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イベント駆動ネットワークから
時間駆動ネットワークへの移行を容易にする
自動車制御システム向けリアルタイムゲートウェイ
石郷岡 祐1,a)

成沢 文雄1
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概要：本論文はイベント駆動ネットワークと時間駆動ネットワーク間でデータを中継するための通信方式
とリアルタイムゲートウェイについて述べる．自動車制御システムでは通信量が変動するイベント駆動
ネットワークから時間駆動ネットワークへデータを中継するとき，ゲートウェイのデータ送信に遅延が発
生し，中継処理の最悪遅延時間を予測できないという課題がある．そこで我々は，設計時に送信データと
時間駆動ネットワークの送信で使用するスロット間の対応付けを定義し，実行時にそれに基づいて優先度
順にデータを送信することで，中継処理の最悪遅延時間を予測可能とするクラスタベース通信方式を提案
する．この通信方式を備え，レガシーアプリケーションを修正なしで時間駆動ネットワークに対応できる
リアルタイム通信ミドルウェアを実装し，それを用いてリアルタイムゲートウェイを開発した．測定結果
から提案方式が予測した中継処理の最悪遅延時間を守り，ゲートウェイが自動車制御システムに適用可能
であることを確認した．
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Abstract: This paper describes a communication protocol and a real-time gateway to relay data between
event-triggered networks and time-triggered networks. In automotive control systems, the gateway delays
data transmission when the gateway transfer data from an event-triggered network in which change communication traﬃc to a time-triggered network and can not guarantee worst case delay time of relaying
processing. We have presented a cluster-based communication protocol. In this protocol, we statically deﬁne
relationships between sending data and sending slots of time-triggered networks. The protocol sends data in
accordance with the relationships and priorities of the data during executions. We have implemented realtime communication middleware which can enable legacy applications to operate on time-triggered networks
without having to modify them and have developed the real-time gateway by utilizing the middleware. We
have conﬁrmed that our proposed protocol meet worst case delay time of relaying processing by measured
results and our gateway is applicable to automotive control systems.
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1. はじめに
自動車制御システムは，厳しい時間制約を備えるハードリ

2715

情報処理学会論文誌

Vol.53 No.12 2715–2727 (Dec. 2012)

アルタイムシステムであり，現在分散化が進展している．自

テムのスロット設計を再利用して，未割当てのスロットを

動車制御システムは，センサやアクチュエータを操作する複

新しく ECU に割り当てることで新しいシステムを開発す

数の ECU（電子制御ユニット）と，ECU 間をつなぐ複数のリ

るため，効率が悪いスロット設計を採用しにくいという課

アルタイムネットワークで構成される．代表的なリアルタ

題がある．

イムネットワークに，CAN（Controller Area Network）[1]

後者の代表的な通信方式に Pop らや Sandstrom らが提

と FlexRay [2] *1 ，TTP（Time-Triggered Protocol）[3], [4]

案する通信方式がある [8], [9], [10]．この方式は送信する

がある．CAN は送信要求が発生したときにデータを送信

データと TTN の送信で使用するスロットの対応付けを 1

するイベント駆動ネットワーク（Event-Triggered Network

対 1 に静的に定義し，実行時にその定義に基づいてデータ

（ETN）
）であり，データに付与される CAN Identiﬁer（ID）

を送信する．本論文では，この通信方式をフレームベース

が小さいデータから優先的に送信する．FlexRay と TTP

通信方式と呼ぶ．この通信方式は，スロットの対応付けに

は TDMA（Time Division Multiple Access）に基づき，分

基づいて送信するため最悪中継遅延時間の予測が容易であ

割した時間単位（スロット）で周期的にデータを送信する

る．さらに，Schmidt らは，周期ごとにスロットで送信す

時間駆動ネットワーク（Time-Triggered Network（TTN）
）

るデータを設計時に計画する通信方式を提案している [11]．

である．スロットは設計時に送信 ECU ごとに割り当てら

これにより，1 つのスロットで複数のデータの送信が可能

れ，送信 ECU は割り当てられたスロットにおいてのみデー

になり，スロットの使用効率が向上する．しかし，この通

タを送信できる．自動車制御システムでは，制御アプリ

信方式は非周期的に送信するデータに対応していないた

ケーションが求めるリアルタイム性を満たす通信性能があ

め，従来方式 [8], [9], [10] に従ってそれらのデータごとに

り，通信コントローラの価格が安価である CAN が広く用

スロットを割り当てるとスロットの使用効率が悪くなると

いられてきた [5]．

いう課題がある．

近年，自動車制御システムにおける制御アプリケーショ

また，再利用したアプリケーションを異なるネットワー

ンの高度化による演算量の増加にともない，CAN に流れる

クで通信するための手法が提案されている．Obermaisser

通信量が増加している．そこで大きな通信負荷が生じてい

はアプリケーションの ETN を前提にした通信要求タイミ

る CAN を，より通信容量が大きい FlexRay や TTP に代

ングを TTN に変換するミドルウェア [12] を提案している．

替した，ETN と TTN が共存するシステムに移行しつつあ

さらに，CAN を前提にしたソフトウェアインタフェースを

る．少ない開発工数で移行するためには，制御アプリケー

変換することによってアプリケーションを修正なしに時間

ションの制御処理がデッドラインを守れるようにデータを

駆動ネットワーク環境で再利用できるミドルウェア [13] を

中継する最悪遅延時間（最悪中継遅延時間）が予測可能な

提案している．これらのミドルウェアによって，再利用し

ゲートウェイ（GW）の通信方式と，CAN を前提に開発し

たアプリケーションを異なるネットワークで通信すること

た GW や他の ECU のレガシーアプリケーションを再利用

が可能になるが，優先度ベース通信方式を採用しているた

する開発法が求められる．

め，本研究の課題を解決できない．また，AUTOSAR（AU-

通信方式には，実行時に送信するデータを決定する方式
と，設計時に送信するデータを決定する方式がある．
前者の代表的な方式の 1 つにデータを優先度順に送信

Tomotive Open System ARchitecture）は，AUTOSAR 仕
様に準拠したアプリケーションを修正なしに再利用できる
ソフトウェアアーキテクチャを提案している [14]．しかし，

する通信方式 [6], [7] がある．本論文ではこの通信方式を

レガシーアプリケーションの多くは AUTOSAR 非準拠で

優先度ベース通信方式と呼ぶ．この通信方式は多くのレガ

あり，AUTOSAR に準拠するための修正を要する [15]．

シーシステムの GW で採用されている．しかし，ETN か

本論文の目的は，従来方式と比べて少ないスロットサイ

ら TTN に中継する場合には，GW が ETN から受信する

ズで周期的に送信するデータの最悪中継遅延時間が予測可

データ量が変動するため，送信で使用可能なスロット容量

能な通信方式を提案することである．また，提案する通信

を超えたときに送信遅延が生じる可能性があり，最悪中継

方式を搭載し，ETN を前提に開発したレガシーアプリケー

遅延時間の予測が困難である．実機試験やシミュレーショ

ションを再利用可能なリアルタイム通信ミドルウェアを開

ンによって最悪中継遅延時間を算出する方法もあるが，環

発し，これを活用して ETN-ETN 中継アプリケーションを

境構築や算出に時間を要するために自動車制御システム

再利用した ETN-TTN 間のリアルタイムゲートウェイを

に適用することは難しい．また，時間を費やして最大中継

開発することである．

データ量を算出し，これに合わせて FlexRay スロットを設

本論文の構成は以下のとおりである．まず 2 章で対象と

計してもスロットサイズが大きくなるため，スロットの使

する自動車制御システムについて述べる．次に 3 章で提案

用効率が悪い．自動車制御システムでは，開発済みのシス

するゲートウェイの通信方式について述べる．4 章で CAN

*1

案手法の CAN-FlexRay ゲートウェイへの実装について述

と FlexRay が共存する自動車制御システムへの適用と提
FlexRay は DaimlerChrysler AG の登録商標
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べ，5 章でゲートウェイの通信方式と性能の評価を行う．6
章で本論文のまとめと今後の課題を述べる．

2. 対象とする自動車制御システム
2.1 システム概要
本研究では，複数の ETN を搭載したレガシーシステム
の一部の ETN を TTN に代替するシステムで使用するため

図 1 対象とする自動車制御システム

Fig. 1 Target automotive control systems.

の GW を対象としている．この GW は ETN のデータを

TTN に，TTN のデータを ETN に中継することで，ETN
に接続する ECU と TTN に接続する ECU の間のデータ通
信を実現している．
対象とする自動車制御システムの構成を図 1 に示す．こ
のシステムでは，ECU はネットワークを介して他の ECU

2.2 通信データの特徴
分散処理で扱う通信データの特徴について述べる．対象
システムの ECU は，2 種類のデータを送信している．本
論文ではこれらのデータをそれぞれ周期送信データと非周
期送信データと呼ぶ．

が算出した制御データを取得し，そのデータを用いて制御

周期送信データは，制御処理が周期的に演算した制御

演算やアクチュエータ制御を行う．制御データとは，制御

データである．制御アプリケーションは周期送信データを

処理によって算出される指令値や制御目標値，センサ値

状態メッセージ [16] で実装している．周期送信データは分

等である．本論文では，このようにネットワークを介して

散処理の制御周期に間に合う送信周期で送信される．した

データを取得し，そのデータに基づき制御処理を行う処理

がって，異なる分散処理を行う自動車制御システムでは，

を分散処理と呼ぶ．また，TTN の ECU が ETN の ECU

様々な送信周期の周期送信データがある．その多くはデー

から取得したデータを活用して実行する分散処理を，ETN

タの最小送信周期である 10 ms の整数倍である．

から TTN への分散処理と呼ぶ．その反対方向の分散処理
を，TTN から ETN への分散処理と呼ぶ．

非周期送信データは，アクチュエータの故障といった

ECU の状態変化に応じて送信するイベントデータや，診断

分散処理は車間距離制御処理やアクチュエータの故障に

機器からの診断情報要求リクエストに応じて返信する受信

よって警告灯をつける処理のような比較的時間制約が長い

ECU の診断情報等である．制御アプリケーションは非周

処理に使われている．燃料噴射制御のような時間制約が短

期送信データをイベントメッセージ [16] で実装している．

い処理は通信時間を許容できないため，ECU 単体で実現
するものとして設計される．

2.3 分散処理で発生する実行待ち時間

対象とする自動車制御システムにおける通信の前提につ

分散処理では様々な実行待ち時間が発生する．たとえ

いて述べる．対象とするシステムでは，ETN の伝送速度

ば，ソフトウェアの処理やネットワークへのデータ送信で

よりも TTN の伝送速度のほうが速いことと，ETN から

は，実行要求が生じてもすぐに実行されるとは限らない．

TTN へ中継するデータ量を含んだ TTN の通信データ量

具体的には，ソフトウェアの処理の場合，実行要求発行時

の合計が TTN の通信容量を超えないことを前提としてい

に他のタスクを実行しているときには，実行要求によって

る．この合計には，ETN から TTN へ中継するデータのほ

開始するタスクは実行待ち状態となる可能性がある．また，

かに，TTN に直接接続された ECU が送信する通信データ

TTN にデータを送信する場合には，送信処理の実行時に

も含む．さらに，対象のシステムでは，通信データがいつ

通信中のスロットでは送信できない．したがって，データ

かは送信されるように，周期送信データと非周期送信デー

送信の要求が発行されても，次の通信周期のスロットまで

タの双方を入れた ETN の通信負荷が 100%以下，TTN の

データの送信を待つ可能性がある．さらに，ETN にデー

通信負荷が 100%以下であることを前提としている．

タを送信する場合には，送信要求が発行されても，ETN に

たとえば，ETN が伝送速度 500 Kbps の CAN，TTN が

他のデータが送信されているときは，送信データは送信待

伝送速度 5 Mbps の FlexRay であるとし，1 本の FlexRay

ち状態となる．ETN に他のデータが送信されていないと

バスと 2 本の CAN バスから構成されたシステムにおいて，

き，送信待ち状態となっていた送信データが送信される．

FlexRay バスに 2 本の CAN バスからの通信データが中継
される場合，FlexRay への中継データ量は最大で 1 Mbps

分散処理では，このような実行待ち時間を含めて分散処
理のデッドラインを満たすように設計されている．

になるため，TTN における中継データを除く他の通信デー
タが 4 Mbps 以下であれば，TTN の通信負荷が 100%を超
えない．

2.4 ゲートウェイの要件
本研究の対象である GW の要件について述べる．分散
処理のデッドラインを守るためには，最悪中継処理時間の
予測可能な GW が求められる．分散処理のデッドライン，

c 2012 Information Processing Society of Japan
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れるように設計する必要がある．分散処理のデッドライン
はアプリケーションによって決定される．
対象のシステムの ETN から TTN への分散処理の最悪遅
延時間を式 (1) に示す．ETN から TTN への分散処理の最
悪遅延時間 WET N toT T N は ECU1 の制御処理の最悪実行時
間 WECU 1 と，ETN の通信処理の最悪遅延時間 WET N ，受
信者の最悪受信待ち時間 Wreceive ，GW の中継処理の最悪
実行時間 WGW ，TTN の通信処理の最悪遅延時間 WT T N ，
図 2

周期送信データを活用した ETN から TTN への分散処理

Fig. 2 Distributed processing of time-triggered sending data
from ETN to TTN.

ECU の制御処理の最悪実行時間 WECU 2 を加算した値と
等しい．

WET N toT T N = WECU 1 + WET N + Wreceive
+WGW + WT T N + WECU 2

最悪中継処理時間の詳細については，2.5 節で述べる．
さらに，最悪中継処理時間が予測できる場合には，より
少ないスロットサイズでデータを中継できることが求め
られる．これは，既存のシステムの ECU の改良や追加に
よって，新しい自動車制御システムを開発することが多い
自動車分野においては，スロットの再設計が困難であるた
めである．たとえば，TTN が FlexRay である場合には，
新しい ECU の追加に応じて未割当てのスロット ID を割
り当てることは容易だが，割当て済みのスロット ID で送
るデータの変更は，そのスロットからデータを受信するす
べての ECU のソフトウェアの設計に影響を与え，修正す
るための開発工数が発生するため自動車制御システムでは
許容しにくい．

2.5 分散処理のデッドラインと最悪中継遅延時間
本節では，分散処理のデッドラインと GW の最悪中継
遅延時間について説明する．まず最初に分散処理のデッド
ラインについて説明する．説明するための例として，周期
送信データを活用した ETN から TTN への分散処理を用
いる．
図 2 に TTN に接続された ECU2 が ETN に接続され
た ECU1 から周期送信データを取得し，分散処理を実行
する場合の通信処理の流れと各処理の最悪遅延時間を示
す．ECU1 の制御処理はセンサ値から算出した演算結果で
ある周期送信データを ETN に送信する．GW の中継処理

(1)

自動車制御システムの制御処理は一般に制御周期内に処
理を終えるように設計されている．したがって WECU 1 は

ECU1 の制御処理を実行するタスクの実行周期と等しく，
WECU 2 は ECU2 のタスクの実行周期と等しい．
ETN と TTN の通信処理とは通信コントローラに送信
要求を発行してからデータ送信を完了するまでの処理を示
す．CAN のように送信データに優先度が付与される ETN
では，高優先度のデータであれば WET N は予測が容易で
ある．WT T N は TTN の通信周期 T と等しい．このシステ
ムの TTN の通信周期は，TTN のスロットで送信される
データの最小送信周期と等しく設計され，各データの送信
周期は TTN の通信周期の整数倍となっている．
また，Wreceive は受信 ECU である GW が次に中継処理
を実行する処理までの時間である．GW の中継処理が周期
的に実行されているため，Wreceive は中継処理の実行周期
未満となる．

WGW は送信するデータを通信コントローラに書き込む
までの最悪時間であり，通信方式に依存する．たとえば，
複数の送信すべきデータがある場合，割り当てられたス
ロットで送信するデータの決定は通信方式によって決まる．

GW の最悪中継遅延時間を W CDTrelay とすると，WGW
と，Wreceive を加算した時間である（式 (2)）
．また，ETN
から TTN への分散処理における W CDTrelay も式 (2) と
同様である．

は ETN から周期送信データを受信し，TTN のスロットに
送信する．ECU2 の制御処理はスロットから周期送信デー

W CDTrelay = Wreceive + WGW

(2)

タを受信し，このデータを用いて制御演算やアクチュエー
タ制御を行う．データ ID とは通信データの種類を判別可
能な識別子である．たとえば，ETN が CAN である場合に
はデータ ID は CAN ID となる．

GW を含む多くの ECU が周期的に処理を実行している．

2.6 課題：GW の最悪中継遅延時間の予測
このシステムでは，GW の中継処理の 1 周期内に中継す
るデータ量が変動すると，2.5 節で述べた最悪中継遅延時
間 W CDTrelay の予測が困難になる．

処理の実行タイミングは TTN に接続する ECU 間では同

中継するデータ量が変動する例として，ETN に接続する

期しているため一致しているが，ETN に接続する ECU 間

ECU と GW が非同期であるために，同じ送信周期のデー

では同期していないため，必ずしも一致しない．

タであっても GW が受信するタイミングが変動し，周期的

分散処理の最悪遅延時間は分散処理のデッドラインを守
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に実行する GW の中継処理の 1 周期内に，同じ種類のデー

2718

情報処理学会論文誌

Vol.53 No.12 2715–2727 (Dec. 2012)

図 3 最悪遅延時間の予測が困難であるときの例

Fig. 3 Example of diﬃcult prediction of worst case delay time
of relaying processing.

図 4 クラスタベース通信方式の概要

Fig. 4 Overview of cluster-based communication protocol.

タを複数受信することで，中継するデータ量が変動する場

しを前提に開発しているため，アプリケーションの修正な

合がある．これを本論文では，非同期通信による同一デー

しに TTN の通信ドライバ呼び出しを実行できない．

タの複数受信と呼ぶ．また，非周期送信データの中継デー

( 2 ) データの送信タイミングの不一致：

タ量も変動するため，予測が困難である．

レガシーアプリケーションは，ETN の性質に合わせて任

非周期通信による同一データの複数受信が発生し，最悪
中継遅延時間の予測が困難であるときの例を図 3 を用いて
説明する．図 3 に示すように，受信待ち時間は中継処理の
実行周期未満になるため，Wreceive の予測は容易である．
一方，同一データの複数受信が発生すると，中継するデー

意のタイミングで送信していたため，TTN に同期した送
信タイミングで送信できない．

3. ゲートウェイの通信方式
3.1 クラスタベース通信方式の概要

タ量が設計時に定めた 1 通信周期のスロットで送信可能な

我々は効率的なスロットサイズで周期送信データの GW

量を超え，2 番目に受信したデータを直近のスロットで送

の最悪中継遅延時間 W CDTrelay を予測可能なクラスタ

信できないため，中継処理の時間，すなわち送信待ち時間

ベース通信方式を提案する．

が変動し，WGW の予測が難しくなる．たとえば，受信番

提案方式の概要を図 4 に示す．周期送信データはセン

号 1 のデータの送信待ち時間は周期 T 未満だが，受信番号

サ値に基づいて算出したアクチュエータの制御量といっ

2 は周期 T 以上となる．

た最新値が重視されるデータであるため，一般に制御アプ

このように中継するデータ量が変動すると，通信方式に

リケーションは周期送信データを状態メッセージ（State

基づいて決定される送信データの予測が難しいため，WGW

Message）で実装している [16]．そこで提案方式では複数

の予測が困難になるという課題がある．

受信が発生したときには周期送信データを上書きすること
とした．これにより，非周期通信による同一データの複数

2.7 TTN へ移行する ECU のソフトウェア開発の要件
少ない開発工数で TTN に移行するために，ETN を前提
に開発したレガシーアプリケーションを再利用した ECU

受信に対応する．また，一般に制御アプリケーションは散
発的に発生する非周期送信データをイベントメッセージ
（Event Message）で実装している．

の開発が求められる．たとえば，GW の ETN-ETN 中継

この通信方式では送信要求を出した周期送信データを

アプリケーションを再利用して，ETN-TTN 間の GW を

バッファに，非周期送信データをキューに 1 対 1 に格納

開発することや，エンジン制御アプリケーションを再利用

する．スロットに送信するデータは，バッファとキューの

して，TTN に接続するエンジン制御 ECU を開発すること

中から選ばれる．送信するデータを探すためのバッファと

が求められる．

キューの範囲をメッセージクラスタと呼ぶ．設計時にメッ
セージクラスタを定義し，実行時にそのクラスタごとに

2.8 課題：レガシーアプリケーションの再利用

データの優先度順に送信するデータを決定する．たとえ

ETN を前提に開発したレガシーアプリケーションを再

ば，ETN が CAN の場合，CAN ID 順に送信するデータが

利用し，TTN に接続する ECU を開発するためには，以下

決定される．また，周期送信データが送信されてから送信

の 2 つの課題がある．

周期が経過するまでの間，他の送信されていない周期送信

( 1 ) API（Application Program Interface）の不一致：

データを優先して送信する．これにより，送信周期以内に

レガシーアプリケーションは ETN の通信ドライバ呼び出

同じデータを受信しても他のデータを送信できる．
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図 5 提案手法適用により最悪遅延時間の予測が容易になるときの例

Fig. 5 Example of easy prediction of worst case delay time of
relaying processing with our proposed method.

送信するデータを決定した後，そのデータを TTN に送
信するための送信用バッファに格納する．この送信用バッ
ファをサブフレームと呼ぶ．TTN に送信する 1 つのデー
タあたりの最大サイズがスロットサイズ以下である場合に
は，サブフレームのサイズを送信するデータの最大サイズ
と等しく設計し，図 4 に示すように 1 つのスロットで複数

図 6

送信データ選択アルゴリズムのフローチャート

Fig. 6 Flowchart of algorithm to select sending data.

のサブフレームのデータを送信する．たとえば，ETN が

CAN で，CAN から受信した最大 64 ビットのデータと 11

中継処理の実行周期未満になるため，Wreceive の予測は容

ビットの CAN ID と 4 ビットの DLC（Data Length Code）

易である．

を 1 つのデータとして送信する場合には，サブフレームの

提案手法を用いても，送信頻度が不明であるために中継

サイズは 10 バイトとなる．一方，TTN に送信する 1 つの

データ量が変動する非周期送信データの最悪中継遅延時間

データあたりの最大サイズがスロットサイズを超える場合

の予測は原理的に困難である．しかし，機器の故障や診断

には，サブフレームをスロットサイズ以下の任意のサイズ

データを示す非周期送信データは，ユーザに機器の状態を

とし，送信するデータを分割して複数のサブフレームに格

知らせるための警告灯の点灯といったデッドラインが長い

納する．

分散処理に用いられるため，実測によって確認すれば問題

提案方式では，設計時にメッセージクラスタから選択し

にならないと考える．なお，非周期送信データの中継デー

たデータを格納するサブフレームを対応付ける．この対応

タ量が変動しても，提案手法によって周期送信データが送

付けは，1 つのメッセージクラスタに対して 1 つ以上のサ

信可能なデータ量には影響を与えないために，周期送信

ブフレームからなる．このサブフレーム群をフレームクラ

データの最悪中継遅延時間の予測が容易になる．

スタと呼び，対応付けを格納ルールと呼ぶ．

3.3 送信データ選択アルゴリズム
3.2 提案手法適用時の GW の最悪中継遅延時間の予測

提案方式の送信データ選択アルゴリズムの詳細について

提案手法を適用すると，2.6 節で述べた非同期通信によ

述べる．図 6 に実行時の送信データ選択アルゴリズムの

る同一データの複数受信が発生しても，最悪中継遅延時間

フローチャートを示す．この通信方式では，まず最初に対

の予測が容易になる．最悪中継遅延時間の予測が困難であ

象のフレームクラスタに空のサブフレームがあるか否かを

る例（図 3）に対して，提案手法を適用したときの例を図 5

判定する（分岐 1）
．分岐 1 が成立しないとき，すべてのフ

を用いて説明する．

レームクラスタに対して分岐 1 を実施したか否かを判定す

同一データの複数受信が発生しても，提案手法では同一

る（分岐 4）
．分岐 4 が成立していないとき，実施していな

データに対して最新値で上書きするため，中継するデータ

い次のフレームクラスタを対象とし，分岐 1 に戻る．分岐

量が設計時に定めた 1 通信周期のスロットで送信可能な量

1 が成立するとき，そのフレームクラスタに対応するメッ

を超えない．これによって，最悪送信待ち時間が固定とな

セージクラスタに前回送信から送信周期の時間が経過し，

るために，WGW の予測が容易になる．たとえば，データ

かつ送信する周期送信データがあるか否かを判定する（分

ID 10 のデータの送信待ち時間は周期 T 未満となる．ま

岐 2）．分岐 2 が成立するとき，それらのデータの中から

た，図 3 と同様に ETN からデータを受信する待ち時間は

優先度が最も高いデータを空のサブフレームに格納し，分
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岐 1 に戻る．分岐 2 が成立しないとき，そのフレームクラ
スタに対応するメッセージクラスタに送信するデータがあ
るか否かを判定する（分岐 3）
．分岐 3 が成立するとき，そ
れらのデータの中から優先度が最も高いデータを空のサブ
フレームに格納し，分岐 4 に進む．分岐 3 が成立しないと
き，分岐 4 に進む．分岐 4 が成立しているとき，いずれか
のフレームクラスタで空のサブフレームがあるか否かと，
いずれかのメッセージクラスタで送信するデータがあるか
否かを判定する（分岐 5）
．分岐 5 が成立するとき，最も優
先度が高いデータを空のサブフレームに格納し，再度分岐

5 の判定を行う．これにより，不要な空サブフレームの送
信を防ぎ，効率的なデータ送信が可能となる．成立しない
とき，すべてのサブフレームをスロットに送信する．
このようにクラスタベース通信方式は，格納ルールで定
義したデータを送信しないときには，優先度順に他のデー
タを送信する．また，前回送信から送信周期の時間が経過
しているデータから優先的に送信する．これにより，受信
タイミングの変動によってデータ送信の直後に同じデータ
を受信しても，そのデータの送信を抑制できる．

3.4 格納ルールの定義方法
GW の最悪中継遅延時間 W CDTrelay を予測可能かどう
かは，格納ルールの定義に依存する．本論文では，GW の
中継処理の最悪実行時間 WGW をデータの送信周期未満と
するための格納ルールの定義方法について述べる．開発者
は後述する定理を満たすように格納ルールを定義する．な
お，後述する本節の記載は GW の中継処理自体の実行時間
を 0 として考えている．また，周期データの送信周期につ
いては，任意の 2 つの周期送信データの周期を比較した場
合，その長い方の周期が短い方の整数倍になることを前提
とする．自動車制御システムでは各通信データの周期を最
小通信周期の 2 の k 乗倍（k は自然数）にすることが多く，
この前提条件は妥当である．
定理 1 TTN の送信周期を Tt ，1 つのフレームクラスタ

n 

i=1

Tt
Si ×
Ti


≤ Sf

(3)

（証明）ここで，k 番目の周期送信データを送る場合を
考える．k 番目の周期送信データを送るには，自身より優
先度の高い周期送信データをすべて送らないとならないた
め，周期 Tk 内に送らなければならない全メッセージのデー
タ量は式 (4) となる．
⎧
⎨ Sk
k−1
Tk
⎩
i=1 Si × Ti

(k = 1)
+ Sk

前提条件（任意の 2 つの周期送信データの周期を比較し
た場合，その長い方の周期が短い方の整数倍になる）より，
式 (4) の TTki はつねに整数になるので，式 (5) となる．
⎧
⎨ Sk
(k = 1)
(5)
k−1
Tk
⎩
×
(k > 1)
S
+
S
i
k
i=1
Ti
これが周期 Tk 内に送れる TTN の通信容量 Sf ×

Tk
Tt

以

下であれば最悪実行時間 WGW は送信周期未満となる．
ここで，式 (3) が成り立つ場合を考える．
式 (3) の両辺に

Tk
Tt

を乗じると，式 (6) のようになる．式

(6) に示すように k がとりうる値は k = 1，1 < k < n，
k = n の 3 つのパターンに分類できる．これは，i の値が 1
から n までのデータサイズの加算を示す式 (6) の左辺が，k
の値によって式が異なることに起因する．たとえば，k = 1
の左辺における Sk は i が 1 番目の周期送信データのデー
n
タサイズを示し， i=k+1 Si × TTki は i が 2 番目から n
番目までの周期送信データのデータサイズの加算を示して
いる．
⎧
n
⎪
Sk + i=k+1 Si × TTki ≤ Sf × TTkt
⎪
⎪
⎪
⎪
k−1
⎪
Tk
⎨
+ Sk
i=1 Si × Ti
n
⎪
+ i=k+1 Si × TTki ≤ Sf × TTkt
⎪
⎪
⎪
⎪

⎪
k−1
Tk
⎩
+ Sk ≤ Sf × TTkt
i=1 Si × Ti

(k = 1)
(1 < k < n)
(k = n)
(6)

で TTN が送信周期 Tt 内に送れるサブフレームの総数（容
量）を Sf とし，フレームクラスタに対応したメッセージ

(4)

(k > 1)

したがって，前提条件の式 (3) が成り立つ場合は，式 (5)

クラスタで，優先度が高いほど送信周期が短いという特徴

と式 (6) より，周期 Tk 内に送らなければならない全周期送

を持つ周期送信データを優先度の高い順にならべ，添え字

信データのデータ量は，周期 Tk 内に送れる TTN の通信

i を付ける．データ数は n とする．すなわち，優先度の高

容量 Sf ×

い順に 1, 2, · · · , n と添え字を付けるものとする．なお，同

タは送信周期内で送信できる．

じ優先度のデータが複数ある場合には，任意の順番で付け

Tk
Tt

以下である．よって，k 番目の周期送信デー

以上が 1 ≤ k ≤ n のすべての k について成り立つので，

る．i 番目のデータの送信周期を Ti （Ti は Tt の整数倍），

すべての周期送信データついて送信周期内で送信すること

その 1 周期内に送らなければならないデータサイズを Si

ができ，定理 1 が成り立つ．

とする．任意の 2 つのデータの送信周期を比較した場合，

定理 2

非周期送信データがメッセージクラスタ内で最

その長い方の周期が短い方の整数倍になる（任意の j ，k に

も優先度が低く，定理 1 を満たすとき，各周期送信データ

対して， TTkj は k > j のとき整数になる）とき，式 (3) を満

を送信周期内に送信できる．

たせば，各周期送信データを送信周期内に送信できる．

（証明）クラスタベース通信方式は，優先度順に送信する
データを選択するため，非周期送信データは自身より優先
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度が大きいデータには影響を与えない．したがって，定理

2 は成立する．
定理 3 非周期送信データのみでメッセージクラスタが
構成される場合，他のメッセージクラスタのサブフレーム
には影響を与えない．
（証明）フレームクラスタによってサブフレームへの格
納が保護されているため，定理 3 は成立する．
定理 4 フレームクラスタの番号を j ，フレームクラス
タの総数を m，1 通信周期の送信可能スロットの総サイズ
を Sl とすると，式 (7) を満たせば，各周期送信データを送
信周期内に送信できる．
m

(Sfj ) ≤ Sl

(7)

j=1

図 7 ソフトウェアアーキテクチャ

Fig. 7 Software architecture.

（証明）定理 1 と定理 2 と定理 3 により，定理 4 は成立
する．
以上の定理を満たすように格納ルールを定義すること
で，周期送信データの WGW が送信周期未満であると予測

送信が保証された静的セグメントのスロットのみを使用す
る．GW は 3.4 節で述べた格納ルール定義方法に準じて各
クラスタを定義する．

できる．したがって，このときの W CDTrelay は式 (2) よ
り，中継処理の実行周期未満である Wreceive に周期送信
データの送信周期未満である WGW を加えた時間となる．

4.2 ミドルウェアへの実装とゲートウェイの開発
我々はクラスタベース通信方式を備え，レガシーアプリ
ケーションを修正なしに FlexRay で動作できるリアルタ

4. CAN と FlexRay が共存する自動車制御シ
ステムへの適用

イム通信ミドルウェアを開発した．アプリケーションが

4.1 CAN-FlexRay システムの概要

を Event-Triggered（ET）FlexRay ミドルウェアと呼ぶ．

FlexRay を CAN のように扱えるため，このミドルウェア

提案するクラスタベース通信方式を CAN と FlexRay の

また，我々は ET-FlexRay ミドルウェアを活用して，レ

間でデータを中継する GW に適用する．適用する自動車

ガシーの CAN-CAN 中継アプリケーションを再利用する

制御システムは，2 章で述べたシステムに属し，ETN に

ことで CAN と FlexRay 間でデータを中継する GW を開発

CAN を，TTN に FlexRay を採用している．

した．GW のソフトウェアアーキテクチャを図 7 に示す．

このシステムでは，ECU が送信するデータと CAN ID

GW は，CAN-CAN 中継アプリケーション，ET-FlexRay ミ

を 1 対 1 に対応付け，この ID によってデータを識別してい

ドルウェア，RTOS（Real-Time Operating System）
，CAN

る．したがって，GW は CAN から受信したデータフレー

ドライバ，FlexRay ドライバで構成される．アプリケー

ムのデータと CAN ID と DLC を 1 つの組として FlexRay

ションは CAN から CAN へのデータ中継を前提に開発し

に中継する．本論文では，これらのデータの組を CAN ベー

たアプリケーションであり，一方の CAN バス用の CAN

スデータと呼び，自動車制御システムで広く採用されてい

ドライバの受信処理を呼び出して受信データを取得し，受

る標準フォーマットの CAN を対象とする．CAN ベース

信データをもう一方の CAN バス用の CAN ドライバの送

データはサブフレームに格納され，FlexRay のスロットで

信処理で送信する．ET-FlexRay ミドルウェアは，CAN ド

送信される．1 つの FlexRay のスロットが送信可能なデー

ライバ呼び出しを ET-FlexRay インタフェース呼び出しに

タサイズは最大 254 バイトであるため，1 回で複数の CAN

変更する ET-FlexRay アダプタ，送信タイミングを調整す

ベースデータを送信できる．したがって，サブフレームを

る ET-FlexRay インタフェース，3.3 節で述べた送信デー

CAN ベースデータの最大サイズである 10 バイトとした．

タ選択アルゴリズムに基づいて送信するデータを決定す

周期送信データの CAN ID は，一般に送信周期が短い

るパッキングスケジューラ，送信するスロットを決定し，

データほど優先度が高く設計されている．非周期送信デー

FlexRay ドライバ呼び出しを行うパケットトランスレータ

タの CAN ID は，非周期送信データを参照する制御アプリ

からなる．これらのモジュールはルールテーブルや，バッ

ケーションに依存する．

ファ，キュー，コンフィギュレーションデータを参照し，

FlexRay は静的セグメントと動的セグメントで構成され

処理を実行する．ルールテーブルには，格納ルールテーブ

ているが，動的セグメントのスロットはその規定時間を超

ルと割当てルールテーブルとアンパックルールテーブル

えたときに送信されない．したがって，このシステムでは

がある．各テーブルの詳細は 4.3 節で述べる．バッファに
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は，送信する CAN ベースデータを格納する一時バッファ
やキューと，サブフレームバッファと，FlexRay から受信
したデータを格納する受信バッファがある．FlexRay ド
ライバは AUTOSAR に準拠した FlexRay Interface [17] と

FlexRay Driver [18] からなる．
我々は ET-FlexRay アダプタにより 2.8 節で述べた課題

( 1 ) を解決した．アダプタは CAN-CAN 中継アプリケー
ションが呼ぶ CAN ドライバ API の引数を用いてコンフィ
ギュレーションデータから ET-FlexRay インタフェースの
引数を取得することによって，CAN ドライバ API 呼び出
しを ET-FlexRay インタフェース呼び出しに変換する．こ
れにより，アプリケーションの変更なしに，CAN ドライ
バを呼び出すように ET-FlexRay インタフェースを呼ぶこ
とができる．
また，我々は ET-FlexRay インタフェース，パッキング
スケジューラ，パケットトランスレータにより 2.8 節で述

図 8

CAN から FlexRay への中継処理

Fig. 8 Relaying processing from CAN to FlexRay.

べた課題 ( 2 ) を解決した．ET-FlexRay インタフェースは

CAN ベースデータを一時的にデータを格納する一時バッ

DLC，周期送信データか非周期送信データかを示すデータ

ファまたはキューに格納し，アプリケーションへ処理を

種別，FlexRay スロット ID，ペイロード長，受信バッファ

戻す．パッキングスケジューラは周期的に実行され，クラ

のアドレスで構成されるデータテーブルである．たとえ

スタベース通信方式に基づいて一時バッファやキューの

ば，CAN ドライバの引数が CAN ID とデータ値であると

CAN ベースデータから送信するデータを決定し，サブフ

き，アダプタは CAN ID を用いてコンフィギュレーション

レームバッファに書き込む．そしてパケットトランスレー

データから DLC に取得し，この CAN ベースデータを引数

タが FlexRay ドライバを活用してサブフレームバッファの

として ET-FlexRay インタフェースを呼び出す（store()）
．

データを FlexRay スロットに送信する．このようにミドル

ET-FlexRay インタフェースは引数の CAN ベースデー

ウェアは CAN を前提にした送信タイミングを FlexRay に

タの CAN ID を用いて割当てルールテーブルから CAN

合わせて変更できる．

ベースデータを格納する一時バッファあるいはキューのア

以上のように，ET-FlexRay ミドルウェアを活用するこ

ドレスを取得し，CAN ベースデータを格納する．そして

とにより CAN-CAN 中継アプリケーションを修正せずに

アプリケーションに処理を戻す．割当てルールテーブルは

CAN-FlexRay GW に適用できる．

CAN ID からメッセージクラスタの一時バッファあるいは
キューのアドレスを特定できるデータテーブルである．

4.3 ゲートウェイの動作
4.3.1 CAN から FlexRay へのデータの中継処理

パッキングスケジューラは FlexRay のマクロティック
割込みによって起動され，サブフレームバッファのアドレ

図 7 の GW が CAN からデータを受信し，FlexRay に

スを用いて，格納ルールテーブルから対応するメッセージ

データを送信する流れを図 8 に示す．最初に，CAN-CAN

クラスタの一時バッファあるいはキューのアドレスを取得

中継アプリケーションを FlexRay コントローラのマクロ

し，これらの中から優先度順に送信する CAN ベースデー

ティック割込みによって TTN のコミュニケーションサ

タを決定し，そのサブフレームバッファに格納する．格納

イクルの開始タイミングで実行し，CAN-CAN 中継アプ

ルールテーブルは，サブフレームバッファのアドレスから

リケーションは CAN ドライバの受信処理（receive()）で

フレームクラスタ，メッセージクラスタ，CAN ID を特

CAN からデータを受信し，バッファあるいはキューに格

定できるデータテーブルである．格納後，送信するサブフ

納する．次に CAN-CAN 中継アプリケーションは，CAN

レームバッファのアドレスを引数としてパケットトランス

ドライバを呼び出すように引数を付与して ET-FlexRay ア

レータを呼び出す（send()）．

ダプタを呼び出す（sendCan1()）．たとえば，引数はバッ

本 GW の中継処理は受信処理を行った後に送信処理を

ファやキューが格納するデータ値とそのデータの CAN ID

実行するため，パッキングスケジューラと CAN-CAN 中継

である．マクロ等により CAN ドライバ API 名に変更した

アプリケーションの実行タイミングは同期している．GW

ET-FlexRay アダプタは自身の引数を用いてコンフィギュ

の受信処理と送信処理がシーケンシャルに実行されるた

レーションデータから ET-FlexRay インタフェースの引数

め，実行速度向上を重視し，ミドルウェアの一時バッファ

を取得する．コンフィギュレーションデータは，CAN ID，

とキューに排他制御を行わない設計とした．
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表 1

中継するデータ

Table 1 Relay data.
データタイプ

送信周期

データ種別数

周期送信データ

10 ms

12

周期送信データ

100 ms

6

周期送信データ

1,000 ms

1

非周期送信データ

なし

2

5. 評価
5.1 クラスタベース通信方式の評価
図 9 FlexRay から CAN への中継処理

Fig. 9 Relaying processing from FlexRay to CAN.

5.1.1 評価方法
CAN と FlexRay の間でデータを中継するシミュレー
ションを行い，クラスタベース通信方式を搭載した GW

パケットトランスレータは引数のサブフレームバッファ

の周期送信データの最悪中継遅延時間 W CDTrelay を予測

の CAN ベースデータの CAN ID を用いて，コンフィギュ

可能であることを確認する．また，このときの非周期送信

レーションデータから FlexRay スロット ID を取得し，そ

データの送信遅延と，使用するスロットサイズを評価する．

れを引数として FlexRay ドライバを呼び出す（send()）．

このシミュレーションでは，周期送信データと非周期送信

FlexRay ドライバは引数で指定された FlexRay スロットへ

データを CAN から FlexRay に中継する場合と，FlexRay

引数のサブフレームバッファのデータを送信する．送信す

から CAN に中継する場合の双方を行う．

るデータの総サイズが 1 つの FlexRay スロットのサイズよ

表 1 に GW が中継するデータの送信周期と種別数を示

り大きいとき，パケットトランスレータは送信するデータ

す．周期送信データは 19 種類，非周期送信データは 2 種

を FlexRay スロットより小さいサイズに分割し，数回に分

類であり，それぞれ DLC が 8 バイトの CAN ベースデー

けて送信する．

タである．1 つあたりの CAN ベースデータとサブフレー

4.3.2 FlexRay から CAN へのデータの中継処理

ムのサイズはそれぞれ 10 バイトである．周期送信データ

次に，FlexRay からデータを受信し，CAN にデータを送
信する流れについて図 9 を用いて説明する．パッキングス

の最小送信周期が 10 ms であるため，FlexRay の通信周期
も 10 ms とする．

ケジューラはマクロティック割込みによってコミュニケー

このシミュレーションでは，CAN から FlexRay に中継

ションサイクルの開始タイミングで起動され，FlexRay ス

する場合と，FlexRay から CAN に中継する場合のそれぞ

ロットの CAN ベースデータを受信するためにパケットト

れで表 1 に示すすべてのデータを中継する．要するに GW

ランスレータを呼び出す（receive()）．パケットトランス

は合計で 42 個のデータを送受信する．なお，4 つの非周期

レータは，コンフィギュレーションデータから受信する

送信データを除いた 38 個のメッセージが流れる CAN バ

FlexRay スロット ID，ペイロード長，受信バッファのアド

スの通信負荷率は 54.5%である．多くの自動車制御システ

レスを取得し，これを引数として FlexRay ドライバの受信

ムでは，これより少ないデータ数を中継することが多いた

処理（receive()）を呼び出し，FlexRay スロットのデータ

め，表 1 のデータで中継処理の評価を行えば十分であると

を受信する．そして，受信した CAN ベースデータを受信

考える．

バッファに格納し，パッキングスケジューラに処理を戻す．

3.4 節で述べた格納ルールの定義方法に準じてメッセー

パッキングスケジューラは受信バッファの CAN ID を用

ジクラスタを設計し，13 個，4 個，3 個，1 個のデータから

いて，アンパックルールテーブルからアプリケーションの

なる 4 つのメッセージクラスタを定義した．各メッセージ

バッファあるいはキューのアドレスを取得し，それに CAN

クラスタにおける式 (3) の左辺はそれぞれ 111，3，3，10

ベースデータを格納する．そして，アプリケーションは受

となるため，フレームクラスタのサブフレームをそれぞれ

信した CAN ベースデータを CAN バスに送信するために，

12 個，1 個，1 個，1 個と定義し，式 (3) を満たすようにし

CAN ID とデータ値を引数として CAN ドライバの送信処

た．また，このサブフレームの合計である 150 バイトに合

理（sendCan2()）を呼び出す．
このように動作することによって，GW は一方のネット
ワークから受信したデータを，もう一方のネットワークに
送信する．

わせて，式 (7) を満たすようにスロットのサイズを 150 バ
イトとした．
シミュレーションでは，周期送信データと非周期送信
データの中継処理の最悪実行時間 WGW を測定し，周期
送信データの WGW が送信周期未満となる確率を算出し，
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100%となることを確認する．さらに非周期送信データの
WGW が自動車制御システムにおいて許容できる時間であ
ることも評価する．同一データの複数受信の発生確率を各
データごとに 50%，非周期送信データの発生確率を 0.01%，

表 2

周期送信データの中継処理の最悪実行時間が送信周期未満と
なる確率

Table 2 Result of simulation on probability of what worst case
execution time of relaying processing is shorter than
sending period of time-triggered sending data.

中継データの受信，選択，送信にかかる時間を 0 とする条件
で，提案するクラスタベース通信と従来方式の優先度ベー
ス通信方式 [6], [7]，フレームベース通信方式 [8], [9], [10] に
対して 107 ms の間のデータ中継シミュレーションを行っ
た．シミュレーションにおける時間の分解能は 100 µs であ
る．この分解能は受信データの確認や送信データの決定，
複数受信の発生確率や最悪実行時間等を計算する時間の間

通信方式

クラスタ

優先度

CAN から FlexRay

100%

97%

14%

FlexRay から CAN

100%

100%

100%

表 3

フレーム

非周期送信データの中継処理の最悪実行時間

Table 3 Result of simulation on worst case execution time of
relaying processing of event-triggered sending data.

隔を示す．なお，シミュレーションを容易にするためにシ

通信方式

ミュレーションの分解能に合わせて，表 1 のデータの DLC

CAN から FlexRay

40 ms

0 ms

10 ms

が 7 バイトで評価を行った．DLC が 7 バイトのデータを送

FlexRay から CAN

2.8 ms

2.8 ms

2.8 ms

クラスタ

優先度

フレーム

信するときの時間は伝送速度 500 Kbps の CAN で 200 µs
である．これによって通信負荷は 54.5%から 50.4%に下が

困難である．なお，クラスタベースではすべてのデータが

るが，通信負荷が 100%を超えないために通信には影響が

スロットに格納されるため，FlexRay から CAN への周期

少なく，問題はないと考える．

送信データの WGW は送信周期未満となるといえる．

CAN には，データを送信している間は次のデータを送

これより，クラスタベース通信方式を適用すると周期送

信できないという制約がある．本評価ではこの送信待ち時

信データの W CDTrelay が予測できることを確認できた．

間を 7 バイトのデータを送信するときの時間である 200 µs

5.1.3 結果：非周期送信データの中継処理の最悪実行時間

とした．DLC が 8 バイトと比べると 16 µs だけ送信待ち時
間が短くなるが，この差は送信周期の 1%以下であるため，

表 3 に非周期送信データの WGW を示す．

CAN から FlexRay へのシミュレーション結果より，ク

評価においては問題にはならないと考える．

ラスタベース通信方式は他の方式と比べて，WGW の時間

5.1.2 結果：周期送信データの中継処理の最悪実行時間

が長い．これは同じメッセージクラスタ内の周期送信デー

表 2 に周期送信データの WGW が送信周期未満となっ
た確率を示す．

タを送信する合間にスロットで送信しているためである．
なお，このシミュレーションではコミュニケーションサイ

CAN から FlexRay へのデータ中継シミュレーション結

クルの開始時に中継処理を実行し，中継処理自体の処理時

果より，スロットサイズが 150 バイトのとき優先度ベー

間を 0 としているため，遅延時間の分解能は実質 FlexRay

ス通信方式とフレームベース通信方式は，周期送信データ

の通信周期となっている．

の WGW が送信周期を超えることがあるが，クラスタベー

FlexRay から CAN へのシミュレーション結果より，す

ス通信方式は，つねに周期送信データの WGW が送信周期

べての通信方式が 10 ms 以下の時間で非周期送信データを

未満となることが確認できた．優先度ベース通信方式とフ

送信することができた．このような結果になった原因は，

レームベース通信方式が周期送信データの WGW が送信周

FlexRay からの受信データ量は一定であるために，各々の

期を超えた原因は，同一データの複数受信の発生したとき

通信方式の間に大きな差が生じなかったためである．

に，送信で使用するスロットが不足し周期送信データの送

なお，双方向の分散処理のフレームベース通信方式の結

信に待ち時間が生じてしまったためである．また，後者の

果は，スロットに割り当てられなかったデータの WGW を

場合はスロットサイズが 150 バイトでは設計時にすべての

除外している．

データをスロットに割り当てられなかったことも原因で
ある．

ここで，クラスタベース通信方式の非周期送信データの

WGW が自動車制御システムで許容されるかに関して考察

FlexRay から CAN へのデータ中継シミュレーション結

する．たとえば，ある ECU がセンサの故障を察知し，ネッ

果より，スロットに格納されたデータに関しては，すべての

トワークで異常通知データを送信し，受信したメータ ECU

通信方式の周期送信データの WGW が送信周期未満となる

が警告灯を点灯する分散処理の要求性能が 1,000 ms である

ことが確認できた．しかし，優先度ベースとフレームベー

とすると，クラスタベース通信方式による最大遅延時間は

スにおいては，CAN から FlexRay へのシミュレーション

2%に該当するため，十分許容できると考える．また，自動

結果から分かるように，送信スロットのサイズに対して中

車制御システムにおける異常通知の非周期送信データの発

継するデータが多いために，スロットに格納されないデー

生確率は 0.01%よりさらに低いため，シミュレーション結

タが存在し，そのデータに関しては WT T N toET N の予測が

果よりも WGW が短くなると予測できる．これより，さら
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表 4 シミュレーションで算出したスロットサイズ

Table 4 Slot size calculated by simulation.

表 5

ミドルウェアとゲートウェイの最悪実行時間

Table 5 Worst case execution time of middleware and gateway.

通信方式

クラスタ

優先度

フレーム

処理名

モジュール名

最悪実行時間 [µs]

スロットサイズ

150 byte

310 byte

420 byte

CAN から FlexRay への中継

ET-FlexRay

307.2

CAN から FlexRay への中継 ゲートウェイ

591.1

に要求性能が厳しい分散処理にも適用可能である．

5.1.4 結果：予測可能とするために必要なスロットサイズ
従来方式を適用した GW が各周期送信データの WGW を

FlexRay から CAN への中継

ET-FlexRay

72.6

FlexRay から CAN への中継 ゲートウェイ

474.4

合計

1,065.5

ゲートウェイ

送信周期未満にできる場合のスロットサイズをシミュレー

表 6 ミドルウェアのコードサイズ

ションで算出し，提案方式と比較する．これによって，提

Table 6 Code size of middleware.

案方式が従来の方式と比べて，少ないスロットサイズで中
継可能であるかどうかを評価する．
表 4 にシミュレーションで算出したスロットサイズを示
す．表 4 より，クラスタベース通信方式は，他の通信方式
と比べて約 49%以下のスロットサイズで周期送信データの

モジュール名

コードサイズ [byte]

ET-FlexRay アダプタ

44

ET-FlexRay インタフェース

546

パッキングスケジューラ

3,216

パケットトランスレータ

876

WGW が予測可能な中継処理を実現できることが分かった．

ルール

325

コンフィギュレーションデータ

196

なお，表 4 のスロットサイズをペイロードとして，GW

バッファ/キュー

702

合計

5,923

の送信スロットと受信スロットに割り当てたとき，伝送
速度 5 Mbps の FlexRay における通信負荷率はクラスタ
ベースで 6.3%，優先度ベースで 13.0%，フレームベースで

自動車制御システムへ GW とミドルウェアを適用できる

17.8%である．

見通しを得た．
表 6 に 32 バイトのスロット 5 つ使って中継処理を行

5.2 ミドルウェアとゲートウェイの性能評価

うときの ET-FlexRay ミドルウェアのコードサイズを示

我々は ET-FlexRay ミドルウェアと GW が自動車制御

す．ET-FlexRay ミドルウェアの合計コードサイズは 5,923

システムに適用可能であることを確認するため，FPGA で

バイトであり，CAN-CAN 中継アプリケーション，ミド

実装した FlexRay コントローラを搭載したルネサスエレ

ルウェア，CAN ドライバ，FlexRay，OS 等，すべてのモ

クトロニクス社製 SH2A マイコン上にプロトタイプを実装

ジュールを含む GW のコードサイズは合計で約 105 k バイ

し，CPU の実行時間を測定した．実装した SH2A の CPU

トであった．これは我々が想定したマイコンの内蔵 ROM

周波数は 140 MHz である．ネットワークの設定は自動車

（Read Only Memory）のサイズである 256 k バイトの約

制御システムで広く用いられる値を使用し，FlexRay の

41%にあたる．

伝送速度を 5 Mbps，CAN の伝送速度を 500 kbps とした．

以上より，厳しい資源制約のあるマイコンで構成される

FlexRay の通信周期はデータの最小送信周期である 10 ms，

自動車制御システムへミドルウェアと GW を適用できる

FlexRay スロットは静的セグメントを使用し，RTOS に

見通しを得た．

OSEK OS [19] を使用する．
上記環境で，表 1 のデータを用いて CPU の最悪実行時

6. おわりに

間を測定した．表 5 に，32 バイトのスロット 5 つ使って中

我々は，設計時にメッセージクラスタとフレームクラス

継処理を行ったときのミドルウェアと GW の中継処理自体

タを用いて送信データと送信で使用するスロット間の対応

の最悪実行時間を示す．GW の最悪実行時間は CAN-CAN

付けを定義し，実行時にその対応付けに基づいて，各メッ

中継アプリケーション，ミドルウェア，CAN ドライバ，

セージクラスタから優先度順に送信するデータを決定する

FlexRay ドライバの合計時間である．CAN から FlexRay

クラスタベース通信方式を提案した．また，格納ルール定

へのデータの中継処理における GW の最悪実行時間は，

義方法を提案し，この定義方法を満たすことによって GW

ET-FlexRay ミドルウェアが 307.2 µs，GW が 591.1 µs で

の最悪中継遅延時間を予測可能にした．

あり，FlexRay から CAN へのデータの中継処理におけ

データ中継シミュレーションの結果により，提案する通

る GW の最悪実行時間は，ET-FlexRay ミドルウェアが

信方式が他の通信方式と比べて約 49%以下の FlexRay ス

72.6 µs，GW が 474.4 µs であるため，GW の最悪実行時間

ロットで GW の最悪中継遅延時間を保証しつつ，周期送信

の合計は，1,065.5 µs である．

データを送信できることが確認できた．また，このときの

多くの自動車制御システムにおける GW とエンジン制
御 ECU の最小送信周期は 10 ms かそれ以上であるため，

c 2012 Information Processing Society of Japan


非周期送信データの最悪中継遅延時間が自動車制御システ
ムに許容できることを確認した．
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提案した通信方式を搭載し，レガシーアプリケーション
を修正なしで FlexRay に対応可能な ET-FlexRay ミドル

[14]

ウェアと，それを活用した GW をマイコン上に実装した．
中継処理の時間と GW のコードサイズを測定し，その結果

[15]

から自動車制御システムに適用可能であることを確認した．
今後の課題として，提案した格納ルールの定義方法に基
づいて自動的にクラスタ設計を行うツールの開発があげら

[16]
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