組込みシステムシンポジウム2019
Embedded Systems Symposium 2019

ESS2019
2019/9/6

リアルタイムデータ記録のためのファイル書き込み遅延削減方式
岡部 亮†

外山 正勝†

Linux を搭載する組込み機器で短周期データのリアルタイム記録を実現する場合，デー
タ発生周期より短い時間で write システムコールが完了する必要がある．しかし，代表的な
ファイルシステムの一つである Ext4 には，様々な遅延要因が存在する．本研究では，ファ
イルシステムの write の遅延を，ページキャッシュへの書き込みに必要となる最低限の時間
に抑制可能なアプリケーション設計を提案する．提案方式の特徴は次の通り．(1) ブロック
の事前アロケートにより，write 内のブロック予約処理を抑止する．(2) write と並行して行う
ストレージ書き出し処理でメタデータを対象外とすることで，ジャーナリング処理とのロック
競合を防ぐ．(3) カーネルの flusher スレッドを停止し，write 内での flusher スレッドの処理
完了待ちを防ぐ．5 msec 周期で発生する 16 KB のデータを最大 100 MB まで記録するユ
ースケースで提案方式を評価した結果，write の最大遅延は 309μsec であった．提案方式
は write の遅延を抑制しており，短周期データの記録に適用可能であることを確認した．

Reducing File Write Latency for Real-Time Data Recording
RYO OKABE†

MASAKATSU TOYAMA†

In order to implement real-time recording of periodic data on embedded systems with
Linux, latency of the write() operation on the file system must be shorter than the cycle
time. However, there are various latency causes in Ext4, which is one of the most popular
Linux file systems. We propose a design of real-time recording that reduces the latency of
write() to the minimum amount required for writing to the page cache. Our design is based
on the user space so that no kernel modification is necessary. The design considerations are
as follows: allocating blocks beforehand to prevent block reservations inside write(),
disabling the kernel flusher thread, that can block write(), and excluding metadata when
flushing to the storage to avoid lock contentions between write() and journal committing.
According to our measurement, the worst latency of write() on the proposed design is 309
μsec, under a scenario where 16 KB of data are written every 5 msec until reaching the total
size of 100 MB. The results show that the proposed design reduces the latency of write(),
and is effective for real-time recording.

1. 背景と研究目標
1.1. 背景
組込み機器の中には，マイクロ秒からミリ秒の短周期
で発生するデータを，SSD や SD カード，eMMC などの
フラッシュストレージにリアルタイムに記録することが要
求されるものがある．例えば，制御機器で異常時解析
に備えて周期入出力データや演算結果を記録する場
合，データの取りこぼしを防ぐためには，短周期データ
を遅延なく保存できる必要がある．また，工場の稼働状
†三菱電機株式会社 情報技術総合研究所
Information Technology R&D Center, Mitsubishi Electric
Corporation, Kamakura, Japan

ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

況の分析や設備の故障予測のためのセンサデータの
収集，機械学習に活用するための車両の周囲情報の
収集などにおいても，短周期のデータを遅延なく記録
することが求められる．さらに，ドライビングレコーダやマ
ルチメディアデータのストリーミング受信など，民生機器
でも周期データのリアルタイム記録は重要である．
従来，組込み機器はリアルタイム OS を用いて開発さ
れることが一般的であったが，ネットワークや GUI など
の要求の高度化に伴い，組込み機器への Linux の採
用も進んでいる．Linux には，ストレージを利用するため
の S/W スタックとして，様々な種類のメディアに対応した
デバイスドライバや，Ext4[1], XFS, F2FS などの異なる
特徴を持つ豊富なファイルシステムが用意されている．
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Linux が提供するこれらのファイルシステムを利用する
ことで，アプリケーションは抽象化されたインタフェース
を用いてストレージを操作することができる．また，ジャ
ーナリングやメインメモリを用いたバッファリングなど，信
頼性や性能の向上に有効な機構を利用できる．
1.2. 課題
組込み機器において Linux のファイルシステムを利
用する場合，API の最大レイテンシの保証や実行時間
の予測可能性など，リアルタイム性の実現が課題となる．
本研究では，組込み機器向けに広く使用されている
Ext4 ファイルシステムを検討対象とする．また，ファイル
のメタデータのみをジャーナリングの対象とする ordered
モードのジャーナリングを検討対象とする．図 1 は Ext4
ファイルシステムの構成図である．関連する主要なコン
ポーネントは，仮想ファイルシステム，Ext4 ファイルシス
テム，汎用ブロック層，ブロックデバイスドライバである．
メインメモリ上のページキャッシュは，ファイルシステム
が管理するバッファであり，ファイルデータやメタデータ，
ジャーナリングのトランザクションが格納される．ジャー
ナリング対象であるメタデータは，まず，ストレージ上の
ジャーナル領域に書き出され（コミット処理），その後，フ
ァイルシステムの正規領域に書き出される（チェックポイ
ント処理）．これによりメタデータのアトミック性が保証さ
れ，電源断などによるファイルシステムの破損を回避で
きる．トランザクションとはコミット処理の単位となる一連
のデータの集まりである．Ext4 のジャーナリングには，3
種類のトランザクションがある．メタデータの変更を受け
入れ可能である running トランザクション，メタデータの
変更の受け入れを停止してコミット処理中である
committing トランザクション，および，コミット処理が完了
してチェックポイント処理待ちの checkpointing トランザク
ションである．アプリケーションが write()システムコー
ルを実行すると，ファイルデータはページキャッシュに
保存される．また，メタデータはページキャッシュに保存
されるとともに，running トランザクションに登録される．
write()システムコールは，通常，ファイルデータとメタ
データをページキャッシュに書き込んだ後，すぐにリタ
ーンする．ページキャッシュ上のデータは，flusher スレ
ッドと呼ばれるカーネルスレッドが定期的に起動した際
や，fsync(), fdatasync(), sync_file_range()の
ようなストレージ書き出し API をアプリケーションが呼び
出した際に，非同期的にストレージに書き出される．
Ext4 ファイルシステムには，write()システムコール
のレイテンシを悪化させる様々な要因が存在する．例え
ば，ブロックをアロケートしながらファイル末尾にデータ
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図 1: Ext4 ファイルシステムのソフトウェア構成
Figure 1: Architecture of the Ext4 file system.
を追加する書き込みである append-write には，ブロック
のアロケート予約や，ファイルサイズ増加に伴うメタデー
タの更新などの遅延要因がある[1]．また，fsync()など
のストレージ書き出しを行うシステムコールは，ジャーナ
リングのコミット処理を引き起こし，コミット処理におけるト
ランザクション操作は，write()をはじめとする他のシス
テムコールとの間で様々なロック競合を引き起こすこと
が知られている[10]．また，ジャーナル領域の空き領域
が一定以下となった場合，write()などのシステムコー
ル呼び出しの内部でチェックポイント処理が実行される
[10]．そのため，append-write によるメタデータの頻繁な
更新や，fsync()システムコールによるコミット処理の
頻繁な実行により，ジャーナル領域にデータが大量に
蓄積すると，write()システムコール内部でチェックポ
イント処理が発生し，レイテンシの増加を引き起こす可
能性がある．他に，カーネルの flusher スレッドによる非
同期のストレージ書き出し処理は，write()システムコ
ールの処理をブロックすることが知られている[6]．
短周期データのリアルタイム記録においてデータの
取りこぼしを防ぐためには，データの発生周期よりも短
い時間で write()システムコールが完了することを保
証する必要がある．しかし，write()システムコールの
レイテンシは，ファイルシステムの各層やストレージ内の
ファームウェアなどで積み重なり，場合によっては 1000
msec オーダーまで達することが知られている[6][7][9]．
1.3. 研究目標
本研究の目標は，Ext4 ファイルシステムの write()
システムコールについて，1.2 節で述べた遅延要因を排
除し，ページキャッシュへの書き込みに必要となる最低
限のレイテンシに抑制することである．より具体的には，
write()システムコールをブロックさせないための設計
や制約，ファイルシステムのパラメータ設定を明確にす
る．これにより，ミリ秒以下の短周期データのリアルタイ
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ム記録を Linux によって実現することが可能となる．

2. 関連研究
クラウド環境への適用を想定して，Ext4 の write()
のスループット向上やメニーコアに対するスケーラビリ
ティ向上を目指した先行研究がある．例えば，CPU コア
数にスケールするスループットを得るためには，ファイ
ルシステム内部のロック競合が問題であることに着目し，
独立したサービス群でファイルシステムを構成すること
が提案されている[14]．同様にロック競合に着目し，トラ
ンザクションのデータ構造をロックフリー化することで，メ
タデータが頻繁に更新される負荷状況でのスループッ
ト性能を向上させる手法も提案されている[10]．
Ext4 における fsync()のレイテンシ削減は，特にス
マートフォン向けに活発な研究領域である．Ext4 では
異なるファイルに対する変更が単一のトランザクション
にまとめられるため，fsync()内部で行われるコミット処
理の実行時間が長くなるという問題がある．そこで，
fsync()の実行の際，fsync()対象ファイルの変更内
容のみをトランザクションから抽出してコミットする手法
が報告されている[3][15]．また，fsync()内でトランザ
クションをコミットする代わりに，シーケンシャルログとし
てストレージに書き出すことで，書き出すデータのサイ
ズを減らして fsync()の応答時間を向上させる手法が
提案されている[13]．他に，ファイルシステムのタイムス
タンプの粒度が細かい場合，fsync()内のコミット処理
におけるタイムスタンプ更新のデータ量が多くなること
に着目し，ファイルシステムのタイムスタンプの粒度を
粗くして，コミット処理のデータ量を抑制するという手法
が提案されている[2]．ストレージデバイスの観点の研究
としては，ジャーナル領域への書き込みの順序を保証
するようにストレージデバイスの FTL を改良することで，
コミット処理時の FLUSH コマンドの呼び出し回数を削
減し，fsync()の応答性を向上させる研究がある[12]．
Ext4 の性能チューニングと評価に関する研究として
は，スマートフォンの負荷特性に対して書き込みスルー
プット向上を実現するファイルシステムのパラメータ設
定を明らかにしている研究[4]，ストレージデバイスの低
遅延化に対してファイルシステムのスループットのスケ
ーラビリティを評価している研究[8]，ストレージデバイス
上のデータレイアウトと書き込みレイテンシの関係性を
明らかにし，ファイルシステムのパラメータ変更によるデ
ータレイアウトへの影響を評価している研究[11]がある．
POSIX や Linux では，非同期 I/O（AIO）が規定され
ている[16]．Linux における POSIX AIO は，書き込み
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や読み出しの要求ごとにスレッドを立ち上げるため，オ
ーバヘッドの増加が懸念となる．また，Linux AIO は，
同期 I/O である write()と比較して実績が少なく，安
定性に懸念があると判断した．例えば，Linux 4.14 まで
の Linux AIO は，条件によっては非同期 I/O であるに
もかかわらず API 内部でブロックする場合があった[17]．
以上より本研究では，同期 I/O である write()システ
ムコールのレイテンシ抑制に取り組む．
Ext4 を改良して write()のレイテンシの削減を目
指した先行研究としては，次のものがある．Ext4 で既存
ファイルを上書きする際，ストレージからの当該ファイル
のフェッチを遅延させて非同期に行うことで，write()
の最大レイテンシを削減する研究がある[9]．また，カー
ネルの flusher スレッドが非同期 I/O を行っている最中
は write()のレイテンシが大幅に増加することを受け
て，I/O スケジューラの改良が提案されている[6]．本先
行研究では，write()の最大レイテンシが 1813.54
msec から 177.40 msec に改善されている．これに対して
本研究は，ファイルシステムに変更を加えず，アプリケ
ーションの設計やファイルシステムのパラメータ設定の
最適化により，レイテンシをミリ秒以下に抑制することを
目指す．一例として，カーネルの flusher スレッドを無効
化して非同期 I/O を排除する．
短周期データのリアルタイム記録に関しては，次の
研究がある．ストリーミング受信における write()のレ
イテンシの削減を目指す研究[7]では，ファイルシステ
ム内のブロック管理構造の階層を既存のファイルシステ
ムより少なくすることで，write()内部のブロック検索処
理における HDD のシーク距離を減らし，write()のレ
イテンシの分散を低減している．また，SD カードを搭載
するドライビングレコーダ向けに，電源断耐性を実現し
つつ，断片化の抑制によりレイテンシの削減を実現した
FAT ベースのファイルシステムが開発されている[5]．
本先行研究は，ページキャッシュを利用せず，ストレー
ジに直接書き込む際のレイテンシの削減を目指すもの
であり，10 msec オーダーの平均レイテンシを実現して
いる．これに対して本研究は，write()のレイテンシを，
ページキャッシュへの書き込みに必要となる最低限の
時間に抑制し，ミリ秒以下のレイテンシの実現を目指す．
以上の先行研究に対して，本研究は，ファイルシス
テムに変更を加えずに write()のレイテンシ抑制を目
指す．具体的には，write()の処理をブロックさせない
ためのアプリケーション設計や制約を明確にする．

39

組込みシステムシンポジウム2019
Embedded Systems Symposium 2019

(A)

ESS2019
2019/9/6

Write thread
Flush thread

write()

Flusher thread
(kernel)

(B)

fsync() / fdatasync()
flush
flush

fsync()

Write thread

fallocate() write()

Flush thread

sync_file_range()

ftruncate(), fsync()

図 2: 従来方式(A)と提案方式(B)による短周期データのリアルタイム記録の設計
Figure 2: Design of real-time periodic recording with (A) the conventional method and (B) the proposed method.

3. 設計
本章では，短周期データのリアルタイム記録におい
て，write()のレイテンシを抑制するための設計を提
案する．
3.1. 従来方式
図 2 (A)は，従来方式による短周期データのリアル
タイム記録の設計である．記録開始時にサイズ 0 の空フ
ァイルを新規に作成し，その後，データの発生周期ごと
に当該ファイルにデータを書き込む（append-write）．ス
トレージへの書き出しは，カーネルの flusher スレッド，
および，アプリケーションのバックグラウンドスレッドから
の fsync() / fdatasync()呼び出しによって行う．
基本的に，write()はページキャッシュに書き込み
を行った後，すぐにリターンするが，1.2 節で述べた通り，
様々な要因でレイテンシが悪化する．例えば，appendwrite には，ブロックのアロケート予約や，ファイルサイズ
増加に伴うメタデータの更新などの遅延要因がある．ま
た，fsync()などのストレージ書き出しを行うシステムコ
ールは，ジャーナリングのコミット処理を引き起こし，コミ
ット処理におけるトランザクション操作は，write()をは
じめとする他のシステムコールとの間で様々なロック競
合を引き起こす場合がある．また，ジャーナル領域の空
き領域が一定以下となった場合，write()などのシス
テムコール呼び出しの内部でチェックポイント処理が実
行される．そのため，append-write によるメタデータの頻
繁な更新や，fsync()によるコミット処理の頻繁な実行
により，ジャーナル領域にデータが大量に蓄積すると，
write()の内部でチェックポイント処理が発生し，レイ
テンシの増加を引き起こす可能性がある．他に，カーネ
ルの flusher スレッドによる非同期のストレージ書き出し
処理は，write()処理をブロックする場合がある．
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3.2. 提案方式
従来方式の問題点を受けて，提案方式の方針を次
の通り設定する．まず，ブロックのアロケート予約や，フ
ァイルサイズ増加に伴うメタデータの更新を抑制する．
次に，flusher スレッドによる非同期のストレージ書き出
し処理を排除する．さらに，アプリケーションによるストレ
ージ書き出しでは，メタデータが書き出し対象となる
fsync() / fdatasync()を使用しない方式とする．
図 2 (B)に提案方式による設計を示す．本設計の特
徴は次の通りである．(1) write()で更新対象となるメ
タデータである，ファイルサイズとタイムスタンプの更新
を抑制する．ファイルサイズについては，ファイルの書
き込みの前にブロックを一括アロケートし（pre-allocate），
ファイルサイズが書き込み途中で変わらないようにする．
一括アロケートにより，write()処理内でのブロック予
約処理の抑止も図る．一括アロケートは fallocate()
システムコールにより行う．記録終了時に未使用のブロ
ックがある場合，ftruncate()システムコールにより切
り捨てる．タイムスタンプについては，タイムスタンプの
更新を可能な限りメインメモリ内に保留する．これは，マ
ウントオプション lazytime により実現する．(2) flusher ス
レッドを停止して，アプリケーションのバックグラウンドス
レッドでストレージ書き出しを行う．これにより，非同期
のストレージ書き出しの発生を回避する．(3) バックグラ
ウンドスレッドでのストレージ書き出しには，メタデータ
の書き出しが省略される sync_file_range()システ
ムコールを利用する．省略されたメタデータの書き出し
は，記録終了時に fsync()を呼び出すことにより行う．
write()実行中はメタデータの書き出しを省略すること
により，write()処理がコミット処理との間でロック競合
を起こすことや，write()呼び出しの内部でチェックポ
イント処理が実行されることを抑止する．
fallocate(), ftruncate(), fsync()の実行タイ
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ミングは 2 通り考えられる，フォアグラウンドのスレッドで
記録処理前後に行う方法と，バックグラウンドのスレッド
で記録処理と並行して行う方法である．フォアグラウン
ドで行う場合，fallocate(), ftruncate(), fsync()
の最中は，新しい記録処理を開始することができない．
一方，バックグラウンドで行う方法では，新規の記録処
理は常に開始可能であるが，バックグラウンド処理がフ
ォアグラウンドの write()のレイテンシに影響を及ぼす
可能性が考えられる．このレイテンシは評価で確認する．

4. 評価
3 章の提案方式による write()のレイテンシの抑制
効果を評価した．本評価では，記録開始要求を契機と
して，5 msec 周期で発生する 16 KB のデータを最大
100 MB まで記録するユースケースを想定した．
4.1. 評価方法
次に示す通り，3 章の各設計観点が write()のレイ
テンシの抑制にもたらす効果を，測定により評価した．

ブロックのアロケート方式：
ブロックを一括アロケートする方式（ WPRE ）と，
append-write 方式（WAPPEND）の測定結果を比較
することにより，一括アロケートの効果を評価した．

アプリケーションからのストレージ書き出し方式：
fdatasync()によるストレージ書き出し（SALL）と
sync_file_range()による書き出し（SDATA）の
測定結果を比較し，sync_file_range()による
メタデータ書き出し省略の効果を評価した．

flusher スレッドの利用有無：
flusher スレッド有効（FON）と無効（FOFF）の測定結
果を比較することで，flusher スレッドの非同期スト
レージ書き出しを停止することによる性能改善効
果を評価した．
上記の設計観点の組み合わせとして，以下のテスト
ケースについて測定した．一括アロケートする方式では，
ブロックの事前アロケートや切り捨て，および，記録終
了時のメタデータ書き出しが write()と並行動作する
可能性があるため，write()対象ファイルとは別のファ
イルに fallocate()や ftruncate()を実行する負荷
をバックグラウンドで掛けるテストケースを用意した．
append-write 方式では，ブロックの一括アロケートや切
り捨てを行うことはないため，この負荷は不要である．

NONE: WAPPEND, SALL, FON を組み合わせたテスト
ケースである．図 2 (A)の従来方式に相当する．

ALL: WPRE, SDATA, FOFF を組み合わせたテストケ
ースである．図 2 (B)の提案方式に相当する．
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ALL-BGTRUNC: ALL に 対 し て ， 別 フ ァ イ ル に
ftruncate()を実行する負荷を掛けた．

ALL-BGALL: ALL に 対 し て ， 別 フ ァ イ ル に
ftruncate()と fallocate()を実行する負荷を
掛けた．

WAPPEND-SDATA-FOFF: 一括アロケートの効果を評
価するため，提案方式の一括アロケートを
append-write に置き換えたテストケースである．

WPRE-SALL-FOFF: メタデータ書き出し省略の効果
を 評 価 す る た め ， 提 案 方 式 の
sync_file_range()を fdatasync()に置き換
えたテストケースである．

WPRE-SALL-FOFF-BGTRUNC: WPRE-SALL-FOFF に対し
て，別ファイルに ftruncate()を実行する負荷
を掛けた．

WPRE-SALL-FOFF-BGALL: WPRE-SALL-FOFF に対して，
別ファイルに ftruncate()と fallocate()を実
行する負荷を掛けた．

WPRE-SDATA-FON: flusher スレッド停止の効果を評
価するため，提案方式において flusher スレッドを
有効化したテストケースである．

WPRE-SDATA-FON-BGTRUNC: WPRE-SDATA-FON に 対
して，別ファイルに ftruncate()を実行する負
荷を掛けた．

WPRE-SDATA-FON-BGALL: WPRE-SDATA-FON に対して，
別ファイルに ftruncate()と fallocate()を実
行する負荷を掛けた．
各テストケースにおいて write()のレイテンシを連
続 10000 回測定し，これを 1 セットとした．各テストケー
スについて 5 セットの測定を行い，最大レイテンシが最
も大きかったセットの測定結果を採用した．
4.2. 評価環境
動作周波数 1.0 GHz のデュアルコア CPU, 1 GB
SDRAM, eMMC 4.5 準拠ホストコントローラ，eMMC 5.0
準拠の 8 GB ストレージデバイスを搭載した組込み向け
評価ボードを使用した．評価対象の Ext4 ファイルシス
テムは eMMC 上に構築した．パーティションサイズは
7067 MB である．OS は Linux 4.4.0 である．
ファイルシステムに関連するパラメータの設定値は
次の通りである．ジャーナル領域のサイズはデフォルト
の 128 MB とした．ジャーナリングのモードは，メタデー
タのみをジャーナリング対象とする ordered モードを指
定した．マウントオプションは noatime, lazytime, delalloc,
nodiscard を指定した．noatime はメタデータ atime（参照
時刻）の更新を無効化する．lazytime は，メタデータ
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表 1: 各テストケースにおける write()システムコールのレイテンシ測定結果（単位：μsec）
Table 1: Measurement results of write() latency for different test cases. The time unit is microsecond.
NONE

Min
Max
Ave

141
4454
259

ALL

89
309
176

ALLBGTRUNC

88
9178
176

ALL- WAPPEND- WAPPEND- WPRESDATASALLSALLBGALL
FOFF
FOFF
FOFF
88
12482
189

142
107546
298

図 3: write()システムコールのレイテンシ測定結果
Figure 3: Box plot of measured write() latency.
atime, mtime（更新時刻），ctime（inode 更新時刻）の変
更をメインメモリ内に可能な限り保留する．これらの 2 個
のオプションによって，ファイル書き込みの際のメタデ
ータの更新を抑制し，write()のレイテンシを抑制でき
ることを期待した．マウントオプション delalloc, nodiscard
は Ext4 のデフォルト設定である．メモリ管理サブシステ
ムのパラメータでは flusher スレッドの起動条件を設定し
た．flusher スレッドを無効化するテストケースでは，
flusher スレッドが測定中に起動しないように，dirty デー
タの割合が 100%到達時，もしくは，dirty データがペー
ジキャッシュに書き込まれてから 3000 秒経過時に
flusher スレッドによるストレージ書き出しが行われるよう
に設定した．flusher スレッドを有効化するテストケース
では，起動条件はデフォルトのままとした．
図 2 の設計に基づき，測定プログラムを次の通り実
装した．write()の実行周期は 5 msec, 1 回あたりの書
き込みサイズは 16 KB とした．ストレージ書き出しは，
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140
4821
275

89
486
173

WPRESALLFOFFBGTRUNC
90
9334
182

WPRESALLFOFFBGALL
87
13431
178

WPRESDATAFON
90
361
178

WPRESDATAFONBGTRUNC
88
13273
177

WPRESDATAFONBGALL
88
121756
201

write()の書き込みサイズが 2 MB に到達するごとに
行った．なお，本評価で使用した eMMC は，2 MB 単
位の書き出しにおけるスループットが平均 12 MB/s であ
り，データの発生量および発生周期に対して十分な書
き出しスループット性能が出ることを事前に確認した．
fturncate()のバックグラウンド負荷は，サイズ 100
MB のファイルから 5 msec 間隔で 256 KB のブロックを
切り捨てた．fallocate()のバックグラウンド負荷は，5
msec 間隔で 100 MB のブロックをアロケートした．
4.3. 評価結果
表 1 は，測定結果として，各テストケースにおける
write()のレイテンシの最小値，最大値，平均値を記
載したものである．また，図 3 は各テストケースにおけ
るレイテンシの分布を図示したものである．
従来方式（NONE）のレイテンシは平均 259μsec,
最大 4454μsec であった．これに対して提案方式（ALL）
のレイテンシは平均 176μsec, 最大 309μsec であり，
負荷がない場合は 1 msec 以下のレイテンシを実現可
能であることを確認した．一方，負荷を掛けた場合，
ALL-BGTRUNC の最大レイテンシは約 9.2 msec, ALLBGALL の最大レイテンシは約 12.5 msec であり，従来方
式（NONE）より最大レイテンシが増加した．
次に，各設計観点によるレイテンシ抑制効果につい
て説明する．負荷がない場合，提案方式（ALL）と比較
して，sync_file_range()を使用しない WPRE-SALLFOFF は，最大レイテンシが 57%増加した．また，負荷を
掛 け た 場 合 ， 提 案 方 式 （ ALL-BGALL ） に 対 し て ，
sync_file_range()を使用しない WPRE-SALL-FOFFBGALL は，最大レイテンシが 7.6%増加した．以上より，
sync_file_range()が最大レイテンシの抑制に効果
的であることを確認した．
提案方式（ALL）に対して，flusher スレッドを有効化
（WPRE-SDATA-FON）すると，最大レイテンシが 17%増加し
た．また，負荷を掛けた場合，提案方式（ALL-BGALL）
と比較して，flusher スレッドを有効化（WPRE-SDATA-FONBGALL）すると，最大レイテンシは 9.8 倍まで増加した．
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以上より，flusher スレッドの無効化は，負荷を掛けた場
合に特にレイテンシ抑制効果が大きいことが分かった．
提案方式（ALL）で一括アロケートを append-write に
置き換えると（WAPPEND-SDATA-FOFF），最大レイテンシが
100 msec を 超 え た ． WAPPEND-SDATA-FOFF に お い て
sync_file_range()を fdatasync()に置き換えた
場合（WAPPEND-SALL-FOFF ）は最大レイテンシが約 4.8
msec まで減少したことから，append-write 方式では
sync_file_range()が逆効果であることが分かった．
4.4. 考察
まず，提案方式による短周期データのリアルタイム
記録の実現可能性について考察する．提案方式は最
大レイテンシが 309μsec であり，ミリ秒以下の周期デー
タのリアルタイム記録に利用可能であると言える．一方
で，別ファイルに対するブロックの一括アロケートや切り
捨て，メタデータ書き出しを write()と並行して行うと，
10 msec を超える最大レイテンシが見られた．これは，
進行中の記録処理と並行して，その直前の記録処理で
生成されたファイルのブロック切り捨てを行ったり，次の
記録処理に備えて一括アロケートを行ったりすると，進
行中の記録処理の write()に許容できない最大レイ
テンシが発生することを意味する．したがって，ブロック
の一括アロケートや切り捨てを実行するための空き時
間を，記録処理の前後などで確保できることが，提案方
式を適用するための前提条件となる．
次に，提案方式に負荷を掛けた ALL-BGTRUNC, お
よび，ALL-BGALL のレイテンシ増加原因を考察する．
提案方式では，一括アロケートと lazytime によって，フ
ァイルサイズとタイムスタンプのメタデータ更新を抑制し，
write()処理とコミット処理の間のロック競合を抑止で
きることを期待していた．一方で調査の結果，write()
処理は，ファイルサイズの変更が不要にもかかわらず，
ファイルサイズの増加に備えてトランザクションのハンド
ルを取得しようとしていた．この際，コミット処理のために
running トランザクションが locked 状態であったため，当
該トランザクションのハンドルを取得できず，write()
処理がブロックされていた．改善案として，一括アロケ
ートによりファイルサイズが変わらないことを保証できる
場合は，トランザクションのハンドルの取得を省略するよ
うにファイルシステムを改修することが考えられる．
また，従来方式（None）の最大レイテンシの回避は
次の理由で困難である．最大レイテンシの原因は，
write()処理とストレージ書き出し処理の間のセマフォ
（i_data_sem）の競合であった．レイテンシが増加した
ケースでは，ストレージ書き出し処理がセマフォを取得
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したまま eMMC のリードを行っていた．リードの目的は，
ブロックグループディスクリプタの参照により，ブロックの
空き情報を取得することである．これに対して，事前に
すべてのブロックグループディスクリプタをリードし，キャ
ッシュを構築しておくことが考えられる．しかし，ブロック
グループディスクリプタのキャッシュはページキャッシュ
に構築されるため，将来的に追い出される可能性があ
り，キャッシュに常時存在することを保証できない．

5. まとめ
Linux を搭載する組込み機器において，短周期デー
タのリアルタイム記録を実現する場合，データの発生周
期よりも短い時間で write()システムコールが完了す
ることを保証する必要がある．しかし，Linux の代表的な
フ ァ イ ル シ ス テ ム の 一 つ で あ る Ext4 に は ， 様 々 な
write()のレイテンシ悪化要因が存在する．
本研究では，ファイルシステムの write()システム
コールのレイテンシを，ページキャッシュへの書き込み
に必要となる最低限の時間に抑制可能なアプリケーシ
ョン設計，および，ファイルシステムのパラメータ設定を
提案した．提案方式の特徴は次の通り．(1) ブロックの
一括アロケートにより，write()処理におけるブロック
の予約処理を抑止する．(2) カーネルの flusher スレッ
ドを停止することで，write()内部での flusher スレッド
の処理完了待ちを防ぐ．(3) ストレージ書き出し処理で，
メタデータを対象外とする sync_file_range()システ
ムコールを利用することで，write()処理とコミット処理
との間のロック競合や，write()内部でのチェックポイ
ント処理の起動を抑止する．
5 msec 周期で発生する 16 KB のデータを最大 100
MB まで記録するユースケースで提案方式を評価した
結果，write()の最大レイテンシは 309μsec であった．
提案手法は write()のレイテンシを抑制しており，短
周期データのリアルタイム記録に利用可能であることを
確認した．一方で，一括アロケートやブロック切り捨てと
並行して write()を実行した場合，10 msec を超えるレ
イテンシが発生した．したがって，提案方式を適用する
際の制約条件として，一括アロケートやブロック切り捨
てのための空き時間を，記録処理の前後に確保する必
要があることが分かった．
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