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組み込み制御システムのためのオブジェクト指向コード生成ツール
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本論文では，組み込み制御システム向けの，メモリ消費量の少ないオブジェクト指向プログラムを
生成する手法およびツールを提案する．一般にオブジェクト指向言語を用いると，クラス・インスタ
ンス，継承，動的束縛，データ抽象等のオブジェクト指向プログラミングに特有の機能を実装するた
め，プログラムのコードサイズが増大する．組み込み制御システムの多くはメモリ容量の制約が厳し
く，これがオブジェクト指向導入の障壁の 1 つとなっている．ところが現実の組み込み制御システム
では，必ずしもオブジェクト指向の特徴機能のすべてが必要ではない．そこで我々は，オブジェクト
指向設計により作成した仕様書から，対象とするアプリケーションに不可欠な最低限のオブジェクト
指向機能のみを実装した C 言語プログラムを生成する，コード生成ツールを開発した．そして，本
ツールを現実の組み込み制御システムに適用し，有効性を確認した．

An Object-oriented Code Generator for Embedded Control Systems
Fumio Narisawa,† Hidemitsu Naya† and Takanori Yokoyama†,☆
The paper presents a method and a code generator to generate program codes with less
memory consumption for embedded control systems. In general, the code size of an application program written in an object-oriented language is larger than the code size written
in a non-object-oriented language, because object-oriented functions, such as class and instance, inheritance, dynamic binding, and data abstraction, require some resources. This
makes it diﬃcult to introduce object-oriented technology to embedded control systems, because their memories are limited. But an embedded control system may not require all of the
functions. We have developed a code generator for embedded control systems, which inputs
an object-oriented speciﬁcation and generates an application program written in C language
with just necessary object-oriented functions. We have evaluated the code generator applying
embedded control systems.

は，組み込みシステムの中でも制御システムにおいて

1. は じ め に

特に強い．

オブジェクト指向技術は，ソフトウェアの部品化・再

我々が対象としているのは，家電，自動車制御，FA

利用を促進し生産性を向上させるものとして，情報系

等の組み込み制御システムである．組み込みシステム

計算機システムのソフトウェア開発において広く使用

の中でも，情報端末や情報家電のような情報系の組み

されているが，組み込みシステムのソフトウェア開発

込みシステムでは比較的大きなメモリが搭載される．

においてはそれほど普及してはいない．その大きな障

これに対し組み込み制御システムの多くは，コスト上

壁の 1 つは，オブジェクト指向言語の使用によるコー

の制約から，メモリを内蔵したワンチップ・マイクロ

ドサイズの増大である．多くの組み込みソフトウェア

コントローラを使用するのが普通である．この場合，

開発者がオブジェクト指向分析・設計の導入を検討し

すべてのプログラムを内蔵メモリに搭載しなければ

ているものの，コードサイズの制約によりオブジェク

ならないにもかかわらず，そのメモリ容量はきわめて

ト指向言語の適用が難しいため，オブジェクト指向技

限られる．たとえば，自動車制御分野向けのワンチッ

1)

プ・マイクロコントローラの内蔵メモリ容量は 64〜

術の適用を躊躇しているといわれている ．この傾向

512 KByte 程度である．我々の対象のうちの典型的
なマイクロコントローラの ROM 容量は 62 KByte，
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RAM 容量は 2 KByte である．このようなマイクロコ
ントローラにオブジェクト指向言語で記述したプログ
ラムを組み込むことは困難であった．
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そこで，分析・設計はオブジェクト指向で行うが，
プログラミングは非オブジェクト指向言語を用いるこ
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ケーションの実装に必要でないオブジェクト指向の機
能が明らかになることが分かった．

とで，コードサイズの増大を避ける方法も用いられて

オブジェクト指向設計では，UML 7) のような図式

いる．しかし，非オブジェクト指向言語でオブジェク

表現により，オブジェクトの仕様を記述する．組み込

ト指向プログラミングを行うには，そのためのプログ

み制御システムの場合，固定的なオブジェクト構成に

ラミング技術を習得する必要がある．また，オブジェ

なることが多いため，この段階で，クラスの仕様はも

クト指向言語を使用する場合に比べ，工数が増大した

ちろん，具体的なインスタンスの構成まで明確になる

りバグが発生しやすくなったりするという問題もある．

のが普通である．たとえば，動的なインスタンスの生

これらの問題が発生しない解決法が求められている．

成は不要であるとか，1 つのクラスには 1 つのインス

オブジェクトコードのサイズが増大する原因は，オ

タンスしか存在しないとか，オブジェクト構成が固定

ブジェクト指向言語を使用すると，クラス・インスタ

的なので動的束縛が不要であるといった情報を得るこ

ンス，継承，動的束縛，データ抽象等のオブジェクト

とができる．

指向の特徴機能を実現するためのコードやデータをコ

そこで我々は，それらの情報を用いることで，オブ

ンパイラが出力するためである．これらを削減できれ

ジェクト指向の不要な機能を排除し，メモリ消費量の

ば，メモリ消費量を減らすことができる．

少ないプログラムを作成する方法を検討した．そして，

オブジェクト指向プログラムのメモリ消費量を削減

設計時に作成した図式表現によるオブジェクト指向仕

する方法として，組み込みシステム向けに機能を制

様書から，実装上不要な機能を除いたコードを自動生

限したオブジェクト指向言語仕様を新たに定義する方

成するツールを開発した8) ．本ツールは，実装上不要

法がある．Embedded C++ 2) はその代表例であり，

な機能をユーザが指定することで，それらの機能を排

C++ 3) から多重継承，例外処理，テンプレート等の

除した，C 言語記述によるソースコードを出力する．

機能を除くことで，メモリ消費量を削減している．し

この方法は，コンパイラによる最適化のようにプロ

かし，組み込みシステム一般に広く使用できる汎用的

グラム作成後にコードを最適化するのではなく，あら

なプログラミング言語を目指しているため，削除でき

かじめ不要なコードをプログラムに盛り込まないよ

る機能には限界がある．個々のアプリケーションごと

うにするため，より高い効果が得られるものと期待

に不要な機能を削除できれば，さらにメモリ消費量を

できる．またコード自動生成により，ユーザは C 言

削減することが可能である．

語（非オブジェクト指向言語）によるオブジェクト指

オブジェクト指向言語の最適化に関する研究4)〜6)

向プログラミングの技術を習得する必要がなく，プロ

も多くなされている．これらは，コンパイラがソース

グラミングの工程が不要になるうえ，人手コーディン

コードを解析して，無駄な部分や最適化可能な部分

グによるバグも発生しない．また最近注目されてい

を抽出し，コードの削除や最適化を行うもので，ソフ

る，OMG（Object Management Group）の MDA

トウェア開発者に負担をかけることなく個々のアプリ

（Model-Driven Architecture）9) に代表されるモデル

ケーションごとに最適化ができるという点で，有用な

駆動開発（Model-Driven Development）における，

技術である．しかし，いったん多機能な言語仕様に従っ

プラットフォーム依存モデル（PSM，Platform Spe-

て記述したソースコードを解析し，最適化対象部分を

ciﬁc Model）からコードへの自動変換への適用も期待

抽出することは容易ではなく，ワンチップ・マイクロ

できる．

コントローラを使用した組み込み制御システムが要求
するほどの高い効果を得るのは難しい．

本論文の構成は以下のとおりである．まず 2 章で，
オブジェクト指向言語の提供するオブジェクト指向の

そこで本研究の目的は，組み込み制御システム向け

特徴機能を取り上げ，組み込み制御システムの実装時

のメモリ消費量の少ないオブジェクト指向プログラム

におけるそれらの必要性（削除可能性）について論じ

の開発法と，それを実現するためのツールを開発する

る．次に 3 章で，開発したコード生成ツールの機能

ことである．

や，その入力であるオブジェクト指向仕様書について

我々は，コードサイズを削減する方法について，プ

説明する．4 章では，削除対象とするオブジェクト指

ログラミングの段階のみでなく設計段階をも含めて検

向の特徴機能ごとに，その内容と効果の詳細を述べる．

討を行った．そして，これまでのいくつかのオブジェ

そして 5 章で，本ツールを実際の組み込み制御ソフ

クト指向開発の経験から，組み込み制御システムの

トウェアに適用した事例を紹介した後，6 章で関連す

場合には，詳細設計の終了時点で，対象とするアプリ

る研究との比較を行い，7 章で結論を述べる．
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2. 組み込み制御システムにおけるオブジェク
ト指向機能
2.1 オブジェクト指向の特徴機能
組み込み制御システムをオブジェクト指向で実装す
る場合に削除可能な機能について検討する前に，オブ
ジェクト指向言語が提供する特徴機能とは何かについ

表 1 オブジェクト指向の付加的特徴機能と実装機構
Table 1 Object-oriented functions and implementation.
付加的特徴機能

実装機構

クラス
インスタンスの動的生成
継承
動的束縛
データ抽象

メソッドのインスタンス引数化
構築子・消滅子
仮想テーブル
仮想関数，メソッド検索
アクセスメソッド

て考える．オブジェクト指向言語が備えるべき機能に
ついては必ずしも統一見解があるとはいえないが，本

数のインスタンスによるメソッドの共用になる．また

論文では，Wegner によるオブジェクト・ベース言語

「強い型付け」に関しては，実装上は，強い型付けがあ

（Object-Based Language）の分類法10) に基づいて，

る場合ではなく，それがない場合に追加コードが必要

オブジェクト指向の特徴機能を考える．

になる．具体的には，強い型付けがない言語では実行

Wegner は，オブジェクト（Object）
，クラス（Class）
，
，データ抽象（Data Abstraction）
，
継承（Inheritance）
強い型付け（Strong Typing）の 5 つの次元（Dimen-

時にクラスの解決を行うために，動的束縛（Dynamic
い型付け」の代わりに，
「動的束縛」を特徴機能として

sion）により，オブジェクト・ベース言語を分類して

扱うことにする．

Binding）の機能が必要になる．そこで本論文では，
「強

いる．ここで，オブジェクトは操作（Operation）と

以上により，本論文では，オブジェクト指向におい

操作の結果を記憶するための状態（State）の両者を

て必要不可欠な特徴機能は「オブジェクト」であると

有するものと規定されている．

する．そして，
「クラス」「インスタンスの動的生成」

そして，オブジェクトの概念を持つ言語をオブジェ

「継承」「データ抽象」「動的束縛」の 5 つは付加的な

クト・ベース言語，それに加えてクラスの概念をも持つ

特徴機能であると見なす．そして，それら付加的特徴

言語をクラス・ベース言語（Class-Based Language），

機能について，組み込み制御システムの実装における

さらに加えて継承の概念を持つ言語をオブジェクト

削除可能性を論じることとする．

指向言語（Object-Oriented Language）と分類して

上記の付加的特徴機能を実現するには，そのための

いる．また，オブジェクト指向言語のうち，データ抽

機構が必要になる．5 つのオブジェクト指向の付加的

象と強い型付けの両者の特徴を持つ言語を，強い型

特徴機能と，C++においてそれらを実装する機構を

付けのあるオブジェクト指向言語（Strongly Typed

表 1 に示す．クラスによるメソッド共用を実現するに

Object-Oriented Language）と呼んでいる．ただし，
データ抽象と強い型付けは独立した概念で，それぞれ

は，対象とするインスタンスを指定するため，メソッ

単独でも成立するとしている．ここで，データ抽象と

える．インスタンスを動的に生成・消去するには，構

は手続きを介してしかオブジェクトの状態（インスタ

築子・消滅子を用いる．継承を用いたときには，仮想

ンス変数）にアクセスできないこと，強い型付けとは

テーブル等が生成される．動的束縛を実現するには，

オブジェクトの型（クラス）をコンパイル時に決定で

仮想関数とメソッド検索ルーチンが必要となる．デー

きることである．

タ抽象は，アクセス権を適切に設定したアクセスメ

これに従えば，オブジェクト指向（広い意味での「オ
ブジェクト指向」であり，Wegner の分類では「オブ
ジェクト・ベース（Object-Based）」に対応）に必要
不可欠な特徴概念は「オブジェクト」であり，さらに，
「クラス」，
「継承」，
「データ抽象」，
「強い型付け」の 4
つが付加的な特徴概念であると見なすことができる．
ただし，クラスという概念にはいくつかの機能が含
まれ，実装上の観点からは，クラスから動的にインス

ドの実装にインスタンスへのポインタを引数として与

ソッドを用いることで実現される．

2.2 組み込み制御システムの実装に必要な機能
我々の手法では，オブジェクト指向分析・設計の段
階では特に制限は設けず，いずれの付加的特徴機能も
使えるものとする．そして，プログラムの実装時に，
付加的特徴機能のうち不要なものがあれば，それを実
現するための機構をプログラムから排除することで，
メモリ消費量を削減する．

タンスを生成するかどうかで，必要とする機構が大き

我々がこれまでに扱った 5 つの組み込み制御システ

く異なる．そこで本論文では，
「インスタンスの動的

ムについて，表 1 に示したオブジェクト指向の付加的

生成」という機能項目を，
「クラス」という項目から

特徴機能が，実装（プログラミング）の段階でも必要

独立させる．これにより，
「クラス」の主な機能は，複

かどうかを調べた結果を表 2 に示す．○は必要，×は
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表 2 組み込み制御システムにおける付加的特徴機能の必要性
Table 2 Necessary functions for embedded control
systems.
組み込み制御シ
ステム

クラス

動的
生成

継承

動的
束縛

データ
抽象

自動車エンジン
制御システム

×

×

×

×

×

自動車車間距離
制御システム

×

×

×

×

×

エアコン制御シ
ステム

×

×

×

×

×

エレベータ制御
システム

○

×

×

×

×

医用分析装置

○

×

○

×

○
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スロットルの種類が異なる場合を考えると，既存のス
ロットルのクラスを継承して新しいスロットルのクラ
スを定義できる機能は，設計時には有効である．とこ
ろが 1 つの車種では 1 種類のスロットルしか使用しな
いので，実装時には，継承クラスの内容を含めて 1 つ
のクラスで表現してよい．これにより継承機構を不要
にできる．
同様に，オブジェクトおよびそれらの間の関係が固
定的であるため，インスタンスの動的生成・消去やメ
ソッドの動的束縛の機能は不要なことが多い．たとえ
ば，制御システムではセンサやアクチュエータの構成
が決まっているため，それらを表すインスタンスの動

不要であったことを示している．

的生成や動的束縛は不要である．また，プログラムは

対象としたシステムについて簡単に説明する．自動

固定的で ROM に焼かれるため，データ抽象の機能を

車エンジン制御システム11) と自動車車間距離制御シ

厳密に実装する必要はない．それから，制御処理の場

ステム

12)

は連続系の制御が主体のシステムである．エ

アコン制御システムとエレベータ制御システム13) は

合，インスタンスが 1 つしか存在しないクラスが多く，
その場合はクラスの機能は不要になる．

イベント・ドリブンな制御主体のシステムである．こ

以上のように，我々が対象とする組み込み制御シス

れらはいずれもワンチップ・マイクロコントローラを

テムの場合，実装時には，オブジェクト指向の付加的

使用している．医用分析装置もイベント・ドリブンな

特徴機能を必ずしも必要としないのが普通である．し

制御を行うが，他のシステムと異なり，制御以外の分

たがって，アプリケーションに応じて，不要な付加的

析結果に対するデータ処理が大きな比重を占めている

特徴機能の実現機構を削除したコードを生成すること

という特徴を持つ．また医用分析装置は，組み込み制

により，メモリ消費量を削減することができる．なお，

御システムとしては大型で，外付けメモリを使用して

5 つの付加的特徴機能のすべてを必要とするシステム

いる．

に対しては，通常のオブジェクト指向言語の処理系に

表 2 を見ると分かるように，エレベータ制御システ

より実装するものとし，本論文で提案するツールの対

ムの場合はクラスが必要で，医用分析装置の場合はク

象外とする．しかし，そのような組み込み制御システ

ラス，継承，データ抽象の機能が必要であった．それ

ムは少なく，本手法はほとんどの組み込み制御システ

以外のシステムの場合はいずれの機能も不要であった．

ムに適用可能と考える．

エレベータ制御でクラスが必要になったのは，複数
のエレベータや各階で使用する同一種類の部品が多く，
それに対応して同一クラスに属する複数のインスタン

3. コード生成ツール
3.1 ツールの位置付け

スが必要なためであった．また，医用分析装置でクラ

設計時に作成した図式表現によるオブジェクト指向

ス，継承，データ抽象が必要であったのは，制御処理

仕様書から，実装時に不要なオブジェクト指向機能を

ではなくデータ処理の部分である．クラスと継承は分

除いたコードを生成するツールを開発した．本ツール

析結果を記憶するデータ構造の表現に有効であった．

は，実装上不要な機能をユーザが指定することで，そ

またデータ抽象を必要としたのは，アクセスメソッド

れらの機能の実装機構を排除した，C 言語記述による

によりデータの正規化や単位変換を行ったためである．

ソースコードを出力する．図 1 にプログラム生成ツー

なお，分析結果を記憶するためのインスタンスを動的

ルの入出力と処理の概要を示す．

生成することも考えられるが，従来より動的な記憶領
域の確保は行っていないため，必須ではなかった．

我々は入力となるオブジェクト指向仕様書の記述法
として，Martin と O’dell によるオブジェクト構成図

これらの結果から，純粋な制御処理については，オ

（Object Structure Diagram）とイベント図（Event

ブジェクト指向の付加的特徴機能の多くを，実装時に

Diagram）の記法14) を採用した．オブジェクト構成
図はクラス（オブジェクト）の記述に，イベント図は

は排除できることが分かった．
継承機能については，設計時には有用でも，実装時

メソッドの記述に使用する．イベント図は，処理の流

に必要とは限らない．例として自動車の車種によって

れを直感的に分かりやすい形で詳細に記述できるのが
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図 1 コード生成ツールとその入出力
Fig. 1 Input and output of the code generator.

May 2005

図 2 オブジェクト構成図外観
Fig. 2 An example of an object structure diagram.

特徴である．これら仕様書は，ツールの入力としての

れらは，コード生成ツールがデータ型を決定する際に

みでなく，設計者，テスト担当者，キャリブレーショ

も使用される．なお，以下ではこれらの並び

ン担当者等が参照するドキュメントとしても用いられ
る．オブジェクト指向仕様書の詳細については，3.2 節
で述べる．
なお，オブジェクト指向仕様書の記法として UML を

分解能 物理単位 (オフセット) [最小値 : 最
大値]
をデータの “型情報” と呼ぶ．ただし，オフセットが

と O’dell の記法を我々が使用していたためである．た

0 のときは省略することができる．またメソッドの静
的な情報として，引数の型情報と返り値の型情報を記
述する．

だし UML が広く使用されるようになったため，我々

なお，このメソッドの引数の型情報と返り値の型情

使用しなかったのは，UML が普及する前から，Martin

は現在，UML のクラス図とアクティビティ図を入力

報を “返り値の型情報 : 引数の型情報” と表記したも

できるツールを開発中である．オブジェクト構成図と

のを以下では，“メソッドの型情報” と呼ぶ．

UML のクラス図はほとんど同じ記法であり，イベン

図 2 の例では，“Sensor” がクラスの名前である．ま

ト図と UML のアクティビティ図も記法は異なるが，

た，“A/D VALUE”，“VALUE”，“VALUE OLD”，

ほぼ同様の内容を記述するものである．

3.2 オブジェクト指向仕様書

“TIMER” がデータであり，“CheckActive”，“Get”，
“Update”，“Cancel” がメソッドである．

3.2.1 オブジェクト構成図
オブジェクト構成図はクラス定義の静的な情報を記

れの型情報を記載する．たとえば，図 2 のデータ

データ名とメソッド名の同一行右欄には，それぞ

述するものである．詳細な仕様を記述するために，オ

“A/D VALUE” の型情報は，分解能が 1/256，物理

ブジェクト構成図には，データメンバやメソッドの型

単位が mV，オフセットは 0（オプションであり省略

の情報を記載するよう，Martin，O’dell の記法を拡張

した場合は 0），最小値が −10，最大値が 10 である．

した．

また，処理 “CheckActive” は引数をとらず，返り値

一般には，設計段階ではデータ型や単位までは特定
せず，実装段階で決定することも多い．ところが組み

として “TRUE” あるいは “FALSE” のどちらか一方
をとる．

込み制御システムでは，ソフト設計者とは別の制御

3.2.2 イベント図

設計者が制御仕様を決定することが多く，データの精

イベント図（Event Diagram）は個々の処理の詳細

度が制御性能に影響を及ぼすため，制御仕様書でデー

を記述したものであり，オブジェクトに対するメッセー

タの精度や単位が指定されていることが多い．また自

ジ送信と，その連接，並行，条件分岐，ループの制御構

動車制御のキャリブレーションと呼ばれる工程では，

造を描くことのできる図である．これにより，メソッ

データに関する詳細情報を参照できる必要がある．こ

ドの処理内容を記述する．イベント図の解析を容易に

のため，データの分解能や単位の情報も記述可能とす

するため，条件分岐は “if...then...else”，ループにつ

る必要があった．

いては “while” に対応するものに限定した．また，1

オブジェクト構成図には，そのオブジェクトが持つ

つのメソッドは C 言語の 1 つの関数で実装すること

データとメソッドの一覧と，それぞれのデータの値の

を原則としている．データの値の計算式はイベント図

とりうる範囲，分解能，物理的な単位を記載する．こ

の箱の中に C 言語の文法に従って記述する．
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要はないと判断し，ツールではインスタンスの動的生
成および動的束縛のための機構はつねに生成しないも
のとした．
また，オブジェクトの一部のデータやメソッドのみ
で必要な機能については，それごとに要・不要の指定
図 3 イベント図の例
Fig. 3 Example of an event diagram.

をするのは煩雑なため，できるだけツールで自動的に
判定することとしたい．今回の場合，データ抽象がそ
れにあたる．前述のように，アクセスメソッドが必要

void Sensor_Update(void){
if (Sensor_CheckActive()){
VALUE = ADC_Get();
}else{
Sensor_Cancel();
}
}
図 4 コード出力例
Fig. 4 Example of generated code.

なのはデータの正規化や単位変換の場合のみであった．
そこで，ユーザはそれらが必要な場合のみ明示的にア
クセスメソッドを定義し，そうでない場合は定義しな
いものとし，明示的にアクセスメソッドが定義されて
いる場合はデータ抽象が必要であるが，そうでない場
合は不要と見なす．
残ったクラスおよび継承の機能については，設計者
が対象アプリケーションごとにそれら機能の要・不要

イベント図の例を図 3 に示す．図の処理では，セン
サのオブジェクトの値の更新判定を行っている．この
イベント図では，以下のような処理を記述してある．

を決定し，コード生成時にツールに指定することと
する．
コード生成ツールは，上記により不要と判断された

まず，
（1）で，センサの更新条件が成立している否かを

機能について，それらの実装機構を排除したコードを

判定し，その結果により（2）で分岐する．“TRUE”

生成する．生成するコードは C 言語で記述したソー

の場合には（3）で AD 変換のオブジェクト（ADC）

スコードである．各機能の具体的な排除方法およびそ

から AD 変換値を取得してデータ “VALUE” に記憶

の効果については，4 章で詳細に説明する．

し，“FALSE” の場合には（4）で値のキャンセルを
行う．
これらの仕様記述から生成した C 言語のコード出
力の例を図 4 に示す．

4. 不要機能の排除方法と効果
4.1 動的束縛の機構の排除
4.1.1 機構排除の方法

3.3 不要機能の指定方法
コード生成ツールは，不要と判断したオブジェクト

（Polymorphism）と呼ばれる概念を実現するための

指向の付加的特徴機能を排除したコードを生成する．

機構であり，実行時に各クラスの同じ名前のメソッド

ここで，表 1 に示した 5 つの付加的特徴機能のうち

のうち，どのメソッドを呼び出すかを動的に決定する

どれを排除するかは，基本的に設計者が設計結果に基

ものである．C++言語では，仮想関数とその動的束

づいて指定する．不要機能の判定も自動化できるのが

縛によって多相性を実現している．ところが，選ぶメ

望ましいが，たとえばインスタンス数のように，オブ

ソッドが 1 つしかない場合や，呼び出されるクラスが

ジェクト構成図とイベント図のみからは抽出が困難な

あらかじめ分かっている場合には，仮想関数の機能を

情報があることや，前述のように組み込み制御システ

排除できる．

動的束縛は，オブジェクト指向が提供する多相性

ムの場合は，詳細設計時に不要な機能を明らかにでき

たとえば，あるクラスとそのサブクラスに属するイ

るのが普通であるため，設計者による指定で問題ない

ンスタンスが 1 つしかないことがあらかじめ分かって

と判断した．ただし，使い勝手の観点から，指定項目

いれば，呼び出すメソッドを探す必要はなく，直接そ

をできるだけ少なくする方法を検討した．

のメソッドにジャンプできる．また，具象クラスが 1

その結果，付加的特徴機能の要・不要の指定は，実
際の組み込み制御システムの開発上必要な指定のみと
した．表 2 に示したように，これまで我々が扱ったシ

つのみであれば，仮想関数の機能および上位の継承階
層に属する仮想関数を削除することができる．
例として図 5 に示す，継承関係にあるクラス A，

ステムの中には，実装時にインスタンスの動的生成お

B を考える．詳細設計の結果，実装時には A のイ

よび動的束縛を必要とするものはなかった．そこで，

ンスタンスがなく，B のインスタンスのみ必要と分

組み込み制御システムではそれらの機能を実装する必

かったとする．この場合には，A に属する仮想関数
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図 7 インスタンス定義の例
Fig. 7 Example of instance declaration.

struct
int
bool
}
struct

図 5 仮想関数の排除
Fig. 5 Removal of virtual functions.

Sample{
data;
flag;

Sample smpl = {0x5f3a, TRUE};
/* 静的に定義 */
int foo(void){
......
var = smpl.data;
......
}
図 8 出力コードの例
Fig. 8 Example of generated code.

さらに，仮想関数 vmethod() の呼び出し部に 25〜
30 Bytes 程度のメソッドの検索ルーチンが作られる
が，これを非仮想関数の呼び出しに置き換えることに
図 6 仮想関数の呼び出し手順
Fig. 6 Call of virtual functions.

より，4〜8 Bytes になる．したがって，1 つの呼び出
しあたり，コードサイズ約 20 Bytes を排除すること
ができる．

A::vmethod1 . . . A::vmethodm は不要である．また，

4.2 インスタンス動的生成の機構の排除

この実行時の解決を行うルーチンも不要となる．また
これにともない，メソッド検索ルーチンを含む仮想関

4.2.1 機構排除の方法
一般にオブジェクトはクラスのインスタンスとして

数呼び出しルーチンを，メソッド検索の不要な非仮想

生成されるが，これを生成する際に構築子，消滅子が

関数の呼び出しに変換することで，メソッド検索ルー

用いられる．これらは，構築および消滅を行うプログ

チンを排除できる．

ラムとして実装される．ところが，プログラム実行中

4.1.2 効
果
本論文で評価に用いたコンパイラは，GNU gcc/g++
version 2.7.2（target: Hitachi H8-300 CPU）である．
以下の評価結果は同コンパイラを用いた値である．

に構築・消滅を行う必要がないものは，これらのルー
チンは不要である．
前述のように今回のツールでは，動的生成は不要と
して，構築子，消滅子は生成しない．この場合，イン

動的束縛は，このコンパイラでは仮想テーブルを用

スタンスは静的に定義する．入力仕様におけるその記

いることで実装される．その手順を図 6 に示す．呼び
1 ），仮想テーブ
出し側は，インスタンスに対して（

子，消滅子を作らず，静的に初期化を行うことで，構

2 ），仮想テーブルの先頭から
ルのアドレスを探し（

築子，消滅子を排除できる．

呼び出しメソッドに該当するオフセットを加えてテー
3 ），そのテーブルに記載されている
ブルを検索し（

4 ）．動的束縛が不要であ
アドレスにジャンプする（
れば，このような起動ルーチンを排除できる．
継承が存在する場合は，仮想テーブルのサイズは増
大する．継承階層が r 階層で，仮想関数の数が v 個
である場合に，排除される仮想テーブルのサイズは

6 × v × r Bytes となる．

述例を図 7 に，出力コードの例を図 8 に示す．構築

4.2.2 効

果

C++言語で実装した場合には複雑なデータ型を
持たないクラスで，構築子，消滅子中で処理を行わ
ず，値の初期化のみを行う場合，おおよそ，18 +
(データメンバ数) × 8 Bytes 程度のサイズになり，こ
れを排除できる．
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4.3 データ抽象の機構の排除
4.3.1 機構排除の方法
前述のように，組み込み制御システムでアクセスメ
ソッドが有効なのは，データの値の変換が必要な場合
である．すなわち，内部で保持しているデータのサイ
ズ・形式と参照する際に参照元に返すサイズ・形式と
が異なる場合に，アクセスメソッド中で変換を行うこ
とで，オブジェクト内部でのデータの実装を外部に対
して隠蔽することができる．C++言語ではこれらの
機能は，アクセスメソッドとなる関数を介することで
実現される．
ところが組み込み制御では，前述のように制御仕様
図 9 継承
Fig. 9 Inheritance.

書によりデータのサイズや形式が指定されていること
が多く，これらは 1 つの製品モデルを通じて一意に定
まっているため，ほとんどの場合，アクセスメソッド
によるデータサイズ・形式の変換は不要である．した

Virtual Table Size
(bytes)
80

がってこのような場合には，実装時には変数に対して
70

直接アクセスしても問題はない．
本ツールでは，これをマクロ化することにより，関

60

数としての実装を不要とし，コードサイズを削減する．

50

すなわち，オブジェクトの主要なデータメンバの参照，
40

変更を行うメソッド “Get” “Set” を特に次のように
記述することで，静的に解決できる．

30

#define Obj Get() (Obj VALUE)
#define Obj Set(arg) (Obj VALUE = arg)

20

データ変換を行うアクセスメソッドが必要となる場

10
1

合には，ユーザが明示的にそのアクセスメソッドを定
義する．その場合ツールは，上記マクロを生成しない．

4.3.2 効

2
3
4
5
6
Ranks of Inheritances)

図 10 継承階層の深さと仮想テーブルのサイズ
Fig. 10 Virtual table size and inheritances.

果

アクセスメソッドをそのまま C++でメソッド化し

ラス B のインスタンスがなく，クラス C のインスタ

た場合は，コード部 14 Bytes，呼び出し部 6 Bytes と

ンスのみがある場合に，親のクラスのメンバをすべて

なるのに対し，マクロ展開した場合には単なる変数へ

併合することにより，継承の機能を排除できる．

のアクセスに変換されるので，命令 2 Bytes 中のオペ

4.4.2 効

ランド 1 Byte に出現するのみに抑えることができる．

厳密には継承それ自体が新たな処理やデータを作る

メソッド本体部の削減分はメソッド 1 つあたり
14 Bytes であり，メソッド呼び出し 1 回あたりの削
減分は 4–6 Bytes である．

4.4 継承の機構の排除
4.4.1 機構排除の方法
継承をしているクラス階層のうちで，実装する具象

果

ことはないが，継承を有効に使うためには，仮想関数，
動的束縛の機能を使うことが多い．また，継承の階層
が深くなると，これらの増加分が継承階層の数だけ倍
増するため，結果として継承により上記の増加分が助
長される．
たとえば，仮想関数と動的束縛を用いた場合に生じ

クラスが 1 つだけでよい場合には，実装時には継承階

るメモリ容量の増加分と継承回数との関係は，図 10

層を作成する必要がなく，これを排除できる．

のとおりである．

具体的には，複数のクラスの継承階層を平坦な 1 つ
のクラスにまとめることで，仮想テーブルの占める
コードサイズを削減できる．図 9 のようなクラス構
成で，対象とするシステムの実装では，クラス A，ク

継承機能を排除することによりこのメモリ容量の増
加分を排除することができる．
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図 11 入力仕様書の例
Fig. 11 Example of input specification.

4.5 クラスの機構の排除
4.5.1 機構排除の方法
クラス機能が不要な場合は，メソッドの引数の実装
を効率化できる．すなわち，各クラスのメソッドは実
装上は，引数としてそのクラスのインスタンスへのポ
インタをとる．ところが，インスタンスが 1 つのみの
場合は，インスタンスを固定できるので，引数での指
定を排除できる．

図 12 最適化前後の関数本体
Fig. 12 Code of the function body before and after
optimization.

C++
mov.w #smp, r2
mov.w r2, r0
jsr @A::Update(void)

C

jsr @A Update(void)

図 13 最適化前後の関数呼び出し部
Fig. 13 Machine code of the caller before and after
optimization.

クラス Cls のインスタンスを Obj1 , Obj2 , . . . Objn
とする．このとき Cls のメソッド Methi :Type →
Typeret の C 言語あるいは C++言語での実現を関
数 Funci とするとき，Funci の実装は，

Typeret

Funci (Cls ∗ this,

Type arg)

の型を持つ関数として実装される．また，メソッドの
実行

Objj . Methi (arg)
を実現するコードは，

Funci (&Objj , arg)
と実装し，第 1 引数によりインスタンスを指定するこ
とで，複数のインスタンスに対して同一のメソッドを
実行している．
ところが，クラス Cls のインスタンスが Obj1 ただ

1 つに固定できると，Func の第 1 引数を省略するこ
とができ，その結果 Methi :Type → Typeret を実現
する C 言語の関数 Funci は，

Typeret

Funci (Type arg)

4.5.2 効

果

図 12 (a)，(b) をコンパイルし，コードサイズを比
較すると，関数本体部はほぼ同サイズとなるが，呼び
出し部は，図 13 のようになり，1 呼び出しあたり約

6 Bytes ずつ排除できる．

5. 実際のシステムへの適用結果
以上提案した手法およびコード生成ツールを，自動
車の組み込み制御ソフトウェアに適用し，C++でプ
ログラムを作成した場合との比較を行った．
対象とした組み込み制御ソフトウェアの特徴は，以
下のとおりである．

• 実装は ROM 上になされる．
• メモリ容量は，ROM のサイズが 62 KBytes，
RAM のサイズが 2 KBytes である．
• 1 つのモデルでは，センサやアクチュエータ等の
デバイスの構成が固定的である．

となり，その本体部の this の出現を &Obj1 で置き換

本アプリケーションでは，オブジェクト指向の 5 つ

えた関数として記述できる．これによりインスタンス

の付加的特徴機能のいずれも必要ではない．まず，ク

を引数で渡すためのコードを排除できる．

ラスは固定的なので，実装時に処理を決める動的束縛

入力となるオブジェクト指向仕様書の例と，そのと

は必要はない．また，制御処理は静的に定まった個数

きの出力を示す．図 11 は入力仕様書の例で，クラス

のデータの値を更新することで行うので，実行時に新

Sample を定義するオブジェクト構成図 (a) とそのメ

たなインスタンスが生成されることはなく，インスタ

ソッド Update を定義するイベント図 (b) である．

ンスの動的生成の機構は使う必要がない．また，アク

図 11 (a)，(b) に対する通常の C++のコードは

セスメソッドによるデータサイズ・形式の変換は不要で

図 12 (a) のようになる．これに対して，インスタン

あったため，データ抽象は実装時には必要ではなかっ

スの指定を排除した C のコードは図 12 (b) のように

た．継承の概念は，設計の段階では用いるものの，実

なる．

装時には，継承関係にある親，子のクラスを 1 つのク
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表 3 対象アプリケーションのオブジェクト構成
Table 3 Objects of example application.
項目
クラス数（分析時）
クラス数（実装時）
インスタンス数
メソッド数/1 クラス
データメンバ数/1 クラス

個数

190
110
110
15
20

個
個
個
個
個
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を分析することにより仮想関数の解決を行う方法や，
総称的なアルゴリズムの詳細化等が多く行われている．
オブジェクト指向プログラムを静的に最適化する手
法として，Dean らの方法5) がある．これはクラスの
階層を分析することにより最適化を行う方法である．
また，Aigner らの方法4) は，仮想関数の呼び出しを
型の解析を行うことにより，最適化するものである．

表 4 削減分の内訳
Table 4 Itemize of reduction.
要素

削減量 (%)

インスタンス渡しのメソッド
仮想関数
構築子・消滅子
仮想関数呼び出し
アクセスメソッド
仮想テーブル

25%
25%
17%
14%
12%
7%

また，Srivastava の方法6) では，到達不可能な関数を
リンク時に削除することで不要なコードを取り除く．
これらいずれの手法も，ソースコードの情報をもと
に，ソースコード全体にわたって分析した結果により
最適化を行うものである．これに対し我々の手法は，
ソースコードから情報を抽出するのではなく，設計時
に得られた対象アプリケーションに関する情報を利用
するという特徴がある．
また，プログラマが情報を与えることにより最適化

ラスにまとめることができる．また，1 つのクラスに

を行うものとして，プログラム特化（Specialization）

対して 1 つのインスタンスしか存在しないため，クラ

あるいは部分計算（Partial Evaluation）と呼ばれる

スの機能も排除できる．

手法がある．プログラム特化を行うことによって最適

本アプリケーションにおける，クラスおよびインス

化を行うものに，Volanschi らの方法16) がある．これ

タンスの数，1 クラスあたりの平均メソッド数および

は，テンプレートを用いた総称的（Generic）なプロ

データメンバ数を，表 3 に示す．

グラムに対して特定のパターンの場合のコードやデー

本アプリケーションのオブジェクトの仕様を単純に

タ型を指定することにより主に実行速度を速めるため

C++言語に変換すると，全体のサイズは 90 Kbytes
となった．これに対して，本研究のコード生成ツール

の手法である．また，リソースの観点から，プログラ

を用いてコードを生成した場合には，60 Kbytes とな

のに，Debray の方法17) がある．

ム特化によるパフォーマンスの低下の指針を与えたも

り，コードサイズを 2/3 に削減できることを確認し

これらの方法は，各メソッド等の実装方法をプログ

た．削減分の内訳（削減量全体を 100%とした場合の

ラマが積極的に記述する方法であり，ユーザにオブジェ

値）を表 4 に示す．

クト指向プログラムの実装に関する知識がある場合に

以上のように，本論文で提案した手法およびコード

は，詳細な最適化ができ，有効な方法である．これに

生成ツールを用いることで，メモリ消費量の少ないプ

対し我々の手法は，アプリケーションの性質によって，

ログラムを生成することが可能になる．

オブジェクト指向の各機能を使用するかしないをユー

ただし現在は，本方式向けのデバッグ環境は特に用

ザが指定することで，最適なコードを生成する．した

意してはおらず，生成した C ソースコード・レベルで

がって，ユーザはオブジェクト指向プログラムの実装

デバッグする必要がある．ツールが生成するコードは，

に関する知識を必要とせず，容易に最適化コードを生

通常の C プログラミングにおける構造体および関数

成できるという特徴がある．

と同等のものであり，C 言語を知っていれば，デバッ
グそれ自体はそれほど難しくはない．しかし，プログ

7. む す び

ラムを修正する場合には，オブジェクト指向仕様書を

組み込みシステムは年々規模が大きくなってきてお

修正し，あらためてコードを生成する必要がある．オ

り，すでにオブジェクト指向化されているシステムも

ブジェクト指向仕様書レベルでデバッグができる環境

ある．ただし，それらの多くは，比較的メモリ容量が

を開発することが今後の課題である．

大きな情報系の組み込みシステムである．メモリ容量

6. 関連研究との比較

が限られたワンチップ・マイクロコントローラによって

これまで，オブジェクト指向プログラムの最適化に

クト指向言語導入によるコードサイズの増大のため，

関する研究は数多くなされている．特に，クラス階層

実装される組み込み制御システムの場合は，オブジェ
オブジェクト指向の導入が難しい．
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本論文では，多くの組み込み制御システムにおいて
は，実装時に必要としないオブジェクト指向の付加的
特徴的機能が存在することを明らかにし，それら不要
な機能を排除することで，プログラムのコードサイズ
を削減する手法を提案した．そして，図式表現された
オブジェクト指向仕様書を入力し，不要機能を排除し
た C 言語によるプログラムを出力する，コード生成
ツールを開発した．これにより，メモリ容量の制約が
厳しい組み込み制御システムへのオブジェクト指向の
適用が容易になる．
今後の課題としては，オブジェクト指向仕様書のレ
ベルでデバッグができる環境の開発や，モデル駆動開
発におけるプラットフォーム依存モデルからのコード
生成への適用等があげられる．
謝辞 本研究を支援していただいた，福永泰部長
（当時），堀田多加志主任研究員（当時）をはじめとす
る（株）日立製作所日立研究所の諸氏に深謝する．
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