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走行モード変更機構を利用したデバイスドライバの実現
野村裕佑† 乃村能成†
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丸山勝巳†††

既存の多くのオペレーティングシステムにおいて，デバイスドライバはカーネルに
組み込まれて動作する．そのため，デバイスドライバの信頼性がオペレーティングシ
ステム全体の信頼性に大きく影響する．ここでは，デバイスドライバをカーネルから
分離し，ユーザプロセスとして実現する手法を提案する．提案手法は，応用プログラ
ムの走行モード変更機構を利用する．デバイスドライバをユーザプロセスとして実装
することにより，オペレーティングシステム全体の信頼性の向上が期待できる．また，
提案手法を FreeBSD4.3 上に実装し，基本的なオーバヘッドを評価した．

An implementation of device drivers using
running mode switch mechanism
Yusuke Nomura,† Yoshinari Nomura,† Kazutoshi Yokoyama,†,††
Hideo Taniguchi† and Katsumi Maruyama†††
Conventional operating systems used to implement device drivers as kernel
modules or embedded objects. Therefore, maturity of a device driver influences
the reliability of a whole system. In this paper, we propose a method for
constructing isolated device drivers in the form of user process. Our proposed
method uses the running mode switch mechanism of application programs. User
process device drivers enhance the reliability of the operating system. We
evaluated the basic overhead of our method.
1. はじめに
計算機の進歩に伴い，次々に新たな入出力
機器が登場している．オペレーティングシス
テム（以降，OS と略す）において，これら
入出力機器はデバイスドライバと呼ばれるプ
ログラムによって制御される．OS を最新の
入出力機器に対応させるためには，デバイス
ドライバを順次開発する必要がある．このた
め，デバイスドライバは様々な時期に様々な
開発元によって作成されることが多い．した
がって，デバイスドライバの信頼性は開発元
により様々なものとなる．
既存の多くの OS では，デバイスドライバ
はカーネルに組み込まれ，カーネルの一部と
して動作する．そのため，デバイスドライバ
の信頼性が OS 全体の信頼性に大きく影響す
る．
OS の信頼性を向上させる方法として，デ
†
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バイスドライバをユーザプロセスとしてカー
ネルから分離する方法がある．ここでは，応
用プログラムの走行モード変更機構[1]を利
用し，ユーザプロセスとして動作するデバイ
スドライバの実現について述べる．
2. 走行モード変更機構
2.1 概要
システムコールは，応用プログラム（以降，
AP と略す）が OS に処理を依頼する機能を
提供する．システムコールによる OS 処理へ
の移行は，走行モード変更の処理を伴うため
オーバヘッドが大きい．システムコールのオ
ーバヘッドを削減する手法として，AP をス
ーパバイザモードで実行する手法がある
[2,3,4]．これらの手法では，AP から OS のシ
ステムコール処理を直接呼び出すことができ
る．このため，従来の OS で発生する走行モ
ード変更の処理が不要となる．これらの研究
では，プロセスが AP を実行する走行モード
を
OS の起動時やプロセス生成時に決定する．
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このため，プロセスの走行モード変更はプロ
セス停止を伴い，サービスが中断してしまう．
走行モード変更機構[1]は，AP を実行する
走行モードを，サービスを停止することなく
実行中の任意の時点でユーザモードからスー
パバイザモードに，またはスーパバイザモー
ドからユーザモードに変更する機構である．
図 1 に走行モード変更機構を利用したプロ
セス実行の概念を示す．プロセスは，走行モ
ード変更システムコールにより任意の時点で
走行モードを変更できる．switch_supervisor
システムコールは，プロセスをスーパバイザ
モード走行に変更する．逆に， switch_user
システムコールは，プロセスをユーザモード
走行に変更する．走行モード変更機構を利用
したプロセスは，ユーザモード走行時はソフ
トウェア割り込みによるシステムコールを用
い，スーパバイザモード走行時は関数呼出し
によるシステムコールを用いる．このため，
スーパバイザモード走行時のプロセスはシス
テムコールのオーバヘッドを削減できる．ま
た，スーパバイザモード走行時のプロセスの
ユーザ領域は，OS 領域と同様にページアウ
トの対象外としてメモリに常駐する．これに
より，スーパバイザモードプロセスではユー
ザ領域のページインとページアウトが発生し
ないため，さらにプロセスの実行を効率化す
ることができる．

モードは CS レジスタにより制御される．
FreeBSD では，AP 実行から OS 実行に移行
する際に，CS レジスタの値をカーネルスタ
ック上に退避する．また，OS 実行から AP
実行に移行する際，カーネルスタック上の CS
レジスタ値を回復することで AP 実行と OS
実行の走行モードを変更する．
図 2 はプロセス A がプロセス B の走行モー
ドを変更する場合を示している．このとき，
プロセス A の発行したシステムコールはプロ
セス B のモード変更要求を登録する．次に，
プロセス B が任意のシステムコールを発行し
た時点で走行モード変更要求を確認し，要求
が登録されている場合は自身のモードフラグ
と CS レジスタを更新し，走行モードを変更
する．
3. デバイスドライバの実現
3.1 概要
走行モード変更機構を利用したデバイスド
ライバの概要を図 3 に示し，以下に説明する．
スーパバイザモードで走行するユーザプロセ
スは，通常保護されているメモリ領域へのア
クセス，および I/O 命令を発行することがで
きるので，ハードウェアを直接制御すること
ができる．以下ではユーザプロセスとして実
現したデバイスドライバをコアと呼ぶ．

2.2 実現方式
Pentium4 プロセッサと FreeBSD を例に
したモード変更システムコールの動作を示す．
Pentium4 プロセッサでは，プロセスの走行
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図2 走行モード変更機構の実現方式

図1 走行モード変更機構の概要
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図3 デバイスドライバの概要

要求削除

コアは，初期化時に走行モード変更システ
ムコールを発行し，自身をスーパバイザモー
ドプロセスとする．これによりハードウェア
を直接制御し，ハードウェアの初期化処理を
行う．初期化処理の末尾でコア登録システム
コールを発行し，ドライバの種類，ドライバ
処理，および割り込み処理などの必要な情報
を登録する．コアの機能は，コア呼び出しシ
ステムコールを経て，スケジューラを介して
呼び出される．また，割り込みを利用して処
理を行う場合は，割り込み発生時にカーネル
が割り込み番号に該当するコアの割り込み処
理を呼び出す．
3.2 コア呼び出しの設計
プロセスがコア呼び出しを行う際の動作概
要を図 4 に示す．
コアは，機能を他プロセスから利用可能に
するため，初期化時にコア登録システムコー
ルにより自身の情報を OS に登録する．登録
後はそのまま OS 内部で要求待ち状態に移行
する．処理要求を行うプロセスは，コア呼び
出しシステムコールにより処理要求の登録と
処理対象コアの起動を行い，コアの処理が終
了するまで処理待ち状態で待機する．プロセ
ス切り替え後にコアに実行権が移ると，コア
は要求内容を取得し，コアのドライバ処理を
呼び出す．ドライバ処理が終了するとコアは
要求元プロセスを起動し，再び要求待ち状態
で待機する．そしてプロセス切り替え後に要
求元プロセスに実行権が移ると，要求元プロ
セスは要求を削除し，呼び出し元に復帰する．

プロセスAの
コンテキスト

要求元を起動
コアのコンテキスト

図4 コア呼び出しの動作概要
3.3 割り込み処理の設計
割り込み処理の実現方式としては次の 2 つ
の方式が考えられる．
(方式 1)
割り込みを処理処理するコアが実行権を得
るまで待ち，コアのコンテキストで割り込み
処理を実行する．つまり，割り込み発生時に
コアへの割り込み処理要求を登録し，コアの
待ち状態を解除する．その後，コアのコンテ
キストに切り替わった時に割り込み処理要求
を確認し，割り込み処理を実行する．
(方式 2)
割り込み発生時に，即時割り込み処理を呼
び出す．つまり，割り込み発生時に，仮想空
間を割り込み処理を実行するコアの仮想空間
に切り替え，コアの割り込み処理ルーチンを
呼び出す．
2 つの方式の比較を表 1 に示す．方式 1 で
は，割り込み発生からコアのコンテキストに
切り替わり，割り込み処理を実行するまでに
遅延が生じる．そのため，割り込み要求が複
数回発生した場合の要求管理や，コアのコン
表 1 割り込み処理の実現方式の比較
方式1
方式2
割り込み処理
実行が遅延 実行が即時
実行時期
他プロセスへの 少ない
性能低下の可能性あり
影響
処理の複雑さ
複雑
単純
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テキストにおける割り込み処理呼び出し処理
を行う必要があるため，処理が複雑化する．
しかし，OS のプロセス制御の枠組み内で動
作するため，他プロセスへの影響は最小限に
抑えられる．一方，方式 2 では，割り込み発
生時に即座に仮想空間を切り替えて割り込み
処理を実行するため，割り込み発生から割り
込み処理実行までの遅延は少ない．また，割
り込み発生時に即座に関数呼び出しで割り込
み処理を呼び出すため，処理が単純である．
しかし，Pentium4 プロセッサでは仮想空間
切り替え時に TLB のフラッシュが行われる
ため，仮想空間を切り替えて割り込み処理を
行った後，割り込み発生前に走行していたプ
ロセスの処理において TLB のミスヒットが
発生し，性能が低下するおそれがある．
以降では，割り込み処理実行の即時性と処
理の単純さを優先し，方式 2 を用いた実現に
ついて述べる．
3.4 実現方式
3.4.1 コア ID
それぞれのコアは，受け持つサービスの種
類を特定するためのコア ID を持つ．コア ID
は 32 ビットの整数値であり，図 5 に示す形
式をとる．それぞれのフィールドについて以
下に説明する．
(1) 処理内容
処理内容は，read, write のようなコア
に要求する処理の内容を示す．コア登録処
理時はコアが請け負う処理の種類を表す．
(2) 処理種別
処理種別は，ディスク入出力やメッセー
ジ通信など，デバイスやコアの種類を表す．
(3) 処理指定子
処理指定子は，UNIX 系 OS におけるデ
バイスのマイナー番号に相当し，どのデバ
イスがどのように処理を行うかといった
処理の詳細の指定に利用する．

フェース形式を示し，詳細を説明する．
(1) registcore()
registcore()は，コア呼び出しを行う際
に必要な情報をコア自身がカーネル内に
登録する操作である．registcore()を発行
したコアは，そのままカーネル内で待ち状
態に移行する．このとき，登録するコア ID
の処理内容と処理指定子は，コアが請け負
う処理内容および機能を示す．これらのビ
ットをすべて 1 にすることにより，ある処
理種別におけるすべての処理を請け負う
ことを示す．ifunc は，コアがデバイスか
ら割り込みを受け付ける際の割り込み処
理ルーチンのアドレスである．ufunc は，
callcore()による要求を処理するルーチン
のアドレスである．ifunc と ufunc の形式
を表 3 に示す．また，retval は，callcore()
により要求された処理の戻り値を格納す
るメモリ領域のアドレスである．
(2) callcore()
callcore()は，プロセスからコアに対して
処理要求を行う操作である．このとき指定
したコア ID に基づいて，カーネルは要求
先コアを決定する．引数バッファ buffp は，
要求先コアに与えるデータを格納したメ
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処理内容
(4ビット)

16 15
処理種別
(12ビット)

表 3 登録する関数の形式
インタフェース 引数
ifunc()
unsigned int itnrid;
割り込み識別子
unsigned int coreid;
コアID
ufunc()
unsigned int coreid;
コアID
void *buffp;
引数バッファへのポインタ

3.4.2 インタフェース
表 2 にコア関連システムコールのインタ
31

表 2 コア関連インタフェース形式
インタフェース 引数
registcore() unsigned int coreid;
登録するコアID
int *ifunc;
割り込み処理へのポインタ
int *ufunc;
ドライバ処理へのポインタ
void *retval;
戻り値バッファへのポインタ
callcore()
unsigned int coreid;
要求先コアのコアID
void *buffp;
引数バッファへのポインタ

0
処理指定子
(16ビット)

図5 コア ID の形式
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表 4 コア情報表のエントリ形式
メンバ 内容
pid
コアのPID
coreid コアID
*intr
割り込み処理関数へのポインタ
*ufunc ドライバ処理関数へのポインタ
*retval 戻り値を格納するバッファへのポインタ

ifunc
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割り込み
通知
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割り込み管理表
H/W

図6 実現方式の構成

モリ領域である．
3.4.3 構成
図 6 に実現方式の構成を示し，それぞれの
モジュールの処理概要を以下に示す．
(1) コア登録処理
コアは，対応するデバイスおよびコア自
身の初期化処理の最後に registcore シス
テムコールによりカーネル内にコア自身
を登録する．このとき，コア ID はコアの
種類や請け負う操作を表し，コア呼び出し
部はコアの情報を表 4 に示すコア情報表に
登録する．割り込み処理を登録する場合は，
割り込み処理部に対して coreid と割り込
み番号の対応を登録する．最後に，登録さ
れたコアを要求待ち状態に移行させる．
(2) 要求受付処理
要求受付部は，callcore システムコール
によりコアへの処理要求を受け付ける．要
求受付部は， callcore の引数として渡さ
れたコア ID から要求先コアを特定し，要
求元プロセスの情報とともにコア呼び出
し管理表に登録する．このとき，引数バッ
ファとして与えられたメモリ領域を複写
する．コア呼び出し管理表の形式を表 5 に
示す．次に，要求先コアの要求待ち状態を
解除し，要求元プロセスを処理待ち状態に
移行させる．要求元プロセスの処理待ち状

態が解除されると，コア呼び出し管理表に
設定された戻り値を callcore システムコ
ールの戻り値として設定し，要求をコア呼
び出し管理表から削除する．
(3) コア呼び出し処理
コア呼び出し部は，コア呼び出し管理表
とコア情報表を参照し，適切なコアの処理
を呼び出す．コアの要求待ち状態が解除さ
れコアのコンテキストに切り替わった時，
コア呼び出し部はコア呼び出し管理表を
参照し，未処理の要求を取り出す．次に，
コア ID を元にコア情報表との対応を取り，
登録された ufunc を実行する．ここで
ufunc は，ufunc 内で処理が終了した場合
は処理完了を示す値を返し，終了しなかっ
た場合は処理中を示す値を返す．このとき
の ufunc の戻り値に応じて以下の 2 つの処
理に分岐する．
(場合 1) 処理終了値を返す場合
コアの処理は終了しているので，コアへ
の要求の終了処理を行う．つまり，コア呼
び出し管理表に処理の戻り値を設定し，要
求元プロセスの処理待ち状態を解除し，コ
アは再度処理要求を確認後，要求が登録さ
れていなければ要求待ち状態に移行する．
要求が登録されていれば再びコア呼び出
し処理を行う．
(場合 2) 処理未終了値を返す場合
コアの処理は終了していないので，要求
元プロセスは処理待ち状態のまま，コアも
処理中の状態で待ち状態に移行する．以降
の処理は割り込みを契機として実行する．
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表 5 コア呼び出し管理表のエントリ形式
メンバ
source̲pid
coreid
*buffp
flag
retval

内容
要求元プロセスのプロセスID
要求先コアのコアID
コア処理の引数バッファへのポインタ
コアの状態を表すフラグ
コア処理の戻り値

表 6 割り込み管理表のエントリ形式
メンバ 内容
intrtype 割り込み種別
coreid コアID

す値を返した場合は，ufunc と同様にコア
への要求の終了処理を行う．

(4) 割り込み処理
割り込み処理部には，コア登録時にコア
ID と割り込み番号の対応が登録される．
割り込み管理表の形式を表 6 に示す．割り
込みが発生した時，割り込み処理部は必要
な前処理を行った後，割り込み管理表を参
照する．割り込み番号に対応するコア ID
が登録されている場合はコア ID を割り込
み処理呼び出し部に通知する．
(5) 割り込み処理呼び出し処理
割り込み処理呼び出し部は，通知された
コア ID にもとづき，割り込み処理を実行
する．割り込み処理呼び出しの処理概要を
図 7 に示す．割り込み処理部により割り込
みを処理するコアのコア ID が通知される
と，仮想空間を処理対象コアの仮想空間に
切り替え，コア情報表に登録された ifunc
を関数呼び出しで呼び出す．コアの割り込
み処理終了後は仮想空間を元に戻し，割り
込みから復帰する．このとき，ifunc は戻
り値としてコアに要求された処理が終了
したかどうかを示す値を返す．処理未終了
を示す値を返した場合は，そのまま割り込
み処理から復帰する．一方，処理終了を示
コア呼び出し処理

割り込み処理
割り込み通知
空間切り替え
割り込み処理呼び出し
処理は終了したか

No

Yes
戻り値を設定

待ち状態から復帰

呼び出し元の
待ち状態を解除

コア呼び出し
終了処理

空間切り替え

4. 評価
コア呼び出し処理を FreeBSD4.3 上に実装
し，Pentium4 プロセッサ 2.8GHz を用いて
オーバヘッドの評価を行った．測定はハード
ウェアクロックを利用し，以降の各処理時間
は 10 回の測定の平均値である．
4.1 基本オーバヘッドの測定
カーネルに組み込まれて動作するデバイス
ドライバの大半は，割り込み処理をのぞき，
デバイスドライバの機能を呼び出すプロセス
のコンテキストで動作する．一方，提案方式
では，デバイスドライバの機能を呼び出すプ
ロセスとは異なるコンテキストでデバイスド
ライバが動作する．つまり，カーネルに組み
込まれたデバイスドライバを使用する場合と
比較すると，プロセスがコア呼び出しを行い，
デバイスドライバの機能が実行されるまでの
間にプロセススケジューリング，コンテキス
トスイッチ，および引数バッファ領域複写の
ためのオーバヘッドが発生する．
呼び出された後，何も処理を行わずに処理
を完了するコアを実装し，このオーバヘッド
の測定を行った．コアの引数バッファのサイ
ズは 4KB とする．何も処理を行わず完了す
るだけのシステムコールとの比較結果を表 7
に示す．表 7 より，割り込み処理を伴わない
コア呼び出し処理のオーバヘッドは約 26600
クロックであることがわかる．
4.2 割り込みを伴う処理オーバヘッドの評価
割り込みを利用したデバイスドライバ処理
の例として，カーネル組み込み型と提案方式
の 2 つの方式を採用したデータ送信のみを行
う RS-232C ドライバを実装し，評価を行っ
た．
ユーザプロセスから 2 種類の RS-232C ド
ライバに 1 バイトのデータ送信を要求し，処
理終了までの時間を計測した．図 8 に，それ
ぞれのデバイスドライバにおける 1 バイト
表 7 コア呼び出し処理の基本オーバヘッド
処理内容
処理時間(クロック数)
システムコール
1338
コア呼び出し
27947

割り込み復帰

図7 割り込み処理呼び出しの処理概要

−30−
6

提案方式
プロセス

コア

開始

理方式を示した．また，提案手法を
FreeBSD4.3上に実装し，基本的なオーバヘ
ッドの評価を行った．評価の結果，割り込み
処理のオーバヘッドは軽微であるものの，コ
ア呼び出しの要求処理に大きなオーバヘッド
がかかることがわかった．
今後の課題は，プロセスとデバイスドライ
バの通信の高速化が考えられる．また，提案
手法の一般的な様々な事例における検討，お
よび評価が必要である．

組み込み型
デバイスドライバ
開始

要求処理

処理待ち

処理待ち解除

要求待ち解除

ドライバ処理

ドライバ処理

処理待ち

処理待ち

割り込み処理
処理未終了

割り込み処理
処理未終了

割り込み処理
処理終了

割り込み処理
処理終了
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図8 測定用デバイスドライバの処理概要
表 8 デバイスドライバの処理時間の比較
実現方式 処理時間(クロック数)
組み込み型
797633
提案方式
825391
データ送信の処理概要を示す．ここで実装し
たデバイスドライバは，1 バイトのデータを
送信する際に 2 度の割り込み処理を伴う．
測定結果を表 8 に示す．カーネル組み込み
型デバイスドライバと提案方式の処理時間の
差は約 27800 クロックである．これは，割り
込みを伴わないコア呼び出し処理のオーバヘ
ッドとほぼ同じであることから，提案方式の
割り込み処理にかかるオーバヘッドは，
RS-232C のような低速なデバイスに対して
は軽微であるといえる．
5. おわりに
OS の信頼性を向上させるため，応用プロ
グラムの走行モード変更機構を利用し，デバ
イスドライバをカーネルから分離してユーザ
プロセスとして構成する手法を述べた．
デバイスドライバの実現のため，デバイス
ドライバへの要求，および割り込み処理の処
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