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(57)【要約】
【課題】ハイパーバイザに制御されるコンピューティン
グ環境において、オペレーティングシステム(たとえば
リアルタイムオペレーティングシステム)を低減された
遅延で実行することを可能にするシステムおよび方法を
提供すること
【解決手段】装置は、プロセッサおよびゲストオペレー
ティングシステムを含む。タスクを作成するための要求
を受信することに応じて、ゲストオペレーティングシス
テムは、要求されたタスクを実行するために仮想プロセ
ッサを作成することをハイパーバイザに要求する。仮想
プロセッサは、プロセッサでスケジューリングすること
ができる。ハイパーバイザは、ゲストオペレーティング
システムのタスクおよび第2のゲストオペレーティング
システムのタスクに関連する優先度情報へのアクセスを
持つ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理するための手段と、
　前記処理するための手段により実行可能なスケジューリングするための手段と、
　を備え、
　前記スケジューリングするための手段は、前記処理するための手段による実行のために
仮想プロセッサをスケジュールするように構成され、
　前記仮想プロセッサの各々は、
　　優先度を有し、
　　タスクに対応し、前記タスクは少なくとも第１のゲストオペレーティングシステムお
よび第２のゲストオペレーティングシステムのうち１つにより前記タスクに割当てられた
タスク優先度を有し、
　前記仮想プロセッサの前記優先度は前記スケジューリングするための手段にアクセス可
能であり前記タスク優先度に対応し、
　前記スケジューリングするための手段は、システムリソースをそれぞれ前記第１の仮想
プロセッサおよび第２の仮想プロセッサに割り当てることによって、前記第１のゲストオ
ペレーティングシステムに対する少なくとも第１の仮想プロセッサおよび第２の仮想プロ
セッサを生成するように構成される、
装置。
【請求項２】
前記スケジューリングするための手段はハイパーバイザに統合され、前記第１の仮想プロ
セッサおよび第２の仮想プロセッサは前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１
のタスクおよび第２のタスクに対応し、前記システムリソースはハードウェアリソースお
よびソフトウェアリソースのうち１つまたは複数を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理するための手段はプロセッサを備え、
　前記スケジューリングするための手段はハイパーバイザを備える、
請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の仮想プロセッサおよび第２の仮想プロセッサはそれぞれ第１の優先度および
第２の優先度を有し、前記第１の仮想プロセッサおよび第２の仮想プロセッサはそれぞれ
前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクおよび第２のタスクに対応し
、前記前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクおよび第２のタスクは
それぞれ第１の優先度および第２の優先度を有し、前記ハイパーバイザは、前記第１のタ
スクに対応する前記第１の仮想プロセッサの前記第１の優先度の前記第３のタスクに対応
する第３の仮想プロセッサの第３の優先度との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記
第１のゲストオペレーティングシステムの前記第１のタスクまたは前記第２のゲストオペ
レーティングシステムの第３のタスクをスケジュールするか否かを判定するように構成さ
れ、
　前記第１のゲストオペレーティングシステムおよび前記第２のゲストオペレーティング
システムのうち少なくとも１つはリアルタイムオペレーティングシステムであり、
　前記リアルタイムオペレーティングシステムは非リアルタイムオペレーティング・シス
テムに利用不能な少なくとも１つの上昇されたタスク優先度レベルに対するアクセスを有
するか、または
　前記ハイパーバイザは、前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクか
らの要求に基づいて前記第１の仮想プロセッサをブロックまたはブロック解除するように
構成される、
　請求項３に記載の装置。
【請求項５】
前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクおよび前記第２のゲストオペ
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レーティングシステムの第２のタスクはそれぞれ、前記第１のゲストオペレーティングシ
ステムと前記第２のゲストオペレーティングシステムに共通な同期プリミティブにアクセ
スするように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
前記第１のゲストオペレーティングシステムのタスクの優先度および前記第２のゲストオ
ペレーティングシステムのタスクの優先度は優先度の共通の組から選択される、請求項１
に記載の装置。
【請求項７】
前記ハイパーバイザは、前記第１のゲストオペレーティングシステムおよび前記第２のゲ
ストオペレーティングシステムのうち他方のタスクがブロックされたときに、前記第１の
ゲストオペレーティングシステムおよび前記第２のゲストオペレーティングシステムのう
ち１つのタスクの優先度を一時的に上昇させるように構成される、請求項１に記載の装置
。
【請求項８】
処理するための手段による実行のために仮想プロセッサをスケジューリングするための手
段でスケジュールするステップ、
を含み、
　前記仮想プロセッサの各々は、
　　優先度を有し、
　　タスクに対応し、前記タスクは少なくとも第１のゲストオペレーティングシステムお
よび第２のゲストオペレーティングシステムのうち１つにより前記タスクに割当てられた
タスク優先度を有し、
　前記仮想プロセッサの前記優先度は前記スケジューリングするための手段にアクセス可
能であり前記タスク優先度に対応し、
　前記スケジューリングするための手段は、システムリソースをそれぞれ前記第１の仮想
プロセッサおよび第２の仮想プロセッサに割り当てることによって、前記第１のゲストオ
ペレーティングシステムに対する少なくとも第１の仮想プロセッサおよび第２の仮想プロ
セッサを生成するように構成される、
方法。
【請求項９】
前記スケジューリングするための手段はハイパーバイザに統合され、前記第１の仮想プロ
セッサおよび第２の仮想プロセッサは前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１
のタスクおよび第２のタスクに対応し、前記システムリソースはハードウェアリソースお
よびソフトウェアリソースのうち１つまたは複数を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記処理するための手段はプロセッサを備え、
　前記スケジューリングするための手段はハイパーバイザを備える
請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の仮想プロセッサおよび第２の仮想プロセッサはそれぞれ第１の優先度および
第２の優先度を有し、前記第１の仮想プロセッサおよび第２の仮想プロセッサはそれぞれ
前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクおよび第２のタスクに対応し
、前記前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクおよび第２のタスクは
それぞれ第１の優先度および第２の優先度を有し、前記ハイパーバイザは、前記第１のタ
スクに対応する前記第１の仮想プロセッサの前記第１の優先度の前記第３のタスクに対応
する第３の仮想プロセッサの第３の優先度との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記
第１のゲストオペレーティングシステムの前記第１のタスクまたは前記第２のゲストオペ
レーティングシステムの第３のタスクをスケジュールするか否かを判定するように構成さ
れ、
　前記第１のゲストオペレーティングシステムおよび前記第２のゲストオペレーティング
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システムのうち少なくとも１つはリアルタイムオペレーティングシステムであり、
　前記リアルタイムオペレーティングシステムは非リアルタイムオペレーティング・シス
テムに利用不能な少なくとも１つの上昇されたタスク優先度レベルに対するアクセスを有
するか、または
　前記ハイパーバイザは、前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクか
らの要求に基づいて前記第１の仮想プロセッサをブロックまたはブロック解除するように
構成される、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記第１のゲストオペレーティングシステムの第１のタスクおよび前記第２のゲストオペ
レーティングシステムの第２のタスクはそれぞれ、前記第１のゲストオペレーティングシ
ステムと前記第２のゲストオペレーティングシステムに共通な同期プリミティブにアクセ
スするように構成された、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
前記第１のゲストオペレーティングシステムのタスクの優先度および前記第２のゲストオ
ペレーティングシステムのタスクの優先度は優先度の共通の組から選択される、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１４】
前記ハイパーバイザは、前記第１のゲストオペレーティングシステムおよび前記第２のゲ
ストオペレーティングシステムのうち他方のタスクがブロックされたときに、前記第１の
ゲストオペレーティングシステムおよび前記第２のゲストオペレーティングシステムのう
ち１つのタスクの優先度を一時的に上昇させるように構成される、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１５】
コンピュータにより実行されたときに、請求項８乃至１４の何れか１項に記載の方法を前
記コンピュータに実行させる命令を備えた、コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、2013年3月14日に出願した本願の譲受人が所有する米国非仮特許出願第13/82
8,183号の優先権を主張するものであり、その内容は、参照によりその全体が本明細書に
明確に組み込まれている。
【０００２】
　本開示は、一般的に、ハイパーバイザを使用するオペレーティングシステムの仮想化に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　技術の進歩の結果として、より小型かつより強力なコンピューティングデバイスが登場
した。たとえば、現在、小型、軽量、かつユーザによって容易に運ばれる、携帯型ワイヤ
レス電話機、携帯情報端末(PDA)、タブレットコンピュータ、およびページングデバイス
などのワイヤレスコンピューティングデバイスを含む、様々な携帯型パーソナルコンピュ
ーティングデバイスが存在する。そのような多くのコンピューティングデバイスは、そこ
に組み込まれた他のデバイスを含む。たとえば、ワイヤレス電話は、デジタルスチールカ
メラ、デジタルビデオカメラ、デジタルレコーダ、およびオーディオファイルプレーヤー
も含む可能性がある。また、そのようなコンピューティングデバイスは、インターネット
にアクセスするために使用できるウェブブラウザアプリケーションおよびスチールカメラ
またはビデオカメラを利用し、マルチメディア再生機能を提供するマルチメディアアプリ
ケーションなど、ソフトウェアアプリケーションを含む、実行可能命令を処理することが
できる。
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【０００４】
　そのような高度な機能をサポートするために、コンピューティングデバイスは、オペレ
ーティングシステムを含む場合がある。オペレーティングシステムは、使用可能なハード
ウェアリソースの抽象的概念を提供することができる。たとえば、オペレーティングシス
テムは、様々なソフトウェアタスクの中で、システムリソース(たとえばプロセッサ、メ
モリなど)を多重化することができる。オペレーティングシステムは、また、実行するた
めにタスクをスケジューリングし、メモリ管理を実行することができる。さらに、オペレ
ーティングシステムは、イベントのためにブロッキングおよびブロッキング解除を処理す
ることができる。
【０００５】
　特定の状況では、単一のコンピューティングデバイスで、複数のオペレーティングシス
テム、または同じオペレーティングシステムの複数のインスタンスを実行することが有利
な場合がある。ハイパーバイザ(仮想マシンモニタとも呼ばれる)は、オペレーティングシ
ステムに使用可能なハードウェアリソースを抽象化したものを提供することができる。し
たがって、ハイパーバイザは、複数のオペレーティングシステム(または同じオペレーテ
ィングシステムの複数のインスタンス)に対するオペレーティングシステムとして機能す
ることができる。ハイパーバイザが使用される場合、ハイパーバイザは、どのオペレーテ
ィングシステムおよびそのタスクが、特定の時間に特定のハードウェアリソースにアクセ
スが許可されるかを決定するためにスケジューラを含むことができる。したがって、複数
のレベルのスケジューリングをシステム内で実行している場合がある。第1のレベルは、
個々のオペレーティングシステムのスケジューラを含むことができ、第2のレベルは、ハ
イパーバイザのスケジューラを含むことができる。
【０００６】
　複数のレベルのスケジューリングを実行することで、システムにオーバヘッドが発生す
る(たとえば、ハイパーバイザによって実行されるコンテキスト切り替えのため)。そのよ
うなオーバヘッドは、オペレーティングシステムの1つまたは複数が、特定の遅延を保証
できる必要があるリアルタイムオペレーティングシステムである場合、受け入れることが
できない場合がある。複数のオペレーティングシステムがある環境にリアルタイムオペレ
ーティングシステムを含めるためには、リアルタイムオペレーティングシステムは通常、
「特別な」優先度を与えられる。たとえば、リアルタイムオペレーティングシステムは、
最高の使用可能な優先度を持つことができる。しかしながら、各オペレーティングシステ
ム内のタスク優先度情報にハイパーバイザはアクセス可能でない場合があるので、これは
非効率的な場合がある。たとえば、リアルタイムオペレーティングシステムが重要でない
タスクを実行しているが、別のオペレーティングシステムは重要なタスクを実行している
場合、ハイパーバイザは、それでも、比較的重要でないリアルタイムオペレーティングシ
ステムのタスクを最初にスケジューリングする可能性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ハイパーバイザに制御されるコンピューティング環境において、オペレーティングシス
テム(たとえばリアルタイムオペレーティングシステム)を低減された遅延で実行すること
を可能にするシステムおよび方法が開示される。内蔵型のスケジューラを持つ従来のゲス
トオペレーティングシステムの代わりに(またはそれに加えて)、記述した技術は、制限さ
れたスケジューリング機能を持つか、またはスケジューリング機能を持たず、代わりに、
スケジューリングのためにハイパーバイザに依存している「シン(thin)」ゲストオペレー
ティングシステムを利用する。ブロッキングおよびブロッキング解除は、また、個々のオ
ペレーティングシステムの代わりに、ハイパーバイザによって処理することができる。さ
らに、ハイパーバイザは、個々のオペレーティングシステムの各々のタスクの優先度に関
する情報にアクセスすることができる。
【０００８】
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　「シン」オペレーティングシステムで新しいタスクが作成されるたびに、「シン」オペ
レーティングシステムは、タスクに対して「仮想プロセッサ」を作成するようにハイパー
バイザに要求することができる。ハイパーバイザは、基礎となる物理的なハードウェア(
たとえば、ハードウェアプロセッサ)で実行するために仮想プロセッサをスケジューリン
グすることができ、仮想プロセッサは、対応するタスクが存在する限り維持され得る。た
とえば、各タスクは、仮想プロセッサに関連付けられ得、すべてのスケジューリングは、
ハイパーバイザのスケジューラによって処理され得る。さらに、ハイパーバイザのスケジ
ューラは、個々のタスク/仮想プロセッサの優先度にアクセスすることができ、これらは
、すべてのゲストオペレーティングシステムを横断してより効率的な仮想プロセッサのス
ケジューリングを実行するために使用され得る。記述したシステムおよび方法は、したが
って、個々のオペレーティングシステムを簡素化し、ハイパーバイザに制御されるコンピ
ューティング環境の全体的な遅延を低減することができ、それによって、ハイパーバイザ
に制御されたコンピューティング環境において、1つまたは複数のリアルタイムオペレー
ティングシステムおよび他のオペレーティングシステムの使用を可能にする。
【０００９】
　特定の実施形態では、装置は、プロセッサおよびハイパーバイザを含む。ハイパーバイ
ザは、プロセッサによって実行するために仮想プロセッサをスケジューリングするように
構成される。仮想プロセッサの各々は、ハイパーバイザにアクセス可能であり、対応する
タスクのタスク優先度に対応する優先度を持つ。タスク優先度は、ゲストオペレーティン
グシステムによって割り当てられる。
【００１０】
　別の特定の実施形態では、方法は、タスクを実行するために仮想プロセッサを作成する
ために、コンピューティングデバイスのハイパーバイザで、ゲストオペレーティングシス
テムから要求を受信するステップを含む。方法は、また、仮想プロセッサを作成するステ
ップと、コンピューティングデバイスのハードウェアプロセッサで実行するために仮想プ
ロセッサをスケジューリングするステップとを含む。仮想プロセッサは、ゲストオペレー
ティングシステムによって割り当てられた優先度を持ち、優先度は、タスクのタスク優先
度に対応する。
【００１１】
　別の特定の実施形態では、装置は、処理するための手段と、処理するための手段によっ
て実行可能なスケジューリングするための手段とを含む。スケジューリングするための手
段は、処理するための手段によって実行するために仮想プロセッサをスケジューリングす
るように構成される。仮想プロセッサの各々は、スケジューリングするための手段がアク
セス可能であり、対応するタスクのタスク優先度に対応する優先度を持つ。タスク優先度
は、第1のゲストオペレーティングシステムによって割り当てられる。
【００１２】
　別の特定の実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体は、コンピュータによって実
行された場合、コンピュータに、ハイパーバイザで、タスクを実行するために仮想プロセ
ッサを作成するためにゲストオペレーティングシステムから要求を受信させる命令を含む
。命令は、コンピュータによって実行された場合、また、コンピュータに、仮想プロセッ
サを作成させ、実行するために仮想プロセッサをスケジューリングさせる。仮想プロセッ
サは、タスクのタスク優先度に対応する優先度を持つ。タスク優先度は、ゲストオペレー
ティングシステムによって割り当てられる。
【００１３】
　別の特定の実施形態では、装置は、プロセッサおよびゲストオペレーティングシステム
を含む。タスクを作成するための要求を受信することに応じて、ゲストオペレーティング
システムは、タスクを実行するために仮想プロセッサを作成することをハイパーバイザに
要求する。仮想プロセッサは、プロセッサでスケジューリングすることができる。
【００１４】
　別の特定の実施形態では、方法は、ハイパーバイザおよび少なくとも1つのプロセッサ
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を含むコンピューティングデバイスで実行されているゲストオペレーティングシステムで
、タスクを作成するための要求を受信するステップを含む。方法は、また、タスクを作成
するための要求に応じて、要求されたタスクを実行するために仮想プロセッサを作成する
ことをハイパーバイザに要求するステップを含む。仮想プロセッサは、少なくとも1つの
プロセッサでスケジューリングすることができる。
【００１５】
　別の特定の実施形態では、装置は、プロセッサおよびゲストオペレーティングシステム
を含む。ゲストオペレーティングシステムは、タスクを作成するための要求を受信するこ
とに応じて、タスクを実行するために仮想プロセッサを作成することをハイパーバイザに
要求するための手段を含む。仮想プロセッサは、プロセッサでスケジューリングすること
ができる。
【００１６】
　別の特定の実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体は、コンピュータによって実
行された場合、コンピュータに、ゲストオペレーティングシステムで、タスクを作成する
ための要求を受信させる命令を含む。命令は、コンピュータによって実行された場合、ま
た、コンピュータに、タスクを作成するための要求に応じて、要求されたタスクを実行す
るために仮想プロセッサを作成することをハイパーバイザに要求させる。仮想プロセッサ
は、ハードウェアプロセッサでスケジューリングすることができる。
【００１７】
　別の特定の実施形態では、電子デバイスは、プロセッサ、ハイパーバイザ、第1のゲス
トオペレーティングシステム、および第2のゲストオペレーティングシステムを含む。第1
のゲストオペレーティングシステムの少なくとも1つのタスクは、ハイパーバイザから第1
のゲストオペレーティングシステムによって要求された第1の仮想プロセッサによって実
行される。第2のゲストオペレーティングシステムの少なくとも1つのタスクは、ハイパー
バイザから第2のゲストオペレーティングシステムによって要求された第2の仮想プロセッ
サによって実行される。第1の仮想プロセッサおよび第2の仮想プロセッサは、プロセッサ
によって実行される。
【００１８】
　開示された実施形態の少なくとも1つによって提供される特定の1つの利点は、低減され
た遅延を用いて複数のゲストオペレーティングシステムから優先度が付けられたタスクの
スケジューリングを実行する能力である。開示された実施形態の少なくとも1つによって
提供される別の特定の利点は、ハイパーバイザに制御されるコンピューティング環境内で
リアルタイムオペレーティングシステムを使用する能力である。本開示の他の態様、利点
、および機能は、図面の簡単な説明、発明を実施するための形態、および特許請求の範囲
の節を含む出願全体を検討した後に明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ゲストオペレーティングシステムおよび仮想プロセッサとともにハイパーバイザ
を使用するように動作可能なシステムの例示的実施形態を示すブロック図である。
【図２】ゲストオペレーティングシステムおよび仮想プロセッサとともにハイパーバイザ
を使用するように動作可能なシステムの別の例示的実施形態を示すブロック図である。
【図３】図1のハイパーバイザの動作の方法の例示的実施形態を示す流れ図である。
【図４】図1のゲストオペレーティングシステムの1つの動作の方法の例示的実施形態を示
す流れ図である。
【図５】ゲストオペレーティングシステムおよび仮想プロセッサとともにハイパーバイザ
の使用をサポートするように動作可能な構成要素を含むワイヤレスデバイスを示すブロッ
ク図である。
【図６】優先度継承を実行するように動作可能なシステムの例示的実施形態を示すブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　図1は、ゲストオペレーティングシステムおよび仮想プロセッサとともにハイパーバイ
ザを使用するように動作可能なシステム100の例示的実施形態を示すブロック図である。
システム100は、1つまたは複数のプロセッサ110など、1つまたは複数のハードウェアリソ
ースを含む。システムは、また、プロセッサ110によって実行可能なハイパーバイザ120を
含む。ハイパーバイザ120は、説明的な第1のゲストオペレーティングシステム130および
説明的な第2のゲストオペレーティングシステム140など、1つまたは複数のゲストオペレ
ーティングシステムによって1つまたは複数のプロセッサ110へのアクセスを調停すること
ができる。本明細書にさらに記述するように、ゲストオペレーティングシステム130、140
の1つまたは複数は、リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)の場合がある。
【００２１】
　ハイパーバイザ120は、様々論理モジュールおよび/または機能モジュールを含むことが
できる。特定の実施形態では、そのような各モジュールは、プロセッサ110によって実行
可能なソフトウェア命令を使用して実装される。あるいは、ハイパーバイザ120の選択さ
れた機能は、コントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ(FPGA)デバイス、または他の何らかのデバイスなど、ハードウェアデバイスを
使用して実装され得る。図1の実施形態では、ハイパーバイザ120は、優先度認識スケジュ
ーラ121、仮想プロセッサ作成/削除モジュール122、および仮想プロセッサブロッキング/
ブロッキング解除モジュール123を含む。しかしながら、モジュール121～123は説明のみ
を目的としていることに注意するべきである。代替の実施形態では、ハイパーバイザ120
に関して記述された機能は、より多くのモジュールまたはより少ないモジュールを使用し
て実行され得る。
【００２２】
　仮想プロセッサ作成/削除モジュール122は、ゲストオペレーティングシステム130、140
のいずれかから要求を受信するように構成され得る。たとえば、要求は、アプリケーショ
ンプログラミングインターフェース(API)または共有されたメモリ区域など、オペレーテ
ィングシステムとハイパーバイザの通信メカニズムを介して受信され得る。要求に応じて
、仮想プロセッサ作成/削除モジュール122は、仮想プロセッサを作成することができる。
図示するために、第1のゲストオペレーティングシステム130は、4つのタスク151、152、1
53、および154に関連付けられている。タスク151、152、153、および154の各々は、対応
する仮想プロセッサ131、132、133、および134にそれぞれ関連付けられている。同様に、
第2のゲストオペレーティングシステム140は、4つのタスク161、162、163、および164に
関連付けられている。タスク161、162、163、および164の各々は、対応する仮想プロセッ
サ141、142、143、および144にそれぞれ関連付けられている。タスク151～154および161
～164は、ユーザモード(たとえばアプリケーションレベル)またはゲストモード(たとえば
ゲストオペレーティングシステムレベル)のルーチンまたはサブルーチンに関連付けられ
得る。タスク151～154および161～164は、メモリに格納され、プロセッサ110によって実
行可能な命令(たとえばプログラムコード)の組に対応する場合がある。たとえば、特定の
アプリケーションは、「主な」タスクおよび「主なタスク」によって生成された1つまた
は複数の追加のタスクに関連付けられ得る(たとえば、1つまたは複数のグラフィカルユー
ザインターフェース(GUI)タスク、1つまたは複数のデータ処理タスクなど)。
【００２３】
　図1のシステム100では、対応するタスクが対応するゲストオペレーティングシステムに
よって維持されている限り、仮想プロセッサは維持され得る。タスクが終わると、仮想プ
ロセッサ作成/削除モジュール122は、タスクに対する仮想プロセッサを削除し、および/
または割り当てを解除することができる。仮想プロセッサ作成/削除モジュール122は、プ
ロセッサ110で終了または復帰のコマンドに基づいて、またはゲストオペレーティングシ
ステムからの通知に応じて、タスクが終わったことを検出することができる。特定の実施
形態では、仮想プロセッサを作成するステップは、ハードウェアおよび/またはソフトウ
ェアリソースを仮想プロセッサに割り当てるステップを含むことができ、仮想プロセッサ
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を削除するステップは、仮想プロセッサのハードウェアおよび/またはソフトウェアリソ
ースの割り当てを解除するステップを含むことができる。
【００２４】
　ハイパーバイザ120の観点から、仮想プロセッサ131～134および141～144の各々は、ス
ケジューリング可能なエンティティであることに注意されたい。反対に、ゲストオペレー
ティングシステム130および140の観点から、仮想プロセッサ131～134および141～144の各
々は、ハードウェアリソースの抽象的概念の場合がある。タスク151～154および161～164
の各々は、ゲストオペレーティングシステム130および140、またはゲストオペレーティン
グシステム130および140で実行されているアプリケーションによって始動された1つまた
は複数のスレッドまたはソフトウェアルーチン/サブルーチンに対応することができる。
【００２５】
　優先度認識スケジューラ121は、実行するために仮想プロセッサ131～134および141～14
4をスケジューリングするように構成され得る。スケジューラ121は、個々の仮想プロセッ
サの優先度情報へのアクセスを持っているので、スケジューラ121は「優先度を認識する(
priority　aware)」と考えられ得る。たとえば、図1の実施形態では、各仮想プロセッサ
は、1から3の仮想プロセッサ優先度を持つ。優先度1は、最高の優先度の場合があり、優
先度3は最低の優先度の場合がある。代替実施形態では、より多いまたはより少ない優先
度の呼び方が使用され得る。仮想プロセッサの優先度は、仮想プロセッサに対応するタス
クのタスク優先度に等しい、反映する、またはそうでなければ基づいている場合がある。
たとえば、仮想プロセッサ134は、対応するタスク154のタスク優先度に等しいタスク優先
度2を持つ。タスク154のタスク優先度は、本明細書にさらに記述するように、タスク作成
の間にゲストオペレーティングシステム130によって割り当てられ得る。したがって、優
先度認識スケジューラ121は、仮想プロセッサ優先度情報へのアクセスを持つおかげでタ
スク優先度情報へのアクセスを持つ。優先度情報は、優先度認識スケジューラ121が直接
的(たとえば、オペレーティングシステムメモリ、共有されたメモリ、またはレジスタに
特定のデータ構造を読み込むことによって)または間接的(たとえばAPIを介して)にアクセ
ス可能な場合がある。
【００２６】
　特定の実施形態では、優先度認識スケジューラ121は、第1のタスクに対応する第1の仮
想プロセッサの第1の優先度と、第2のタスクに対応する第2の仮想プロセッサの第2の優先
度との比較に基づいて、第1のタスクまたは第2のタスクをスケジューリングするべきかど
うかを決定することができる。さらに、優先度認識スケジューラ121は、異なるオペレー
ティングシステムのタスクに対応する仮想プロセッサの優先度間でそのような比較を行う
ことができる。したがって、別のゲストオペレーティングシステムのすべてのタスクを通
じて、特定のゲストオペレーティングシステム(たとえばリアルタイムオペレーティング
システム(RTOS))のすべてのタスクに自動的に優先度を付ける代わりに、優先度認識スケ
ジューラ121は、タスクに特有の優先度付けを実行することができ、これにより、システ
ム100の全体的な遅延(たとえば、タスク作成と実行との間の平均時間、タスク実行の開始
と完了との間の平均時間などとして測定)を低減することができる。RTOSは、短い低い遅
延(たとえば、ミッションクリティカル)のタスクに最高の使用可能な優先度を割り当てる
ことができるため、そのようなタスクは、優先度認識スケジューラ121によって優先度が
付けられるが、より重要度が低いRTOSタスクに、より低い優先度を割り当てることができ
るため、他のゲストオペレーティングシステムの重要なタスクは、より重要度が低いRTOS
タスクがスケジューリングされるのを待つ必要はない。
【００２７】
　図1の実施形態では、両方のゲストオペレーティングシステムは、「1」から「3」のタ
スク優先度をサポートする。しかしながら、これらの優先度は説明のみを目的としている
。代替実施形態では、ゲストオペレーティングシステムは、重複しない、または部分的に
重複する優先度の組をサポートすることができる。たとえば、第1のゲストオペレーティ
ングシステム130は、タスク優先度「1」～「3」をサポートするリアルタイムオペレーテ
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ィングシステムの場合があり、第2のゲストオペレーティングシステム140は、タスク優先
度「2」～「4」をサポートする非リアルタイムオペレーティングシステムの場合がある。
したがって、リアルタイムオペレーティングシステム(およびそのタスク)は、非リアルタ
イムオペレーティングシステム(およびそのタスク)で利用不可能な少なくとも1つの高め
られたタスク優先度レベル(たとえばタスク優先度「1」)へのアクセスを持つことができ
る。
【００２８】
　ハイパーバイザ120は、また、仮想プロセッサブロッキング/ブロッキング解除モジュー
ル123を含むことができる。仮想プロセッサブロッキング/ブロッキング解除モジュール12
3は、仮想プロセッサ131～134および141～144をブロッキングおよびブロッキング解除す
るように構成され得る。システム100においてタスクと仮想プロセッサとの間に1対1のマ
ッピングがあるので、「シン」ゲストオペレーティングシステム130および140は、ゲスト
オペレーティングシステム130および140内でタスクのブロッキングおよびブロッキング解
除ロジックを実装する代わりに、仮想プロセッサのブロッキングおよびブロッキング解除
のためにハイパーバイザ120に依存する場合があることが理解されるであろう。この手法
により、ゲストオペレーティングシステム130および140の設計および実装が簡素化される
。ブロッキング/ブロッキング解除の状況の実例は、限定しないが、同期オブジェクト(た
とえばミューテックスまたはセマフォー)が使用可能になるまで、データが使用可能にな
るか、もしくは(たとえば別のタスクによって)特定の処理動作が完了するまで、または他
の何らかのブロッキング解除条件が満たされるまで、タスクがスリープ状態にある場合を
含むことができる。
【００２９】
　ゲストオペレーティングシステム130および140はそれぞれ、スケジューリングロジック
をほとんど含まない、または含まない「シン」オペレーティングシステムの場合がある。
代わりに、ゲストオペレーティングシステム130および140は、機能をスケジューリングす
るためにハイパーバイザ120に依存する。ゲストオペレーティングシステム130および140
は、また、タスクのブロッキングおよびブロッキング解除のためにハイパーバイザ120に
依存する場合がある。2つのゲストオペレーティングシステムを図1に示しているが、これ
は実例を示すことのみを目的としていることに注意されたい。代替実施形態では、より多
いまたはより少ないゲストオペレーティングシステムがハイパーバイザ120によってサポ
ートされ得る。さらに、ハイパーバイザ120は、1つまたは複数の「シン」オペレーティン
グシステムおよびスケジューリングおよびブロッキング/ブロッキング解除ロジックを含
む1つまたは複数の従来型オペレーティングシステムを同時にサポートすることができる
。たとえば、ハイパーバイザ120は、完全なオペレーティングシステム(たとえば、それ自
体のスケジューラを含むオペレーティングシステム)に対してではなく、「シン」オペレ
ーティングシステムに対して優先度認識スケジューリングおよびブロッキング/ブロッキ
ング解除を実行することができる。たとえば、図2は、「シン」オペレーティングシステ
ム130が、単一の仮想プロセッサ241および「ネイティブ」オペレーティングシステムスケ
ジューラ242を含む従来型オペレーティングシステム240と共存する、ハイパーバイザに制
御されるコンピューティング環境200を示している。図2の他の構成要素は、図1の対応す
る構成要素に関して記述するように機能することができる。
【００３０】
　動作の間に、ゲストオペレーティングシステム130および140、ならびに/またはゲスト
オペレーティングシステム130および140で実行されているアプリケーションは、(たとえ
ばアプリケーションによって発行されたタスク作成要求に応じて)タスクを作成すること
ができる。タスク作成要求に応じて、ゲストオペレーティングシステム130および140は、
要求されたタスクを実行するために仮想プロセッサを作成することをハイパーバイザ120
に要求することができる。たとえば、仮想プロセッサ作成/削除モジュール122は、タスク
154に関連付けられる第1のゲストオペレーティングシステム130からの要求に応じて、仮
想プロセッサ134を作成することができる。仮想プロセッサ作成/削除モジュール122は、
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作成された仮想プロセッサ134に優先度「2」を割り当てることができ、タスク154のタス
ク優先度を反映する。優先度認識スケジューラ121は、仮想プロセッサ134をスケジューリ
ングすることができる。たとえば、実行するために仮想プロセッサをスケジューリングす
るステップは、ハードウェアプロセッサ110の実行キューに仮想プロセッサを配置するス
テップを含むことができ、仮想プロセッサなどにプロセッサ110の実行サイクルまたはタ
イムスライスを割り当てる。仮想プロセッサブロッキング/ブロッキング解除モジュール1
23は、タスク154をブロッキングおよびブロッキング解除するために第1のゲストオペレー
ティングシステム130からの要求に応じて、仮想プロセッサ134をブロッキングおよびブロ
ッキング解除することができる。タスク154が完了すると、仮想プロセッサ作成/削除モジ
ュール122は、仮想プロセッサ134を削除することができる。
【００３１】
　特定の実施形態では、ゲストオペレーティングシステム130および140の1つまたは複数
は、RTOSの場合がある。たとえば、システム100は、ワイヤレス電話に統合することがで
き、ゲストオペレーティングシステム130または140の1つは、特定の遅延保証を提供する
ワイヤレス電話のモデムのオペレーティングシステムの場合がある。図示するために、モ
デムオペレーティングシステムは、リアルタイム期限を守るためにスケジューリング遅延
が20マイクロ秒(μs)未満であることを保証することができる。ミリ秒程度の遅延を持つ
場合がある従来のハイパーバイザは、オペレーティングシステムの1つがリアルタイムオ
ペレーティングシステムである場合、十分な応答性を提供しない場合がある。しかしなが
ら、本明細書に記述した技術では、図1のハイパーバイザ120は、モデムオペレーティング
システムまたは他のRTOSに受け入れ可能な低減された遅延をサポートすることができる。
図1のシステム100は、したがって、ワイヤレス電話および他のワイヤレス通信デバイス(
たとえばラップトップまたはタブレットコンピューティングデバイス)で使用され得る。
【００３２】
　特定の実施形態では、システム100は、1つまたは複数のマルチスレッドおよび/または
マルチコアのプロセッサを含む電子デバイスに組み込まれ得る。たとえば、システム100
は、リアルタイムのマルチスレッドコンピューティングを実装するために使用され得る。
マルチスレッドプロセッサは、同時に実行されている複数のハードウェアの実行コンテキ
ストを用いるプロセッサを介して、または単一のハードウェア実行コンテキストを用いる
複数のプロセッサ(たとえば、対称型マルチプロセッシング(SMP)クラスタ)として実装さ
れ得る。
【００３３】
　記述した技術は、様々な電子デバイスにおいて適用可能な場合がある。図示するために
、モバイル電子デバイス(たとえばワイヤレス電話)は、典型的には、モデムソフトウェア
、モデムファームウェア、および音声処理を含み、その各々は、(たとえば異なる遅延要
件により)異なるオペレーティングシステムまたはオペレーティングシステムイメージを
利用することができる。図1のシステム100によって、遅延要件を満たしながら、モデムフ
ァームウェアおよびモデムソフトウェアは、同じDSPを共有することができる場合がある(
たとえば、同じオペレーティングシステムの複数のコピーは、ゲストオペレーティングシ
ステムの場合がある)。特定の実施形態では、ワイヤレス電話は、モデム動作のためのゲ
ストRTOSおよびアプリケーションのための別のオペレーティングシステムを含むことがで
き(たとえば、Wi-Fi接続にワイヤレス電話を使用するラップトップ型コンピュータをサポ
ートするウェブサーバ)、両方のオペレーティングシステムは、異なるプロセッサの代わ
りに同じDSPで実行される(たとえば、DSPおよび個別のアプリケーションプロセッサを含
むデバイス)。デバイスの複数(またはすべて)のオペレーティングシステムが同じプロセ
ッサまたはプロセッサの組で実行されることを可能にすることで、デバイスに関連付けら
れた生産/製造コストを削減できることが理解されるであろう。
【００３４】
　図1のシステム100は、したがって、タスクごとに1つの仮想プロセッサが割り当てられ
るので、過度のコンテキスト切り替え(たとえば、異なるスケジューリング可能なエンテ



(12) JP 2017-204307 A 2017.11.16

10

20

30

40

50

ィティ間の切り替え)のないハイパーバイザに制御されるコンピューティング環境を提供
することができる。オペレーティングシステムの各タスクは、ハイパーバイザ120によっ
てスケジューリングされ、プロセッサ110によって実行される別個の仮想プロセッサによ
って実行され得る。さらに、単一のスケジューリングレイヤを実装することからオーバヘ
ッドが低下するため、遅延を低減することができ、システム100で複数のリアルタイムオ
ペレーティングシステムを使用することが可能になる。図1のシステム100は、オペレーテ
ィングシステム設計における思考の枠組みの変化を表す場合がある。従来、オペレーティ
ングシステムは、(すなわち、ハードウェア実装の詳細を考慮して)「ハードウェア上で(o
n　the　metal)」実行されるように設計されており、ハイパーバイザは、オペレーティン
グシステムをサポートするように設計されている。これとは対照的に、図1のシステム100
は、オペレーティングシステム/ハイパーバイザの「共同設計」の思考の枠組みを反映し
ており、ここにおいてオペレーティングシステムおよびハイパーバイザは、特定の機能の
ために相互に依存するように具体的に実装され、これにより、冗長性を減らし(たとえば
複数のスケジューラの代わりに1つのスケジューラ)、遅延を低減することができる。
【００３５】
　図3は、ハイパーバイザの動作の特定の方法300を示す流れ図である。例示的な一実施形
態では、方法300は、図1～図2のハイパーバイザ120によって実行され得る。
【００３６】
　方法300は、ハイパーバイザで、タスクを実行するために仮想プロセッサを作成するた
めにゲストオペレーティングシステムから要求を受信するステップを含むことができ、タ
スクは、302で、ゲストオペレーティングシステムによって割り当てられたタスク優先度
を持つ。たとえば、図1において、ハイパーバイザ120は、タスク163を実行するために仮
想プロセッサを作成するために、第2のゲストオペレーティングシステム140から要求を受
信することができ、タスク163は、第2のゲストオペレーティングシステム140によって割
り当てられたタスク優先度「1」を持つ。
【００３７】
　方法300は、また、仮想プロセッサを作成するステップを含む場合があり、仮想プロセ
ッサは、304で、タスク優先度に対応する優先度を持つ。たとえば、図1において、ハイパ
ーバイザ120は、タスクを実行するために仮想プロセッサ143を作成することができ、仮想
プロセッサ143は、優先度「1」を持ち、これはタスク163のタスク優先度に対応する。
【００３８】
　方法300は、306で、実行するために仮想プロセッサをスケジューリングするステップと
、308で、ゲストオペレーティングシステムからの要求に基づいて、仮想プロセッサをブ
ロッキングまたはブロッキング解除するステップとをさらに含むことができる。たとえば
、図1において、ハイパーバイザ120は、実行するために仮想プロセッサ143をスケジュー
リングし、第2のゲストオペレーティングシステム140からの要求に基づいて、仮想プロセ
ッサ143をブロッキング/ブロッキング解除することができる。ハイパーバイザは、また、
タスク163の完了時に、仮想プロセッサ143を削除し、または割り当てを解除することがで
きる。
【００３９】
　図3の方法300では、したがって、ハイパーバイザは、オペレーティングシステムタスク
に対応する仮想プロセッサのスケジューリング(たとえば優先度認識スケジューリング)を
作成および実行することができる場合がある。たとえば、優先度認識スケジューリングを
実行することによって、ハイパーバイザは、リアルタイムオペレーティングシステムがハ
ードウェアリソースを占有したり、非リアルタイムオペレーティングシステムのパフォー
マンスに悪い影響を与えたりすることなく、リアルタイムオペレーティングシステムが、
遅延要件を満たすことを可能にすることができる。図3の方法300では、また、ハイパーバ
イザは、ブロッキングおよびブロッキング解除を実行することができる場合がある。スケ
ジューリングおよびブロッキング/ブロッキング解除ロジックを含んでいない「シン」オ
ペレーティングシステムは、スケジューリングおよびブロッキング/ブロッキング解除機
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能のためにハイパーバイザに依存する場合があり、これにより、コンピューティングシス
テムの冗長性および遅延を低減することができる。
【００４０】
　図3の方法300は、デジタル信号プロセッサ(DSP)、中央制御装置(CPU)などの処理ユニッ
ト、コントローラ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)デバイス、特定用途向
け集積回路(ASIC)、別のハードウェアデバイス、ファームウェアデバイス、またはそれら
の任意の組合せによって実装され得る。たとえば、図3の方法300は、図5に関して記述す
るように、命令を実行するプロセッサによって実行され得る。
【００４１】
　図4は、オペレーティングシステム(たとえば、ハイパーバイザに制御されるコンピュー
ティング環境のゲストオペレーティングシステム)の動作の特定の方法400を示す流れ図で
ある。例示的な一実施形態では、方法400は、図1～図2の第1のゲストオペレーティングシ
ステム130または図1の第2のゲストオペレーティングシステム140によって実行され得る。
【００４２】
　方法400は、402で、ゲストオペレーティングシステムで、タスクを作成するための要求
を受信するステップを含むことができる。特定の実施形態では、ゲストオペレーティング
システムは、リアルタイムオペレーティングシステムの場合がある。たとえば、図1にお
いて、第1のゲストオペレーティングシステム130は、第1のゲストオペレーティングシス
テム130で実行されているアプリケーションからタスク(たとえばタスク151)を作成するた
めの要求を受信するリアルタイムオペレーティングシステムの場合がある。
【００４３】
　方法400は、また、404で、タスクを作成するための要求に応じて、要求されたタスクを
実行するために仮想プロセッサを作成することをハイパーバイザに要求するステップを含
むことができる。たとえば、図1において、第1のゲストオペレーティングシステム130は
、要求されたタスクを実行するために仮想プロセッサ(たとえば仮想プロセッサ131)を作
成することをハイパーバイザ120に要求することができる。
【００４４】
　方法400は、406で、タスク優先度をタスクに割り当てるステップをさらに含むことがで
き、仮想プロセッサの優先度は、タスク優先度に対応し、ハイパーバイザがアクセス可能
である。たとえば、図1において、第1のゲストオペレーティングシステムは、タスク優先
度「1」をタスク151に割り当てることができ、仮想プロセッサ131は、タスク151のタスク
優先度に対応する優先度「1」を持つことができる。
【００４５】
　図4の方法400では、したがって、オペレーティングシステムは、オペレーティングシス
テムタスクに対応する仮想プロセッサの優先度認識ハイパーバイザスケジューリングを使
用することができる場合がある。スケジューリングおよびブロッキング/ブロッキング解
除ロジックを含んでいない「シン」オペレーティングシステムは、スケジューリングおよ
びブロッキング/ブロッキング解除機能のためにハイパーバイザに依存する場合があり、
これによって、コンピューティングシステムの冗長性および遅延を低減することができる
。
【００４６】
　図4の方法400は、デジタル信号プロセッサ(DSP)、中央制御装置(CPU)などの処理ユニッ
ト、コントローラ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)デバイス、特定用途向
け集積回路(ASIC)、別のハードウェアデバイス、ファームウェアデバイス、またはそれら
の任意の組合せによって実装され得る。たとえば、図4の方法400は、図5に関して記述す
るように、命令を実行するプロセッサによって実行され得る。
【００４７】
　図5を参照すると、電子デバイス500のブロック図が示されている。電子デバイス500は
、メモリ532に結合された、デジタル信号プロセッサ(DSP)などのプロセッサ510を含む。
特定の実施形態では、電子デバイス500、またはその構成要素は、セットトップボックス
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、音楽プレーヤー、ビデオプレーヤー、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデ
バイス、通信デバイス、携帯情報端末(PDA)、固定位置データユニット、コンピューティ
ングデバイス、またはそれらの任意の組合せに含まれ得る。
【００４８】
　図5は、また、プロセッサ510およびディスプレイ528に結合されているディスプレイコ
ントローラ526を示している。符号器/復号器(CODEC)534は、また、プロセッサ510に結合
され得る。スピーカ536およびマイクロフォン538は、CODEC534に結合され得る。図5は、
また、ワイヤレスコントローラ540は、(たとえば無線周波数(RF)インターフェースを介し
て)プロセッサ510およびアンテナ542に結合され得ることを示している。
【００４９】
　メモリ532は、実行可能命令556を含む有形の非一時的コンピュータ可読またはプロセッ
サ可読の記憶媒体の場合がある。命令556は、図3～図4の方法300、400を含む、様々な機
能および方法を実行するために、プロセッサ510など、プロセッサによって実行され得る
。メモリは、また、ハイパーバイザ570(たとえば図1～図2のハイパーバイザ120)、第1の
ゲストオペレーティングシステム572(たとえば図1～図2の第1のゲストオペレーティング
システム130)、第2のゲストオペレーティングシステム574(たとえば図1の第2のゲストオ
ペレーティングシステム140)に対応する命令を格納することができる。追加のオペレーテ
ィングシステム(たとえば図2の第3のゲストオペレーティングシステム240)も含まれ得る
。
【００５０】
　特定の実施形態では、プロセッサ510、ディスプレイコントローラ526、メモリ532、COD
EC534、およびワイヤレスコントローラ540が、システムインパッケージまたはシステムオ
ンチップのデバイス522に含まれている。特定の実施形態では、入力デバイス530および電
源544は、システムオンチップデバイス522に結合される。さらに、特定の実施形態では、
図5に示すように、ディスプレイ528、入力デバイス530、スピーカ536、マイクロフォン53
8、アンテナ542、および電源544は、システムオンチップデバイス522の外部にある。しか
しながら、ディスプレイ528、入力デバイス530、スピーカ536、マイクロフォン538、アン
テナ542、および電源544の各々は、インターフェースまたはコントローラなど、システム
オンチップデバイス522の構成要素に結合され得る。
【００５１】
　記述した技術は、スケジューリングおよびブロッキング/ブロッキング解除機能のため
にハイパーバイザに依存する1つまたは複数の「シン」リアルタイムオペレーティングシ
ステムを含む、複数のゲストオペレーティングシステムの使用を可能にする。特定の実施
形態では、ゲストオペレーティングシステム(およびそのタスク)は、相互に通信し、同期
プリミティブを共有することができる。たとえば、1つのゲストオペレーティングシステ
ムは、ワイヤレス通信デバイス(たとえば携帯電話)のモデムに関連付けられ得、別のゲス
トオペレーティングシステムは、音声処理(たとえば音声の符号化/復号)に関連付けられ
得る。
【００５２】
　ゲストオペレーティングシステムが通信できる実施形態では、セキュリティ対策が適所
に導入され得る。セキュリティ対策は、サービスの品質(QoS)保証(たとえばリアルタイム
オペレーティングシステムの遅延要件)が維持されるように設計され得る。
【００５３】
　通信メカニズム(たとえば同期プリミティブ)は、(たとえば、図1の仮想プロセッサブロ
ッキング/ブロッキング解除モジュール123によって)タスク/仮想プロセッサをブロッキン
グ/ブロッキング解除するために使用され得る。特定の実施形態では、メモリの単一ビッ
トまたは複数ビットのデータ値は、同期プリミティブに使用され得る。1つまたは複数の
ルールにより、同期プリミティブの使用を管理することができる。たとえば、第1のルー
ルは、同期プリミティブがロック解除されている(たとえば、ゼロに設定されている)場合
、同期プリミティブは、スレッド(たとえば、ゲストオペレーティングシステムまたは対
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応する仮想プロセッサのタスク)によってロックされ得る(たとえばオンに設定される)こ
とを示す場合がある。同期プリミティブがスレッドによってロックされた後(同期プリミ
ティブを「保持する」スレッドとも呼ぶ)、同期プリミティブによって保護されているデ
ータは、スレッドによって書き込まれ得る。第2のルールは、同期プリミティブがロック
されている場合、同期プリミティブがロック解除されるまで、同期プリミティブを取得し
ようと努めるスレッドがブロッキングするべきであることを示す場合がある。代替実施形
態では、同期プリミティブは、2つを超える状態を表す複数ビット値の場合がある。たと
えば、ロック解除された状態は、第1の値によって表され得、待機中スレッドなしでロッ
クされた状態は、第2の値によって表され得、少なくとも1つの待機中スレッドがありロッ
クされている状態は、第3の値によって表され得る。特定の実施形態では、同期プリミテ
ィブは、複数のゲストオペレーティングシステム間で共有されるメモリのユーザモードア
ドレスに格納され得る(たとえば、同期プリミティブは、ユーザ空間に格納され得る)。
【００５４】
　複数のゲストオペレーティングシステムとともにハイパーバイザに制御される環境にお
いて、1つのゲストオペレーティングシステムのタスクは、別のゲストオペレーティング
システムのタスクに依存している場合があることが理解されるであろう。たとえば、第2
のゲストオペレーティングシステムの第2のタスクが同期プリミティブを保持するので、
第1のゲストオペレーティングシステムの第1のタスクがブロッキングする場合、第2のゲ
ストオペレーティングシステムの第2のタスクが同期プリミティブを解放するまで、第1の
ゲストオペレーティングシステムの第1のタスクは続行することができない場合がある。
ブロッキングされた第1のタスクは、同期プリミティブに対して読み取り専用アクセスを
持っている場合があるが、第2のタスクは、同期プリミティブに対して読み取り書き込み
アクセスを持っている場合がある。
【００５５】
　特定の実施形態では、ゲストオペレーティングシステムで実行されているタスクで利用
可能なブロッキング機能呼び出しは、同期プリミティブへのポインタおよび同期プリミテ
ィブの期待される値という2つの引き数を含むことができる。ハイパーバイザは、ポイン
タによって示されたアドレスで同期プリミティブの値が期待される値に等しいかどうかを
チェックすることができる。値が等しい場合、ブロッキングは成功である。値が等しくな
い場合、ハイパーバイザはブロッキングなしで戻る。ウェイクアップ機能は、同期プリミ
ティブへのポインタおよび同期プリミティブの値に依存してウェイクアップされ得るスレ
ッドの最大数という2つの引き数を含むことができる。
【００５６】
　特定の実施形態では、ブロッキングのためにタイムアウトが実装され得る。たとえば、
同期プリミティブでブロッキングするタスクは、(たとえばタイムアウト期間の期限切れ
に応じて)特定の時間内に同期プリミティブが解放されない場合、自動的にウェイクアッ
プできる。
【００５７】
　特定の実施形態では、優先度のグローバルな組は、ハイパーバイザに制御されるコンピ
ューティング環境でオペレーティングシステムに使用され得る。場合によっては、リアル
タイムオペレーティングシステムは、非リアルタイムオペレーティングシステムがアクセ
スを持たない、優先度のグローバルな組の1つまたは複数の高められた優先度へのアクセ
スを持つ。異なるゲストオペレーティングシステムから異なるタスクが優先度のグローバ
ルな組の異なる優先度を持つことができる場合、優先度の反転が発生する場合がある。た
とえば、異なる優先度のスレッドが同期プリミティブを取り合う場合、優先度の反転が発
生する場合がある。優先度の反転は、運用の非能率および潜在的な停滞に行き着く場合が
ある。たとえば、(たとえばリアルタイムオペレーティングシステムの)高い優先度のスレ
ッドは、(たとえば非リアルタイムオペレーティングシステムの)低い優先度のスレッドに
よって使用されている同期プリミティブを待つことができる。低い優先度のスレッド(さ
らには待機している高い優先度のスレッド)は、中間的な優先度のスレッドによって専有
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され得る。専有のために、低い優先度のスレッドは、同期プリミティブを解放するために
実行を完了できない場合があるため、高い優先度のスレッドは、同期プリミティブを取得
し、実行を継続することができる。中間的な優先度のスレッドは、高い優先度のスレッド
を効率よく専有しているので、中間的な優先度のスレッドおよび高い優先度のスレッドの
優先度は、「反転された」と言うことができる。
【００５８】
　優先度の継承は、優先度の反転を回避するために使用され得る技術である。優先度の継
承では、高い優先度のスレッド(たとえば優先度=1)が低い優先度のスレッド(たとえば優
先度=3)でブロッキングする場合、低い優先度のスレッドは、ブロッキングしている高い
優先度のスレッドの優先度を「継承」する(たとえば、低い優先度のスレッドは優先度=1
を継承する)。この継承により、中間的な優先度のスレッド(たとえば優先度=2)が優先度
の反転を引き起こさないようになる。複数のゲストオペレーティングシステムを含むコン
ピューティング環境において、優先度の反転は、単一のゲストオペレーティングシステム
のタスクに関して、または複数のゲストオペレーティングシステムのタスクに関して発生
する場合がある。
【００５９】
　図6は、優先度の反転を実行するように動作可能なシステム600の実施形態を示している
。システム600は、ハイパーバイザ120および1つまたは複数のマルチスレッドプロセッサ6
60(たとえば図1のプロセッサ110)を含む。マルチスレッドプロセッサは、同時に実行され
ている複数のハードウェア実行コンテキストを用いるプロセッサを介して、または単一の
ハードウェア実行コンテキストを用いる複数のプロセッサ(たとえば、対称型マルチプロ
セッシング(SMP)クラスタ)として実装され得る。特定の実施形態では、ハイパーバイザ12
0は、優先度の反転回避方式を実装することができる。この方式によると、各ゲストオペ
レーティングシステムは、ゲストオペレーティングシステムがハイパーバイザ120によっ
てロードされたときに確立される最大限に許容される優先度を持つ。各ゲストオペレーテ
ィングシステムは、その最大限に許容される優先度にそれ自体のタスク/スレッド(さらに
は仮想プロセッサ)を高めることができる。しかしながら、ゲストオペレーティングシス
テムは、その最大限に許容される優先度を高めることを禁じられている。代わりに、優先
度継承システムを介して、より高い優先度のゲストオペレーティングシステムだけが、別
のより低い優先度のゲストオペレーティングシステムのより低い優先度のタスクを高める
ことができる。これにより、高い優先度のタスクおよびゲストオペレーティングシステム
環境は、同期プリミティブが使用されるときにタスクの優先度が調整されるべきかどうか
を決定することができる。
【００６０】
　特定の実施形態では、ハイパーバイザ120は、「レイジー(lazy)」な優先度継承を実装
することができる。ハイパーバイザ120は、タスク/仮想プロセッサの優先度(「Prio」)、
一時的な優先度(「Tprio」)、および状態(たとえば「実行中」、「ブロック」、「準備完
了」など)を示す制御ブロック620を維持することができる。第1のタスクが第2の低い優先
度のタスクによって実行がブロックされたと優先度認識スケジューラ121が決定した場合
、第2のタスクは、第1のタスクの優先度に等しい一時的な優先度を継承することができる
。一時的な優先度は、データ構造をスケジューリングするコンテンツを修正せずに設定さ
れ得る。
【００６１】
　たとえば、図示するように、データ構造のスケジューリングは、準備リスト630および
実行リスト640を含むことができる。準備リスト630は、実行の準備ができている(たとえ
ば、同期プリミティブでブロックされていない)タスク(または対応する仮想プロセッサ)
を示す場合がある。実行リスト640は、実行することがスケジューリングされている、か
つ/または実行されているタスク(または対応する仮想プロセッサ)を示すことができる。
示した実施形態では、準備リスト630および実行リスト640は、システム600で使用可能な4
つの優先度の各々に対して1つの「スロット」を含む。しかしながら、これは説明のみを
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目的としている。代替実施形態では、準備リスト630および実行リスト640は、異なるよう
に整理され得る。
【００６２】
　優先度の反転が発生しない通常動作の間に、「レイジー」な優先度の反転は、コストが
低い場合がある。その理由は、(図6で「Tprio」と示した)一時的な優先度のみが、ハイパ
ーバイザ120によって設定され、スケジューリングデータは影響を受けないためである。
しかしながら、第2のタスクが別のタスクによって専有される場合、第2のタスク(または
対応する仮想プロセッサ)は、一時的な優先度を使用して、実行のために再スケジュール
され得る。第2のタスクは、より高い一時的な優先度で実行することができ、システムは
、第1のタスクを実行することに向けて前進することができる。
【００６３】
　記述した実施形態に関連して、処理するための手段を含む装置が開示される。たとえば
、処理するための手段は、図1～図2の1つもしくは複数のプロセッサ110もしくは図5のプ
ロセッサ510などのハードウェアプロセッサ、データを処理するための1つもしくは複数の
他のデバイスもしくは回路、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。装置は、
また、処理のための手段によって実行可能なスケジューリングするための手段を含む。ス
ケジューリングするための手段は、処理するための手段によって実行するために仮想プロ
セッサをスケジューリングするように構成され、仮想プロセッサの各々は、スケジューリ
ングするための手段にアクセス可能であり、対応するタスクのタスク優先度に対応する優
先度を持ち、タスク優先度は、第1のゲストオペレーティングシステムによって割り当て
られる。たとえば、スケジューリングするための手段は、図1～図2の優先度認識スケジュ
ーラ121、図5のハイパーバイザ570、実行するために仮想プロセッサをスケジューリング
するための1つまたは複数の他のデバイス、回路、モジュール、もしくは命令、またはそ
れらの任意の組合せの場合がある。
【００６４】
　特定の実施形態では、装置は、プロセッサおよびゲストオペレーティングシステムを含
む。ゲストオペレーティングシステムは、タスクを作成するための要求を受信することに
応じて、タスクを実行するために仮想プロセッサを作成することをハイパーバイザに要求
するための手段を含む。仮想プロセッサは、プロセッサでスケジューリングされ得る。た
とえば、要求するための手段は、図1～図2のゲストオペレーティングシステム130の構成
要素(たとえばAPIまたは共有されたメモリの区域などオペレーティングシステムとハイパ
ーバイザの通信メカニズム)、図1のゲストオペレーティングシステム140の構成要素、仮
想プロセッサを作成することをハイパーバイザに要求するための1つまたは複数の他のデ
バイス、回路、モジュール、もしくは命令、またはそれらの任意の組合せの場合がある。
【００６５】
　本明細書に開示した実施形態に関して記述した論理ブロック、構成、モジュール、回路
、およびアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、プロセッサによって実行される
コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることは当業者には自
明であろう。様々な実例となる構成要素、ブロック、構成、モジュール、回路、およびス
テップを、それらの機能の点から一般的に記述した。そのような機能をハードウェアとし
て実装するかプロセッサ実行可能命令として実装するかは、全体的なシステムに課された
特定の用途および設計制約に依存している。熟練者であれば、特定の各用途に対して様々
な方法で記述した機能を実装することができるが、そのような実装の決定は、本開示の範
囲からの逸脱するものとして解釈されるべきでない。マルチスレッドプロセッサは、同時
に実行されている複数のハードウェアの実行コンテキストを用いるプロセッサを介して、
または単一のハードウェア実行コンテキストを用いる複数のプロセッサ(たとえば、対称
型マルチプロセッシング(SMP)クラスタ)として実装され得る。
【００６６】
　本明細書に開示した実施形態に関して記述した方法またはアルゴリズムのステップは、
ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、または2つの組
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合せで直接的に具体化することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセス
メモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、プログラム可能読み取り専
用メモリ(PROM)、消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能
プログラム可能読み取り専用メモリ(EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル
ディスク、コンパクトディスクを使った読み取り専用メモリ(CD-ROM)、または当技術分野
で既知の非一時的な記憶媒体の他の形態に存在することができる。代表的な記憶媒体は、
プロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、かつ情報を書き込めるようにプロセッサに結
合される。代替案では、記憶媒体は、プロセッサと一体型でもよい。プロセッサおよび記
憶媒体は、特定用途向け集積回路(ASIC)に存在することができる。ASICは、コンピューテ
ィングデバイスまたはユーザ端末に存在することができる。代替案では、プロセッサおよ
び記憶媒体は、コンピューティングデバイスまたはユーザ端末に個別の構成要素として存
在することができる。
【００６７】
　開示した実施形態の前述の説明は、当業者が開示された実施形態を構成または使用でき
るように提供するものである。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業者には容易
に明白になるであろう。また、本明細書に定義した原理は、本開示の範囲から逸脱するこ
となく、他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書に示した実施形
態に限定することを意図するものではなく、以下の請求項によって規定されるような原理
および新規な機能に一致する可能な限り広い範囲を与えられるものである。
【符号の説明】
【００６８】
　　100　システム
　　110　プロセッサ
　　110　ハードウェアリソース
　　120　ハイパーバイザ
　　121　優先度認識スケジューラ
　　122　仮想プロセッサ作成/削除モジュール
　　123　仮想プロセッサブロッキング/ブロッキング解除モジュール
　　130　ゲストオペレーティングシステム
　　130　第1のゲストOS
　　131　仮想プロセッサ
　　132　仮想プロセッサ
　　133　仮想プロセッサ
　　134　仮想プロセッサ
　　140　ゲストオペレーティングシステム
　　140　第2のゲストOS
　　141　仮想プロセッサ
　　142　仮想プロセッサ
　　143　仮想プロセッサ
　　144　仮想プロセッサ
　　151　タスク
　　152　タスク
　　153　タスク
　　154　タスク
　　161　タスク
　　162　タスク
　　163　タスク
　　164　タスク
　　200　コンピューティング環境
　　240　従来型オペレーティングシステム



(19) JP 2017-204307 A 2017.11.16

10

20

30

　　240　第3のゲストOS
　　241　仮想プロセッサ
　　242　「ネイティブ」オペレーティングシステムスケジューラ
　　242　スケジューラ
　　500　電子デバイス
　　510　プロセッサ
　　522　システムオンチップデバイス
　　526　ディスプレイコントローラ
　　528　ディスプレイ
　　530　入力デバイス
　　532　メモリ
　　534　符号器/復号器(CODEC)
　　536　スピーカ
　　538　マイクロフォン
　　540　ワイヤレスコントローラ
　　542　アンテナ
　　544　電源
　　556　実行可能命令
　　556　命令
　　570　ハイパーバイザ
　　572　第1のゲストオペレーティングシステム
　　572　第1のゲストOS
　　574　第2のゲストオペレーティングシステム
　　574　第2のゲストOS
　　600　システム
　　620　制御ブロック
　　620　タスク/仮想プロセッサ制御ブロック
　　640　実行リスト
　　630　準備リスト
　　660　マルチスレッドプロセッサ
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