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マルチコアパワートレインアプリケーションにおける
コア配置決定のための最悪応答時間解析手法
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概要：近年，車載システムは高機能化が著しく，エンジン制御に用いられるパワートレイン・アプリケー
ション（パワトレアプリ）もマルチコア化が求められている．マルチコアシステムの設計においては，処
理のコア配置を適切に決定する必要がある．そのためには，マルチコアシステムでは処理のコアへの配置
や共有データのメモリ配置によりメモリアクセス時間やコア間の排他制御の実行オーバヘッドが変化する
ため，これらを考慮したリアルタイム性解析が必要となる．本研究では，シングルコア向けの最悪応答時
間解析手法を拡張し，前述の実行オーバヘッドを考慮することにより，マルチコアに適した最悪応答時間
解析手法を実現した．実現した手法を，パワトレアプリを想定した評価ソフトに適用した結果は，実機実
行の結果と相関が高く，コア配置の決定に有用であることが分かった．
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Abstract: In recent years, vehicle systems have become more functionality. Among them, powertrain applications used for engine control are also required to be executed on multicore architectures. On multicore
systems, it is necessary that each of processes is allocated to a core accordingly. Because the amount of
execution overheads caused by memory access time and inter-core exclusive control depends on core and
data allocation, considering those overheads is needed for analysis on multicore systems. In this study, we
propose a worst case response time analysis method considering those overheads for multicore automotive
systems. We applied our method to an evaluation software imitated power train application and executed
this software on an actual processor board. As a result of comparison between them, our method can be
used deciding core allocation because of strong relationship between them.
Keywords: vehicle control system, multicore, worst case response time

1. はじめに
近年燃費向上や排ガス規制，ハイブリッドエンジンへの
対応などから，車載制御に対する機能的な要求が高くなっ

ション（パワトレアプリ）の高機能化が求められてきてい
る [1]．今まで主流であったシングルコアでは動作周波数
が限界に達しており，今後のパワトレアプリの高機能化に
対応するにはマルチコアでの実行が不可欠である．

てきており，特にエンジンやトランスミッションといっ

パワトレアプリは多数の実行依存関係を持った処理と処

たパワートレインを制御するパワートレイン・アプリケー

理間で共有するデータ（共有データ）で構成されており，

1

マルチコアアーキテクチャに実装する場合にはそれらの処
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理のコア配置と共有データのメモリ配置を決定する必要が
ある．コア配置を決める要因として CPU 利用率やタスク
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の最悪応答時間などがあげられる．パワトレアプリの処理
の数は 1,000 個程度であり，これらをコアに配置するパ
ターン数は多く，すべての配置パターンを実装して評価す
るのは現実的ではない．また，実機による有限時間の測定
で得られる最も長い応答時間が最悪応答時間となるとは限
らない．そのためすべてのタスクや ISR の実行の組合せを
考慮した静的な解析を用いてコア配置の候補を絞り，それ
らの候補に対して実機で評価する方法を行う．
パワトレアプリの処理は時間制約に従って動作し，重要
な処理が時間制約を満たさない場合人命に関わる重大な事
故につながる可能性がある．これがすべてのタスクや ISR
の実行の組合せを考慮した解析を行う理由である．本研究
では処理のコア配置のための指標として，余裕時間（デッ

図 1 パワトレ評価ソフトの処理の構成

Fig. 1 The architecture of the powertrain evaluation software.

ドラインと最悪応答時間の差）の最小値を求めることによ
り，リアルタイム性を保証する．シングルコアシステムに

ケーション（パワトレアプリ）を模擬した評価ソフト（以

ついてはすでにリアルタイム性を解析する手法が提案され

下，パワトレ評価ソフト）のソフトウェア構成について述

ている [2]．この手法によって処理の実行時間と周期，オフ

べる．パワトレ評価ソフトはパワトレアプリの振舞いを模

セットから各タスクの最悪応答時間を計算することができ

擬しており，パワトレ評価ソフトで得られた評価や解析の

る．マルチコアシステムでは処理のコア配置と共有データ

結果をパワトレアプリの実装に利用することを想定して

のメモリ配置の関係によってコア間排他やメモリアクセス

いる．パワトレ評価ソフトは複数の処理と共有データから

による実行オーバヘッドが変化する．この変化を考慮しな

構成されている．パワトレ評価ソフトの処理は実際のパワ

い場合，最悪応答時間が実機実行より短く算出される場合

トレアプリと同じ周期とオフセットで実行され，同じ共有

がある．

データへのアクセスを行う．ただし，処理の内容は実際の

しかし実際にはスピンロックのアイドル時間などパワト
レアプリの構成次第では解析が困難であるオーバヘッドが

実行時間と同等の時間を消費するループ処理に置き換えら
れている．

ある．そのため最低限どのようなオーバヘッドを考慮すれ
ば解析によって得られる最悪応答時間が実機実行で得られ
る応答時間の最大値より長くなるかを見極めることが必要
となる．

2.1 処理
パワトレ評価ソフトでは，時間もしくはエンジンの回転
角のようなイベントに同期して処理が実行される．これら

本研究ではパワトレアプリの評価ソフトについて，これ

の処理の中には燃料の噴射や点火などのハードリアルタイ

らのオーバヘッドを考慮した最悪応答時間解析手法を提案

ムな処理が含まれている．パワトレ評価ソフトは多数のモ

する．具体的には，まず組合せ数を削減するために処理を

ジュールで構成されている．モジュールとは，ある機能を

いくつかの集合に分割する．次にその集合単位で処理をコ

実現するためのタスクの集合である．モジュールに含ま

アに配置するすべてのパターンに対して共有データの配置

れる処理ごとに実行契機や周期，オフセットが異なる．そ

を行い，その後最悪応答時間の解析を行い，処理が時間制

のため，機能の追加，周期変更を容易に実現できるように

約を満たさないパターンを排除する．最後に，残った配置

図 1 のような構成を持っている．図 1 の基本回転角は回

パターンに関して最悪応答時間から余裕時間を計算し，そ

転角同期タスクの実行間隔のベースとなる回転角である．

の中から最小値を算出する．

たとえば図 1 ではエンジンが基本回転角分進むごとにタス

本論文のコントリビューションは以下のとおりである．

ク 3 が起動される．パワトレ評価ソフトはエンジン，トラ

• マルチコアアーキテクチャ上に実装されるパワトレア

ンスミッションなど，同一の機能を実現するための処理の

プリの最悪応答時間解析を行う場合に考慮すべき要因

集合（セット）で構成される．セットは機能を構成する処

について明らかにした．

理を管理するセットマネージャを持つ．セットマネージャ

• マルチコアアーキテクチャ上に実装されるパワトレア
プリに対する最悪応答時間解析手法を提案した．

2. 本研究の対象とするパワトレアプリのソフ
トウェア構成
本章では，本研究で対象とするパワートレインアプリ
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はイベントの発生間隔に対する周期を持っている．たとえ
ば図 1 ではセットマネージャ 1 の周期が基本周期*2 であ
るため，セットマネージャ 1 の実行間隔は基本周期イベン
ト 2 回分である．同一のセットマネージャに関する処理は

RTOS 上の 1 つのタスクとして実現される．セットマネー
ジャは時間や回転角のようなイベントによって起動される
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ISR 上に含まれ，セットマネージャの周期に従って対応す
るタスクを起動する．タスク実行のデッドラインはセット
マネージャの周期である．セットマネージャから呼び出さ
れるタスクはサブセットで構成される．サブセットはセッ
トマネージャに対して同じ周期とオフセットを持っている
公開関数の集合である．たとえば図 1 のサブセット 2 は周
期 4，オフセット 2 であるため，セットマネージャ 1 が 2
回実行されたあと 4 回実行されるたびにサブセット 2 に含

図 2 対象とするハードウェアアーキテクチャ

Fig. 2 An example of a target hardware architecture.

まれる公開関数が実行される．セットマネージャ 1 の周期
は基本周期*2 であるため，最終的にサブセット 2 に含まれ

にアクセスする場合はバスを介するためアクセス速度が

る公開関数は周期が基本周期*8，オフセットが基本周期*4

遅い．また，すべてのコアから等しい時間でアクセス可能

のタイミングで実行されることになる．公開関数とは，あ

な共有メモリ（SMEM）を持つ．一般的に，SMEM への

る機能を実現するためのまとまった処理の単位である．公

アクセス時間は各コアの LMEM へのアクセス時間より長

開関数は 1 つ以上のタスクによって呼び出される．本研究

い．なお，近年車載マイコンのローカルメモリの容量はア

では公開関数の実行時間は実際に測定したときの平均実行

プリケーションのサイズと比較して十分大きくなっている

時間とする．最悪実行時間を使わないのは，すべての処理

ため，本研究ではメモリ容量の制約は考慮していない．

が最悪実行時間であるというプログラムの構成上起こりえ

本研究で対象としている車載マルチコアアーキテクチャ

ない悲観的な解析を行うことになるためである．公開関数

は高いリアルタイム性を保証するため，実行時間ができる

の分岐実行の組合せを考慮する方法は，組合せ数が膨大と

だけ変動しないように設計されている．そのため，データ

なり，解析が困難であるため，本研究では取り扱わない．

キャッシュおよび命令キャッシュや複数 ALU，投機的実

本研究はマルチコアアーキテクチャにおいて公開関数単位

行のような機構を持っていない．パイプライン機構は持っ

での処理のコア配置決定を目標とする．

ているものの，実行すべき命令列が決まっていれば実行時
間は大きく変動しない．

2.2 共有データ

現状，リリースされている車載マルチコアマイコンのコ

パワトレ評価ソフトでは複数の処理間で共有データの引

ア数は，2〜3 コアであり，4 コアもリリースされる予定で

き渡しを行う．共有データの読み込み，書き込みは公開関

ある．本研究では 4 コアまでの図 2 に示すアーキテクチャ

数によって行われる．図 1 に公開関数間での共有データの

を対象とする．今後，車載システムの機能が増え，5 コア

アクセス例を示す．共有データは一貫性や安定性を保つた

以上が必要となる可能性はあるが，その場合は 4 コア程度

め排他制御をする必要がある．

のクラスタを複数組み合わせたアーキテクチャとなること

図 1 の共有データ 0 のように同一のセットマネージャつ
まり同一タスクからのみアクセスされる場合は排他制御の

が予想されるため，本研究の対象とはせず，対応は今後の
課題とする．

必要はない．しかし，共有データ 1，共有データ 2 のよう
に複数セットマネージャつまり複数優先度の処理からアク

3.2 公開関数のコア配置と共有データのメモリ配置決定

セスされる場合は低優先度のタスクが共有データアクセス

本研究で対象とするソフトウェア構成は 2 章で示したと

中に高優先度の処理にディスパッチして共有データを変更

おりである．マルチコアでパワトレ評価ソフトを実行する

する可能性がある．そのため，データアクセスの前後で割

場合は公開関数のコア配置と共有データのメモリ配置を決

込み禁止を行う必要がある．

定する必要がある．公開関数を実行するタスクの応答時間

3. パワトレ評価ソフトのマルチコア化
本章ではパワトレ評価ソフトのマルチコア化に関し，車

がデッドラインを超えないように公開関数のコア配置を決
定する必要がある．また，共有データはできるだけアクセ
ス時間が短くなるようにメモリに配置する必要がある．そ

載マルチコアアーキテクチャや公開関数のコア配置と共有

のためアクセス頻度の高いコアの LMEM に配置したり，

データのメモリ配置について述べ，公開関数のコア配置の

各コアでのアクセス頻度が偏っていない場合には SMEM

単位として公開関数グループについて説明する．

に配置したりするなどの工夫が必要である．

3.1 車載マルチコアアーキテクチャ

3.3 公開関数グループ（PF グループ）

本研究で対象とする車載マルチコアアーキテクチャを

公開関数は現状 1,000 個程度であり，それらのコア配置

図 2 に示す．図 2 のとおり，各コアから高速にアクセスで

パターンは組合せ爆発によって膨大な数になってしまい，

きるローカルメモリ（LMEM）を持つ．他のコアの LMEM

リアルタイム性解析に必要な計算時間が膨大となることが
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ク間に実行依存関係がなければ，他コアのタスクの終了待
ちによる遅延がなくなるため，コアごとに独立した解析が
可能となる．これらの理由から互いに実行依存関係を持つ
公開関数は同じコアに配置されるべきであるため，このよ
うな公開関数を同じ PF グループに割り当てるようにする．

3.3.2 公開関数グループへの分割方法
公開関数の集合を公開関数グループへ分割する際に，以
下の 3 つの評価観点について考慮する．

• PF グループ単位の平均処理負荷
PF グループに含まれる公開関数の実行時間を公開関
数の実行周期で割った値の合計である．これは新しい
図 3

公開関数グループ（PF グループ）

Fig. 3 An example of public function group.

機能を追加する余地があるかどうかの指標となる．極
端に大きすぎたり小さすぎたりすると選択できる PF
グループのコア配置パターンが少なくなるためそれぞ

予測される．たとえば 1,000 個の公開関数を 2 コアに配置
するパターン数は約 1.07 × 10

301

にも及ぶ．そのため，公

れ平均的になるようにする．

• ある PF グループを単一のコアに配置したときのコア

開関数のコア配置パターンを削減する仕組みが必要であ

最悪余裕時間

る．ここで，設計者が公開関数の集合を適切にいくつかの

単一のコアに PF グループを配置したしたときに極端

グループに分割し，そのグループ単位でコア配置を行うよ

にコア最悪余裕時間（4.1 節参照）が短い場合にはそ

うにする．その公開関数の集合を公開関数グループ（PF

の PF グループだけで 1 つのコアを専有することが決

グループ）と呼ぶ．図 3 は公開関数の集合を PF グループ

まってしまい，コア配置の幅を狭くしてしまうことに

に割り当てたときの例を示している．同 PF グループに含

注意して PF グループへの公開関数の割当てを決定す

まれ，同セットマネージャから呼び出される公開関数を 1

る必要がある．

つのタスクで実行する．

3.3.1 公開関数グループへの分割の目的
公開関数間には実行依存関係やデータ依存関係の 2 つ依
存関係が存在する．

• 同一 PF グループのみによってアクセスされる共有
データ数
このような共有データはその PF グループが配置され
るコアのローカルメモリに配置すればよくなるため，

• 実行依存関係：公開関数 A が先に実行され，終了した

スピンロックが不要になり，バスを介してアクセスさ

後でないと公開関数 B が実行できないという制約があ

れなくなる．したがって，これが多いほどスピンロッ

る場合，公開関数 A と公開関数 B は実行依存関係を

クオーバヘッドとメモリアクセスオーバヘッド（5.2 節

持つと呼び，このとき公開関数 A を依存元，公開関数

参照）が削減できる．

B を依存先と呼ぶ．
• データ依存関係：公開関数間に共通して使用される共
有データが存在するという関係である．各データに関

次に，公開関数を PF グループに割り当てる方法を示す．

( i ) すべての公開関数からなる集合を集合間で公開関数の
実行依存関係を持たないように分割する．

してデータの供給元（センサ値を書き込む公開関数な

( ii ) ( i ) で得た集合を一定の個数の PF グループに前述の

ど）とデータの利用先（センサ値を使用して処理を行

評価観点のパレート解となるように割り当てる．

う公開関数など）が存在する．データの利用先はデー

( iii )( i ) で得た集合すべてを PF グループに割り当てたと

タの更新を考慮することなく，実行時にデータを読み
込んで処理を行う．
文献 [3] で示されているように，待ち状態を使用するこ

きに PF グループへの割当ては終了する．

PF グループの数は実装対象のハードウェアのコア数よ
り多くしたうえで組合せ数が膨大にならないような値にす

とは好ましくないため，それぞれの処理を別のタスクとし

る必要がある．

て実装し，依存元の処理を持つタスクが終了した後に依存

3.3.3 PF グループの有用性

先の処理を持つタスクを起動するようにしなければならな

公開関数を PF グループに割り当てる方法の有用性を示

い．しかしこのようにするとタスク数が増大し，タスク起

すために，以下の 2 つとの比較を行う．

動および終了に要する OS オーバヘッドが大きくなってし

( i ) 公開関数単位でのコア配置

まうという問題がある．また異なるコアに配置されれたタ

( ii ) 公開関数をランダムにグループ化

スク間に実行依存関係がある場合は制御構造が複雑になり，
解析に要する時間や工数が増大する．逆にそのようなタス
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( i )，( ii ) の場合と PF グループを用いる場合について，
以下の 3 つに関して定性的な比較を行う．
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( a ) 他コアに配置された公開関数の終了待ちの有無
( b ) 最悪応答時間解析に要する時間
( c ) 解析によって得られるシステム最悪余裕時間
( a ) について，( i )，( ii ) の場合ではコアをまたぐ公開
関数の実行依存関係が残るため，他コアの公開関数の終了
待ち時間が発生する．そのためコアごとに独立した解析は
できなくなる．PF グループを用いる方法では，互いに実
行依存関係を持つ公開関数は同じ PF グループに割り当て
図 4

られるため，コアをまたぐ公開関数の実行依存関係なくな
り，他コアの公開関数の終了待ちは発生しない．

( b ) について，( i ) と比較すると，( i ) は公開関数単位で

システム最悪余裕時間の例

Fig. 4 An example of worst case slack time.

としてはシステム最悪余裕時間が長いものを選択する．

の配置であるため，公開関数のコア配置パターンが非常に

ここで，本手法が満たすべき要件を以下に示す．

多くなり，組合せ爆発が起こる．そのため，現実的な時間

( 1 ) 現実的な時間（数分〜数時間）で解析可能なこと

で最悪応答時間を解析できない可能性がある．PF グルー

ソフトウェア，ハードウェアが変更されるたびに最悪

プを用いれば，組合せ数を削減し，現実的な時間での解析

応答時間解析を再実行する必要があるため，1 回あた

が可能となる．( b ) について，( ii ) と比較すると，( ii ) で

りの最悪応答時間解析時間が短くなるようにする必要

は実行依存関係を解析し，他の公開関数の終了待ちの時間

がある．

を計算するプロセスが必要となり，そのプロセスの分だけ

( 2 ) すべてのタスクや ISR の実行の組合せにおける最悪応

PF グループを用いる方法と比較して最悪応答時間解析に

答時間を算出できること

要する時間が増加する．

車載システムを安全に実行するためにはすべてのタス

( c ) について，( i )，( ii ) は他のコアの公開関数の終了待
ちの分だけ公開関数を PF グループを用いる方法と比べて
システム最悪余裕時間が悪化する．また，コアごとに独立

クや ISR の実行の組合せにおける最悪応答時間を導
き，リアルタイム性を保証する必要がある．

( 3 ) 解析結果と実機実行結果に相関があること

して解析を行うことができないので，解析が複雑となる．

本手法での解析結果においてシステム最悪余裕時間

ただし，( i ) では PF グループを用いた方法よりも柔軟な

が長いものについて実機においても検証を行うため，

公開関数のコア割当てが可能なので効率の良いパターンを

相対的に良い結果となるような PF グループの配置パ

見つけることができる可能性がある．

ターンを見つけることができればよい．したがって，

4. 最悪応答時間解析の要件と方針

本手法では絶対的な解析値の正しさは必要ない．

( 4 ) 解析結果が実機実行より厳しい結果となること

本章では車載マルチコアシステムに実装するパワトレ評

最悪応答時間解析の結果リアルタイム性が保証された

価ソフトに対する最悪応答時間解析手法が満たすべき要件

PF グループの配置パターンを実機に実装したときに

を示し，その要件を満たすような最悪応答時間解析を行う

タスクのデッドラインミスが起こるようなことがあっ

ための方針について説明する．

てはならないということが本要件を設定した目的であ

4.1 最悪応答時間解析の要件

る．スピンロックのアイドル時間など実際のパワトレ
アプリの構成次第では解析が困難であるオーバヘッ

タスクごとのリアルタイム性を解析するために，最悪応

ドがあるが，それらの影響が小さく，考慮しなくても

答時間とデッドラインを比較する．あるタスクについて，

本要件を満たすことができるのであれば，そのような

そのタスクのデッドラインと応答時間の差を余裕時間と呼

オーバヘッドは無視することができる．したがって，

ぶ．余裕時間に関して以下のように用語を定義する．

要件 ( 4 ) を満たすためにどのようなオーバヘッドを考

• タスク最悪余裕時間：あるタスクがとりうる最小の余
裕時間

• コア最悪余裕時間：あるコアに配置されているタスク
のタスク最悪余裕時間の中での最小値

• システム最悪余裕時間：すべてのコアのコア最悪余裕
時間の中での最小値
システム最悪余裕時間の例を図 4 に示す．システム最悪

慮しなければならないかを明らかにする必要がある．
ここで，本要件を満たすための条件を以下に示す．時
刻 0 から t（t は正の実数）まで実機において計測し
たときの全タスクの中で最小の余裕時間を st とする．
このとき，すべての t に対して以下が成り立つ．

st ≥ W CST

(1)

余裕時間が小さいコア配置ほど，デッドラインミスする可

ここで WCST は本論文の解析手法で得られるシステ

能性が高い．そのため，実機で評価するコア配置パターン

ム最悪余裕時間である．実機による実行時間が長いほ

c 2018 Information Processing Society of Japan


752

情報処理学会論文誌

Vol.59 No.2 748–761 (Feb. 2018)

どより短い余裕時間を見つけることが可能であるので

st は t に従って単調減少する．そのため，ある時刻 t
まで計測して上記の式が成り立つならば，時刻 t 以下
についても上記の式は成立する．
また，すべての配置パターンにおいてリアルタイム性
が保証できない場合は，機能を減らしたり，いくつか
の処理の実行周期を長くしたりして全体の負荷を下
げる必要がある．そのような修正の後に再度解析を行
い，リアルタイム性が保証できる配置パターンが見つ
かったとする．そのパターンを実機に実装して評価し
たときにデッドラインを満たすことができていなけれ
ば再び前述の修正を実施して再度解析を実施しなけれ
ばならない．このような手間が必要なくなるように，
本要件が必要となる．

図 5 パワトレ評価ソフトのランタイム

Fig. 5 Runtime of the powertrain evaluation software.

4.2 解析の方針
ここでは，4.1 節で述べた要件を満たすための方針につ
いて説明する．

5.1 パワトレ評価ソフトのランタイム
パワトレ評価ソフトは RTOS 上のタスクおよび ISR か

要件 ( 1 ) については，不要な解析を打ち切ることで解析

らなるランタイムとして実行される．パワトレ評価ソフト

に要する時間の短縮を図る．具体的にはデッドラインミス

のランタイムを図 5 に示す．パワトレ評価ソフトのタスク

するタスクが見つかった時点で解析を打ち切るようにする．

は優先度ベースのプリエンプティブスケジューリングによ

要件 ( 2 ) については，Maximum Interference Function

り実行される．起動，終了，プリエンプションによるタス

（MIF）[2] を用いることで理論的な最悪実行時間を導出し，
その値を用いてシステム最悪余裕時間を計算する．MIF は

クおよび ISR の切替え時にはコンテキストの保存・復帰な
どの OS オーバヘッドが発生する．

タスクの実行時間が周期（フレーム）ごとに変化するマル

時間周期または回転角などのイベントを契機に ISR が

チフレームタスク（MF タスク）[4] のリアルタイム性保証

実行される．時間同期のタスクは同一の時間同期 ISR に

を効率良く行うための手法である．パワトレアプリ評価ソ

よって起動される．回転角同期 ISR およびタスクは実際に

フトにおけるタスクはサブセットによって実行するタスク

は非同期的に実行されるが，エンジンがある一定の回転数

がフレームごとに変化するため，MF タスクとして扱うこ

で動いているときの周期を用いることで，時間同期タスク

とができる．タスク τ ∈ T （T はすべてのタスクの集合）

および ISR と同様に扱うことができる．ISR ではセットマ

とすると，タスク τ の MIF Mτ (t) はタスク τ が自分より

ネージャによって指定された周期に従って各タスクを起動

優先度の低いタスクの実行を妨げる最大時間を表す関数で

する．ISR の実行時間は起動するタスクを選択するための

あり，タスク τ が各フレームから開始したときの時刻 0 か

前処理にかかる時間とタスク起動による OS オーバヘッド

ら t までの CPU 利用時間の最大値をとる関数である．こ

に分かれており，ISR の実行時間の大きな割合を占めてい

こでタスク τ の最大応答時間は，タスク τ の実行時間と，

るのは後者である．

タスク τ より優先度の高いタスクの時刻 0 からタスク τ の
デッドラインまでの MIF の合計値である．
要件 ( 3 )，( 4 ) については，OS やハードウェアのオー
バヘッドを考慮した解析を行う．

5. パワトレ評価ソフトのランタイムとオーバ
ヘッド

タスクは公開関数処理ブロック（図 5 中 PF）
，共有デー
タ読み込み処理ブロック（図 5 中 R），共有データ書き込
み処理ブロック（図 5 中 W）で構成されている．公開関
数実行ブロックではタスクに含まれている公開関数をその
公開関数が所属するサブセットが指定する周期とオフセッ
トによって決められたタイミングで実行する．パワトレ評
価ソフトではタスクが使用している共有データの内容はタ

本章では 4.1 節で述べた要件を満たすために必要となる

スク実行中に別のコアに配置されたタスクによって変更さ

車載マルチコアアーキテクチャやパワトレ評価ソフトの情

れないようにしなければならない．そのためにタスクの先

報を明らかにし，それらの情報を含むような性能評価用モ

頭の共有データ読み込みブロックで使用する共有データを

デルについて述べる．そのためにまずパワトレ評価ソフト

ローカル領域に読み込み，タスクの末尾の共有データ書き

のランタイムについて述べる．性能評価用モデルは 6 章で

込みブロックで共有データの変更を書き込むようにしてい

述べる解析ツールへの入力として用いられる．

る．共有データ読み込みブロックおよび共有データ書き込
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みブロックでは各共有データに対してスピンロックもしく

バヘッドの影響を考慮できるようにする．ただし，すべて

は割込み禁止を用いて排他制御を行う．

の共有データについてスピンロックを用いる必要はなく，
複数のコアからアクセスされる共有データに関してのみス

5.2 考慮すべき実行オーバヘッド

ピンロックによる排他制御を行えばよい．

ここでは，パワトレ評価ソフトにおける，OS やハード

ここで，本来であれば API にかかる時間とアイドル時間

ウェアのオーバヘッドの影響について説明する．マルチコ

の両方について考慮すべきであるが，競合状態によるアイ

アシステムでは共有データのメモリ配置の結果によって排

ドル時間はタスクの実行状況によって大きく変化するため，

他制御によるオーバヘッドやメモリアクセス時間が大きく

解析を行うことは難しい．すべてのスピンロックが衝突す

変化する．よってシングルコアでの最悪実行時間解析とは

るという仮定で解析を行うという方法も考えられるが，そ

異なり，これらについてタスクの実行時間とは別に考慮す

の場合は解析結果が悲観的となり実機で実際に実行したと

る必要が出てくる．以下に要件 ( 3 )，( 4 ) を満たすために

きの結果と乖離する可能性が高い．ここで，要件 ( 4 ) を満

公開関数の実行時間とは別に本手法で考慮しなければなら

たすような解析が可能ならば，必ずしもパワトレ評価ソフ

ないオーバヘッドを示す．オーバヘッドにはハードウェア

トの性能に与える影響が少ない要因については考慮する必

によるものと OS によるものが存在し，ハードウェアオー

要はない．パワトレ評価ソフトのランタイムはタスクの先

バヘッドには共有データアクセスによるメモリアクセス

頭，末尾に共有データアクセスを集約させることでスピン

オーバヘッド，OS オーバヘッドにはスピンロックオーバ

ロックなどの排他制御が必要な区間や回数を抑えている．

ヘッド，タスク切替えオーバヘッド，タスク起動 ISR オー

このようにスピンロックの獲得・解放頻度が低くなるよう

バヘッドがある．

な実装の仕方をしていれば，一般的にコア数が少ないほど

5.2.1 共有データアクセスによるメモリアクセスオーバ

スピンロックが衝突する確率は低くなるため，2〜4 コア程

ヘッド
共有データは数が多く，複数のタスクによって頻繁にア

度で実行する分にはスピンロックのアイドル時間は短くな
ると予想できる．コア数が多くなれば，考慮の必要性が出

クセスされるため，共有データが配置されているメモリへ

てくる可能性はあるが，そのような場合は 3.1 節でも述べ

のアクセス時間は大きい．シングルコアで実行する場合は

たようにアーキテクチャの構成が大きく変化すると考えら

共有データが配置されるメモリは一定であるため公開関数

れるため，本研究では対象とせず，今後の課題とする．

の最大実行時間にメモリアクセス時間を含めることが可能

したがって，本手法ではスピンロックオーバヘッドは

であるが，マルチコアの場合，共有データが配置されるメ

API の実行時間のみを考慮する．

モリと共有データへアクセスするタスクのコア配置によっ

5.2.3 タスク切替えオーバヘッド

てメモリアクセス時間が異なる．公開関数のコア配置に対

PF グループに分割したことで，シングルコアのときと

し適切に共有データをメモリに配置する必要があるが，そ

比べタスク数が増加している．タスク数が多い場合，タス

の場合公開関数の実行時間が共有データの配置パターンに

ク起動，終了時によるプリエンプションの回数が多くなり，

よって変動するので，共有データへのアクセス時間は公開

その分タスク切替えのオーバヘッドが増加する．そのため

関数の最大実行時間とは別に考慮する必要がある．

本手法ではタスク切替えのオーバヘッドも考慮して解析を

また，共有データを配置するときに LMEM を可能な限
り用いることでメモリアクセス時間を削減する．解析を行

行う．

5.2.4 タスク起動 ISR オーバヘッド

う際には，共有データをアクセスする公開関数のコア配

5.1 節のとおり，タスクはセットマネージャの周期に従っ

置とメモリアクセスのオーバヘッド時間を用いて各 PF グ

てタスク起動を行う ISR（タスク起動 ISR）により起動され

ループの配置パターンごとに共有データのメモリへの適切

る．タスク起動 ISR の実行時間は起動するタスク数に従っ

な配置を決定する必要がある．本手法ではランタイムの仕

て変動する．AUTOSAR OS のタスク起動に要するオーバ

様に従い，各公開関数が共有データにアクセスする回数は

ヘッドは文献 [6] によると，クロック数が 60 MHz 程度の

読み込み・書き込みともに 1 回までであるという前提で解

CPU の場合 4 μs から 9 μs 程度かかる．PF グループへの

析を行う．

分割のためタスク数は増えており，多数のタスクが同時に

5.2.2 スピンロックオーバヘッド

実行される場合無視できない実行オーバヘッドになると

スピンロックにかかるオーバヘッドはスピンロックの獲
得，解放を行うために必要な処理を実行する API の実行時

予想できる．そのため本手法ではタスク起動によるオーバ
ヘッドを考慮して解析を行う．

間と他のコアがスピンロックを解放するまでのアイドル時
間で構成される．スピンロックによるオーバヘッドはコア

5.3 パワトレ評価ソフトの性能評価用モデル

数が多いほど性能に与える影響が大きい [5]．今後，コア数

2 章で示したパワトレ評価ソフトから解析を行ううえで

が増加したときを考慮して本手法ではスピンロックのオー

必要な情報を抽出し，モデル化を行う．パワトレ評価ソフ
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表 1 パワトレ評価ソフトのモデルの属性

がデッドラインより長い場合はその PF グループの配置パ

Table 1 Attribution of a model of powertrain evaluation soft-

ターンに関する解析を打ち切る．( c ) では各タスクの最悪

ware.

応答時間からシステム最悪余裕時間を計算する．

構成単位

属性

イベント

起動するセットマネージャ

PF グループ

含まれる公開関数

セットマネージャ

優先度，周期，実行するサブセット
セットマネージャに対する周期，

サブセット

オフセット，所属する公開関数
最大実行時間，読み込む共有データ，

公開関数
共有データ

6.2 ( a ) 共有データの配置決定
共有データ d について以下のアルゴリズムを適用する．

( i ) アクセスするコアが単一である場合，そのコアの LMEM
に d を配置する．

( ii ) それ以外の場合，以下により，コア c から共有データ

書き込む共有データ

R
W
d への読み込み頻度 F reqd,c
書き込み頻度 F reqd,c
を

データサイズ

R
計算する．ただし Fd,c
はコア c に配置され共有データ
W
d を読み込む公開関数の集合，Fd,c
はコア c に配置さ

表 2

RTOS，ハードウェアの情報

Table 2 Necessary information of RTOS and hardware arch-

れ共有データ d に書き込む公開関数の集合，pf を公開
関数 f の周期とする．

tecture.

HH

HH
H
H

RTOS

考慮するオーバヘッド
スピンロック API オーバヘッド（SpinApi）
およびタスク切替え時間（OH Chg ）
およびタスク起動オーバヘッド（OH Act ）
コア数，各メモリの各コアからの

ハードウェア

R

読み込み（Latency (c, m)）および
書き込み時間（Latency W (c, m)）

トの各構成単位をモデルした際に必要な属性を表 1 に示

R
F reqd,c
=

 1
1
W
, F reqd,c
=
(2)
pf
pf
R
W

f ∈Fd,c

f ∈Fd,c

( iii )以下により，共有データ d をメモリ m に配置したと
きのメモリ m に関する合計アクセス時間 Td,m を計算
する．ここでコア c からメモリ m へ読み込み時間を

Latency R (c, m)，書き込み時間を Latency W (c, m)，共
有データ d のデータサイズを Size(d) とする．

Td,m =



R
{F reqd,c
· Latency R (c, m) · Size(d)

c
W
+ F reqd,c
· Latency W (c, m) · Size(d)}

す．また，5.2 節から，OS，ハードウェアについて表 2 の
情報が必要となる．表 2 の情報は，実機上でベンチマーク
ソフトを実行することで事前に計測しておく．

6. マルチコア最悪応答時間解析
本章では，最悪応答時間解析によってマルチコアで実行
されるパワトレ評価ソフトの PF グループ単位での公開関
数のコア配置を決定する手法について述べる．本手法では

PF グループのすべてのコア配置パターンについて解析を
行い，得られた結果を配置決定に使用する．具体的には本
手法を実行するためのツールを実現し，解析の結果優良で
あったいくつかの配置パターンを実機に実装して評価を行
うことを想定している．解析はパワトレ評価ソフトの各構
成単位に関する情報を抽出したモデルを用いて行う．

6.1 解析ツールのフロー
本手法は各 PF グループのコア配置パターンに対し，以
下の手順を実行することで解析を行う．

( a ) 共有データの配置決定
( b ) 各タスクの最悪応答時間解析

(3)
( iv )対象とするアーキテクチャのメモリの集合を M とす
る．Td,μ = min{Td,m |m ∈ M } となるようなメモリ μ
に共有データ d を配置する．

6.3 ( b ) 各タスクの最悪応答時間解析
各配置パターンにおける最悪応答時間を解析し，そこか
ら PF グループのコア配置決定に使用するシステム最悪余
裕時間を計算する．ここでは，タスク τ の最悪応答時間

W CRTτ の計算方法を示す．
6.3.1 最悪応答時間解析の概要
パワトレ評価ソフトにおけるタスクは，異なるサブセッ
トから呼び出される公開関数を含み，呼び出すタイミング
によって実行時間が大きく変動するため，MF タスクとし
て扱うことができる．タスク τ の k 番目のフレームの実行
時間 Cτk は以下の式で与えられる．

Cτk =



{Cf · af (k)}

(4)

f ∈Fτ

( c ) システム最悪余裕時間の算出

ただし Fτ をタスク τ から呼び出される公開関数の集合，

( a ) ではまず PF グループの配置に対して適切な共有デー

Cf を公開関数 f の最大実行時間とする．また，af (k) は公

タの配置を決定する．( b ) では各タスクについて最悪応答

開関数 f がフレーム k で実行されるなら 1，そうでないな

時間を計算する．また，要件 ( 1 ) により，最悪応答時間

ら 0 を与える関数である．
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そして，タスク τ の k 番目のフレームの実行時間 Cτk は

5.2 節で述べた各種オーバヘッドを加味して以下の式で与
えられる．

Cτk =



{(Cf +OHfSpin +OHfM em )·af (k)}+OH Chg

f ∈Fτ

(5)

グループの配置コア）を Core(f ) とすると，

OHfMem

=
{Latency R (Core(f ), M em(d)) · Size(d)}
d∈SDfR



+

{Latency W (Core(f ), M em(d)) · Size(d)}

d∈SDfW

(8)

ただし公開関数 f におけるスピンロックオーバヘッドを

OHfSpin ，共有データアクセス時のメモリアクセス時間を
OHfM em とする．タスク切替えオーバヘッドは各タスクが
実行状態に移るときと終了するときに必ず 1 回ずつ発生す
るため，それらを合計した値を OH Chg として各タスクの
実行時間に加算すればよい．
タスク τ のフレーム数を Nτ とする．ここで，タスク τ
の最大応答時間 W CRTτ は以下の計算式で計算される．

Cτ = max{Cτk |k = 0, 1, . . . , Nτ − 1}

W CRTτ =
Mμ (Dτ ) + Cτ + OHτIsr

である．

6.3.4 タスク起動 ISR オーバヘッド（OHτIsr ）
タスク起動 ISR は，フレーム長をタスク起動 ISR が起
動する全タスクの周期の最大公約数とした MF タスクとし
て扱うことができる．タスク起動 ISR の実行時間はフレー
ムごとに起動するタスク数に比例する．タスク起動 ISR i
の k 番目のフレームの実行時間を Cik ，起動するタスク数
を Aki ，タスク起動オーバヘッドを OH Act ，タスク起動の

(6)

μ∈hp(τ )

前処理にかかる時間を Consti とすると，

Cik = OH Act · Aki + Consti + OH Chg

Dτ はタスク τ のデッドライン，OHτIsr は時刻 0 から時刻
Dτ までのタスク起動 ISR によるオーバヘッド，hp(τ ) はタ
スク τ と同じコアに含まれ，タスク τ よりも高優先度なタ
スクの集合である．Mμ (Dτ ) はタスク μ の時刻 0 から Dτ
までの MIF の累計であり，タスク μ の各フレームの実行
時間から計算することができる．

となる．タスク起動 ISR への切替えについてもオーバヘッ
ドがかかるため，タスクと同様に実行時間に OH Chg を加
算する．タスク τ と同じコアに配置されたタスク起動 ISR
は，起動するたびにタスク τ の実行を妨げる．そのとき
の妨げる最大時間は MIF によって計算することができる．
したがって，タスク τ と同じコアに配置されたタスク起動

6.3.2 スピンロックオーバヘッド（OHfSpin ）
公開関数 f に関するスピンロックオーバヘッド OHfSpin
は公開関数 f が読み込む共有データ，書き込む共有データ
のうち，スピンロックが必要なデータに関するスピンロッ

ISR の集合を Iτ とすると，OHτIsr は以下の式によって計
算される．

OHτIsr =

の集合を SDfW ，SpinApi をスピンロックの獲得・解放の

API 実行時間とすと，

OHfSpin =
{SpinApi · IsSpin(d)}
+



{SpinApi · IsSpin(d)}



Mμ (Dτ )

6.4 ( c ) システム最悪余裕時間の算出
システム最悪余裕時間 W CST は以下で求められる．

W CST = min{Dτ − W CRTτ |∀τ ∈ T }
(7)

d∈SDfW

(10)

μ∈Iτ

ク獲得・解放 API の合計となる．したがって公開関数 f が
読み込む共有データの集合を SDfR ，書き込む共有データ

d∈SDfR

(9)

(11)

7. 評価
本章では，本研究の車載マルチコアシステムの最悪応答

である．また，IsSpin(d) を共有データ d にスピンロック

時間解析手法に関して，実機実行との比較評価を行う．性

が必要なら 1 そうでないなら 0 となる関数とする．

能評価に用いる OS，ハードウェアによるオーバヘッドは，

6.3.3 共有データアクセス時のメモリアクセスオーバヘッ

実機環境で測定したものを使用する．本章では以下の 4 つ

ド（OHfM em ）
公開関数 f に関する共有データアクセス時のメモリア

の評価を行う．
（評価 1） 解析時間の評価

クセスオーバヘッド OHfM em は公開関数 f が読み込む共

（評価 2） 実機と解析値の比較

有データ，書き込む共有データすべてについて，公開関数

（評価 3） 実行オーバヘッド考慮による影響の評価

f が配置されているコアから対象の共有データが配置され

（評価 4） 適用性の評価

ているメモリへのメモリアクセスレイテンシと共有デー

評価 1 では最悪応答時間解析ツールによる解析によって

タのサイズの積の合計となる．したがって配置メモリを

実際に要した時間を計測する．この評価により，要件 ( 1 )

M em(d)，公開関数 f の配置コア（公開関数 f を含む PF

を満たしていることを確かめる．評価 2 では，実機で余裕
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時間を計測し，解析値との比較を行う．すべての PF グルー

表 3 評価 1：解析に要する時間

プのコア配置パターンについて比較を行い，要件 ( 3 )，( 4 )

Table 3 Evaluation 1: Time required for analyzing.

を満たしていることを確認する．評価 3 では，各種オーバ
ヘッドによる影響を評価するために，実機による計測結果
および 5.2 節で示したオーバヘッドについてそれぞれ考慮

コア数

2

全配置
パターン数

63

していない場合についての解析結果の比較を行う．評価 4
では，本手法を適用するために必要なパワトレアプリの性

4

350

打ち切り
あり

解析
時間 [s]

47.7

なし

67.6

あり

252.4

なし

382.7

質を明らかにすることで本手法の適用性を評価する．
本章では評価 2，評価 3 について，実機実行した際に全タ
スクで最小であった余裕時間と解析によって得られたシス

ループ単位でコアに配置される．PF グループをコアに配

テム最悪余裕時間を比較する．実機実行の計測区間はほと

置するパターン数は第二種スターリング数で求められ，7

んどのタスク起動のパターンを網羅できると考えられる，

つの PF グループを 2 コアに配置する場合のパターン数は

実行開始から 5 分までの間とした．

63，4 コアに配置する場合のパターン数は 350 通りである．
このパターン数に対して手作業で最悪応答時間解析を行う

7.1 評価環境
本研究の評価を行う実機環境としてコアごとに 32 kB

ことは困難であるが，解析ツールを用意することで，十分
に最悪応答時間解析可能なパターン数となる．

のローカル RAM を持ち，バスを介してアクセスできる

256 kB の共有 RAM と 4 MB の FLASH を持つ 192 MHz

7.3 （評価 1）解析時間の評価

の周波数で実行される車載ホモジニアスデュアルコアマイ

7.2 節のモデルに対し，2 および 4 コアに PF グループ

コンを用いた．実機への実装には我々が開発している車載

を配置する場合について，解析に要した時間を計測した．

ソフトのマルチコア実装支援ツールである PMPF [3] を用

R
解析を行う環境は，OS は Windows10
64 bit，CPU は

いた．リアルタイム OS として AUTOSAR OS を用いてお

TM
R
Intel Core
i7 2.60 GHz，メモリは 16 GB である．4 コ

り，最適化オプションありのコンパイルによって実行ファ

アでの計測では，機能が拡張されているという前提で行う

イルを生成した．解析についても同様の実行環境を想定し

ため，各公開関数の実行時間を 2 倍とした．

ている．

結果を表 3 に示す．2，4 コアのどちらの場合でも現実
的な時間で解析が可能であることが分かった．また，解析

7.2 評価モデル
本評価で使用するソフトウェアモデルはパワトレアプリ

の打ち切りにより解析に要する時間が約 2/3 に短縮され，
要件 ( 1 ) に貢献していることが分かる．

を想定したパワトレ評価ソフトモデルであり，1,000 個程
度の公開関数で構成されている．合計 30 個程度の周期タ

7.4 （評価 2）実機と解析値の比較

スクと回転角同期タスクがあり，公開関数はそれぞれその

評価 2 では 7 つの PF グループを 2 コアに配置する全パ

いずれかに配置されている．回転角同期タスクはエンジン

ターン（63 パターン）に対して，エンジン回転数が 3,000 rpm

の回転数が 2,000〜5,000 rpm で安定していると想定したと

の場合と 4,000 rpm の場合について実機実行の最小余裕時

きの周期で実行される．ただし下記の評価環境と評価モデ

間と解析のシステム最悪余裕時間の比較評価を行った．結

ルを用いて評価を行ったとき，2,000 rpm の場合はすべて

果を図 6，図 7 のグラフに示す．図 6，図 7 のグラフは実

の PF グループのコア配置パターンでデッドラインミスが

機実行の結果で昇順ソートされている．また，解析におい

起きず，5,000 rpm の場合は逆にすべてのパターンでデッ

てリアルタイム性が保証できないとされた PF グループの

ドラインミスが起こった．そのためこれらの回転数の場合

配置パターンについては解析を打ち切っている．

での評価を行わず，3,000 rpm および 4,000 rpm での評価

結果として，解析においてリアルタイム性が保証できる

を行った．なお，パワトレアプリは高負荷時には安全性に

とされた配置パターンについては解析のシステム最悪余裕

影響がないソフトリアルタイムタスクのデッドラインミス

時間は実機実行の最小余裕時間より小さい値となり，要件

が避けられない場合があり，ソフトリアルタイムタスクの

( 4 ) を満たしている．解析でシステム最悪余裕時間が長い

デッドラインミスはある程度許容できる構成となってい

ものを上位 10 個選択して比較すると，表 4，表 5 のよう

る [7]．そのため回転数が 5,000 rpm の場合にはどのような

になる．全体として解析でシステム最悪余裕時間が長いも

PF グループのコア配置であってもデッドラインミスする

のは実機実行の最小余裕時間も長くなる傾向があった．順

タスクが存在するようになっていると考えられる．

位は必ずしも一致しないが，解析でシステム最悪余裕時間

パワトレ評価ソフトを分析した結果，公開関数は 7 つの

の長さが上位であった PF グループのコア配置パターンの

PF グループに分類することができた．公開関数は PF グ

集合の中に実機実行の最小余裕時間の長さが上位であった
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図 6

評価 2（3,000 rpm）
：実機実行の最小余裕時間と解析のシステム最悪余裕時間

Fig. 6 Evaluation 2 (3,000 rpm): Worst case slack time of execution on an actual processor board and analyzing.

図 7

評価 2（4,000 rpm）
：実機実行の最小余裕時間と解析のシステム最悪余裕時間

Fig. 7 Evaluation 2 (4,000 rpm): Worst case slack time of execution on an actual processor board and analyzing.

PF グループのコア配置パターンが含まれている．解析で

図 9 のグラフに示す．図 8，図 9 は各オーバヘッドを考慮

システム最悪余裕時間の長さが上位であったいくつかの配

していない場合の解析のシステム最悪余裕時間と実機実行

置パターンについて実機でも検証を行うため，実装者は実

での最小の余裕時間を比べたときの増減率を表している．

機実行の最小余裕時間の長さが上位である配置パターンを

公開関数の実行時間のみを考慮した場合（図 8，図 9 (7)）

選択することができる．この意味で，要件 ( 3 ) を満たして

は実機実行に対する増減率が非常に高く，オーバヘッドの

いるといえる．順位が一致しない理由としては MIF の計

考慮はパワトレアプリの性能評価を行ううえで必須であ

算によって実際には発生確率が低いタスク実行のタイミン

る．スピンロックオーバヘッド以外を考慮した場合（図 8，

グの組合せまで考慮しているためであると考えられる．

図 9 (3)）および共有データへのメモリアクセス時間以外
を考慮した場合（図 8，図 9 (4)）は本手法で対象としてい

7.5 （評価 3）実行オーバヘッド考慮による影響の評価

るオーバヘッドをすべて考慮した場合（図 8，図 9 (2)）と

評価 3 では実機実行によって得られた最小の余裕時間を

比べて差は小さいものの，解析のシステム最悪余裕時間が

長い順に 10 個の PF グループのコア配置パターンを抽出

実機実行の最小余裕時間より大きい場合がある．タスク起

し，5.2 節で示したオーバヘッドについてそれぞれ考慮し

動 ISR オーバヘッド以外（図 8，図 9 (5)），タスク切替え

ていない場合の解析結果との比較を行った．結果を図 8，

オーバヘッド以外（図 8，図 9 (6)）を考慮した場合は解析
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評価 2（3,000 rpm）
：解析結果上位 10 位

Table 4 Evaluation 2 (3,000 rpm): The top 10 results of analyzing.
パター
ン番号

解析

実機実

解析のシステ

実機実行の全タ

での

行での

ム最悪余裕時

スクでの最小

順位

順位

間 [µs]

余裕時間 [µs]

62

1

2

406.3

416

44

2

5

405.9

412

48

3

4

401.7

414

54

4

6

401.5

411

51

5

3

397.0

416

57

6

1

395.1

418

56

7

8

393.7

402

50

8

9

392.1

401

43

9

7

388.9

411

36

10

13

387.9

393

表 5

図 8

評価 3（3,000 rpm）
：各オーバヘッドを考慮していない解析の
実機実行に対する増減率

Fig. 8 Evaluation 3 (3,000 rpm): Increase/decrease ratio of
worst case slack time of analyzing without each overhead to execution on an actual processor board.

評価 2（4,000 rpm）
：解析結果上位 10 位

Table 5 Evaluation 2 (4,000 rpm): The top 10 results of analyzing.
パター
ン番号

解析

実機実

解析のシステ

実機実行の全タ

での

行での

ム最悪余裕時

スクでの最小

順位

順位

間 [µs]

余裕時間 [µs]
図 9

59

1

5

151.1

191

58

2

6

148.0

172

56

3

8

144.4

164

Fig. 9 Evaluation 3 (4,000 rpm): Increase/decrease ratio of

60

4

4

142.0

192

worst case slack time of analyzing without each over-

63

5

1

138.0

204

head to execution on an actual processor board.

54

6

10

112.3

134

61

7

3

112.2

194

62

8

2

102.6

200

52

9

12

88.7

118

55

10

9

86.3

160

評価 3（4,000 rpm）
：各オーバヘッドを考慮していない解析の
実機実行に対する増減率

スピンロックのアイドル時間の影響を考慮しなくても要件

( 4 ) を満たすことが可能であったが，スピンロックの取得
頻度が高かったり，スピンロックによる排他時間が長かっ
たりするようなアプリの構成であった場合はスピンロック

のシステム最悪余裕時間が実機実行の最小余裕時間より大
きくなる場合が多い．
以上のことから要件 ( 4 ) を満たすためにはスピンロック

のアイドル時間を考慮する必要が出てくる．
以上のことから，本手法が適用できるパワトレアプリの
性質は以下のとおりである．

オーバヘッド，共有データへのメモリアクセス時間，タス

• RTOS 上の複数のタスクおよび ISR によって構成され

ク起動 ISR オーバヘッド，タスク切替えオーバヘッドを考

ており，各タスクおよび ISR は優先度を持ち，優先度

慮する必要がある．また，5.2.2 項でスピンロックのアイ

ベーススケジューリングが行われること

ドル時間は考慮しないとしたが，実際に考慮しなくても要

• タスクおよび ISR の起動周期が分かっていること

件 ( 4 ) を満たすことが可能であることを確認できた．

• タスク実行中に待ち状態とならないこと
• 回転数が固定の状態では非同期な処理が存在しない

7.6 （評価 4）適用性の評価
本手法の適用性の評価として，本手法が適用できるパ

こと

• 公開関数に相当する処理単位の実行時間と実行依存関

ワトレアプリの性質を示す．本手法を適用するためには，

係が分かっており，処理単位を他のグループの処理単

2 章で述べたパワトレ評価ソフトと同じような構成を持ち，

位と実行依存関係を持たないようにコア数より多い数

3.1 節で述べたような車載マルチコアアーキテクチャ上に
実装され，3.3.2 項の方法で公開関数に相当する処理単位
の集合を PF グループに割り当てることができ，5.3 節で
示したような情報を取得できるパワトレアプリである必要
がある．また，評価 3 ではパワトレ評価ソフトの構成上，
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のグループに分割することができること

• 実装するハードウェアの各メモリの各コアからのアク
セス時間が分かっていること

• すべての公開関数に相当する処理単位について，各共
有データに書き込みもしくは読み込みを行う回数が分
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かっていること

通信頻度のパレート解となるようなタスクのコア配置を求

• すべての公開関数に相当する処理単位について，スピ

める手法を提案している．mNRT はすべてのタスクの中

ンロックを獲得・解放する回数が分かっていること

で応答時間の最大値をデッドラインで割った値が最大の

• スピンロックの衝突回数が解析で考慮しなくてよいレ

ものであり，本論文のシステム最悪余裕時間と近い概念で

ベルで少ないこと

8. 関連研究

ある．遺伝的アルゴリズムのイテレーションごとにシミュ
レーションツールによってこれら 3 つのパラメータの取得
を行う．文献 [12] の手法と本手法を比較すると，文献 [12]

マルチコア車載ソフトの処理や共有データの配置を決定

の手法では遺伝的アルゴリズムのイテレーションごとにシ

する方法としては，本手法のように最悪応答時間解析を用

ミュレーションを行うため，静的な解析を行う本手法と比

いたもの以外にも，各処理の実行周期や実行時間などの情

べ，最終的なコア配置を得るまでに必要な時間が長いと考

報を用いて配置を決定するマッピングツールを用いたも

えられる．また，文献 [12] の手法はコア間をまたぐランナ

のがある．文献 [8] では焼き鈍し法 [9] や遺伝的アルゴリ

ブルの実行依存関係がなくなるような仕組みを持たないた

ズム [10] などのヒューリスティックアルゴリズムによっ

め，PF グループを用いる本手法と異なり，待ち状態を考慮

て AUTOSAR [11] のランナブル（公開関数に相当）とデー

しなければならない．最後に文献 [12] の手法はシミュレー

タのコア，メモリ配置を決定する手法を提案している．文

ションを用いているために，非常に低い確率で発生するタ

献 [8] は本研究と比べて自由度の高い配置パターンを，評価

スクや ISR 実行の組合せについて評価できていない場合

値を計算することでを検出することができるが，ヒューリ

があり，最悪応答時間を取得できていることを保証できな

スティックなアルゴリズムであるため局所最適解に陥る可

い．対して本論文の手法では対象のタスクと同等以上の優

能性がある．本研究の手法でも公開関数はグループ化して

先度を持つタスクおよびタスク起動 ISR ついて MIF を計

コアに配置されるため，公開関数のグループ化が適切に行

算し，対象のタスクの実行時間との合計を出すことで最悪

われなかった場合には大域最適解を得られない可能性があ

応答時間を計算しているため，すべてのタスクおよびタス

る．しかし 3.3.1 項でも説明したとおり，互いに実行依存

ク起動 ISR 実行の組合せについて評価できている．

関係のある公開関数は同じコアに配置されるべきである．

文献 [14] ではランナブルの実行依存関係を満たしつつ，

PF グループによるグルーピングの目的の 1 つがそのよう

ヒューリスティックアルゴリズムによって配置を決定する

な公開関数を同じコアに配置することなので，同じ PF グ

手法を提案している．文献 [14] の配置アルゴリズムは各ラ

ループに含まれる公開関数は同じコアに配置される必要性

ンナブルについて CPU 利用率の高いものから順に配置す

が高いものであると考える．

るもので，各 CPU のシステム最悪余裕時間について考慮

また，解析にかかる実行時間については，文献 [8] では

することはできない．車載ソフトでは安全に実行するため

1,000 個程度の公開関数の配置をランダムな初期配置から

にシステム最悪余裕時間が重要な指標となるため，本研究

優良な配置になるまでイテレーションを行うのは時間がか

には適さない，

かると考えられる．将来コア数やアプリケーションの規模

文献 [15] は MAST [16] などのオープンソースの解析ツー

が増加した場合，文献 [8] では最適解に収束するための時

ルを用いてマルチ ECU を前提とした最悪応答時間解析手

間が増大していく．本手法でも PF グループをコアへ配置

法について提案している．文献 [15] はオープンソースを用

する組合せ数が増えれば解析時間も増加することが予想さ

いることで開発コストを削減しているが，マルチコアを前

れる．しかし本論文の手法では PF グループの数をコア数

提としていないためメモリアクセス時間や排他競合時間を

に対して多くしなければ 7.3 節の（評価 1）の結果にあるよ

考慮することができない．

うに 4 コアであっても解析時間は長くはない．4 コアを超

車載ソフトの性能を実機で実行する前に把握する方法と

えるような場合については本論文の 3.1 節にあるとおり，

してはマルチコアシミュレータ [17], [18] がある．しかし

ハードウェアの構成が大きく変化することが予想されるた

シミュレータでは 1 つのパターンに関する結果を得るため

め，本研究の対象外としている．タスク数や公開関数が増

に必要が時間が多いことと，理論的な最悪値を出すことが

えた場合でも PF グループの数を多くしなければ，組合せ

できないことから，配置決定のための性能把握方法として

のパターン数が変わらないため解析時間の増加は大きなも

は不適格である．

のにならない．ただし 1 つの PF グループに含まれる公開
関数の数が増えるため，コア配置の自由度は相対的に低く
なる．

9. おわりに
本研究ではマルチコアで実装されたパワトレ評価ソフト

文献 [12] では，NSGA-II [13] という遺伝的アルゴリズム

の最悪応答時間解析に必要な要因として OS およびハード

を用いた最適化アルゴリズムによって mNRT（maximum

ウェアのオーバヘッドについて述べた．PF グループを用

Normalized Response Time），タスクの待ち時間，コア間

いることで公開関数のコア配置パターンを削減し，PF グ
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ループの全配置パターンについて最悪応答時間を解析し，
システム最悪余裕時間を計算することで公開関数のコア配

[15]

置の決定を支援するツールを実現した．評価によって解析
は現実的な時間で行うことができ，実機実行結果と相関が
あることからコア配置決定に有用であることを示した．
今後の課題としては，公開関数の分岐実行の組合せを考

[16]
[17]

慮した解析を行うことや，スピンロックアイドル時間によ
る影響についても最悪応答時間解析を行うことができるよ
うにすることや，要件 ( 3 ) を十分に満たすことができるよ
うに解析の精度を向上させること，そしてクラスタを組み
合わせたアーキテクチャに対応することがあげられる．
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