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｛ 第1 部 ｝

高信頼組込 みシステムのための
先進ソフトウェア技術
片山

卓也 ＊1

岸

知二 ＊1

＊1 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科

中島

達夫 ＊2

湯淺

太一 ＊3

＊3 京都大学大学院情報学研究科

1

＊2 早稲田大学基幹理工学部情報理工学科

高信頼性に向けたアプローチ
構築環境

組込みソフトウェアは，家電製品，自動車，携帯端末，

高 い 生 産 性 を持 つ

産

高 信 頼 ソ フ トウ ェア

と

作 成 技 術 の開 発 ＊

学

特集

高信頼なソフトウェアの
分析・設計を支援

組込み用オブジェクト
指向分析設計技術

制御機器などのあらゆる工業製品の心臓部に組み込まれ
我々の生活を支えており，その機能や品質はこれら製品
や機器の価値を決める最も重要な要素である．特に，ソ

高信頼組込み
ソフトウェア

フトウェアの不具合による経済損失などが報告される現
在，高信頼性は組込みソフトウェアに対する最も重要か

実行環境

つ緊急な要求である．

組込みシステム向け
基盤ソフトウェア

従来，組込みソフトウェアの多くは規模が小さく，属
人性の高い開発を行っていたが，近年の大規模化，複雑
化の中で，これまでのソフトウェア開発方法論が十分に
機能しなくなりつつある．最新のソフトウェア開発技術

実行基盤

ソフトウェア実行の信頼性と
セキュリティを向上
図 -1

組込み用
実時間 Java 技術
実時間性保証・資源制約に
関する作業を大幅に自動化

高信頼化に向けたアプローチの全体像

を組込みソフトウェアの開発に投入し，組込みソフト
ウェア開発を前進させることが強く求められている．
「高信頼組込みソフトウェア構築技術」プロジェクト

組込み用オブジェクト指向技術

では，このような観点から高信頼組込みソフトウェア
構築の問題を，(1) 構築環境，(2) 実行環境，(3) 実行基

岸らの北陸先端科学技術大学院大学グループは，高信

盤の 3 つの視点から総合的に解決することを目的とし，

頼な組込みソフトウェアのために，モデル検査技術を利

企業との密接な連携のもと，プロジェクト終了時に産業

用して UML で記述された組込みソフトウェア設計の検

界への技術移転を目標に，以下の課題に関する研究開発

証を行うツールを開発するとともに，それに基づく設計

を行った

1）

．図 -1 にアプローチの全体像を示す．

検証手法の検討を行った．

(1) 組込み用オブジェクト指向分析設計技術（北陸先端

組込みシステムのバグの最大の原因はソフトウェアに

科学技術大学院大学：形式検証技術による設計検証

あり，その多くの原因が上流工程に起因している．その

を行うことで，組込みソフトウェアを作る過程での

ために産業界においても設計品質の向上に関心が集まっ

不具合を減らし信頼性を高める．

ている．組込みシステムは外部からのさまざまなイベン

(2) 組込みシステム向け基盤ソフトウェア（早稲田大

トやその組合せに対して間違いなく反応する必要があ

学）：特定のプロセスのリソース占有を防ぐ環境を

り，振舞いの検証に手間がかかる．またタスクや割り

提供することで，実行時に不具合が発生したときに，

込みを多用した内部構造を持っておりその構造の妥当

その影響を局所化して信頼性を高める．

性についても十分な検証が必要となる．しかしながらこ

(3) 組込み用実時間 Java 技術（京都大学）：組込みソフ
トウェアを複雑化する要因である実時間性の実現を

うした検証をテストやレビューで行うことには限界が
あった．

基盤として支援することで，確実な動作を実現する

形式検証技術の 1 つであるモデル検査技術は，有限

とともに，アプリケーションの複雑さを減らし信頼

状態モデルとして表された対象システムの上で，時相論

性を高める．

理式として与えられた性質が成り立つかどうかを，状態
の網羅探索によって確認する技術である．この技術はタ
イミングにかかわる性質の検証などに優れているため，
情報処理 Vol.49 No.11 Nov. 2008
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ス図とステート図からなる検証モデルとして表現する．
一方，検証項目定義機能を用いて，確認したい設計上の

モデル定義機能

性質を UML 検証モデル上の性質記述として与える．変
換機能はそれぞれを内部的に Promela（SPIN の仕様記

クラス図
ステートマシン図
検証モデル
（UML）
検証項目定義機能

検証管理機能

ビューア
（反例）

変換機能

検証項目

検証モデル
（Promela）
検証性質記述
（LTL）

の検証性質記述に変換し，検証管理機能はこれらを入力
として SPIN を起動し，性質が成立するかどうかを検査
する．反例がある場合には，
ビューアを利用することで，

SPIN

UML のシーケンス図として確認することができる．
検証結果

検証性質記述

述言語）での検証モデル，LTL（時相論理式の一種）で

本ツールは上記の基本的な機能に加え，検証項目を複
数管理しバッチ的に実行する機能，実行結果を同じ設定

定義・生成
参照
起動

で再検証する機能，プロダクトライン開発の中で検証定
義を再利用する機能など，ソフトウェア技術者にとって
有用な機能を備えている．

図 -2

UML 設計検証ツールの機能構成

【 事例への適用 】
開発したツールや手法に基づき，複数の事例に適用
上述したような組込みシステムの性質の検証に有効に活

し有効性の評価や適用ノウハウの蓄積を進めた．その

用できると期待されている．以下，当グループで開発し

1 つとして，企業より提供されたカーオーディオの事例

た UML 設計検証ツールを中心に，その活動成果を紹介

に本ツールを適用した成果を簡単に紹介する．

する．

この事例では，既存の設計ドキュメントやソースコー
ドを参考に，本ツールのモデル定義機能で設計モデルを

【 UML 設計検証ツール 】

作成し，それに対してモデル検査を適用した．具体的に

設計検証にモデル検査技術を適用するためには，ソ

はデッドロック，イベントの取りこぼし，処理の順序，

フトウェアの設計の世界とモデル検査の世界との橋渡

共通資源アクセス競合などの性質について検証を行っ

しをしなければならない．具体的にはソフトウェアの

た．またこれらの検証結果に基づき，さらにモデルをリ

設計を有限状態モデルとして表すとともに，検証した

ファインした．図 -3 に全体のクラス図を，図 -4 にソー

い性質を時相論理式として表す必要がある．こうし

ス切替機能（チューナや CD などの音源を切り替える

た作業はソフトウェア技術者にとっては煩雑かつ難

機能）のステート図を示す．

しい作業であるため，それを支援するために UML 設

本ツールは実際の製品開発にも適用された．ある企業

2）

．本ツールは UML で組込

では設計段階で本ツールを用いた検証を行ったことによ

みソフトウェアの設計を記述することにより，それ

り，設計段階で方式上の問題を発見することができ，開

を内部的にモデル検査エンジンで扱える内部形式（モ

発期間全体を通じた障害数を，従来の同等製品の開発に

デル検査エンジンの理解できる言語）に変換するとと

比べ約 1/3 にすることができた．

計検証ツールを開発した

もに，UML に対する性質の記述（あらかじめ用意さ
れた典型的な性質記述，あるいは UML 上の概念を用
いた論理記述）を，内部形式に対する性質の記述（変

組込みシステム向け基盤ソフトウェア

換後の言語上の性質記述）に変換する機能を持つ．ま

中島らの早稲田大学グループは，実行時の信頼性向上

たモデル検査ツールは，性質が成り立たない場合に

のために，次世代組込みシステムのためのリソース管理

は反例（その性質が成り立たない具体的な実行シー

技術とセンサ管理技術を開発・実用化することを目的と

ケンスの例）を示すが，これを最初に与えた UML に

した．これらの技術の多くはオープンソースとして公開

対応したシーケンス図として表示する機能も備えて

した．

いる．
図 -2 は本ツールの機能を模式的に示したものである．

【 組込み OS のための QoS 支援 】

本ツールの実現にはモデル検査エンジンとして Bell 研

現在の組込み Linux は，悪意のあるプログラムをダ

究所で開発された SPIN を利用している．利用者はモデ

ウンロードして実行すると，そのプログラムがシステム

ル定義機能を用いて検証対象となる設計を UML のクラ

リソースを占有することにより，システム全体が正しく

1234
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イベント情報テーブル
CD 制御機能
イベント処理機能

UI

ソース切替機能

チューナ制御機能

図 -3 カーオーディオシステ
ムの全体のクラス図

図 -4 ソース切替機能のステ
ート図

して実行される GUI などの処理が動かなくなってしま
アプリケーション
群A

アプリケーション
群B

う可能性がある．我々のプロジェクトにおいて開発中の
組込み Linux は，既存の Linux に CPU アカウンティ
ング機構を追加することによりリソース占有を防ぐこと
20％

Linux カーネル
図 -5

30％

アカウンティングシステム

アカウンティングシステムの位置づけ

を可能とする

3）

．

アカウンティング機構を導入した場合，各プロセスは
アカウンティング機構が管理するアカウンティングオブ
ジェクトにバインドされる（図 -5）
．アカウンティング
オブジェクトは周期と実行時間というパラメータを持っ
ている．実行時間とは，各周期内で各プロセスが利用可

動かなくなってしまうことがあり得る．また，マルチメ

能な CPU キャパシティである．各周期内に指定した実

ディアアプリケーション等のリアルタイムアプリケー

行時間を超過してプロセスを実行しようとした場合，次

ションが CPU を占有すると非リアルタイムプロセスと

の周期が始まるまでアカウンティングオブジェクトがバ
情報処理 Vol.49 No.11 Nov. 2008
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図 -6

携帯型センサベースシステム

インドされているプロセスの実行を中断する．これによ

ルタイムプログラムのための CPU リソース予約などが

り，アカウンティング機構は，ダウンロードしたアプリ

考えられる．

ケーションの CPU の占有を防ぐことを可能とする．ま

アカウンティングシステムは，極力 Linux カーネル

た，各システムにはプログラムのダウンロードを管理す

を変更しなくても使用できるようにデザインされてい

るマネージャプロセスが存在する．マネージャプロセス

る．そのため，Linux カーネルは頻繁に変更されるにも

は，新しいアプリケーションをダウンロードして起動す

かかわらず，アカウンティングシステムの維持を容易に

るときに，マネージャプロセスが所有するアカウントオ

行うことが可能となる．

ブジェクトにバインドする．このアカウンティングオブ

本システムは，オープンソースとして公開し，複数の

ジェクトはダウンロードしたアプリケーションが利用可

研究機関により利用されている．
これらの研究機関では，

能な CPU キャパシティが指定されている．アカウンティ

SH，ARM 等のさまざまなアーキテクチャに我々が開発

ング機構は，新しく生成したプロセスを親プロセスにバ

したシステムを移植して利用している．

インドされたアカウンティングオブジェクトに自動的に
バインドする．以上により，
ダウンロードしたアプリケー

【 組込み OS におけるセンサの利用 】

ションがプロセスを生成して CPU キャパシティを占有

センサは外界の情報を取得するアプリケーションを構

しようとしても，指定された以上の CPU キャパシティ

築するために必要不可欠なデバイスである．センサを利

を利用することが不可能なことを保証する．

用することにより，ユーザが誰でどこにいるか，何をし

アカウンティングシステムは CPU リソースやメモリ

ようとしているかなどの実世界情報を取得し，アプリ

リソースなどのリソースを各アプリケーションがどの

ケーションの動作をユーザの振舞いに適応することを可

ように使用しているかをアカウンティングするための

能とする．また，組込みシステムデバイスの盗難時の対

Linux カーネル内のカーネルコンポーネントとして実装

応等，信頼性の向上のためにも重要な役割を果たす．ユ

している．現時点では，
アカウンティングシステムをオー

ビキタスコンピューティング環境の発展に伴い，組込み

プンソースとして公開しており，x86 以外のアーキテク

オペレーティングシステムにおいてどのようにセンサを

チャとして，SH と ARM に対応している．

利用するかを明らかにすることは非常に重要になってき

リアルタイム性の保証は組込みシステムの信頼性を向

ている．

上するために必要不可欠である．信頼性を向上するため

我々は，東京ノキア研究センタと協力してさまざまな

のアカウンティングシステムの応用としては，ダウン

センサを搭載した携帯端末を作成した（図 -6）．本シス

ロードしたプログラムが規定した以上の CPU キャパシ

テム上では Linux が動作し，センサをアクセスするデ

ティを用いないようにすること，リアルタイムクラスと

バイスドライバを介してアプリケーションはさまざまな

非リアルタイムクラスのプログラムを柔軟に調停するこ

センサ情報を取得することが可能である．

と，システム全体のオーバロードを検出すること，リア
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出すことを可能とするデバイスである．そこからアプリ

ブジェクトはヒープ（heap）と呼ばれるメモリ領域に

ケーションにとって有用な情報を抽出するためには信号

生成されるが，ヒープの容量には限界があり，いつかは

処理を用いてデータを分析する必要がある．しかし，分

満杯になる．
アプリケーションを実行し続けるためには，

析には多くのノウハウを必要とするため，それらのアル

不要になったオブジェクトを検出し，それらが占有して

ゴリズムを隠蔽するミドルウェアの開発を行った．

いた領域を再利用するための GC が不可欠である．以

現状では，センサにアクセスするためのインタフェー

前は GC のためにアプリケーションを一時的に中断し

スをどのようにすべきかに関して検討している．また，

ていた（一括型 GC）が，これでは実時間アプリケーショ

センサの有効性を示すアプリケーションの開発も行って

ンに対応できない．そこで，クリティカルな場面で GC

いる．センサから得られる実世界の状況はシステムがど

が起動されないように，人力で対応することが一般的で

のような環境で利用されているかをアプリケーションが

あった．
このための労力と開発時間，
信頼性の低下といっ

知り，その環境に合わせて実行を最適化することも可能

た問題を解決するために，アプリケーションの実行と並

となると思われる．特に，組込み機器自体の物理的なセ

行して GC 処理を行う実時間 GC の実用化が望まれて

キュリティは，実世界情報を用いることで大きく改善す

いた．

ることが可能と思われる．たとえば，ユーザ以外の人が

湯淺らのグループでは，オーバヘッドの少ない実時間

あるデバイスを利用しようとする場合は自動的にプライ

GC 方式であるスナップショット GC や，その実時間性

バシ情報を他のデバイスに移動したり，プライバシ情報

を向上したリターン・バリアといった技術を開発してき

が他の人にアクセスされていることをユーザに自動的に

た．これらの技術を，
組込み機器用の Java VM に適用し，

伝えることを実現可能とする技術の開発も行っていく予

有効性を示すとともに，さらに実用化を高めるための技

定である．また，センサからの情報は多量の個人情報を

術開発を行うことが今回の目的である．この目的を達成

含んでいる可能性がある．サードパーティのアプリケー

するために，組込み機器用の VM である JeRTy VM を

ションをダウンロードした場合に，それらの個人情報が

開発し商用化を進めていたオムロン（株）およびオムロ

漏洩することを防ぐ機構の開発も必要となる．

ンソフトウェア（株）と共同で研究を行った．

本研究課題により作成したシステムの有効性を示すた
めに以下のようなシステムを作成した

4）

．

1) センサ情報解析ミドルウェア Citron
2) ウェアラブルセンサシステム Cinnamon
3) センサにより拡張された知的人工物
4) アンビエントフィードバックシステム
前半の 2 つのシステムは，組込みオペレーティング

【 JeRTy VM における GC の実時間化 】

システムが支援する低レベルのセンサ情報を高レベルな

JeRTy は，オムロン社が自社の組込み機器用に開発
した実時間 VM であり，元々は Dijkstra の on-the-fly
方式をベースにした実時間 GC を採用していた．
一般に，実時間 GC はアプリケーションと並行に動
作するために，GC の進行中にもオブジェクト間のリン
ク構造が変化する．このため一括型 GC の処理を単純

コンテキストに変換するためのミドルウェアである．

に細分化しただけでは，使用中のオブジェクトをごみと

後半の 2 つのシステムは，我々が開発したセンサベー
スのシステムを利用したサービスである．

誤って回収したり，逆にごみであるにもかかわらずオ
ブジェクトを回収できない可能性が生じる．実時間 GC

これらの研究により本研究課題により開発したセンサ

ではこの問題を回避するために，アプリケーションがオ

ベースシステムは次世代のサービスを開発するために有

ブジェクトを操作する際に何らかの付加的な処理を要求

効であることが示された．

することがある．これをバリア（barrier）と呼んでいる．
一括型 GC にはこれらのバリアは必要ないため，バリ

組込みシステム用実時間 Java 技術

アは GC 処理の実時間化に伴うオーバヘッドとなる．
オリジナルの JeRTy では，VM の約 200 個の仮想命

湯淺らの京都大学グループは，実時間面からの信頼性

令のうち，19 命令がバリアを必要としていた．スナッ

向上のために，オブジェクト指向言語 Java によって記

プショット方式では，オブジェクトのフィールドに書き

述される組込み実時間アプリケーションの開発を効率化

込みを行う場合にのみバリアが必要で，そのような仮想

するための諸技術を開発・実用化することを目的とした．

命令は JeRTy の場合 3 命令だけであった．オーバヘッ

特に，ごみ集め（Garbage Collection，以下 GC）の

ドを内在する仮想命令を 19 命令から 3 命令へと大幅

実時間化を推進した．

に削減したことによって，VM 全体の実装性能は約 1.5

Java はオブジェクト指向言語であり，アプリケーショ
ンの実行中に新しいオブジェクトを次々と生成する．オ

5）

倍向上することとなった ．以来，JeRTy ではスナップ
ショット方式をベースにした実時間 GC を採用している．
情報処理 Vol.49 No.11 Nov. 2008
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【 Kaffe VM における GC の実時間化 】

Kaffe はオープンソースの VM であり，一括型 GC
を採用している．組込み機器用の VM というわけでは
ないが，JeRTy に実装した実時間 GC を公開する目的
で，Kaffe VM にも実装を行った．実装の対象としたバー
ジョンは，実時間 GC を意識したと思われるコーディン
グとなっていた．たとえば，
上記の 3 つの仮想命令には，
空のバリアがすでに埋め込まれていた．また，C 言語あ
るいは C++ で記述されている native メソッドは，JNI
（Java Native Interface）を介してオブジェクトを操作
するようになっている．このために，関連する JNI 関数
にバリアを埋め込めば，比較的容易に native メソッド
を実時間 GC に対応させることができた．現在，Web
で公開している．

行った

6）

．

実装にあたっては，まず Windows PC 上に KVM/

CLDC をインストールし，ソースを書き換えることに
よって実時間 GC を実装し，テストおよび性能評価を
行った．
その後，
より携帯電話端末に近いプラットフォー
ムとして，ARM アーキテクチャを採用した PDA（具
体的には，Sharp 製ザウルスを利用）に移行して性能
検討を行った．PC から PDA への移行は単に make を
起動するだけであり，本実時間技術がプラットフォーム
に依存しないものであることがまず確認できた．また，
多くのモバイル端末が採用している Windows CE 端末
にも移行した．
性能評価テストの結果は，いずれのプラットフォー
ムにおいても良好であった．たとえば PC 上では，ある
ベンチマークテストの実行に一括型 GC では最大 20ms

【 モバイル端末における Java VM 】

のアプリケーション停止時間が生じていたものが，実時

携帯電話機においても，高度な Java アプリケーショ

間 GC に移行することによって最大 10  s と，停止時間

ンが利用できる時代になってきた．そのようなアプリ

を約 1/2000 に短縮することができた．アプリケーショ

ケーションの多くはゲームであり，実時間性に対する要

ンの総実行時間は，一括型 GC 版よりも実時間 GC 版

求が強い．メモリ空間が数百 KB から数 MB，さらに数

のほうが長くなるのが普通である．しかしベンチマーク

十 MB と拡大するにつれて，携帯電話機用の Java アプ

テストによっては，実時間 GC 版のほうが実行時間が

リケーションはさらに高度化する傾向にある．従来は，

短くなるものがあった．実時間 GC 版では，ヒープに

クリティカルな場面で GC が起きないように，
ベンダは，

空き領域が十分残っているうちに GC を開始するため

アプリケーションの「適切な」個所に，GC を強制起動

に，GC の実行回数は増加するものの，オブジェクトの

するための Java コードである system.gc() を手作業で

生成が高速化されることが理由であると考えられる．

挿入していた．挿入個所は端末機のモデルに依存し，こ
のために開発コストの増大，開発期間の長期化，人材不

成果の統合

足といった問題が生じていた．実時間 GC の導入によっ
てこの状況が解決できることは明らかである．
モ バ イ ル 端 末 に お け る Java VM と し て は，Sun

高信頼な組込みソフトウェアを実現という目的に向け
て，各グループで開発した技術やソフトウェアについて

Microsystems 社が提供する KVM/CLDC が主流であ
る．KVM（K Virtual Machine） は， モ バ イ ル 端 末
に 適 し た 超 小 型（KB クラス）の VM であり，CLDC
（Connected Limited Device Configuration）は，モ
バイル端末に適した想定実行環境（configuration）を，

紹介した．これらの成果は独立して利用することができ

コンパクトな基本的ライブラリによって提供するもので

ある．そうした場合でも，アカウンティングシステムを

ある．この KVM/CLDC が，多くのモバイル端末にお

備えた実行基盤を利用することでそれらのアプリケー

ける Java VM のベースとなっており，KVM/CLDC に

ションが CPU を独占するような状況を回避することが

実時間技術を実装することによって，モバイル端末にお

できる．またそうしたアプリケーションが走ることで，

ける実用性を検証することとした．

実時間の JavaVM の動作が影響を受けその上で動作す

KVM/CLDC は，Sun Microsystems 社から reference
implementation（以下 RI）がソース公開されている
ので，それをもとに実装を行った．この RI では，通常
の一括型 GC に加え，使用中のオブジェクトをヒープ
の一端につめて再配置する圧縮（compaction）機能が

る Java アプリケーションの実時間性が阻害される危険

採用されており，この機能も実時間化する必要があっ

ング機能を持たせ，その上で実時間ごみ集め機能を持っ

た．このためのアルゴリズムを新規に開発して実装を

た JavaVM をポーティングし，UML 設計検証ツール
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るものだが，それらを組み合わせることで，さらに相乗
的な効果を期待できる．たとえば設計検証でバグを減ら
したとしてもゼロにすることは困難であり，また検証し
ていない他のアプリケーションが同時に動作することも

があるが，実行基盤の働きでそうした影響を抑えること
が期待できる．
これらを確認するために実証実験を行った．VMware
上，ならびに組込みボード上の Linux に，アカウンティ

1. 高信頼組込 み システムのための 先進ソフトウェア技術
③UML設計検証ツールで
デッドロックフリー等を検証 アプリケーションモデル
（UML）

UML 設計検証ツール

④検証済み設計モデルを
元にコーディング

②KVM を実時間化し，
CABI 環境上に
インストール

検証済み アプリケーション

実時間 KVM
CABI (linux-kernel-2.6.18.1)

①CABI（信頼性のための
OS サポート機能）

Vine Linux 4.1
VMware 2.0.2

⑤CPUを過多に使うアプリ
ケーションと同時に実行

Ubuntu Linux 7.10
（HW : CPU[Core2Quad 2.4GHz], Memory[DDR2 3GB]）

図 -7

によって検証された設計に基づく Java アプリケーショ
ンを走らせた．この動作を意図的に阻害するために，

CPU を過多に使う Java アプリケーションを同時に走
らせたが，対象とする Java アプリケーションが大きな
影響を受けずに動作することを確認することができた．
図 -7 に実証実験の全体像を示す．

統合実験の概要

5）Saiki, H., Konaka, Y., Komia, T., Yasugi, M. and Yuasa, T. :
Real-Time GC in JeRTy VM Using the Return-Barrier Method,
8th IEEE International Symposium on Object-oriented Realtime Distributed Computing (ISORC 2005), pp.140-148 (2005).
6）Ugawa, T., Yasugi, M. and Yuasa, T. : Replication-Based
Incremental Compaction, 11th IEEE International Symposium
on Object-oriented Real-time Distributed Computing (ISORC
2008), pp.516-524 (2008).
（平成 20 年 7 月 31 日受付）

以上，組込みソフトウェアの高信頼性に向けた取り組
みとその成果について紹介した．今後技術の洗練やその
普及に向けてさらに活動を進めていきたい．
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