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左 記②に関 連した研 究 成 果として、メ
補足説明
※1 リアルタイムOS
プロセッサ上で実行されるプログラムをリアルタイムに処
理することを重視し、
そのための機能を実装したOS
（基本
ソフトウェア）
のこと。産業機械を制御するコンピュータな
どでは、応答時間が一定の範囲内にあることが要求され
るため、OSにもリアルタイム性を実現するための様々な
機構が必要とされる。
そのため、
リアルタイムOSは、複数
の処理要求が同時に発生した場合でも目的の時間内に
処理を完了させるための機構を備えている。自動車のエ
ンジン制御装置や工作機械の制御装置などの組み込み
分野で利用される。
※2 バックバイアス
トランジスタのバックゲートに印加するバイアス電圧で、
逆方向にかけるとトランジスタのチャネル部に電流が流
れにくくなり、
リーク電流は減少するが、
トランジスタの遅
延は増大する。
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