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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーティション分割されたシステムにおいてメモリにアクセスする要求をデバイスから
受信するインターフェースと；
　第一のパーティション中の第一のアドレス変換ハードウェアであって、ゲスト・アドレ
スを前記第一のパーティション中の第一のホスト・アドレスに変換する第一のアドレス変
換ハードウェアと；
　第二のパーティション中の第二のアドレス変換ハードウェアであって、前記ゲスト・ア
ドレスを前記第二のパーティション中の第二のホスト・アドレスに変換する第二のアドレ
ス変換ハードウェアと；
　仮想機械から出て仮想機械モニタに移ることを引き起こすことなく前記デバイスが前記
第一のパーティションに割り当てられているか前記第二のパーティションに割り当てられ
ているかを判別し、前記デバイスが前記第一のパーティションに割り当てられていると判
別するのに応答して前記要求を前記第一のアドレス変換ハードウェアに転送し、前記デバ
イスが前記第二のパーティションに割り当てられていると判別するのに応答して前記要求
を前記第二のアドレス変換ハードウェアに転送するパーティション分割ハードウェアとを
有する装置であって、
　前記パーティション分割ハードウェアが、デバイス対パーティション割り当てを決定す
る探索モジュールと、前記探索モジュールによる以前のデバイス対パーティション割り当
てをそれぞれ記憶する複数のエントリーを含むキャッシュとを含む、
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装置。
【請求項２】
　前記パーティション分割ハードウェアがさらに、前記探索モジュールによって使用され
る情報を記憶するデバイス・アクセス・マップを含む、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記パーティション分割ハードウェアがさらに、前記探索モジュールによる決定に応答
してトランザクションを前記第一のアドレス変換ハードウェアに経路制御する経路制御モ
ジュールをさらに含む、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記第一のアドレス変換ハードウェアが、変換を実行するためにデータ構造を参照し、
前記データ構造は、メモリ・アクセス属性を記憶するメモリ・アクセス属性フィールドを
含む、請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記メモリ・アクセス属性フィールドが、対応するアドレスへのDMAトランザクション
が許可されるかどうかを示す値を記憶する、請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記メモリ・アクセス属性フィールドが、前記対応するアドレスへのDMAトランザクシ
ョンに際してキャッシュが監視されるべきかどうかを示す第二の値を記憶する、請求項５
記載の装置。
【請求項７】
　パーティション分割されたシステムにおいてメモリにアクセスする要求をデバイスから
受信する段階と；
　前記デバイスが前記パーティション分割されたシステムにおける第一のパーティション
に割り当てられているか第二のパーティションに割り当てられているかを判別する段階と
；
　パーティション分割論理のキャッシュ中に記憶するキャッシュ・エントリーを生成する
段階であって、各キャッシュ・エントリーはデバイスについてのデバイス識別子および判
別されたパーティションに割り当てられたアドレス変換論理の識別子を含む、段階と；
　前記デバイスが前記第一のパーティションに割り当てられていると判別するのに応答し
て前記要求を前記第一のパーティションの第一のアドレス変換論理に転送する段階と；
　メモリにアクセスする第二の要求を前記デバイスから受信する段階と；
　前記キャッシュ中の前記キャッシュ・エントリーに基づいて前記第二の要求を前記第一
のアドレス変換論理に経路制御する段階と；
　前記デバイスの前記システムからの除去に応答して前記キャッシュ・エントリーを無効
化する段階とを含む、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理の分野に係り、より詳細には情報処理システムのパーティション分
割の分野に係る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、情報処理システムにおけるパーティション分割（partitioning）の概念は、シ
ステムをパーティションに分けることをいう。ここで、各パーティションは、完全かつ独
立なシステムとして運用されうるシステム資源の一群である。パーティションに割り当て
られうるシステム資源は、プロセッサ、プロセッサ・コア（この場合、マルチコア・プロ
セッサの個々のコアが異なるパーティションに割り当てられうる）、システム・メモリの
部分および入出力（「I/O」）装置を含む。
【０００３】
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　種々の型のパーティション分割が知られている。「ソフト」なパーティション分割では
、システム資源はパーティション間で共有されてもよい。ソフト・パーティション分割の
一つの形は仮想化である。これは、一つまたは複数のオペレーティング・システム（「OS
」）の複数のインスタンスが単一のシステム上で走ることを許容するものであるが、各OS
はシステムおよびその資源に対して完全で直接的な制御をもつよう設計される。仮想化は
典型的には仮想機械モニタ（VMM:　virtual　machine　monitor）として知られるソフト
ウェアを使って実装される。これは、システムの物理的な資源を直接制御し、各OSに対し
て、そのOSが完全かつ直接的に制御しうる、一つまたは複数の仮想プロセッサを含む仮想
資源を有する「仮想機械」（VM:　virtual　machine）を呈示する。VMMは、VM間で物理的
な資源を要求および／または割り振りするといった仮想化ポリシーを実装するためのシス
テム環境（「仮想化環境」）を維持する。VM上で走る各OS、そして他の任意のソフトウェ
アは、「ゲスト」または「ゲスト・ソフトウェア」と称され、一方、「ホスト」または「
ホスト・ソフトウェア」は仮想化環境の外で走るVMMのようなソフトウェアであり、仮想
化環境を認識していても、していなくてもよい。
【０００４】
　ソフト・パーティション分割は典型的には、パーティション分割されたシステムのある
パーティション内で走るVMM、ハイパーバイザ、OSまたは他のそのようなソフトウェアが
、物理的な資源の共有を実施するよう設計されることを要求する。これは、他のパーティ
ション内で走っている任意のそのようなソフトウェアが物理的な資源を直接制御すること
を防ぐことを含んでいてもよい。
【０００５】
　「ハード」なパーティション分割では、各システム資源は典型的にはそれぞれのパーテ
ィションの専用である。ハード・パーティション分割は、何らかのOS、VMM、ハイパーバ
イザまたは他のそのようなソフトウェアが各パーティション内で走らされるようにするが
、該ソフトウェアはパーティション分割されたシステムのために設計されている必要はな
い。そのようなソフトウェアはそのパーティションの物理的な資源を直接制御してもよい
からである。
　本発明は、限定ではなく例として付属の図面において図解されている。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】情報処理システムにおける本発明のある実施形態を示す図である。
【図２】デバイスのドメインへの割り当てを示す図である。
【図３】デバイスがシステム・メモリにアクセスするためのアドレス変換を示す図である
。
【図４】メモリ・アクセス・データ構造中のある項目を示す図である。
【図５】図１の実施形態のパーティション分割論理を示す図である。
【図６】本発明の方法実施形態を示す図である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来技術の欠点を軽減または解消する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項記載の手段によって解決する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、のちに述べるようなパーティション分割されたシステムにおいて、デバイス
がメモリにアクセスするための、ゲストからホストへのアドレス変換のための装置、方法
およびシステムにおいて具現されうる。本記載においては、本発明のより包括的な理解を
与えるために、コンポーネントおよびシステム構成といった数多くの個別的な詳細が述べ
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られることがあるが、当業者は、本発明がそうした個別的な詳細なしでも実施されうるこ
とを認識するであろう。さらに、いくつかのよく知られた構造、回路などは、本発明を無
用にかすませるのを避けるために詳細に示しはしなかった。
　本発明の実施形態は、パーティション分割されたシステムの仮想化機能を向上させるの
に使用されうる。
　本発明の実施形態の要素は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはハー
ドウェア、ソフトウェアもしくはファームウェアの任意の組み合わせで実装できる。ハー
ドウェアという用語は一般に、電子的部品、電磁的部品、工学的部品、電気光学的部品、
機械的部品、電気機械部品などといった物理的な構造を有する要素を指す。ソフトウェア
という用語は一般に、論理構造、方法、手順、プログラム、ルーチン、プロセス、アルゴ
リズム、公式、表式（expression）などを指す。ファームウェアという用語は一般に、論
理構造、方法、手順、プログラム、ルーチン、プロセス、アルゴリズム、公式または表式
がハードウェア構造（たとえば、フラッシュメモリまたは読み出し専用メモリ）の中に実
装または具現されたものを指す。ファームウェアの例はマイクロコード、書き込み可能制
御記憶（writable　control　store）およびマイクロプログラムされた構造である。
【００１０】
　図１は、情報処理システム１００における本発明のある実施形態を示している。情報処
理システム１００は、裸のプラットフォーム・ハードウェア１１０を含む。これは何らか
のOS、VMMまたはその他のソフトウェアを実行できるいかなる装置であってもよい。たと
えば、裸のプラットフォーム・ハードウェア１１０は、パーソナル・コンピュータ、メイ
ンフレーム・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ハンドヘルド機器、セットトッ
プボックス、サーバーまたは他の任意のコンピュータ・システムのハードウェアでありう
る。この実施形態では、裸のプラットフォーム・ハードウェア１１０は、一つまたは複数
のプロセッサ・パッケージ１２０、チップセット（単数または複数）１３０、システム・
メモリ１４０およびデバイス１５１、１５２、１５３および１５４を含む。
【００１１】
　プロセッサ１２０は、一つまたは複数の実行コアをもついかなるコンポーネントであっ
てもよい。ここで、各実行コアは、インテル（登録商標）ペンティアム（登録商標）プロ
セッサ・ファミリー、アイテニアム（登録商標）プロセッサ・ファミリーもしくはインテ
ル（登録商標）・コーポレイションからの他のプロセッサ・ファミリーのプロセッサまた
は他の会社からの他のプロセッサといった汎用マイクロプロセッサまたはデジタル信号プ
ロセッサまたはマイクロコントローラを含む多様な異なる型のプロセッサのいずれに基づ
いていてもよいし、あるいは再構成可能コア（reconfigurable　core）（たとえば現場プ
ログラム可能なゲートアレイ［field　programmable　gate　array］）であってもよい。
図１はそのようなプロセッサ１２０を一つしか示していないが、裸のプロセシング・ハー
ドウェア１１０はプロセッサをいくつ含んでいてもよく、それにはそれぞれ実行コアの数
がいくつでもよいマルチコア・プロセッサがいくつ含まれていてもよく、それぞれスレッ
ドの数がいくつでもよいマルチスレッド・プロセッサがいくつ含まれていてもよい。
【００１２】
　チップセット１３０は、メモリ動作、入出力動作、構成設定、制御、内部もしくは外部
インターフェース、接続または通信機能（たとえば「グルー（glue）」ロジックおよびバ
ス・ブリッジ）ならびに／またはプロセッサ１２０および／またはシステム１００のため
の任意の同様の機能をサポートする回路および論理のいかなるグループであってもよい。
チップセット１３０の個々の要素は、単一チップ、一対のチップ上にグループ化されても
よいし、複数のチップの間に分散されてもよいし、および／またはプロセッサ１２０を含
む一つまたは複数のプロセッサに部分的に、全面的に、冗長にもしくは分散アプローチに
従って統合されてもよい。
【００１３】
　システム・メモリ１４０は、データおよび／またはプログラム・コードといった情報が
保存されうるいかなる媒体であってもよく、静的もしくは動的ランダム・アクセス・メモ
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リ、半導体ベースの読み出し専用メモリもしくはフラッシュメモリ、磁気もしくは光学式
ディスク・メモリまたはプロセッサ１２０によって読むことのできる他の任意の型の媒体
あるいはそのような媒体の任意の組み合わせといったものでありうる。
【００１４】
　デバイス１５１、１５２、１５３および１５４はそれぞれ、任意の数の任意の型のI/O
デバイス、周辺デバイスまたはその他のデバイスを表しうる。キーボード、マウス、トラ
ックボール、ポインティング・デバイス、モニタ、プリンタ、メディア・カード、ネット
ワーク・インターフェース、情報記憶デバイスなどといったものである。デバイス１５１
、１５２、１５３および１５４のそれぞれは、離散コンポーネントとして具現されてもよ
いし、あるいはその任意の一つまたは複数が任意の他のデバイスと一緒に統合コンポーネ
ントに含められていてもよい。ある実施形態では、デバイス１５１、１５２、１５３およ
び１５４はそれぞれ、多機能I/Oデバイス、周辺デバイスまたはその他のデバイス内にお
ける異なる機能を表す。
【００１５】
　プロセッサ１２０、チップセット１３０、システム・メモリ１４０ならびにデバイス１
５１、１５２、１５３および１５４は、任意の既知のアプローチに従って互いと結合され
、あるいは互いと通信してもよい。該既知のアプローチは、直接的または間接的に、一つ
または複数のパラレル、シーケンシャル、パイプライン式、非同期式、同期式、有線、無
線または他のバスもしくはポイントツーポイントの接続を通じて、といったものである。
たとえば、チップセット１３０は、デバイス１５１、１５２、１５３および１５４からの
トランザクションを受信するインターフェース１３３を含む。裸のプラットフォーム・ハ
ードウェア１１０はまた、追加的なデバイス、エージェント、コンポーネントまたは接続
をいくつ含んでいてもよい。
【００１６】
　裸のプラットフォーム・ハードウェア１１０は、パーティション分割技術に従って、パ
ーティション１１１および１１２にパーティション分割される。マルチコア・プロセッサ
１２０のコア１２１、チップセット１３０のアドレス変換（address　translation）論理
１３１、システム・メモリ１４０の部分１４１ならびにデバイス１５１と１５３がパーテ
ィション１１１に割り振られる。マルチコア・プロセッサ１２０のコア１２２、チップセ
ット１３０のアドレス変換論理１３２、システム・メモリ１４０の部分１４２ならびにデ
バイス１５２と１５４がパーティション１１２に割り振られる。各パーティションはまた
、追加的なプロセッサ、コア、チップセットもしくはその他の論理、メモリの部分、デバ
イスまたは上記したかさもなくば情報処理の分野で知られている他の任意の物理的な資源
も含んでいてもよい。
【００１７】
　裸のプラットフォーム・ハードウェア１１０に加えて、図１は、パーティション１１１
内にVMM１１５によって維持される仮想化環境１１３と、パーティション１１２内にVMM１
１６によって維持される仮想化環境１１４を示している。VMM１１５および１１６は、VM
、すなわち裸のプラットフォーム・ハードウェア１１０の抽象化をゲストに呈示するため
に、あるいはさもなくばVMを生成し、VMを管理し、仮想化ポリシーを実装するために、裸
のプラットフォーム・ハードウェア１１０にインストールされた、あるいは裸のプラット
フォーム・ハードウェア１１０にとってアクセス可能な、任意のソフトウェア、ファーム
ウェアまたはハードウェア・ホストでありうる。VMM１１５および１１６はそれぞれ、同
じVMMのインスタンスであってもよいし、あるいは二つの異なるVMMのインスタンスであっ
てもよい。
【００１８】
　ゲストは、VMM１１５または１１６の別のインスタンスも含めいかなるOS、いかなるVMM
でも、いかなるハイパーバイザでも、あるいはいかなるアプリケーションもしくはその他
のソフトウェアであってもよい。各ゲストは、VM内に呈示されるプロセッサおよびプラッ
トフォームのアーキテクチャに従って、プロセッサおよびプラットフォーム・レジスタ、
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メモリおよび入出力デバイスといった裸のプラットフォーム・ハードウェア１１０の物理
的な資源にアクセスすることを期待する。図１は４つのVMを示している。VM１６１にはゲ
ストOS１７１およびゲスト・アプリケーション１８１およびデバイス・ドライバ１８５が
インストールされており、VM１６３にはゲストOS１７３およびゲスト・アプリケーション
１８３およびデバイス・ドライバ１８７がインストールされており、VM１６２にはゲスト
OS１７２およびゲスト・アプリケーション１８２およびデバイス・ドライバ１８６がイン
ストールされており、VM１６４にはゲストOS１７４およびゲスト・アプリケーション１８
４およびデバイス・ドライバ１８８がインストールされている。図１は４つのVMおよびVM
当たり一つのアプリケーションと一つのドライバしか示していないが、本発明の範囲内で
、いくつのVMが生成されてもよいし、各VM上でいくつのアプリケーションおよび／または
ドライバが走ってもよい。
【００１９】
　ゲストがアクセスできる資源は、「特権（privileged）」または「非特権（non-privil
eged）」のいずれかとして分類されうる。特権資源については、VMMが、その資源に対す
る究極的な制御は保持しつつ、ゲストによって所望される機能を容易にする。非特権資源
はVMMによって制御される必要はなく、ゲストが直接アクセスしてよい。
【００２０】
　さらに、各ゲストOSは例外（たとえば、ページ・フォールトおよび一般保護違反）、割
り込み（たとえばハードウェア割り込みおよびソフトウェア割り込み）ならびにプラット
フォーム・イベント（たとえば初期化およびシステム管理割り込み）といったさまざまな
イベントを扱うことを期待する。これらの例外、割り込みおよびプラットフォーム・イベ
ントは、ここでは集団的および個別的に、「仮想化イベント（virtualization　event）
」と称される。これらの仮想化イベントのいくつかは、VMの適切な動作、ゲストからのVM
Mの保護およびゲストどうしの間の保護を保証するためにVMMによって扱われる必要がある
ので、「特権イベント」と称される。
【００２１】
　任意の所与の時点において、プロセッサ・コアはVMMまたは任意のゲストからの命令を
実行していることがありうる。VMMまたはゲストは、プロセッサ・コア上で走っていても
よいし、プロセッサ・コアの制御で走っていてもよい。特権イベントが発生するか、ゲス
トが特権資源にアクセスしようとしたとき、制御はゲストからVMMに移されうる。ゲスト
からVMMへの制御の移転はここでは「VMから出ること（VM　exit）」と称される。VMMは、
イベントを扱うか資源へのアクセスを容易にするかしたのち、制御をゲストに返しうる。
VMMからゲストへの制御の移転はここでは「VMにはいること（VM　entry）」と称される。
【００２２】
　仮想化をサポートするため、I/Oトランザクションにおいて、デバイス（たとえばデバ
イス１５１、１５２、１５３または１５４）をシステム・メモリ１４０内のドメイン（後
述）にマッピングするよう、アドレス変換論理（たとえばアドレス変換論理１３１または
１３２）が使用されうる。I/Oトランザクションは典型的にはDMA要求（すなわちI/Oデバ
イスからの、システム・メモリ１４０に直接アクセスする要求）であるが、他のいかなる
型のトランザクションでもよい。アドレス変換論理は、I/Oデバイス割り当ておよび／ま
たは管理を容易にするか向上させることをサポートする。アドレス変換論理は、図１に示
されるようにチップセット１３０に含まれてもよいし、部分的または全体的にプロセッサ
１２０または他の任意のプロセッサ、コプロセッサ、チップセットもしくはその他のコン
ポーネント内に実装されてもよい。
【００２３】
　ドメインは、抽象的には、システム中で、システム・メモリ１４０のある部分集合が割
り振られる孤立した環境として定義される。たとえば、VM１６１、１６２、１６３および
１６４のそれぞれはドメインと考えてよい。あるドメインに割り振られたシステム・メモ
リ部分に直接アクセスすることが許されているデバイスは、そのドメインの割り当てデバ
イス（assigned　device）と称される。ドメインの孤立は、その割り振られたメモリに対
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する、そのドメインに割り当てられたのでないデバイスからのアクセスを遮断することに
よって達成される。複数の孤立ドメインをサポートすることは、すべてのデバイスが何ら
かのドメインに割り当てられることを保証し、各割り当てデバイスからのアクセスをその
ドメインに割り振られたメモリに対するアクセスのみに制限することによってできる。
【００２４】
　各ドメインは、システム・メモリまたは物理的なアドレス空間のあるビューをもち、そ
れはシステムにとってのメモリのビューとは異なることもある。システムにとってのメモ
リのビューに従ってシステム・メモリにアクセスするために使われるアドレスを、ホスト
物理アドレス（HPA:　host　physical　address）と称する。ドメインの資源によってそ
の物理的なアドレス空間にアクセスするために使われるアドレスを、ゲスト物理アドレス
（GPA:　guest　physical　address）と称する。ドメインは、そのGPA空間がHPA空間と同
じであるか、HPA空間の部分集合である場合には、非再配置である（non-relocated）と考
えられる。ドメインは、その割り振られたHPA空間にアクセスするためにそのGPA空間が変
換される場合には、再配置である（relocated）と考えられる。GPA空間とHPA空間の論理
的な分離は、メモリ保護を実施する基礎を与える。それは、アドレス保護ならびに可能性
としては、あるドメインの割り当てデバイスによって生成されたGPAを検証し、可能性と
してはそのGPAを有効なHPAに変換することができる変換機構とを必要とする。アドレス変
換論理１３１および１３２のようなアドレス変換論理は、時にDMA再マッピング（DMA　re
mapping）と称されるこの機能のためのハードウェア・サポートを提供する。
【００２５】
　図２は、ドメインへのデバイスの割り当てまたはマッピングの例を示す図である。図２
では、デバイス１５１はシステム・メモリ１４０内のドメイン２４０にマッピングされて
いる。ドメイン２４０はデバイス・ドライバ２４１を含みうる。デバイス・ドライバ２４
１は、デバイス１５１を制御するか、他の仕方でサポートするいかなるソフトウェアでも
よい。ドメイン２４０へのデバイス１５１のマッピングは、アドレス変換論理１３１によ
ってサポートされる。
【００２６】
　アドレス変換論理１３１は、レジスタ・セット２３１、再マッピング構造２３２および
論理回路２３３を含む。レジスタ・セット２３１はいくつかのレジスタを含み、それらの
レジスタは、再マッピング構造２３２、論理回路２３３および諸デバイスのためのプログ
ラムまたはドライバによって使用される制御または状態情報のための記憶を提供する。再
マッピング構造２３２は、GPAからHPAへの再マッピングまたはアドレス変換において使用
される基本構造、記憶またはテーブルを提供する。論理回路２３３は、再マッピングまた
はアドレス変換動作を実行するための回路を含む。
【００２７】
　図１に戻ると、デバイス１５１、１５２、１５３および１５４のそれぞれは、異なるド
メインに割り当てられているものとして示されている。パーティション１１１内のアドレ
ス変換論理１３１はVM１６１のドメインへのデバイス１５１のマッピングおよびVM１６３
のドメインへのデバイス１５３のマッピングをサポートする。VM１６１のドメイン内のデ
バイス・ドライバ１８５はデバイス１５１を制御する。VM１６３のドメイン内のデバイス
・ドライバ１８７はデバイス１５３を制御する。パーティション１１２内のアドレス変換
論理１３２はVM１６２のドメインへのデバイス１５２のマッピングおよびVM１６４のドメ
インへのデバイス１５４のマッピングをサポートする。VM１６２のドメイン内のデバイス
・ドライバ１８６はデバイス１５２を制御する。VM１６４のドメイン内のデバイス・ドラ
イバ１８８はデバイス１５４を制御する。
【００２８】
　一般に、ゲストは、たとえばI/O動作を試みるときにVMから出ることを引き起こすこと
によって、VMMを通じてシステム資源にアクセスする。しかしながら、デバイス１５１はV
M１６１に割り当てられ、そのドライバ１８５はVM１６１上で走るので、ゲストOS１７１
およびアプリケーション１８１は、VMから出てVMM４２０に移ることを引き起こすことな
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く、デバイス１５１にアクセスできる。さらに、デバイス１５１はVM１６１のドメインに
割り当てられたメモリに、たとえばDMA要求を通じて、VMから出ることを引き起こすこと
なくアクセスしうる。アドレス変換論理１３１はこの機能を、デバイス１５１によって使
われるGPAを対応するHPAに変換し、デバイス１５１からその割り振られたドメイン外のメ
モリ位置へのアクセスを拒否することによってサポートする。同様に、ゲストOS１７２お
よびアプリケーション１８２は、デバイス１５２にアクセスしうる。デバイス１５２はVM
１６２のドメインに割り振られたメモリにアクセスしうる。ゲストOS１７３およびアプリ
ケーション１８３は、デバイス１５３にアクセスしうる。デバイス１５３はVM１６３のド
メインに割り振られたメモリにアクセスしうる。ゲストOS１７４およびアプリケーション
１８４は、デバイス１５４にアクセスしうる。デバイス１５４はVM１６４のドメインに割
り振られたメモリにアクセスしうる。これらはみな、VMから出ることを引き起こすことな
くできる。
【００２９】
　図３は、DMA再マッピングのためのアドレス変換の例を示している。図３では、デバイ
ス１５１はドメインＡに割り当てられ、デバイス１５３はドメインＢに割り当てられてい
る。各デバイスはI/O要求またはDMA要求をDMA_ADRに対して実行しうる。物理メモリのセ
クション３４１および３４５がドメインＡに割り振られているが、アドレス変換論理１３
１は、デバイス１５１からのDMA_ADRに対する要求を、物理メモリ１４０のセクション３
４１にマッピングする。同様に、物理メモリのセクション３４３および３４７がドメイン
Ｂに割り振られているが、アドレス変換論理１３１は、デバイス１５３からのDMA_ADRに
対する要求を、物理メモリ１４０のセクション３４７にマッピングする。セクション３４
１、３４３、３４５および３４７は、システムのメモリ管理モデルに従ったページのサイ
ズであってもよいし、物理メモリの一部分の他のいかなるサイズであってもよい。
【００３０】
　システム・メモリのゲスト・ビュー３５０は、デバイス１５１および１５３の観点から
論理的に見たものである。デバイス１５１はセクション３５１をシステムのアドレス空間
として見る一方、デバイス１５３はセクション３５３をシステムのアドレス空間として見
る。ドメインの生成および管理を担うVMM１１５または他のソフトウェアは、各ドメイン
のために物理メモリ１４０を割り振り、アドレス変換論理１３１内にGPAからHPAへの変換
関数を構築する。
【００３１】
　アドレス変換論理１３１によって実装されるアドレス変換関数は、システムの物理メモ
リ管理モデルに依存する。たとえば、ホスト物理メモリが連続的な領域としてドメインに
割り振られる場合には、変換関数は単純なオフセット加算でもよい。代替的に、アドレス
変換論理１３１は、アドレス変換を実行するためにあるデータ構造を参照してもよい。た
とえば、ホスト物理メモリは、ページの粒度で管理される。他の実施形態は、個々のデバ
イスがアクセスすることを許されるアドレス範囲を定義するデータ構造を使用しうる。他
の実施形態は、これらまたはその他の技法の任意の組み合わせを使用しうる。
【００３２】
　アドレス変換論理１３１によって参照されるデータ構造（「メモリ・アクセス・データ
構造」）は、一レベルのテーブルまたは多レベルのテーブルといった、いかなる形のデー
タ構造であってもよい。メモリ・アクセス・データ構造または該メモリ・アクセス・デー
タ構造の任意の部分は、再マッピング構造２３２またはシステム・メモリ１４０内のメモ
リ・アクセス・テーブル１４１のように、アドレス変換論理１３１にとってアクセス可能
であるいかなる記憶スペースに保存されていてもよい。メモリ・アクセス・データ構造内
の情報の全部または一部は、一つまたは複数の記憶スペース内にコピーまたは複製されう
る。たとえば、メモリ・アクセス・テーブル１４１からの項目またはアドレス変換論理１
３１による変換の結果は、再マッピング構造または他のどこかにおけるトランスレーショ
ン・ルックアサイド（translation　look-aside）などのバッファ内に保存されうる。
【００３３】
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　図４は、本発明のある実施形態に基づくメモリ・アクセス・データ構造内の項目４００
を示している。項目４００は三つのフィールドを含んでおり、各フィールドはビット位置
をいくつ含んでいてもよい。GPAフィールド４１０は、デバイスがシステム・メモリにア
クセスするために使用しうるGPAまたはGPAの一部を保存するものである。HPAフィールド
４２０は、上記のような何らかのメモリ・アドレス変換関数に従ってGPAフィールド４１
０に保存されているGPAに対応する、HPAまたはHPAの一部を保存するものである。ある実
施形態では、GPAフィールド４１０およびHPAフィールド４２０内に保存されているアドレ
スのそれぞれは、システム・メモリのあるページの基底アドレスを指定する。それにより
、システム・メモリ内のある単一のページへのすべてのアクセスは、メモリ・アクセス・
データ構造中においては一つの項目しか必要としない。そのような実施形態では、あるい
は他の実施形態でも、メモリ・アクセス・データ構造における単一の項目は、単一のアド
レスというよりはある範囲のアドレスを表しうる。
【００３４】
　メモリ・アクセス属性フィールド４３０は、フィールド４１０および４２０内の項目に
対応するメモリ・アクセス属性を保存するものである。たとえば、メモリ・アクセス・フ
ィールド４３０を使って保存するものとしては、対応するアドレスもしくはアドレス範囲
へのDMA（または他のI/O）トランザクションが許可されるかどうかを示す値、対応するア
ドレスもしくはアドレス範囲へのDMA（または他のI/O）トランザクションに際してプロセ
ッサ・キャッシュが監視される（snooped）必要があるかどうかを示す値ならびに対応す
るアドレスもしくはアドレス範囲へのDMA（または他のI/O）トランザクションに関係した
他の任意の値もしくは指標がありうる。
【００３５】
　図１に戻ると、システム１００はパーティション１１１および１１２にパーティション
分割されている。パーティション分割は、いかなる既知のアプローチに従って実装されて
もよい。たとえば、システム初期化の時点でパーティション分割ファームウェアまたはソ
フトウェアを実行して、デバイスを含むハードウェア資源を各パーティションに割り当て
ることによってシステムを構成設定するなどである。
【００３６】
　デバイスのパーティションへの割り当てを達成および／または維持するのは、いくらで
もある手法のいずれに従って行ってもよい。第一の手法では、ある特定のパーティション
に対応するメモリ部分にデバイスが割り当てられうる。たとえば、メモリのある部分があ
る特定のパーティションに割り振られるのは、一つまたは複数の下位アドレス（lower　a
ddresses）、上位アドレス（upper　addresses）および／またはオフセットを、そのパー
ティションに対応する一つまたは複数のメモリ範囲またはその他のレジスタ、その他の記
憶位置もしくはデータ構造項目に保存することによってでありうる。その場合、デバイス
を、メモリのその部分の中でトランザクションを発したりおよび／またはトランザクショ
ンに応答したりすることに制限するために、アクセス制御リスト、マップもしくはその他
のデータ構造が使用されうる。アクセス制御リスト、マップもしくはその他のデータ構造
では、デバイスは、いかなる一意的な識別子で識別されてもよい。識別子はたとえばバス
、デバイス、機能番号（BDF:　bus,　device,　function　number）といったもので、こ
れは、システム中のある特定のバス上のある特定のデバイス内の該デバイスの特定の機能
に従ってデバイスを識別するものである。
【００３７】
　第二の手法によれば、パーティションに直接デバイスが割り当てられてもよい。たとえ
ば、システム中の各デバイスの識別子（たとえばBDF）および該デバイスが割り当てられ
たパーティションの識別子を保存するために、パーティション分割ファームウェアまたは
ソフトウェアによってあるデータ構造が生成および／または維持されてもよい。あるいは
また、ある種のデバイスは、自分が割り当てられたパーティションの識別子を保存するよ
うプログラムされていてもよい。他のアプローチも本発明の範囲内で可能である。
【００３８】
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　そのようなデバイス割り当て手法のいずれかに従って、パーティション分割論理１９０
は、あるトランザクションに関わるデバイスが割り当てられたのがどのパーティションで
あるかを判別する。ある実施形態では、パーティション分割論理１９０は、デバイスが割
り当てられたパーティションを判別するのを、トランザクションに含まれるBDFのような
トランザクションに関連するデバイス識別子を、アクセス制御リストまたは他のそのよう
なデータ構造中で探索することによって行う。アクセス制御リストは、デバイスが割り当
てられているメモリの部分を指示し、それが今度はデバイスが割り当てられているパーテ
ィションを指示する。別の実施形態では、トランザクションに関連するデバイス識別子を
使って、テーブル、マップまたは他のデータ構造中で、そのデバイスが割り当てられたパ
ーティションを直接示す項目がみつけられてもよい。別の実施形態では、トランザクショ
ン・プロトコルが、パーティションを直接特定する手段を含んでいてもよい。それはたと
えば、要求元デバイスがトランザクション内にパーティション識別子を含めるようにする
ことによる。
【００３９】
　図５は、図１の実施形態に基づくパーティション分割論理１９０を示している。探索（
look-up）モジュール５１０はあるデバイスに関わるトランザクションを受け取り、その
デバイスがどのパーティションに割り当てられているかを、上記のようにして、あるいは
他の任意の手法に従って判別する。経路制御（routing）モジュール５２０は、そのデバ
イスが割り当てられたパーティションを見出すために、そのトランザクションをアドレス
変換論理に経路制御する。たとえば、デバイス１５１からのDMA要求のために、デバイス
１５１がパーティション１１１に割り当てられていることを探索モジュール５１０が判別
し、よって経路制御モジュール５２０はDMA要求をアドレス変換論理１３１に経路制御す
る。
【００４０】
　探索モジュール５１０は、デバイスがどのパーティションに割り当てられているかを、
上記のようにして、あるいは他の任意の手法に従って判別するために、アクセス制御リス
ト、デバイス・アクセス・マップ、メモリ範囲レジスタまたはその他の記憶位置もしくは
データ構造のうちいかなる一つまたはいかなる組み合わせを参照してもよい。図５の実施
形態では、パーティション分割論理１９０はデバイス・アクセス・マップ５３０を含んで
いる。デバイス・アクセス・マップ５３０は、デバイス対パーティションの割り当てを判
別するために探索モジュール５１０が使用する情報のための記憶位置を表す。そのような
情報は、デバイス対パーティション割り当てを直接判別するために使われる情報であって
もよい。デバイスからメモリ、メモリからパーティションのテーブルもしくはリストまた
は他の任意のシステム資源マッピングといったといったものである。そのような情報はま
た、そのような情報が保存されうるシステム１００内の任意の位置（単数または複数）へ
のポインタまたは参照であってもよい。デバイス・アクセス・マップ５３０および／また
はそれが参照する任意のレジスタ、メモリ・アドレスまたはその他の記憶位置もしくはデ
ータ構造は、先述したパーティション分割ファームウェアまたはソフトウェアによって初
期化および／または維持されても、他の任意のOS、VMMもしくは他のそのようなソフトウ
ェアによって初期化および／または維持されてもよい。
【００４１】
　図５の実施形態では、パーティション分割論理１９０は、探索モジュール５１０による
任意の前の判別からの結果を保存するためのルックアサイド・キャッシュ５４０をも含む
。たとえば、探索モジュール５１０がデバイスが割り振られているパーティションを判別
するためにBDFを使う場合、そのパーティションに割り当てられているアドレス変換論理
の識別子がルックアサイド・キャッシュ項目中に保存されることがある。その後、そのBD
Fからアドレス変換論理へのマッピングは、探索モジュール５１０によって判別されるの
ではなく、ルックアサイド・キャッシュ５４０中に見出されうる。
【００４２】
　パーティション分割論理１９０は、システム１００から除去されたデバイスに対応する



(11) JP 5735070 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

ルックアサイド・キャッシュ項目を無効化するためにルックアサイド・キャッシュ・マネ
ージャ５５０をも含む。たとえば、取り外し可能なデバイス・ボードまたはカードが周辺
バス・スロットから除去される場合、キャッシュ・マネージャ５５０は、そのデバイス・
ボードまたはカードに対応するルックアサイド・キャッシュ５４０中の全項目を無効にす
る。すると、新しいデバイス・ボードまたはカードがそのスロットに挿入され、異なるパ
ーティションに割り当てられることができる。
【００４３】
　図６は、本発明のある実施形態を方法６００において示している。方法６００は、パー
ティション分割されたシステムにおいてデバイスがメモリにアクセスするためのゲストか
らホストへのアドレス変換のための方法である。方法実施形態は、この点において限定さ
れるものではないが、図６の方法実施形態を記述するために、図１のシステム１００の記
載が参照される。
【００４４】
　ボックス６１０では、システム、たとえばシステム１００が二つのパーティション、た
とえばパーティション１１１および１１２にパーティション分割される。パーティション
分割は、システム・メモリの諸部分、I/Oデバイスおよびアドレス変換論理といったシス
テム資源を各パーティションに割り振ることを含む。たとえば、デバイス１５１はパーテ
ィション１１１に割り振られてもよく、デバイス１５２はパーティション１１２に割り振
られてもよい。デバイス１５１および１５２は、同じゲスト物理アドレス（たとえばDMA_
ADR）を含む、システム・メモリのゲスト・ビューを有していてもよい。
【００４５】
　ボックス６２０では、デバイス１５１が、システム・メモリにアクセスすることに関わ
るトランザクション、たとえばDMA要求を開始する。トランザクションはデバイス識別子
、たとえばデバイス１５１のBDFおよびゲスト物理アドレス、たとえばDMA_ADRを含んでい
る。
【００４６】
　ボックス６２２では、デバイス識別子を使って、デバイスが割り当てられているパーテ
ィション、たとえばパーティション１１１を判別する。ボックス６２４では、ルックアサ
イド・キャッシュ項目が生成される。キャッシュ項目は、前記デバイス識別子およびパー
ティション１１１に割り振られているアドレス変換論理、たとえばアドレス変換論理１３
１の識別子を含む。
【００４７】
　ボックス６３０では、トランザクションがアドレス変換論理１３１に経路制御され、そ
れによりデバイス１５１によって使用されるゲスト物理アドレスDMA_ADRとデバイス１５
２によって使用されるゲスト物理アドレスDMA_ADRとの曖昧さが除去される。ボックス６
３２では、アドレス変換論理１３１はゲスト物理アドレスDMA_ADRをパーティション１１
１内のホスト物理アドレスに変換する。ボックス６３４では、ボックス６３２で見出され
たホスト物理アドレスに対して、ボックス６２０で開始されたトランザクションが完遂さ
れる。
【００４８】
　ボックス６４０では、デバイス１５１は、システム・メモリにアクセスすることに関わ
るもう一つのトランザクション、たとえばDMA要求を開始する。トランザクションはデバ
イス識別子、たとえばデバイス１５１のBDFおよびゲスト物理アドレス、たとえばDMA_ADR
を含んでいる。
【００４９】
　ボックス６４２では、デバイス識別子がルックアサイド・キャッシュ内でみつけられる
。ボックス６４４では、トランザクションが、ルックアサイド・キャッシュ内にみつかっ
た項目に基づいてアドレス変換論理１３１に経路制御される。ボックス６４６では、アド
レス変換論理１３１がゲスト物理アドレスDMA_ADRをパーティション１１１内のホスト物
理アドレスに変換する。ボックス６４８では、ボックス６４６で見出されたホスト物理ア



(12) JP 5735070 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

ドレスに対して、ボックス６４０で開始されたトランザクションが完遂される。
【００５０】
　ボックス６５０では、デバイス１５１がシステム１００から除去される。ボックス６５
２では、デバイス１５１に対応するルックアサイド・キャッシュ項目が無効にされる。
【００５１】
　本発明の範囲内で、方法６００は図示されているボックスが省略されて実行されたり、
追加的なボックスが加えられて実行されたり、あるいは並べ替え、省略もしくは追加され
たボックスの組み合わせをもって実行されたりしてもよい。たとえば、トランザクション
がパーティション識別子を含む場合には、ボックス６２２および６２４は省略されうる。
【００５２】
　本発明のある実施形態に基づいて設計されているコンポーネントまたはコンポーネント
の一部は、創造（creation）からシミュレーションへ、さらに製造へとさまざまな段階で
設計されうる。ある設計を表すデータは、該設計をいくつかの仕方で表しうる。第一に、
シミュレーションにおいて有用なように、ハードウェアは、ハードウェア記述言語または
別の機能記述言語を使って表されてもよい。追加的または代替的に、論理および／または
トランジスタ・ゲートをもつ回路レベルのモデルが設計プロセスの何らかの段階で生成さ
れてもよい。さらに、たいていの設計は、何らかの段階で、さまざまなデバイスの物理的
な配置を表すデータでモデル化されうるレベルに達しうる。通常の半導体製造技法が使用
される場合、デバイス配置モデルを表すデータは、集積回路を製造するために使われる諸
マスクのための異なるマスク層の上のさまざまな特徴の存在または不在を指定するデータ
であってもよい。
【００５３】
　設計のいかなる表現においても、データはいかなる形の機械可読媒体に保存されてもよ
い。該機械可読媒体は、変調されているか他の仕方で情報を伝達するよう生成されている
光学的もしくは電気的な波、メモリまたはディスクのような磁気的もしくは光学的記憶で
あってもよい。これらの媒体のいずれも、前記設計または本発明の実施形態で使用される
他の情報を「運ぶ（carry）」あるいは「指示する（indicate）」ことができる。前記情
報を示すか運ぶかする電気的搬送波が送信されるとき、その電気信号のコピー、バッファ
リングまたは再送信が実行される限りにおいて、新たなコピーが作られている。こうして
、通信プロバイダーまたはネットワーク・プロバイダーは、本発明の技術を具現する物、
たとえば搬送波のコピーを作ることを構成しうる。
【００５４】
　こうして、パーティション分割されたシステムにおいて、デバイスがメモリにアクセス
するための、ゲストからホストへのアドレス変換のための装置、方法およびシステムを開
示してきた。ある種の実施形態について記述し、付属の図面で示してきたが、そのような
実施形態が単に例示的なものであり、広い本発明を制限するものでないこと、本発明は図
示および記述された個別的な構築および構成に限定されるものではないことは理解される
ものとする。本開示を検討すれば、当業者にはさまざまな修正が思いつきうるからである
。成長が速く、さらなる進歩が簡単には予見されないこのような技術分野においては、開
示された実施形態は、本開示の原理や付属の請求項の範囲から外れることなく、実施を可
能にする技術的進歩によって容易にされるように、構成および詳細においてすぐ修正可能
でありうる。
【００５５】
　いくつかの態様を記載しておく。
（態様１）
　パーティション分割されたシステムにおいてメモリにアクセスする要求をデバイスから
受信するインターフェースと；
　仮想機械から出て仮想機械モニタに移ることを引き起こすことなく前記パーティション
分割されたシステムにおいて前記デバイスが第一のパーティションに割り当てられている
か第二のパーティションに割り当てられているかを判別するパーティション分割論理と；
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　第一のゲスト・アドレスを前記第一のパーティション中の第一のホスト・アドレスに変
換する第一のアドレス変換論理と；
　第二のゲスト・アドレスを前記第二のパーティション中の第二のホスト・アドレスに変
換する第二のアドレス変換論理とを有する装置。
（態様２）
　前記パーティション分割論理が、前記デバイスが前記第一のパーティションに割り当て
られていると判別するのに応答して、前記要求を前記第一のアドレス変換論理に転送し、
前記デバイスが前記第二のパーティションに割り当てられていると判別するのに応答して
、前記要求を前記第二のアドレス変換論理に転送することもする、態様１記載の装置。
（態様３）
　前記パーティション分割論理が、前記要求に含まれているデバイス識別子を使ってパー
ティション識別子を決定する探索モジュールを含んでいる、態様１記載の装置。
（態様４）
　前記探索モジュールが前記デバイス識別子を、あるデータ構造中で項目をみつけるため
に使う、態様３記載の装置。
（態様５）
　前記項目が、前記デバイスがアクセスを有するメモリ範囲を示す、態様４記載の装置。
（態様６）
　前記項目がパーティション識別子を示す、態様４記載の装置。
（態様７）
　前記パーティション分割論理が、前記判別の結果を保存するキャッシュを含む、態様１
記載の装置。
（態様８）
　前記デバイスが、前記要求に含まれているパーティション識別子に基づいて、前記デバ
イスが第一のパーティションに割り当てられているか第二のパーティションに割り当てら
れているかを判別する、態様２記載の装置。
（態様９）
　前記パーティション分割論理がさらに、キャッシュ項目に対応するデバイスがシステム
から除去されるのに応答して前記キャッシュ項目を無効にする、態様７記載の装置。
（態様１０）
　インターフェースによって、パーティション分割されたシステムにおいてメモリにアク
セスする要求をデバイスから受信する段階と；
　パーティション分割論理によって、仮想機械から出て仮想機械モニタに移ることを引き
起こすことなく前記パーティション分割されたシステムにおいて前記デバイスが第一のパ
ーティションに割り当てられているか第二のパーティションに割り当てられているかを判
別する段階と；
　前記パーティション分割論理によって、前記デバイスが前記第一のパーティションに割
り当てられていると判別するのに応答して、前記要求を第一のアドレス変換論理に転送す
る段階と、
　前記パーティション分割論理によって、前記デバイスが前記第二のパーティションに割
り当てられていると判別するのに応答して、前記要求を第二のアドレス変換論理に転送す
る段階とを有する方法。
（態様１１）
　前記パーティション分割論理に含まれる探索モジュールによって、前記要求に含まれて
いるデバイス識別子を使ってパーティション識別子を決定する段階をさらに有する、態様
１０記載の方法。
（態様１２）
　前記探索モジュールによって、前記デバイス識別子を、あるデータ構造中で項目をみつ
けるために使う段階をさらに有する、態様１１記載の方法。
（態様１３）
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　前記項目が、前記デバイスがアクセスを有するメモリ範囲を示す、態様１２記載の方法
。
（態様１４）
　前記項目がパーティション識別子を示す、態様１２記載の方法。
（態様１５）
　前記パーティション分割論理によって、前記判別の結果をキャッシュに保存する段階を
さらに有する、態様１０記載の方法。
（態様１６）
　前記パーティション分割論理によって、前記判別する段階が、前記デバイスが前記第一
のパーティションに割り当てられているか前記第二のパーティションに割り当てられてい
るかの以前の判別の結果を保存しているキャッシュ項目を読むことを含む、態様１０記載
の方法。
（態様１７）
　前記パーティション分割論理によって、前記デバイスがシステムから除去されるのに応
答して、前記キャッシュ項目を無効にする段階をさらに有する、態様１６記載の方法。
（態様１８）
　　メモリの第一の部分；
　　第一のデバイス；および
　前記メモリの第一の部分における第一のゲスト・アドレスを第一のホスト・アドレスに
変換する第一のアドレス変換論理を含む第一のパーティションと；
　　メモリの第二の部分；
　　第二のデバイス；および
　前記メモリの第二の部分における第二のゲスト・アドレスを第二のホスト・アドレスに
変換する第二のアドレス変換論理を含む第二のパーティションと；
　仮想機械から出て仮想機械モニタに移ることを引き起こすことなく前記第一のデバイス
からの第一の要求を前記第一のアドレス変換論理に転送し、前記第二のデバイスからの第
二の要求を前記第二のアドレス変換論理に転送するパーティション分割論理とを有するシ
ステム。
（態様１９）
　前記パーティション分割論理が前記第一の要求を転送するのが、第一のデバイス識別子
を使って、前記第一のデバイスが前記第一のパーティションに割り当てられていることを
示す項目をデータ構造中でみつけるのに応答してである、態様１８記載のシステム。
（態様２０）
　前記メモリが動的ランダム・アクセス・メモリである、態様１８記載のシステム。
【符号の説明】
【００５６】
１００　システム
１１０　裸のプラットフォーム・ハードウェア
１１１　パーティション
１１２　パーティション
１１３　仮想化環境
１１４　仮想化環境
１１５　VMM
１１６　VMM
１２０　プロセッサ
１２１　コア
１２２　コア
１３０　チップセット
１３１　アドレス変換論理
１３２　アドレス変換論理
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１３３　インターフェース
１４０　システム・メモリ
１４１　メモリ・アクセス・テーブル
１４１　メモリ部分
１４２　メモリ部分
１５１　デバイス
１５２　デバイス
１５３　デバイス
１５４　デバイス
１６１　VM
１６２　VM
１６３　VM
１６４　VM
１７１　ゲストOS
１７２　ゲストOS
１７３　ゲストOS
１７４　ゲストOS
１８１　ゲスト・アプリケーション
１８２　ゲスト・アプリケーション
１８３　ゲスト・アプリケーション
１８４　ゲスト・アプリケーション
１８５　デバイス・ドライバ
１８６　デバイス・ドライバ
１８７　デバイス・ドライバ
１８８　デバイス・ドライバ
１９０　パーティション分割論理
２３１　レジスタ・セット
２３２　再マッピング構造
２３３　論理回路
２４０　ドメイン
２４１　デバイス・ドライバ
３４１　セクション
３４３　セクション
３４５　セクション
３４７　セクション
３５０　ゲスト・ビュー
３５１　セクション
３５３　セクション
４００　項目
４１０　GPA
４２０　HPA
４３０　メモリ・アクセス・属性
５１０　探索モジュール
５２０　経路制御モジュール
５３０　デバイス・アクセス・マップ
５４０　ルックアサイド・キャッシュ
５５０　ルックアサイド・キャッシュ・マネージャ
６００　方法
６１０　システムのパーティション分割
６２０　DMA要求
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６２２　パーティションを判別
６２４　キャッシュ項目を生成
６３０　要求をアドレス変換論理に経路制御
６３２　GPAをHPAに変換
６３４　DMA実行
６４０　別のDMA要求
６４２　キャッシュ項目を読む
６４４　要求をアドレス変換論理に経路制御
６４６　GPAをHPAに変換
６４８　DMA実行
６５０　デバイスを除去
６５２　キャッシュ項目を無効に

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(18) JP 5735070 B2 2015.6.17

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  スレーシュ　スグマー
            インド国　６９５００９　ケララ　トリヴァンドラム　スリーヴァラハム　チェッピル　ロード　
            ティーシー　４０／１０７３（９）　スリー　カールティク
(72)発明者  キラン　エス　パネサー
            アメリカ合衆国　９７１２３　オレゴン州　ヒルズボロ　サウス　ウェスト　ロイス　ストリート
            　６３８６
(72)発明者  ナラヤン　エヌ　アイヤー
            インド国　５６００３８　カルナタカ　バンガロール　２ンドステージ　インディラナガー　５　
            クロス　１０ス　メイン　２ンド　フロア　８４７号

    審査官  桜井　茂行

(56)参考文献  国際公開第２００６／０３９１７７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００８－５１５０５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０３９０５７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００８－５１５０９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００６／０１３９３６０（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２００８－５２７５０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００３／０１６７３１３（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００３－２７１４０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００５／０２６８２９８（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００５－３２７２７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１５０１４０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１２／０８－１２／１２
              Ｇ０６Ｆ　　　９／４６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

