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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リアルタイムタスクのためのリアルタイムドメインおよび一般目的のタスクのための一
般ドメインを含む複数のドメインのためのハードウェアを仮想化する、仮想マシンモニタ
ーを含むシステムであって，
　前記仮想マシンモニターは，
　　実行キューと、
　　前記ハードウェア上のタスクの実行順を決定するように構成された、相異なるスケジ
ュールの特性を有する複数のスケジューラと、
　　スケジューラリストと加重値テーブルとタイムテーブルとを格納するテーブル格納部
と、
　　制御部と、
　を含み、
　前記スケジューラリストは、タスクを起動するイベント毎に、呼び出されるスケジュー
ラが対応付けられて記録されており、
　前記加重値テーブルは、スケジューラ毎に独立して、タスクの属性に応じたそれぞれ異
なる加重値が記録されており、
　前記タイムテーブルは、実行タイムリミットを有するそれぞれのタスクのための対応す
る実行タイムリミットが記録されており、
　前記制御部は，プロセッサを含み、
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　　前記リアルタイムドメインから受信されたタスクを前記実行キューに挿入し、
　　前記タスクをトリガーするイベントのイベント類型に基づいて、前記複数のスケジュ
ーラの中から、前記タスクをスケジューリングするのに適したスケジューラを選択し、
　　前記実行キューの中のタスクの実行順を、タスクの属性と前記タスクをトリガーする
イベント類型に基づいて調整し、
　　前記実行キュー内のタスクの実行順を当該タスクの優先度の順位と前記加重値テーブ
ルとに基づいて決定し、
　　前記複数のタスクは、その決定された実行順に基づいて実行されるためにスケジュー
リングされる、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記タスクの属性は、
　前記タスクをトリガー（ｔｒｉｇｇｅｒ）するためのイベントソースを含むことを特徴
とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記優先度の順位の加重値は、
　前記スケジューラの種類別に独立した値を有することを特徴とする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　前記制御部は、
　受信されたタスクの緊急処理の必要性またはリアルタイム処理の必要性によって、前記
タスクの優先度の順位を決定することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記タイムテーブルを生成または更新することを特徴とする請求項１に記載のシステム
。
【請求項６】
　前記制御部は、選択されたスケジューラを呼び出し、
　前記実行キューに挿入されたタスクは、呼び出されたスケジューラのスケジュールの特
性によってスケジューリングされることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記実行キューは、
　多数個が形成されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　それぞれの実行キューは、
　前記仮想マシンモニターによって管理される多数の物理資源にそれぞれマッピングされ
ることを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　それぞれの実行キューは、
　前記多数のスケジューラにそれぞれマッピングされることを特徴とする請求項８に記載
のシステム。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記受信されたタスクの属性によって、前記タスクが挿入される実行キューを決定する
ことを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記実行キューは、行と列とを有するマトリックス形態を有し、
　前記制御部は、前記受信されたタスクの属性によって、前記タスクが挿入される実行キ
ューの行または列を決定することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
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　前記スケジューラは、デッドラインスケジューラを含み、
　前記制御部は、前記イベントの類型でタイムインタラプトが発生した場合、前記デッド
ラインスケジューラを呼び出すことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　リアルタイムタスクのためのリアルタイムドメインおよび一般目的のタスクのための一
般ドメインを含む複数のドメインのためのハードウェアを仮想化する、仮想マシンモニタ
ーを含むシステムにおける、前記仮想マシンモニターのスケジューリング方法であって、
　相異なるスケジュールの特性を有する複数のスケジューラを前記ハードウェア上のタス
クの実行順を決定するように構成する段階と、
　スケジューラリストと加重値テーブルとタイムテーブルとを格納する段階と、を含み、
　前記スケジューラリストは、タスクを起動するイベント毎に、呼び出されるスケジュー
ラが対応付けられて記録されており、
　前記加重値テーブルは、スケジューラ毎に独立して、タスクの属性に応じたそれぞれ異
なる加重値が記録されており、
　前記タイムテーブルは、実行タイムリミットを有するそれぞれのタスクのための対応す
る実行タイムリミットが記録されており、
　さらに、
　　前記リアルタイムドメインから受信されたタスクを実行キューに挿入し、
　　前記タスクをトリガーするイベントのイベント類型に基づいて、前記複数のスケジュ
ーラの中から、前記タスクをスケジューリングするのに適したスケジューラを選択し、
　　前記実行キューの中のタスクの実行順を、タスクの属性と前記タスクをトリガーする
イベント類型に基づいて調整し、
　　前記実行キュー内のタスクの実行順を当該タスクの優先度の順位と前記加重値テーブ
ルとに基づいて決定し、
　　前記複数のタスクを、その決定された実行順に基づいて実行するようにスケジューリ
ングする、
　段階を含む、
　ことを特徴とするスケジューリング方法。
【請求項１４】
　前記タスクを挿入する段階は、
　前記タスクの実行制限時間が記録されたタイムテーブルを生成または更新する過程を含
むことを特徴とする請求項１３に記載のスケジューリング方法。
【請求項１５】
　前記タスクを挿入する段階は、
　前記受信されたタスクの属性によって、前記タスクが挿入される実行キューを決定する
過程を含むことを特徴とする請求項１３に記載のスケジューリング方法。
【請求項１６】
　前記選択されたスケジューラを呼び出す段階をさらに含み、
　前記実行キューに挿入されたタスクは、呼び出されたスケジューラのスケジュールの特
性によってスケジューリングされることを特徴とする請求項１３に記載のスケジューリン
グ方法。
【請求項１７】
　リアルタイムタスクのためのリアルタイムドメインおよび一般目的のタスクのための一
般ドメインを含む複数のドメインのためのハードウェアを仮想化する、仮想マシンモニタ
ーを含むシステムにおける、前記仮想マシンモニターのスケジュール方法が記録されたコ
ンピュータで読取り可能な記録媒体であって、
　前記仮想マシンモニターにより、相異なるスケジュールの特性を有する複数のスケジュ
ーラを前記ハードウェア上のタスクの実行順を決定するように構成する段階と、
　前記仮想マシンモニターにより、スケジューラリストと加重値テーブルとタイムテーブ
ルとを格納する段階と、を含み、
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　前記スケジューラリストは、タスクを起動するイベント毎に、呼び出されるスケジュー
ラが対応付けられて記録されており、
　前記加重値テーブルは、スケジューラ毎に独立して、タスクの属性に応じたそれぞれ異
なる加重値が記録されており、
　前記タイムテーブルは、実行タイムリミットを有するそれぞれのタスクのための対応す
る実行タイムリミットが記録されており、
　さらに、前記仮想マシンモニターにより、
　　前記リアルタイムドメインから受信されたタスクを実行キューに挿入し、
　　前記タスクをトリガーするイベントのイベント類型に基づいて、前記複数のスケジュ
ーラの中から、前記タスクをスケジューリングするのに適したスケジューラを選択し、
　　前記実行キューの中のタスクの実行順を、タスクの属性と前記タスクをトリガーする
イベント類型に基づいて調整し、
　　前記実行キュー内のタスクの実行順を当該タスクの優先度の順位と前記加重値テーブ
ルとに基づいて決定し、
　　前記複数のタスクを、その決定された実行順に基づいて実行さるようにスケジューリ
ングする、
　段階を含む、
　ことを特徴とするコンピュータで読取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数の運用体制を同時に駆動するための仮想化技術及びリアルタイム保証の
ためのスケジューリング技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　仮想化（ｖｉｒｔｕａｌｉｚａｔｉｏｎ）とは、自体の運用体制を有している多数の仮
想マシン（ｖｉｒｔｕａｌ　ｍａｃｈｉｎｅ）が一つのホストコンピュータ上で動作でき
るようにする技術を言う。
【０００３】
　このような仮想化によってホストコンピュータは、仮想マシンモニター（ｖｉｒｔｕａ
ｌ　ｍａｃｈｉｎｅ　ｍｏｎｉｔｏｒ）を実行し、該実行された仮想マシンモニターは、
複数個の仮想マシンを生成する。該生成された仮想マシンは、同時に実行されることが可
能であり、それぞれの仮想マシンは、仮想化されたハードウェア資源を有する。例えば、
それぞれの仮想マシンは、物理ＣＰＵを仮想化した１つ以上のｖｉｒｔｕａｌ　ＣＰＵ（
ＶＣＰＵ）を有し、メモリ領域の一部を占有することができる。
【０００４】
　仮想化環境でスケジューリングは、ＶＣＰＵ単位からなるためにスケジューリング時に
ただＶＣＰＵに割り当てられたＴｉｍｅ　Ｑｕａｎｔｕｍのみを考慮してスケジューリン
グをする。したがって、リアルタイム応用を支援するのに適しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、仮想マシンモニター及び仮想マシンモニターのスケジューリング方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様による仮想マシンモニターは、少なくとも二つのドメインを駆動する仮
想マシンモニターにおいて、少なくとも一つの実行キューと、相異なるスケジュールの特
性を有する多数のスケジューラと、ドメインから受信されたタスクを実行キューに挿入し
、イベントの類型によって実行キューに挿入されたタスクをスケジューリングするスケジ
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ューラを多数のスケジューラのうちから選択する制御部と、を含む。
【０００７】
　また、仮想マシンモニターは、イベントの類型によるタスクの優先順位の加重値が記録
された加重値テーブルと、タスクの実行制限時間が記録されたタイムテーブルと、イベン
ト類型によって選択されるスケジューラが記録されたスケジューラリストのうち少なくと
も一つ以上を保存するテーブル保存部と、をさらに含みうる。
【０００８】
　また、制御部は、受信されたタスクを実行キューに挿入し、タスクの属性及び加重値テ
ーブルを用いてタスクの優先順位を決定することが可能である。
【０００９】
　また、制御部は、受信されたタスクを前記実行キューに挿入し、タイムテーブルを生成
または更新することが可能である。
【００１０】
　また、制御部は、選択されたスケジューラを呼び出し、実行キューに挿入されたタスク
は、呼び出されたスケジューラのスケジュールの特性によってスケジューリングされうる
。
【００１１】
　一方、本発明の一態様による仮想マシンモニターのスケジューリング方法は、少なくと
も二つのドメインを駆動する仮想マシンモニターのスケジューリング方法において、ドメ
インから受信されたタスクを少なくとも一つの実行キューに挿入する段階と、イベントの
類型によって実行キューに挿入されたタスクをスケジューリングするスケジューラを多数
のスケジューラのうちから選択する段階と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態による仮想マシンモニターを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるスケジューラリストを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による加重値テーブルを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるタイムテーブルを示す図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による仮想マシンモニターの動作を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の他の実施形態による仮想マシンモニターの動作を示す図である。
【図６Ａ】本発明の他の実施形態による仮想マシンモニターを示す図である。
【図６Ｂ】本発明のまた他の実施形態による仮想マシンモニターを示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による仮想マシンモニターのスケジューリング方法を示す図
である。
【図８】本発明の一実施形態による実行キューを示す図である。
【図９】本発明の他の実施形態による仮想マシンモニターを示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態による仮想マシンモニトウル制御するためのフローチャー
トを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施のための具体的な例を詳しく説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態による仮想マシンモニター（ｖｉｒｔｕａｌ　ｍａｃｈｉ
ｎｅ　ｍｏｎｉｔｏｒ、ＶＭＭ）を示す図である。図１を参照すると、仮想マシンモニタ
ー１００は、多数のドメイン１０１、１０２とハードウェアプラットホーム１０３との間
に存在する。それぞれのドメイン１０１、１０２は、運用体制（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｓ
ｙｓｔｅｍ）または応用プログラム（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍ）になり
うる。ハードウェアプラットホーム１０３は、中央処理装置（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ、ＣＰＵ）、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）、入出力ポート（Ｉ／Ｏ　
ｐｏｒｔ）のような物理的装置になりうる。
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【００１５】
　仮想マシンモニター１００は、ハードウェアプラットホーム１０３を仮想化（ｖｉｒｔ
ｕａｌｉｚａｔｉｏｎ）させて多数のドメイン１０１、１０２を同時に動作可能にする。
すなわち、それぞれのドメイン１０１、１０２は、仮想マシンモニター１００の仮想化を
通じて一つの物理的システムリソースを複数個の仮想化システムリソースとして使用しう
る。
【００１６】
　ドメイン１０１、１０２は、ハードウェアプラットホーム１０３に直接アクセスするこ
とができるホストドメイン１０１とホストドメイン１０１の助けを受けて間接的にハード
ウェアプラットホーム１０３を用いるゲストドメイン１０２とに区分することができる。
それぞれのドメイン１０１、１０２は、多種のタスク１０４、１０５を含みうる。
【００１７】
　仮想マシンモニター１００は、少なくとも一つの実行キュー１１０、多数のスケジュー
ラ１２１、１２２、１２３、制御部１３０、及びテーブル保存部１４０を含む。
【００１８】
　実行キュー１１０は、ドメイン１０１、１０２から受信されたタスク１０４、１０５ま
たはタスク１０４、１０５についての情報を保存する。本発明の一実施形態によって、タ
スク１０４、１０５は、スケジュール対象となる単位であるスケジュールエンティティ形
態で実行キュー１１０に保存することができる。実行キュー１１０に保存されたタスクＴ
１～Ｔ３は、スケジューラ１２１、１２２、１２３のスケジュール対象となる。
【００１９】
　本発明の一実施形態によって、実行キュー１１０は、一つのみ形成されることもでき、
複数個が形成されうる。複数個の実行キュー１１０が形成される場合、それぞれの実行キ
ュー１１０は、図６Ａまたは図６Ｂのようにハードウェアプラットホームの各ＣＰＵコア
または各スケジューラ１２１、１２２、１２３とバインディング（ｂｉｎｄｉｎｇ）され
うる。また、それぞれの実行キュー１１０は、図８のように、２次元マトリックス形態で
も管理されうる。
【００２０】
　図８は、本発明の一実施形態による実行キューを示す図である。図８を参照すると、本
実施形態による実行キュー８００は、２次元マトリックス形態を有しうる。２次元マトリ
ックス形態で管理される実行キュー８００の場合、マトリックスの行または列の別に相異
なる属性を有するタスクを保存することが可能である。例えば、属性Ａを有するタスク１
（Ｔ１）及びタスク２（Ｔ２）は、第１列８０１に保存され、属性Ｂを有するタスク３（
Ｔ３）ないしタスク５（Ｔ５）は、第２列８０２に保存することができる。
【００２１】
　本実施形態によって属性とは、タスクをトリガー（ｔｒｉｇｇｅｒ）するための条件を
意味する。例えば、タスク１（Ｔ１）及びタスク２（Ｔ２）は、或るイベントによってト
リガーされるタスクになり、タスク３（Ｔ３）ないしタスク５（Ｔ５）は、或るインタラ
プトによってトリガーされるタスクになりうる。このようなタスクの属性には、イベント
、デッドライン、及び／またはインタラプトなどがあり得る。
【００２２】
　再び図１で、スケジューラ１２１、１２２、１２３は、実行キュー１１０にあるタスク
Ｔ１～Ｔ３の実行順序を決定する。スケジューラ１２１、１２２、１２３は、相異なるス
ケジュールの特性を有する。例えば、第１スケジューラ１２１は、デッドラインファース
トスケジューラ（ｄｅａｄｌｉｎｅ　ｆｉｒｓｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｒ）であり、第２ス
ケジューラ１２２は、ラウンドロビンスケジューラ（ｒｏｕｎｄ－ｒｏｂｉｎ　ｓｃｈｅ
ｄｕｌｅｒ）であり、第３スケジューラ１２３は、イベントファーストスケジューラ（ｅ
ｖｅｎｔ　ｆｉｒｓｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｅｒ）になりうる。しかし、スケジューラの種類
が、これに限定されるものではない。
【００２３】
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　実行キュー１１０にあるタスクＴ１～Ｔ３は、任意の時点に多数のスケジューラ１２１
、１２２、１２３のうちからリアルタイムの特性を達成するのに最も適したスケジューラ
（例えば、１２１）によってスケジューリングされうる。
【００２４】
　制御部１３０は、それぞれのドメイン１０１、１０２からタスク１０４、１０５を受信
し、該受信されたタスクを実行キュー１１０に挿入する。本発明の一実施形態によって、
タスク１０４、１０５は、スケジュール対象となる単位であるスケジュールエンティティ
形態で実行キュー１１０に挿入されうる。
【００２５】
　制御部１３０は、タスク１０４、１０５を実行キュー１１０に挿入する時、タスクの属
性別に区別されるように実行キュー１１０に挿入することができる。例えば、図８のよう
に、実行キュー１１０を配列（ｍａｔｒｉｘ）形態で管理しながら特定の行または列によ
って、それぞれの属性別にタスク１０４、１０５を挿入することができる。ここで、タス
クの属性は、タスクをトリガーするための条件を言うことで、電話の送／受信のようなイ
ベントソース（ｅｖｅｎｔ　ｓｏｕｒｃｅ）、デッドライン及び／またはインタラプトな
どを含みうるということは前述した通りである。このようなタスク属性に関する情報は、
ドメイン１０１、１０２に対応する運用体制（ＯＳ）を通じて収集されうる。
【００２６】
　また制御部１３０は、タスク１０４、１０５を実行キュー１１０に挿入する時、タスク
の優先順位によって実行キュー１１０を調整することができる。この際、タスク属性がイ
ベントである場合には、加重値テーブル１４１に基づいて優先順位を決定することができ
る。またタスク属性がイベントである場合には、加重値テーブル１４１によらずに、その
タスクの緊急処理の必要性またはリアルタイム処理の必要性によって優先順位を決定する
こともできる。緊急処理の必要性またはリアルタイム処理の必要性は、タスクのデッドラ
インに基づいて判断されうる。
【００２７】
　一例として、制御部１３０は、運用体制から収集された情報に基づいて、或るタスクが
或るイベント類型によってトリガーされるか否かを把握することが可能であるが、加重値
テーブル１４１には、このようなイベント類型による優先順位の加重値がスケジューラ１
２１、１２２、１２３別に保存されている。例えば、タスク１（Ｔ１）及びタスク２（Ｔ
２）いずれもタスク属性がイベントであるが、タスク１（Ｔ１）は、イベント類型Ａによ
ってトリガーされ、タスク２（Ｔ２）は、イベント類型Ｂによってトリガーされる場合、
制御部１３０は、加重値テーブル１４１のトリガー条件と関連したタスク属性を参照して
、タスク１（Ｔ１）とタスク２（Ｔ２）との優先順位を決定することができる。
【００２８】
　また、他の例として、タスク１（Ｔ１）及びタスク２（Ｔ２）いずれもタスク属性がイ
ベントであり、タスク１（Ｔ１）及びタスク２（Ｔ２）いずれもイベント類型Ａによって
トリガーされる場合、制御部１３０は、タスクの緊急またはリアルタイム処理の必要性に
基づいて、タスク１（Ｔ１）とタスク２（Ｔ２）との優先順位を決定することができる。
例えば、タスク１（Ｔ１）が５秒のデッドラインを有し、タスク２（Ｔ２）が１０秒のデ
ッドラインを有する場合、タスク１（Ｔ１）がタスク２（Ｔ２）より緊急な処理が必要で
あるので、タスク１がさらに高い優先順位を有するようになる。
【００２９】
　また制御部１３０は、タスク１０４、１０５を実行キュー１１０に挿入し、テーブル保
存部１４０のタイムテーブル１４２を生成または更新することができる。タイムテーブル
１４２には、時間と関連したタスクの制約事項、例えば、実行制限時間がタスク別に保存
することができる。例えば、制御部１３０が、時間制約をタスクの属性として有するタス
ク３（Ｔ３）を受信した場合、制御部１３０は、タスク３（Ｔ３）を実行キュー１１０に
入れてタイムテーブル１４２にタスク３（Ｔ３）の実行制限時間を記録することが可能で
ある。
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【００３０】
　また制御部１３０は、発生したイベント情報に基づいて実行キュー１１０に挿入された
タスクＴ１～Ｔ３をスケジューリングするスケジューラを多数のスケジューラ１２１、１
２２、１２３のうちから選択する。本実施形態によって、イベントとは、仮想マシンモニ
ターが搭載された機器の動作によって発生する各種のシステム関連のイベントになりうる
。例えば、仮想マシンモニター１００基盤のデータ処理装置が携帯電話に搭載された場合
、イベントの類型は、携帯電話の電話送信、電話受信、カメラＯＮ／ＯＦＦ、設定された
タイマー動作、設定された時間の到来などになりうる。イベント類型によって選択される
スケジューラは、テーブル保存部１４０のスケジューラリスト１４３に基づいて選択され
うる。例えば、定められたデッドライン前まで実行されてリアルタイム性が保証されて初
めて有意なイベントが発生する場合、制御部１３０は、多数のスケジューラ１２１、１２
２、１２３のうちからデッドラインファーストスケジューラ（例えば、１２１）を選択す
ることが可能である。
【００３１】
　また制御部１３０は、選択されたスケジューラ１２１を呼び出す。該呼び出されたスケ
ジューラ１２１は、自身のスケジュールの政策によって実行キュー１１０にあるタスクＴ
１～Ｔ３をスケジューリングする。
【００３２】
　このように、仮想マシンモニター１００は、スケジュールの特性が異なる多数のスケジ
ューラ１２１、１２２、１２３を用いて特定の状況またはタスク属性に適したスケジュー
ラによって実行キュー１１０のタスクＴ１～Ｔ３をスケジューリングさせうる。
【００３３】
　図２は、本発明の一実施形態によるスケジューラリスト１４３を示す図である。
【００３４】
　図１及び図２を参照すると、スケジューラリスト１４３は、イベント２０１及び各イベ
ント２０１によって呼び出されるスケジューラ２０２を含む。制御部１３０は、スケジュ
ーラリスト１４３を参照して、発生したイベントに適したスケジューラを呼び出させうる
。例えば、イベントＥ１とイベントＥ２とが発生した場合、スケジューラＳ１が呼び出さ
れ、イベントＥ３が発生した場合、スケジューラＳ２が呼び出されうる。ここで、それぞ
れのイベント２０１は、仮想マシンモニター１００基盤システムの各種のシステムイベン
トになりうる。また、スケジューラＳ１とスケジューラＳ２は、相異なるスケジュールの
特性または相異なるスケジュールの政策を有するスケジューラを表わす。
【００３５】
　図３は、本発明の一実施形態による加重値テーブル１４１を示す図である。
【００３６】
　図１及び図３を参照すると、加重値テーブル１４１は、それぞれのタスク属性３０１に
よる加重値３０２をスケジューラＳ１、Ｓ２別に有しうる。タスクの属性は、タスクをト
リガーするための条件として電話の送／受信のようなイベントソース、デッドライン及び
／またはインタラプトなどを含み、このようなタスク属性に関する情報は、制御部１３０
がドメイン１０１、１０２に対応する運用体制（ＯＳ）を通じて収集することが可能であ
る。
【００３７】
　タスク属性がイベントであるタスクＴ１～Ｔ３が実行キュー１１０に挿入される時、制
御部１３０は、加重値テーブル１４１を参照して、実行キュー１１０に挿入されるタスク
Ｔ１～Ｔ３の優先順位を決定することができる。例えば、イベントＥ１Ｅ１によってトリ
ガーされるタスク１とイベントＥ２Ｅ２によってトリガーされるタスク２とが受信された
場合、制御部１３０は、加重値テーブル１４１を参照して、タスク１の優先順位をタスク
２より高く設定することが可能である。この際、それぞれの加重値は、スケジューラＳ１
、Ｓ２別に異ならせて与えられうる。例えば、イベントＥ１Ｅ１及びイベントＥ２Ｅ２が
、スケジューラＳ２のスケジュールの特性に何らの影響を及ぼさない場合、スケジューラ
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Ｓ２では、加重値が同様に与えられうる。
【００３８】
　一方、例えば、タスク１及びタスク２いずれもタスク属性がイベントであり、またいず
れもイベント類型Ｅ１によってトリガーされる場合、加重値テーブル１４１を参照すれば
、タスク１とタスク２との優先順位が同じくなることもできるが、このような場合、制御
部１３０は、タスクの緊急処理の必要性またはリアルタイム処理の必要性に基づいて、タ
スク１（Ｔ１）とタスク２（Ｔ２）との優先順位を決定することも可能である。
【００３９】
　図４は、本発明の一実施形態によるタイムテーブル１４２を示す図である。
【００４０】
　図１及び図４を参照すると、タイムテーブル１４２は、タスク別に時間制約事項、例え
ば、実行制限時間が保存することができる。例えば、制御部１３０は、タスクを実行キュ
ー１１０に挿入し、タイムテーブル１４２を周期的に更新することが可能である。
【００４１】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の一実施形態による仮想マシンモニターの選択的スケジュ
ーリング動作を示す図である。
【００４２】
　図１、図５Ａ及び図５Ｂで、３つのタスクＴ１、Ｔ２、Ｔ３が受信され、タスクＴ１は
、イベントＥ１によってトリガーされ、タスクＴ２は、イベントＥ２によってトリガーさ
れ、タスクＴ３は、イベントＥ３によってトリガーされると仮定する。そして、イベント
Ｅ３は、タイムインタラプトであり、スケジューラは、スケジューラＳ１とスケジューラ
Ｓ２の二つが存在すると仮定する。
【００４３】
　まず制御部１３０は、タスク属性を考慮してタスクＴ１、Ｔ２、Ｔ３の優先順位を決定
して実行キュー１１０に挿入する。例えば、制御部１３０は、‘イベント’というタスク
の属性を考慮した加重値テーブル１４１を用いてタスクＴ１～Ｔ３の優先順位を調節し、
既存に挿入されていたタスクの順序も再配置されうる。
【００４４】
　本実施形態において、加重値テーブル１４１は、各スケジューラによって異ならせて指
定されているので、制御部１３０がタスクの優先順位を決定する時、或るスケジューラを
基準にするのかによって実行キュー１１０に挿入されるタスクの優先順位が調節される。
例えば、スケジューラＳ１を基準に優先順位を決定すれば、イベントＥ１によってトリガ
ーされるタスクＴ１の優先順位が最も高く決定されうる。このような場合、図５Ａに示さ
れたように、実行キュー１１０には、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３の順にタスクが挿入されうる。ま
たスケジューラＳ２を基準に優先順位を決定すれば、イベントＥ３によってトリガーされ
るタスクＴ３の優先順位が最も高く決定されうる。このような場合、図５Ｂに示されたよ
うに、実行キュー１１０には、Ｔ３、Ｔ１、Ｔ２の順にタスクが挿入されうる。
【００４５】
　一旦、タスクＴ１、Ｔ２、Ｔ３が実行キュー１１０に挿入されてから特定イベントが発
生すれば、制御部１３０は、発生したイベント類型によって適切なスケジューラＳ１、Ｓ
２を選択する。
【００４６】
　例えば、図２及び図５Ａで、イベントＥ１が発生した場合、制御部１３０は、スケジュ
ーラリスト１４３を参照して、スケジューラＳ１を呼び出すことができる。また、図２及
び図５Ｂで、イベントＥ３が発生した場合、制御部１３０は、スケジューラリスト１４３
を参照して、スケジューラＳ２を呼び出すことができる。
【００４７】
　イベントＥ３がタイムインタラプトであり、スケジューラＳ２がデッドラインスケジュ
ーラである場合を説明すれば、制御部１３０は、時間制約を有するタスクを実行キュー１
１０に挿入しながら、タイムテーブル１４２を更新し、タイムインタラプトが発生すれば
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、デッドラインスケジューラを活性化させて時間制約を有するタスクを先にスケジューリ
ングさせうる。また、タイムインタラプトのない間には、他の適切なスケジューラを活性
化させてタスクをその優先順位によってスケジューリングすることができる。
【００４８】
　図６Ａは、本発明の他の実施形態による仮想マシンモニターを示す図である。図６Ａを
参照すると、仮想マシンモニター１００は、ハードウェアプラットホームの各ＣＰＵコア
に対応して多数の実行キュー１１０－１、１１０－２、１１０－３を含む。図６Ａで、そ
れぞれの実行キュー１１０－１、１１０－２、１１０－３は、ハードウェアプラットホー
ム１０３の３つのＣＰＵコア（ＣＰＵ＃０～ＣＰＵ＃２）にそれぞれマッピングされうる
。制御部１３０は、タスク１０４、１０５が受信されれば、運用体制から伝達されたタス
ク属性を用いて受信されたタスク１０４、１０５が挿入されるに適した実行キューを決定
することが可能である。
【００４９】
　図６Ｂは、本発明のまた他の実施形態による仮想マシンモニターを示す図である。図６
Ｂを参照すると、仮想マシンモニター１００は、それぞれのタスク属性に対応して多数の
実行キュー１１０－１、１１０－２、１１０－３を含む。図６Ｂで、それぞれのタスク属
性に対応する最適の実行キュー１１０－１、１１０－２、１１０－３は、それぞれのスケ
ジューラ１２１、１２２、１２３にマッピングされうる。制御部１３０は、タスク１０４
、１０５が受信されれば、運用体制から伝達されたタスク属性を用いて受信されたタスク
１０４、１０５が挿入されるに適した実行キューを決定することが可能である。
【００５０】
　図７は、本発明の一実施形態による仮想マシンモニターのスケジューリング方法を示す
図である。これは、図１で示されたシステムに適用可能である。
【００５１】
　図１及び図７を参照すると、仮想マシンモニター１００は、ドメイン１０１、１０２か
ら受信されたタスクを少なくとも一つの実行キュー１１０に挿入する（７０１）。本実施
形態で、受信されたタスクは、加重値テーブル１４１またはタスクの緊急処理の必要性に
基づいて判断された優先順位によって実行キュー１１０に挿入されうる。また、タスクが
実行キュー１１０に挿入されながらタスクの実行制限時間が記録されたタイムテーブル１
４２が生成または更新されうる。
【００５２】
　そして、仮想マシンモニター１００は、イベントの類型によって実行キュー１１０に挿
入されたタスクＴ１～Ｔ３をスケジューリング、すなわち、ハードウェアプラットホーム
で実行される順序を決定するスケジューラを多数のスケジューラ１２１、１２２、１２３
のうちから選択する（７０２）。例えば、制御部１３０が、テーブル保存部１４０に保存
されたスケジューラリスト１４３を参照して、現在状況またはタスク属性に最も適したス
ケジューラを選択することが可能である。
【００５３】
　そして、仮想マシンモニター１００は、選択されたスケジューラを呼び出す（７０３）
。例えば、制御部１３０が選択されたスケジューラを呼び出し、該呼び出されたスケジュ
ーラによって実行キュー１１０にあるタスクＴ１～Ｔ３が呼び出されたスケジューラのス
ケジュールの特性またはスケジュールの政策によってスケジューリングさせることが可能
である。
【００５４】
　また、本発明の一実施形態によって、実行キュー１１０が複数個形成される場合、仮想
マシンモニター１００は、運用体制から伝達されたタスクの属性を用いてタスク属性に合
う実行キューを選択し、該選択された実行キューにタスクを挿入することも可能である。
【００５５】
　図９は、仮想マシンモニター（ＶＭＭ）の他の例を示す図である。
【００５６】
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　リアルタイムドメイン（ＲＴ－ＤＯＭＡＩＮ）のタスク創造、例えば、承認制御（ａｄ
ｍｉｓｓｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）、タスク特性によるグルーピング、及びスケジューラ
間の関係が提供されうる。これにより、多数のリアルタイムドメインが仮想マシンモニタ
ー（ＶＭＭ）で実行される時、各リアルタイムドメインのタスク及びリアルタイムドメイ
ンのタスクに対してリアルタイムの特性が保証されうる。
【００５７】
　本実施形態は、ＶＭＭで多数の仮想マシン（ＲＴ＿ＤＯＭＡＩＮ）が実行される時、タ
スクに関してリアルタイムの特性を提供することを含む。例えば、本実施形態は、ＶＭＭ
のスケジューリング単位でリアルタイムドメインのリアルタイムタスクを管理すること、
多数のリアルタイムドメインのタスクの優先順位を管理すること、スケジュールエンティ
ティをグルーピングすること、及びスケジューリングすること、などを含みうる。
【００５８】
　ＲＴ－ＤＯＭＡＩＮのタスクが生成されれば、タスクは、ＶＭＭのスケジュールフレー
ムワーク／承認制御部（Ｓｃｈｅｄｕｌｅ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ／Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）を通じてＶＭＭのスケジュールエンティティに縛られ、図１
の実行キュー１１０または図９のマルチレベル実行キューに挿入されうる。タスクが生成
されれば、ＲＴ－ＤＯＭＡＩＮのリアルタイム運用体制（ＲＴＯＳ）は、デッドライン、
周期、イベントソースなどのような情報をＶＭＭによって提供されるインターフェースを
通じて承認制御部（Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）に伝達する。ＶＭ
Ｍの承認制御部は、このような情報に基づいてリアルタイムタスクをＶＭＭのスケジュー
ルエンティティに結合させてスケジュールエンティティを実行キューに挿入することがで
きる。
【００５９】
　スケジュールエンティティの特性を考慮すれば、承認制御部は、多数の実行キューを維
持し、スケジュールエンティティが挿入される時、対象実行キュー（ｔａｒｇｅｔ　ｒｕ
ｎ　ｑｕｅｕｅ）を決定することができる。実行キューは、タスクのデッドラインが高く
評価される実行キュー及びタスクの相互作用（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｉｔｙ）が高く評価
される実行キューを含みうる。
【００６０】
　スケジュールエンティティが実行キューに挿入されれば、承認制御部は、ＲＴＯＳから
伝達されたタスクの属性に基づいてスケジュールエンティティの優先順位を調節すること
ができる。例えば、イベントソースによってトリガーされるタスクに対して、スケジュー
ルエンティティの優先順位が、図１の加重値テーブル１４１のようなイベント加重値テー
ブルの優先順位に対する調節値によって調整されうる。また他の例として、時間に対する
制限を有しているタスクに対して、タイムチャートが承認制御部に維持されることもある
。その結果、時間に対する制限を有しているタスクは、与えられた時間制限内で実行を再
開することができる。
【００６１】
　イベント加重値テーブルは、システムから提供されるそれぞれの物理的イベントソース
または論理的ソースに割り当てされる優先順位を有するテーブルになりうる。イベント加
重値テーブルは、静的に提供され、システム実行によって動的にも更新されうる。タイム
チャート、例えば、図１のタイムテーブル１４２は、生成されたスケジュールエンティテ
ィのタイムスロット（ｓｌｏｔ）を維持するために提供されうる。
【００６２】
　実行キューに挿入されたスケジュールエンティティは、所定時間に最も適切なスケジュ
ーラを通じてスケジュールされうる。例えば、タイマーインタラプトが発生する度に、ま
たはタイマーの設定が必要な度に、ＶＭＭはタイムチャートを更新し、時間制約を有する
リアルタイムタスクをスケジュールするためにデッドラインスケジューラを実行すること
ができる。またタイマーインタラプトが発生するものの以外に他の類型のイベントが発生
する場合、ＶＭＭは、そのイベントに適切なスケジューラを通じてスケジュールエンティ
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ティをスケジュールすることができる。例えば、一般的な目的のドメイン（Ｇｅｎｅｒａ
ｌ－ｐｕｒｐｏｓｅ　ｄｏｍａｉｎ、ＧＰ－ＤＯＭＡＩＮ）は、リアルタイムドメインよ
り低い優先順位を有しうる。
【００６３】
　図１０は、仮想マシンモニターの制御ロジックのための方法を示す図である。段階１０
１０で、タスクを処理するための要請が受信される。段階１０２０で、受信されたタスク
の種類が決定される。もし、周期的なタスク（ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｔａｓｋ）、例えば、
任意の時間に実行されるタスクが受信された場合、段階１０３０で、空き時間スロットが
利用可能か否か判断する。もし、空き時間スロットが存在すれば、段階１０５０で、空き
時間スロットが得られる。段階１０５５で、周期的なタイマーがセッティングされうる。
タスクは、段階１０６０で処理のために承認されうる。もし、空き時間スロットが段階１
０３０で存在しない場合、タスクは、段階１０７０で拒絶されうる。
【００６４】
　もし、段階１０２０で、デッドラインタスク、すなわち、実行完了についての時間また
はデッドラインが設定されているタスクが受信された場合、段階１０４０で、空き時間ス
ロットが利用可能か否か判断する。もし、空き時間スロットが存在すれば、空き時間スロ
ットが段階１０９０で得られる。段階１０９５で、スナップショットタイマーがセッティ
ングされうる。もし、空き時間スロットが段階１０４０で存在しない場合、段階１０８０
で受信されたタスクがタスクと関連したデッドラインに相応する時間スロットに既存在す
るタスクより優先順位が高いか否かが判断される。もし、そうでなければ、タスクは、段
階１０７０で拒絶されうる。もし、受信されたタスクが高い優先順位を有する場合、所望
の時間スロットが段階１０８５で分割されうる。そして、段階１０９５でスナップショッ
トタイマーがセッティングされうる。タスクは、段階１０６０で実行のために承認されう
る。
【００６５】
　開示された実施形態は、仮想環境でリアルタイムの特性を提供することができるシステ
ム及び方法を含みうる。
【００６６】
　スケジューラの種類及び個数は、多様に適用可能である。ＶＭＭは、論理構成になるこ
ともできる。或るスケジューラは、他のスケジューラによって活性化されることもできる
。例えば、インタラプト基盤のスケジューラと関連した特定キューのタスク実行が完了さ
れれば、ＶＭＭは、キューを元々インタラプト基盤のスケジューラに戻すか、または他の
スケジューラのキューで持続させることができる。また多数の実行時間キューが存在する
こともできる。タスクまたはイベントの緊急性（ｕｒｇｅｎｃｙ）は、キューのタスク順
序を変化させることができる。
【００６７】
　特定のスケジューラは、イベントがスケジューラの変化をトリガーしない場合、他のス
ケジューラの実行時間キュー（ｒｕｎ　ｔｉｍｅ　ｑｕｅｕｅ）を実行することができる
。特定のスケジューラは、自身のキューの一部を処理し、他のスケジューラのキューに移
動することもできる。例えば、デッドラインスケジューラ、例えば、スケジューラ１２１
は、緊急処理するタスクのない場合、他のスケジューラのためのキューを処理することも
できる。
【００６８】
　前述したように、仮想マシンモニター１００は、スケジュールの特性が他の多数のスケ
ジューラ１２１、１２２、１２３を運用しながらイベント状況に合うまたはタスク属性に
合うスケジューラでタスクをスケジューリングすることが分かる。したがって、リアルタ
イムタスクのようにユーザ要求に敏感に反応するタスクを適切にスケジューリングするこ
とが可能である。
【００６９】
　一方、本発明の実施形態は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体にコンピュータで
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記録媒体は、コンピュータシステムによって読み取れるデータが保存されるあらゆる種類
の記録装置を含む。
【００７０】
　コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ
、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装置などがあり、また、
キャリアウェーブ（例えば、インターネットを通じる伝送）の形態で具現するものを含む
。また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークで連結されたコンピュ
ータシステムに分散されて、分散方式でコンピュータで読み取り可能なコードとして保存
されて実行可能である。そして、本発明を具現するための機能的な（ｆｕｎｃｔｉｏｎａ
ｌ）プログラム、コード及びコードセグメントは、本発明が属する技術分野のプログラマ
ーによって容易に推論されうる。
【００７１】
　以上、本発明の実施のための具体的な例を説明した。前述した実施形態は、本発明を例
示的に説明するためのものであって、これによって本発明の権利範囲が特定の実施形態に
限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、多数の運用体制を同時に駆動するための仮想化技術及びリアルタイム保証の
ためのスケジューリング技術分野に適用されうる。
【符号の説明】
【００７３】
１００　仮想マシンモニター
１０１　ホストドメイン
１０２　ゲストドメイン
１０３　ハードウェアプラットホーム
１０４、１０５　タスク
１１０、１１０－１、１１０－２、１１０－３、８００　実行キー
１２１、１２２、１２３　第１～第３スケジューラ
１３０　制御部
１４０　テーブル保存部
１４１　加重値テーブル
１４２　タイムテーブル
１４３　スケジューラリスト
２０１　イベント
２０２　スケジューラ
３０１　タスク属性
３０２　加重値



(14) JP 6383518 B2 2018.8.29

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５Ａ】



(15) JP 6383518 B2 2018.8.29

【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７】

【図８】



(16) JP 6383518 B2 2018.8.29

【図９】 【図１０】



(17) JP 6383518 B2 2018.8.29

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  徐　尚　範
            大韓民国ソウル特別市瑞草区蠶院洞　新盤浦韓新１７次アパート　３３３棟　４０３号（番地なし
            ）
(72)発明者  柳　在　敏
            大韓民国京畿道水原市八達区池洞　ハンソヴィラ　１０１号（番地なし）

    合議体
    審判長  石井　茂和
    審判官  山崎　慎一
    審判官  須田　勝巳

(56)参考文献  特開２０００－３４７８８３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１１７７８６（ＪＰ，Ａ）
              特開平７－１９１８６３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１３７６２１（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第７２９６２７１（ＵＳ，Ｂ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F9/48
              G06F9/455


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

