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〜 まず最初に 〜
APTJ設⽴のご報告
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APTJ株式会社
APTJの必要性 
▶  AUTOSARが国際標準になる流れの中で，車載制御シス

テム向けのSPFが海外製だけになるおそれ 
▶ APコンソの活動だけでは不十分という認識 

▶  2014年夏頃から，APコンソを拡大する方策を模索 
▶  株式会社の形で活動するのがベストと判断 

APTJの活動と位置付け 
▶  APコンソなどの研究開発成果を活用して，車載制御シス

テム向けのSPFを開発・販売 
▶ 自動車メーカ／自動車部品メーカと共同でSPFを開発 
▶ 最新のAUTOSAR仕様をベースとする 

▶  パートナーソフトウェア企業と協力 
▶  名古屋大学発ベンチャー企業として設立 
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APTJを取り巻く組織間の関係（エコシステム）	
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APTJが⽬指す姿
車載制御システム向けのSPF開発・普及 
▶  品質が高く，自由に改変可能で，国内でサポートできる

SPFを開発し，国際的に普及させる 
▶  国内でのサポートを考えると，国内で開発するのが望まし

いが，必須ではない 
!  海外有力企業に対抗して生き残れることが必須 

ベースとする仕様 
▶  AUTOSAR仕様が国際的に広く採用されつつある現状か

ら，開発するSPFは，AUTOSAR仕様をベースとする 
▶  ただし，我が国のOEMやサプライヤのニーズに合致する

ような修正を加える 
! AUTOSAR仕様をそのまま実装したのでは不十分	

独立テスト機関の設置（オプション） 
▶  開発者と独立したテスト機関があるとベター	
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APTJの活動計画（第1フェーズ）
2つの活動を並行して進める 
▶  AUTOSAR SPFの開発（コア資産開発） 
▶  共同開発サプライヤのサポート 

▶ 共同開発サプライヤがAPTJ SPFを利用する当初2つ程
度のECUの開発をサポートする 

コア資産開発の対象 
▶  AUTOSAR SPFの全体を開発対象とする 

▶ ただし，必要性が極めて低いものは除外する 
▶ MCAL（マイコン抽象化層）については別に検討 
▶ AUTOSAR Release 4.2.xをベースとする 

▶  ジェネレータ，コンフィギュレータは範囲内．上流設計ツー
ルは範囲外 
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コア資産開発の方針 
▶  機能安全対応（全ASIL）は最初から考慮する 
▶  情報セキュリティについても考慮する 
▶  APコンソと重複する活動は極力避ける 

MCALの扱い 
▶  APTJがMCALまで含めてサポートできる体制とすることを

前提に，半導体メーカと協議中 
投入予定の開発リソース 
▶  開発技術者：30〜50名 × 3年 
▶  開発資金：20億円程度 

実用化の時期 
▶  2020年販売の車両に無理なく載せられるスケジュールで

進める 
▶  最初の適用車両は，これよりも1〜2年早い時期に 
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ここから本題
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AGENDA
TOPPERSプロジェクトの概要と方向性（復習） 
▶  これまでの開発の流れと現状 
▶  次の10年を見据えた活動指針（2011年度に策定） 

TOPPERSプロジェクトの最新の成果 
▶  この1年に一般公開した開発成果 
▶  TOPPERS/ASP3 
▶  TOPPERS/ATK2 
▶  mruby on EV3RT+TECS 

TOPPERS第3世代カーネルへのTECSの導入 
▶  TECSの概要（復習） 
▶  ASP3カーネルへのTECSの導入 
▶  HRP3カーネルにTECSを導入するメリット 

TOPPERSプロジェクトの方向性 
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TOPPERSプロジェクトの
概要と⽅向性 (復習)
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TOPPERSプロジェクトとは?
TOPPERS = Toyohashi Open Platform for 

  Embedded and Real-Time Systems 
プロジェクトの活動内容 
▶  ITRON仕様の技術開発成果を出発点として，組込みシス

テム構築の基盤となる各種の高品質なオープンソースソフ
トウェアを開発するとともに，その利用技術を提供 

組込みシステム分野において，Linuxのように広く
使われるオープンソースOSの構築を⽬指す!

プロジェクトの推進主体 
▶  産学官の団体と個人が参加する産学官民連携プロジェクト 
▶  2003年9月にNPO法人として組織化 
▶  それ以前は，名古屋大学（2002年度までは豊橋技術科学

大学）高田研究室を中心とする任意団体として活動	
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TOPPERSプロジェクトの狙い
決定版のITRON仕様OSの開発 
▶  ITRON仕様がかかえる過剰な重複投資と過剰な多様性

の問題を解決（または軽減） 
次世代のリアルタイムOS技術の開発 
▶  組込みシステムの要求に合致し，ITRONの良さを継承す

る次世代のリアルタイムOS技術を開発 
Linuxと類似のOSをもう１つ作っても意味がない!

▶  オープンソースソフトウェア化により産学官の力を結集 
組込みシステム開発技術と開発支援ツールの開発 
▶  高品質な組込みシステムの効率的な開発を支援 

組込みシステム技術者の育成への貢献 
▶  オープンソースソフトウェアを用いた教育コースや教材を

開発し，それを用いた教育の場を提供 

12

完了

TOPPERSの現状と⽅向性



Hiroaki Takada

ひとみ（ASTRO-H） 
(JAXA)	

提供：JAXA，イラスト：池下章裕	

スカイラインハイブリッド (日産)	

開発成果物の主な利⽤事例

13

TOPPERSの現状と⽅向性

SoftBank 
945SH 

（シャープ）	 PM-A970(エプソン)	

IPSiO GX e3300 (リコー)	

UA-101 (Roland)	

H-IIB（JAXA)	
OSP-P300 
(オークマ)	

エスクード (スズキ)	



Hiroaki Takada

次の10年を⾒据えた活動指針 (2011年度に策定) 
Smart Futureのための組込みシステム技術 
▶  組込みシステム技術を，持続可能なスマート社会の実現

（Smart Future）のための重要な要素技術の１つと位置づ
け，その研究開発と普及に取り組む 

▶  それに向けての研究開発課題 
▶  Safety & Security	

▶ Ecology（高エネルギー効率） 
▶ Connectivity 

コンソーシアムによるオープンソースソフトウェア開発	

▶  同じ技術に関心を持つプロジェクトメンバによりコンソーシ
アムを結成し，複数組織の協力によりソフトウェアを開発 

▶  開発したソフトウェアは，TOPPERSプロジェクトからオープ
ンソースソフトウェアとして公開	
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重点的に取り組んでいるテーマ
次世代のリアルタイムカーネル技術 
▶  TOPPERS第3世代カーネル（ITRON系） 
▶  車載システム向けRTOS（AUTOSAR OS仕様からの発展） 

ソフトウェア部品化技術 
▶  TECS（TOPPERS組込みコンポーネントシステム） 

組込みシステム向けSPFと開発支援ツール 
▶  車載制御システム向けSPF（AUTOSAR仕様ベース） 
▶  仮想化技術（SafeG，A-SafeG），ホームネットワーク 
▶  宇宙機向けSPF（SpaceWire OS） 
▶  開発支援ツール（シミュレータ，可視化ツール） 

技術者育成のための教材開発 
▶  プラットフォーム技術者の育成 
▶  ETロボコン向けSPFと教材の提供 
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リアルタイムカーネル開発の流れ
! 高信頼性・安全性・リアルタイム性を追求 

第１世代のリアルタイムカーネル 
▶  µITRON4.0仕様準拠＋αのリアルタイムカーネル 

▶ TOPPERS/JSP，FI4，FDMP，HRP 
▶  OSEK/VDX OS仕様準拠のリアルタイムカーネル 

▶ TOPPERS/ATK1 
第２世代のリアルタイムカーネル 
▶  TOPPERS新世代カーネル（ITRON仕様からの発展） 

▶ TOPPERS/ASP，FMP，HRP2，SSP	
▶  AUTOSAR OS仕様ベースのリアルタイムカーネル 

▶ TOPPERS/ATK2（SC1，SC3，SC1-MC，SC3-MC，…） 
第３世代のリアルタイムカーネル 
▶  TOPPERS第3世代カーネル（ITRON系） 

▶ TOPPERS/ASP3，… 
16
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TOPPERSカーネル開発ロードマップ
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2007	 2013	2000	

第1世代カーネル 第2世代カーネル 第3世代カーネル

⾞載系

ASP Safety 
機能安全対応	

動的オブ
ジェクト生成	

ASP	
新世代カーネル	
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プロファイル	
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メモリ保護， 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AUTOSAR仕様 

ベース	

ATK1	
OSEK/VDX仕様	

ASP3	
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スタンダード 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ＦＭＰ3 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パーティショニング	

JSP	
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HRP	
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FDMP	
マルチコア対応	

2004	 2010	

ＦＭＰ 
マルチコア 

プロセッサ拡張	

FI4	
μITRON4.0	
フルセット	

ITRON系

SSP 
最小セット	

TECS	
コンポーネント 
システム対応	

動的オブ 
ジェクト生成	

2015	

SSP3 
最小セット	
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TOPPERSプロジェクトの最新の成果
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この1年に⼀般公開した主な開発成果
! 特定ターゲット向けの簡易パッケージは除く 
! 「R」はReleaseの略記 

2015年6月〜8月 
6月1日  TOPPERS新世代カーネル統合仕様書 R1.7.1 
同上  TOPPERS/ASPカーネル R1.9.2 
同上  TOPPERS/HRP2カーネル R2.2.1 
6月9日  TECSコンポーネント図編集ツール TECSCDE 

V0.5.0（最初の一般公開） 
同上  mruby on EV3RT+TECSプラットフォーム アル

ファ版（最初の一般公開） 
7月15日  TOPPERS/A-RTEGEN R1.2.2 
同上  TOPPERS/A-COMSTACK R1.2.1 
同上  TOPPERS/A-WDGSTACK R1.1.1 
8月12日  SafeG R1.1 
8月19日  TOPPERS基礎1・2実装セミナー教材 
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2015年9月〜2016年2月 
9月11日  TOPPERS/EV3RT Version Beta 5-1 
9月17日  SafeG R1.2 
10月1日  SafeG R1.2.1 
10月13日  SafeG R1.2.2 
10月26日  TOPPERS/ECNL 1.0.2 
12月25日  TOPPERS/ATK2 R1.4.0（ATK2-SC3-TPとATK2-

SC4は最初の一般公開） 
同上  TOPPERS新世代カーネル用コンフィギュレータ 

R1.9.5 
1月11日  TTSP R1.1.3 
2月8日  TOPPERS/ASP3カーネル R3.0.0（最初の一般公

開） 
同上  TOPPERS第3世代カーネル（ITRON系）統合仕

様書 R3.0.0（最初の一般公開） 
2月18日  TOPPERS/ASP3カーネル R3.0.1	
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2016年3月〜5月 
3月2日  TOPPERS/EV3RT Version Beta 6 
3月14日  TOPPERS/EV3RT Version Beta 6-1 
3月17日  TOPPERS/EV3RT Version Beta 6-2 
3月24日  TOPPERS/ATK2 R1.4.1 
3月31日  TOPPERS/A-RTEGEN R1.3.0 
同上  TOPPERS/A-COMSTACK R1.3.0 
4月26日  ATK2-SC3-TPのインテグレーションガイドライン

（最初の一般公開） 
5月11日  TECSジェネレータ 1.3.1.7 
同上  mruby on EV3RT+TECS ベータ版 
5月16日  TOPPERS/ASP3カーネル R3.1.0 
5月27日  mruby on EV3RT+TECS ベータ1.0.1 

早期リリース 
3月14日  TOPPERS/HRP3カーネル R3.B.0（ベータ版）	
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TOPPERS/ASP3カーネル
位置づけ 
▶  TOPPERS第３世代カーネル（ITRON系）の出発点 
▶  TOPPERS/ASPカーネルの改良版 

新しく実装した機能・特徴（主なもの） 
▶  タスク終了要求機能 … タスク例外処理機能に代えて導入 
▶  高分解能（マイクロ秒単位）の時間管理 
▶  ティックレスタイマ … 省電力化に貢献 
▶  外部時刻同期のための機能 
▶  システムサービスをTECSを用いて構築 
▶  Ruby版コンフィギュレータを採用 

開発状況とリリース状況と今後の計画 
▶  2016年2月に一般公開，最新版はRelease 3.1.0 
▶  今後，各種のプロセッサへポーティング 
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TOPPERS/ATK2
位置付け 
▶  AUTOSAR OS仕様をベースとしたリアルタイムカーネル 

▶ AUTOSAR OS仕様に対して，様々な改良・拡張・サブ
セット化を行っている 

多くのバリエーション 
▶  SC1 … 基本機能 
▶  SC2 … タイミング保護拡張（保守しない） 
▶  SC3 … メモリ保護拡張 
▶  SC4 … メモリ保護＋タイミング保護拡張 
▶  SC1-TP … 時間パーティショニング拡張（保守しない） 
▶  SC3-TP …メモリ保護＋時間パーティショニング拡張 
▶  SC1-MC … SC1のマルチコア対応 
▶  SC3-MC … SC3のマルチコア対応 
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TOPPERS時間パーティショニングスキーム 
▶  各パーティションは，システム周期内で各パーティションを

実行するタイムウィンドウを決める方式（航空機向け規格で
あるARINC 653で採用）をベースとして，システム割込み
（タイムウィンドウによらずに受け付けられる割込み）を許す
ように拡張した方式でスケジュール 

▶  パーティション内で複数のタスクを実行する場合には，従
来のOSと同じ方式でスケジュール（階層型スケジュール） 
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mruby on EV3RT+TECS
TOPPERS/EV3RT 
▶  LEGO Mindstorms EV3向けのSPF 
▶  ETロボコンの公式プラットフォーム 

▶ 公式プラットフォームは複数あるが， 
標準の技術教育で扱うのはEV3RT 

mruby on EV3RT+TECS 
▶  EV3RT上に，mruby（軽量Ruby）を 

載せたプラットフォーム 
▶ mrubyでEV3の制御が記述できる 

▶  プラットフォームの構築にTECSを利用 
▶  ETロボコン2016では公式プラットフォームの1つに 
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ETソフトウェアデザインロボットコンテスト 2015 デベロッパー部門 競技規約 1.1.0版 
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3. 概要 
本章では、デベロッパー部門の各クラスの概要と、大会進行の概要を示す。 

 

3.1. プライマリークラスの概要 
プライマリークラスとは、参加チームが規定された走行体(図 3-1)を使用し、規定されたコース(図 3-2)上で走行

体を走行させ、その結果である競技成績を競うクラスである。 

                  
図 3-1 走行体(プライマリークラス) 左：NXTway, 右：EV3Way 

 

 

 
図 3-2 コース(プライマリークラス) 
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ETソフトウェアデザインロボットコンテスト 2015 デベロッパー部門 競技規約 1.1.0版 
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3.2. アドバンストクラスの概要 
アドバンストクラスとは、参加チームが規定された走行体(図 3-6)を使用し、規定されたコース(図 3-7)上で走行

体を走行させ、その結果である競技成績を競うクラスである。 

       

図 3-6 走行体(アドバンストクラス) 左：NXTrike, 右：ETrikeV 
 

 

 

図 3-7 コース(アドバンストクラス) 
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TOPPERS第3世代カーネルへの
TECSの導⼊

26
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TECSとその必要性
TECS（TOPPERS組込みコンポーネントシステム）とは？ 
▶  各種のソフトウェアモジュールを部品化し，必要な部品を

組み合わせることによって大規模な組込みソフトウェアを
効率的に構築するための技術 

▶  マルチコアプロセッサシステム/分散システムにおける遠隔
呼出し（RPC; Remote Procedure Call）にも対応 

コンポーネント技術を用いる利点 
▶  大規模な組込みソフトウェアの見える化 

▶ ソフトウェア構造の見える化により，システムの理解が容
易になり，ソフトウェアの体系的な再利用が促進 

▶ 部品間の呼び出しの見える化により，検証が容易に 
▶  ソフトウェア部品の流通性の向上 
▶  分散フレームワークによる分散システムの開発効率化	

27
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TECSの登場の背景
ソフトウェアの部品化は必然的な流れ 
▶  ソフトウェアの再利用性向上のため 
▶  モジュール化を促進するためにも有益 
▶  汎用システム向けのコンポーネント技術は，組込みシステ

ムには不都合 

▶  組込みシステムに向いたコンポーネント技術が必要 
類似技術が同時多発的に生まれている 
▶  AUTOSARの枠組みでは，アプリケーションはコンポーネ

ントベースで構築する 
▶ TECSと似ている面が多い（静的生成や分散システムへ

の対応など） 
▶  他にも，TECSに似た技術として，nesCがある	

28
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参考）AUTOSARアプローチ 
▶  アプリケーションシステム

を，Virtual Functional Bus
で接続されたソフトウェア
部品（SW-C）群の形で論
理的に記述	

▶  各SW-Cを，ECUにマッピ
ングする（現時点では手
動）と，ECUの構成ファイ
ルをツールにより生成	

▶  その際に，ECU記述とシ
ステム制約記述（処理の
時間制約など）を与える	

▶  ソフトウェアプラットフォー
ム（SPF）は，RTEとBSW
で構成	

29
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Figure 2.2: Detailed view on the activity “Configure System” 

In AUTOSAR, an application is modeled as a composition of interconnected 
components.  This is illustrated in the top half of Figure 2.2 (labeled JVFB viewK).  The 
Jvirtual functional busK is the communication mechanism that allows these 
components to interact. In a design step called JConfigure SystemK, the components 
are mapped on specific system resources (ECUs).  Thereby, the virtual connections 
between the components are mapped onto local connections (within a single ECU) or 
on network-technology specific communication mechanisms (such as CAN or 
FlexRay frames).  Finally, the individual ECUs in such a system can be configured.  
The concrete interface between the components and the rest of the system on an 
ECU is called the Run-Time Environment (RTE), which is defined in [Specification of 
RTE]. 
A component encapsulates complete or partial automotive functionality. Components 
consist of an implementation and of an associated formal software-component 
description (defined in [SW-C Template]). The concept of the virtual functional bus 
allows for a strict separation between applications and infrastructure.  The software 
components implementing the application are largely independent of the 
communication mechanisms through which the component interacts with other 
components or with hardware (such as sensor or actuators). This fulfills AUTOSARUs 
goal of relocatability (also see [Main Requirements]).  
With this the complete communication of a system can be specified including all 
communication sources and sinks. The VFB can therefore be used for plausibility 
checks concerning the communication of software components. The communication 

9 of 74 Document ID 056: AUTOSAR_EXP_VFB 
- AUTOSAR Confidential - 

AUTOSAR Virtual Function Bus 2.0.0より	
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TECSの特徴とアプローチ
コンポーネント間の結合を静的に最適化する 
▶  コンポーネント間は静的に結合するのが基本 
▶  状況に応じた最適なコンポーネント間インタフェー スを

ツールにより生成（インタフェース生成） 
▶  オーバヘッドが小さいため，コンポーネントの粒度を小さく

することができる 
システム内のすべてのソフトウェアをコンポーネントと して扱う 
▶  プラットフォームも含めて構築が可能 
▶  多様なプラットフォーム（プロセッサ，OS，ネットワーク等）

に対応可能 
遠隔呼出しのコンポーネントをツールにより生成 
▶  RPC生成ツールにより，ネットワークを超える遠隔呼出し

（RPC）を行うのためのコンポ ーネントを生成	

30
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TECSにおけるコンポーネントモデル
基本的なコンポーネントモデル 

!  UMLにおけるインスタンス図に相当する図であるが, イ
ンスタンス図よりも記述が詳細	
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セル：セルタイプ	 セル：セルタイプ	

属性	 属性	

呼び口	 受け口	

結合	
単なる関数呼出し	

コンポーネントのクラス（型）	

コンポーネントのインスタンス	

関数プロトタイプ
宣言の集合	

…	同じシグニチャの呼び口と
受け口をつなぐ	
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（単なる）ソフトウェアモジュールとの違い 
▶  ソフトウェアモジュールの場合，他のモジュールから呼び

出されるインタフェースを明確に定義するが，他のモ 
ジュール呼出しはプログラム中に直接記述する 
è 呼出し先のモジュールを変更するには，プログラムの

書換えを要する（オブジェクト指向言語では，仮想メソッ
ドを使う手はある） 

32
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モジュールA	 モジュールB	

B_open(...);	

B_open(...)	

{	

	

}	

モジュールBをモジュールCに
変更するには，モジュールAの
内部のコードの書換えが必要	
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（単なる）ソフトウェアモジュールとの違い（続き） 
▶  TECSでは，前者を受け口，後者を呼び口と呼ぶ．他のコ 

ンポーネントの呼出しは，呼び口名を用いて行う 
▶ 呼び口と受け口をつなぐインタフェースプログラムは，

ツールにより生成する 
è 呼出し先のコンポーネントを変更するには，組み上げ

記述のみを書き換えればよい	

	

33
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コンポーネントA	

X_open(...);	

Y_open(...)	

{	

	

}	

コンポーネントB	

呼び口名：X	 受び口名：Y	

組み上げ記述で，A.XとB.Yを結合	ここには呼び口名を記述	

組み上げ記述の書換えのみで，
別のコンポーネントに変更できる	



Hiroaki Takada

TECSの適⽤イメージ
プラットフォームへの適用	
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システム全体への適用	
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TECSの技術要素
コンポーネント記述ファイル 
▶  以下の情報を記述したファイル 

▶ コンポーネント間の接続の型（シグニチャ，関数プロトタ
イプ宣言の集合） 

▶ コンポーネントの型（セルタイプ，どのようなインタフェー
スがついているか，属性，内部変数） 

▶ コンポーネントのインスタンシエート情報（どの型のコン
ポーネントをいくつインスタンシエートするか） 

▶ コンポーネント間の接続 
TECSジェネレータ 
▶  コンポーネント記述ファイルを読み，コンポーネント間のイ

ンタフェースを生成 
▶ AUTOSARのRTEジェネレータに相当	
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ASP3カーネルへのTECSの導⼊
システムサービスの構築に利用 
▶  「プラットフォームへの適用」 
▶  システムログ機能，シリアルインタフェースドライバ，システ

ムログタスク，実行時間分布集計サービスなどをTECSのコ
ンポーネントとして実現 

▶  TECSを使用しないアプリケーション（非TECSアプリケー
ション）からは従来通りのインタフェースで呼び出せるよう，
アダプタモジュール（これもTECSコンポーネント）を用意 
▶ TECSを勉強する時間がない方のための使用法 

カーネル機能のコンポーネント化 
▶  「システム全体への適用」 
▶  タスク，セマフォ，イベントフラグなどが，TECSのコンポー

ネントとして扱える	

37

TOPPERSの現状と⽅向性



Hiroaki Takada

システムサービスの構成 
▶  右の図は，サンプルプ

ログラムにおけるコン
ポーネント図 
▶  sample1は非TECSア

プリケーション 
▶  sample2はTECSアプ

リケーション 
▶  ターゲット非依存部と依

存部を分離（TECSの有
無に関係なし）	
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				+----------------------+							+------------------------+	
				|	TECSアプリケーション	|							|	非TECSアプリケーション	|	
				+----------------------+							+------------------------+	
								|cSysLog				|cSerialPort														.	
								|											|																									.											アプリケーション	
		-	-	-	|	-	-	-	-	-	|	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								|											+----------------------+		.										システムサービス	
								|																	.	.	.	.	.	.	.	.	.|.	.	.	.	.	.	
								|																	.																|										.	
								|								+----------------+								|		+----------------+		
								|	cSysLog|	tSysLogAdapter	|								|		|	tSysLogAdapter	|	
								+--------|		SysLogAdapter	|								|		|		SysLogAdapter	|	
								|								+----------------+								|		+----------------+	
								|																																		|										|cSerialPort	
								|								+----------+	cSerialPort		|										|		
								|								|										|--------------+----------+	
								|	cSysLog|	tLogTask	|																									|	
								+--------|		LogTask	|-------------------+					|	
								|								|										|cnSerialPortManage	|					|	
								|								+----------+																			|					|	
								|														|cPutLog																	|					|	
								|														|																								|					|	
								|eSysLog							|						enSerialPortManage|					|eSerialPort	
			+----v----+									|																				+---v-----v---+	
			|	tSysLog	|									|																				|	tSerialPort	|	
			|		SysLog	|									|																				|	SerialPort1	|	
			+---------+									|																				+---------^---+	
							|cPutLog								|																cSIOPort|					|eiSIOCBR	
							|															|																								|					|		
							+-------+-------+																								|					|	ターゲット非依存部	
		-	-	-	-	-	-	-|-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	-	-	|	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															|																																|					|			ターゲット依存部	
															|																																|					|	
															|ePutLog																	eSIOPort|					|ciSIOCBR	
					+---------v--------+											+-----------v----------------+	
					|			低レベル出力			|											|			シリアルインタフェース			|	
					|			PutLogTarget			|											|	ドライバのターゲット依存部	|	
					+------------------+											|								SIOPortTarget1						|	
																																				+----------------------------+	
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コンポーネント記述の例（１） 
▶  システムログ機能の組み上げ記述 

 
 

▶  システムログ機能のシグニチャ 
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signature	sSysLog	{	
				ER						write([in]	uint_t	priority,	[in]	const	SYSLOG	*p_syslog);	
				ER_UINT	read([out]	SYSLOG	*p_syslog);	
				ER						mask([in]	uint_t	logMask,	[in]	uint_t	lowMask);	
				ER						refer([out]	T_SYSLOG_RLOG	*pk_rlog);	

				ER						flush(void);	
};	

cell	tSysLog	SysLog	{	
				logBufferSize	=	32;												/*	ログバッファのサイズ	*/	
				initLogMask	=	C_EXP("LOG_UPTO(LOG_NOTICE)");	
																									/*	ログバッファに記録すべき重要度	*/	
				initLowMask	=	C_EXP("LOG_UPTO(LOG_EMERG)");	
																															/*	低レベル出力すべき重要度	*/	
				/*	低レベル出力との結合	*/	
				cPutLog	=	PutLogTarget.ePutLog;	
};	

省略可能	

省略可能	

属性値の指定	
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コンポーネント記述の例（２） 
▶  システムログ機能のセルタイプ記述 
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[singleton]	
celltype	tSysLog	{	
				entry			sSysLog				eSysLog;	
				call				sPutLog				cPutLog;											/*	低レベル出力との接続	*/	
	

				attr	{	
								uint_t		logBufferSize;														/*	ログバッファサイズ	*/	
								uint_t		initLogMask	=	C_EXP("LOG_UPTO(LOG_DEBUG)");	
																																/*	ログバッファに記録すべき重要度	*/	
								uint_t		initLowMask	=	C_EXP("LOG_UPTO(LOG_EMERG)");	

																																						/*	低レベル出力すべき重要度	*/	
				};	
				var	{	
								[size_is(logBufferSize)]	SYSLOG	*logBuffer;	
																																		/*	ログバッファ	*/	

								uint_t		count	=	0;								/*	ログバッファ中のログの数	*/	
								……途中略……	
				};	
};	

これを消すだけでマルチ
インスタンス化できる	

この記述で
配列を生成	

属性指定を省略した場合のデフォルト値	

セル変数の定義	
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TECS導入前の記述 
▶  TECS導入前のsyslog.hより 

▶  TECS導入前のsyslog.cより 

41

TOPPERSの現状と⽅向性

#ifndef	TCNT_SYSLOG_BUFFER	
#define	TCNT_SYSLOG_BUFFER		32					/*	ログバッファのサイズ	*/	
#endif	/*	TCNT_SYSLOG_BUFFER	*/	

void	
syslog_initialize(intptr_t	exinf)	
{	
				syslog_count	=	0U;	
				syslog_head	=	0U;	
				syslog_tail	=	0U;	
				syslog_lost	=	0U;	
				syslog_logmask	=	LOG_UPTO(LOG_DEBUG);	
				syslog_lowmask_not	=	LOG_UPTO(LOG_EMERG);	
}	
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コンポーネントのコード記述の例 
▶  システムログ機能のコード記述の一部（一部簡略化） 
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ER_UINT	
eSysLog_read(SYSLOG	*p_syslog)	
{	
				ER_UINT				ercd;	
	
				if	(VAR_count	>	0U)	{	
								*p_syslog	=	VAR_logBuffer[VAR_head];	
								VAR_count--;	
								VAR_head++;	
								if	(VAR_head	>=	ATTR_logBufferSize)	{	
												VAR_head	=	0U;	
								}	
								ercd	=	(ER_UINT)	VAR_lost;	
								VAR_lost	=	0U;	
				}	
				else	{	
								ercd	=	E_OBJ;	
				}	
				return(ercd);	
}	

セル変数の参照	

セル属性の参照	
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TECSジェネレータが生成するコードの一部 

43

TOPPERSの現状と⽅向性

typedef	const	struct	tag_tSysLog_INIB	{	
				uint_t									logBufferSize;	
				uint_t									initLogMask;	
				uint_t									initLowMask;	
				SYSLOG*								logBuffer;	
}		tSysLog_INIB;	
	
typedef	struct	tag_tSysLog_CB	{	
				tSysLog_INIB		*_inib;	
				uint_t									count;	
				……途中略……	
}		tSysLog_CB;	

SYSLOG	tSysLog_SINGLE_CELL_CB_logBuffer_INIT[32];	
	
tSysLog_INIB	tSysLog_SINGLE_CELL_INIB	=		
{	
				32,																																						/*	logBufferSize	*/	
				LOG_UPTO(LOG_NOTICE),																				/*	initLogMask	*/	
				LOG_UPTO(LOG_EMERG),																					/*	initLowMask	*/	
				tSysLog_SINGLE_CELL_CB_logBuffer_INIT,			/*	logBuffer	*/	
};	
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TECS導入で改善できたこと 
▶  コンポーネントのパラメータが，インスタンシエート時の属

性の指定で明示可能 
▶ マルチインスタンスの場合，この利点が顕著（ASP3カー

ネルでは，シリアルインタフェースドライバがこれに該
当） 

▶  使用する下位レイヤの変更が容易 
▶ システムログ機能の例では，異なる低レベル出力処理

への変更が容易 
▶  マルチインスタンス化が容易 

▶ システムログ機能の例では，singleton指定を削除する
だけで，マルチインスタンス化できる 

▶ 現在のコードでは，非TECSコードから簡単に呼び出せ
るようにsingleton指定している（マルチインスタンス化し
た場合には，アダプタが必要） 
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TECS導入前の記述（何とかしたかった） 
▶  TECS導入前のserial.cより 
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#ifndef	SERIAL_RCV_BUFSZ1	
#define	SERIAL_RCV_BUFSZ1		256						/*	ポート1の受信バッファサイズ	*/	
#endif	/*	SERIAL_RCV_BUFSZ1	*/	
	
#ifndef	SERIAL_SND_BUFSZ1	

#define	SERIAL_SND_BUFSZ1		256						/*	ポート1の送信バッファサイズ	*/	
#endif	/*	SERIAL_SND_BUFSZ1	*/	
	
static	char				rcv_buffer1[SERIAL_RCV_BUFSZ1];	
static	char				snd_buffer1[SERIAL_SND_BUFSZ1];	

	
#if	TNUM_PORT	>=	2																										/*	ポート2に関する定義	*/	
	
#ifndef	SERIAL_RCV_BUFSZ2	
#define	SERIAL_RCV_BUFSZ2		256						/*	ポート2の受信バッファサイズ	*/	

#endif	/*	SERIAL_RCV_BUFSZ2	*/	
	
＜同様の定義が続く（TNUM_PORTが4まで対応）＞	
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コンポーネント記述の例（３） 
▶  シリアルインタフェースドライバの組上げ記述 

 
 

▶  シリアルインタフェースドライバのシグニチャ 
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signature	sSerialPort	{	
				ER						open(void);	
				ER						close(void);	
				ER_UINT	read([out,size_is(length)]	char	*buffer,	[in]	uint_t	length);	
				ER_UINT	write([in,size_is(length)]	const	char	*buffer,	[in]	uint_t	length);	
				ER						control([in]	uint_t	ioControl);	
				ER						refer([out]	T_SERIAL_RPOR	*pk_rpor);	
};	

cell	tSerialPort	SerialPort1	{	
				receiveBufferSize	=	256;						/*	受信バッファのサイズ	*/	
				sendBufferSize				=	256;						/*	送信バッファのサイズ	*/	
	
				/*	ターゲット依存部との結合	*/	
				cSIOPort	=	SIOPortTarget1.eSIOPort;	
				eiSIOCBR	<=	SIOPortTarget1.ciSIOCBR;		/*	コールバック	*/	
};	
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コンフィギュレータとの使い分けに関する課題 
▶  類似のことは，コンフィギュレータを用いて行うこともできる 

▶ 例えば，シリアルインタフェースドライバの静的APIを定
義し，コンフィギュレータを用意することでも，同様のこと
は可能 

例）SERIAL_CRE_POR(port1,	{	256,	256	})	
▶  コンフィギュレータの方が柔軟だが，生成スクリプト（第3世

代カーネルではRubyで記述する．新世代カーネルのテン
プレートファイルは使わない）の記述に手間がかかる 

⇒ 複雑なコンポーネント以外は，TECSの方が向いている	
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ビルド手順 
▶  ASP3カーネルでは，TECSジェネレータの起動をMakefile

に統合（統合開発環境では面倒かもしれない） 

▶  genディレクトリの下に多数のファイルが生成される（ASP3
カーネルのサンプルプログラム構築では約100）	
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%	make	
ruby	../tecsgen/tecsgen.rb	../sample/sample1.cdl	-R	-I.	-I../include		-I	
../target/gr_peach_gcc	-I../arch/arm_gcc/rza1	-I../arch/arm_gcc/com	
mon	-I../arch/gcc	-I..	-I../sample	-I./gen	-I../tecs_kernel	--cpp	"arm-no	
ne-eabi-gcc		-DTOPPERS_EXECUTE_ON_RAM	-D__TARGET_ARCH_AR	
M=7	-I.	-I../include		-I../target/gr_peach_gcc	-I../arch/arm_gcc/rza1	-I	
../arch/arm_gcc/common	-I../arch/gcc	-I..	-I../sample	-I./gen	-I../tecs	
_kernel		-D	TECSGEN	-E"	-g	./gen	
tecsgen		version	1.3.1.7		Copyright(c)	2008-2016,	TOPPERS	project.	Al
l	rights	reserved.	
＜この後はTECSを使わない場合と同じ＞	
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HRP3カーネルにTECSを導⼊するメリット
▶  TECSをHRP3カーネルに導入することで，次の大きなメリッ

トがある（トライアル実装まで完了している） 
拡張サービスコールのグルーロジックの生成 
▶  ユーザタスクから，特権モードで動作するサービスを呼び

出す場合に，拡張サービスコールを用いる 
▶  拡張サービスコールを用いる際には，グルーロジックが必

要（次スライド参照） 
▶  TECSによりグルーロジックが生成できるとメリットが大きい 

▶ 記述が大幅に楽になる 
▶ ASP3カーネル向けとHRP3カーネル向けで，サービス

本体の記述が同じにできる 
▶  リージョン記述により，拡張サービスコールで呼ぶ必要が

ある箇所を特定できる 
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グルーロジックの例 
▶  ユーザタスクから呼び出すためのグルーロジック 

▶  cal_svc（拡張サービスコールを呼ぶサービスコール）は，
渡すパラメータ数を5つに固定している 

▶  拡張サービスコールを登録する静的API	
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Inline	ER	
syslog_wri_log(uint_t	prio,	const	SYSLOG	*p_syslog)	
{	
				return((ER)	cal_svc(TFN_SYSLOG_WRI_LOG,	(intptr_t)	prio,	
																														(intptr_t)	p_syslog,	0,	0,	0));	
}	

DEF_SVC(TFN_SYSLOG_WRI_LOG,	{	TA_NULL,	extsvc_syslog_wri_log,	
																																								SSZ_SYSLOG_WRI_LOG	});	
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グルーロジックの例（続き） 
▶  拡張サービスコールとして登録する関数	
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ER_UINT	
extsvc_syslog_wri_log(intptr_t	prio,	intptr_t	p_syslog,	
																															intptr_t	par3,	intptr_t	par4,	
																															intptr_t	par5,	ID	cdmid)	
{	
				ER_UINT	ercd;	
	
				if	(!EXTSVC_PROBE_MEM_READ(p_syslog,	SYSLOG))	{	
								ercd	=	E_MACV;	
				}	
				else	{	
								ercd	=	(ER_UINT)	_syslog_wri_log((uint_t)	prio,	
																																		(const	SYSLOG	*)	p_syslog);	
				}	
				return(ercd);	
}	

ここで呼び出すのが，サービス本体（拡張サービ
スコールを使わない場合は，これを直接呼ぶ）	

ユーザタスクから読み出し可能
なメモリ領域であるかのチェック	

これも生成可能！	

呼び出し元の保護ドメインID	
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コンポーネント記述の例（再掲） 

▶  システムログ機能のシグニチャ 
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signature	sSysLog	{	
				ER						write([in]	uint_t	priority,	[in]	const	SYSLOG	*p_syslog);	
				ER_UINT	read([out]	SYSLOG	*p_syslog);	
				ER						mask([in]	uint_t	logMask,	[in]	uint_t	lowMask);	
				ER						refer([out]	T_SYSLOG_RLOG	*pk_rlog);	

				ER						flush(void);	
};	

この記述から，p_syslogがSYSLOG型の値
を渡すために使われていることがわかる	

元々はRPCを実現するための仕組み	
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TOPPERSプロジェクトの⽅向性
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組込みシステム/ソフトウェア開発の課題
設計品質/ディペンダビリティの確保/向上 
▶  システムの大規模化・複雑化により，ディペンダビリティ（信

頼性，安全性，セキュリティ，…）の確保が困難に 
▶  コンピュータ制御する領域の拡大により，これまで以上に

高い信頼性・安全性が要求されるケースが増加 
▶ By-wireシステム，自動運転，… 

▶  ネットワーク接続（IoT）の拡大により，セキュリティの確保
（安全性とセキュリティの両立）が大きな課題に 

開発の効率化（生産性の向上） 
▶  システムの複雑化や品質要求により，開発効率が低下 
▶  開発効率と実行時性能（オーバヘッド）のトレードオフ 
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新しいハードウェア技術への対応 
▶  電力あたりの性能向上のために，マルチ/メニーコア，

GPGPU，FPGAなど，新しいハードウェア技術の導入が必
要に 

統合システム（CPS，IoT）開発に求められる技術	

▶  クラウドと組込みシステムの役割分担（ディペンダビリティ
要求も含めて）・機能配置の最適化技術 
▶ 統合システムモデリング技術とそれを用いた（上流で

の）検証技術，それを支援するツール 
▶ 機能配置を柔軟に変更できるようなプラットフォーム 

▶  ビッグデータの解析結果の圧縮（集約）技術 
その背景にある深刻な問題	

組込みシステム技術者 (⼈財) 不⾜
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新しい技術への挑戦
ソフトウェアコンポーネント技術 
▶  組込みソフトウェアの開発効率化のために普及が望まれる 

▶ ソフトウェアコンポーネント技術は，AUTOSARでも採用
されている 

▶ TECSはTOPPERSで10年以上かけて開発してきた技術 
▶ まだ不十分な部分もあるが，実用レベルに達してきた 
▶ 使われることで，技術の発展も見込める 

▶  普及活動を進めていきたい 
メニーコア 
▶  TOPPERS/FMPカーネルがメニーコアにも適用できること

が示せてきた 
▶ 並列処理向けのベンチマークプログラムでは，Linuxよ

りも（少し）良い性能を発揮している 
▶  さらに研究を進めていきたい 
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使いやすくするための開発・⼈材育成
▶  TOPPERSを用いた組込みソフトウェア開発は，難しいと思

われている 
▶ 確かに，最初のハードルが高い 
▶ 統合開発環境が弱いのが1つの理由 

▶  ハードルを下げるための環境の準備 
▶ TOPPERS/R2CA … TOPPERS上でArduinoライブラリを

使用するための環境 
▶  ハードルを下げるための人材育成 

▶ TOPPERS/EV3RTのETロボコンへの提供，ETロボコン
向けセミナーの実施 

▶ TOPPERS活用アイデア・アプリケーション開発コンテス
ト，技術セミナーの実施	
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おわりに 〜 恒例のお願い
TOPPERSの活動へのご意見を募集中 
▶  IoT時代における組込みシステムに必要な技術は？ 

TOPPERS第3世代カーネルへのご意見を募集中 
▶  第3世代へ移行するタイミングは，カーネル仕様を見直す

チャンス（それなりにフィックスしつつある） 
利用事例の報告に関するお願い 
▶  利用事例を紹介することは，さらなる採用の促進やプロ

ジェクトの発展につながる → ユーザにも利益に

▶  TOPPERSのユーザには，利用報告をお願いしたい 
会員増加への協力のお願い 
▶  TOPPERSのユーザやサポータには，プロジェクトへの入
会をお願いしたい	
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