性取得手段Ａ２１２が取得したプログラムファイルの属性情報を元に、プログラムファイ
ルを一意に識別できる識別子（プログラムＩＤ）を生成する。プログラムＩＤの生成では
、例えば属性情報をハッシュ値に変換し、これをプログラムＩＤとする。プログラムファ
イルが、属性情報として、プログラムファイルを一意に識別するための情報を持つ場合に
は、その属性情報をそのままプログラムＩＤとしてもよい。
【００３１】
　仮想計算機Ｂ３０の構成は、仮想計算機Ａ２０の構成と同様である。すなわち、仮想計
算機Ｂ３０は、仮想データ処理装置Ｂ３１と、仮想記憶装置Ｂ３２とを有する。仮想デー
タ処理装置Ｂ３１は、プログラム実行手段Ｂ３１１、プログラム属性取得手段Ｂ３１２、
及び、プログラムＩＤ生成手段Ｂ３１３を有し、仮想記憶装置Ｂ３２は、プログラムファ
イルＢ３２１を有する。図１では、仮想計算機Ａ２０内の構成要素と、仮想計算機Ｂ３０
内の構成要素とを区別するために、語尾のＡをＢに置き換えているが、仮想計算機Ｂ３０
内の各構成要素の動作は、仮想計算機Ａ２０内の各構成要素の動作と同じである。
【００３２】
　ここで、仮想データ処理装置Ａ２１と、仮想データ処理装置Ｂ３１とは、何れも実体は
実計算機１０上のデータ処理装置４０である。図１では、仮想計算機Ａ２０と仮想計算機
Ｂ３０とに関する動作を明示するために、これらを３つに分割して図示している。また、
仮想記憶装置Ａ２２と、仮想記憶装置Ｂ３２とは、何れも実体は実計算機１０上の記憶装
置に含まれるデータである。図１では、仮想計算機Ａ２０及び仮想計算機Ｂ３０のそれぞ
れで使用する記憶装置を明示するために、２つに分割して図示している。
【００３３】
　メモリ５０は、実計算機１０における主記憶装置である。メモリ５０は、メモリ利用情
報記憶部５１と、仮想計算機Ａ用記憶部５２と、仮想計算機Ｂ用記憶部５３とを備えてい
る。メモリ利用情報記憶部５１は、メモリにロードされたプログラムについて、プログラ
ムＩＤ、要求元メモリアドレス、要求メモリサイズごとに、確保したメモリ領域の先頭メ
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モリアドレス（以下、確保済メモリアドレスと表記）の対応付けを行ったメモリ利用情報
を記憶する。仮想計算機Ａ用記憶部５２は、仮想計算機Ａ２０からメモリ確保要求があっ
たときに使用される領域である。仮想計算機Ｂ用記憶部５３は、仮想計算機Ｂ３０からメ
モリ確保要求があったときに使用される領域である。
【００３４】
　データ処理装置４０は、メモリ利用情報検索手段４１と、メモリ確保手段４２と、メモ
リ利用情報書込み手段４３とを備える。メモリ利用情報検索手段４１は、プログラムＩＤ
生成手段Ａ２１３又はプログラムＩＤ生成手段Ｂ３１３で作成されたプログラムＩＤ、要
求元メモリアドレス、及び、要求メモリサイズを検索キーとして、メモリ利用情報内に該
当するエントリがあるか否かを検索する。メモリ確保手段４２は、メモリ利用情報検索手
段４１において該当するエントリがあった場合、エントリに記載されている確保済メモリ
アドレスから要求メモリサイズ分のメモリ領域を、仮想計算機間で共有可能なメモリ領域
となるよう共有化処理を行う。
【００３５】
　メモリ利用情報検索手段４１において該当するエントリがなかった場合は、メモリ確保
要求として指定された要求メモリサイズ分のメモリ領域を新規に確保し、プログラムファ
イルを確保したメモリにロードする。その際、メモリ確保要求元が仮想計算機Ａ２０であ
れば、仮想計算機Ａ用記憶部５２内にプログラムファイルをロードし、メモリ確保要求元
が仮想計算機Ｂ３０であれば、仮想計算機Ｂ用記憶部５３内にプログラムファイルをロー
ドする。メモリ利用情報書込み手段４３は、メモリ確保手段４２において新規にメモリ領
域を確保した場合に、確保したメモリ領域の先頭メモリアドレスを確保済メモリアドレス
とし、要求元メモリアドレス、要求メモリサイズとともに新規エントリとして、メモリ利
用情報に書き込む。
【００３６】
　図２は、メモリ共有システム１００の動作手順を示している。以下、図２を参照して、
仮想計算機Ａ２０上でプログラムファイルＡ２２１を実行したときの動作について説明す
る。なお、仮想計算機Ｂ３０上でプログラムファイルＢ３２１を実行したときの動作は、
プログラム実行手段Ａ２１１をプログラム実行手段Ｂ３１１に、プログラム属性取得手段
Ａ２１２をプログラム属性取得手段Ｂ３１２に、プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３をプロ
グラムＩＤ生成手段Ｂ３１３に、仮想記憶装置Ａ２２を仮想記憶装置Ｂ３２に、プログラ
ムファイルＡ２２１をプログラムファイルＢ３２１に、それぞれ置き換えれば、以下に説
明するプログラムファイルＡ２２１を実行したときの動作と同様である。
【００３７】
　仮想計算機Ａ２０のプログラム実行手段Ａ２１１は、プログラムＡの実行要求を受けて
、プログラムファイルＡ２２１の実行を開始する（ステップＡ１）。その後、プログラム
実行手段Ａ２１１は、プログラムファイルＡ２２１をメモリにロードする必要が生じると
、要求元メモリアドレスと、要求メモリサイズを求めた上で、メモリ確保要求を出す（ス
テップＡ２）。プログラム属性取得手段Ａ２１２は、メモリ確保要求を受け取ると、メモ
リ要求発生元プログラムに対応するプログラムファイルＡ２２１の属性情報を取得する（
ステップＡ３）。プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３は、プログラム属性取得手段Ａ２１２
からプログラムファイルＡ２２１の属性情報を受け取り、受け取った属性情報に基づいて
、プログラムファイルＡ２２１のプログラムＩＤを生成する（ステップＡ４）。
【００３８】
　メモリ利用情報検索手段４１は、プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３で作成したプログラ
ムＩＤと、要求元メモリアドレス及び要求メモリサイズとを検索キーとして、メモリ利用
情報記憶部５１を検索し、メモリ利用情報内に該当するエントリがあるか否かを判断する
（ステップＡ５）。該当するエントリが存在しない場合には、メモリ確保手段４２は、メ
モリ確保要求として指定された要求メモリサイズ分のメモリ領域を、仮想計算機Ａ用記憶
部５２内に新規に確保し、確保したメモリ領域にプログラムファイルＡ２２１をロードす
る（ステップＡ７）。その後、メモリ利用情報書込み手段４３により、確保したメモリ領
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域の先頭メモリアドレスを確保済メモリアドレスとし、要求元メモリアドレス、要求メモ
リサイズと共に、新規エントリとして、メモリ利用情報に書き込む（ステップＡ８）。
【００３９】
　該当するエントリがあった場合には、メモリ確保手段４２は、メモリ利用情報記憶部５
１を参照して、エントリに記載されている確保済メモリアドレスから要求メモリサイズ分
のメモリ領域を、共有可能なメモリ領域となるよう共有化処理を行う（ステップＡ６）。
この共有化処理では、例えば、仮想計算機Ｂ３０用として確保された仮想計算機Ｂ用記憶
部５３内の共有すべきメモリ領域に対するアクセス権限を変更して、仮想計算機Ａ２０か
らもアクセス可能とし、仮想計算機Ａ２０のアクセスアドレスと実計算機１０でのメモリ
アドレスとの対応付けなどを行うことで、仮想計算機Ａ２０から、仮想計算機Ｂ用記憶部
５３内にロード済みのプログラムファイルＡ２２１にアクセスできるようにする。
【００４０】
　本実施形態では、メモリ利用情報検索手段４１により、プログラムＩＤと要求元メモリ
アドレス、要求メモリサイズとを検索キーとしてメモリ利用情報を検索し、該当するエン
トリがあった場合には、メモリ確保手段４２が、既に確保されているメモリ領域の共有処
理を行う。このようにすることで、複数の仮想計算機間で同じプログラムファイルを実行
したときに、メモリにロードされるプログラムファイルを共有することができる。特に、
複数の仮想計算機にて同種のＯＳが実行されている場合、個々の仮想計算機上で同じプロ
グラムを実行すると、プログラムＩＤ、要求元メモリアドレス、要求メモリサイズが同じ
であることが多く、プログラムファイルの共有が促されることになる。
【００４１】
　以下、実施例を用いて説明する。図３は、第１実施例のメモリ共有システムの構成を示
している。第１実施例では、実計算機１０は、パーソナルコンピュータであり、メモリ５
０には、ＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynamic Random Access Memory）を用いる。実計算機
１０は、Ｌｉｎｕｘが実行される仮想マシンＡ（仮想計算機Ａ２０）と、Ｌｉｎｕｘが実
行される仮想マシンＢ（仮想計算機Ｂ３０）とを備えている。仮想マシンＡ２０は、プロ
グラム実行手段Ａ２１１、プログラム属性取得手段Ａ２１２、及び、プログラムＩＤ生成
手段Ａ２１３として動作する仮想中央演算装置Ａ（仮想データ処理装置Ａ２１）を有して
いる。仮想マシンＢ３０は、プログラム実行手段Ｂ３１１、プログラム属性取得手段Ｂ３
１２、及び、プログラムＩＤ生成手段Ｂ３１３として動作する仮想中央演算装置Ｂ（仮想
データ処理装置Ｂ３１）を有している。
【００４２】
　仮想記憶装置Ａ２２には、仮想マシンＡ２０にて使用されるファイル類が格納されてい
る。また、仮想記憶装置Ｂ３２には、仮想マシンＢ３０にて使用されるファイル類が格納
されている。仮想記憶装置Ａ２２及び仮想記憶装置Ｂ３２には、それぞれＷｅｂサーバプ
ログラムファイル２２２、３２２が記憶される。このＷｅｂサーバプログラムファイル２
２２、３２２は、実体は同じプログラムファイルである。Ｗｅｂサーバプログラムファイ
ル２２２、３２２は、仮想記憶装置Ａ２２及び仮想記憶装置Ｂ３２において同じディレク
トリに置かれており、何れの仮想記憶装置でも、デバイス番号「２」、ｉノード番号「１
００」が割り当てられているものとする。なお、プログラムファイルのデバイス番号とは
、Ｌｉｎｕｘ上でプログラムファイルが置かれているファイルシステムの識別子であり、
ｉノード番号とは、ファイルシステム内でのプログラムファイルに割り当てられた識別子
である。
【００４３】
　実計算機１０は、メモリ利用情報検索手段４１、メモリ確保手段４２、及び、メモリ利
用情報書込み手段４３として機能する中央演算装置（データ処理装置４０）を有している
。また、ＳＤＲＡＭ（メモリ５０）には、メモリ利用情報（メモリ利用情報記憶部５１）
と、仮想マシンＡ用メモリ領域（仮想計算機Ａ用記憶部５２）と、仮想マシンＢ用メモリ
領域（仮想計算機Ｂ用記憶部５３）とが確保されている。なお、仮想中央演算装置Ａ２１
及び仮想中央演算装置Ｂ３１は、何れも実体は実計算機１０上の中央演算装置である。
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【００４４】
　メモリ利用情報の一例を図４に示す。メモリ利用情報には、メモリ確保要求を出した仮
想マシン上のプログラムのプログラムＩＤ、要求元仮想メモリアドレス、要求メモリサイ
ズ、確保した物理メモリアドレスが記憶されている。プログラムＩＤは、プログラムファ
イルの属性情報に基づいて生成された値であり、ここでは、プログラムファイルのハッシ
ュ値を、プログラムＩＤとして用いている。図４では、メモリ利用情報は２つのエントリ
を有しているが、これらは、仮想マシンＢ３０上で実行されているＷｅｂサーバプログラ
ムファイル３２２に対応したメモリ利用情報である。
【００４５】
　仮想マシンＡ２０でＷｅｂサーバプログラムファイル２２２を実行するときにページフ
ォルトが発生し、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間０ｘＡ０００に、０ｘ１０
００のサイズのメモリを割り当てる必要がある場合を考える。この場合、プログラム実行
手段Ａ２１１は、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間でメモリ（ページ）を割り
当てる必要がある仮想メモリアドレス「０ｘＡ０００」と、必要なメモリサイズ「０ｘ１
０００」とを求めた上で、メモリ確保要求を出す。
【００４６】
　プログラム属性取得手段Ａ２１２は、メモリ確保要求を出したプログラムに対応するプ
ログラムファイル、すなわちＷｅｂサーバプログラムファイル２２２のデバイス番号「２
」とｉノード番号「１００」とを取得し、取得したデバイス番号とｉノード番号を元にプ
ログラムファイルの属性情報を取得する。プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３は、属性情報
に基づいて、プログラムファイルのハッシュ値を計算し、プログラムＩＤ「１００００」
を生成する。
【００４７】
　メモリ利用情報検索手段４１は、プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３にて作成されたプロ
グラムＩＤ「１００００」、要求元メモリアドレス「０ｘＡ０００」、及び、要求メモリ
サイズ「０ｘ１０００」を検索キーとしてメモリ利用情報５１を検索し、メモリ利用情報
内に該当するエントリがあるか否かを調べる。この検索では、図４の第１エントリが、検
索キーにヒットする。すなわち、仮想マシンＡ用メモリ領域５２にロードしようとしてい
るプログラムが、仮想マシンＢ用メモリ領域５３に既にロードされていることが判明する
。この場合、メモリ確保手段４２は、ヒットしたエントリに記載されている物理メモリア
ドレス「０ｘ１００００」から要求メモリサイズ分「０ｘ１０００」のメモリ領域を、仮
想マシンＡからも利用できるよう共有化処理を行う。
【００４８】
　メモリ確保手段４２は、メモリ５０を、ページという単位でパーティショニングし、各
ページの使用状況の管理、各ページへのアクセス権限の管理、仮想マシンＡ２０及び仮想
マシンＢ３０における物理メモリアドレスと実計算機１０における物理メモリアドレスと
の対応付けなどを行う。共有化処理では、メモリ利用情報５１の物理アドレスから該当す
るページを求め、そのページに対して仮想マシンＡ２０からもアクセスできるように、ペ
ージのアクセス権限を変更する。その後、そのページを、仮想マシンＡ２０の物理メモリ
として割り当てることで、仮想マシンＢ３０用に割り当てられているページを、仮想マシ
ンＡ２０に共有させる。
【００４９】
　仮想記憶装置Ａ２２と、仮想記憶装置Ｂ３２とでは、ファイルシステムが異なるため、
ディレクトリ構造が同じ場合でも、Ｗｅｂサーバプログラムファイル２２２及びＷｅｂサ
ーバプログラムファイル３２２に対して、異なるデバイス番号及びｉノード番号が割り当
てられることがある。しかし、Ｗｅｂサーバプログラムファイル２２２及びＷｅｂサーバ
プログラムファイル３２２の実体は、同じプログラムファイルであるので、そのプログラ
ムファイルの属性情報に基づいて生成されたプログラムＩＤは同一となる。このように、
プログラムファイルに一意に定まるプログラムＩＤを用いることで、複数の仮想計算機間
で、メモリにロードされたプログラムファイルを共有できる。



(15) JP 4952308 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

【００５０】
　次に、仮想マシンＡ２０上でＷｅｂサーバプログラムファイル２２２を実行中にページ
フォルトが発生し、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間０ｘＢ０００に、０ｘ１
０００のサイズのメモリを割り当てる必要がある場合を考える。この場合、プログラム実
行手段Ａ２１１は、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間でメモリ（ページ）を割
り当てる必要がある仮想メモリアドレス「０ｘＢ０００」と、必要なメモリサイズ「０ｘ
１０００」とを求めた上で、メモリ確保要求を出す。プログラム属性取得手段Ａ２１２は
、メモリ確保要求を出したプログラムのデバイス番号「２」とｉノード番号「１００」と
を取得し、プログラムファイルを取得する。
【００５１】
　プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３は、プログラムファイルを取得し、プログラムファイ
ルのハッシュ値を計算して、プログラムＩＤ「１００００」を生成する。メモリ利用情報
検索手段４１は、プログラムＩＤ生成手段Ａ２１３にて生成されたプログラムＩＤ「１０
０００」、要求元メモリアドレス「０ｘＢ０００」、及び、要求メモリサイズ「０ｘ１０
００」を検索キーとしてメモリ利用情報５１を検索する。検索の結果、図４に示すメモリ
利用情報には、検索キーにヒットするエントリが存在しないので、メモリ確保手段４２は
、メモリ確保要求として指定された要求メモリサイズ「０ｘ１０００」分のメモリ領域を
、仮想マシンＡ用メモリ領域５２内に、新規に確保する。
【００５２】
　メモリ利用情報書込み手段４３は、メモリ確保手段４２が新規にメモリ領域を確保する
と、メモリ利用情報５１に新規エントリを作成し、新規エントリに、プログラムＩＤ「１
００００」、要求元メモリアドレス「０ｘＢ０００」、及び、要求メモリサイズ「０ｘ１
０００」と、確保された物理メモリの先頭メモリアドレスとを対応付けて記憶する。この
場合、別の仮想マシン（仮想マシンＢ３０）から、同じプログラムＩＤ「１００００」、
要求元メモリアドレス「０ｘＢ０００」、要求メモリサイズ「０ｘ１０００」のメモリ確
保要求があるときには、メモリ確保手段４２により、マシンＡ用メモリ領域５２にロード
されたプログラムが共有化処理され、仮想マシンＡ２０用に確保されたメモリ領域が共有
化される。
【００５３】
　図５は、本発明の第２実施形態のメモリ共有システムの構成を示している。本実施形態
のメモリ共有システム１００ａは、プログラムＩＤ生成手段４４が、仮想計算機ではなく
実計算機１０に設けられている点で、第１実施形態のメモリ共有システム１００と相違す
る。その他の構成は、第１実施形態と同様である。また、プログラムＩＤ生成手段４４の
動作は、図１におけるプログラムＩＤ生成手段Ａ２１３及びプログラムＩＤ生成手段Ｂ３
１３と同様である。
【００５４】
　図６は、メモリ共有システム１００ａの動作手順を示している。本実施形態のメモリ共
有システムの動作（ステップＢ１～Ｂ８）は、図２に示す第１実施形態のメモリ共有シス
テムの動作（ステップＡ１～Ａ８）と同様である。相違点は、ステップＢ４で、実計算機
１０内のプログラムＩＤ生成手段４４により、仮想計算機Ａ２０及び仮想計算機Ｂ３０で
発生したメモリ確保要求に対応するプログラムファイルのプログラムＩＤを生成する点で
ある。
【００５５】
　本実施形態では、プログラムＩＤ生成手段４４が、仮想計算機Ａ２０及び仮想計算機Ｂ
３０から共用される構成となっている。このような構成とすることで、仮想計算機に追加
すべき機能を減らすことができるという効果が得られる。その他の効果は、第１実施形態
と同様である。すなわち、複数の仮想計算機間で同じプログラムファイルを実行したとき
に、メモリにロードされるプログラムファイルを、複数の計算機間で共有することができ
る。
【００５６】
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　以下、実施例を用いて説明する。図７は、第２実施例のメモリ共有システムの構成を示
している。第２実施例では、実計算機１０は、パーソナルコンピュータであり、メモリ５
０には、ＳＤＲＡＭを用いる。実計算機１０は、Ｌｉｎｕｘが実行される仮想マシンＡ（
仮想計算機Ａ２０）と、Ｌｉｎｕｘが実行される仮想マシンＢ（仮想計算機Ｂ３０）とを
備えている。仮想マシンＡ２０は、プログラム実行手段Ａ２１１、及び、プログラム属性
取得手段Ａ２１２として動作する仮想中央演算装置Ａ（仮想データ処理装置Ａ２１）を有
している。仮想マシンＢ３０は、プログラム実行手段Ｂ３１１、及び、プログラム属性取
得手段Ｂ３１２として動作する仮想中央演算装置Ｂ（仮想データ処理装置Ｂ３１）を有し
ている。仮想中央演算装置Ａ２１及び仮想中央演算装置Ｂ３１は、何れも実体は実計算機
１０上の中央演算装置である。
【００５７】
　仮想記憶装置Ａ２２には、仮想マシンＡ２０にて使用されるファイル類が格納されてい
る。また、仮想記憶装置Ｂ３２には、仮想マシンＢ３０にて使用されるファイル類が格納
されている。仮想記憶装置Ａ２２及び仮想記憶装置Ｂ３２には、それぞれＷｅｂサーバプ
ログラムファイル２２２、３２２が記憶される。このＷｅｂサーバプログラムファイル２
２２、３２２は、実体は同じプログラムファイルである。Ｗｅｂサーバプログラムファイ
ル２２２、３２２は、仮想記憶装置Ａ２２及び仮想記憶装置Ｂ３２において同じディレク
トリに置かれており、何れの仮想記憶装置でも、プログラムファイルに対して、デバイス
番号「２」、ｉノード番号「１００」が割り当てられているものとする。
【００５８】
　実計算機１０は、メモリ利用情報検索手段４１、メモリ確保手段４２、メモリ利用情報
書込み手段４３、及び、プログラムＩＤ生成手段４４として機能する中央演算装置（デー
タ処理装置４０）を有している。また、ＳＤＲＡＭ（メモリ５０）には、メモリ利用情報
（メモリ利用情報記憶部５１）と、仮想マシンＡ用メモリ領域（仮想計算機Ａ用記憶部５
２）と、仮想マシンＢ用メモリ領域（仮想計算機Ｂ用記憶部５３）とが確保されている。
メモリ利用情報５１には、図４に示すメモリ利用情報が記憶されている。図４に示すメモ
リ利用情報の２つのエントリは、仮想マシンＢ３０上で実行されているＷｅｂサーバプロ
グラムファイル３２２に対応したメモリ利用情報である。
【００５９】
　仮想マシンＡ２０でＷｅｂサーバプログラムファイル２２２を実行するときにページフ
ォルトが発生し、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間０ｘＡ０００に、０ｘ１０
００のサイズのメモリを割り当てる必要がある場合を考える。この場合、プログラム実行
手段Ａ２１１は、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間でメモリ（ページ）を割り
当てる必要がある仮想メモリアドレス「０ｘＡ０００」と、必要なメモリサイズ「０ｘ１
０００」とを求めた上で、メモリ確保要求を出す。
【００６０】
　プログラム属性取得手段Ａ２１２は、メモリ確保要求を出したプログラムのデバイス番
号「２」とｉノード番号「１００」とを取得し、プログラムファイルの属性情報を取得す
る。データ処理装置４０内のプログラムＩＤ生成手段４４は、仮想マシンＡ２０内のプロ
グラム属性取得手段Ａ２１２からの属性情報を受け取り、プログラムファイルのハッシュ
値を計算して、プログラムＩＤ「１００００」を生成する。メモリ利用情報検索手段４１
は、プログラムＩＤ生成手段４４にて作成されたプログラムＩＤ「１００００」、要求元
メモリアドレス「０ｘＡ０００」、及び、要求メモリサイズ「０ｘ１０００」を検索キー
としてメモリ利用情報５１を検索し、メモリ利用情報内に該当するエントリがあるか否か
を調べる。
【００６１】
　メモリ利用情報検索手段４１が検索を行うと、図４の第１エントリが、検索キーにヒッ
トする。すなわち、仮想マシンＡ用メモリ領域５２にロードしようとしているプログラム
が、仮想マシンＢ用メモリ領域５３に既にロードされていることが判明する。この場合、
メモリ確保手段４２は、ヒットしたエントリに記載されている物理メモリアドレス「０ｘ
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１００００」から要求メモリサイズ分「０ｘ１０００」のメモリ領域を、仮想マシンＡか
らも利用できるよう共有化処理を行う。
【００６２】
　図８は、本発明の第３実施形態のメモリ共有システムの構成を示している。本実施形態
のメモリ共有システム１００ｂは、図５に示す第２実施形態の構成に加えて、プログラム
ＩＤ検索手段４５と、プログラムＩＤ書込み手段４６と、プログラムＩＤ記憶部５４とを
有する。プログラムＩＤ記憶部５４は、プログラムファイルとプログラムＩＤとの対応を
、プログラムＩＤリストとして記憶する。より詳細には、プログラムＩＤ生成手段４４に
て生成されたプログラムＩＤと、そのプログラムＩＤに対応するプログラムファイルを特
定する情報とを対応付けて記憶する。プログラムファイルを特定する情報には、例えば仮
想計算機の識別子とデバイス番号とｉノード番号とを用いる。プログラムＩＤリストは、
プログラムＩＤ生成手段４４のキャッシュ機構として機能する。
【００６３】
　プログラムＩＤ検索手段４５は、プログラム属性取得手段Ａ２１２又はプログラム属性
取得手段Ｂ３１２から、プログラムファイル特定情報を受け取り、受け取ったプログラム
ファイル特定情報を検索キーとして、プログラムＩＤ記憶部５４に記憶されているプログ
ラムＩＤリストを検索する。該当するエントリが存在しない場合、プログラムＩＤ生成手
段４４は、プログラム属性取得手段Ａ２１２又はプログラム属性取得手段Ｂ３１２から取
得した属性情報を元にプログラムファイルのプログラムＩＤを生成する。プログラムＩＤ
書込み手段４６は、プログラムＩＤ生成手段４４にてプログラムＩＤが生成されると、生
成されたプログラムＩＤと、プログラムファイル特定情報とを対応付けて、プログラムＩ
Ｄ記憶部５４に、エントリとして格納する。該当するエントリがあった場合は、プログラ
ムＩＤ検索手段４５は、エントリに記載されているプログラムＩＤを取得し、これをプロ
グラムＩＤ生成手段４４に渡す。
【００６４】
　図９は、メモリ共有システム１００ｂの動作手順を示している。プログラム実行手段Ａ
２１１は、プログラムの実行を行う（ステップＣ１）。プログラム実行手段Ａ２１１は、
プログラムファイルＡ２２１をメモリにロードする必要が生じると、要求元メモリアドレ
スと、要求メモリサイズとを求めた上で、メモリ確保要求を出す（ステップＣ２）。プロ
グラム属性取得手段Ａ２１２は、メモリ要求発生元プログラムのプログラムファイルＡ２
２１のプログラムファイル特定情報（デバイス番号、ｉノード番号）を取得した上で、プ
ログラムファイルＡ２２１の属性情報を取得する（ステップＣ３）。ここまでの動作は、
図２に示すステップＡ１～Ａ３までの動作と同様である。
【００６５】
　プログラムＩＤ検索手段４５は、プログラム属性取得手段Ａ２１２からプログラムファ
イル特定情報を受け取り、これを検索キーとして、プログラムＩＤ記憶部５４に記憶され
ているプログラムＩＤリストを検索する（ステップＣ４）。該当するエントリがあった場
合、プログラムＩＤ生成手段４４は、プログラムＩＤ検索手段４５を介して、プログラム
ＩＤ記憶部５４から該当するエントリのプログラムＩＤを取得する（ステップＣ５）。該
当するエントリがなかった場合は、プログラムＩＤ生成手段４４は、プログラム属性取得
手段Ａ２１２が取得したプログラムファイルの属性情報を元にプログラムＩＤを生成する
（ステップＣ６）。
【００６６】
　プログラムＩＤ書込み手段４６は、プログラムＩＤ生成手段４４がプログラムＩＤを生
成すると、生成されたプログラムＩＤと、プログラムファイル特定情報とを対応付け、新
規エントリとして、メモリ５０内のプログラムＩＤ記憶部５４に書き込む（ステップＣ７
）。これにより、次回からは、既にプログラムＩＤが生成されたプログラムファイルに対
しては、プログラムＩＤ記憶部５４からプログラムＩＤが取り出されることになる。以降
の動作（ステップＣ８～Ｃ１１）は、図２のステップＡ５～Ａ８の動作と同様である。
【００６７】
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　本実施形態では、プログラムＩＤ生成手段４４が生成したプログラムＩＤを、プログラ
ムＩＤ記憶部５４に記憶し、プログラムＩＤ生成手段４４が生成すべきプログラムＩＤが
プログラムＩＤ記憶部５４に既に記憶されているときには、それを利用する。このように
することで、プログラムＩＤ生成手段４４にて、メモリ確保要求が発生するたびにプログ
ラムＩＤを生成する必要がなくなり、プログラムＩＤ生成処理を省略することができる。
その他の効果は、第２実施形態と同様である。
【００６８】
　以下、実施例を用いて説明する。図１０は、第３実施例のメモリ共有システムの構成を
示している。第３実施例では、実計算機１０は、パーソナルコンピュータであり、メモリ
５０には、ＳＤＲＡＭを用いる。実計算機１０は、Ｌｉｎｕｘが実行される仮想マシンＡ
（仮想計算機Ａ２０）と、Ｌｉｎｕｘが実行される仮想マシンＢ（仮想計算機Ｂ３０）と
を備えている。仮想マシンＡ２０は及び仮想マシンＢ３０の構成は、第２実施例と同様で
ある。実計算機１０は、メモリ利用情報検索手段４１、メモリ確保手段４２、メモリ利用
情報書込み手段４３、プログラムＩＤ生成手段４４、プログラムＩＤ検索手段４５、及び
、プログラムＩＤ書込み手段４６として機能する中央演算装置（データ処理装置４０）を
有している。
【００６９】
　ＳＤＲＡＭ（メモリ５０）には、メモリ利用情報（メモリ利用情報記憶部５１）、仮想
マシンＡ用メモリ領域（仮想計算機Ａ用記憶部５２）、仮想マシンＢ用メモリ領域（仮想
計算機Ｂ用記憶部５３）、及び、プログラムＩＤリスト（プログラムＩＤ記憶部５４）が
確保されている。プログラムＩＤリスト５４に記憶される情報の一例を図１１に示す。プ
ログラムＩＤリスト５４は、仮想計算機の識別子、デバイス番号、及び、ｉノード番号と
、プログラムＩＤとを対応付けて記憶する。
【００７０】
　仮想マシンＡ２０でＷｅｂサーバプログラムファイル２２２を実行するときにページフ
ォルトが発生し、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間０ｘＡ０００に、０ｘ１０
００のサイズのメモリを割り当てる必要がある場合を考える。この場合、プログラム実行
手段Ａ２１１は、Ｗｅｂサーバプログラム２２２の仮想アドレス空間でメモリ（ページ）
を割り当てる必要がある仮想メモリアドレス「０ｘＡ０００」と、必要なメモリサイズ「
０ｘ１０００」とを求めた上で、メモリ確保要求を出す。プログラム属性取得手段Ａ２１
２は、プログラムファイル特定情報としてデバイス番号「２」とｉノード番号「１００」
と取得した上で、そのプログラムファイルの属性情報を取得する。
【００７１】
　プログラムＩＤ検索手段４５は、プログラム属性取得手段Ａ２１２からプログラムファ
イル特定情報（仮想計算機「Ａ」、デバイス番号「２」、ｉノード番号「１００」）を受
け取り、これを検索キーとして、プログラムＩＤリスト５４を検索する。仮想計算機「Ａ
」、デバイス番号「２」、ｉノード番号「１００」の検索キーは、図１１に示すプログラ
ムＩＤリスト５４の第１エントリにヒットし、プログラムＩＤ検索手段４５は、第１エン
トリのプログラムＩＤ「１００００」を取得して、これをプログラムＩＤ生成手段４４に
渡す。この場合、プログラムＩＤ生成手段４４は、プログラムＩＤを生成することなく、
受け取ったプログラムＩＤを、メモリ利用情報検索手段４１に渡す。
【００７２】
　メモリ利用情報検索手段４１は、プログラムＩＤ生成手段４４にて作成されたプログラ
ムＩＤ「１００００」、要求元メモリアドレス「０ｘＡ０００」、及び、要求メモリサイ
ズ「０ｘ１０００」を検索キーとしてメモリ利用情報５１を検索し、メモリ利用情報内に
該当するエントリがあるか否かを調べる。検索では、図４の第１エントリが検索キーにヒ
ットし、メモリ確保手段４２は、ヒットしたエントリに記載されている物理メモリアドレ
ス「０ｘ１００００」から要求メモリサイズ分「０ｘ１０００」のメモリ領域を、仮想マ
シンＡ２０からも利用できるよう共有化処理を行う。
【００７３】
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　図１２は、本発明の第４実施形態のメモリ共有システムの構成を示している。本実施形
態のメモリ共有システム１００ｃは、実計算機１０のデータ処理装置４０が、プログラム
実行手段Ｃ４７及びプログラム属性取得手段Ｃ４８を有し、実計算機１０と仮想計算機Ａ
２０とで、メモリ５０のロードされたプログラムを共有する点で、図８に示す第３実施形
態のメモリ共有システム１００ｂと相違する。プログラム実行手段Ｃ４７及びプログラム
属性取得手段Ｃ４８の動作は、それぞれ仮想計算機Ａ２０内のプログラム実行手段Ａ２１
１及びプログラム属性取得手段Ａ２１２の動作と同様である。
【００７４】
　記憶装置６０は、実計算機１０が使用する外部記憶装置であり、内部には、実計算機１
０が使用するファイル類が格納されている。図１２では、プログラムファイルＣ６１のみ
を図示しているが、この他にも、システム設定ファイルやドキュメントファイルなどの実
計算機１０上で使用される様々なファイルが格納されている。メモリ５０は、実計算機用
記憶部５５を有する。実計算機用記憶部５５は、実計算機１０が使用するメモリ領域であ
り、実計算機１０がメモリ確保要求を発生したときに使用される領域である。
【００７５】
　図１３は、メモリ共有システム１００ｃの動作手順を示している。本実施形態のメモリ
共有システム１００ｃの動作（ステップＤ１～Ｄ１１）は、第３実施形態のメモリ共有シ
ステム１００ｂにおけるプログラム実行手段Ｂ３１１及びプログラム属性取得手段Ｂ３１
２を、それぞれプログラム実行手段Ｃ４７及びプログラム属性取得手段Ｃ４８に置き換え
て動作させる点、及び、仮想記憶装置Ｂ３２を記憶装置６０に置き換えた点を除いて、第
３実施形態における動作（図９のステップＣ１～Ｃ１１）と同様である。このような動作
により、仮想計算機Ａ用記憶部５２と実計算機用記憶部５５との間で、メモリにロードさ
れたプログラムファイルを共有できる。
【００７６】
　本実施形態では、メモリ利用情報検索手段４１が、プログラムＩＤ、要求元メモリアド
レス、及び、要求メモリサイズを検索キーとしてメモリ利用情報記憶部５１を検索し、該
当するエントリがあった場合には、メモリ確保手段４２が、既に確保されているメモリ領
域の共有処理を行う。このようにすることで、仮想計算機Ａ２０と実計算機１０間で同じ
プログラムファイルを実行したときに、メモリにロードされるプログラムファイルを共有
することができる。特に、仮想計算機Ａ２０と実計算機１０とで同種のＯＳが実行されて
いる場合、仮想計算機Ａ２０と実計算機１０上で同じプログラムを実行すると、プログラ
ムＩＤ、要求元メモリアドレス、及び、要求メモリサイズが同じであることが多く、プロ
グラムファイルの共有が促されることになる。その他の効果は、第３実施形態と同様であ
る。
【００７７】
　以下、実施例を用いて説明する。図１４は、第４実施例のメモリ共有システムの構成を
示している。第４実施例では、実計算機１０は、パーソナルコンピュータであり、メモリ
５０には、ＳＤＲＡＭを用いる。実計算機１０は、Ｌｉｎｕｘが実行される仮想マシンＡ
（仮想計算機Ａ２０）を備えている。仮想マシンＡ２０の構成は、第２実施例と同様であ
る。実計算機１０は、メモリ利用情報検索手段４１、メモリ確保手段４２、メモリ利用情
報書込み手段４３、プログラムＩＤ生成手段４４、プログラムＩＤ検索手段４５、プログ
ラムＩＤ書込み手段４６、プログラム実行手段Ｃ４７、プログラム属性取得手段Ｃ４８と
して機能する中央演算装置（データ処理装置４０）を有している。
【００７８】
　ＳＤＲＡＭ（メモリ５０）には、メモリ利用情報（メモリ利用情報記憶部５１）、仮想
マシンＡ用メモリ領域（仮想計算機Ａ用記憶部５２）、実計算機用メモリ領域（実計算機
用記憶部５５）、及び、プログラムＩＤリスト（プログラムＩＤ記憶部５４）が確保され
ている。また、記憶装置６０には、実計算機１０で使用されるファイル類が格納されてい
る。記憶装置６０に格納されるＷｅｂサーバプログラムファイル６２と、仮想記憶装置Ａ
２２に格納されるＷｅｂサーバプログラムファイル２２２とは、同じＷｅｂサーバのプロ



(20) JP 4952308 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

グラムファイルである。このプログラムファイルは、仮想記憶装置Ａ２２及び記憶装置６
０において、同じディレクトリに置かれており、デバイス番号「２」、ｉノード番号「１
００」が割り当てられている。
【００７９】
　プログラムＩＤリスト５４は、図１１に示すように、プログラムファイルのデバイス番
号及びｉノード番号と、生成されたプログラムＩＤとを対応付けて記憶している。また、
メモリ利用情報５１には、図４に示すように、プログラムＩＤ、要求元仮想メモリアドレ
ス、要求メモリサイズ、確保した物理メモリアドレスが記憶されている。図４では、メモ
リ利用情報として２つのエントリが登録されているが、これらは、実計算機１０上で実行
されるＷｅｂサーバに割り当てたメモリ領域を示しているものとする。
【００８０】
　仮想マシンＡ２０でＷｅｂサーバプログラムファイル２２２を実行するときにページフ
ォルトが発生し、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間０ｘＡ０００に、０ｘ１０
００のサイズのメモリを割り当てる必要がある場合を考える。この場合、プログラム実行
手段Ａ２１１は、Ｗｅｂサーバプログラムの仮想アドレス空間でメモリ（ページ）を割り
当てる必要がある仮想メモリアドレス「０ｘＡ０００」と、必要なメモリサイズ「０ｘ１
０００」とを求めた上で、メモリ確保要求を出す。プログラム属性取得手段Ａ２１２は、
メモリ確保要求を出したプログラムのプログラムファイル特定情報として、デバイス番号
「２」とｉノード番号「１００」とを取得し、プログラムファイルの属性情報を取得する
。
【００８１】
　プログラムＩＤ検索手段４５は、プログラム属性取得手段Ａ２１２からプログラムファ
イル特定情報（仮想計算機「Ａ」、デバイス番号「２」、ｉノード番号「１００」）を受
け取り、これを検索キーとして、プログラムＩＤリスト５４を検索する。この検索キーは
、図１１に示すプログラムＩＤリスト５４の第１エントリにヒットし、プログラムＩＤ検
索手段４５は、第１エントリのプログラムＩＤ「１００００」を取得して、これをプログ
ラムＩＤ生成手段４４に渡す。この場合、プログラムＩＤ生成手段４４は、自身でプログ
ラムＩＤを生成することなく、受け取ったプログラムＩＤを、メモリ利用情報検索手段４
１に渡す。
【００８２】
　メモリ利用情報検索手段４１は、プログラムＩＤ生成手段４４にて作成されたプログラ
ムＩＤ「１００００」、要求元メモリアドレス「０ｘＡ０００」、及び、要求メモリサイ
ズ「０ｘ１０００」を検索キーとしてメモリ利用情報５１を検索し、メモリ利用情報内に
該当するエントリがあるか否かを調べる。検索では、図４の第１エントリが検索キーにヒ
ットする。メモリ確保手段４２は、ヒットしたエントリに記載されている物理メモリアド
レス「０ｘ１００００」から要求メモリサイズ分「０ｘ１０００」のメモリ領域を、仮想
マシンＡ２０からも利用できるよう共有化処理を行う。
【００８３】
　図１５に、本発明の第５実施形態のメモリ共有システムの構成を示す。本実施形態のメ
モリ共有システム１００ｄは、第１～第３実施形態と同様に、仮想データ処理装置Ａ２１
、仮想記憶装置Ａ２２、仮想データ処理装置Ｂ３１、仮想記憶装置Ｂ３２、データ処理装
置４０、及び、メモリ５０を備える。メモリ共有プログラムＡ７０は、仮想データ処理装
置Ａ２１上で実行され、メモリ共有プログラムＢ８０は、仮想データ処理装置Ｂ３１上で
実行される。仮想データ処理装置Ａ２１及び仮想データ処理装置Ｂ３１は、それぞれプロ
グラム制御により、第１～第３実施形態における仮想データ処理装置Ａ２１及び仮想デー
タ処理装置Ｂ３１による処理と同一の処理を実行する。
【００８４】
　メモリ共有プログラムＣ９０は、データ処理装置４０上で実行される。データ処理装置
４０は、メモリ共有プログラムＣ９０に基づいて動作し、第１～第３実施形態におけるデ
ータ処理装置４０と同一の処理を行う。メモリ５０に、メモリ利用情報記憶部５１、仮想



(21) JP 4952308 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

計算機Ａ用記憶部５２、仮想計算機Ｂ用記憶部５３、及び、プログラムＩＤ記憶部５４を
生成する。なお、仮想データ処理装置Ａ２１及び仮想データ処理装置Ｂ３１は、何れも実
体は実計算機１０上のデータ処理装置４０の一部である。従って、メモリ共有プログラム
Ａ７０及びメモリ共有プログラムＢ８０は、データ処理装置４０上に仮想的に実現された
データ処理装置にて実行されるプログラムである。また、仮想記憶装置Ａ２２及び仮想記
憶装置Ｂ３２は、何れも実体は実計算機１０上の記憶装置に含まれるデータである。
【００８５】
　図１６は、本発明の第６実施形態のメモリ共有システムの構成を示す。本実施形態のメ
モリ共有システム１００ｅは、第４実施形態と同様に、仮想データ処理装置Ａ２１、仮想
記憶装置Ａ２２、データ処理装置４０、メモリ５０、及び、記憶装置６０とを備える。メ
モリ共有プログラムＡ７０は、仮想データ処理装置Ａ２１上で実行される。仮想データ処
理装置Ａ２１は、プログラム制御により、第４実施形態の仮想データ処理装置Ａ２１によ
る処理と同一の処理を実行する。メモリ共有プログラムＣ９０は、データ処理装置４０上
で実行される。データ処理装置４０は、プログラム制御により、第４実施形態のデータ処
理装置４０による処理と同一の処理を実行する。また、メモリ５０に、メモリ利用情報記
憶部５１、仮想計算機Ａ用記憶部５２、プログラムＩＤ記憶部５４、及び、実計算機用記
憶部５５を生成する。
【００８６】
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて説明したが、本発明のメモリ共有システ
ム、方法、及び、プログラムは、上記実施形態にのみ限定されるものではなく、上記実施
形態の構成から種々の修正及び変更を施したものも、本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、１台の実計算機上で複数のＯＳが動作する仮想計算機環境において、異なる
ＯＳ間でメモリ領域を共有するためのメモリ共有システムや、メモリ共有システムをコン
ピュータに実現するためのプログラムといった用途に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の第１実施形態のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図２】第１実施形態のメモリ共有システムの動作手順を示すフローチャート。
【図３】第１実施例のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図４】メモリ利用情報の具体例を示すテーブル。
【図５】本発明の第２実施形態のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図６】第２実施形態のメモリ共有システムの動作手順を示すフローチャート。
【図７】第２実施例のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図８】本発明の第３実施形態のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図９】第３実施形態のメモリ共有システムの動作手順を示すフローチャート。
【図１０】第３実施例のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図１１】プログラムＩＤリストの具体例を示すテーブル。
【図１２】本発明の第４実施形態のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図１３】第４実施形態のメモリ共有システムの動作手順を示すフローチャート。
【図１４】第４実施例のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図１５】本発明の第５実施形態のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【図１６】本発明の第６実施形態のメモリ共有システムの構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【００８９】
１０：実計算機（パーソナルコンピュータ）
２０、３０：仮想計算機（仮想マシン）
２１、３１：仮想データ処理装置（仮想中央演算装置）
２２、３２：仮想記憶装置
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４０：データ処理装置（中央演算装置）
４１：メモリ利用情報検索手段
４２：メモリ確保手段
４３：メモリ利用情報書込み手段
４４：プログラムＩＤ生成手段
４５：プログラムＩＤ検索手段
４６：プログラムＩＤ書込み手段
５０：メモリ（ＳＤＲＡＭ）
５１：メモリ利用情報記憶部（メモリ利用情報）
５２、５３：仮想計算機用記憶部（仮想マシン用メモリ領域）
５４：プログラムＩＤ記憶部（プログラムＩＤリスト）
５５：実計算機用記憶部（実計算機用メモリ領域）
６０：記憶装置
７０、８０、９０：メモリ共有プログラム
１００：メモリ共有システム
４７、２１１、３１１：プログラム実行手段
４８、２１２、３１２：プログラム属性取得手段
２１３、３１３：プログラムＩＤ生成手段
６１、２２１、３２１：プログラムファイル
６２、２２２、３２２：Ｗｅｂサーバプログラムファイル

【図１】 【図２】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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