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応用プログラムの走行モード変更機構
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あらまし
多数のシステムコールを発行する処理のオーバヘッドを削減する新たな方式について述べる。
提案する方式は、ユーザモードで実行されている応用プログラムのプロセスを、任意の時点で、
スーパバイザモードで実行するプロセスへ変更する。つまり、プロセスは、応用プログラムの実
行に関して、ユーザモードとスーパバイザモードの両方の走行モードを使い分けることができる。
スーパバイザモードで実行される応用プログラムは、OS のシステムコール処理を関数呼出しで利
用する。これにより、効率的な実行が要求される処理については、スーパバイザモードで実行し
システムコールの処理オーバヘッドを削減することが可能である。ここでは、提案方式について、
検討結果を報告する。

A mechanism for switching running mode of application programs
Kazutoshi Yokoyama†,††, Yoshinari Nomura‡, Hideo Taniguchi‡,
and Katsumi Maruyama‡‡
Abstract
This paper presents a new mechanism to reduce the overhead about processing in which a
lot of system calls are issued. The proposed method changes the process of an application
program running in the user mode to the process running in the supervisor mode at any time.
In a word, the process can use two running modes of the user mode and the supervisor mode
during executing the application program. The application program running in the supervisor
mode uses the system call by the function call. As a result, the overhead of the system call
processing can be reduced by executing the process in the supervisor mode for the application
program to which efficient execution is required.

１．はじめに
近年の計算機性能の向上と普及により、計算機
で扱うサービスの規模が増大している。また、計
算機で扱うサービスの種別もトランザクション
処理やマルチメディア処理を中心に多様化して
いる。さらに、近年のインターネットの普及に伴
い、計算機でサービスを実現し提供する形態も大
きく変化している。すなわち、サービス毎に専用
のシステムを構築する形態から、インターネット
データセンタのように、同一システム上に複数種
類のサービスを実現し、負荷に応じて計算機を割
り振る形態が出現している。このようなサービス
の実現形態では、時刻により負荷の高いサービス
が変化する。また、インターネットデータセンタ
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の利用者のサービス品質契約に応じて、特定の応
用プログラム（以降、AP と略す）や特定トラン
ザクションのサービス品質を保証する必要があ
る。このように、これらの多様かつ様々な処理性
能要求を持つサービスを効率良く実行するため
には、サービスを実現する AP とオペレーティン
グシステム（以降、OS と略す）との効率的な連
携が求められる。
AP は、計算機上でプロセスとして実行される。
プロセスの実行状態は、プロセッサの動作モード
により、ユーザモードとスーパバイザモードの 2
つに分類できる。従来の OS では、プロセスが
AP を実行する時、プロセッサの動作モードはユ
ーザモードである。ユーザモードの場合、プロセ
スは、仮想空間内の AP 領域のみを用いる。一方、
プロセスが OS を実行する場合、プロセッサの動
作モードはスーパバイザモードである。スーパバ
イザモードの場合、プロセスは、AP 領域と OS
領域の両者を利用することができる。ユーザモー
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(4)

で走行させるための試験工数の削減できる。
なお、以降では、走行モードを意識しない場合、
単にプロセスと呼ぶ。
２．ツインモードプロセス方式
2.1 基本方式
ユーザモードプロセスとスーパバイザモード
プロセスの構成を図１に示し、以下に説明する。
図１(a)は、従来の OS のプロセスであるユー
ザモードプロセスである。ユーザモードプロセス
では、AP を実行する場合と OS プログラムを実
行する場合で、プロセッサの動作モードと利用可
能な仮想空間部が異なる。具体的には、AP 実行
時には、プロセッサの動作モードはユーザモード
であり、仮想空間の AP 領域のみを用いることが
できる。AP と OS の連携は、AP からシステム
コールを発行することで実現される。システムコ
ール xyz()が発行されると、ソフトウェア割込み
を利用して OS に処理が移行する。このとき、プ
ロセッサは、動作モードをスーパバイザモードに
変更すると共に、実行プログラムやスタックを
OS 領域へ切り替える。図１(b)は、スーパバイザ
モードプロセスの様子を示している。スーパバイ
ザモードプロセスは、AP と OS の両方をスーパ
バイザモードで実行する。スーパバイザモードプ
ロセスにおけるシステムコール処理は、AP から
OS のシステムコール処理である sys_xyz()を関
数呼出しすることで実現される。
ツインモードプロセス方式の概念を図２に示
し、以下に説明する。
AP
/*システムコー ル*/
xyz();
ｼｽﾃﾑｺｰﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ
xyz(){ ｿﾌﾄｳｪｱ割込み;}

領域
AP

ソフトウェア割込み
/*システムコール処理*/
sys_xyz(){ ・・・

}

領域
OS

スーパバイザ
モード

OS
(a) ユーザモードプロセス
AP
/*システムコー ル*/
xyz();
ｼｽﾃﾑｺｰﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ
xyz(){ sys_xyz(); }

領域
AP

関数呼出し
/*システムコール処理*/
sys_xyz(){ ・・・ }
OS
(b) スーパバイザモードプロセス

図１ プロセスの構造

領域
OS

スーパバイザモード
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ユーザモード

ドからスーパバイザモードへの移行は、プロセス
が、OS へシステムコールを発行することを契機
に移行する。具体的には、プロセッサに対してソ
フトウェア割込み（trap 命令や int 命令）を発行
し、プロセスからの要求を OS に通知する。スー
パバイザモードからユーザモードへの移行は、シ
ステムコールからの復帰命令を OS がプロセッ
サに発行することにより移行する。これらの処理
は、コンテキスト切り替え処理を伴う。つまり、
プロセッサの動作モードの切り替え、プロセスの
コンテキストの退避、および、新たなプロセスの
コンテキストの復旧処理が発生する。この処理オ
ーバヘッドは大きく、短時間で多数のシステムコ
ール発行を伴うトランザクション処理では無視
できない[1]。
AP と OS を効率的に連携される研究について、
OS の構成を動的に変更する研究が行われている
[2][3]。また、システムコール処理の処理オーバ
ヘッドを削減することを目的とした研究として、
AP を OS 内で走行させる研究がある[4][5]。文献
[4]では、型付きアセンブリ言語を提案し、AP を
安全に OS 内で動作させることを実現している。
また、文献[5]の研究では、AP を OS 内で動作さ
せるに必要な AP の改良を容易に行うことを可
能にする開発環境を提案している。これらの研究
では、予め決められた AP を OS 内で走行させる
ことにより、システムコール処理のオーバヘッド
の削減を実現している。
ここでは、多数のシステムコールを発行するこ
とが要求される処理を対象に、システムコール処
理のオーバヘッドを削減し、効率的なプロセスの
実行を可能にする新たな方式を提案する。提案方
式は、AP をユーザモードで実行するプロセス（以
降、ユーザモードプロセスと呼ぶ）を、任意の時
点で、AP をスーパバイザモードで実行するプロ
セス（以降、スーパバイザモードプロセスと呼ぶ）
へ変更する。つまり、プロセスは、AP の実行に
関して、ユーザモードとスーパバイザモードの両
方の走行モードを使い分けることができる。以降
では、この方式をツインモードプロセス方式と名
付ける。スーパバイザモードプロセスは、OS の
システムコール処理を関数呼出しの形態で利用
できる。これにより、ユーザモードプロセスのシ
ステムコール処理で発生したコンテキストの退
避や復旧処理を不要としている。また、ツインモ
ードプロセス方式を用いることにより、サービス
品質要求の高いトランザクション処理のみを対
象に、プロセス実行の効率化が図れる。さらに、
提案方式は、既存の AP を変更することなく、ス
ーパバイザモードで走行するプロセスへ変更で
きる特徴を有している。このため、AP を OS 内

(1) プロセスは、走行中にシステムコールにより、
走行モードを変更する。システムコールは、
プロセスが走行中の任意の時点で発行される。
(2) Change_Supervisor システムコールは、ユー
ザモードプロセスをスーパバイザモードプロ
セスに変更する。逆に、Change_User システ
ムコールは、スーパバイザモードプロセスをユ
ーザモードプロセスに変更する。それぞれのシ
ステムコールでは、プロセスの走行モードを変
更すると共に、AP と OS が走行する環境を設
定する。具体的には、スタック部の設定や、保
護領域の設定を行う。これら 2 つのシステムコ
ールを走行モード変更システムコールと呼ぶ。
(3) プロセスの走行モードがユーザモードプロ
セスの場合、ソフトウェア割込みを用いて、
OS へシステムコール処理を依頼する。逆に、
プロセスの走行モードがスーパバイザモード
プロセスの場合、関数呼出しによりシステムコ
ール処理を呼び出す。
Change_Supervisor
システムコール

AP
/*ｼｽﾃﾑｺｰﾙ*/
xyz();

AP
/*ｼｽﾃﾑｺｰﾙ*/
xyz();

ソフトウェア割込み

関数呼出し

Change_User
システムコール

OS

OS

ユーザモードプロセス

スーパバイザモードプロセス

図２ ツインモードプロセスの基本方式
2.2 期待される効果と問題点
従来の OS で実現されているユーザモードプ
ロセスは、ソフトウェア割込みを用いて、OS に
処理を依頼する。ソフトウェア割込みが発生する
と、OS に制御が移行すると同時に、プロセッサ
の動作モードをスーパバイザモードに設定する。
これにより、他のプロセスが利用している計算機
資源を保護すると共に、OS 自身の領域を保護し
ている。つまり、ユーザモードプロセスの利用は、
AP の不正な処理から、計算機資源や OS 領域を
容易に保護できる利点がある。しかしながら、
AP がソフトウェア割込みを発生させると、プロ
セッサの動作モードの変更、スタックの変更、プ
ロセスコンテキストの退避と復旧処理が発生す
る。このため、システムコールを多数発行する
AP では、ソフトウェア割込みのオーバヘッドは
無視できず、処理能力の低下を招く問題がある。
一方、スーパバイザモードプロセスは、AP の
実行時にも、プロセッサの動作モードがスーパバ

イザモードで走行する。また、OS のシステムコ
ール処理を関数呼出しで利用する。このため、ソ
フトウェア割込みに伴うオーバヘッドが発生せ
ず、処理能力の向上が期待できる。しかしながら、
AP が直接 OS 機能を利用するため、他のプロセ
スが利用している計算機資源や OS 領域の保護
が問題となる。具体的には、AP がプロセッサの
特権命令（halt 命令など）を発行することや、
OS 領域のメモリ内容を直接操作することが可能
になる。つまり、AP の不正な処理によりシステ
ム停止を引き起こしてしまう問題がある。
ツインモードプロセス方式は、AP により、ユ
ーザモードプロセスとスーパバイザモードプロ
セスを切り替えることを可能にしている。例えば、
十分に試験され、これまでの運用実績が十分であ
る AP については、AP による不正処理の可能性
が低い。このような AP については、スーパバイ
ザモードプロセスで走行させることにより、処理
の効率化を図る。一方、運用実績のない AP につ
いては、処理効率より保護を優先させ、ユーザモ
ードプロセスとして走行させる。また、ツインモ
ードプロセス方式は、任意の時点での走行モード
の切り替えを可能にしている。これにより、例え
ば、特定 AP の負荷が高くなった場合にスーパバ
イザモードプロセスに切り替え、処理の効率化が
図れる。また、サービス品質要求の高い特定のト
ランザクションについては、特定のトランザクシ
ョン実行前にスーパバイザモードプロセスに切
り替え、応答時間の短縮化を図ることができる。
３．要求条件
ツインモードプロセス方式の実現に関して、以
下の要求条件がある。
（要求１）AP の互換性
AP をスーパバイザモードで走行させるために
AP のプログラム変更が発生すると、AP の試
験やデバッグをやり直す必要がある。このため、
既存 AP をそのまま再利用することが求めら
れる。また、同一のプログラムで、ユーザモー
ドプロセスとスーパバイザモードプロセスの
両方で走行できることが必要である。
（要求２）OS 領域の保護
スーパバイザモードプロセスは、2.2 で述べた
ように、他のプロセスが利用している計算機資
源や OS 自身の保護が問題となる。このため、
AP の不正な処理によるシステム停止を防ぐた
めの OS 領域の保護が必要である。この際、ス
ーパバイザモードプロセスの利点である、処理
オーバヘッドの削減効果を損なわないよう、最
小限の OS 領域の保護機能を提供することが
求められる。
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（要求３）すみやかな走行モード切り替え
AP は、刻々と変化する環境に対処するため、
処理の効率化が必要な任意の時点でプロセス
の走行モードを変更する。つまり、他 AP から
の走行モード変更システムコールの発行を認
める必要がある。また、走行モード変更システ
ムコールが発行された場合、即座に状態を変更
することが求められる。
また、ツインモードプロセス方式を実現する際
に、既存の OS への変更量の最小化と局所化を考
慮する必要がある。
４．実現方式
4.1 基本的な処理の流れ
ツインモードプロセス方式の基本的な構成を
図 3 に示し、以下に説明する。
(1) プロセスは、仮想空間上にユーザモードプロ
セスであるか、スーパバイザモードプロセスで
あるかの走行モードフラグ領域を持つ。また、
スーパバイザモードプロセスがシステムコー
ル処理を関数呼出しで利用するための、システ
ムコールアドレス領域を持つ。これら２つの領
域をツインモード制御領域と呼ぶ。
(2) AP にリンクされるシステムコールライブラ
リは、走行モードフラグ領域を参照し、プロセ
スの走行モードがユーザモードプロセスであ
るかスーパバイザモードプロセスであるかを
判定する。
(3) プロセスの走行モードがユーザモードプロ
セスの場合、ソフトウェア割込みを用いて、
OS へシステムコール処理を依頼する。プロセ
スの走行モードがスーパバイザモードプロセ
スの場合、システムコールアドレス領域から該
当するシステムコール処理のアドレスを取得
し、該当アドレスへジャンプする。これら 2
つの呼出し形態を、ツインモード呼出し形態と
呼ぶ。
4.2 実現上の課題
ツインモードプロセス方式を実現する基本的
な課題として以下のものがある。
(a) ツインモード制御領域の実現方式
(b) ツインモード呼出しにおけるシステムコー
ル処理の実現方式
(c) OS 保護の実現方式
(d) 走行モード変更システムコールの実現方式
以降では、各課題への対処について述べる。

AP
/*システムコー ル*/
xyz();

走行モード
フラグ領域

システムコールライブラリ
if（走行モードフラグ） ソフト割込み;
else
sys_xyz();

/*システムコール処理*/
sys_xyz()｛ ｝
・・・

ｼｽﾃﾑｺｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
領域
(a) &sys_xyz()
(b) ・・・

OS

図３ ツインモードプロセス方式の基本構成

ードがユーザモード時に参照される。一方、スー
パバイザモードプロセスとして動作するときに
は、プロセッサの動作モードがスーパバイザモー
ド時に参照される。つまり、プロセッサの動作モ
ードが、ユーザモードとスーパバイザモードの両
モードで参照される。一方、プロセッサの動作モ
ードがユーザモードの場合は、AP 領域のみが参
照可能である。このため、AP 領域にツインモー
ド制御領域を確保する必要がある。
ツインモード制御領域の確保方式として、以下
の２つ方式がある。
（方式 A）AP 指定方式
AP（ユーザプログラム）が明示的に、領域を
確保するシステムコール（sbrk）や static 変
数定義により領域を確保する。また、確保した
領域のアドレスを OS に通知する。
（方式 B）OS 設定方式
プロセス生成時（fork & exec）時に、プロセ
スの AP 領域の固定アドレスに、OS が領域を
確保する。
方式 A と方式 B を、AP の互換性（要求１）と
OS の変更量の観点から比較した結果を表 1 に示
す。方式 A は、AP が明示的にツインモード制御
領域を確保する。このため、領域確保システムコ
ールの呼出し処理や static 変数宣言を、応用プロ
グラムに追加する必要があり、既存 AP の再利用
ができない。また、AP が確保した制御領域のア

4.2.1 ツインモード制御領域の実現方式
ツインモード制御領域は、ユーザモードプロセ
スとして動作するときには、プロセッサの動作モ
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表１ ツインモード制御領域の確保方式の比較
AP互換性

×
方式A

領域確保と領域通
知システムコールの
呼出しを追加

○
方式B

変更なし
（再コンパイルのみ）

OS変更量

×
・領域通知システム
コールの新規追加
・プロセス毎に異なる
領域管理

△
fork&execの変更

4.2.2 ツインモード呼出しのシステムコール処理の
実現方式
ツインモードプロセス方式におけるシステム
コール処理は、ユーザモードプロセスとスーパバ
イザモードプロセスの場合で異なる。ユーザモー
ドプロセスの場合は、ソフトウェア割り込みによ
りシステムコール処理を呼び出し、割り込みから
の復帰によりシステムコール処理から復帰する。
Linux のシステムコール処理を例に、ソフトウェ
ア割込みによるシステムコール処理の様子を図
4 に示す。ソフトウェア割り込みが発行されると、
システムコールの共通受付部であるシステムコ
ールハンドラが最初に実行される。システムコー
ルハンドラは、引数からシステムコール番号を取
得し、該当番号のシステムコール処理を実現する
システムコール関数を呼び出す。その後、再スケ
ジュールを行い、割り込みからの復帰命令を実行
する。
一方、スーパバイザモードプロセスの場合、シ
ステムコール処理を関数呼出しで利用し、関数呼
出しからの返却によりシステムコール処理から
復帰する。すなわち、OS のシステムコール処理
は、両方の形態の呼出しと復帰処理を実現する必
要がある。ソフトウェア割込みによる呼出しと関
数呼出しのツインモードでの利用を可能にする

システムコール処理の実現方式として、図 5 に示
す２つの方式がある。
（方式 A）システムコール関数呼び出し
ソフトウェア割込みによるシステムコール処
理は、システムコールハンドラにより受け付け
る。一方、関数呼出しは、システムコールライ
ブラリからシステムコール関数を直接呼び出
す。
（方式 B）ハンドラ呼び出し
ソフトウェア割込みと関数呼出しの両方にお
いて、システムコールハンドラが受け付ける。
方式 A は、システムコール処理の処理量が少な
い。具体的には、システムコールハンドラの処理
を省略できると共に、システムコール関数へ渡す
引数のコピー回数を削減できる。しかし、すべて
のシステムコール関数のアドレスをシステムコ
ールアドレス領域に設定し、プロセスに通知する
必要がある。このため、プロセス生成時の OS 処
理が複雑化する。また、システムコール関数を直
接呼び出すため、システムコールからに復帰時に、
プロセスの再スケジュールができない問題があ
る。このため、優先度の高いプロセスが存在して
も、プロセス切り替えが実行されない問題が生じ
る。一方、方式 B は、方式 A に比べ処理量が多
くなる。しかし、システムコール領域に保持する
アドレスがシステムコールハンドラのアドレス
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ドレスを OS に通知するシステムコールを追加
する必要がある。さらに、OS がプロセス毎に異
なる制御領域のアドレスを管理するため、OS の
制御が複雑化する。一方、方式 B は、OS が、固
定領域を割り当てるため、AP の変更はない。ま
た、固定領域の割り当ては、プロセス生成システ
ムコール（fork & exec）を変更することで実現
できる。さらに、OS は、制御領域のアドレスが
すべてのプロセスの同じであるため、制御が簡単
である。
以上のことより、ツインモード制御領域の実現
方式は、方式 B が良いと言える。

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ関数#1()
ｼｽﾃﾑｺｰﾙ関数#2()
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OS

OS
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図５ システムコール処理の実現方式

図４ ソフトウェア割り込みのシステムコール処理

−29−

のみであり、OS の制御が簡単である。
方式 A と方式 B の有効性は、ツインモードプ
ロセス方式の適用環境に依存する。例えば、優先
度の高いプロセスのみを対象にツインモードプ
ロセス方式を適用する場合、優先度の高いプロセ
スが待たされることは少ない。このため、方式 A
が有効となる。一方、ツインモードプロセス方式
を適用するプロセスが特定できない環境では、他
のプロセス処理への影響を与えないために、方式
B が有効となる。
4.2.3 OS 領域の保護
スーパバイザモードプロセスは、AP の実行時
にも、プロセッサの動作モードはスーパバイザモ
ードである。このため、不正な処理に対して保護
する必要がある。AP の不正な処理は、以下の２
つに分類できる。
(1) プロセッサの特権命令実行
AP が、プロセッサの特権命令（halt 命令など）
を実行する。
(2) OS 領域への不正アクセス
AP のバグや悪意を持った AP が、OS 領域の
内容を改竄し、破壊する。
(1) については、AP が利用する命令を解析する
ことで特権命令実行を防ぐことができる。(2)に
ついては、AP の試験を十分に行うことにより、
可能性を低くすることはできるが、完全に排除す
ることはできない。このため、 (2)への対処が必
要である。OS 領域の保護は、プロセッサのアド
レス変換機構に依存する。通常、仮想アドレスを
物理アドレスに変更するとき、ページ変換テーブ
ルを用いる。プロセッサのアドレス変換機構は、
プロセッサの動作モードと該当ページのアクセ
ス権を比較し、OS 領域への不正アクセスを防御
する。具体的には、プロセッサの動作モードがス
ーパバイザモードの時のみ、OS 領域へのアクセ
スを許可する。スーパバイザモードプロセスは、
AP の実行時にも、プロセッサの動作モードはス
ーパバイザモードである。このため、プロセッサ
の動作モードがスーパバイザモードの時、AP 実
行中であれば OS 領域の保護を行う制御が必要
となる。
スーパバイザモードプロセスにおける、AP 実
行中の OS 保護の実現方式を図６に示し、以下に
説明する。
（方式 A）ページ変換テーブル変更方式
スーパバイザモードプロセスが AP 実行から
OS 実行に移行する時に、ページ変換テーブル
の OS 領域に関するアクセス権限を変更する
方式である。図 6(a)に示すように、関数呼出し
によりシステムコール処理を呼び出す際、OS

ページ領域

アクセス権
ReadOnly

ページ変換
レジスタ

関数
呼出し時

OS領域

関数
復帰時

Read/Write
（ａ）方式A
関数
復帰時
ページ変換
レジスタ
関数
呼出し時

ページ領域

アクセス権

OS領域

ReadOnly

切り替え
ページ領域

アクセス権

OS領域

Read/Write

（ｂ）方式B

図６ OS領域の保護の実現方式

領域のアクセス権を Read/Write に変更する。
逆に、システムコール処理から復帰する時、ア
クセス権を ReadOnly に設定する。つまり、
AP 実行中には、アクセス権が ReadOnly のた
め、OS データの改竄を防止できる。
（方式 B）ページ変換テーブル切り替え方式
AP 実行中と OS 実行中で異なるページ変換テ
ーブルを用意し、関数呼出し時と復帰時に切り
替える方式である。２つのページ変換テーブル
は、OS データ部のアクセス権のみが異なる。
方式 A は、OS 領域のページ数に応じて、対応す
るエントリを変更する必要がある。一方、方式 B
は、関数呼び出し時と復帰時にページ変換レジス
タを変更するのみである。しかしながら、プロセ
ス生成時に２つのページ変換テーブルを作成す
る必要がある。多数のシステムコールを発行する
AP では、AP と OS の実行の切り替えが頻繁に
発生する。このため、OS 領域の保護の実現では、
処理量の少ない方式 B が有効である。
4.2.4 走行モード変更システムコールの実現方式
ツインモードプロセス方式では、走行モード変
更システムコールは、システムコールが発行され
た時点での変更対象のプロセスの実行状態を考
慮する必要がある。これは、ツインモードプロセ
ス方式では、任意のタイミングで走行モードを変
更することができ、また、他プロセスからの走行
モードを変更することを許しているためである。
具体的には、以下の 6 つの場合について、走行モ
ード変更の処理を行う必要がある。
(1) 自プロセスの走行モード変更
走行モード変更システムコールを発行するプ
ロセスが、自分自身の走行モードを変更する場
合である。さらに、以下の 2 つがある。
(1a) ユーザモードプロセスからスーパバイザ
モードプロセスへの変更
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(1b) スーパバイザモードプロセスからユーザ
モードプロセスへの変更
(2)他プロセスの走行モード変更
他プロセスの走行モードを変更する場合であ
る。この変更の場合、変更対象となるプロセス
の走行モードと実行しているプログラム（AP
か OS）により、以下の 4 つの場合を考慮する
必要がある。
(2a) ユーザモードプロセスからスーパバイザ
モードプロセスの変更、かつ、AP 実行中
(2b) ユーザモードプロセスからスーパバイザ
モードプロセスの変更、かつ、OS 実行中
(2c) スーパバイザモードプロセスからユーザ
モードプロセスへの変更、かつ、AP 実行中
(2d) スーパバイザモードプロセスからユーザ
モードプロセスへの変更、かつ、OS 実行中
自プロセスの走行モード変更を例にした走行モ
ード変更システムコールの基本的な処理を図 7
に示す。図 7 は、Pentium プロセッサ上の Linux
で の 実 現 を 想 定 し て い る 。 図 7(a) は 、
Change_Supervisor システムコールにより、ユ
ーザモードプロセスからスーパバイザモードプ
ロセスに変更する様子を示している。
Change_Supervisor システムコールは、主に２
プロセス#１
AP
Change_Supervisor
の処理内容
走行モード変更

ユーザスタック

変更
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・・・
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OS
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AP
Change_User
の処理内容
走行モード変更

走行モードフラグ領域
変更

追加
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・・・

コンテキスト
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ユーザスタック

OS
(ｂ) Change_Userの基本処理

図７ 走行モード変更システムコールの基本処理

つの処理を行う。AP 領域の走行モードフラグ領
域の更新処理と、カーネルスタックの CS レジス
タ領域の更新処理である。CS レジスタの値は、
プロセッサの動作モードが格納されている。図
7(a)のプロセス#1 について、OS 実行から AP 実
行に移行する際、プロセッサは、カーネルスタッ
クの AP コンテキストを読み込む。つまり、CS
レジスタをスーパバイザモードに設定しておく
と、AP 実行においてもプロセッサの動作モード
が ス ー パ バ イ ザ モ ー ド と な る 。 図 7(b) は 、
Change_User システムコールにより、スーパバ
イザモードプロセスからユーザモードプロセス
に変更する様子を示している。この場合、カーネ
ルスタックに AP コンテキストが存在しないた
め、AP コンテキストを構築する。その際、CS
レジスタをユーザモードに設定することで、AP
実行のプロセッサの動作モードがユーザモード
に変更される。
他プロセスの走行モード変更機能の実現は、走
行モードの変更処理を行う時期により、複雑さが
異なる。走行モード変更処理を行う時期により、
以下の２つの実現方式がある。
（方式 A）システムコール発行プロセス方式
走行モード変更システムコールを発行したプ
ロセスの走行コンテキストで変更対象のプロ
セスの走行モード変更処理を行う方式である。
図 8(a)にシステムコール発行プロセス方式の
様子を示す。図 8(a)は、他プロセスであるプロ
セス#2 がプロセス#1 の状態を切り替える場
合を示している。この場合、プロセス#2 の走
行コンテキストで、プロセス#1 の状態が変更
される。
（方式 B）変更対象プロセス方式
変更対象となるプロセスの走行コンテキスト
で変更を行う方式である。図 8(b)にこの様子を
示す。図 8(b)は、他プロセスであるプロセス#2
がプロセス#1 の状態を変更する場合を示して
いる。この場合、プロセス#2 が発行したシス
テムコールは、プロセス#1 の走行モード変更
の要求を登録するのみである。プロセス切り替
えにより、プロセス#1 の走行が再開された場
合、プロセス#1 は、走行モード変更要求の有
無を確認する。走行モード変更要求が登録され
ている場合、プロセス#1 が自分自身の走行モ
ードを変更する。
システムコール発行プロセス方式（方式 A）と
変更対象プロセス方式（方式 B）の両者において、
走行モード変更処理の実現の複雑さを比較する。
比較した結果を表２に示す。方式 A の他プロセ
スの走行モード変更は、(2a)〜(2c)までは、自プ
ロセス変更時の基本処理を適用できる。これは、
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プロセス#1

表2 実現方式の比較

プロセス#2

走行モード変更処理内容

走行モード変更システムコール

方式A
自プロセス
変更

プロセス#2の走行コンテキスト
プロセス#1の走行モード変更処理
OS
（ａ）システムコール発行プロセス方式
プロセス#2

プロセス#1

走行モード変更
システムコール

走行モード変更
システムコール

他プロセス
変更

プロセス#2の
走行コンテキスト

プロセス#1の
走行コンテキスト
プロセス#1の走行モード
変更

プロセス#1の走行モード
変更登録
OS

（ｂ）変更対象プロセス方式

図８ 他プロセスの走行モード変更の実現方式

走行モード変更システムコールが発行された時
点でのカーネルスタックの内容が、空であるか
AP コンテキストのみが存在しているからである。
一方、(2d)の場合、カーネルスタックに、OS 実
行時のコンテキストが存在する。そのため、カー
ネルスタックの最下位（ボトム）に、AP コンテ
キストを挿入し、カーネルスタックを再構築する
必要がある。このため、アドレスの変換処理を行
う必要があり、処理が複雑化する。一方、方式 B
は、基本処理をすべての場合に適用できる。この
ため、走行モード変更処理の実現が容易である。
方式 A と方式 B について、走行モード変更の
即時性を比較する。方式 A は、走行モード変更
システムコールの処理中に走行モードが変更さ
れるため、即時に変更される。一方、方式 B は、
変更対象のプロセスが走行するまで遅延する。し
かしながら、多数のシステムコールが発行される
処理においては、遅延時間は十分に短い。このた
め、プロセスの処理の効率化に与える影響が少な
いと考える。
５．おわりに
ユーザモードで応用プログラムを実行するプ
ロセスを、任意の時点で、スーパバイザモードで
実行するプロセスへ変更することで処理の効率
化を図るツインモードプロセス方式を提案した。
スーパバイザモードで走行するプロセスは、OS
のシステムコール処理を関数呼出しで利用する。
これにより、ユーザモードで応用プログラムを実
行する際に発生するコンテキストの退避や復旧
処理を不要にし、処理の効率化を実現している。

方式B

(1a)

Change_Supervisor Change_Supervisor
基本処理
基本処理

(1b)

Change_User
基本処理

Change_User
基本処理

(2a)

(1a)と同様

・変更要求登録
・(1a)処理

(2b)

(1a)と同様

・変更要求登録
・(1a)処理

(2c)

(1b)と同様

・変更要求登録
・(1b)処理

(2d)

・Change_User
・変更要求登録
基本処理
・(1b)処理
・ｶｰﾈﾙｽﾀｯｸ再構築

また、ツインモードプロセス方式は、任意の時点
で、走行モードを切り替えることを可能にしてい
る。このため、ツインモードプロセス方式を用い
ることにより、サービス品質要求の高いトランザ
クション処理のみを対象に、プロセス実行の効率
化が図れる。
今後は、ツインモードプロセス方式の実現の詳
細化を図る。また、実装と評価を行い、有効性を
検証する。
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