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コンシューマ・デバイス論文

既存資産の拡張開発に適した
ドライバ層エミュレーションによる実機レス開発方式
岡本 周之1,a)
受付日 2012年9月21日, 採録日 2013年2月27日

概要：組込みソフトウェア開発では，テスト・デバッグにおける期間短縮と効率向上が重要な課題であり，
ハードウェア不足を補う実機レス開発方式などが提案されている．しかし，従来の方式では，ミドルウェ
ア層の開発，ユーザ操作による処理，既存資産の拡張開発，に同時には対応できていなかった．本稿では，
既存資産の拡張開発に適したドライバ層エミュレーションによる実機レス開発方式について提案する．本
方式に従って，デジタル TV 用の実機レス開発環境を開発し，実際の製品のソフトウェア開発に適用した．
この結果，テスト・デバッグ期間を 42%に短縮し，組み合わせテスト時のテスト・デバッグ効率が 129%に
向上する効果が得られ，本提案手法の有効性を検証できた．
キーワード：組込みシステム，デジタル TV，実機レス開発，ドライバ層エミュレーション
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Abstract: Shortening duration and improving eﬃciency of testing and debugging are important for software development of the embedded system. Many emulators have been proposed to provide the software
development environment before hardware completion. However the existed emulators are not enough for
developing middleware. CPU emulator is slow. Some latest platforms are provided with emulator for middleware developing, but it isn’t suitable for the existed software. So we propose driver emulator based software
development environment for the extended embedded system. We have applied it to the digital TV software
development and conﬁrmed its eﬃciency. It reduced to 42% duration and improved to 129% eﬃciency.
Keywords: embedded system, digital TV, software development environment, driver emulator

1. はじめに
近年，組込みシステムの開発ではシステムの多機能化に
ともないソフトウェア開発規模が増加している．製品開発
費に占めるソフトウェア開発費は，2002 年度の 36.3%から

2010 年度の 50.0%にまで増加した [1]．一方，開発製品の
競争力強化のために，事業課題として開発期間の短縮と開
発コストの低減がよりいっそう求められている．
また，組込みシステムでは，ハードウェアとソフトウェ
1
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アが並行して開発されるという特徴があるため，

( 1 ) 開発の前半の段階において，ソフトウェアを動作させ
るハードウェアがない，

( 2 ) 開発期間を通じて，テスト・デバッグのために用意で
きるハードウェア数が不足する傾向にある，
という問題がある．
これらの問題に対しては，実機ハードウェアを必要とし
ないソフトウェアのテスト・デバッグ環境（以下実機レス
開発環境）を用いた開発が有効である．
本稿で述べられたシステムおよび製品名は，一般に各社の商標ま
たは登録商標である．
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本稿では，AV コンシューマ機器などの組込みソフトウェ

慮され，プラットフォームとともに提供されている．しか

ア開発に多い，

し，このエミュレーション機能を利用するためには，当該

( 1 ) 製品の重要（差別化）機能がミドルウェアで実装され

プラットフォームの利用が前提となるため，過去に開発済

ており，アプリケーションがそのミドルウェアと密接

みのソフトウェア既存資産を用いた拡張開発に適用する場

に連携している場合

合，プラットフォーム間でのソフトウェア移植作業が発生

( 2 ) ユーザ操作による処理がある場合

し，工数がかかるという問題がある．

( 3 ) 既存資産の拡張開発を行っている場合
に適した，ドライバ層エミュレーションによる汎用 PC 上
での実機レス開発方式について提案する．

2.2 提案する実機レス開発方式とその効果
上記問題点を解決するため，本稿で提案する実機レス開

本方式を実際のデジタル TV 製品のソフトウェア開発に

発方式では，( 1 ) 実機の「ドライバ層およびハードウェア

適用し，研究課題であるテスト・デバッグの期間短縮と効

層」と同等の機能を，ドライバ層エミュレータと汎用ハー

率向上について，手法の有効性を検証した．

2. 課題とアプローチ
2.1 従来の実機レス開発方式とその問題
従来の実機レス開発方式とその問題点を表 1 に示す．

( 1 ) ミドルウェア層エミュレーション方式

ドウェア（PC）を用いて実現させ，かつ，( 2 ) ドライバ層
エミュレータを，基本機能エミュレータとその上に被せた
実機ドライバ I/F からなる構成とする．
これにより，ドライバ層でエミュレートするためミドル
ウェア層とアプリケーション層のテスト・デバッグが行え
る．また，ハードウェア層のレベルで詳細にエミュレート

アプリケーションプラットフォームである BREW [2] や

しないため，オーバヘッドが小さく処理遅延が少なくな

brewmp [3] では，アプリケーション開発用にミドルウェア

る．また，基本のエミュレーション機能と独立してドライ

層エミュレーションが用いられている．実機の機能をミド

バ I/F を容易に変更可能なため，既存資産の拡張開発が可

ルウェア層でエミュレートするため，ミドルウェア層の開

能となる．

発には適用できない．このため，ミドルウェア層と密接に

本稿で提案する実機レス開発方式の要件を以下に示す．

絡んだアプリケーション層の開発にも適用困難である．

( 1 ) 実機を使わずに PC 上でアプリケーションとミドル

( 2 ) CPU エミュレーション方式

ウェアの動作確認が可能であること

CPU エミュレータ [4], [5], [6] は，CPU の動作をエミュ

(a) PC のディスプレイに実機の表示画面，ソフトウェア動

レーションすることでミドルウェア層の実機レス開発を実

作確認用のログ出力，およびソースデバッガを表示

現する．しかし，CPU エミュレータは，CPU の動作を逐

(b) リモコン画像とマウス操作，またはキーボード入力に

一置き換えるため，実行処理が遅くなる．このため，ユー

よりリモコンまたはボタン類を操作

ザのリモコン操作後に一定時間が経過したときの機器の反

(c) キーボード入力により，実機での記録媒体の挿抜を擬

応テストなど，時間に関わるテストには適用困難である．

似的に実現

( 3 ) ドライバ層エミュレーション方式

実機の応答（表示画面とログ出力）とソースデバッガが

Android [7], [8] などのプラットフォームでは，ドライバ

1 つのディスプレイに統合表示されることで，効率良いテ

層エミュレーション方式がプラットフォーム設計時から考

スト・デバッグが可能となる．また，実機におけるリモコ
ン本体ボタン類，記録媒体の操作を，PC 付属のデバイス

表 1 従来実機レス開発方式とその問題点

Table 1 Emulation types and issues.

（マウスまたはキーボード）で実現することで，テスト・デ
バッグ時の入力が容易となる．

( 2 ) PC は，従来から開発に利用している Windows/x86 環
境をそのまま活用できること
ソフトウェア開発において，仕様書表示やソースコード
編集などに用いるために各開発者に配備されている PC の

OS は，Windows である場合が多い．実機レス開発環境を
構築する際には，この Windows PC をそのまま活用した
方が，実機レス開発環境とその他の開発環境の統合や，担
当者の習熟期間などの面で効率的である．

( 3 ) 既存資産を流用した拡張開発が可能であること
( 4 ) リモコン操作時間に関するテストが可能であること

c 2013 Information Processing Society of Japan
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3. 既存資産のドライバ層をエミュレートする
実機レス開発方式
2 章で示した要件を満たすよう本稿で提案する，実機レ

組込み機器では，高度なネットワーク機能やオープン
ソースとの親和性などから Linux を採用する場合が増えて
いる．このため，エミュレータも OS として Linux を用い
れば，実機とエミュレータの OS 部分が共通化できるため，
効率的に開発でき，かつ，より正確に動作をエミュレート

ス開発方式の特徴を以下に示す．

することができる．

3.1 Windows と Linux のマルチ OS 環境
Windows と Linux のマルチ OS 環境による実機レス開
発環境の構成を図 1 に示す．

一方，2 章で示したとおり，PC は，従来から開発に利用
している Windows/x86 環境をそのまま活用できることが
求められる．

ドライバエミュレータは，実機のアプリケーション・ミ

そこで，本研究の実機レス開発環境では，Windows PC

ドルウェア層のプログラムを汎用ハードウェア層（PC）の

上で Linux 実行環境を提供可能な仮想マシン（VMware

上で動かすため，実機ドライバのエミュレーション機能を

Player）を利用した．仮想マシンは，Windows アプリケー

PC 上で提供する環境である．

ションとして Windows OS 上で動作しつつ，内部では Linux
環境を提供することができる．
これにより，Windows アプリケーションでソースコード
編集などを行った後，クリック 1 つで仮想マシンに切り替
えて，仮想マシンの Linux OS 上でプログラム生成や動作
確認を行うことができる．

3.2 本稿で提案するエミュレータの実装方式
本稿で提案するエミュレータの実装方式について，図 2
に示す．図は，下から汎用ハードウェア層（PC），OS 層
（Linux カーネル，Linux ライブラリ，Linux デバイスドライ
バ，ファイルシステム）
，ドライバエミュレータ層，アプリ
ケーション・ミドルウェア層を示している．前述のように，
図 1 Windows と Linux のマルチ OS 環境による実機レス開発環
境の構成

Fig. 1 Emulator based software development environment with

本研究の実機レス開発環境では OS 層において，Linux OS
は Windows OS 上で動作する仮想マシン（VMwarePlayer）
の中で動作している．なお，Linux OS に含まれる Linux

Windows and Linux.

図 2 ドライバエミュレータの実装方式

Fig. 2 Driver emulator architecture.

c 2013 Information Processing Society of Japan
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カーネルと Linux デバイスドライバは図から省略している．

する．しかし，PC のハードウェアには赤外線受光機能が

本稿で提案する各ドライバエミュレータは，ミドルウェ

備わっていないため，実機レス開発環境では，PC のマウス

アに対して実機ドライバと同じ I/F（API）を提供する．

またはキーボードでリモコン操作を模擬する方式とする．

内部では基本機能エミュレータとして固有のエミュレー

具体的には，Linux の X Window System（以下 X）と

ション処理が実装してあり，これが下層の Linux ライブラ

いう GUI 環境構築用の入出力システムを用いて，ディス

リを呼び出す．実機用のソースコードから流用したドライ

プレイ，マウス，キーボードなどの GUI を統合管理する

バ I/F と，新たに開発する内部のエミュレーション処理の

GUI エミュレータを開発する．表示ドライバ（EMU）と

組合せにより，ドライバエミュレータとして動作させる．

リモコン GUI アプリケーションは，GUI エミュレータを

以下では，エミュレーション処理，Linux OS，PC ハード

呼び出して実機の表示画像とリモコン画像を表示する．ま

ウェアの関係について，エミュレーション機能の実装方式

た，リモコン画像のボタン部分をマウスで操作するかキー

ごとに代表例をあげて述べる．

ボードでキーを押すと，GUI エミュレータが，X 経由で受

3.2.1 Linux ライブラリを利用した実装

けたマウス/キーボードのイベントをリモコン GUI アプリ

たとえばネットワークドライバエミュレータ（以下 EMU）

ケーションに転送し，リモコン GUI アプリケーションが，

は，ミドルウェアから通信設定用 I/F（API）を呼ばれると，

ボタン部分を押された状態の画像に描画し直して，ボタン

同等機能の Linux ソケットライブラリ通信設定用 API を

イベントをイベント管理ミドルウェアに転送する．

呼び出し，PC のネットワークデバイスを介して通信する．

また，実機の表示機能では，静止画像と動画像（ビデオ

本研究の実機レス開発環境では，Linux OS と PC ハー

データ）で制御するハードウェアが異なるためドライバも

ドウェアの間に仮想マシンと Windows OS が介在するが，

異なる場合が多い．しかし，PC では表示ハードウェアが

仮想マシン上の Linux 環境は，Windows が存在せず Linux

1 つであるため，両方とも GUI エミュレータが表示する．

だけが OS として動く Linux PC と同じ環境である．この

3.2.4 ミドルウェア層でのエミュレーション機能

ため，以下では，仮想マシンと Windows OS の説明を省略

本稿で提案する実機レス開発環境では，基本的にはドラ

する．

イバ層でエミュレートし，アプリケーション・ミドルウェ

3.2.2 データストレージのエミュレーション機能

ア層の実機ソースコードをそのまま使えるように設計して

IDE（Integrated Drive Electronics）ドライバ（EMU）や

いる．しかし，製品開発適用時のテスト・デバッグ効率の

Flash ドライバ（EMU）のようにデータストレージ（HDD

向上が図れることから，SD カードなどの記録媒体の読み

や FlashROM）を読み書きするドライバ（EMU）の場合

書き機能については，ミドルウェア層でエミュレートする．

は，ストレージをイメージファイルとして PC の HDD 上

たとえば実機では，記録媒体の挿抜を検出してマウント

に置き，Linux のファイルシステムを用いて管理する．

状態を管理するメディア管理ミドルウェアが，Linux OS が

たとえば実機の Flash ドライバが提供する FlashROM の

提供する Linux 記録媒体ドライバの読み書き API を呼び

読み書き機能を，PC の FlashROM を用いてエミュレート

出す．一方エミュレータでは，Linux が管理するファイル

すると，PC のシステムデータが書き換えられて PC が動

システム上の特定ディレクトリを，マウントした記録媒体

作不良を起こす可能性がある．そこで本提案方式では，PC

用ディレクトリに見せかけるようメディア管理ミドルウェ

の HDD 上に実機の FlashROM イメージファイルを作成

アを修正する．これにより，PC 上でファイルをコピーす

して利用する．Linux では，FlashROM などのハードウェ

るだけで，記録媒体に様々なデータを入れた状態をテスト

アに対する読み書き API と，ファイルシステムに対する読

できる．

み書き API が共通化されているため，実機の Flash ドライ

また，メディア管理ミドルウェアを修正してマウント状

バ内のシーケンスを変更することなく，エミュレーション

態を擬似的に管理する機能を実装し，キーボードから擬似

を実現できる．

的にマウント状態を変更してやることで，記録媒体の挿抜

3.2.3 GUI エミュレータ

テストを簡単にエミュレートできるようにする．

実機では，高速処理用にハードウェアで実装した図形描

これにより，PC の記録媒体用ハードウェアを用いたド

画機能を表示ドライバが呼び出して利用する一方，PC の

ライバ層のエミュレータを実装し，各種データが入った記

ハードウェアには図形描画機能が備わっていない場合が多

録媒体を用意して PC に記録媒体を挿抜してテストする場

い．このため，本提案方式では，エミュレータ上にソフト

合よりも，効率良くテスト・デバッグを行うことができる．

ウェアで同等機能を実装する．
また，実機では，ユーザの操作端末として赤外線リモコ

3.3 エミュレータの開発手順

ンが用いられる場合がある．たとえば，実機でリモコンの

本稿で提案するドライバエミュレータは，処理遅延を抑

ボタンが押されると，ハードウェアの赤外線受光部がリモ

えつつ，アプリケーション・ミドルウェア層のテスト・デ

コンからの信号を受けて，実機のリモコンドライバが動作

バッグを PC 上で実行可能とするものである．このため，

c 2013 Information Processing Society of Japan
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デバイスの温度変化によるドライバ動作の変化や，スレッ

なるようにアプリケーションとミドルウェアを修正する．

ド切替えタイミングの変化など，システムの個体ごとに異

この開発手順により，仕様書と最新（実装）の仕様が一

なるような厳密な動きはエミュレーションの対象外とする．
これにより，ドライバエミュレータの開発を容易化でき
るだけでなく，基本機能エミュレータの部分を，TV，レ
コーダ，カーナビゲーションシステム，ビデオカメラなど
の多様な製品へ転用しやすくなる．
本稿で提案するドライバエミュレータの開発手順を図 3

致しない場合でも，実機開発環境と実機レス開発環境で同
じ動作を確認できるようになる．

4. デジタル TV 向け実機レス開発環境の開発
3 章で示した実機レス開発方式に従い，デジタル TV 製
品のソフトウェア開発用に実機レス開発環境を構築した．

に示す．
まず，(1) 実機ドライバの機能仕様書をもとにドライバ
の機能テストを作成する．次に，(2) 作成したテストを実

4.1 デジタル TV 向け実機レス開発環境の概要
デジタル TV（以下 DTV）向けの実機レス開発環境を

機のドライバ上で動かして，テストの動作を確認し，必要

Windows PC 上に構築した例を図 4 に示す．図 4 では，

なら合格するようにテストを修正する．

右前面にリモコンと TV 画面，左背面にソースデバッガの

次に，(3) 実機ドライバの機能仕様書をもとにドライバ

ソースコード，ログ，変数の値などが表示されている．マ

エミュレータを開発し，(4) 開発したドライバエミュレー

ウスやキーボードでリモコンを操作し，その反応を TV 画

タの単体機能を検証する．ここでは，(2) で確認したテス

面とログ画面で確認する．また，ソースデバッガを操作し，

トを用いて実機ドライバと同様のテスト結果になることを

ソースコードの任意の場所でプログラムを止めて，変数の

確認する．(3) は，(1)，(2) と並行開発してもよい．

値を確認しながら 1 行ずつプログラムを動作させることな

最後に，(5) アプリケーションとミドルウェアの実機依

どができる．

存部を修正（=PC 対応：後述）して (4) で開発したドライ

図には示していないが，同じ PC（Windows）上で，従来

バエミュレータ上で動作するようにし，(6) アプリケーショ

どおり仕様書を表示したり，使い慣れたテキスト編集ツー

ンとミドルウェアが実機システムと同じ動作をすることを

ルでソースコードを編集したりすることも可能である．

確認して，システム機能を検証する．必要なら同じ動作に

DTV 向け実機レス開発環境で動作確認可能な主な TV
機能を以下に示す．

• TV 放送（表示，選局，各種設定）
• 番組情報（番組表，番組検索，録画予約など）
• ネットワーク（映像機器との連携）
• HDD（録画，一覧表示，再生），SD カード（写真表示）
4.2 アプリケーションとミドルウェア内の実機依存処理
の対策
本稿で提案する実機レス開発方式では，ハードウェアと
ドライバをエミュレータ実装し，その上でアプリケーショ
ンとミドルウェアを開発できるようにする．実機レス開発

図 3 ドライバエミュレータの開発手順

Fig. 3 Process of driver emulator development.
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図 4

実機レス開発環境の画面例

Fig. 4 Sample picture of software development environment.
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表 2 実機依存処理の洗い出し方法とその対策

表 3 適用対象ソフトウェアの規模

Table 2 How to ﬁnd and solve platform dependency.

Table 3 Software size.

で動かない．このため，実機と実機レス開発環境の両方の

CPU 用のアセンブラ実装ファイルを用意し，Makeﬁle で
ビルド時に切り替えて対応した．
対応していない CPU のアセンブラコードは，ビルド時
にコンパイルエラーが出るため，エラーメッセージを参照
して洗い出した．

5. デジタル TV 開発への適用評価
環境のハードウェア（PC）と実機のハードウェア（組込み

既存資産への拡張開発を行っている，実際の DTV 製品

機器）の違いは基本的にエミュレータが吸収するが，開発

のソフトウェア開発に，4 章で開発した DTV 向け実機レ

対象であるアプリケーションやミドルウェアに実機依存処

ス開発環境を適用し，評価した．

理が含まれている場合，開発対象にも対策が必要となる．
本稿の提案方式を DTV に適用した際の，主な実機依存
項目，その洗い出し方法と対策を表 2 に示す．

( 1 ) 固定アドレス利用

5.1 製品開発での適用対象
DTV の約半数のアプリケーション開発における，Unit
Test（以下 UT），Combination Test（以下 CT）およびデ

実機ではメモリアドレスは固定の設定だが，エミュレー

バッグに DTV 向け実機レス開発環境を適用した．アプリ

タではメモリアドレスが動的に設定され，起動のたびに

ケーション（以下 APP）全体に対する適用対象分の規模を

アドレスが変化する．このため，アドレス管理モジュー

表 3 に示す．

ルのソースコード中で固定アドレスを用いている部分を，

malloc を利用した動的なアドレス指定方法に変更した．
また，レジスタやバスへのアクセス処理にも固定アドレ

5.2 適用手順
5.2.1 UT

スが利用されていたが，これらの処理は実機依存であり実

UT では，関数単独での動作を確認するため，ミドルウェ

機レス開発環境では利用できない．システム起動時のこれ

ア層やドライバ層の関数と，アプリケーション層の関数の

らのアクセス処理はハードウェアの初期化指示であり，実

間での呼び出しは考慮しない．各関数の入力や内部変数な

機レス開発環境上では不要であるため，ソースコードから

どの条件に応じて，アプリケーションの各関数内で正しい

削除した．また，レジスタを一時的なデータ保存場所とし

経路が実行され正しい値が出力されることを確認する．こ

て利用している場合は，エミュレータ内に代わりのデータ

のため，実機レス開発環境を適用し，デバッグ用ツールま

保存場所を確保した．

たはログ出力を用いて，経路や値の確認を行った．

固定アドレスを利用している箇所は，8 桁の 16 進数値を

5.2.2 CT

ソースコードから検索して洗い出した．このとき，マスク

アプリケーションの CT では，ユーザによるリモコン操

処理なども該当してしまうが，目視で判断して除外した．

作に応じた，アプリケーションと，それが呼び出すミドル

( 2 ) エンディアン依存

ウェアの組合せによる応答を確認する．このため，これら

実機環境と実機レス開発環境とで，エンディアンが異な

から呼び出されるドライバ API の機能がエミュレータで

るため，実機用ソースコード中のエンディアン依存の部分

提供されているか否かにより，実機レス開発環境で CT を

に，実機レス開発用エンディアンに対応させた実装を併記

実行可能かどうかが決まる．本研究では，以下の手順で実

し，#deﬁne でビルド時に切り替えることで対応した．

機レス開発環境における制約を詳細に調査した後，実際の

エンディアン依存処理は，シフト演算や 2 バイトコード

テストを行った．

をソースコードから検索して洗い出した．

(a) テスト対象であるアプリケーションをエミュレータ上

( 3 ) アセンブラコード

で実行し，アプリケーションの実機用チェックリストに従

実機環境と実機レス開発環境では CPU が異なり，実機
用のアセンブラ コードはそのままでは実機レス開発環境
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い，1 項目ずつテスト（動作確認）の可否を調査

(b) (A) エミュレータ上でテストできる項目，(B) スタブ作
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表 4 実機レス開発環境の評価項目と評価方法

表 6 テスト・デバッグ期間の短縮効果

Table 4 Evaluation items.

Table 6 Eﬀect on testing and debugging duration.

表 5 実機レス開発環境の適用可能テスト件数

Table 5 Applicable tests.

実機レス開発環境と実機での UT と CT の実績値から，
実機レス開発環境の適用がない場合，すなわち実機 1 台の
成によりエミュレータ上でテストできる項目，(C) 実機を

みでのテスト・デバッグ期間を，下記の手順で推定した．

使わないとテストできない項目に分類

(a) (A) テスト・デバッグ工数，(B) 月あたりの作業時間，

(c) 必要なスタブを作成

(D) テスト・デバッグ期間の実績値から，(C) 月あたりの

(d) (A)，(B) をエミュレータ上でテスト

テスト・デバッグ工数を算出（C = (A/B)/D）．

(e) (C) を実機上でテスト（エミュレータが非対応の機能，

(b) (A) の実績値を合計して，実機レス開発環境を適用し

TV 放送の受信が必要な機能，画質・音質調整など）

ない場合の (A) を算出．

(c) 実機レス開発環境を適用しない場合の (B) と (C) は，実
5.3 評価項目・評価方法
実機レス開発環境の適用評価について，評価項目と評価
方法を表 4 に示す．

機における (B) と (C) の実績値と同じだと推定して設定．

(d) 実機レス開発環境を適用しない場合の (A)，(B)，(C) か
ら，同じく適用しない場合の (D) を算出（D = (A/B)/C）
．
以上の結果を表 6 に示す．実機レス開発環境の導入によ

5.4 評価結果
5.4.1 適用可能テスト件数
UT と CT のそれぞれについて，(a) 今回の適用対象ソ
フトウェアでのテスト件数，(b) その内実際に適用可能で
あったテスト件数，および (c) 適用対象ソフトのテストに

り，実機を用いたテスト・デバッグの期間（実機準備完了
後の開発期間）を 6.2 カ月間短縮（42%に削減）すること
ができたと考えられる．

5.4.3 テスト・デバッグ効率
実機レス開発環境と実機開発環境で，UT と CT それぞ

おける適用比率（= b/a）を表 5 に示す．

れでのテスト・デバッグ効率（工数あたりのテスト件数）を

5.4.2 テスト・デバッグ期間

算出して比較した．(A) テスト・デバッグ工数は，( 2 ) テス

実機は，テスタとプログラマ全員で 1 台を共有し，実機
レス開発環境は，1 人 1 台ずつ配備した．
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ト・デバッグ期間の評価に用いた実績値である．同じく実
績値である (E) テスト件数と合わせて (F) テスト・デバッ
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表 7 テスト・デバッグ効率の向上効果

Table 7 Eﬀect on testing and debugging eﬃciency.

図 5

費用削減効果の概念

Fig. 5 Conceptual diagram of cost reduction.

延すると考えることができる．実機レス開発環境の適用に
より，実機準備が完了する前からテスト・デバッグの前倒
し着手が可能になったことによる開発期間短縮の効果であ
る．これにより，実機レス開発環境によるハードウェアと
ソフトウェアの並行開発の効果を確認することができた．

5.5.3 テスト・デバッグ効率
実機レス開発環境で実施した CT は，実機開発環境で実
施した CT に対して，テスト・デバッグ効率が 129%に向
上している．一方，UT の場合は，参考値との比較のため
表 8 実機レス開発環境の構築工数比

Table 8 Workload ratio of developing proposed environment.

単純には評価できないが，107%とほぼ同等である．これ
は，テスト・デバッグ工数に占めるデバッグ工数の割合が

UT では小さく CT では大きいため，実機レス開発環境の
適用によるデバッグ効率向上の効果が，CT に顕著に現れ
ていると考えられる．

5.5.4 費用対効果
グ効率を算出した（F = E/A）
．ただし，UT では 100%に

実機レス開発環境の適用による費用削減効果を概念的に

実機レス開発環境を適用したため，実機のテスト・デバッ

図 5 に示す．横軸を開発期間 T，縦軸を並行開発可能な開

グ効率が求められないので，参考データとして，ソフトウェ

発者数 P とし，面積で開発（テスト・デバッグ）工数また

ア開発全体でのテスト・デバッグ効率を記した（表 7）．

は費用 W を表している．実機レス開発環境を用いた場合

5.4.4 実機レス開発環境の構築工数

の開発期間を t1，実機のみでの開発期間を t2，実機の数を

DTV ソフトウェア開発全体の工数を 100 とした場合の，
実機レス開発環境の構築工数比を表 8 に示す．なお，テス
トの実装・動作確認は実機依存処理の対策を含む．

p1，開発者数を p2 とすると，実機のみでの開発工数は Wa
（= t2 × p1）
，実機レス開発環境を適用したときの開発工数
は Wb（= t1 × p2）で表される．

( 1 ) テスト・デバッグ効率向上による費用削減
5.5 考察
5.5.1 適用可能テスト件数
本適用評価では，UT の 100%，CT の 40%に実機レス
開発環境を適用可能であった．UT において 100%適用可
能となったのは，本適用対象がアプリケーションであり，

(a) 実機のみでの開発時と (b) 実機レス開発環境適用時で
同じテストを行う場合，テスト・デバッグ効率向上分だけ
開発工数は小さくなり，Wa − Wb 分の費用が削減できる．

( 2 ) テスト・デバッグ期間短縮による費用削減
(a) 実機のみでの開発時は，開発者数が p2 であっても開

CPU レジスタやバスなどの制約事項に影響されなかった

発環境数が p1 のため，並行開発可能な開発者数は p1 に限

ためである．一方，CT は，スタブを作成することで非実

られる．このとき，t2 × p2 分の人件費が発生するにもか

装機能のテストを可能にしたが，実際の放送電波を受信し

かわらず，工数 Wa（= t2 × p1）分の開発しか行えない．

ないとテストできないなどの制約の影響を受け適用率が

一方，(b) 実機レス開発環境適用時は，並行開発可能な

40%にとどまった．リモコン操作時間に関するテストは可

開発者数を p2 に増やせるため，開発期間を t1 に短縮でき

能であった．

る．これにより，Wc = (t2 − t1) × (p2 − p1) 分の費用が

5.5.2 テスト・デバッグ期間

削減できる．

表 6 の結果から，実機レス開発環境がなく実機 1 台でテ

( 3 ) 費用対効果

スト・デバッグを実施した場合は，実機レス開発環境を適

本適用における ( 1 ) および ( 2 ) による削減費用は，DTV

用した場合に比べ，テスト・デバッグの終了が 6.2 カ月間遅

のソフトウェア開発全体の工数を 100 とした場合，11.9 で
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あった．実機レス開発環境の構築工数は前述のとおり同

8.1（= 3.1 + 5.0）であるため，本適用によりソフトウェア
開発全体の 3.8%（= 11.9 − 8.1）の費用対効果が得られた
といえる．
また，本稿で提案した実機レス開発環境は，基本機能エ
ミュレータ部分を，同じ製品系列の次世代モデルや，他の
類似製品へ容易に転用できるため，より少ない構築工数

岡本 周之
1998 年名古屋大学大学院工学研究科
修士課程修了．同年（株）日立製作所
入社．2002 年より組込みソフトの開
発効率および品質の向上研究に従事，
現在に至る．

（費用）で同様の削減効果が得られることが期待できる．

6. おわりに
テスト・デバッグの期間短縮と効率向上を目的に，実機
レス開発方式を提案し，既存資産の拡張開発を行うデジタ
ル TV 向けのドライバ層エミュレータを開発した．これを
用いた実機レス開発環境を構築し，ミドルウェアと組み合
わせたユーザ操作アプリケーションの製品開発に適用し
た．実機のみの開発ではできなかった並行開発を実現し，
テスト・デバッグの期間短縮と効率向上により，高い費用
削減効果が得られることを実証した．今後は既存資産の拡
張開発を行う他の Linux 搭載製品へも適用を図る．
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