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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティング環境において、
　複数のページに関して、Ｉ／Ｏ転送のコスト、使用状況、電力状態及びディスク状態を
追跡して、前記複数のページの各々について、前記Ｉ／Ｏ転送のコスト、前記使用状況、
前記電力状態及び前記ディスク状態に関連するデータを記録する追跡機構と、
　前記複数のページの各々に関する該記録されたデータに基づいて、追跡した各ページに
スコアを関連付ける優先順位付け機構と、
　前記追跡した各ページに関連付けられたスコアに基づいて、メモリに存在するページを
判定するリバランサと
　を備えたことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記リバランサは、選択されたページの前記スコアに基づいて、選択されたページをメ
モリから別の記憶装置に転送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３】
　前記別の記憶装置は、不揮発性のランダムアクセスメモリを含むことを特徴とする請求
項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記別の記憶装置は、ディスクを含むことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
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　前記リバランサは、選択されたページの前記スコアに基づいて、選択されたページを別
の記憶装置からメモリにプリフェッチ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】
　前記追跡機構に接続され、前記追跡機構の出力を整形してフォーマットしたログにする
ように構成されたロギング機構をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記フォーマットしたログは、ヘッダ、およびエントリからなるテーブルを含むことを
特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ヘッダは、前記メモリページ使用状況に関連付けられたメモリ状態情報を含むこと
を特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ヘッダは、前記メモリページ使用状況に関連付けられた時間情報を含むことを特徴
とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記エントリの各々は、ファイルまたはプロセスのアドレス空間のソースおよびオフセ
ットのデータを含むことを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記エントリの各々はさらに、前記ページがディスクから読み込まれたことを示すデー
タを含むことを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記フォーマットしたログと、以前に得られたデータを統合して統合データとするイン
テグレータをさらに備えたことを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記インテグレータは、前記統合データをページ情報データベースに保存することを特
徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ページ情報データベースの前記統合データに基づいて、少なくとも１つのシナリオ
プランを展開するマイニングサービスをさらに備えたことを特徴とする請求項１３に記載
のシステム。
【請求項１５】
　前記優先順位付け機構は、シナリオプランにアクセスして、追跡した各ページに前記ス
コアを関連付けることを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記追跡機構は、前記複数のページの各ページについてページ使用頻度データを記録す
ることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記追跡機構は、ページが最後に使用された時間に対応する時間に基づくデータを記録
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１８】
　前記優先順位付け機構は、個々のページのスコアに基づいて相互に相対的に前記ページ
に順位を付け、前記リバランサは、前記順位に基づくプリフェッチ順序でページをメモリ
にプリフェッチ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１９】
　メモリ中にスタンバイページセットをさらに備え、前記リバランサは、別の記憶装置か
ら前記スタンバイページセットに選択されたページを読み込むことを特徴とする請求項１
に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記スタンバイページセットは複数のサブセットを含み、前記リバランサは前記スタン
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バイページセットの１つのサブセットから別のサブセットにページを論理的に移動し、該
移動は前記ページについて検出された使用状況データに基づくことを特徴とする請求項１
９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記リバランサは、前記ページを最後に使用された時間に基づくサブセットから頻度に
基づくサブセットに移動することを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記メモリに関連するイベントを生成するオブザーバをさらに備えたことを特徴とする
請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記オブザーバからイベントを受け取り、前記リバランサをトリガする更新機構をさら
に備えたことを特徴とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記イベントの１つは、少なくとも、タスク切り替えイベント、ウィンドウの生成に対
応するイベント、ダイアログが提供されることに対応するイベント、ウィンドウフォーカ
スの変化に対応するイベント、ユーザ入力イベント、プログラムの起動に対応するイベン
ト、プログラムのシャットダウンに対応するイベント、システムブートに対応するイベン
ト、ログインイベント、前記システムのシャットダウンに対応するイベント、スタンバイ
モードに入ることに対応するイベント、スタンバイモードからの再開に対応するイベント
、休止モードに入ることに対応するイベント、休止モードからの再開に対応するイベント
、異なるユーザが前記システムを操作することに対応するイベント、メディアの動作開始
に対応するイベント、再生中のメディアの動作終了に対応するイベント、ビデオの時間シ
フトに対応するイベント、前記システムへの遠隔接続に対応するイベントを含むことを特
徴とする請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記オブザーバからイベントを受け取り、前記追跡機構に状態データを提供する更新機
構をさらに備えることを特徴とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記状態データは、ファイルに関連する要求を含むことを特徴とする請求項２５に記載
のシステム。
【請求項２７】
　前記状態データは、プロセスによるメモリ使用に関連するデータを含むことを特徴とす
る請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記リバランサに接続され、前記メモリと補助記憶との間でページを転送するＩ／Ｏプ
ランナ機構をさらに備えたことを特徴とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記Ｉ／Ｏプランナ機構は、前記ページをバックグラウンド動作で転送することを特徴
とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記Ｉ／Ｏプランナ機構は、Ｉ／Ｏパターンを監視して、フォアグラウンドのＩ／Ｏ転
送に干渉しない可能性の高い転送時間を決定することを特徴とする請求項２９に記載のシ
ステム。
【請求項３１】
　前記Ｉ／Ｏプランナ機構は、フォアグラウンドのＩ／Ｏ転送の速度を低下させるシーク
を引き起こさない可能性の高い転送時間を決定することを特徴とする請求項２９に記載の
システム。
【請求項３２】
　前記Ｉ／Ｏプランナ機構は、ダミーパケットを生成して優先順位の逆転を回避すること
を特徴とする請求項２９に記載のシステム。
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【請求項３３】
　前記Ｉ／Ｏプランナ機構は、現在のプロセッサ使用状況と現在のディスク使用状況を評
価してアイドル状態にあるコンピューティング状態を判定することを特徴とする請求項２
９に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記Ｉ／Ｏプランナ機構は、前記ページをフォアグラウンド動作で転送することを特徴
とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項３５】
　メモリ中のページおよび補助記憶装置に保持されるページを識別するステップであって
、該識別は当該識別された各ページに関連付けられたページ価値のデータに基づかれるス
テップと、
　前記補助記憶装置の少なくとも一部のページを前記メモリに登録するステップであって
、より高い価値を有する前記ページの少なくとも一部に対する要求を受け取る前に、相対
的に低い価値を有するメモリ中の前記ページの少なくとも一部を、相対的に高い価値を有
する前記補助記憶装置の少なくとも一部のページに置き換えるステップを含むステップと
　を備え、
　前記識別するステップは、複数のページの各々に関する前記Ｉ／Ｏ転送のコスト、前記
使用状況、前記電力状態及び前記ディスク状態に関連するデータに基づいて、前記複数の
ページの各々に関する価値を確立するステップを含むことを特徴とするコンピュータによ
って実装される方法。
【請求項３６】
　前記価値に基づいてメモリ中のページおよび補助記憶装置に保持されるページを識別す
るステップは、低い価値を有するページと高い価値を有するページとを識別するステップ
を含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　より高い価値を有するページの少なくとも一部に対する要求を受け取る前に、相対的に
低い価値を有するメモリ中の前記ページの少なくとも一部を圧縮して、相対的に高い価値
を有する前記補助記憶装置の少なくともいくつかのページのためにスペースを提供するス
テップをさらに含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ページ価値のデータを判定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項３
５に記載の方法。
【請求項３９】
　前記ページ価値のデータを判定するステップは、前記ページ価値のデータの少なくとも
一部をファイルから読み出すステップを含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記ファイルは、別のコンピュータシステムにおけるページ使用状況を測定することか
ら得たトレーニングデータを含むことを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ページ価値のデータを判定するステップは、前記ページ価値のデータの少なくとも
一部を判定するためにページの使用状況を追跡するステップを含むことを特徴とする請求
項３８に記載の方法。
【請求項４２】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、アクセスパターンを追跡するステップを
含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、アクセス頻度を追跡するステップを含む
ことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、最後のページ使用に対応する時間データ
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を記録するステップを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、ある期間におけるページの使用回数を計
数するステップを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、ページの作成時間に対応するデータを保
持するステップを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ページの少なくとも一部についての前記追跡したページ使用状況に対応するデータ
を永続的な記憶に保存するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４１に記載の方
法。
【請求項４８】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、ページアクセス情報を評価するステップ
を含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４９】
　前記ページアクセス情報を評価するステップは、ページテーブルエントリのアクセスビ
ットを読み取るステップを含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記ページアクセス情報を評価するステップは、前記ページアクセス情報がリセットさ
れると評価するステップを含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
　前記ページアクセス情報を評価するステップは、前記ページアクセス情報をリセットす
る頻度を判定するステップを含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５２】
　前記頻度を記録するステップをさらに含むことを特徴とする請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記ページアクセス情報を評価するステップは、ページがアクセスされる頻度を判定す
るステップを含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５４】
　前記頻度を記録するステップをさらに含むことを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記ページアクセス情報を評価するステップは、ページフォールトを検出するステップ
を含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５６】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、ファイルの読み取りおよび書き込みの要
求を検出するステップを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項５７】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、プロセスのワーキングセット情報を読み
取るステップ、およびワーキングセットからページが刈り込まれる際にデータを記録する
ステップの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項５８】
　前記ページの使用状況を追跡するステップは、イベントに応答してデータを記録するス
テップを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項５９】
　前記データは、切り替えられたタスク、生成されたウィンドウ、検出されたアクション
、フォーカスを有するウィンドウの変化、ユーザ入力イベント、コンピュータシステムの
休止に関連するイベント、コンピュータシステムのスタンバイに関連するイベント、前記
コンピュータシステムのシステムブートに関連するイベント、プログラムの起動、プログ
ラムのシャットダウン、前記システムのユーザの交替、ログオン、およびネット接続イベ
ント、メディア関連イベント、の少なくとも１つに応答して記録されることを特徴とする
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請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記ページ価値のデータを判定するステップは、少なくとも１つのページのＩ／Ｏ転送
のコストを判定するステップを含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項６１】
　前記ページ価値のデータを判定するステップは、複数のページ使用ファクタに基づいて
、選択されたページの優先度を計算するステップを含むことを特徴とする請求項３８に記
載の方法。
【請求項６２】
　前記ページ価値のデータを判定するステップは、選択されたページについて、ページの
使用頻度データと、最後にページが使用された時間の情報とを数学的に組み合わせるステ
ップを含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項６３】
　前記ページを識別するステップは、コンピュータシステムで利用できるページのサブセ
ットを選択するステップを含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項６４】
　前記ページのサブセットは、特定のファイルに対応するページを含むことを特徴とする
請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記ページのサブセットは、メモリ中の特定のセクションに対応するページを含むこと
を特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項６６】
　前記ページのサブセットは、記憶装置中の特定のセクションに対応するページを含むこ
とを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項６７】
　選択されたページをまとめてページグループとし、前記グループと関連して前記ページ
価値のデータを保持するステップをさらに含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法
。
【請求項６８】
　前記選択されたページをグループ分けするステップは、各ページが最後にアクセスされ
た時刻、使用パターン、使用頻度、仮想的な位置、使用時間、物理的な位置、前記ページ
がメモリから刈り込まれた時間、Ｉ／Ｏ転送の効率、どのプロセスが前記ページを使用す
るか、プロセスの寿命情報、フォールト情報、少なくとも１つのイベント、特定のユーザ
プロセスのうちの少なくとも１つに基づいてページをグループ分けするステップを含むこ
とを特徴とする請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記使用時間は、曜日情報を含むことを特徴とする請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記使用時間は、時刻情報を含むことを特徴とする請求項６８に記載の方法。
【請求項７１】
　電力状態、ディスク状態、イベント情報のうちの少なくとも１つを記録するステップを
含むことを特徴とする請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
　前記記録するステップは、メモリに関連するイベントのイベント情報を記録するステッ
プを含むことを特徴とする請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　ページ価値のデータに基づいて前記識別したページをそれぞれ順位付けするステップを
さらに備え、前記メモリに登録するステップは前記順位に基づいた順序でページをメモリ
にロードするステップを含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項７４】
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　前記メモリに登録するステップは、前記補助記憶装置から選択されたページをメモリ中
のスタンバイページセットにロードするステップを含むことを特徴とする請求項３５に記
載の方法。
【請求項７５】
　前記スタンバイページセットは複数のサブセットを含んでおり、前記ページに検出され
た使用データに基づいて、前記ページを前記スタンバイページセットの１つのサブセット
から別のサブセットに論理的に移動するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項
７４に記載の方法。
【請求項７６】
　前記ページを論理的に移動するステップは、前記ページを頻度に基づくサブセットから
最後に使用された時間に基づくサブセットに移動するステップを含むことを特徴とする請
求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
　前記ページを論理的に移動するステップは、前記ページを最後に使用された時間に基づ
くサブセットから頻度に基づくサブセットに移動するステップを含むことを特徴とする請
求項７５に記載の方法。
【請求項７８】
　前記ページの少なくとも一部に関連付けられた前記ページ価値のデータを永続的な記憶
に保存するステップをさらに含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項７９】
　前記メモリに登録するステップは、前記ページをバックグラウンド動作で前記メモリに
ロードするステップを含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項８０】
　前記ページをバックグラウンド動作で前記メモリにロードするステップは、Ｉ／Ｏパタ
ーンを監視して転送時間を決定するステップを含むことを特徴とする請求項７９に記載の
方法。
【請求項８１】
　前記転送時間は、前記転送がフォアグラウンドのＩ／Ｏ転送と重ならない確率に基づい
て決定されることを特徴とする請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
　前記転送時間は、前記転送が、フォアグラウンドのＩ／Ｏ転送の速度を低下させるシー
クを引き起こさない確率に基づいて決定されることを特徴とする請求項８０に記載の方法
。
【請求項８３】
　前記ページをバックグラウンド動作で前記メモリにロードするステップは、現在のプロ
セッサ使用状況および現在のディスク使用状況を評価するステップを含むことを特徴とす
る請求項７９に記載の方法。
【請求項８４】
　前記メモリに登録するステップは、前記ページをフォアグラウンド動作で前記メモリに
ロードするステップを含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項８５】
　請求項３５－８４に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を有するこ
とを特徴とするコンピュータ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にコンピュータメモリの管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、２００２年１０月４日に出願された米国仮特許出願第６０／４１６，１１５
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号に基づく優先権を主張する。同特許出願は、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　現代のコンピューティングシステムは、２５６メガバイトから数ギガバイトというオー
ダの相当な量のランダムアクセスメモリすなわちＲＡＭを備える。しかし、現在のメモリ
管理機構およびメモリ管理方法は、何年も前、ＲＡＭが比較的乏しいコンピューティング
資源であった頃に設計されたものである。そのようなメモリ管理機構は、プログラムプロ
セスに多量の仮想メモリを提供するため要求時ページングなどの技術に依存しており、基
本的には、別のプロセスから一定のＲＡＭスペースが必要されたときデータのページをＲ
ＡＭからディスクドライブに転送し、対応するプロセスによってその転送されたデータが
再度必要とされた場合、そのデータを再度ディスクからＲＡＭに読み込む。
【０００４】
　このような従来のメモリ管理では、典型的な使用パターンで参照されるコードとデータ
の合計量が時間的にほぼ一定であり、その時点のメモリサイズに比べ少ない場合であって
も、必要なページがしばしばメモリに存在しないことがある。これは主に２つの要因の結
果生じる。すなわち、システムは、必要とされるページを強制的にメモリから取り出させ
、および／または必要とされるページのセットを迅速に変更する可能性のある移行（ｔｒ
ａｎｓｉｔｉｏｎ）、およびアクティブな使用状態にないページを他のデータで上書きす
る侵食（ｅｒｏｓｉｏｎ）を受ける。
【０００５】
　そのような移行の例には、電源オフ状態からのブート、あるユーザから別のユーザへの
切り替え、スタンバイまたは休止（ｈｉｂｅｒｎａｔｉｏｎ）モードからの再開、大量の
メモリを要するアプリケーション（例えばゲームのプレイなど）を使用してから一般的な
システム使用に戻る、および長い遅延の後にコンピュータに戻るなどがある。言うまでも
なく、顧客は、通常の動作が高速であることに加えて、そのような移行の後にシステムと
プログラムが高速に立ち上がることを強く望む。しかし、現在のメモリ管理ではこれは目
下のところ不可能である。例えば、テストの結果、休止から再開した後のアプリケーショ
ンの起動には、その時点では大量のメモリが使用されていないにもかかわらず９秒から１
１秒もの時間がかかることが分かっている。これは、起動時間の大半が、ＣＰＵをブロッ
クした状態で必要なコードおよびデータのページがディスクから読み込まれるのを待って
行われるディスク転送に消費され、ディスクからの読み込みが要求時ページングの結果基
本的に一度に１ページずつ行われるためである。つまり、そのような移行の後には最も有
用性の高いページセットがしばしばメモリに存在せず、結果として、入出力（Ｉ／Ｏ）転
送に時間がかかることから芳しくないユーザ体験しか得られない要求時ページングとなる
。
【０００６】
　場合によっては、メモリから意図的にページを追い出すことが必要となる移行があり、
また別の移行では突然メモリを要求されることになる場合がある一方、さらに別の移行で
はページが非アクティブになってディスクにスワップされる場合がある。より詳細には、
ワーキングセットにあるメモリページを刈り込んで（ｔｒｉｍ）、本明細書でスタンバイ
ページセット（例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ベースのシステムにおけるスタンバ
イリストなど）と呼ばれる不使用のページのキャッシュに、閉じられているファイルのペ
ージとともに置くことができる。ディスクの読み書きの回数を減らすために、メモリ管理
は、スタンバイページセット中のどのメモリページが最後にアクセスされてから最も時間
がたっているかを追跡し、メモリが要求されると、基本的にはディスクに転送するページ
を待ち行列の先入れ先出し（ＦＩＦＯ）型で選択する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　最も最近のプロセスによって使用されたページがメモリに残るページになるので、この
技術はディスク転送を減らす点ではある程度の効果があるが、現在のアプリケーションの
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コードおよびデータの要求規模は大きい。その結果、短期的には、このスタンバイページ
セットからページを呼び戻すことが一般にできるが、より長期間的に見ると、従来のメモ
リ管理では、スタンバイページセットの単純なＦＩＦＯ型の待ち行列により侵食が生じる
。というのも、恐らくは有用な（だがしばらく使用されていない）ページがより有用でな
い（だがより最近使用された）ページによって上書きされるからである。結果として、デ
ィスクとの間のＩ／Ｏ転送が相当な回数必要となる。強力なシステムであってもこうした
Ｉ／Ｏ転送はボトルネックとして作用し、その結果、システムは利用可能な大量のメモリ
を充分に利用しないまま、長時間にわたってＣＰＵがアイドル状態となる。
【０００８】
　つまり、現在のプログラムは、現在のコンピューティングデバイスが提供する大量のラ
ンダムアクセスメモリと高速な処理機能を必要とする。しかし、現在のメモリ管理技術は
、これらのリソースを充分に協働させていない。これは、現在のメモリ管理はメモリの容
量が少なかった時代に開発されたものであり、そのため、相当量のディスク使用が避けら
れないが、アプリケーションが小さく、マルチタスクがまれであったためにそれほどの負
担にはならないという一般的な見解のもとに設計されたためである。そのため、従来のメ
モリ管理は、最も最近アクセスされたページをメモリに保持する以上にはディスク使用を
制限しようとしない。今日のコンピューティングではその結果相当量のディスク使用が行
われ、それにより実際のパフォーマンスと知覚されるパフォーマンスの両方を損なうボト
ルネックが生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　簡潔に述べると、本発明は、プロアクティブで復元力のある自己調節型のメモリ管理シ
ステムを提供するシステム、方法、および機構を備える改良されたメモリ管理アーキテク
チャを目的とする。このメモリ管理システムは、データが実際に必要とされる前に、必要
とされる確率のあるデータをメモリにロードし保持することにより、実際にパフォーマン
スが向上し、パフォーマンスの向上を知覚することができるメモリ管理を提供するために
機能する。有用性、使用頻度、最後に使用された時間、データ転送の容易さ、およびその
他のコンテクストに基づく情報を含む各種の要素に従って、データのページに値／スコア
で優先順位を付けることができる。より価値のあるデータをメモリにプリフェッチし、お
よび／または保持するように機構が機能する。そのデータをディスクへ書き出す、または
上書きすることが必要な場合、実際の要求がなくても要求を予想し、そのデータを復元力
のある方式で自動的に戻すことができる。
【００１０】
　そのページが必要とされる前に適切なデータをメモリに入れておくことにより、メモリ
管理システムは、要求時ディスク転送動作を大幅に減らすか、またはなくし、よって多く
の重要な消費者シナリオにおけるＩ／Ｏのボトルネックが減少し、または解消される。こ
のため、本発明の実施形態は、メモリ使用の履歴の監視、メモリ使用状況の分析、価値の
高い（例えば利用度が高い）ページによるメモリのリフレッシュ、Ｉ／Ｏプリフェッチの
効率、および積極的なディスク管理を目的とする各種の機構を含む。
【００１１】
　ページに値を割り当てる際に必要な情報を得るため、比較的長い期間にわり追跡および
ロギングの技術によって各ページについてのリッチ情報のセットを追跡することが望まし
い。この測定データを処理して管理された情報とする。この情報は、メモリに関連するイ
ベントに応答し、および／または決められた時間に基づいて再度メモリ内容の釣り合いを
とる意思決定プロセスの一部として維持、アクセスされる。その結果、より有用でないデ
ータに優先してより有用なデータがメモリに維持され、および／またはプリフェッチされ
ることになる。
【００１２】
　優先度により、メモリページのスタンバイページセット（例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登録
商標）ベースのシステムにおけるスタンバイリスト）に優先順位を付けることが可能とな
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り、スタンバイページセットのページは、いつ最後に参照されたかに拘わらず、他のペー
ジに比較してより高い優先度となる値とすることができ、したがって他のページに優先し
てメモリ中に維持される。プロアクティブで復元力のあるプリフェッチは、優先度によっ
て決まる順序で有用なページをディスクからスタンバイページセットにロードする。この
ロードは、ユーザの通常の操作に支障をきたさないように優先度の低いバックグラウンド
のＩ／Ｏ転送で行うことが好ましいが、フォアグラウンド動作とすることもできる。
【００１３】
　本発明の結果、通常のシステム使用に支障をきたすことなく、ＣＰＵの利用率は大幅に
増大する。多くのコンピュータユーザにとって、実際に使用するメモリページの全セット
の量はメモリに保持できる程度の大きさであり、その結果、（必要なデータをディスクか
ら読み込む）失敗した要求の回数がゼロになるか、またはゼロに近くなる。
【００１４】
　一実施形態において、追跡機構はメモリに関連するアクティビティを監視し、ロガーは
監視の結果を記録する。インテグレータが、記録された現在の結果と以前のログを組み合
わせてページ情報データベースとする。マイニングサービスが、ページ情報データベース
のデータにアクセスして、そこからシナリオプランを展開し、そのシナリオプランを分析
してページに優先順位を付けてリストにする。このリストを、メモリの使用状況の監視結
果と可能なその他の要素に基づいて、各ページに計算された値に従って並べ替える。
【００１５】
　リバランサは、イベント（例えば、システムにより、あるいは時間で生成される）によ
ってトリガが引かれ、Ｉ／Ｏプランナと協働して各ページの計算された値によって決まる
順序で優先順位を付されたスタンバイページセットにページを加える。優先順位を付され
たスタンバイページセットは、各ページの値に対応するいくつかのサブセットを含む。そ
れらの値は、時間の経過にともない、および／または実際の使用状況に応じて変化する可
能性があり、したがってページはサブセット間を論理的に移動する可能性がある。要求が
生じ、またはバックグラウンドのプリフェッチのためにメモリが必要になると、サブセッ
ト中の優先順位が最も低いデータを初めにページから書き出す。このようにして、実際の
使用状況の監視結果および測定結果に加え、コンテクストとその他の情報とによって定ま
るより有用なページが支障をきたすことのない形で自動的にメモリに入れられ、より有用
でないページに優先してメモリ中に残りやすくなる。
【００１６】
　この他の利点は、以下の詳細な説明を図面とともに読むことにより明らかになるであろ
う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　例示的動作環境
　図１に、本発明を実施することが可能な適切なコンピューティングシステム環境１００
の一例を示す。コンピューティングシステム環境１００は適切なコンピューティング環境
の一例に過ぎず、本発明の使用または機能の範囲について何らの制限を示唆するものでは
ない。またコンピューティング環境１００は、例示的動作環境１００に示す構成要素の任
意の１つまたは組み合わせに関連する依存関係にあり、または必要とするものと解釈すべ
きでない。
【００１８】
　本発明は、数多くの他の汎用または専用コンピューティングシステム環境または構成で
動作することができる。本発明の使用に適す可能性のあるよく知られるコンピューティン
グシステム、環境、および／または構成の例には、これらに限定しないが、パーソナルコ
ンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドまたはラップトップデバイス、タブレッ
トデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのシステム、セット
トップボックス、プログラム可能な消費者向け家電製品、ネットワークＰＣ、ミニコンピ
ュータ、メインフレームコンピュータ、上述のシステムまたは装置のいずれをも含む分散
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コンピューティング環境などがある。
【００１９】
　本発明は、コンピュータによって実行されるプログラムモジュールなどのコンピュータ
実行可能命令との一般的なコンテクストで説明することができる。一般に、プログラムモ
ジュールには、特定タスクを行うか、特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラ
ム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などが含まれる。本発明は、通信ネット
ワークを通じてリンクされた遠隔の処理装置によってタスクを行う分散コンピューティン
グ環境で実施することもできる。分散コンピューティング環境では、メモリ記憶装置を含
むローカルおよび／またはリモートのコンピュータ記憶媒体にプログラムモジュールを置
くことができる。
【００２０】
　図１を参照すると、本発明を実施する例示のシステムは、コンピュータ１１０の形態の
汎用コンピューティング機器を含む。コンピュータ１１０の構成要素には、これらに限定
しないが、処理装置１２０、システムメモリ１３０、およびシステムメモリを含む各種の
システム構成要素を処理装置１２０に結合するシステムバス１２１が含まれる。システム
バス１２１は、各種のバスアーキテクチャの任意のものを使用したメモリバスまたはメモ
リコントローラ、ペリフェラルバス、およびローカルバスを含む数タイプのバス構造のい
ずれでもよい。これらに限定しないが、例として、このようなアーキテクチャには、ＩＳ
Ａ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＭＣＡ（
Ｍｉｃｒｏ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＥＩＳＡ（Ｅｎｈａｎ
ｃｅｄ　ＩＳＡ）バス、ＶＥＳＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）ローカルバス、およびメザニンバスとも称されるＰＣ
Ｉ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バスが含
まれる。
【００２１】
　コンピュータ１１０は通例、各種のコンピュータ読取可能な媒体を含む。コンピュータ
読取可能な媒体は、コンピュータ１１０がアクセスできる任意の利用可能媒体でよく、揮
発性および不揮発性の媒体、取り外し可能および固定の媒体が含まれる。これに限定しな
いが、例としてコンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体および通信媒体を
含むことができる。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ読取可能な命令、データ構造
、プログラムモジュール、またはその他のデータなどの情報を記憶するための任意の方法
または技術に実装された揮発性および不揮発性の媒体、取り外し可能および固定の媒体を
含む。コンピュータ記憶媒体には、これらに限定しないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（
ＤＶＤ）または他の光ディスク記憶、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶また
は他の磁気記憶装置、あるいは、所望の情報の記憶に用いることができ、コンピュータ１
１０によるアクセスが可能な任意の他の媒体が含まれる。通信媒体は、一般に、搬送波な
どの変調データ信号または他の搬送機構にコンピュータ読取可能な命令、データ構造、プ
ログラムモジュール、または他のデータを体現したものであり、任意の情報伝達媒体を含
む。用語「変調データ信号」とは、信号中に情報を符号化する方式でその特性の１つまた
は複数を設定または変化させた信号を意味する。例として、通信媒体には、配線ネットワ
ークまたは直接配線接続などの配線媒体と、音響、ＲＦ、赤外線、および他の無線媒体な
どの無線媒体が含まれるが、これらに限定しない。上記の媒体のいずれの組み合わせもコ
ンピュータ読取可能な媒体の範囲に含めるべきである。
【００２２】
　システムメモリ１３０は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）１３１およびランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１３２など、揮発性および／または不揮発性メモリの形態のコンピュ
ータ記憶媒体を含む。起動時などにコンピュータ１１０内の要素間の情報転送を支援する
基本ルーチンを含む基本入出力システム（ＢＩＯＳ）１３３は、通例ＲＯＭ１３１に記憶
される。ＲＡＭ１３２は通例、処理装置１２０から即座にアクセス可能な、および／また
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は現在処理装置１２０によって処理中のデータおよび／またはプログラムモジュールを含
む。これらに限定しないが、例として、図１にはオペレーティングシステム１３４、アプ
リケーションプログラム１３５、他のプログラムモジュール１３６、およびプログラムデ
ータ１３７を示している。
【００２３】
　コンピュータ１１０は、この他の取り外し可能／固定、揮発性／不揮発性のコンピュー
タ記憶媒体も含むことができる。単に例として、図１には、固定、不揮発性の磁気媒体の
読み取りまたは書き込みを行うハードディスクドライブ１４１、取り外し可能、不揮発性
の磁気ディスク１５２の読み取りまたは書き込みを行う磁気ディスクドライブ１５１、お
よびＣＤ－ＲＯＭや他の光学媒体などの取り外し可能、不揮発性の光ディスク１５６の読
み取りまたは書き込みを行う光ディスクドライブ１５５を示す。例示の動作環境で使用で
きるこの他の取り外し可能／固定、揮発性／不揮発性のコンピュータ記憶媒体には、これ
らに限定しないが、磁気テープカセット、フラッシュメモリカード、デジタル多用途ディ
スク、デジタルビデオテープ、ソリッドステートＲＡＭ、ソリッドステートＲＯＭなどが
含まれる。ハードディスクドライブ１４１は通例、インタフェース１４０などの固定のメ
モリインタフェースを通じてシステムバス１２１に接続され、磁気ディスクドライブ１５
１および光ディスクドライブ１５５は通例、インタフェース１５０など取り外し可能なメ
モリインタフェースによってシステムバス１２１に接続される。
【００２４】
　上記で説明し、図１に示すドライブとそれに関連付けられたコンピュータ記憶媒体は、
コンピュータ１１０のコンピュータ読取可能な命令、データ構造、プログラムモジュール
、およびその他のデータの記憶を提供する。例えば図１では、ハードディスクドライブ１
４１にオペレーティングシステム１４４、アプリケーションプログラム１４５、他のプロ
グラムモジュール１４６、およびプログラムデータ１４７を記憶している。これらのコン
ポーネントは、オペレーティングシステム１３４、アプリケーションプログラム１３５、
他のプログラムモジュール１３６、およびプログラムデータ１３７と同じものでも、異な
るものでもよいことに留意されたい。ここではオペレーティングシステム１４４、アプリ
ケーションプログラム１４５、他のプログラムモジュール１４６、およびプログラムデー
タ１４７には、それらが少なくとも異なるコピーであることを表すために異なる参照符号
をつけている。ユーザは、タブレットあるいは電子デジタイザ１６４、マイクロフォン１
６３、キーボード１６２、および一般にはマウス、トラックボール、タッチパッドと称す
るポインティングデバイス１６１などの入力装置を通じてコンピュータ１１０にコマンド
と情報を入力することができる。図１に図示しない他の入力装置には、ジョイスティック
、ゲームパッド、衛星放送受信アンテナ、スキャナなどがある。これらおよび他の入力装
置は、システムバスに結合されたユーザ入力インタフェース１６０を通じて処理装置１２
０に接続することが多いが、パラレルポート、ゲームポート、あるいはユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）など他のインタフェースおよびバス構造によって接続することも可能
である。モニタ１９１または他タイプの表示装置も、ビデオインタフェース１９０などの
インタフェースを介してシステムバス１２１に接続される。モニタ１９１は、タッチスク
リーンパネルなどと一体化してもよい。モニタおよび／またはタッチスクリーンパネルは
、タブレット型のパーソナルコンピュータのように、コンピューティングデバイス１１０
が組み込まれた筐体に物理的に結合できることに留意されたい。また、コンピューティン
グデバイス１１０などのコンピュータは、スピーカ１９５およびプリンタ１９６など他の
周辺出力装置も含むことができ、それらは出力周辺インタフェース１９４などを通じて接
続することができる。
【００２５】
　コンピュータ１１０は、リモートコンピュータ１８０など１つまたは複数のリモートコ
ンピュータへの論理接続を使用するネットワーク環境で動作することができる。リモート
コンピュータ１８０はパーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピ
ア装置、あるいはその他の一般的なネットワークノードとすることができ、図１にはメモ
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リ記憶装置１８１しか示していないが、通例はコンピュータ１１０との関連で上記で挙げ
た要素の多くまたはすべてを含む。図１に示す論理接続には、構内ネットワーク（ＬＡＮ
）１７１と広域ネットワーク（ＷＡＮ）１７３が含まれるが、他のネットワークを含むこ
とも可能である。このようなネットワーキング環境は、オフィス、企業内のコンピュータ
ネットワーク、イントラネット、およびインターネットに一般的に見られる。例えば本発
明では、コンピュータシステム１１０を送信元装置としてそこからデータを移すことがで
き、リモートコンピュータ１８０を送信先装置とすることができる。ただし、送信元マシ
ンおよび送信先マシンはネットワークまたはその他の手段で接続する必要はなく、データ
は、送信元のプラットフォームによって書き込み、送信先のプラットフォームによって読
み取ることが可能な任意の媒体を介して移すことができることに留意されたい。
【００２６】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用する場合、コンピュータ１１０はネットワークイン
タフェースまたはアダプタ１７０を通じてＬＡＮ１７１に接続される。ＷＡＮネットワー
キング環境で使用する場合、コンピュータ１１０は通例、インターネットなどのＷＡＮ１
７３を介して通信を確立するためのモデム１７２またはその他の手段を含む。モデム１７
２は内蔵型でも外付け型でもよく、ユーザ入力インタフェース１６０または他の適切な機
構を介してシステムバス１２１に接続することができる。ネットワーク環境では、コンピ
ュータ１１０との関連で図示したプログラムモジュール、またはその一部は遠隔のメモリ
記憶装置に格納することができる。これに限定しないが、例として図１ではリモートアプ
リケーションプログラム１８５がメモリデバイス１８１に常駐している。図のネットワー
ク接続は例示的なものであり、コンピュータ間に通信リンクを確立する他の手段を使用で
きることは理解されよう。
【００２７】
　プロアクティブなメモリ管理
　本発明の実施態様は、部分的には、一般に、ユーザインタフェース、アプリケーション
プログラム、およびオペレーティングシステムソフトウェアの重要な態様において実際の
パフォーマンスを向上させ、それを実感させるシステム、方法、および機構を含む、改良
されたメモリ管理構造を目的とする。このため、図２に示すように、本発明は、プロアク
ティブで復元力がある自己調節型のメモリ管理システム２００を提供し、このシステム２
００は、要求時にディスク２０４（またはフラッシュメモリ、ネットワークデータソース
、テープドライブおよび／または実質的に任意のタイプのデータ記憶など同等の補助記憶
機構）からメモリ２０２に読み込むのではなく、メモリに関連するユーザのアクティビテ
ィおよび作業を監視して、そのデータが必要とされる前に必要なデータがランダムアクセ
スメモリ２０２（あるいはここでは単に「メモリ」とも称する）にあることを少なくとも
比較的高い確立で保証する。すなわち、プロアクティブで復元力のあるメモリ管理は、有
用であると思われるデータをメモリに入れ、そのデータをメモリ中に維持することを企図
する。その有用なデータのスワップ、または上書きが必要な場合は、実際に要求されなく
ても、要求が予想されるため、そのデータは復元力のある形で自動的に戻されるかもしれ
ない。
【００２８】
　このために、本発明においては、現在利用可能な大量のメモリを活用して、動作状態に
ある可能性のあるプロセスのワーキングセットがメモリに維持され、またシステムがプロ
アクティブで復元力のあるメモリ管理を達成するために使用する記録の保持、データ構造
、およびアルゴリズムが維持される。そのような記録保持、データ構造、および他のアル
ゴリズムは、時間の経過に伴ってより最適なものになることが期待されるが、実際現在の
実装では要求時のＩ／Ｏ転送をかなり減らしている。
【００２９】
　そのページが必要となる前にメモリ２０２を（例えばページとして構成した）適切なデ
ータで満たすことにより、本発明のメモリ管理システム２００は、要求時のディスク転送
動作をかなり減らし、またはなくす。したがって多くの重要な消費者のシナリオにおける
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Ｉ／Ｏのボトルネックが低減され、またはなくすことが容易に理解される。本明細書で使
用する場合、用語「ページ」とは、メモリ管理システム２００が一単位として扱う最少量
（例えば４０９６バイト）のデータを意味するが、本発明を特定の固定量のデータに限定
する意図はなく、したがってデータの「ページ」は、何らかの他の固定量、あるいは変動
する量のデータ（例えばわずか１バイト、あるいはその倍数）、あるいはストリーミング
転送であってもよいことに留意されたい。したがって、固定量またはその倍数のデータで
はなく任意の量のデータを読み出し／書き込み／ストリーミングすることができるメモリ
管理システムとは、また例えば１つまたは複数のページを読み出しおよび書き込むことに
相当するのである。
【００３０】
　後述するように、本発明の実施形態は各種の機構を含み、これにはメモリ使用の履歴の
監視、メモリ使用状況の分析、価値の高い（例えば利用度が高い）ページによるメモリの
リフレッシュ、Ｉ／Ｏプリフェッチの効率、および積極的なディスク管理を目的とする機
構が含まれる。一般に、これらの機構はプロアクティブなメモリ管理システム２００とし
て協働して、必要とされるデータが要求される前にメモリに存在するようにする。このた
め、継続的および／または比較的長い時間間隔にわたって収集することが可能な種々のメ
モリ使用のデータおよびその他の情報を活用することにより、プロアクティブに動作する
ようアルゴリズム、支持データ構造、および方法によりメモリ管理を拡張する。ただし、
本発明はそのような機構の特定の組み合わせを必要とはせず、これよりも少ない機構およ
び／または代替の機構により数多くのより良好なメモリに関連する利益を提供できること
に留意されたい。例えば、いずれのページが他のページよりも使用される確率が高いかを
示す値を求め、より有用なページをメモリに残すことにより、バックグラウンド動作であ
るメモリへのページのプリフェッチを行わずにＩ／Ｏ転送を減らすことがで、さらにそれ
らのページの価値を判定するために使用する情報を断続的および／または比較的短い期間
に収集した場合でさえも、同様にＩ／Ｏ転送を減らすことができる。
【００３１】
　さらに、本発明のメモリ管理の方法および機構は、メモリが一杯でスワップの決定を行
う必要がある時だけでなく、メモリが比較的空いている状態を含むメモリ使用の他のレベ
ルにおいてもアクティブとすることにより、メモリ使用状況を改善することができる。例
えば、システムのメモリが圧迫されているかどうかに関係なく、ロードしたページがアク
セスされる頻度を測定することができる。さらに、本発明は、現在のメモリ内容だけを管
理するのではなく、現在のメモリ内容、メモリに存在すべきだが現在はディスクに存在す
る場合、およびその逆の場合を含めてメモリ内容を包括的に管理する（ことが望ましい）
。
【００３２】
　本発明は、メモリ状態をいくつかの方法で表し、これは現在各メモリページについて保
持されている情報の追加によって含められる。そのような新しい情報は、単に最後に使用
された時間についての暗示的または明示的な情報ではなく、時間の経過に伴う各ページの
使用頻度を含むことができる。例示の実施形態では、その時点でメモリに存在しないペー
ジについての情報をも保持する。後述するように、データ構造を用いて有用である可能性
のあるデータを保持し、若しくは保持することができるフリーメモリを編成し、およびデ
ータ構造を用いて何時そのメモリを代替として利用できるようにするかを制御する。
【００３３】
　情報を得るために、追跡およびロギングの技術によって、比較的長い期間にわたって各
ページについてのリッチ情報のセットを追跡するのが望ましい。アクティブ時にプロセス
が使用する各種のページを比較的長い期間にわたって監視することにより、アクセスされ
るコードと読み出されるデータファイルを記録し、ページの価値を計る重要な指標を得て
、それにより潜在的に必要なワーキングセットを確定する。この測定データは、メモリに
関連するイベントに応答して、および／またはその他の形（例えば周期的など）で再びメ
モリ内容の釣り合いをとる意思決定プロセスの一部として維持されアクセスされる。すな



(15) JP 4724362 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

わち、必要とされるデータである可能性が最も高いことによって価値を判断するか、ある
いはデータ転送の容易さ、コンテクストおよび／または他の基準で判断するかに関係なく
、このリッチデータの追跡の結果、分析すればより価値の低いページに優先してより価値
のあるページをメモリに保持、および／またはプリフェッチすることを可能にする情報が
得られる。
【００３４】
　一般に、本発明は、そのページが現在メモリにあるか別の記憶装置にあるかを問わず、
高価値のページと低価値のページの両方を識別するための各ページの相対的価値を得るた
め、新しいタイプのメモリページ単位のリッチ情報を維持する。メモリ中のページと、も
はやメモリにないページ（例えば現在はハードディスクまたはフロッピー（登録商標）デ
ィスク、ＣＤ媒体、ＤＶＤ媒体、ネットワーク、フラッシュメモリなどにあるページ）、
あるいはこれまでメモリにあったことがないページについて、このリッチ情報（パターン
／頻度／グループ分け／コンテクストデータを含む）をメモリ中に維持する（また持続す
る）。この情報を使用して、メモリにない価値のあるページをメモリにプリロード（プリ
フェッチ）し、および／またはより価値の低いページに優先してより価値のあるページを
維持する。これを行う１つの方法は、ワーキングセットの補完機構を用いるものであるが
、この機構は、もはやメモリには存在しないものの、そのワーキングセットのアドレス空
間では有効に存在するページに対するリッチ使用情報を含むワーキングセットエントリを
保持することである。別の方式は、ファイルページ履歴機構に基づいて構築される、拡張
されたスタンバイページセット（例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ベースのシステムに
おけるスタンバイリストのような使用されていないページのキャッシュ）を用いるもので
ある。この場合、物理メモリにあるよりも多くの物理的ページの記述子およびエントリを
割り振り、それらを使用してメモリから取り出すページについての使用パターン、頻度、
グループ分けおよび／またはコンテクストの情報を保持する。
【００３５】
　後述するように、各種の統計を追跡して、使用された時間数、作成時間、最後にアクセ
スされた時刻など、あるページが必要とされる可能性を判定する参照パターンおよび／ま
たは使用頻度を求める。この種の統計値は、ページエントリごとか、または参照パターン
、使用頻度などを求めるのに使用できる範囲／グループごとにメモリ中に保持することが
できる。このような統計値は、ファイルのエントリおよび／またはオブジェクト、メモリ
マッピングオブジェクト、あるいはその他のページのグループ分けを保持することができ
る。また、年齢ビット以外の状態、例えばあるページがいつメモリから除去され、戻され
たかを含む状態を有する状態機械をページごとまたはページグループごとに構成すること
ができる。この様々な情報を使用して、メモリ中のページにサブセットとして優先順位を
付け、プログラムが多量のページを１度または２度参照する時などに、有用なページが再
び目標とされないように保護することができる。この優先順位付けは明示的で、リスト内
の位置から暗示されないものとすることができる。優先順位は、得られた使用パターン、
頻度、コンテクスト、グループ分けなどから、周期的にまたは時折再計算することができ
る。
【００３６】
　さらに、特定のページをメモリに入れるコストをそのページの価値を判定する際の要素
とすることができ、例えばそのページが戻された（ｂａｃｋｅｄ）ページファイルである
か、小さなファイル中のページであるか、あるいは連続的にアクセス／ストリーミングさ
れる複数のページ中のページであるかどうかを用いてこのコスト要素を確定することがで
きる。このような価値の評価はページ単位とすることができるが、ページのサブセットに
ついてのみリッチ情報の一部またはすべてを保持し、ファイルオブジェクト、セクション
／マッピングなどについて、ページグループの統計値および係数値を取得および／または
保持するなどにより、よりコンパクトにすることも可能である。さらに、状態データを得
て、広範囲のページ情報の一部として使用することができる。
【００３７】
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　例えば、コンテクストを監視することにより、電力状態やディスク状態を含む、メモリ
管理の決定において通例は考慮しない要素を考慮することができる。また監視されるイベ
ントも考慮に入れて、メモリへの影響が多大であることが知られているスタンバイ／再開
、休止／再開、およびプログラムの実行／終了からの迅速な回復に適したアクションをと
る。
【００３８】
　そのような状態情報を記録することに加えて、本発明のプロアクティブなメモリ管理を
容易にするために他の機構を利用することができる。例えば、アプリケーションプログラ
ムは、例えばまれに発生するエラーを処理するために必要なデータは再度使用される見込
みがないと宣言できるなど、あるデータが他のデータよりも有用でない（あるいは有用で
ある）ことを宣言することができ、それによりそのようなデータは、より低い値を割り当
てる、またはより低い値で重み付けをするのにより適した候補となる。ユーザも、優先度
がより低いまたは高い特定のデータを指定することができ、例えば、アプリケーションの
ヘルプファイルをめったに使用しないユーザは、その優先度が低いことをそのアプリケー
ションおよび／またはオペレーティングシステムに知らせる設定を手動で提供することが
できる。またその逆も可能であり、例えば可能である場合にはヘルプデータを常にメモリ
に入れておくこともできる。このために、アプリケーションのためのアプリケーションプ
ログラミングインタフェース（あるいは同様の機能）を提供して、ページ（例えばページ
のある領域）にもはや価値がないこと、あるいは別のページセットに価値があることを示
すなどにより、プログラムがシステムメモリ管理に貢献できるようにすることができる。
アプリケーションプログラムは、メモリマネジャがそれらの動作で参照されるページの価
値を追跡し、グループ分けするために使用できるコンテクストおよび動作も指定すること
ができる。このように、アプリケーションプログラムは、ファイルオープン／保存のダイ
アログを表示する、またはタスクペインを示すなど、メモリ使用に関してそのアプリケー
ションプログラムが重要であると考える動作をマークすることができる。
【００３９】
　ページの価値を使用して、メモリ管理を他の方式で改良することもできる。例えば、１
度または２度使用された大量のファイルページをあるプログラムが使用する（ｇｏ　ｔｈ
ｒｏｕｇｈ）場合は、同様のページのみが再度目標とされ、より価値が高いページが保護
される。さらに、価値が低いページおよび／または中間の価値のページをディスクにスワ
ップするのではなくメモリ中で圧縮するなどにより、特定ページの圧縮も可能である。例
えば、アプリケーションまたは発見機構が、何らかの大きな（例えば中間あるいはより低
い価値の）データブロックをディスクに書き込んでスペースを解放するのではなく、圧縮
することが望ましい場合があることを指示することができる。
【００４０】
　ここで使用する追跡およびロギングの技術は、現在知られている技術に勝り、メモリ使
用データを記録する新たな機能を提供する。新しいアルゴリズムはこのデータを解析し、
データをディスクから効率的な形でプリフェッチし、価値の優先度に基づいてメモリにデ
ータを保持するための命令またはシナリオプランを生成することができる。例えば、リッ
チ情報があるので、単に、メモリページのスタンバイページセットを定量化された優先順
位がないＦＩＦＯ型の待ち行列に配置するのではなく、スタンバイページセットに優先順
位を付けることができる。本発明では、スタンバイページセットのページは、最後に参照
されたのがいつであるかに関係なく、他のページに相対的な価値の点からより高い優先順
位とすることができ、したがって、ワーキングセットメモリにあるページを含む他のペー
ジに優先してメモリに保持することができる。例えば、あるアクティブなプロセスのペー
ジは最近使用されていても今後二度と使用される見込みがなく、その結果そのようなペー
ジは、非常に長い時間使用されていないが再度使用される可能性があるページよりも価値
が低くなる。
【００４１】
　さらに、実際の使用頻度、最後に使用された時間、あるいはその他の測定結果など、監
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視により得られた状態データおよび測定結果以外にも、他の基準を使用してページの価値
を判定することができる。例えば、置き換えのペナルティの概念を使用してメモリ中のペ
ージの価値を判定することができ、例えば、無作為に分散した（ディスク上で非連続的な
）データは、隣接した連続データに比べてディスクとの間で転送するのにより高費用であ
り、したがって、大量のメモリが急に必要になった場合などには、無作為に分散したデー
タをメモリに保持しておいて、連続したデータを転送する方が有用である場合がある。こ
のように、ページの有用性は、そのＩ／Ｏ転送の費用と、その使用状況、および電力やデ
ィスク状態の考慮事項などマシンとその他のコンテクストの履歴的な追跡とによって判断
することができる。エンティティ（例えばアプリケーションまたはユーザ）が特定のデー
タに割り当てることができる重みなど使用することができ、さらに他の要素を使用するこ
とができる。
【００４２】
　一実施形態において、プログラムのメモリ使用を例えばユーザごとにマシン上で追跡し
、ディスクとメモリの両方におけるページの潜在的な有用性が分類される。この追跡およ
び分類からメモリ予算を決定することができ、バックグラウンドＩ／Ｏ機構は、その予算
に基づいて、各ページの定量化された価値によって決定される有用性が最も高い利用可能
なページでメモリを一杯にしようとする。したがって、メモリページは復元性を備えるこ
とができ、例えば必要な場合には除去し、再度スペースが利用可能になると自動的に復元
される。この手法は、リアクティブな要求時ページング（制限されたクラスタ化またはプ
リフェッチを行う）に依存して最初の使用時にのみページをディスクから移し、ＦＩＦＯ
方式で保存する一般的なメモリ管理の手法と対照的であることに留意されたい。本発明で
は、ページがメモリに常駐する時に、メモリ構造がそのページを優先度に基づいてメモリ
に保存するが、このページは使用されるのに従って時間の経過とともに変化する可能性が
あり、別の現在のアクティビティのためにメモリが必要とされない限り、あるいは別のア
クティビティのためにメモリが必要とされるまで、より有用性が高いページがメモリに残
る。
【００４３】
　価値が高い（また低い）ページを識別するために、ページの価値および／またはアクセ
スパターンデータをメインメモリに常駐するのではない永続的な記憶に伝搬して維持し、
それによりその情報（例えばパターン、頻度、コンテクストおよび／またはグループ分け
のデータを含む）を複数のブートにわたって持続する。ページデータをファイルに書き込
むのに加え、データの解釈、新しい価値の構築、および／またはデータの解析を行って冗
長なデータまたは不要なデータを破棄することを含め、そのページデータを保持し、永続
的な記憶に保存された内容がページ使用のデータだけでなく、区別されたパターンデータ
をも含むようにすることに留意されたい。下記で述べるように、メモリ管理によって保持
され、その他のコンテクストおよび（下記で説明する）イベントと併せてページ参照を追
跡および／またはサンプリングすることによって、使用されるページの価値およびアクセ
スパターンデータが得られる。本発明によると、この追跡およびサンプリングの動作は、
単に係数を行い、メモリ中で少量のページごとに状態を保つことに留まらない。このため
に、追跡およびサンプリングの機構は、アクセスビットがいつリセットされたかを記録す
るＰＴＥ（ページテーブルエントリ）のアクセスビットの追跡も行う。例えば頻繁に参照
されるページについて、アクセスデータが処理（ｗａｌｋ）され、記録されているデータ
の量がリセットによって制限される率を測定し、保持することにより、アクセスのたびに
情報を記録するのではなく、ＰＴＥのアクセスビットがリセットされる率を保持できるこ
とに留意されたい。さらに、ページ誤り（ハード障害（ｈａｒｄｆａｕｌｔｓ）およびソ
フト障害／移行障害）と、ファイルの読み取りおよび書き込みの要求を記録することがで
きる。メモリからページを取り出す際、あるいはワーキングセットから刈り込む際にペー
ジを追跡する機構と同様に、プロセスのワーキングセットのスナップショットを得る機構
によってもページ価値のデータを得ることができる。
【００４４】
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　この情報を用いて、最後にアクセスされた時刻、使用パターン、使用頻度、仮想的また
は物理的な局所性（ｌｏｃａｌｉｔｙ）、ページがいつ刈り取られた（ｔｒｉｍ）かなど
により、永続的な記憶のページとメモリ中のページとの双方についてページをグループ付
けし、情報を解析することができる。そしてこれらのグループ付けは、複数のページ領域
を一度に効率よくスワップアウトするために使用することができ、およびページファイル
などの転送先でレイアウトする際に使用することができる。例えば、使用されるのが数個
のページの場合、そのグループにまるごと効率よく取り込むことができる。また、持続さ
れるファイル／ページ履歴を使用することにより、ファイル全体を一度に入れるなど「ス
マートなクラスタ化」をも機構は行うことができる。ページはさらに、どのプロセスがそ
のページを使用するか、プロセス寿命のどの部分（例えば起動時やシャットダウン時）で
そのページが使用されるか、ある期間（例えばディスク関連の（ｂｏｕｎｄ）操作）内で
どのページがハード障害（ｆａｕｌｔ）になるかといった情報によってグループ分けする
ことができる。この他のページグループ分けの方法には、タスクの切り替え、マウスのク
リック、ホバー、フォーカスおよびその他のユーザ入力の前後に参照されるページ、特定
の時刻および／または曜日など時間に基づいた使用状況、特定のユーザプロセス、および
その他のコンテクストがあり、これにはアプリケーションによって指定されるコンテクス
トが含まれる。
【００４５】
　一般に、本発明によるメモリ管理は、リッチイベントおよびコンテクストのセットを追
跡し、それに関し動作することができ、このイベントとコンテクストにはタスクの切り替
え、ウィンドウの生成、ダイアログ、フォーカスの変更、マウスのホバーとクリック、お
よびその他のユーザ入力イベントを含む。その他のイベントおよびコンテクストには、ア
プリケーションの起動およびシャットダウン、システムのブート、ログイン、シャットダ
ウン、スタンバイ／休止および再開、ユーザの切り替え、ビデオ、オーディオおよび／ま
たは同様のメディア再生イベント（例えば開始と終了）、ビデオの時間シフト、（遠隔の
デスクトップ、テルネットなどを含む）システムへの遠隔接続、およびアプリケーション
指定のコンテクストが含まれる。
【００４６】
　本発明の一態様によれば、より有用でないページに優先してより有用なページをメモリ
に保持できるだけでなく、そうしたページに対する実際の要求がない時であっても、より
有用でないページあるいは使用されていないページに優先してより有用なページをメモリ
にロード（プリフェッチ）することができる（すなわち、メモリが自動的に登録（ｐｏｐ
ｕｌａｔｅ）される）。この登録（ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ）し、および／または再び釣り
合いを取ることは、リブートの後や大量のメモリを解放した後、ある程度連続的に、また
は少なくとも規則的になど、バックグラウンド動作として様々な時に様々な方法で行うこ
とができるのが望ましい。メモリマネジャが使用する登録機構は、目立たない方がよく、
また空いている（ｉｄｌｅ）優先度のＩ／Ｏおよび空いている検出機構に基づくことが好
ましい。後述するように、これは単なるスケジューリングアルゴリズムではなく、入って
くる通常のＩ／Ｏパターンを監視し、通常のＩ／Ｏのためのシークと重ならない、あるい
は通常のＩ／Ｏにためのシークを引き起こさないと思われる時にバックグラウンドＩ／Ｏ
をスケジュールすることにより、抑制的な（ｔｈｒｏｔｔｌｉｎｇ）形で動作することが
できる。空いている検出機構（例えば空いているタスクとして待ち行列に入れられる）は
、ユーザ入力、ＣＰＵおよびディスクを調べることによりシステムがアイドル状態である
時にそれを判定して、目立たない形でメモリの釣り合いを取る。とは言えメモリのフォア
グラウンドの登録も時によっては有用であり、したがってメモリのプリロードの一部また
はすべての優先度を高くすることができる。
【００４７】
　プリフェッチの際は、アクティブなアプリケーションとバックグラウンド作業を行うプ
ログラムとの間の干渉を制限する機構によりＩ／Ｏ動作を上述のように管理して、効率よ
くすることができる。例えば、シーク時間を短縮するためにＩ／Ｏ転送を分類することが
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でき、またＩ／Ｏ転送に優先順位を付けて、バックグラウンドの（例えばプリフェッチ）
動作がフォアグラウンドの動作を遅らせず、ユーザの通常のシステム使用の障害とならな
いようにすることができる。さらに、Ｉ／Ｏ要求を分類し、ドライバスタックを通じてこ
の情報を渡す機構を提供することができ、それにより低レベルの機構は適切な優先順位で
Ｉ／Ｏをスケジュールすることができる。これにより、優先度が低いＩ／Ｏのカテゴリが
より優先度が高いカテゴリに干渉することができなくなる。というのも、そのような干渉
があると、異なるカテゴリの下で所与の動作が複数回要求される可能性があり、このため
優先順位が逆転するのを回避する必要が生じるかもしれないからである。異なるカテゴリ
からのＩ／Ｏは、最も一般的な使用パターンを認識し、干渉を最小に抑えようとするアル
ゴリズムを使用してディスパッチすることができる。
【００４８】
　Ｉ／Ｏ動作の実施態様の１つは、他のユーザおよびシステムのアクティビティのパフォ
ーマンスを損なうことなく、充分に利用されていない資源を活用することであるが、ユー
ザのフォアグラウンドアプリケーションに干渉せずにディスクから有用性の高いファイル
ページを読み込む際に問題が生じる可能性がある。そのような問題の１つは、レジストリ
ファイルや一時的なインターネットファイルのキャッシュインデックスなど、ユーザが排
他的に開いているファイルからプリフェッチする必要があるということである。このよう
なファイルがすでに排他的に開かれている状況では、ファイルを通常通りに開いてそこか
らプリフェッチすることができない。同様に、メモリ管理機構がプリフェッチのためにフ
ァイルを開くことに成功し、ファイルへの排他的なアクセスを必要とするアプリケーショ
ンがファイルを開こうとした場合、アプリケーションは失敗し、その結果ランダムアプリ
ケーションエラーとして知覚される。この問題は、ファイルシステムがそのファイルの共
有情報を更新しない通常と異なる（ａｔｙｐｉｃａｌ）方法でファイルを開く特殊なＡＰ
Ｉを呼び出すことによって回避することができる。
【００４９】
　別のＩ／Ｏに関連する問題は、システム上のより優先度が高いＩ／Ｏに干渉しない形で
Ｉ／Ｏ要求を発行することに関する。これは、部分的には、最後の正常なＩ／Ｏ以後ディ
スクが十分に長い時間（例えば７５ミリ秒）アイドル状態でない場合には優先度が低いＩ
／Ｏを開始しないことによって達成することができる。ただしこの結果優先順位逆転の問
題が生じるが、この問題は特殊なフラグを付したダミーの読み取りをＩ／Ｏスタックを通
じて送ることによって解決することができる。ダミーの読み取りパケットを送ることは、
Ｉ／Ｏスタックと通信して優先度の逆転を通知する１つの方法であるが、この方法は、実
際の要求がスタック中で分散した多数の下位要求（ｓｕｂ－ｒｅｑｕｅｓｔ）に分割され
、元の要求の操作（ｈａｎｄｌｅ）を通じてはそれらすべてに到達することができない場
合でも機能することに留意されたい。フィルタドライバは、対応するＩＲＰ（Ｉ／Ｏ要求
パケット）を認識すると、その範囲と重複する保留中のＩ／Ｏすべての優先度を上げ、そ
して実際の作業を行わずにダミーの読み取りＩＲＰが完了される。ただし、この措置を用
いても、優先度が低いページングＩ／Ｏの大きなリストを発行すると、通常の優先度ある
いは優先度が高いスレッドを妨害する可能性がある。したがって、これは、一度に１つの
ファイルにつき僅か数個の優先度の低いプリフェッチページングＩ／Ｏだけを発行するこ
とによって回避することができ、これにより優先順位逆転が生じる可能性が大幅に低減し
、その継続時間が短縮する。こうした改良により、ディスク上の有用性が高いファイルペ
ージとメモリ中の有用性が低いページとを識別すると、ユーザの現在のアクティビティへ
の干渉を懸念することなく、要求を直ちに待ち行列に入れることができる。
【００５０】
　本発明のこの実施態様の結果、通常のシステム使用を干渉せずにＣＰＵの利用率が著し
く上がる。多くの一般的なユーザにとって、実際に使用する戻されたページのファイルの
全セットはメモリに保持できるだけの大きさである。これらの必要とされるページは、ブ
ート後にプリロードすることができ、また高い優先度のメモリ要求が一時的に発生し、そ
れらのページをディスクにスワップしなければならない場合に復元することもできる。必
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要とされるメモリの総計のワーキングセットが所与のアプリケーションおよびシステムに
対して大きすぎる場合は、ワーキングセットのサブセットをメモリに保持することができ
、一方で本発明はページのバランスのためにＩ／Ｏを効率よくしようと努めることに留意
されたい。
【００５１】
　ただし、多くの一般的な消費者向けのシナリオをテストした結果、比較的複雑なワーク
ロードで参照されるページの総数であっても現在のメモリ量に収まることが分かっている
。例えば、様々な実験から判断されるように、何らかの非常に重要なワークロードに必要
とされるページは、３８４メガバイトのＲＡＭを備えるマシンのメモリに収まり、多くの
ページは２５６メガバイトのＲＡＭに収まった。メモリは必要とされる以上の容量を備え
るので、本発明は、適切なページをプリロードしてページング障害（ｐａｇｅ　ｆａｕｌ
ｔ）をなくすことを可能にし、それによりユーザ入力に応答して最大限のＣＰＵ利用率で
ユーザアプリケーションを実行できるようにする。
【００５２】
　ページング障害を解消した（あるいはほぼ解消した）結果、本発明では、現在よりもは
るかに積極的にディスクを管理することが可能になる。例えば、多くの事例では、スタン
バイ状態からの再開がディスクの回転立ち上がり（ｓｐｉｎ　ｕｐ）のために遅れるのを
解消することができる。したがって、本発明のプロアクティブで、および拡張されたメモ
リ管理の大きな利点の１つは、タブレットコンピューティングデバイスや、ラップトップ
およびその他の同様のデバイスなどの携帯用デバイスがディスクからの読み込みを行わず
に長時間作動できることである。バッテリ電源に依存する場合にディスクを回転させない
でおくことは、モバイルユーザにとって大幅な電力の節減となる。これは、長時間ディス
クを回転させないでおくと、一般には、携帯マシンのバッテリ寿命が延び、ディスク寿命
が延びるためである。
【００５３】
　ディスクからの読み取りがない時にディスクを回転させておく唯一の理由は、書き込み
に対応するためである。しかし、典型的な書き込み動作は、同じディスクセクタへの反復
的な書き込みであり、長期間にわたって異なるセクタに書き込みが行われることは通常多
くない。この結果、図３に示すような、バッテリによってバックアップされるメモリまた
はその他の不揮発性ＮＶＲＡＭを使用した単純なディスクセクタキャッシュにより、一般
には書き込みに対処することができる。この場合は、比較的少量の随意の（点線の枠で表
す）不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）３０２を、全体的な不揮発性記憶シ
ステム３００の一部とすることができ、これにより、ユーザが文書を保存する際など、い
くらかの書き込みが避けられない、あるいは望ましいときにディスクを回転させないでお
くことができる。一実施形態では、３２メガバイトのＮＶＲＡＭにより、テストしたシス
テムが比較的長い期間にわたってそのようなディスクを必要とする書き込みを行わないよ
うにすることが可能であった。その期間中ディスクは回転させないでおくことができ、一
方で電子メールを読む、ウェブを閲覧する、文書を編集し、保存するなどの一般的なタス
クを行うことができる。不揮発性ランダムアクセスメモリ３０２は、オプションのプロア
クティブな記憶管理システム３０４（ここに記載するプロアクティブなメモリ管理システ
ム２００と多少似たものでよい）によってプロアクティブに管理することができ、ディス
クの回転中により価値の低い格納ページをＮＶＲＡＭ３０２からディスク２０４にスワッ
プして、後にディスクの回転を停止する時のためにスペースを解放することに留意された
い。
【００５４】
　ディスクを回転させないでおくことにより、必要とされる最初のディスクアクセスには
深刻なペナルティが課されるが、メモリおよびセクタキャッシュの入念な管理により、大
半の場合は同期の遅延を回避することができる。ただしこれは常に可能であるとは限らず
、したがってオペレーティングシステムは、いつディスクを停止し、再始動させるのが最
も有益であるかについて戦略的な判断を行わなければならず、また事例によっては、今後
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開発されるアプリケーションがディスクの再始動までの間を埋める一助となる可能性もあ
る。
【００５５】
　要約すると、一般に、本発明は、通常のシステム使用中の一要素として最も速度の遅い
コンポーネント、すなわちディスクを使用する必要性を大幅に低減するメモリ管理技術を
目的とする。本発明は、新規なプロアクティブで復元力のあるメモリ管理の手法を介して
、ブート、高速のユーザ切り替え、あるいはゲームプログラムなどの大きなアプリケーシ
ョンの終了などの後であっても、メモリに関連する重要な動作に対する安定した応答性を
もたらすように構成される。本発明により、ディスクの立ち上がり時に遅れがないスタン
バイからの確実な高速再開も可能となり、現在においては要求時ページングのためにディ
スクを必要とする、大きく、費用のかかるオペレーションの応答時間も短縮される。自己
調整型のメモリキャッシュと、システム使用パターンに適合し、全体のパフォーマンスを
向上させるディスク上の自動的なファイルレイアウトとからその他の利点を享受すること
ができる。さらに他の利点には、メディアアプリケーションが使用するメモリおよびディ
スクの帯域幅を保護することによるメディア障害の激減、対話による応答を悪化させる可
能性があるアンチウィルススキャナ、ファイルインデクサおよびログオンスクリプトなど
のバックグラウンド処理からの保護、および長時間にわたりディスクを回転させないでお
くことによるモバイルデバイスのバッテリ寿命の延長、低ノイズ、低振動が挙げられる。
複数のバックグラウンドストリームを有するメディアアプリケーションおよびｅＨｏｍｅ
様のアプリケーションのストリーミング機能の向上も本発明から得られる。
【００５６】
　次項では各種の例示の実施形態について述べるが、これらの実施形態は、メモリを管理
するために取得できる情報を利用する方法の一部に過ぎないことに留意されたい。
【００５７】
　例示の実施形態
　下記の本発明の少なくとも１つの例示の実施形態は、マイクロソフト社のＷｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）ＸＰ　ＳＰ１オペレーティングシステムおよびＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標
）ＮＴＦＳファイルシステムを実行する、変更したシステムに実装したものである。ただ
し、本発明を特定のオペレーティングシステムまたはメモリ管理の種類に限定する意図は
なく、本発明は、推論的でインテリジェントなキャッシュ管理方式を含むので、メモリ管
理システムによって管理されるメモリを備える任意のコンピュータとともに動作し、利益
を提供することを意図する。さらに、例示の実施形態は、メモリのロード元である補助記
憶装置としてディスクドライブを用いて構成したが、補助記憶装置はディスクドライブに
限らず、フラッシュメモリ、ネットワークデータソース、テープドライブ、あるいは実質
的に任意タイプのデータ記憶などの代替装置を含み、また実際に全くディスクを持たない
コンピュータシステムが本発明から大きな利益を得られることは容易に理解されよう。
【００５８】
　本発明の一態様によれば、また図４Ａおよび４Ｂの例示の実施形態４００に概略的に示
すように、本発明のプロアクティブで復元力を持ち、および自己調節型のメモリ管理のア
プローチを実施する各種の機構が開発されている。このような機構は、参照されたページ
の追跡と記録、より有用なページが侵食されないように行われる保護、および移行後のそ
れらのページのフェッチとメモリへの回復を可能にする。これらの機構は必要な際にはカ
ーネルの一部として作動するが、ユーザモードの（特権のない）サービスをも含むことが
できる。
【００５９】
　上述のように、メモリ使用およびその他のコンテクストデータを追跡し、記録するため
に、本発明は情報を収集して、現在のユーザが頻繁に行うアクティビティでアクセスされ
るページを含むリッチデータを得る。例えば、指定された期間における単一のプロセスに
よるページへの各アクセス、あるいはシステム全体でのページアクセスを記録することが
できる。そのために、図４Ａに示すように、例示的なメモリ管理の実施形態４００では、
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追跡機構４０２あるいはトレーサが、アクセスされるページに対応するアクセスビットの
監視を含めてページ関連アクティビティ４０４を監視し、障害により（ｖｉａ　ｆａｕｌ
ｔ）ページがメモリに取り込まれるのを観察することによってページの参照を追跡する。
【００６０】
　同じく図４Ａに示すように、追跡情報はロガー４０６によって維持され、各ページをフ
ァイルとオフセットとの対として、あるいはヒープなどのプライベートなページの場合は
ワーキングセットと仮想アドレスとの対として識別するデータ構造（下記で述べるように
例えば１つまたは複数の以前のログ４０８および未加工のログ４１０を含む）とする。よ
り詳細には、一実装では、追跡機構４０２は、プロセス関連の仮想メモリイベントをカー
ネルバッファ（図示せず）に記録し、そこから後に未加工のログ４１０が作成される。追
跡機構４０２によって取得することが可能な別の有用な情報は、（参照時に）ページがメ
モリにあったかどうか、あるいはディスクからハード障害にしなければならなかったかど
うかを追跡する。仮想メモリイベントには、あるアドレス空間の特定ページへの最初のア
クセスと、そのページが再度アクセスされる率を記録するアクセスカウンタとが含まれる
。また、マシンの状態についての情報と、追跡時にアクティブであった認識されたコンテ
クストも含まれる。ページごとに、あるシナリオの最近起動されたうちのどの起動でその
ような各ページが参照されたか、および同様のシステム状態情報など、追加的な情報を保
持することができる。
【００６１】
　このように、本発明のメモリ管理方法の重要な基盤は、システムで監視したメモリ管理
イベント、すなわち特定プロセスによる仮想アドレス空間の部分へのアクセスの表現を記
録することにある。あらゆるアクセスを記録することは実際的ではなく、したがってここ
に記載する実施形態では、この作業はページの細分性で行い、最初のアクセスと、その後
のアクセスの頻度についての情報を記録する。
【００６２】
　ロガー４０６は、カーネルの追跡を受け取り、それを未加工ログ４１０としてフォーマ
ットすることにより動作する。ロガーの役割には、未加工ログでユーザのディスクが一杯
にならないようにするため、リソース制限が守られるようにすることが含まれる。このよ
うに追跡結果は未加工ログ４１０に記録され、一定の適度に短い時間にわたるプロセスの
特定のインスタンス化についてのアクセスパターンを表す。ログは例えば、１回のブート
または休止状態からの再開、コントロールパネルを表示するなど何らかのユーザイベント
に続く期間、あるアプリケーションがフォアグラウンドアプリケーションである時間、特
定のイベントに結び付けられていない一定の時間などについて収集することができる。
【００６３】
　ここに記載する実施形態では、ログは、コンテクスト、メモリ状態、および時間情報を
含むヘッダを含み、また＜ソース、オフセット、ハード障害＞のエントリからなるテーブ
ルを含む。ソースとは所与のオフセットでアクセスされたファイルまたはプロセスのアド
レス空間であり、ハード障害はそのデータがディスクから読み込まれたかどうかを示し、
ここからおよそのコストが得られる。
【００６４】
　各種のコンテクストについてページ使用を追跡するのに加えて、アクセスパターンとメ
モリ中の個々のページの寿命についての情報も維持することができ、ワーキングセット内
のページの有用性に関してより適切な判断を行えるようにする。例えば、現在のオペレー
ティングシステムは、ページごとにわずか２ビットの寿命情報しか保持せず、そのため、
メモリマネジャにとっては、最近（例えば過去数分間に）参照されていないページはすべ
て同じに見えることが多い。本発明では、メモリマネジャシステムがアクセス権を有する
情報は、各ページに適用された一定の期間（例えば数分間）と、各ページが作成され最後
にアクセスされた期間とを含むことができる。本発明によれば、それらのページがディス
クに書き出されている時であってもページについてのこの情報を機構が保持する。すなわ
ち、メモリにあるときにページを追跡するだけでなく、そのページがディスクにあるとき
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にもこの情報を保持する。この追加的な情報により、ページがその寿命中にどのようにア
クセスされるかについてのはるかに正確な見通し（ｐｉｃｔｕｒｅ）が得られる。
【００６５】
　追跡機構４０２は、複数のアクティブな追跡に同時に作用することができる。これらの
追跡は、例えば特定のサイズ（例えば１００，０００個のレコード）に達するまで、ある
いは特定の継続時間（例えば５分間）に相当するまで次から次に収集することが可能な連
続的に行われる追跡を含むことができる。実施される１つの追跡機構は、オーバーヘッド
が相当に低く（例えば４５０ＭＨｚプロセッサのＣＰＵ０．１％と数メガバイトのメモリ
で一日分のページ使用を記録する）、システムに負担をかけることなく、どのページが参
照されるかについてのそのような連続的な追跡を可能にすることに留意されたい。自動的
に起動される、あるいはテストまたは訓練を目的とするＧＵＩツールによる要求に応答し
て起動されるなど、追跡は、断続的なサンプリング型の動作であってもよく、それにより
、ページ情報の収集を、アプリケーションの起動、高速のユーザ切り替え、あるいはスタ
ンバイからの再開など特定のアクティビティや移行に関連付けることができる。
【００６６】
　あるユーザ／システムに対してゼロから追跡／記録を始めるのではなく、いくらかの量
の事前トレーニングを（例えば他のユーザおよびシステムについて）行うことができるこ
とに留意されたい。これにより、何らかの事前に構築されたファイル、ページの価値、お
よび情報データベースを、セットアップ時、あるいはアプリケーションプログラムのイン
ストール時など他の適切な時にコピーすることが可能になる。この静的な解決法に支援さ
れて、本来であれば新規のユーザ、新しいシステム、新しいオペレーティングシステムバ
ージョンおよび／または新しいプログラムを追加する際に必要となる学習曲線が加速する
。このように、本発明は、価値に基づいた選択的または全体的なメモリロードを行うこと
によって利点を提供し、価値の判定が、使用履歴を追跡することによるか、および／また
はトレーニング（シミュレーション、コード分析、異なるマシンでの実行などを含む）に
よるかを問わず、少なくとも部分的には事前の監視時に行われる。データを維持するため
に、ページの使用状況および価値に関する情報の永続的な格納庫（ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
）を構築し、使用し、記憶するが、これは、実行ファイル、文書、および特殊目的のデー
タファイルおよびデータベースを含む任意のファイルに置くことができる。さらに、この
ような事前に得た知識により、ロギングおよび追跡を介した動的な情報収集を行わなくと
も、要求時のＩ／Ｏ転送が大幅に減ることにも留意されたい。例えば、要求時Ｉ／Ｏ転送
は、単に事前に構築したページグループ分けファイルを提供することによって低減させる
ことができ、例えばユーザがコントロールパネルを表示させるための最初のページで障害
であった場合、関連する他のページが効率よくディスクからメモリに入れられる。
【００６７】
　ここに記載する追跡機構４０２およびさらなる処理を介して、メモリ管理システムは、
使用頻度など、ファイルページの１つまたは複数の測定可能な価値を確定するのに使用で
きるデータを含むシナリオプラン（例えばファイル）４２２（図４Ｂ）を構築し保持する
。このために、各種のコンポーネントが、データを処理してメモリ管理の決定を行うのに
適した形にするが、このコンポーネントには、基本的に以前のログ４０８を未加工のログ
４１０と組み合わせてページ情報データベース４１４に入れるインテグレータ４１２が含
まれる。
【００６８】
　図４Ａに示すインテグレータ４１２は、ユーザレベルのプロセス（カーネルアクセスが
必要でないため）で実行できるサービスであり、未加工ログ４１０を読み込み、それを処
理し、未加工ログに含まれる情報と、すでにシステム（例えば以前のログ４０８）に格納
されている同様のコンテクストについてのページ情報をまとめる。初めは以前の情報がな
いが、システムはすぐに、特定コンテクストの以前の発生からすでに知られている情報を
未加工の追跡結果が主として更新し、精製する役割を果たす状態に達する。実装した１つ
の単純なインテグレータ４１２は、所与のコンテクストクラスについての追跡で挙げられ
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る各ページについて履歴ビットベクトルを保持する。新しい各インスタンスをまとめるた
めに、履歴ビットベクトルをシフトし、最も最近の期間を示す新しいビットを加える。新
しいログに現れるページは新しいビットとして「１」を含み、その他のページは「０」を
含む。初めて現れるページはページ情報データベース４１４に加え、最近使用されていな
いページはデータベース４１４から削除することができる。
【００６９】
　このように、インテグレータ４１２を介して、特定のイベントまたは期間をカバーする
未加工ログ４１０を、同一プログラムの以前の実行など以前の同様のイベントのインスタ
ンスについて知られている情報を含む以前のログ４０８とまとめて、ページ情報データベ
ース４１４を提供する。ページ情報データベース４１４は基本的に、ログに含まれる情報
をまとめて、そのデータを追跡するのに必要なメモリ量を減らし、一方で情報を再編成し
て、同様のイベントが適切にグループ分けされ、未加工ログ４１０と以前のログ４０８の
ファイルおよびページの共通性が識別されるようにする。
【００７０】
　図４Ａおよび４Ｂに示すように、ページ情報データベース４１４の情報を（例えばマイ
ニングサービス４２０により）解析してシナリオプラン４２２を生成することができる。
シナリオプラン４２２は、可能性のある将来の仮想アドレス空間の構成と、特定コンテク
ストにおける仮想空間内のページへのアクセスの確率を示す。後述するように、このシナ
リオプラン４２２は、リバランサ４２４を使用してシステムへの将来のアクセスを予測し
、またリバランサ４２４がシステムによって監視されたイベントに応答して新しいメモリ
管理プランを作成することを可能にする。例えば、シナリオプランは、システムのブート
およびシャットダウンや休止からの再開など、システムにとって重要であることが分かっ
ているシナリオに関する情報を含むページ情報ファイルの固定セットから構築することが
できる。コンテクストの確立には特定のメッセージを使用する。このデータに、例えば対
話式のグラフィックツールを通じてユーザが選択されたシナリオからの情報を追加するこ
とができ、それら異なるシナリオには、その対話式ツールを通じて変更できるデ障害の優
先順位を与えることができる。
【００７１】
　シナリオプラン４２２が変化すると、シナリオページプライオリタイザ（ｐｒｉｏｒｉ
ｔｉｚｅｒ）４２６（例えばマイニングサービス４２０に統合されるか、またはその他の
形で関連付けられたユーザモードサービス）がシナリオプラン４２２を処理して、メモリ
に入れて保護すべきページのリストを生成する。この再生成は、例えば少なくとも１５分
に１度プランが再生成されるようになど、最後に行われてからの最大経過時間に基づいて
トリガすることもできる。一実施形態では、優先順位付けを達成するために、計算した優
先順位スコアを各ページに割り当てる。スコアが決定すると、次いで計算されたスコアで
ページを分類して、優先順位を付けたページリスト４２８を構築する。
【００７２】
　頻度に基づく使用状況にスコア付けする際の１要素は、データシナリオファイルにした
がって、例えば過去１時間以内、過去８時間以内、前日、前週など、最近の期間にそのペ
ージが何回使用されたかを数えることによって決定される。そのために、ページプライオ
リタイザ４２６は、１時間、８時間、１日、３日、１週間、３週間の枠（ｂｕｃｋｅｔ）
など、様々な時間枠についてページ使用頻度を追跡する。それら時間枠それぞれでページ
が使用された回数に基づいて、ページに０から１２７などのスコアを割り当てることがで
きる。
【００７３】
　各シナリオプランは、起動ごとにタイムスタンプを付して、最近そのページがいずれの
実行回数（例えば３２回）で使用されたかを追跡することもできる。ページの最近の使用
にはより重い重み付けを与える。さらに、スタートメニューについて保持されるシナリオ
プランなど、既知のシナリオプランにあるページのスコアを増大させて、それらのページ
により高い優先度を与えることができる。
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【００７４】
　ページのスコア付けでは、あるページが使用されていると認められるコンテクストを考
慮に入れることもできる。したがって、スコアは、マシンの状態、実行中のアプリケーシ
ョン、および最近のユーザ動作に依存する可能性がある。このような高精度のページ優先
順位付けの手法は、時間の経過とともに精度が高くなると考えられる。各シナリオプラン
は、ページがアクセスされた過去何回か（例えば３２回）の実行についての時間および履
歴の情報を保持するので、情報が記録されている他のページに相対的に、特定のファイル
ページがそれらのシナリオにわたってどれほどの頻度でアクセスされているかを判定でき
ることに留意されたい。
【００７５】
　図４Ｂに示すように、イベントを生成するためにオブザーバ４３０が提供される。オブ
ザーバ４３０は、物理メモリ使用の明白な変化を含むシステム状態を監視するオペレーテ
ィングシステムカーネル中のスレッドを含むことが望ましい。また、シャットダウンまた
は休止の開始など特定の動作が行われるときに明示的な呼び出しを行って状態の評価をト
リガしてもよい。さらに、アプリケーションは、カーネルを呼び出して、アプリケーショ
ンが選択されたラベルを適用することのできる潜在的に興味深い状態変化をシステムに通
知することができる。
【００７６】
　一実施形態では、追跡されるイベントにはアプリケーションの起動、およびカーネルに
渡される認識されたウィンドウ付け（ｗｉｎｄｏｗｉｎｇ）メッセージが含まれる。ウィ
ンドウメッセージを捕捉することにより、システムは、アプリケーションまたはシステム
コンポーネントが、スタートメニューの起動、またはファイルオープン、プリント、ある
いはコントロールパネルのダイアログまたはウィンドウの作成などメモリに関連する重要
な動作を行っている可能性を暗示していることを検出することができる。発見的教授法を
使用して、頻繁に生じる、あるいは間隔のつまったイベントの冗長な追跡を回避すること
ができる。これらのイベントに応答して、カーネルは、ページのページテーブルエントリ
のアクセスビットを利用することにより、個々のプロセスのページ使用状況を追跡する。
これらのビットは、追跡の開始時にクリアし、追跡の最後にチェックする。追跡中のアク
セスビットの除去またはリセットも記録する。ＲｅａｄＦｉｌｅを通じてアクセスされる
ページ、およびディスクからの読み取りが行われるハード障害も記録する。
【００７７】
　システム状態の変化が認められるか、または呼び出しが重要なイベントを知らせると、
イベント４３２が生成され、状態評価および更新サービス４３４によってシステム状態を
更新することができる。図４Ｂに示すように、追跡を起動するかまたは終了することがで
き、および／または状態データ（および他のシステムメモリ情報）４３６を追跡機構に渡
し、再び釣り合いを取ることをトリガすることができる。状態には、アクティブなコンテ
クスト、ワーキングセット間の現在のメモリ分散、ゼロリスト、ダーティリスト、および
スタンバイページセットが含まれる。システムメモリ情報には、上述のように、仮想アド
レスサイズおよびワーキングセットのサイズ、プロセススナップショットデータ、ハード
障害およびソフト障害、ハードウェアによってサポートされるメモリアクセスビット、オ
ペレーティングシステムによって得られるページごとの使用情報、およびページの価値を
判定するのに使用することができるその他任意の測定データまたは監視可能データ、コン
テクストおよび状態が含まれる。
【００７８】
　先に概説したように、連続的に、あるいは追跡の最後にカーネルが追跡バッファを生成
し、このバッファは、各種ファイルから必要とされる特定のページのリストと、システム
上にあったゼロページ／フリーページの個数などの各種の内部的なメモリ管理カウンタ、
およびスタンバイページセットの構成を含む。同じく上述のように、追跡バッファはユー
ザレベルのサービスによって収集され、例えばプリフェッチディレクトリに保持されるシ
ナリオファイルを更新するために使用される。シナリオファイルは、ＡｐｐＬａｕｎｃｈ
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．ＷＭＰｌａｙｅｒ．ｅｘｅ－．．．ｐｆｘあるいは　Ｓｈｅｌｌ．ＳｔａｒｔＭｅｎｕ
Ｃｒｅａｔｅ．．．ｐｆｘなど、追跡したコンテクストに基づいて名前を付けることがで
きる。
【００７９】
　このように、システムイベントは、システム状態の再評価を行わせ、再びメモリ内容の
釣り合いを取ることをトリガすることができる。コンテクストは、特定のシステムコード
が実行されると打ち込まれる（ｆｉｒｅｄ）マーカによって示され、またＡＰＩなどを通
じてアプリケーションによって特定される。アプリケーションは、ユーザが個別設定した
独自のコンテクストを指定およびマークするためのＵＩを提供することができる。再評価
を行わせることができる他のシステムイベントには、大きなメモリの割り振りおよび解放
、プロセスの起動、またはユーザがアイドル状態になった、および作業を再開したことを
検出することが含まれる。このように、メモリマネジャおよびリバランサ４２４は、トリ
ガ／イベント／コンテクストに対して動作を行うことができ、例えば現在のコンテクスト
でどのページが必要とされる可能性がより高いか優先順位を付け、他のページに対してそ
れらのページを高く評価し、その新しい優先順位付けに基づいてメモリにプリロードする
などを行う。これらのコンテクストを追跡プロセッサが使用して、追跡したページ使用デ
ータを分類し、グループ分けすることができる。識別すると、そのページおよびページの
グループを、スワップアウトする、あるいは関連するページの１つが障害であった時に同
時に関連ページをすべてメモリに入れるなどメモリ中で再配置する。
【００８０】
　メモリリバランサ４２４は、メモリ管理システムのプリフェッチポリシーのユーザモー
ド要素とカーネルモード要素とのインタフェースをとる。下記で述べるように、リバラン
サ４２４は主としてカーネルに依存してスタンバイページセットのページを識別および順
序付けし、価値が低いページを識別し、より価値の高いページを保護する。より価値の高
いページを保持することに加えて、メモリリバランサ４２４の主目的の１つは、優先順位
スコアによって決定されるより価値の低いページをより価値の高いページに置き換えるこ
とにより、シナリオページプライオリタイザ４２６が選んだページでメモリを登録（ｐｏ
ｐｕｌａｔｅ）することである。このために、メモリリバランサ４２４は、シナリオペー
ジプライオリタイザ４２６およびカーネルのメモリ内容カウンタを監視して、何らかの動
作を行うことが必要かどうかを判断する。カーネルのメモリ内容カウンタからは、利用可
能なフリーページ／ゼロページの数についての情報と、各スタンバイページサブセット（
下記で説明する）についての統計、およびメモリ圧迫のためにいくつのページが再び目標
とされたかなどの情報が得られることに留意されたい。
【００８１】
　リバランサ４２４はこのように現在のメモリの配置を監視し、ワーキングセットを刈り
取るルーチンを起動することができる。この情報から、リバランサ４２４は、プリフェッ
チされたデータを格納するために使用するメモリ予算を判断する。推論的な管理によって
制御されるページのプールは、そのシステムに確定された一定の範囲外の内容のないペー
ジなど、有用性が低いページを識別することによって決定する。有用性が低いページは、
ワーキングセットにない有効な内容を有し、比較的長い時間使用されていないページも含
むことができる。リバランサ４２４は、シナリオページプライオリタイザ４２６を介して
、シナリオプラン４２２の情報を使用してその予算内でより理想的なメモリの内容セット
を確立する。リバランサ４２４は、（例えばＡＰＩを通じて）照会を行ってどれだけの内
容がメモリにあるかを判断し、プラン４２２を変更することができる。
【００８２】
　フリーページまたは価値の低いページがある場合、リバランサ４２４は、より価値の高
いページがメモリに入れられるまで優先度の低いプリフェッチＩ／Ｏを使用してより価値
の高いページをそれらのページに登録（ｐｏｐｕｌａｔｅ）するようにシステムカーネル
に要求する。そのために、リバランサ４２４が予算に従ってページのリストを確立すると
、そのロード（及びページアウト）することが望ましいページのリストがＩ／Ｏプランナ
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４４０に渡される。これらのＩ／Ｏ命令はディスク待ち行列内で分類してシークを最少に
し、はるかに高いディスクスループットを得ることが好ましい。リバランサ４２４がそれ
が希望するだけのページをメモリに入れることが出来ない場合、リバランサ４２４は、そ
のリストのどこまでをメモリに入れたかを記憶し、より多くのページが利用可能になった
ときにその場所からプリフェッチを継続する。
【００８３】
　シナリオページプライオリタイザ４２６が新しいページリストを作成したとき、あるい
はメモリに入れたプリフェッチされた（復元力のある）ページのいずれかがメモリ圧迫の
ために再び目標とされるときには、メモリリバランサ４２４はリストの最初からプリフェ
ッチを開始する。新しいページの一群（ｂａｔｃｈ）をプリフェッチする前に、リバラン
サ４２４は、以前にフェッチしたページについての設定をクリアしてそれらのページを使
用可能な状態にする。
【００８４】
　メモリリバランサ４２４は、ユーザアクティビティの干渉を回避するなどのために、い
ずれのページをメモリに入れるかについて比較的保守的なものとなるようにプログラムす
ることがあることに留意されたい。そのために、リバランサは、Ｉ／Ｏプランナ４４０を
介して優先度の低いＩ／Ｏ動作を行うように設定され、システムがメモリ圧迫を受けてい
る時には動作を取ることを回避することができる。例えばリバランサ４２４は、比較的長
時間使用されていないページと非常に頻繁には使用されていないページのみを置き換える
ように設定することができ、また、その一部のそれより少ない量（例えば数メガバイト）
のメモリがフリーページ、ゼロページ、またはその他の有用性が低いページである、何ら
かの閾値量の使用可能メモリ（例えば１６メガバイト）がシステムにない場合には動作を
行わないようにすることができる。
【００８５】
　Ｉ／Ｏプランナ４４０は、Ｉ／Ｏを発行することによって所望のメモリに内容を入れる
よう機能するが、システムによって行われる他のＩ／Ｏへの干渉を回避する必要性のため
に制約される。これを達成する方法の１つは、何回かの比較的軽量のＩ／Ｏアクティビテ
ィの間待機し、およびタスクをやや小さな転送サイズに分割するものである。ただし、本
システムでは、優先順位方式を実施することによりこの種の非干渉性を提供することがで
きる。したがって、リバランサ４２４は、例えば周期的に、および／またはトリガされる
と、上述のように予想される使用状況、効率などに基づいてどのページをメモリに入れる
べきかを決定し、Ｉ／Ｏプランナは、他のＩ／Ｏ動作への干渉を最小に抑える方法で、Ｉ
／Ｏ転送を制御して必要に応じてメモリ内容を調整する。
【００８６】
　図５Ａに示すように、従来のメモリ管理では、書き出されるページは、まず単純なＦＩ
ＦＯ型リストであるスタンバイページリスト５００に入れられる。ＦＩＦＯ型のリストで
あることにより、このリスト５００に加えられるページはそれぞれの重要度を加味するこ
となくすべて平等に扱われる。この結果、有用なページであったページは今後使用される
可能性のない別のページより前に再び目標とされるが、リスト５００ではそのページより
後になるという状況が生じる。
【００８７】
　図５Ｂに示すように、本発明の一実施態様によれば、より価値の高いページを保護する
ようにこの方法を改良するために、追跡に基づく優先度のスコア付けによって決定される
ページの相対的価値を考慮した優先順位付きスタンバイページセットあるいはキャッシュ
５０２が提供される。図５Ｂに示すように、このような優先順位を付けたスタンバイペー
ジセットは、サブセット５０２０～５０２１５を含み、各サブセットは、特定の優先順位
に割り当てられた１つまたは複数のページを含む。図５Ｂにはそのようなサブセットをい
くつか（１６個）しか示していないが、容易に理解されるように、実際には任意の数のそ
のようなサブセットを実現することが可能であり、またサブセットは様々なサイズとする
ことができることに留意されたい。サブセット５０２０は保護されないサブセットであり
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、図５Ａの既存のスタンバイページセット５００のように機能し、十分に追跡されないペ
ージはこのリストに入れることができる。優先順位を付けたスタンバイページセット５０
２からあるページを再び目標とする必要があるときは、この優先度が最低となる空でない
サブセットからそのページを取り出す。
【００８８】
　したがって、あるファイルが閉じられるか、ワーキングセットセットが刈り込まれると
、そのページはスタンバイページセット５０２に入れられ、そのページを入れるべきサブ
セットについて、例えばそのページのメモリマネジャのＰＦＮデータベースエントリに格
納された、追加的なより広範囲の使用情報に基づいて決定を行う。ページの寿命およびア
クセス頻度のフィールドに加え、シナリオデータベースの情報とシステムの現在のコンテ
クストに基づいてページの優先度を設定することを可能にするフィールドが存在する。
【００８９】
　システムのメモリ管理ポリシーのスレッドは、（例えば図４Ｂのリバランサ４２４を起
動することにより）優先順位を付けたスタンバイページセット５０２の釣り合いを再び１
秒に１回など時折り行う。その後長時間にわたって使用されない高優先度のサブセットに
入れたページは、より優先度が低いサブセットに移す。
【００９０】
　一実施形態では、一定のページを最も優先度が高いサブセット５０２１５に入れ、その
ページは再び目標とされることがない。これにより、メモリ圧迫下であってもそれらのペ
ージをメモリに入れたまま固定する機構が得られる。この機構は、そのページを必要とす
る可能性のあるプロセスが消滅し、再び復帰することができる（および実際にはまだ作成
されていない可能性がある）ので、ＶｉｒｔｕａｌＬｏｃｋよりも強力であることに留意
されたい。
【００９１】
　このように、本発明によれば、これらの機構により、メモリ中に保持することが望まし
いページを選択することが可能になる。シナリオに相対的な優先順位を割り当てることに
より、通常はより重要なページがより重要でないページより前に再び目標とされることは
なくなる。さらに、ディスクにあるより価値の高いページに置き替えることが可能な価値
の低いページまたは価値のないページを判断することができる。
【００９２】
　一実施形態では、メモリ管理システムは、スタンバイページセットを１６個のサブセッ
トに分割し、そのサブセットを使用して異なるページクラスを分類し、またサブセットを
順序付けることにより一部のページクラスにより程度の高い保護を与える。上述のように
、有用なデータを含むが、もはやどのワーキングセット４５０（図４Ｂ）にもないページ
（例えば、ファイルページ、あるいは実行中プロセスのヒープページなど）は、メモリリ
バランサ４２４によりそのページに設定された設定に基づいて、および／またはそのペー
ジがメモリにあった間の使用パターンに基づいて、優先順位付けしたスタンバイページセ
ット５０２中の特定のサブセットに入れられる。上述のように、時間枠を使用して例えば
１０秒単位でページの使用を追跡することができ、それと併せて、その古さを推定するた
めに、作成以降そのページがアクセスされた期間の数と、ページがアクセスされた最後の
期間を追跡することができる。
【００９３】
　リバランサ４２４は、１秒に１回など周期的にスタンバイページセット５０２の一部を
処理（ｗａｌｋ）し、特定のページを入れるべきサブセットを評価し直す。一般に、長時
間使用されていないページは、それに適した優先度の低いサブセットに移す。
【００９４】
　表１は、一実施形態で、あるページに適したサブセットを決定する仕組みを示す。ある
アプリケーションがメモリを必要とし、使用できるフリーページまたはゼロページがない
場合は、最低のインデックスが付けられたサブセットからスタンバイページセットのペー
ジを再び目標とする。
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【００９５】
【表１】

【００９６】
　さらに、２０分間使用されていないワーキングセットページは、ワーキングセットメモ
リ４５０からスタンバイページセット５０２に追い出して、優先順位付けによる管理によ
って利用できるようにする。図４Ｂに示すように、従来の時分割システムのように、最近
使用されたページを管理するためにワーキングセットマネジャ４５２が残され、一方、メ
モリリバランサ４２４を介したスタンバイページセット管理は、より長期間にわたってペ
ージが管理される。
【００９７】
　概念的には、表１に示すように、この例示の実施形態では、サブセット管理システムは
、スタンバイページセットの管理に、最後に使用された時間に基づくカテゴリと頻度に基
づくカテゴリとを使用し、これらをそれぞれ「時間のふるい（ｔｉｍｅ　ｓｉｅｖｅ）」
と「再使用の梯子（ｒｅｕｓｅ　ｌａｄｄｅｒ）」と称する。時間のふるい（サブセット
５０２０～５０２８で実施される）および再使用の梯子（サブセット５０２１０～５０２

１４で実施される）の概念は、最近使用されていないページは他のページより前にスタン
バイページセット５０２から再び目標とすべきであるが、必ずしも極めて最近でなくとも
頻繁に使用されているページには特別な保護を与えるべきであるというものである。した
がって、スタンバイページセット５０２にあるページは一連のサブセットとして編成され
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、それらのページは周期的に、時間の経過にともなう各々の不使用状況または実際の使用
状況に基づいて、より保護されているサブセットからより保護の少ないサブセットに移す
か、あるいはその逆を行う。このように、使用されないページが後に必要とされないこと
を想定して、そのページを「５分間使用されていない」サブセットから「１０分間使用さ
れていない」サブセット、「３０分間使用されていない」サブセットなどに移して行き、
最終的には「３日間使用されていない」サブセット（あるいはその他最低のサブセット）
に到達する。ただし少なくとも一定の妥当な時間にわたってやや頻繁に使用されているペ
ージは、この段階（ｃａｓｃａｄｅ）の最初の部分を飛ばすか、より長い期間用の何らか
のサブセットに保持することができる。
【００９８】
　時間のふるいと再使用の梯子のカテゴリによって達成されるのは、短い時間しか使用さ
れていないページをより頻繁に使用されているページと区別し、そのページを個々のカテ
ゴリのサブセット中で優先順位付けすることである。時間のふるいは、最後に使用されて
からの時間が最も長いことに基づく勾配に作用するのに対し、再使用の梯子は頻度に基づ
く勾配に作用する。言うまでもないが、これらの勾配は、特定の時間や頻度に限定する必
要はなく、実際には現実の条件に基づいて変動する可能性があり、所与のシステムに対し
て適宜サブセット間でページを移動し、スタンバイページセットからページを除去する。
【００９９】
　ディスクから先ず最初に読み込まれるページは、スタンバイページセット５０２のサブ
セットに入れなければならないことに留意されたい。ページのクラスには、プリフェッチ
されたページ（サブセット５０２１２）、通常の障害でクラスタ化されたページ（サブセ
ット５０２９）、およびクラスタ化によってプリフェッチに挿入されたページ（サブセッ
ト５０２５）が含まれる。これらのページクラスは、この順序で優先順位を付けられ、プ
リフェッチされたページは再使用の梯子のページの中に入れられ、挿入されたプリフェッ
チページは時間のふるいのページの中に入れられ、通常の障害のページは再使用の梯子の
ページと時間のふるいのページの間に入れられる。
【０１００】
　つまり、有用性がより高くメモリに存在することが求められるページをスタンバイサブ
セットに入れて通常のメモリプレッシャーから保護する。その結果、主要なシナリオを識
別し、それらシナリオの優先順位を付ける際に適切な決定を行うことによりパフォーマン
スが著しく増大する。例えば、２５６メガバイトのシステムでは、ブート、高速のユーザ
切り替え、および大きなアプリケーションからのメモリ圧迫などの移行後であっても、シ
ェル、コンポーネント、およびアプリケーションにおける多くの一般的な動作で安定した
応答性が得られた。著しいディスクＩ／Ｏ遅延を伴わない、スタンバイ状態からの迅速な
再開（例えば２秒未満）が安定して達成された。さらに、これらの機構により、取り込ま
れたシナリオ情報を連続的に処理することができる自己調節のポリシーと規則のセットを
実施して、どのページをメモリに入れるべきかを決定することができる。
【０１０１】
　上記の説明から理解されるように、必要とされるデータの真のサイズが大きく、アクセ
スする必要があるディスク位置の数が多いので、ジャストインタイム方式のプリフェッチ
から得られる効率の増大で瞬時に近いユーザ体験を提供することはできない。これに代え
て大幅に体感上の性能を向上させるために、本発明は、ユーザがお気に入りの頻繁に使用
するシナリオのページをあらかじめメモリに入れる必要があることを認識する。したがっ
て、ポリシーマネジャがメモリに入れるべきページのセットを識別すると、ディスクのア
イドル期間を利用してそれらのページをプリフェッチしなければならない。ただし、多数
（例えば数百）の推論的な同期ページングＩ／Ｏを待ち行列に入れるにはあまりに多くの
資源を必要とし、例えばフォアグラウンドアプリケーションがその時に何かをディスクか
ら要求する場合には、そのアプリケーションの要求がディスク待ち行列で阻止されてしま
い、その結果無応答状態が非常に長く（例えば数秒）続く可能性がある。ユーザアプリケ
ーションは、アイドル状態にあるように見えるディスクに推論的なＩ／Ｏを待ち行列とし
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て入れることを決定したちょうどその時に常に障害を受ける可能性があるので、このよう
な状況を回避するためアイドル状態の検出だけに依存することはできない。
【０１０２】
　上述のように、本発明は、優先順位を付けたＩ／Ｏに対するサポートを提供することに
よりこの問題を回避し、それにより、低優先度のディスク待ち行列に推論的なプリフェッ
チが発行された場合、より高い優先度で待ち行列に入れられているフォアグラウンドアプ
リケーションからのページング要求に大きな遅延を生じさせない。
【０１０３】
　さらに、高優先度のＩ／Ｏが一度に１つずつ発行される場合は、それらのＩ／Ｏを優先
度が低いプリフェッチＩ／Ｏに差し込む（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）ことができる。その結
果生じるシークパターンは、ディスク帯域幅に大きく影響し、応答時間が損なわれる。こ
のため、推論的なプリフェッチＩ／Ｏのオーバーヘッドを真に制限するには、優先順位を
付けたＩ／Ｏに対するサポートと、失敗から学習しパターンを変更する迅速な自己調節型
のアイドル検出とを組み合わせる必要がある場合がある。優先順位を付けたＩ／Ｏのサポ
ートと、参照されるメモリを識別し、優先順位を付ける機構とを組み合わせると、システ
ムは、システム上の他のプロセスによる干渉からプロセスの動作を保護することができる
。従来、これはプロセスのＣＰＵ優先度を変更することによって試みていたが、この優先
順位付けは、少なくとも汎用オペレーティングシステムではディスク待ち行列またはメモ
リ管理で採用されることはなかった。
【０１０４】
　制約のシステムを図６に概略的に示すが、ここでは制約ボックス６０２が、ユーザのア
プリケーションへの干渉を制限するために、アンチウィルススキャナ、ファイルインデク
サ、およびログインスクリプトなどのバックグラウンドアクティビティを制約する。制約
ボックス６０２は、オーディオおよびビデオのストリームで障害の一因となるディスクと
メモリの干渉からメディアアプリケーションを保護することもでき、またシステム負荷が
重い状態であってもフォアグラウンドアプリケーションへの対話的な応答性を保証するこ
とができる。
【０１０５】
　メモリ管理の改良と優先順位を付けたＩ／Ｏのサポートを統合することにより、高度な
応答性を備えた予測可能なシステムの基盤が得られる。制約ボックス６０２はそれ自体で
は、より精度の高いリソースマネジャであれば提供することが可能な緻密な資源保証（例
えば１００ｍｓ以下）は提供しないが、システムが常に直ちに反応するように見えるよう
に、応答時間への干渉の否定的な影響を制限することに留意されたい。
【０１０６】
　上述のように、プリフェッチは、ページのセットを効率的にディスクからメモリに読み
込み、特定のスタンバイサブセットに入れるための機構である。プリフェッチは、メモリ
にないページセットに対する非同期のページングＩ／Ｏを待ち行列に入れることによって
機能する。本発明では、ディレクトリページおよびその他のファイルメタデータ、ならび
にページファイルページのプリフェッチがサポートされる。本発明では、改良されたプリ
フェッチ機構により、ファイルページ、ページファイル中のプライベートな（プロセスヒ
ープ、カーネルプール）ページ、レジストリページ、あるいはＭＦＴ（マスタファイルテ
ーブル）あるいはディレクトリなどのファイルシステムのメタデータを含む、追跡で識別
された任意のページを効率的にメモリに入れることができる。
【０１０７】
　前述から分かるように、各種のプロアクティブなメモリ管理機構は、データがほぼ常に
あらかじめメモリにあることを保証することにより、タブレットなどの移動デバイスや、
デスクトップおよびラップトップを含む、大容量のメモリを備える新しいマシンを用いて
ユーザの体感上の性能を大きく向上させる。これらの方法および機構はプロアクティブで
あり、リッチ情報を得ることによりグローバルなメモリ管理に（メモリとディスクの両方
で）対処し、あらゆる使用レベルでメモリを管理する。Ｉ／Ｏのカテゴリと共にＩ／Ｏの
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効率性も提供して、干渉を最少に抑えながらＩ／Ｏ転送を最適化することを試みる。より
インテリジェントに管理される、優先順位を付けたスタンバイページセットによって、よ
り価値の低いページに優先してより価値の高いページを維持することが容易になり、これ
も有用性評価の概念の一要素として作用する。追跡により、ユーザ定義のコンテクスト、
アプリケーション定義のコンテクスト、およびシステム定義のコンテクストを含むコンテ
クストとともに、より最適なメモリ使用が決定される。このように、本発明の包括的なメ
モリ管理システムおよび方法は、現代のコンピューティングで必要とされる著しい利点と
利益を提供する。
【０１０８】
　本発明は、各種の変更および代替の構成が可能であるが、その特定の例証の実施形態を
図面に示し、上記で詳細に説明した。ただし、本発明をここに開示する特定の形態に限定
する意図はなく、本発明は、本発明の精神および範囲内に該当するすべての変更、代替の
構成、および均等物を包含することは理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明を組み込むことが可能なコンピュータシステムを概略的に表すブロック図
である。
【図２】本発明の一態様によるシステムコンポーネント間の基本的関係を表すブロック図
である。
【図３】本発明の一態様によるシステムコンポーネント間の基本的関係を表すブロック図
である。
【図４Ａ】本発明の一態様によるプロアクティブなメモリ管理を行うのに適した一般的な
アーキテクチャを表すブロック図である。
【図４Ｂ】本発明の一態様によるプロアクティブなメモリ管理を行うのに適した一般的な
アーキテクチャを表すブロック図である。
【図５Ａ】スタンバイページセットにページデータを保持する１方式を示すブロック図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の一態様による、優先順位を付けたスタンバイページセットにより、優
先順位を付けたサブセットにページデータを保持する代替方式を表すブロック図である。
【図６】本発明の一態様による、ユーザのアプリケーションへの干渉を制限するためにバ
ックグラウンドアクティビティを制約する制約システムを表すブロック図である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１００　コンピューティングシステム環境
　１１０、１８０　コンピュータ
　１２０　処理装置
　１２１　システムバス
　１３０　システムメモリ
　１３１　ＲＯＭ
　１３２　ＲＡＭ
　１３３　ＢＩＯＳ
　１３４、１４４　オペレーティングシステム
　１３５、１４５、１８５　アプリケーションプログラム
　１３６、１４６　プログラムモジュール
　１３７、１４７　プログラムデータ
　１４０、１５０、１６０　インタフェース
　１４１　ハードディスクドライブ
　１５１　磁気ディスクドライブ
　１５２　磁気ディスク
　１５５　光ディスクドライブ
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　１５６　光ディスク
　１６０　ユーザ入力インタフェース
　１６１　ポインティングデバイス
　１６２　キーボード
　１６３　マイクロフォン
　１６４　タブレット
　１７０　ネットワークインタフェース
　１７１　ＬＡＮ
　１７２　モデム
　１７３　ＷＡＮ
　１８１　メモリ記憶装置
　１９０　ビデオインタフェース
　１９１　モニタ
　１９４　出力周辺インタフェース
　１９５　スピーカ
　１９６　プリンタ
　２００　メモリ管理システム
　２０２　メモリ
　２０４　ディスク
　３００　不揮発性記憶システム
　３０２　ＮＶＲＡＭ
　３０４　記憶管理システム
　４０２　追跡機構
　４０４　ページ関連アクティビティ
　４０６　ロガー
　４０８、４１０　ログ
　４１２　インテグレータ
　４１４　ページ情報データベース
　４２０　マイニングサービス
　４２２　シナリオプラン
　４２４　リバランサ
　４２６　プライオリタイザ
　４２８　ページリスト
　４３０　オブザーバ
　４３４　状態評価および更新サービス
　４３６　状態データ
　４４０　Ｉ／Ｏプランナ
　４５０　ワーキングセット
　４５２　ワーキングセットマネジャ
　５００　スタンバイページリスト
　５０２　スタンバイページセット
　５０２０～１５　サブセット
　６０２　制約ボックス
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