
OSとは (part2)

1 入出力

1.1 入出力と割り込み

プロセッサが、ハードディスクやキーボードといった入出力機器とデータのやりとりをする場合、これら

の機器はプロセッサ (CPU)の動作速度に比べれば極めて遅い。このため、そのプログラムが、入出力機器

に命令を送ってその結果のデータが返ってくるまでの時間を待っていることは処理能力資源の無駄である。

このため、OSは割込みを使用する。プロセスが入出力機能を呼び出すと、実際に入出力機器が動作を開

始するが、その間、OS は別のプロセスに実行権を与える。そして入出力機器は、動作を終えた時点で割

込みを発生させ、OS はこれを受けて処理を、入出力を行っているプロセスに復帰させる。
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図 1: 入力待ちとプロセス状態

これによりハードウェアが入出力動作をしている間の処理能力資源を有効に利用することができるよう

になる。

1.2 OSの入出力の介在

前に述べた入出力動作での OS の役割部分について、さらに詳しく述べる。

実際にコンピュータに接続されているハードウェアは様々であり、その制御の手順は大きく異なる。ま

た同じ種類のハードウェアであっても、メーカーや形式によって微妙に異なる。このため、プロセッサに

接続されたハードウェアに応じて、正しい制御プログラムを選択する必要がある。

ハードウェアに応じて制御プログラムを切り替えるために、多くの OSでは、デバイスドライバといっ

た方式をとる。デバイスドライバでは、ユーザの要求に応じるデータのやり取りの手順を、ある程度共通

化しておく。デバイスドライバ内のプログラムは、実際に制御するハードウェアに応じて制御を行う。

この様にすることで、ハードウェアメーカーは自分のハードウェアに応じて開発するソフトウェアを最

小限にすることができる。

ここで、ユーザがハードウェアからデータを得るまでの流れを整理すると、
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図 2: 入出力と OSの介在、デバイスドライバ

1. ユーザプロセスが OSに入出力要求を出す。

2. OSは、

(a) ユーザプロセスを入出力待ち状態に切替え、待機させる。

(b) 制御対象のハードウェアに応じて適切なデバイスドライバを選択する。

(c) デバイスドライバに対してユーザからの要求を渡す。

(d) デバイスドライバは要求に応じてハードウェアを制御する。

3. ハードウェアは、制御に応じた処理を行う。

4. 処理が終了した場合、ハードウェアは OSに対して割込みを発生する。

5. OS は

(a) ユーザプロセスを実行状態に戻し、

(b) 必要に応じてハードウェアからデータをもらい、呼び出しプロセスにデータを渡す。

1.3 システムコールと保護機構

入出力機能の呼び出し等の、OS の機能の呼び出しは、システムコール (OSによっては APIと呼ばれ

る)を通じて行われる。ユーザプログラムは、OS の管理の元にある資源 (ハードウェア等)を、このシス

テムコールを通じて制御する。

プロセッサ (CPU)のプログラムを実行する状態には、ユーザモードと特権モードがある。特権モードの

状態では、コンピュータ内のあらゆる資源を利用することができる。一方、ユーザモード状態では、ハー

ドウェアを直接制御したりといった OS の管理している資源をアクセスした場合、不当命令実行エラーが

発生する。
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システムコールでは、

1. ソフトウェア割り込み機能を用いて、特権モードに移行する。

2. ユーザの要求が正しい呼び出しか確認し、間違った使い方であれば、エラーを返す。

3. 正しい呼び出しであれば、デバイスドライバなどの機能を呼び出す。

この様にすることで、(a)ユーザがハードウェアを直接制御するようなプログラムを作れないようにす

る。(b)間違った要求によりハードウェアを破壊するような処理をしない。といった保護機能を実現して

いる。

2 主記憶管理

プロセスが動作するためには、そのプログラムやデータを記憶するための主記憶領域が必要であり、OS

の機能でもっとも重要である。OSが持つ主記憶管理機能には、以下のものが挙げられる。

記憶領域の割付け プログラムやデータを格納するためのメモリをプログラムの起動・停止に応じて、確保

したり、不要となったメモリの再利用を行う機構。

プログラムの再配置 補助記憶装置に記憶されているプログラムをプログラムの起動により主記憶に読み出

した後、プログラム中の番地に関する情報を書き換える機構。

記憶領域の保護 プログラムの誤りや悪意のあるプログラムが実行されたときに、その影響が他のプロセス

に及ばない様に、間違ったメモリアクセスを防ぐ保護機構。

仮想記憶 プログラムを実行するときに、メモリが不足する場合に、主記憶上のプログラムやデータを、補

助記憶装置に一時的に待避することで、見かけ上の主記憶を増やす機構。

2.1 記憶領域の割付け

プログラムやデータを格納する記憶領域は、固定区画方式や可変区画方式によって割付けられる。

固定区画方式 主記憶をあらかじめいくつかの領域に区切っておき、各プロセスにその１つを割りつける方

式。主記憶に存在できるプロセスの個数や、その最大メモリ量が規定されており、それを越えること

ができない。

可変区画方式 実行するプロセスの大きさに応じて主記憶の領域を確保する方式。割付けるメモリの大きさ

に違いがあるため、メモリの割付け・開放が繰り返されると、小さなメモリ領域が沢山発生し、メモ

リの利用効率が悪くなる場合がある。これを断片化 (fragmentation)と呼ぶ。
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図 3: メモリの断片化
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2.2 プログラムの再配置

機械語のプログラムには、命令やデータの場所 (番地)が含まれている。しかしながら、プログラム起動

して補助記憶装置から主記憶に呼び出されるとき、すで起動していたプログラムの主記憶の利用状況によっ

て、割付けられる番地が変化する。

このため、プログラムを正しく実行するためには再配置 (relocation)が必要となる。この方式には静的

再配置と動的再配置がある。

静的再配置 プログラムを補助記憶から主記憶にコピーした後、プログラムと一緒に記憶されているアドレ

ス情報を元に、プログラムのアドレス部分を書き換える方式。書き換え終了後に、プログラムの実行

を開始する。

動的再配置 プログラムを書き換えることなく、再配置レジスタを元にアドレスを読み替えしながらプログ

ラムを実行する方式。

プログラム起動時に、補助記憶から主記憶にコピーする。OS はプログラムの利用する場所メモリの

先頭のアドレスを再配置レジスタに設定してから、プログラムの実行を開始する。

ただし、プログラムでメモリを参照するときには、アドレスに再配置レジスタの内容を加える必要が

ある。
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図 4: プログラムの再配置方式

2.3 記憶領域の保護

記憶保護機能は、誤ったプログラムや悪意のあるプログラムのメモリアクセスによりプログラムが誤動

作を防ぐための機構であり、以下の方式がある。

上限／下限レジスタ機構 CPU内部の、上限レジスタと下限レジスタを用いる方式であり、機械語がこの

範囲を越えて主記憶をアクセスすると、メモリ保護エラーによりプログラムを強制的に中断させる。

通常はプロセス毎に、上限／下限レジスタを設定することで、他のプロセスのメモリ空間を誤って破

壊しない様に保護する。

ロック／キー機構 複数のプロセスの間で共有するメモリが必要とする場合に用いる方式である。共有する

領域には、ロックするための値を設定し、プロセスにはそれをアクセスする権限のキーを与える方

式。ロックとキーが一致した場合だけ、メモリをアクセスすることができる。
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2.4 仮想記憶

主記憶のメモリは、アクセス速度が速い一方、補助記憶装置に比べ価格が高い。このため、プログラム

が大量に主記憶を必要とする場合、それを補う機構が必要となる。このための仮想記憶方式では、主記憶

が不足した場合、プログラムやデータを一時的に補助記憶装置に待避する。一時的に待避する単位により、

以下の方式に分類される。

スワッピング方式 主記憶が不足した場合、処理待ち状態のプロセスを補助記憶装置に待避する方式。待避

するデータがプロセス単位で大きいため、待避 (スワップアウト)・復旧 (スワップイン)の処理に時

間がかかる。

セグメント方式 １つのプロセスが利用するメモリには、プログラム領域、データ領域、スタック領域に分

類できる。

待避・復旧の単位を領域毎に行うことで、待避に要する時間を短くできる。またセグメント化するこ

とで、１つのプログラムを複数のユーザが利用する場合、(データは各ユーザ毎に必要だが)プログ

ラム領域の内容は同じになることから、これらを共有することができる。

ページ方式 メモリを同じ大きさの小さい単位 (ページと呼ぶ)に細分化し、この単位で主記憶から補助記

憶への待避・復旧を行う。この方式では、１つのプログラムが主記憶以上のメモリ空間を使用するこ

ともできる。

待避するページの選び方には、FIFO方式 (もっとも昔にページインしたページをページアウトす

る)、LRU方式 (最後に使われた時間が古いページをページアウトする) がある。

仮想記憶方式では、プログラムが大量の主記憶を利用する場合、スワップアウト (ページアウト)等が頻

繁に発生するようになり、処理速度が極端に低下する。このような状態を、スラッシングと呼ぶ。

論理アドレス／物理アドレス ページ方式では、待避することで空いたメモリには、他のデータが読み出さ

れる。この様に同じメモリに別のデータが割り当てられるため、これを区別するための機構が必要となる。

通常プログラムの内部に記録されている番地 (アドレス)の情報は、論理アドレスと呼ばれる。プロセッ

サが論理アドレスを参照すると、メモリ管理機構 (MMU)は、実際に主記憶に割り当てられているアドレ

ス (物理アドレス)に書き換える。OS は、ページアウト／インに応じて、MMU 内部の論理／物理アドレ

スの変換表を更新する。

3 ファイルシステム

コンピュータに大量の情報を記憶する場合、補助記憶装置が利用される。ハードディスクの内部構造は、

図 5の様になっている。図中の円周上のセクタは、いくつかまとめてクラスタと呼ぶ単位で扱う。

しかし、ハードディスクの内容をアクセスする際に、物理的なセクタ・トラックなどを指定するのは分

かりにくいため、論理的に扱いやすい機能が必要であり、ファイルシステムと呼ばれる。

3.1 ファイルシステムの機能

ファイルシステムに要求される機能は、

データ操作機能 ユーザのプロセスがデータを操作するための機能であり、ファイルを開く/読む/書く/閉

じるといった機能。
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図 5: ハードディスクの構造

データ分類機能 関連のある情報をひとまとめに扱うための機能であり、一般的にはディレクトリ (あるい

はフォルダ)と呼ばれる入れ物に、分類し保存することができる。このような構造は、木構造ファイ

ルシステムと呼ばれる。

データ属性管理機能 保存されるデータ (ファイル)についての、サイズ・作成/更新/参照時刻・ファイル

の所有者/グループといった情報を保存する。

データ保護機能 データへの望ましくないアクセスを防ぐ機能であり、

• 重要なファイル、所有者の異なるファイルの読み書きの禁止
(アクセス制限)

• 複数のプログラムが読み込みと書き込みを同時に行った場合の矛盾の発生を防ぐため、必要に
応じて同時アクセスを防ぐ。

(ファイルロック機能)
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