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安全に関する注意事項 
 

このETAS製品は標準的な品質管理要件を満たしています。特定の安全基準（IEC 61 ISO 508、
26262 など）を満たす必要がある場合は、それらの要件を明確に定義して ETAS にご注文い

ただく必要があります。また製品を使用するユーザーは、使用に先だって安全基準が遵守さ

れていることを確認する必要があります。 
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1 RTA-OS について 
 

本書は、RTA-OS を使用して AUTOSAR OS ベースのアプリケーションを構築する方法につい

て説明するものです。以下の章で構成されています。 

第2章では、RTA-OSを紹介し、製品に含まれるツール、カーネルがサポートしている規格、

およびカーネルの機能の概要についても説明します。 

第3章では、RTA-OSによる開発工程をご案内します。カーネルライブラリの設定とビルドの

実行を行うツールの使用方法や、カーネルライブラリをアプリケーションに統合する

方法などが含まれています。 

第4-12章では、各主要クラスのOSオブジェクト用にOSを設定する方法、およびそれらのオ

ブジェクトをランタイムに操作するカーネルAPIの使用方法について詳しく説明します。 

第13-17章では、トラブルの対処法について説明します。たとえば、カーネルAPIが誤った使

われ方をしている箇所を開発中に見つける方法、スタックオーバーランやタイミング

障害が発生していないかどうかを調べる方法、および外部のデバッギングツールやプ

ロファイリングツールと統合してランタイムのOSの挙動についてさらに深く理解する

方法などを紹介します。 

第18-21章では、パーティション化されたシステムを構築し、複数のアプリケーションを1
つのOSに統合する方法について説明します。具体的には、OSオブジェクトをパーティ

ションにマッピングする方法や、ランタイムにおいて、各パーティションを誤ったア

クセスやタイミング障害、メモリ障害から守る方法が含まれます。 

第22章では、マルチコアAUTOSARアプリケーションを構築する方法と、その過程で直面す

る可能性のあるいくつかの構造的な問題について説明します。 

第23章では、通常のビルドを行って十分なテストを行なった後に、その一部をリファレンス

バージョンとして外部の開発担当者に受け渡す方法について説明します。開発担当者

は、コンフィギュレーションを限定的に変更できますが、基本的な特性を変更したり

リファレンスライブラリ内のコードを修正したりすることはできません。 

1.1 関連文書 
 

RTA-OS に関する詳細な参考情報は、本書と同じディレクトリに収められているリファレン

スガイド（『RTA-OS Reference Guide.pdf』）にすべて記載されています。実際に使用する

コンパイラやターゲットハードウェア（「ポート」）に合わせた RTA-OS の実装についての

詳細は、『Target/Compiler Port Guide』に記載されています。インストールされているポー

トごとに 1 つの『Target/Compiler Port Guide』があり、ポートのインスタレーションディレ

クトリに格納されています。 

1.2 本書の対象ユーザー 
 

本書は、プリエンプティブなオペレーティングシステムを使用するリアルタイムアプリケー

ションを構築しようとする組み込みシステム開発者を対象としています。C プログラミング

言語の知識は必須で、要件に合わせて選択されたツールチェーンを使用して組み込みアプリ

ケーション用の C コードのコンパイル、アセンブル、リンクを行えることが前提条件となり
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ます。またターゲットマイクロコントローラについての基礎知識（先頭アドレス、メモリレ

イアウト、周辺機器のロケーションなど）も不可欠です。 

さらに、Microsoft Windows オペレーティングシステムの一般的用法（ソフトウェアのインス

トール、メニューアイテムの選択、ボタンクリックの操作、ファイルやフォルダのナビゲー

トなど）も熟知している必要があります。 

1.3 表記上の規約 
 

本書では以下の表記を使用しています。 

File > Open を選択します。 メニューオプションは青い太字（bold）で表記していま

す。 

OK をクリックします。 ボタンのラベルは太字（bold）で表記しています。 

<ENTER>を押します。 キーボードコマンドは山括弧で括って表記しています。 

“Open file”ダイアログボックスが

開きます。 
GUI エレメント名（ウィンドウのタイトルやフィールド

など）は、二重引用符で括って表記しています。 

Activate(Task1) プログラムコード、ヘッダファイル名、C データ型名、C
関数、および API 関数名は、すべて Courier（クーリエ）

体で表記しています。 

1.3 項を参照してください。 文書内の別の箇所にジャンプするハイパーリンクは青字

で表記しています。 

 RTA-OS の機能のうち、他の AUTOSAR OS 実装に移植で

きない可能性のあるものには、RTA-OS アイコンを付けて

います。 

 
RTA-OSを正しく機能させるために必ず従わなければなら

ない重要な指示には、警告標識を付けています。 

 

1.4 参考資料 
 

OSEK はヨーロッパの自動車産業界の標準規格策定を目標とするプロジェクトです。自動車

エレクトロニクス用のオープンシステムインターフェースを作成しています。OSEK 規格に

ついての詳しい情報は以下のサイトを参照してください。 

http://www.osek-vdx.org 

AUTOSAR（AUTomotive Open System ARchitecture）は、標準化されたオープンな自動車用

ソフトウェアアーキテクチャです。自動車メーカー、サプライヤ、およびツール開発者につ

いての詳しい情報は以下のサイトを参照してください。 

http://www.autosar.org 
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2 はじめに 
 

RTA-OS は、静的に設定可能であるプリエンプティブなリアルタイムオペレーティングシス

テム（RTOS）で、リソースの制約を伴う高性能アプリケーションでの使用を目的としていま

す。RTA-OS は OS のオープン規格である AUTOSAR R3.x、AUTOSAR R4.0（マルチコアを含

む）および AUTOSAR R4.1 を完全に実装し、OSEK/VDX OS 規格のバージョン 2.2.3 にも完全

に準拠しています。 

RTA-OS カーネルは以下の特長を備えた設計になっています。 

高性能 － 非常に小型で高速なカーネルです。メモリ使用量とランタイム性能が 非常に優れ

たこのカーネルにより、RTA-OSは、ハードウェアコストの制約が非常に厳しくかつ正

確な動作が厳格に求められる、大量生産の最終製品システムに最適なものとなってい

ます。 

RTA-OSには、システムの単位コストの低減に役立つユニークな最適化機能が数多く搭

載されています。カーネルはすべてのタイプのタスクについてシングルスタックアー

キテクチャを使用します。このアーキテクチャにより、タスクごとにスタックを持つ

従来のモデルに比べてRAM使用量を大幅に節減できるようになりました。さらに、こ

のシングルスタックアーキテクチャを利用してアプリケーションを慎重に設計するこ

とにより、スタックRAMを大幅に節約できます。 

オフラインツールがユーザーのOSコンフィギュレーションを分析し、その情報をもと

に最小最速のカーネルを構築します。ユーザーが使用しないコードはカーネルから除

外されるので、実行時間やメモリ空間が無駄に使用されることがなくなります。 

リアルタイム性 － 従来の設計のRTOSでは、各時点のタスク数およびシステム状態によって

は予測不可能なオーバーヘッドが生じてしまうことがあるため、カーネルがどんなに

高速でもリアルタイムの予測可能性を保証することは困難です。しかりRTA-OSでは、

カーネルが高速であるだけでなく、すべてのオーバーヘッド（タスク切り替え、割り

込み処理、タスクのウェイクアップなど）が最小限に抑えられ、実行時間の変動もほ

とんど（あるいはまったく）発生しません。コンテキストの切り替えは、ほとんどの

ケースにおいて一定の実行時間内で行われるので、RTA-OSを使用することにより信頼

できるリアルタイムシステムを開発することができます。「信頼できるリアルタイム

システム」とは、システムが所定のタイミングデッドラインまでに応答できることを

意味します。厳しいデッドラインに対応するには、各タスクおよびISR（割り込みサー

ビスルーチン）についてワーストケースの応答時間を算出し、毎回必ず時間どおりに

実行されるようにする必要がありますが、RTA-OSは、固定優先度のスケジューラビリ

ティ分析の条件を満たす「本物の」RTOSであると言うことができます。 

移植性 － RTA-OSはさまざまなマイクロコントローラ／コンパイラの組み合わせ（「ポート」

と呼ばれます）において使用することができます。同じ共通のRTA-OSコードがすべて

のポートに共有され、この共通コードにカーネルの全機能の約97%が実装されていま

す。 

このカーネルはMISRA-C 2004準拠のANSI Cで記述されています。RTA-OSについての

MISRAレポートはオフラインツールで生成できます。 
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可能な限りRTA-OSはハードウェアに依存しません。一般的にはハードウェア（キャッ

シング、ウォッチドッグタイマ、I/Oポートなど）の制御をOSに引き渡す必要がないた

め、ユーザーコード内でハードウェアを自由に使用することができ、レガシーソフト

ウェアをシステムに統合することが可能です。 

 

図 2-1 RTA-OS の製品アーキテクチャ 

RTA-OS の製品アーキテクチャは図 2-1 に示すとおりです。以下のもので構成されています。 

 rtaoscfg： AUTOSAR XML コンフィギュレーション言語によりコンフィギュレーショ

ンの読み書きを行うグラフィカルコンフィギュレーションツールです。 

 rtaosgen： ユーザーが入力したコンフィギュレーションに基づいて RTA-OS カーネ

ルライブラリを生成するためのコマンドラインツールです。 

 rtaosanvis： RTA-OS システムのタイミング分析を行うためのグラフィカルツール

です。 

 ポートプラグイン： RTA-OS を使用するターゲット／コンパイラの組み合わせごとに

1 つずつ必要です。一度に 2 つ以上のポートをインストールし、それらを切り替えて

使用することも可能です。同じポートの複数のバージョンを同時にインストールして

おくこともできるので、レガシーコンパイラやレガシーマイクロコントローラを使用

するプロジェクトを容易に管理できます。 

ポートプラグインのひとつである「VRTA」は、標準の Windows PC 上で RTA-OS の機能を実

現する特殊なポートプラグインです。これにより、実際のターゲットハードウェアを使用せ
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ずにアプリケーションの挙動を設計してテストすることができます 1。VRTA には開発キット

が付属していて、それを使用して仮想 ECU を構築し、割り込みや I/O などをシミュレートす

ることができます。 

VRTA を使用すると、マルチコア AUTOSAR アプリケーションをエミュレートすることもでき

ます。 

2.1 RTA-OS カーネルの機能 
 

RTA-OS は、今日まで世界中の 3.5 億台を超える ECU に使用されてきた実績ある従来の ETAS
オペレーティングシステムをベースにして作られています。RTA-OS のカーネルには、従来

の OSEK OS規格の機能も含むオープン規格 AUTOSAR R3.x、AUTOSAR R4.0、および AUTOSAR 
R4.1 が実装されています 2。 

また、このカーネルには RTA-OS 独自の機能も追加されています。以降の項では各規格とそ

の機能について簡単に紹介します。 

2.1.1 OSEK 
 

OSEK は、欧州の自動車工業界における自動車制御用エレクトロニクスのオープンシステム

インターフェースの策定を目的とするプロジェクトで、正式なプロジェクト名は、OSEK/VDX
です。OSEK は Open Systems and Corresponding Interfaces for Automotive Electoronics を意

味するドイツ語の略称です。VDX はフランス国内の規格（Vehicle Distributed eXecutive）の

略語で、この規格は現在では OSEK に統合されています。本書では、OSEK/VDX を「OSEK」
と記します。 

OSEK の最終目標は、複数のプロジェクトにおけるソフトウェアコンポーネントの移植と再

利用をサポートすることにあります。これが実現すれば、各ベンダーは「自動車技術に関す

る知的資産」としての専門性を高め、純粋な「ソフトウェアソリューション」を開発するこ

とによって、すべての OSEK 準拠の ECU で稼動するソフトウェアを作成することが可能とな

ります。 

この目標を達成するには、アプリケーションに依存しないコンポーネントへのインターフェー

スを詳細に定義する必要があります。このため OSEK 規格は、ハードウェアや車両ネットワー

クの詳細な仕様に依存しない API（Application Programming Interface）を装備しています。 

詳しい情報は、http://www.osek-vdx.orgを参照してください。 

OSEK OS 

OSEK OS は、OSEK 規格の中で最も成熟していて最も広く使用されています。パワートレイ

ンからシャーシ、ボディ、マルチメディアデバイスに至るまで、あらゆる種類の自動車 ECU
に導入されています。 

OSEK OS の最新バージョンは 2.2.3 で、これは 2001 年 9 月に発表されたバージョン 2.2 規格

の 3 回目の改訂版です。このバージョンの OSEK OS は ISO17356 規格にも含まれています。 

1 VRTAはリアルタイム環境ではありません。Windows オペレーティングシステム内で動作します。 
2 簡潔を期して、本書ではAUOTSARおよびOSEK OSの規格を組み合わせたものという意味で「AUTOSAR OS」

という用語を使用します。 
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OSEK OS は、OIL（OSEK 実装言語）というオフラインコンフィギュレーション設定言語を使

用して完全に静的に定義されます。システム生成時においてすべてのオブジェクトの情報が

明確になっているので、実装コードを非常に小さく効率的なものにすることができます。 

OSEK OS には以下の OS 機能が含まれます。 

タスク（Task）： OSEK OSシステムの主要構成要素です。他の一部のOSとは異なり、OSEK
内のタスクは「セルフスケジューリング」する必要がありません（つまりタスクのボ

ディを無限ループの内側に配置する必要がありません3）。OSEK OS内には以下の4タ
イプのタスクがあります。 

1. 基本タスク（優先度は一意、起動のキューイングなし）： 最もシンプルな形態の

タスクであり、信頼できるリアルタイムシステムに最適なものです。このタイプの

タスクは、いったん起動されると、実行されてターミネートしてからでないと再起

動できません。また実行の途中で自身を休止状態にしてイベントを待つことができ

ません。このタイプのタスクは OSEK OS のコンフォーマンスクラス BCC1 に相当す

るので、RTA-OS では BCC1 タスクと呼ばれます（OSEK のコンフォーマンスクラ

スの詳細については、4.3 項を参照してください）。 

2. 基本タスク（優先度を共有、起動のキューイングあり）： このタイプのタスクは

システム内の他のタスクと優先度を共有でき、ターミネートしなくても再び起動す

ることができます。OS は保留されたタスク起動をキューに入れ、カレントタスク

がターミネートすると次の起動を実行します。BCC1 タスクと同様に、このタイプ

のタスクも実行の途中で自身を休止状態にしてイベントを待つことができません。

このタイプのタスクは、OSEK OSのコンフォーマンスクラスBCC2に相当するので、

RTA-OS では BCC2 タスクと呼ばれます。 

3. 拡張タスク（優先度は一意）： 拡張タスクは、実行中にイベントを待つことがで

きます（つまり「セルフサスペンド」できます）。しかし起動をキューイングする

ことはできず、タスクの優先度は一意でなければなりません。このタイプのタスク

は、OSEK OS のコンフォーマンスクラス ECC1 に相当するので、RTA-OS では ECC1
タスクと呼ばれます。 

4. 拡張タスク（優先度を共有）： このタイプのタスクは ECC1 タスクと同様ですが、

システム内の他のタスクと優先度を共有できます。この点については BCC2 タスク

とよく似ていますが、BCC2 タスクとは異なり、拡張タスクの起動はキューイング

できません。このタイプのタスクは RTA-OS では ECC2 タスクと呼ばれます。 

1つのシステムに、上記のタイプのタスクを任意に組み合わせて使用することができま

す。 

スケジューリング（Scheduling）： タスクはプリエンプティブまたはノンプリエンプティ

ブのいずれでもスケジューリングでき、協調スケジューラを容易に構築できます。 

割り込み（Interrupt）： OSと非同期の外部トリガとの間に相互関係を持たせることができ

ます。OSEK OSには以下の2種類の割り込みがあります。 

1. カテゴリ 1 の割り込み（Category 1 interrupt）： OS はこの割り込みの処理には

関与しません。 

3 extended tasksというクラスのタスク（拡張タスク）は無限ループの内側に配置できます。 
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2. カテゴリ 2 の割り込み（Category 2 interrupt）： OS はこの割り込みの処理に関

与し、この割り込みとやりとりできます。 

リソース（Resource）： タスクと割り込みとで共有するクリティカルセクションへのアク

セスを相互排他的に行えるようにするためのシンプルなバイナリセマフォです。リソー

スは、OSが「優先度シーリングプロトコル」を使用して管理し、デッドロックが絶対

に発生しないよう、またランタイムの優先度逆転4 を最小限に抑えるようにします。 

カウンタとアラーム（Counter and Alarm）： タスクの周期的（および非周期的）スケジュー

リングを行うために使用されるものです。カウンタは、その名前が示すように、ドメ

イン固有のイベントの発生をカウントし、そのカウント値（回数）を「チック」（tick）
として登録します。アラームは、ランタイムに設定可能な所定のカウント値で満了す

るようにセットすることができます。このカウント値には絶対時刻（カウンタチック

の絶対的な値）、またはアラームセット時のカウンタのチック値に対する相対値のい

ずれかを設定することができます。 

デバッグサポート： ビルドレベルに応じてOS内でネイティブに行われます。このOSは以下

の2種類のビルドレベルを提供します。 

1. 標準ビルド（Standard）： 最小限のエラー処理を行う「経費節減」ビルドです。 

2. 拡張ビルド（Extended）： 充実したエラー検知機能を備えた「デバッグ」ビルド

です。ユーザーが OS を正しく使用しているかどうかをチェックすることができま

す。 

デバッグ機能はOSEK ORTI（OSEK Run-Time Interface）規格によっても提供されてい

ます。この規格により、OS実装は共通の方法を利用してシンボルの詳細をサードパー

ティのデバッガにエクスポートでき、デバッガはOSの内部状態に関する情報（どのタ

スクが実行中か、どのタスクがレディ状態かなど）をランタイムに表示できます。 

2.1.2 AUTOSAR 
 

AUTOSAR（AUTOmotive Open System ARchitecture）は、自動車用ソフトウェアアーキテク

チャのオープン規格で、世界の車両メーカー、サプライヤ、ツールメーカーにより共同開発

されたものです。 

AUTOSAR は「基本ソフトウェアモデル」（BSW: Basic Software Modules）の仕様を定義す

るもので、この BSW にはオペレーティングシステムや通信ドライバ、メモリドライバ、マ

イクロコントローラの抽象レイヤなどが含まれます。またAUTOSARではコンポーネントベー

スの構造モデルも定義されています。このモデルは、通信アプリケーションソフトウェアコ

ンポーネント（SWC）の抽象レイヤを定義する「仮想ファンクションバス」（VFB: Virtual Function 
Bus）を定義するものです。VFB により、SWC はハードウェアに依存しないものとなるため、

異なる ECU への移植や複数の車両プロジェクトでの再利用が可能になります。VFB 抽象化レ

ベルは、AUTOSAR RTE（Run-Time Environment）内に隠蔽化されていて、RTE により SWC
と BSW が接続されます。 

4 優先度の逆転とは、優先度の低いタスクが優先度の高いタスクに優先して実行されている状態を指します。優

先度シーリングプロトコルを使用しても、この状態は優先度の高いタスクが起動されるたびに最大で1回、実行開

始時に発生する可能性があり、優先度の高いタスクにとってはブロック時間が発生することになります。ブロック

時間の長さは、1つのタスクがそれより優先度の高いオブジェクトとデータを共有できる最長時間以内です。優先

度の低いタスク同士の相互作用によってブロックが累積されることはありません。 
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詳しい情報は、http://www.autosar.org を参照してください。 

AUTOSAR OS 

AUTOSAR OS は、OSEK OS 仕様の拡張版です。AUTOSAR OS には OSEK OS の全機能が含ま

れ、さらにいくつかの新機能が追加されています。これらの機能は以下の 4 つの「スケーラ

ビリティクラス（Scalability Class）」に分類されています。 

スケーラビリティクラス 1（Scalability Class 1）： OSEK OS の全機能に加え以下の機能が

含まれます。 

スケジュールテーブル（Schedule Table）： スケジュールテーブルを使用すると、処

理の反復実行を、OSEKアラームを使用するよりも簡単にプログラミングできま

す。各スケジュールテーブルを単体として管理でき、テーブルをランタイムに切

り替えることができるので、モーダルシステムを容易に構築できます。 

ソフトウェアカウンタインターフェース（Software Counter Interface）： OSとカウ

ンタとの相互作用が標準化されました。これはOSEKでは各ベンダーが独自に提

供していました。 

スタック監視（Stack Monitoring）： スタック障害に対応するデバッグサポートが追

加されました。 

スケーラビリティクラス 2（Scalability Class 2）： スケーラビリティクラス 1 に加え以下

の機能が含まれます。 

スケジュールテーブルの同期（Schedule Table Synchronization）： スケジュールテー

ブルを、グローバルタイムソースと同期させることができます。ただしこれはス

ケーラビリティクラス1の機能でも実現可能です。 

タイミング保護（Timing Protection）： タスクと割り込みについて、実行時間が長

くなりすぎたり起動頻度が高くなりすぎたりするのを防ぐための保護が追加され

ています。この保護スキームにより、ユーザーのシステムがデッドラインを守れ

るかどうかを左右するシステムタイミングについて、ユーザーがランタイムに制

約を加えることができます。 

スケーラビリティクラス 3（Scalability Class 3）： スケーラビリティクラス 1 に加え以下

の機能が含まれます。 

メモリ保護（Memory Protection）： メモリ保護機能により、システムを複数のOS
アプリケーション（OS Application）にパーティション化することができます。

各OSアプリケーションを「トラステッド（trusted）」（一般に「スーパーバイ

ザーモード」と呼ばれるモード）で実行するか、それとも「ノントラステッド

（non-trusted）」（一般に「ユーザーモード」と呼ばれるモード）で実行する

かを設定することができます。ノントラステッドのOSアプリケーションについ

ては、メモリアクセス上の制約をプログラミングすることができ、OSはランタ

イムにターゲットマイクロコントローラのメモリ管理機能を管理して保護を実行

します。なお、OSアプリケーションについては20.1項に詳しく説明されていま

す。 

サービス保護（Service Protection）： 各タスク／ISRからOS API関数へのアクセスを

許可または禁止できます。たとえば、ある1つのOSアプリケーション内のタスク
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が別のOSアプリケーション内のタスクを起動するのを禁止することができます。

また「トラステッド関数（trusted function）」を追加して、各タスク／ISRから

API関数へのアクセスをOS APIに対する場合と同じように許可または禁止するこ

とができます。 

スケーラビリティクラス 4（Scalability Class 4）： スケーラビリティクラス 2 および 3 の

上位クラスです。 

RTA-OS 5.4.0 は AUTOSAR OS R3.x/4.x のスケーラビリティクラス 1～4 のすべての機能をサ

ポートしています。また、AUTOSAR マルチコア OS 仕様に定義された、IOC（OS 間アプリケー

ション通信）メカニズムを含むマルチコアアプリケーションもサポートしています。IOC は

AUTOSAR RTE 用のサービスを提供するものですが、本書では詳しく説明しません。マルチ

コアアプリケーションについては第 22 章で詳しく説明します。 

AUTOSAR OSは OSEK OSをベースとしているため、既存の OSEK OSベースのアプリケーショ

ンに対して互換性があります。つまり、OSEK OS 用に作成されたアプリケーションは修正し

なくてもほとんどが AUTOSAR OS 上で実行できます。ただし、OSEK OS において「未定義」

または「ベンダー固有」の挙動があると、そのような曖昧さが AUTOSAR OS 規格により表出

し、移植性を阻害する場合があります。以下の表のような特有な実装が行われている OSEK OS
から AUTOSAR OS に移行する際においては、AUTOSAR OS との互換性が保たれなくなる場合

があります。 

OSEK OS AUTOSAR OS 

オフセット 0 で起動される相対アラームの

挙動が未定義になっている 
相対アラームを相対時刻0で起動することは

できません 

各ベンダーの実装状況により、API 関数

StartOS()がコントロールを返す場合と返

さない場合がある 

StartOS()はコントロールを返すことは禁

止されています。 

ShutdownHook()がコントロールを返す場

合の ShutdownOS()の挙動が未定義に

なっている。 

ShutdownOS()はすべての割り込みを禁止

して無限ループに入ります。 

 
RTA-OS リファレンスガイドには、OSEK OS と AUTOSAR OS の API 関数の互換性の一覧が掲

載されています。 

AUTOSAR OSは、OSEKのOILコンフィギュレーションフォーマットを XMLベースのコンフィ

ギュレーション言語に置き換えます。AUTOSAR XMLでは OILのものと同じコンフィギュレー

ションオブジェクトおよびコンセプトを採用しますが、使用する構文は異なります。 

2.1.3 RTA-OS 独自の機能 
 

RTA-OS は AUTOSAR OS をより発展させたものです。カーネルは、リアルタイムシステムの

構築や統合を行うソフトウェアエンジニアをサポートするような設計になっています。 

移植性に関する注意 2.1： RTA-OS 独自の機能については、他の OSEK OS や AUTOSAR OS
への移植性は保証されていません。 

RTA-OS にはこれまで説明した AUTOSAR OS の機能に加え、以下の独自の機能があります。 
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時間監視（Time Monitoring）： タスクおよびカテゴリ2のISRの実行時間をランタイムに計

測し、必要に応じて、事前設定されているバジェットに照らしてチェックします。 

強化されたスタック監視（Enhanced Stack Monitoring）： スタックに関するトラブルのデ

バッグに役立つ手段を提供します。 

RTA-TRACE統合（RTA-TRACE Integration）： OSカーネルにETAS RTA-TRACEリアルタイ

ムOSプロファイリング／可視化ツールを自動的に統合できるので、OSのリアルタイム

処理をユーザーが正確に監視することができます。 

ユーザーによるハードウェアコントロール： ハードウェア（ペリフェラルタイマ、キャッ

シング、I/Oポートなど）のコントロールをOSに引き渡す必要がありません。すべての

ハードウェアインタラクションは、明確に定義されたRTA-OSのハードウェアインター

フェースを介して行われます。 

予測可能なランタイムオーバーヘッド： タスク切り替え、割り込み処理、タスクのウェイ

クアップなど、予測可能なランタイムオーバーヘッドが最小レベルに抑えられ、実行

時間の変動もほとんどありません。 

グラフィカルオフラインコンフィギュレーションエディタ： OSのAUTOSAR XMLコンフィ

ギュレーションの設定をサポートします。 

ユーザーのビルド処理への統合も容易： どのようなビルド環境からでも操作できる1つの

コマンドラインツールによって、RTA-OSコード生成を行えます。 

高度にスケーラブルなカーネルアーキテクチャ： ユーザーアプリケーションに合わせて自

動的にカーネルを最適化できるオフラインツールを使用しています。 

2.2 まとめ 
 

 RTA-OS は組み込みシステム用のプリエンプティブな RTOS です。 

 カーネルは、AUTOSAR OS R3.x/4.x 規格に定義されているすべてのスケーラビリティ

クラスの機能（レガシーOSEK OS のサポートを含む）を備えています。 

 RTA-OS は、AUTOSAR OS をユーザーのビルド処理に容易に統合できる機能も備えて

います。 
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3 開発工程 
 

本章では、ユーザーアプリケーション内で RTA-OS を使用する方法についての概要を紹介し

ます。この工程には以下のステップが含まれます。 

1. 使用する OS の機能を設定する 
2. カスタマイズされた RTA-OS カーネルライブラリを生成する 
3. 生成された OS を使用するアプリケーションコードを記述する 
4. アプリケーションコードをコンパイルし、RTA-OS ライブラリとともにリンクする 
5. アプリケーションをターゲット上で実行する 

これらの各ステップについて、以降の項で説明します。 

3.1 コンフィギュレーション 
 

RTA-OS のコンフィギュレーション設定は静的に行います。設定時には、必要なすべてのタ

スクと割り込みを宣言し、関連するクリティカルセクション、同期ポイント、カウンタなど

もすべて定義しておく必要があります。 

すべてのコンフィギュレーション（構成情報）は、AUTOSAR 規格に準拠する XML ファイル

に格納されます。ただし XML ファイルは解読しにくいので、ツールを使用して設定を行うこ

とをお勧めします。RTA-OS には、RTA-OS アプリケーションのコンフィギュレーションを設

定するためのグラフィカルコンフィギュレーションエディタ「rtaoscfg」が含まれています。

rtaoscfg は任意の AUTOSAR XML ファイルから情報を読みとるので、ユーザーはこのツール

でコンフィギュレーション内の OS 固有部分を編集することができます。入力ファイルの中

にOSコンフィギュレーションとOS固有でないコンフィギュレーションの両方が含まれてい

る場合は、OS コンフィギュレーションだけが変更されます。 

統合のためのアドバイス 3.1： XML パーサーの性質上、さまざまなツールで編集すると、

ファイル内のコンフィギュレーションオブジェクトの順序が変わってしまう場合があります。 

rtaoscfg のユーザーインターフェースは、以下の 5 つの主要なペインで構成されます（図

3-1 を参照してください）。 

1. メニュー／ツールバー 

2. プロジェクトナビゲータ 

コンフィギュレーション内の最上位オブジェクトの概要が表示され、コンフィギュレー

ションワークスペースの切り替えや、プロジェクト内のファイルの管理を行います。 

3. コンフィギュレーションワークスペース 

コンフィギュレーションの設定は主にこのペインで行います。RTA-OS には以下のワー

クスペースがあります。 

(a) OS コンフィギュレーション（OS Configuration） 

(b) RTA-TRACE コンフィギュレーション（RTA-TRACE Configuration） 

(c) ビルダ（Builder） 

(d) プロジェクトファイル（Project Files） 
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4. エラービューア 

現在ロードされているコンフィギュレーション内のエラーの一覧が表示されます。 

5. ステータスバー 

 

図 3-1 rtaoscfg コンフィギュレーションツール 

3.1.1 OS コンフィギュレーション（OS Configuration） 
 

OS コンフィギュレーションナビゲータは、OS コンフィギュレーションの論理構造を OS オ

ブジェクト別に左側ペインに表示します。各オブジェクトを展開すると、ユーザーが作成し

たインスタンスが表示されます。オブジェクトのインスタンスをクリックすると、右側のワー

クスペースにコンフィギュレーションパネルが表示され、ここで各アイテムの設定を行いま

す。 

新しいコンフィギュレーションを作成するには、メニューの File ➔ New Project を選択す

るか、キーボードショートカット<CTRL+N>を使用します。新しいコンフィギュレーション

には、AUTOSAR XML コンフィギュレーションの管理情報を定義する必要があります。OS コ

ンフィギュレーションの中には他のパーツを参照しなければならないパーツがあり（「リソー

スを参照するタスク」など）、それらの参照は AUTOSAR XML コンフィギュレーション内の

アイテムへの絶対パスとして作成されます。 

管理情報として、以下のアイテムを設定する必要があります。 

AR-PACKAGE Name： AUTOSARパッケージの名前を定義します。すべてのAUTOSARコン

フィギュレーションアイテムは1つのARパッケージ（AR-PACKAGE）内に存在し、1つ
のシステムに複数のパッケージが含まれている場合があります。1つのECUで使用され

るOSコンフィギュレーションは必ず1つのパッケージ内に存在している必要があり、1
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つのOSコンフィギュレーションを分割して複数のパッケージに含めることはできませ

ん。 

ECU Configuration Name： 当該OSコンフィギュレーションが含まれる

ECU-CONFIGURATIONの名前を定義します。1つのECU-CONFIGURATIONには、1つの

ECUのためのすべての基本ソフトウェアについての全コンフィギュレーションエレメン

トが含まれます。 

OS Configuration Name： 当該OSコンフィギュレーションの名前を定義します。このOS
への参照にはこの名前が使用されます。 

Release： AUTOSAR OSのどのバージョンを使用するかを定義します。AUTOSARのリリー

スごとに相違があるので、他のコンフィギュレーションファイルと一致するように設

定しなければならない可能性があります。 

図 3-2 は、新規プロジェクトのデフォルト設定と、その設定をある特定のプロジェクト（こ

の例では車両プラットフォーム「PlatformX」用の ECU「EngineManagementECU」）のため

にカスタマイズした例を示しています。 

 

 (a) デフォルトの設定 (b)  カスタマイズされた値 

図 3-2 プロジェクトワイドの設定を定義する 

統合のためのアドバイス 3.2： Release（AUTOSAR バージョン）以外のプロジェクト設定

は、後で Project ➔ Properties を選択して修正することができます。 

プロジェクトナビゲータ内のルートオブジェクト（Tasks、ISR、Resources など）をクリッ

クすると、右側ペインに、そのタイプのオブジェクトのコンフィギュレーションワークスペー

スが表示されます。また個々のオブジェクトをクリックすると、選択されたオブジェクトの

コンフィギュレーションワークスペースが表示されます。図3-3は、OSコンフィギュレーショ

ン内の TaskB が選択されているところを示しています。 
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図 3-3 rtaoscfg の OS コンフィギュレーション 

OS コンフィギュレーションは以下の 3 つの主要部分に分かれています。 

1. 記録したいデバッグ情報のレベルや、ランタイムにスタックを監視するか否か、どの

フック（コールバック関数）を使用するか、といったターゲットに依存しない一般的

な設定に関するシステムワイドのコンフィギュレーション 

2. 以下のようなターゲット固有の設定 

 使用するターゲットデバイス。使用許諾を得た RTA-OS ポートを任意のターゲッ

トデバイス用にインストールし、そのターゲットデバイスについて rtaoscfg を使

用して設定することができます。 

 そのポートが複数のバリアントのターゲットをサポートしている場合は、そのター

ゲットデバイスのバリアント 

 ある特定の RTA-OS ポートの 2 つ以上のバージョンがインストールされている場

合は、使用するターゲットのバージョン 

 コンフィギュレーションのターゲット固有の設定 

3. 使用する各OSオブジェクトのオブジェクトコンフィギュレーション。これにはタスク、

割り込み、リソース、イベント、アラーム、カウンタ、およびスケジュールテーブル

が含まれます。 

コンフィギュレーションの各設定については、別の章で説明します。 

3.1.2 RTA-TRACE コンフィギュレーション 
 

RTA-TRACE コンフィギュレーションビュー（図 3-4）では、RTA-OS で ETAS の RTA-TRACE
ランタイムプロファイルおよび監視ツール 5をサポートするための設定を行うことができま

5 RTA-TRACEはRTA-OS製品に付属するものではありません。RTA-TRACEの詳細についてはETASの営業窓口まで

お問い合わせください。 
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す。OS コンフィギュレーションビューと同様に、プロジェクトナビゲータに RTA-TRACE コ

ンフィギュレーションの概要が表示され、ワークスペースにコンフィギュレーションの内容

が表示されます。各オブジェクトを展開すると、ユーザーが作成したインスタンスを見るこ

とができます。オブジェクトのインスタンスをクリックすると、右側のウィンドウにコンフィ

ギュレーションパネルが表示されます。 

 

図 3-4 rtaoscfg の RTA-TRACE コンフィギュレーション 

RTA-TRACE パラメータを設定することにより、RTA-TRACE がユーザーのアプリケーション

のランタイムデータを収集するために必要なすべての OS 計装を RTA-OS に含めることがで

きます。RTA-TRACEがない場合でもRTA-TRACEの計装を設定することはできますが、RTA-OS
コンフィギュレーションが大きくなり、動作速度が遅くなってしまします。 

3.1.3 ビルド 
 

RTA-OS ライブラリは rtaosgen というコマンドラインツールを使用して構築しますが、

rtaoscfg 内でコンフィギュレーション設定とビルドの両方を行うには、図 3-5 に示すビルド

ワークスペースから行うことができます。このビルダを使用すると、rtaoscfg から rtaosgen
を実行することができます。rtaosgen の詳細については 3.3 項で説明します。 
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図 3-5 rtaoscfg から rtaosgen を実行する 

3.1.4 プロジェクトファイル 
 

rtaoscfg では作業用コンフィギュレーションを「プロジェクト」と呼びます。プロジェクト

は、ユーザーの OS コンフィギュレーションを定義する 1 つまたは複数の XML ファイルで構

成されます。デフォルトプロジェクトには AUTOSAR XML ファイルが 1 つだけ含まれていま

す。 

AUTOSAR XML言語を使用すると、ユーザーのビルドやバージョン管理工程の要件に応じて、

OS コンフィギュレーションを分割して複数のファイルに格納することができます。この機能

は、他のツールを使用して OS コンフィギュレーションの一部を生成していて、それをメイ

ンコンフィギュレーションに統合する必要があるような場合には不可欠なものです。また、

コアとなるコンフィギュレーションを維持して、それを複数のターゲットハードウェア用に

カスタマイズして使用するような場合にも役立ちます。 

プロジェクトビューアを使用すると、このような複雑なプロジェクトを管理でき、XML ファ

イルをプロジェクトに追加したりプロジェクトから削除したりすることができます。複数の

ファイルからなる XML プロジェクトについて作業するときには、rtaoscfg が内部的にすべ

てのコンフィギュレーションデータをマージするので、ユーザーは複数のコンフィギュレー

ションファイルを単体の OS コンフィギュレーションのように扱うことができるので、コン

フィギュレーションデータが複数のファイルに分かれていても、モデル全体を見て整合性を

チェックすることができます。 

rtaosgenはプロジェクトを保存する際にコンフィギュレーションのどの部分がどのXMLファ

イルに格納されていたかを記憶するので、コンフィギュレーションを保存するとコンフィギュ

レーションデータの各エレメントは適切なファイルに書き戻されます。 
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RTA-OS はプロジェクトファイル（拡張子は.rtaos）の書き出しも行います。プロジェクト

ファイルは、ユーザーのプロジェクト内のすべての AUTOSAR XML ファイルがリストアップ

された特別な RTA-OS ファイルです。図 3-6 は各ファイルの関係を示しています。 

 

図 3-6 プロジェクトファイルと AUTOSAR XML ファイルの関係 

各 XML ファイルは、「プロジェクトファイル」ワークスペースのショートカットメニューか

ら個別に（つまりプロジェクトを保存せずに）保存することもできます。 

移植性に関する注意 3.1： プロジェクトファイルは RTA-OS 独自のものです。 

 

作業用ファイル 

ユーザーが既存のコンフィギュレーションの中に新規の OS オブジェクト（タスクなど）や

属性（タスクの優先度など）を定義すると、rtaoscfg はそのコンフィギュレーションを「作

業用ファイル」に書き込みます。プロジェクトビューアにはその時点の作業用ファイルの内

容が表示され、ユーザーはその作業用ファイルをプロジェクト内の任意のファイルと切り替

えることができます。 

作成したオブジェクトまたは属性を間違ったファイルに追加してしまったことがわかった場

合は、そのオブジェクトまたは属性をその時点の作業用ファイルから削除し、新しい作業用

ファイルに切り替えてからオブジェクトまたは属性を再度作成することにより、そのオブジェ

クトまたは属性をプロジェクト内の別のファイルに移動することができます。 

複数の XML ファイルを OS コンフィギュレーションの一部として使用している場合は、修正

を行う際にそれらを 1 つずつ順に開くのは面倒ですが、rtaosgen を使用してプロジェクト

ファイルを開けば、プロジェクトファイルが参照するすべての XML ファイルが自動的にロー

ドされます。 
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メインメニューから、プロジェクトを保存せずに現在の作業用 XML ファイルを手早く保存す

ることができます（File ➔ Save Working File）。 

3.1.5 エラーチェック 
 

ユーザーがコンフィギュレーションアイテムの追加または削除を行うと、rtaoscfgはコンフィ

ギュレーションエラーなどの情報をエラービューアに通知します。 

ここでは以下の 3 種類の通知が行われます。 

情報（Information）： ユーザーが設定したあるタイプのオブジェクトの数など、コンフィ

ギュレーションについての要約情報を表示します。 

警告（Warning）： コンフィギュレーション内に何か不足している可能性があり、それに

よってコンフィギュレーションの挙動が期待どおりにならない可能性があることを通

知します。 

エラー（Error）： コンフィギュレーションが部分的に間違っていることを通知します。 

コンフィギュレーションの整合性チェックは、Check Now ボタンをクリックすることによ

り行えます。見つかったすべてのエラーがエラーウィンドウに報告されます（図 3-7）。 

 

図 3-7 コンフィギュレーションエラーを見る 

未解決の参照 

プロジェクト内のあるオブジェクトが別のオブジェクトを参照していて、参照先のオブジェ

クトが同じプロジェクト内で宣言されていない場合は、rtaoscfg が「未解決の参照」という

エラーを報告します。「未解決の参照」には以下のようなものが含まれます。 

 宣言されていないリソースをタスクまたは ISR が参照している 

 宣言されていないイベントをタスクが参照している 

 宣言されていないタスクまたはイベントをアラームまたはスケジュールテーブルが参

照している 

 宣言されていないカウンタをアラームまたはスケジュールテーブルが参照している 
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一般的に、未解決の参照が発生するのは、大きなコンフィギュレーションの一部である 1 つ

の XML ファイルだけを編集している場合や、XML をサードパーティリソースからインポート

するような場合です。 

未解決の参照も、普通のエラーのようにエラーとしてエラーウィンドウに報告されます（図

3-8）。 

 

図 3-8 未解決の参照 

未解決の参照を行っているオブジェクトを編集しようとすると、rtaosgen は、あるべき被

参照オブジェクトを MissingReferences.xml という XML ファイル内に自動的に作成し、

そのファイルをプロジェクトに追加します。図 3-9 は、TaskA から参照されているけれども

プロジェクト内に見つからない StandardResourceが作成されることを知らせるメッセー

ジを示しています。 

 

図 3-9 MissingReferences.xml 内にエントリが作成される 

見つからない参照のうちのどれが作成されたかは、Project Files ワークスペースで

MissingReferences.xml の内容を表示して確認することができます。図 3-10 では、

StandardResource が作成されたことが分かります。 
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図 3-10 MissingReferences.xml の内容を表示する 

統合のためのアドバイス 3.3： 「未解決の参照」として上記のように処理された被参照オ

ブジェクトが、カーネルをビルドする時点において適切に宣言され存在している場合は、プ

ロジェクトを保存する直前に必ず MissingReferences.xml をプロジェクトから削除して

ください。 

3.1.6 レポートの生成 
 

メニュー／ツールバーからコンフィギュレーションについてのレポートを生成することがで

きます。レポートはコンフィギュレーションについての要約情報であり、品質保証監査や社

内の事業部間の情報伝達などに利用できます。レポートには以下の内容が含まれます。 

Configuration Summary - OSコンフィギュレーションの概要 

OS  API  Reference - 設定されたOS用にカスタマイズされたリファレンスガイド 
標準のリファレンスガイドには含まれていない追加分のAPI関数やデータ型など、ター

ゲット固有の特徴に関する資料が含まれる可能性があります。 

Stack Usage - 設定されたOSのワーストケースのスタック使用量 
これを算出するには、各タスク／ISRのスタックアロケーション（スタック配分量）が

設定されている必要があります。 

MISRA Deviations - 設定されたOSの、MISRA-C 20046からの逸脱に関する情報 
逸脱のタイプや発生理由、発生回数が報告されます。 

すべてのレポートは HTML フォーマットで生成され、デフォルトウェブブラウザに表示され

ます。 

6 Motor Industry Standards and Reliability Association 
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レポート生成は rtaosgen により行われ、ビルド処理の実行と同時にレポートが作成されま

す。一例として、品質保証工程の証明用に MISRA Deviation レポートを生成することができ

ます。ビルド時のレポート生成では、レポートのフォーマットを選択することもできます。

レポートはプレーンテキスト、XML、および HTML フォーマットで生成できます。 

図 3-11 は、Configuration Summary レポートからの抜粋を示しています。すべての OS オブ

ジェクトとそれらのコンフィギュレーションの一覧が出力されています。 

 

図 3-11 自動生成されたコンフィギュレーション概要レポート 

ユーザーのターゲットについて生成できるレポートの一覧は、以下のコマンドラインを使用

して得ることができます。 

 rtaosgen --target:YourTarget --report:? 

3.2 アシスタント 
 

rtaoscfg では、頻繁に使用される処理を実行するいくつかの「アシスタント」プラグインが

使用できます。 

これらのプラグインには、メインメニューバーの Assistants オプションを使用してアクセ

スできます。 

 スケジュールテーブルアシスタント（Schedule Table Assistant）： 周期的スケジュー
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ルテーブルを容易に生成できます。スケジュールテーブルアシスタントの詳細につい

ては 10.3 項を参照してください。 

 サンプルアプリケーションジェネレータ（Example Application Generator）： 各ター

ゲットポートが備わっているサンプルアプリケーションの 1 つを生成してビルドし、

ロードすることができます。 

 OIL インポートアシスタント（OIL Import Assistant）： OSEK OIL ファイルを AUTOSAR 
XML 互換ファイルに変換できます。 

3.3 ライブラリ生成 
 

アプリケーションで RTA-OS を使用するには、RTA-OS カーネルライブラリとそれに関連する

ヘッダファイルを生成する必要があります。rtaosgen は以下のようにして、ユーザーの OS
コンフィギュレーションに合わせて最適化されたカスタム RTA-OS カーネルライブラリを生

成します。 

 ユーザーのXMLコンフィギュレーションを分析してRTA-OSカーネルを最適化し、ユー

ザーが使用する機能だけが含まれるようにします。これにより、RTA-OS が可能な限り

小さくて効率的なものになります。 

 最適化されたカーネルを、選択されたターゲット用にカスタマイズします。その際に

はターゲットプラグインから提供される情報を使用します。 

 アプリケーション用に使用しているのと同じサードパーティツールチェーンを使用し

て、カーネルライブラリをビルドします。これにより、RTA-OS とユーザーコードとの

適合性が保証されます。 

このツールはコア OS カーネルを統合して、ユーザーが選択したオプションのカーネル機能

を有効にし、ポートプラグインから提供されるターゲットに関する情報を使用してこのカー

ネルをカスタマイズします。図 3-12 は、この基本的な工程を、EDSAC ターゲット用のカー

ネルが生成されるようすを例として示しています。 
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図 3-12 RTA-OS カーネルライブラリをビルドする 

3.3.1 ツールチェーンの準備 
 

カーネルライブラリを生成するには、rtaosgen がユーザーのターゲット用コンパイラツー

ルチェーンにアクセスする必要があります。ターゲット用のコンパイラ・アセンブラ・イブ

ラリアンを実行する方法やそのオプション設定については rtaosgen が把握しているので、

ユーザーが意識しなければならないのは以下の 2 点だけです。 

1. コンパイラツールチェーンはユーザーパス上に存在している必要があります。それ以

外のパスを使用する場合は、コマンドライン引数--env を使用することもできます。 

2. ユーザーのコンパイラチェーンがRTA-OSと適合性があるものでなければなりません。 

コンパイラがユーザーパス上にあるかどうかを調べるには、Windowsスタートメニュー  ファ

イル名を指定して実行を選択し、cmdを実行してWindowsコマンドプロンプトを開きます。

そこで C:\>set を実行すると、すべての Windows 環境変数が表示されるので、ユーザーパ

ス（Path）にコンパイラの実行形式ファイルのディレクトリが含まれていることを確認して

ください。ない場合は、以下のように入力してコンパイラパスをユーザーパスに追加します。 

C:\> set PATH=<コンパイラの実行形式へのパス>;PATH 

適合性のあるバージョンのコンパイラツールチェーンを使用しているかどうかを調べるには、

使用するポート用の『Target/Compiler Port Guide』を参照してください。適合性のあるバー

ジョンが分かります。 
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3.3.2 AUTOSAR のファイル依存関係を理解する 
 

RTA-OS は AUTOSAR 基本ソフトウェアモジュールのひとつです 7。そのため、AUTOSAR 基

本ソフトウェアモジュールのビルドコンセプトに従う必要があります。このコンセプトの機

能についてすでにご存じの場合は、3.3.4 項に進んでください。 

AUTOSAR では、すべての基本ソフトウェアモジュールには<BSW ショートネーム>.h という

名前のインクルードファイルが 1 つずつ付属します。OS のインクルードファイルの名前は

Os.h です。これらのヘッダファイルは、それぞれ他の AUTOSAR インクルードファイルに依

存しています。AUTOSAR のインクルード階層は図 3-13 のとおりです。 

 

図 3-13 AUTOSAR のヘッダファイル階層 

以下に、図中の各ヘッダファイルについて説明します。 

Std_Types.h： 移植可能な（つまりターゲットハードウェアに依存しない）AUTOSARの型

定義がすべて記述されています。Std_Types.hはさらに以下の2つのAUTOSARヘッダ

ファイルをインクルード（#include）します。 

Platform_Types.h： ターゲットハードウェア用のAUTOSAR標準データ型（uint8、

uint16、boolean、float32など）が定義されます。 

7 多数ある中の1つです。 他には、サードパーティから入手可能な通信スタック（CAN、LIN、FlexRayなど）、 

不揮発性メモリ処理、周辺機器ドライバなどのモジュールがあります。 
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Compiler.h： 基本ソフトウェアモジュールが内部的に使用する一連のマクロが定義

されます。これらのマクロにより、関数、データ、ポインタがそれぞれのモード

に応じてマークされます。 

Compiler.hに使用されるメモリとポインタのクラスは、各基本ソフトウェアモ

ジュールによりCompiler_Cfg.hというファイルの中に定義されます。名前の

最小限のセットがAUTOSAR規格により定義されていて、それぞれの名前に基本

ソフトウェアモジュール名のプレフィックスが付きます。OSの場合、セクショ

ン名マクロにはすべてOS_が付加されます。 

システムの統合担当者は、システムをコンパイルする前に、すべての基本ソフト

ウェアモジュールのCompiler_Cfg.hファイルをマージして「マスタ」の

Compiler_Cfg.hを作成する必要があります。 

RTA-OSでは、OSモジュールのCompiler_Cfg.hはOs_Compiler_Cfg.hとい

う名前になります。このファイルには、RTA-OSにより使用される名前の完全な

リストが含まれています。このファイルはシステムワイドのCompiler_Cfg.h

に容易にインクルードできます。 

RTA-OSのOS_CALLOUT_CODEおよびOS_APPL_CODEというセクションには特に

注意が必要です。 

OS_CALLOUT_CODEは、OSがユーザーコードを呼び出すためのフックとコール

バック関数を参照するために使用されるものです。コードはFUNC(<型名>, 

OS_CALLOUT_CODE)という命令文を使用してこのセクションに配置することが

できます。以下のコード例は、OS_CALLOUT_CODEの中にErrorHook()を配置

する方法を示しています。 

   FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) ErrorHook(StatusType Error){ 
    /* Handle error */ 
   } 

 

OS_APPL_CODEは、タスク、ISR、およびトラステッド関数を参照する際に使用

されます。タスクとISRの場合、このマッピングは暗黙的です。トラステッド関

数の場合は、FUNC(<型名>, OS_APPL_CODE)という命令文を使用してこのセ

クションの中にコードを配置することができます。 

MemMap.h： 以下の手順に従ってデータとコードがメモリセクションにどのようにマッピ

ングされるかを定義し、コンパイラのプリプロセッサ命令を使用してコードとデータ

をさまざまなタイプのメモリセクションに配置します。 

1. 各基本ソフトウェアモジュールが、マクロを使用して Compiler_Cfg.h 内に一連

のセクション名を定義します。 

2. 基本ソフトウェアモジュールのベンダーが、以下の例のように、実装時にこれらの

マクロを使用して仮想セクション内にコードを配置します。 

  #define OS_START_SEC_CODE 
  #include "MemMap.h" 
  /* Some OS code here */ 
  #define OS_STOP_SEC_CODE 
  #include "MemMap.h" 

 

3. システム統合担当者が以下のような MemMap.h ファイルを作成します。ここでは
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基本ソフトウェアの仮想セクション名をシステムワイドのセクション名にマッピン

グし、さらにセクション配置用のコンパイラプリプロセッサ命令にマッピングしま

す。 

  /* Map OS code into the section containing all BSW  
   code */ 
  #ifdef OS_START_SEC_CODE 
   #undef OS_START_SEC_CODE 
   #define START_SECTION_BSW_CODE 
  #endif 
  ... 
  /* Name the system section with a compiler primitive 
   */ 
  #ifdef START_SECTION_BSW_CODE 
   #pragma section code "bsw_code_section" 
  #endif 

 

Compiler_Cfg.hの場合と同様に、各基本ソフトウェアモジュールにもモジュール固

有バージョンのMemMap.hがあります。RTA-OSでは、モジュール固有バージョンの

MemMap.hの名前はOs_MemMap.hになります。Os_MemMap.hファイルは、システム

をコンパイルする前にマージするか、またはマスタMemMap.hにインクルードすること

ができます。 

RTA-OS ライブラリをビルドするには、すべての標準 AUTOSAR ヘッダファイルがビルド処理

への入力として必要です。これらは OS のスコープ外となりますが、RTA-OS は AUTOSAR 標

準ヘッダファイルの「サンプル」バージョンを生成することができます。 

統合のためのアドバイス 3.4： rtaosgen により生成された AUTOSAR 標準ヘッダファイル

のサンプルを量産ソフトウェアに利用するには、所定の拡張や置き換えを行う必要がありま

す。 

3.3.3 rtaosgen の実行 
 

rtaosgen はコマンドラインツールです。このツールは、Windows コマンドラインプロンプ

トや make スクリプト、Ant スクリプトから呼び出すことができ、実際には Windows アプリ

ケーションを呼び出せる所ならどこからでも呼び出せます。また rtaoscfg の Builder ワーク

スペースから rtaosgen ツールを実行することもできます。 

rtaosgen は 1 つ以上のコンフィギュレーションファイルを入力として受け取ります。以下

のファイルをコンフィギュレーションファイルとして使用できます。 

 AUTOSAR XML 

 RTA-OS プロジェクトファイル 

 AUTOSAR XML と RTA-OS プロジェクトファイルの組み合わせ 

rtaoscfg と同様に、rtaosgen はコマンドラインから渡されるすべてのファイルの内容をメ

モリ内の OS コンフィギュレーションにマージしてからカーネルを生成します。 

3.3.4 ライブラリのビルド 
 

RTA-OS ライブラリをビルドするには、ビルド処理への入力として、すべての標準 AUTOSAR
ヘッダファイルが必要です。そのため、rtaosgen を呼び出す際に AUTOSAR 標準ヘッダファ

イルのロケーションへのパスをインクルードする必要があります。たとえば、Hello World
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というサンプルアプリケーション用のライブラリをRTA-OSターゲット用にビルドするには、

以下のように入力してください。 

rtaosgen --include:PathToAutosarHeaderFiles HelloWorld.rtaos 

ユーザーがAUTOSARインクルードファイルにアクセスできない場合（たとえば完全なAUTOSAR
システムの外側から RTA-OS を使用している場合）は、rtaosgen が所定のインクルードファ

イルを自動生成することができます。 

rtaosgen --samples:[Includes] --include:Samples\Includes 
HelloWorld.rtaos 

rtaosgen に対しては特定の拡張子を使用する必要はなく、任意の拡張子を使用することが

できます。 

rtaosgen は実行中に以下の 4 クラスのメッセージを発行します。 

情報（Information）： コンフィギュレーションに関する有用な情報（設定済みタスクの

数など）を知らせるメッセージです。 

警告（Warning）： ユーザーのコンフィギュレーションを使用するとOSの挙動がユーザー

の期待どおりにならない可能性があることを警告するメッセージです。 

エラー（Error）： ユーザーのコンフィギュレーションに何か間違いがあることを知らせる

メッセージです。rtaosgenは処理の途中でコンフィギュレーションの処理を停止する

ため、出力ファイルは生成されません。 

フェイタルエラー（Fatal）： ユーザーのコンフィギュレーションまたはrtaosgenのいずれ

かに何か根本的な欠陥があることを通知するものです。rtaosgenは直ちに停止しする

ので、発行されるフェイタルエラーのメッセージは1個のみです。 

rtaosgen はビルド処理を実行する際に<projectname>_prebuild.bat および

<projectname>_postbuild.bat というファイルが存在するかどうかをチェックします。

これらがプロジェクトディレクトリ（後述の RTA_PROJECT_BASE の説明を参照）に存在す

る場合は、ビルドの直前（プレビルドステップ）または直後（ポストビルドステップ）に実

行されます。これらのファイルは、rtaosgen がどのディレクトリから実行された場合でも

プロジェクトディレクトリから実行されます。一般的にポストビルドステップにおいては、

生成されたファイルの名前を変更したり、生成されたファイルをソース管理にコミットする

などの処理を行います。 

また、ユーザーは<projectname>_postsamples.bat というファイルを使用することも

できます。このファイルは、--samples オプションの結果としてファイルが生成された直

後に呼び出されます。 

これを使用すると、たとえば、OS 固有の.h ファイルをビルドロケーションに移動すること

ができます。このファイルは、OS がコンパイルされる前に呼び出されます。 

rtaosgen はこれらの.bat ファイルの中に以下の環境変数を出力するので、ユーザーは必要

に応じてこれらを使用することができます。 

 RTA_PROJECT_BASE（プロジェクトディレクトリ）： 通常は、.rtaos ファイルが

存在しているディレクトリです。 
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 RTA_PROJECT_NAME（プロジェクト名）： 通常は、.rtaos ファイルの名前から拡

張子を取り除いたものです。 

 RTA_WORKING_FOLDER（ビルド処理が実行されるディレクトリ）： 通常は、ユー

ザーが rtaosgen を実行するときのカレントディレクトリです。 

生成されるファイルの出力ディレクトリの変更やメッセージの抑止など、ユーザーがコマン

ドラインから実行できる処理は他にもあります。詳細はリファレンスガイドを参照してくだ

さい。 

rtaoscfg からビルドを実行する 

RTA-OS のビルドは rtaoscfg の Builder ワークスペースから行うこともできます。 

rtaoscfg からビルドを行う場合も、コンパイラツールチェーンがユーザーの Windows パス

上にあることを確認する必要があります。 

ユーザーが rtaoscfg の Builder ワークスペースで行うすべての設定は、ユーザーの RTA-OS
プロジェクトファイルに格納されます。 

3.3.5 生成されるファイル 
 

rtaosgen が実行され、エラーもフェイタルメッセージもまったく報告せずに終了した場合

は、以下のファイルが生成されています。 

ファイル名 内容 

Os.h OS 用のメインインクルードファイル。 

Os_Cfg.h ユーザーが設定したオブジェクトの宣言。Os.h にインクルー

ドされます。 

Os_MemMap.h AUTOSAR メモリマッピングコンフィギュレーション。RTA-OS
によりシステムワイドのMemMap.hファイルにマージされます。 

RTAOS.<lib> ユーザーアプリケーションのための RTA-OS ライブラリ。拡張

子<lib>はターゲットにより異なります。 

RTAOS.<lib>.sig ユーザーアプリケーション用ライブラリのためのシグネチャファ

イル。これは、コンフィギュレーションが変更された場合に、

カーネルライブラリのどの部分をリビルドする必要があるかを

把握するために rtaosgen が使用するファイルです。拡張子

<lib>はターゲットにより異なります。 

<projectname>.log ビルド処理実行中にツールとコンパイラが画面に出力したテキ

ストのコピーが格納されたログファイルです。 
 

サンプルコードを生成する 

rtaosgen コードジェネレータは、ユーザーアプリケーションのベースとして使用できるサ

ンプルコードを生成することができます。3.3.4 項には、--samples[Includes]を使用し

てサンプルの AUTOSAR 標準ヘッダファイルを生成する例が示されています。 

生成される一連のサンプルはポートに依存していますが、以下のコマンドラインを使用する

と、生成されるサンプルの一覧が表示されます。 
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rtaosgen --target:YourTarget --samples:? 
 

ほとんどのポートにおいて、AUTOSAR OS フック関数（ErrorHook()、StartupHook()

など）の記述方法を示すサンプルが生成されます。たとえば、デフォルトの ErrorHook()

を生成するには、以下のコマンドラインを使用します。 

rtaosgen --samples:[ErrorHook] --include:PathToAutosarHeaderFiles 
HelloWorld.rtaos 

3.4 統合 
 

3.4.1 ユーザーのソースコード内から OS にアクセスする 
 

ユーザーのソースコードからRTA-OSにアクセスできるようにするために必要なことは、RTA-OS
にアクセスする各Cコンパイルユニット（つまり各Cソースコードファイル）の中に#include 

<Os.h>という文を含めることだけです。このヘッダファイルには多重インクルードに対す

る保護が施されています。RTA-OS はユーザーのソースコードの編成方法について何も制約

を課していないので、ユーザー（またはユーザーのコンフィギュレーション管理工程）の要

件に応じて、すべてのコードを 1 つのソースファイルに記述したり、タスクや割り込みの実

装コードをそれぞれ専用のソースファイルに記述したりすることもできます。 

3.4.2 タスクと ISR を実装する 
 

タスク 

コンフィギュレーション設定時にユーザーが宣言する各タスクについては、ユーザーがその

タスクを実装する必要があり、各タスクは TASK(x)マクロでマークします。一般的にタスク

は以下のような構造になります。 

#include <Os.h> 
TASK(MyTask){ 
 /* Do something */ 
 TerminateTask(); 
} 

カテゴリ 2 の ISR（Category 2 ISR） 

カテゴリ 2 の ISR は、ユーザーが実装する必要があります。ISR は以下のように ISR(x)マ

クロでマークします。 

#include <Os.h> 
ISR(MyISR){ 
 /* Do something */ 
} 

 

統合のためのアドバイス 3.5： カテゴリ 2 の ISR ハンドラには、割り込みコールからのリ

ターンは必要ありません。リターン処理は RTA-OS が自動的に行います。ターゲットハード

ウェア上での割り込みソースの挙動によっては、ユーザーは割り込み保留フラグをクリアし

なければならない場合があります。詳細については、チップベンダーが提供するハードウェ

アマニュアルを参照してください。 
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カテゴリ 1 の ISR（Category 1 ISR） 

カテゴリ 1 の ISR も、ユーザーが実装する必要があります。各コンパイラは、C 関数を割り

込み処理としてマークするための特別な表記を使用し、RTA-OS は、コンパイラ用の正しい

命令に展開されるマクロを提供します。カテゴリ 1 のハンドラは以下のようになります。 

#include <Os.h>  
CAT1_ISR(MyCat1ISR) { 
 /* Do something */ 
} 

3.4.3 OS を始動する 
 

RTA-OS はユーザーのハードウェアを制御しないので、ユーザーが OS を始動する必要があり

ます。これは、一般的にはユーザーの main()プログラムの中で API 関数 StartOS()を使用

して行います。RTA-OS には OS_MAIN()というマクロがあり、これが展開されるとユーザー

のコンパイラツールチェーン用の正しい main()定義になります 8 。 

#include <Os.h> 
OS_MAIN() { 
 /* Initialize target hardware */ 
 ... 
 /* Do any mode management, pre-OS functions etc. */ 
 ... 
 /* Use RTA-OS to initialize interrupts */ 
 Os_InitializeVectorTable(); 
 StartOS(); 
 /* Call does not return so you never reach here */ 
} 

3.4.4 RTA-OS にアクセスする 
 

RTA-OS へのアクセスはカーネル API 関数により行います。コールの完全なリストはリファ

レンスガイドに掲載されています。 

3.4.5 コンパイルとリンクを行う 
 

ユーザーコードをコンパイルする際には、Os.h と Os_Cfg.h がコンパイラのインクルード

パス上にあって利用可能であることを必ず確認してください。また、ユーザーのアプリケー

ションをリンクする際には、RTAOS.<lib>をリンクする必要があり、このライブラリがユー

ザのリンカのライブラリパス上になければなりません。 

3.5 メモリイメージおよびリンカファイル 
 

ユーザーアプリケーションをビルドする際には、MemMap.h 内に定義されているセクション

に配置されたさまざまなコード、データ、ROM、RAM が、メモリ内の適切な場所にロケート

される必要があります。一般的に、これはリンカ 9が行う作業です。ターゲットにロードで

きるイメージを作成する際に、前もってユーザーコードから RTA-OS ライブラリへの参照を

8 多くのコンパイラでは、これは void main(void)ですが、main()プログラムが整数型、または他の非void

型を返すことを要求するコンパイラもあります。 
9 従来は、仮想アドレスを物理アドレスにマッピングすることによりメモリ内にセクションをロケート（配置）

するのは「ロケータ」の役割であり、このようなツールは「リンカ／ロケータ」と呼ばれていました。今では、一

般的にはロケータの部分がなくなり、ツールは単に「リンカ」と呼ばれています。 
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解決し、関連するオブジェクトモジュールを結合して、結果的に得られたコードとデータを

メモリ内のアドレスに割り当てます。 

リンカは、プログラムのどの部分をどのタイプのメモリに配置すればよいのか、ROM と RAM
はマイクロコントローラ上のどこにあるのか、またプログラムの各パーツを正しいメモリに

マッピングするにはどのようにすればよいかということを把握している必要があります。 

3.5.1 セクション 
 

コンパイラとアセンブラから出力されるコードとデータは、一般的に「セクション」という

単位でまとめられます。セクションには、コードだけを含むもの、コードとデータを含むも

の、およびデータだけを含むものがあります。コード例 3-1 はアセンブラの出力例です。 

.section CODE 

.public MYPROC 
mov     r1, FRED 
add     r1, r1 
ret 
.end CODE 
.section DATA 
.public FRED 
.word 100, 200, 300, 400 
.end DATA 
.section BSS 
.public WORKSPACE 
.space 200 
.end BSS 

例 3-1 セクションが含まれるアセンブラ出力の例 

このコード例では、MYPROC 用のコードがアセンブルされ、そのオブジェクトコードは CODE

というメモリセクションに配置され、CODE セクションの実際の位置はユーザーが後でリン

カコントロールファイル内に定義するようになっています。同様に、FRED というラベルの

付いたデータが DATA というセクションに配置され、WORKSPACE というラベルの付いた 200

バイトの領域が BSS というセクションに割り当てられます。 

一般的に、C コンパイラはユーザーコードを code または text というセクションに割り当

て、ROM に配置されるべき定数は const、変数は data といった名前のセクションに割り当

てます。実際にはこれ以外のセクション名も用いられるため、セクション名の詳細について

はユーザーのツールチェーン用のリファレンスマニュアルを参照し、コードやデータをどの

セクションに配置しなければならないかをよく理解しておいてください。 

AUTOSAR では、配置先のセクションの実際の名前はユーザーの MemMap.h で定義します。

以下に、これらのセクションを実際のメモリイメージにマッピングする方法を説明します。 

near アドレス空間と far アドレス空間 

プロセッサによっては、メモリ空間の一部に「エコノミカル」にアクセスできる領域、つま

りシンプルな実効アドレス計算を行う短い命令を使用できる領域を持っています。この領域

は、チップ外部ではなく、オンチップメモリや、短いサイクルで効率的にアクセスできる特

殊なメモリに配置されます。RTA-OS ではこのメモリを near 空間と呼び、この領域にいくつ

かの主要なデータを配置します。このようなプラットフォームでは、near 空間を ROM や RAM

42 開発工程 



内のどこに配置するべきであるかといった情報が提供され、その情報は『Target/Compiler Port 
Guide』に記述されています。 

far 空間は、メモリ全体を指します。 

Harvard アーキテクチャのプログラム空間とデータ空間 

本書ではこれまでメモリについて、主に「フォンノイマンアーキテクチャ」、つまり ROM お

よびRAMの1 つのアドレス空間を異なるオフセットによってデータ用とコード用に分割して

使用する、という概念に基づいて説明してきました。これに対し、一部のプロセッサ（PIC の
ような超小型のマイクロプロセッサや、高性能な DSP など）では「Harvard アーキテクチャ」

が採用されています。ここではコード用とデータ用のアドレス空間が明確に分離されており、

プログラミング上のデメリットを相殺できるほどのパフォーマンス上のメリットがあります。

Harvard アーキテクチャのプロセッサにおいて RTA-OS は、一般的なフォンノイマンアーキ

テクチャであれば ROM 定数として扱われるデータを「データ空間」（通常は RAM）に格納

できるので、スタートアップコードには、定数データのコピーをデータ空間にフェッチする

ためのコードが含まれることになります。RAM に定数をコピーして使用する方法は、Harvard
アーキテクチャのプロセッサ用の『Target/Compiler Port Guide』に説明されていますので、

参照してください。 

3.5.2 リンカコントロールファイル 
 

リンカコントロールファイルは、コード、データ、およびターゲットマイクロコントローラ

にダウンロードされるイメージ内の予約済み空間を管理します。リンカファイルの内容はプ

ラットフォームやターゲットによって異なりますが、以下の情報は必ず含まれます。 

 オンチップの ROM と RAM の配置の宣言（同じ CPU ファミリでも機種に応じて異なる

場合があります） 

 各メモリ空間に配置できるセクションのリスト 

 スタックポインタ、リセットアドレス、割り込みベクタなどの初期化情報 

 
例 3-2 はリンカコントロールファイルの一例を示しています。 

このファイルには、ONCHIPRAM、RAM、ROM、VECTBL という 4 つのメモリセクションが定

義されています。各セクションに配置されるコードやデータはコメント内で説明されていま

す。 

ONCHIPRAM start 0x0000 { 
 Section .stack size 0x200 align 16 # system stack 
 Section .sdata align 16          # small data 
 Section bsw_near align 16    # near data 
} 
 
def __SP = start stack              # initialize stack ptr 
 
RAM start 0x4000 { 
 Section .data align 16            # compiler data 
 Section .bss align 16             # compiler BSS 
 Section bsw_zero_init align 16    # Basic Software zeroed RAM  
 Section bsw_startup_init align 16 # Basic Software initialized 
            RAM 
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 Section swc_startup_init align 16 # Application initialized RAM 
} 
 
ROM start 0x8000 { 
 Section .text                     # compiler code 
 Section .const                    # compiler constants 
 Section swc_data align 16         # Application static data 
 Section swc_init align 16         # Application initial data 
 Section bsw_init align 16         # Basic Software initial data 
} 
 
VECTBL start 0xFF00 { 
 Section OsVectorTable             # RTA-OS’s vector table 
} 
 
def __RESET = __main                  # reset to main 

例 3-2 リンカコントロールファイル 

RTA-OS 組み込みポートとともに提供されているサンプルアプリケーションのリンカコント

ロールファイルには、すべての項目にコメントが付けられています。各セクションをターゲッ

トプラットフォームに正しく配置する方法については、このコメントや『Target/Compiler Port  
Guide』を参照してください。 

3.6 まとめ 
 

 RTA-OS をアプリケーションに統合するためには以下の 5 ステップを実行します。 

1. 使用する OS 機能を設定する 

2. カスタマイズされた RTA-OS カーネルライブラリを生成する 

3. OS を使用するアプリケーションコードを記述する 

4. アプリケーションコードをコンパイルし、RTA-OS ライブラリとともにリンクす
る 

5. アプリケーションをターゲット上で実行する 

 上記のステップには 2 つのオフラインツールを使用します。rtaoscfg で RTA-OS のコン

フィギュレーション設定を行い、rtaosgen でカーネルライブラリの生成とビルドを行

います。 

 RTA-OS は AUTOSAR 基本ソフトウェアモジュールのひとつであり、AUTOSAR のヘッ

ダファイルに依存します。これらのヘッダファイルは必要に応じて rtaosgen で生成で

きます。 

 RTA-OSのリンクとロケートは、MemMap.hファイルの内容により決まります。rtaosgen
はこれを使用してカーネルライブラリをビルドします 
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4 タスク 
 

一度に多くの処理を実行するシステムは、「コンカレントな」システムと呼ばれます。それ

ぞれの処理はソフトウェアパーツとして実装され、それらを実行するプログラムが並行的に

実行されます。このようなプログラムは、データの共有など、必要に応じて互いに協調しあ

います。 

リアルタイムシステムでは、コンカレントに実行されるそれぞれのプログラムは「タスク」

と呼ばれ、アプリケーションコードの大部分はタスク内に存在します。タスクが多数ある場

合は、完全なコンカレント処理を実現するためには特別な手段が必要となります。タスクご

とに別のプロセッサを設けるのも 1 つの方法です。並列コンピュータを使用する方法もあり

ますが、これには費用がかかりすぎてしまいます。 

それよりもはるかに費用効率的にコンカレント処理を実現できる方法は、1 つのプロセッサ

上で、所定のルールに基づいてタスクを 1 つずつ実行するというものです。タスクは順次切

り替わるので、同時に複数のタスクが実行されているかのように見えます。 

4.1 スケジューリング 
 

RTA-OS には、コンフィギュレーション設定時にタスクに割り当てられた固定優先度に基づ

いてタスクを切り替える「スケジューラ」が含まれています。「 優先度」とはタスクの緊急

性を相対的に表すものです。優先度をタスクに割り当てる際にはさまざまなスキームが用い

られますが、よく知られている一般的なスキームは以下の 2 つです。 

デッドラインモノトニック割り当て（Deadline Monotonic Assignment）： デッドライ

ンのより短かいタスクに、より高い優先度を割り当てます。 

レートモノトニック割り当て（Rate Monotonic Assignment）： より頻繁に実行しなけ

ればならないタスクに、より高い優先度を割り当てます。 

どのようなスキームで優先度を割り当てる場合でも、タスクの実行順序は「スケジューリン

グポリシー」により決定されます。スケジューリングポリシーは、タスクが実際に実行され

るタイミングを決める基準となるものです。 

AUTOSAR OS は以下の 2 通りのスケジューリングポリシーをサポートしています。 

1. プリエンプティブスケジューリング（Preemptive Scheduling） 

固定優先度に基づくプリエンプティブスケジューリングアルゴリズムはシンプルで、

レディ状態になっているタスクの中で優先度が最も高いものを実行するというもので

す。あるタスクが実行状態の時、それより優先度の高いタスクがレディ状態になると、

実行中のタスクは優先度の高い方のタスクによりプリエンプト（強制排除）されます。

これは「タスクの切り替え」と呼ばれます。優先度の高い方のタスクの処理が終了す

ると、プリエンプトされたタスクが処理を再開します。 
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図 4-1 タスクのプリエンプティブスケジューリング 

ランタイムにおいてすべてのタスクがデッドラインを守らなければならないシステム

には、プリエンプティブスケジューリングが最も効率的なスケジューリングポリシー

であり、タスクが起動されてから（つまりレディ状態になってから）ターミネートす

るまでの時間が最短になります。この時間はタスクの「応答時間」（response time）
と呼ばれます。プリエンプティブにスケジューリングされるシステムにおいては、プ

リエンプションが共有データに与える影響を考慮する必要があり、並行処理のための

メカニズムが必要となる可能性があります。詳しくは第 6 章を参照してください。 

2. ノンプリエンプティブスケジューリング（Non-Preemptive Scheduling） 

プリエンプティブスケジューリングの場合と同様に、OS は優先度が最も高いタスクを

実行します。しかし、プリエンプティブスケジューリングの場合とは異なり、実行中

のタスクより優先度の高いタスクはたとえレディ状態になっても実行中のタスクがター

ミネートするまではレディ状態のままになり、プリエンプションは行いません。つま

り「ノンプリエンプタブルタスク」は、実行を開始すると必ず処理が完了するまで実

行を続けてからターミネートします。 

 

図 4-2 タスクのノンプリエンプティブスケジューリング 
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ノンプリエンプティブスケジューリングを行うと、プリエンプティブスケジューリングを行

う場合に比べて応答性の低いシステムになります（つまり、一般的にタスクの応答時間が長

くなります）が、ノンプリエンプティブのスケジューリングモデルでは、共有データへの同

時アクセスが許されないため、共有データへの同時アクセスに関して発生する問題への対策

が不要になります。 

AUTOSAR OS は、上記の 2 つに加え、3 番目のスケジューリングポリシーもサポートしてい

ます。このスケジューリングモデルは「協調スケジューリング」と呼ばれ、ノンプリエンプ

タブルタスクがいつプリエンプトされてもよいかを OS に指示することができる、というも

のです。前述の「AUTOSAR OSは2通りのポリシーをサポートしている」という説明は、AUTOSAR 
OS には前出の 2 つポリシーのためのコンフィギュレーションしか存在していない、というこ

とを意味しています。第 3 のポリシーのためのコンフィギュレーションはユーザー自身で構

築する必要があります。 

3. 協調スケジューリング（Cooperative Scheduling） 

OS は、レディ状態のタスクの中で優先度の最も高いタスクを実行します。そのタスク

よりも優先度の高いタスクは、レディ状態になっても、ノンプリエンプティブスケジュー

リングと同様に実行中のタスクがターミネートするまで、または実行中のタスクが

Schedule() を呼び出して自分がプリエンプトされてよいことを OS に伝えるまで、

レディ状態のままになります。Schedule()コールが行われると、プリエンプティブ

スケジューリングの場合と同じように、実行中のタスクは優先度の高い方のタスクに

プリエンプトされ、タスクの切り替えが発生します。優先度の高い方のタスクが終了

すると、プリエンプトされていたタスクが処理を再開します。 

この協調モデルを入念に設計すれば、完全にプリエンプティブなシステムほど応答性

は高くなくても、ノンプリエンプティブスケジューリングにおいて見られる「応答性

の低さによる問題」は回避できます。 

 

図 4-3 タスクの協調スケジューリング 

上述のどのタイプのスケジューリングを行う場合でも、各タスクは、そのタイプ（プリエン

プティブかノンプリエンプティブか）に関わらず、割り込みサービスルーチンによりプリエ

ンプトされることが可能であるようにすることが重要です。RTA-OS が割り込みをどのよう

に扱うかについては、第 5 章で詳しく説明します。 
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4.2 基本タスクと拡張タスク 
 

RTA-OS は以下の 2 つのタイプのタスクをサポートしています。 

1. 基本タスク（Basic Task） 

基本タスクは実行開始によって実行状態になり、処理の最後でターミネートします。

これは「シングルショットタスクモデル」とも呼ばれます。基本タスクは、ターミネー

トする際、および自分より優先度の高いタスクにプリエンプトされる際にしかプロセッ

サを解放しません。基本タスクは速くて効率的であるため、組み込み制御機能に非常

に適しています。 

2. 拡張タスク（Extended Task） 

拡張タスクは実行開始によって実行状態になり、必要に応じてイベントを待ち、任意

にターミネートします。拡張タスクは実行状態のときに自発的に実行を保留すること

ができるので、「同期ポイント」を持つことができます。そのため、同期ポイント（「ユー

ザーインタラクションを待つ」など）が必要な機能を実現するには、基本タスクより

拡張タスクの方が適しています。 

4.2.1 タスクの状態 
 

基本タスクは以下の 3 つの状態からなるモデルで動作します。 

1. 休止状態（Suspended） 

2. レディ状態（Ready） 

3. 実行状態（Running） 

拡張タスクは上記の 3 つの状態に加え、イベントを待つための以下の状態があります。 

4. 待ち状態（Waiting） 

図 4-4 はこれらの状態（3 状態または 4 状態）からなるタスクモデルを示しています。 
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図 4-4 タスクの状態モデル 

すべてのタスクのデフォルトの状態は「休止状態」（suspended）で、起動処理により「レ

ディ状態」（ready）に移行します。ここで重要なのは「起動されても実行状態にはならずに

レディ状態になる」という点です。起動が行われるタイミングとしては、ユーザーコードか

API関数ActivateTask()を呼び出したときや、アラームの満了（第9章を参照）やスケジュー

ルテーブルの満了ポイント（expiry point – 第 10 章を参照）などのトリガの結果としてなど、

さまざまなものがあります。 

RTA-OS は、システム内でレディ状態になっているタスクの中から最高の優先度を持つタス

クを実行状態にし、そのタスクの先頭の文から実行を開始します。この処理は一般的に「タ

スクをディスパッチする」と言います。タスクは、自分より優先度の高いタスクがレディ状

態になると、実行中にプリエンプトされる可能性があります。 

実行中のタスクより優先度の高いタスクがレディ状態になると、実行中のタスクはプリエン

プトされて実行状態からレディ状態に移行します。同時に 2 つ以上のタスクが実行状態にな

ることはありません。 

タスクはターミネートすると休止状態に戻ります。その後、所定のタイミングで再びこのタ

スクをレディ状態にすることにより、処理全体を繰り返し実行することができます。 

基本タスクと拡張タスクの挙動は、レディ状態、実行状態、休止状態についてはまったく同

じですが、拡張タスクは、それらに加えて「待ち状態」に入ることができます。拡張タスク

は、何らかのイベントを待つことによって自発的に実行を保留することにより、実行状態か

ら待ち状態に移行します。 
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イベントは、システムイベントの発生を知らせるための単純な OS オブジェクトです。イベ

ントの例としては、「データが使用可能となったこと」や「センサ値が読み取られたこと」

などがあります。イベントについては第 7 章で詳しく説明します。 

拡張タスクが待ち状態に入ると、OS はレディ状態になっているタスクの中で優先度が最高の

タスクをディスパッチします。イベントが発生する（つまり別の OS オブジェクトによりイ

ベントがセットされる）と、待ち状態だった拡張タスクは、実行状態ではなくレディ状態に

移行します。これは、その拡張タスクが待ち状態になっている間に、より優先度の高いタス

クが起動されてディスパッチされている可能性があるためです。 

4.2.2 優先度の共有 
 

AUTOSAR OS では、2 つ以上のタスクで 1 つの優先度を共有することができます。2 つ以上

のタスクの優先度が同じ場合、優先度を共有するタスク同士は相互排除的に実行されます。

つまり、ある 1 つのタスクが実行状態になると、同じ優先度を共有する他のすべてのタスク

も順に実行されます。 

2 つ以上のタスクの優先度が同じ場合は、それらのタスクは FIFO（First-In, First-Out）方式

でレディ状態から解放されます。 

統合のためのアドバイス 4.1： 優先度の共有とタスク起動のキューイングを共に使用する

と、RTA-OS は優先度レベルごとに内部キューを管理します。OS を高速かつ効率的に稼働さ

せるには、このようなコンフィギュレーション設定は避けてください。 

複数のタスクの実行を順に実行する必要がある場合は、タスク優先度を共有させるよりも、

一意の優先度と AUTOSAR OS の内部リソース（6.5 項を参照）を使用するのが最良の方法で

す。内部リソースの使用により、優先度を共有するのと同じようにタスクの実行順が保証さ

れるうえ、タスク優先度が一意であるため、複数のタスクが同時にレディ状態になった場合

でも OS は静的に定義されたディスパッチルールに従えばよいことになります。 

統合のためのアドバイス 4.2： リアルタイムプログラミングにおいてタスク間で優先度を

共有することは、システムのスケジューラビリティ分析が行えなくなってしまうため、好ま

しくありません。これは、優先度を共有させることによりタスクの「リリースポイント」（つ

まり応答時間の計測を開始するポイント）をコンピュータで算出することが不可能になって

しまうからです。リリースポイントを算出できなければ、タスクがデッドラインを守れるか

どうかを判断することができません。 

4.2.3 タスク起動のキューイング 
 

一般的に、ユーザーがタスクを起動するのは、そのタスクが休止状態になっているときです。

実際に、レディ状態、実行状態、または待ち状態のタスクに対する起動操作は、AUTOSAR OS
ではエラーケースとして扱われます。 

しかし場合によっては、同じタスクを何回も起動し、起動する最短の間隔がそのタスクの実

行に必要な時間よりも短くなる可能性のあるシステムを実現しなければならない場合もあり

ます。たとえば、タスクの中で CAN バスフレームを開き、ネットワーク上のフレームの一時

的なバースティングを処理する必要がある場合などです。 

このような場合は、ランタイムにおいてユーザーがタスク起動をキューイングする必要があ

ります。AUTOSAR OS では基本タスクの起動をキューイングできるので、この種のアプリケー
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ションは容易に構築できます。タスクのキューのサイズは AUTOSAR OS のその他の設定事項

と同様に静的に設定します。つまり、各タスクについて保留できる起動の最大数は前もって

指定しておく必要があります。 

ユーザーがタスクを起動しようとしたときにキューがすでに満杯になっていた場合は、その

起動はエラーとして扱われ、無視されます。 

優先度を共有し、さらに起動のキューイングを使用するケースにおいては、同じ優先度を共

有する各タスクに設定されているキューの長さの合計と等しい長さのキューに、FIFO 形式で

キューイングされます。ただし、各タスクが使用できるエントリの数は、そのタスクに設定

されているエントリ数以内に限られます。 

4.3 コンフォーマンスクラス（Conformance Class） 
 

ここまで説明したとおり、タスクについては以下のようなことが可能です。 

 基本タスクまたは拡張タスクとして定義できる 

 優先度を共有できる 

 起動をキューイングできる 

しかし AUTOSAR OS では、併用できる機能の種類に関していくつかの制約条件が定められて

います。これらは「コンフォーマンスクラス」（Comformance Class）と呼ばれています。

コンフォーマンスクラスは、タスクの機能を分類して分かりやすくして、規格の部分的実装

を可能にし、さまざまなクラスのアプリケーションにスケーラビリティを持たせるためのも

のです。 

AUTOSAR OS には以下の 4 つのコンフォーマンスクラスがあります。 

BCC1： 基本タスクです。一意の優先度を持ち、起動のキューイングは行えません。 

BCC2： 基本タスクです。他のタスクと優先度を共有でき、起動のキューイングも行えま

す。 

ECC1： 拡張タスクです。一意の優先度を持ち、起動のキューイングは行えません。BCC1
タスクと似ていますが、ECC1タスクはイベントを待つことができます。 

ECC2： 拡張タスクです。他のタスクと優先度を共有できますが、起動のキューイングは行

えません。BCC2タスクとは異なり、ECC2タスクの起動はキューイングできません。 

下の表は、さまざまなクラスの AUTOSAR OS システムに使用できるタスクのタイプを簡単に

まとめたものです。 

システムクラス 基本タスク 拡張タスク タスク優先度

の共有 
タスク起動の

キューイング 

BCC1 

BCC2 

ECC1 

ECC2 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✗ 

✗ 

✓ 

✓ 

✗ 

✓ 

✗ 

✓ 

✗ 

✓ 

✗ 

✓10 
 

10 キューイングできるのはECC2 システム内の基本タスクのみです。拡張タスクはキューイングできません。 
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各コンフォーマンスクラスには上記以外のリソースも必要で、BCC1 のシステムは ECC2 のシ

ステムよりはるかに高速でコンパクトになります。RTA-OS はすべてのコンフォーマンスク

ラスをサポートしていて、ユーザーのOSコンフィギュレーションに基づいた適切なコンフォー

マンスクラスを算出します。どのコンフォーマンスクラスを使用すればよいかをユーザーが

検討する必要はありません。 

4.4 パフォーマンスの最大化とメモリ使用量の最小化 
 

RTA-OS は、ターゲットアプリケーションのコードとデータの使用量を積極的に最小化する

ように設計されているため、アプリケーションの特性を分析し、必要な機能だけを含むシス

テムを生成します。 

ここでは、ユーザーが選択するタスク特性がアプリケーションの最終的なサイズと処理速度

に大きく影響します。より高度なタイプのタスクを追加すればするほど、システムが大きく

なり処理速度も遅くなってしまいます。 

BCC2 タスクを含むシステムのオーバーヘッドは、BCC1 タスクしか含まないシステムより大

きくなります。優先度共有のないシステムは、たとえ多重起動が許可されていたとしても、

優先度共有が行われているシステムよりも効率的です。 

ECC1 タスクを含むシステムのオーバーヘッドはさらに大きく、ECC2 タスクを含むシステム

はオーバーヘッドが最も大きくなります。 

つまり、RTA-OS をできる限り効率的に稼働させるには、基本タスクだけを使用するように

し、優先度の共有を行わないようにしてください。 

4.5 基本的なタスク設定 
 

他のリアルタイムオペレーティングシステムとは異なり、AUTOSAR OS、つまり RTA-OS で

はタスクは静的に定義されます。これによって実行時間と RAM の使用量を節減できます。 

タスクを動的に作成したり削除したりすることはできません。タスクに関する情報はほとん

どすべてオフラインで計算し、それを ROM に格納しておくことができます。 

RTA-OS によりサポートされるタスクの最大数はポートにより異なるので、詳細は

『Target/Compiler Port Guide』を参照してください。タスク数をマイクロコントローラのネ

イティブワードサイズ以内に制限すると、RTA-OS は各ポート用の高度に最適化されたシス

テムを提供することができます。 

デバイスタイプ 最大タスク数 最適タスク数 

8 ビット 

16 ビット 

32 ビット 

256 

256 

1024 

16 以下 

16 以下 

32 以下 
 

タスクのプロパティを設定する際には、rtaoscfg コンフィギュレーションツールを使用する

のが一般的です。図 4-5 はこのツールで設定されたタスクのコンフィギュレーションを示し

ています。 
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図 4-5 タスクのコンフィギュレーション 

各 AUTOSAR タスクには、以下の 5 つの属性が割り当てられます。 

タスク名（Name）： タスクの機能を実装したユーザーのCコードを「参照する」、つまり

「ハンドルを提供する」ためのものです。 

優先度（Priority）： 優先度は、スケジューラがそのタスクをいつ実行させるかを判断す

る際の基準となるものです。優先度を動的に変更することはできません。RTA-OSでは、

0が最下位のタスク優先度を表し、この値（整数値）が大きくなるほど優先度が上がり

ます。複数のタスクが同じ優先度を共有することができますが、リアルタイムシステ

ムを構築する場合はタスク分析が行えなくなってしまうため、1つの優先度に1つのタ

スクを割り当てることをお勧めします。 

スケジューリング（Scheduling）： 1つのタスクはプリエンプティブまたはノンプリエン

プティブのいずれかのモードで実行されます。一般的に、アプリケーションのパフォー

マンスを上げるにはノンプリエンプティブよりもプリエンプティブを選択してくださ

い。 

起動数（Activations）： レディ状態においてキューイングできるタスク起動の最大数で

す。BCC1、ECC1、ECC2タスクの場合、起動数は常に1です。つまり、これらのタスク

は休止状態のときにしか起動できません。これらのタスクを休止状態でないときに起

動しようとするとエラーになります。ここに1より大きい値を設定すると、OSは起動を

キューイングします。これは、アプリケーション内での一時的なピーク負荷の平坦化

などの効果があります。 

自動起動（Autostart）： OSの起動時に、タスクが自動的に起動されるようにするかどう

かを指定します。 

統合のためのアドバイス 4.3： 定義できるタスクの数はターゲットごとに決まっていて、

通常は 256 または 1024 です。詳細については各ターゲットの『Target/Compiler Port Guide』
に記載されています。 
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4.5.1 スケジューリング（Scheduling） 
 

完全にプリエンプタブルなタスクは、自分より優先度の高いタスクによってプリエンプト（強

制排除）される可能性があります。つまり、実行中のタスクより優先度の高いタスクがレディ

状態になると、そちらが優先的に実行されます。 

タスクがプリエンプトされないようにするには、コンフィギュレーション設定時にそのタス

クを「ノンプリエンプタブル」として宣言します。ノンプリエンプタブルとして宣言されて

いるタスクを他のタスクがプリエンプトすることはできません。ノンプリエンプタブルタス

クは、実行状態に移行すると（4.10 項で説明されているような、処理途中で Schedule()

コールを行った場合を除き）必ず処理終了まで実行してからターミネートします。そのため、

タスクをノンプリエンプタブルにすると、優先度の低いタスクが起動された後に優先度の高

いタスクが起動されたとしても、前者の実行終了まで後者は実行できなくなります。これは

「ブロッキング」と呼ばれます。一般的に、ノンプリエンプタブルタスクを使用するシステ

ムはプリエンプティブに実行されるシステムよりも応答性が低くなります。 

ただし、たとえタスクがノンプリエンプタブルであっても、ISR による割り込みは発生しま

す。 

上記のようなことから、ノンプリエンプタブルタスクの使用はあまり好ましいものではあり

ません。他の方法を利用しても同じ効果を得ることができ、また他の方法を用いた方が応答

性の高いシステムになります。ノンプリエンプタブルタスクに代わる方法には以下のような

ものがあげられますが、詳細については後述します。 

 標準リソースを使用して、データやデバイスへのアクセスをシリアル化する 

 内部リソースを使用して、プリエンプションを行えないタスクを正確に指定する 

4.5.2 起動数（Activations） 
 

一般的に、タスクを起動する際には休止状態のタスクを起動しますが、場合によっては、同

じタスクを何回も重複して起動する必要があったり、連続して起動する最短の間隔がタスク

の実行に必要な時間よりも短いようなシステムを実現しなければならない場合もあります。 

これは、タスクがレディ状態や実行状態になっているときにそのタスクを起動することにな

り、通常、その「起動」は無効となってしまいます。 

このような状態を回避するため、タスクに適切な多重起動の最大数を設定する必要がありま

す。 

統合のためのアドバイス 4.4： AUTOSAR OS 規格に従い、この機能は基本タスクにのみ利用で

きます。拡張タスク用に多重起動を指定することはできません。 

rtaoscfg を使用して、一度に行うことのできるタスク起動の最大数を指定します。図 4-6 の

例では、起動の最大数を 20 に設定しています。 

54 タスク 



 

図 4-6 キューイングできる起動の数を指定する 

多重起動が指定されると、RTA-OS は自動的にそのタスクを BCC2 として認識します。アプリ

ケーションをビルドする際、RTA-OS は各 BCC2 タスクに必要な多重起動キューの最大サイズ

を算出します。 

複数の BCC2 タスクが同じ優先度を共有する場合は、RTA-OS は保留された「起動」を FIFO
キュー内に保持します。AUTOSAR OS アプリケーション内で 1 つの優先度を占有する BCC2
タスクについては、RTA-OS はキューイング機構を自動的に最適化し、「カウントされる起

動」（counted activation）を行います。「カウントされる起動」 は、FIFO による起動より

もはるかに効率的であるため、可能な限りそちらを使用することが推奨されます。 

4.5.3 自動起動（Autostart） 
 

タスクが自動起動されるように設定すると、オペレーティングシステム起動時、タスクは

StartOS()の処理中に自動的に起動されます。 

起動後、実行されてターミネートする基本タスクの場合、自動起動が行われると、1 回だけ

実行された後に休止状態に戻り、再度起動できる状態になります。一般的に自動起動は、イ

ベントを待つタスク用に使用されます。自動起動によって、タスクを起動するコードを作成

する必要がなくなるためです。 

rtaoscfg では、特定のアプリケーションモードでのみ当該タスクが自動起動されるように指

定することができます。 

図 4-7 のように設定すると、TaskD はアプリケーションモード OSDEFAULTAPPMODE および

ServiceMode において自動起動されますが、LimpHomeMode および

NormalOperatingMode においては自動起動されません。 
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図 4-7 自動起動されるタスクを設定する 

4.6 スタック管理 
 

RTA-OS では、すべてのタスクと ISR が 1 つのスタック上で稼働する「シングルスタックモ

デル」を採用しています。「シングルスタック」とは、アプリケーションが使用する C 言語

のスタックのことを指します。 

一般的には、タスクが実行されるにつれて、そのスタック使用量は増減します。あるタスク

が優先度の高いタスクにプリエンプトされると、優先度の高い方のタスクはそのまま同じス

タックを使用します。これは通常の関数呼び出しと同様のしくみです。タスクがターミネー

トすると、そのタスクが使用していたスタック空間は解放され、次に優先度の高いタスクの

実行によって再利用されます。これも通常の関数呼び出しの場合と同じです。図 4-8 は、実

行開始されたタスクがプリエンプトされ、さらにターミネートするときのシングルスタック

の状態を示しています。 
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図 4-8 シングルスタックの状態 

シングルスタックモデルにおいては、スタックサイズは、システム内のタスクと ISR の数に

ではなく優先度レベルの数に比例します。複数のタスクによる 1 つの優先度の共有は、直接、

または内部リソースを共有することにより、あるいはノンプリエンプティブに設定されるこ

とによって実現されますが、これらのタスクが同時にスタックを使用することはありません。 

これは同じハードウェア優先度を共有する複数の ISR についても同様です。これは、コンフィ

ギュレーションを変更するだけでシステムの応答性（あるタスクまたは ISR の処理が完了す

るまでにかかる時間の長さ）と引き換えにスタック空間の縮小を実現できることを意味しま

す。 

図 4-9 は、図 4-8 と同じタスクセット、同じアライバルパターン（レディ状態に移行するタ

イミングのパターン）のタスクの実行が、ノンプリエンプティブにスケジュールされた場合

を示しています。優先度の高いタスクの実行にはプリエンプティブにスケジュールされた場

合よりもはるかに長い時間がかかりますが、全体のスタック使用量ははるかに少なくなって

います。 
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図 4-9 シングルスタックの挙動（ノンプリエンプタブルタスクの場合） 

またシングルスタックモデルにおいては、リンク時のスタック領域割り当て処理が大幅に簡

略化されます。システム全体のスタック用にメモリセクションを 1 つだけ指定すればよいた

め、OS を使用しない場合と同じような処理となります。 

4.6.1 拡張タスクの使用 
 

RTA-OS では、独自の方法でシングルスタックモデルを拡張し、基本タスクのパフォーマン

スに影響を与えずに拡張タスクを使用できるようになっています。 

RTA-OS の拡張タスクのライフサイクルは以下のとおりです。 

休止状態 ➔ レディ状態： タスクがレディキューに追加されます。 

レディ状態 ➔ 実行状態： タスクがディスパッチされますが、コンテキストは基本タスク

の場合のようにスタックの最上部に置かれず、自分よりも優先順位の低いすべてのス

クについて事前に算出されたワーストケースのプリエンプション深度の位置のスタッ

ク空間内に置かれます。 

実行状態 ➔ レディ状態： 拡張タスクはプリエンプトされます。基本タスクにプリエンプ

トされた場合、そのタスクは通常どおりスタックの最上部からディスパッチされます。

しかし拡張タスクにプリエンプトされた場合は、そのタスクは、自分よりも優先順位

の低いすべてのタスクについて事前に算出されたワーストケースのプリエンプション

深度からディスパッチされます。 

実行状態 ➔ 待ち状態： タスクの「ウェイトイベントスタック（Wait Event Stack）」コン

テキスト（OSコンテキスト、ローカルデータ、関数コール用スタックフレームなど）

が内部OSバッファに保存されます。 
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待ち状態 ➔ レディ状態： タスクがレディキューに追加されます。 

実行状態 ➔ 休止状態： タスクの「ウェイトイベントスタック」コンテキストが、内部OS バッ

ファからスタック（自分よりも優先順位の低いすべてのタスクについて事前に算出さ

れたワーストケースのプリエンプション深度）にコピーされます。 

このような処理により、拡張タスクの管理のためのコストを拡張タスクだけにかけることが

できます。つまり、拡張タスクが含まれるシステム内の基本タスクは、基本タスクしか含ま

れていないシステムの場合と同じパフォーマンスを発揮することができます。 

このライフサイクルのキーとなる部分は、ワーストケースのプリエンプション深度における

ディスパッチ／レジュームと、スタックコピーのオン／オフです。ワーストケースのプリエ

ンプションポイントからのディスパッチを行うことにより、ウェイトしていた拡張タスクが

レジュームする際、常にメモリ上の同じ位置でローカル変数を使用することができます。ど

のようなパターンで低優先度のタスクがプリエントされた場合でも、拡張タスクのディスパッ

チポイントを超えることはありません。図 4-10 に、拡張タスク Task D のライフサイクル

（ディスパッチ→ウェイト→レジューム）の例を示します。 

 

図 4-10 拡張タスクのシングルスタック管理 

コピーをオフにしてからオンにすると、拡張タスクのスタックのコンテキストを復旧するこ

とができます。この機能が必要なのは、拡張タスクが待ち状態にあるときに優先度の高いタ

スクや ISR が起動される可能性があり、これらのタスク／ISR が実行状態になると、「ワー

ストケースのプリエンプションポイント」は自分自身よりも低い優先度のタスクのみを考慮

したものであるため、ワーストケースのプリエンプションポイントを超えてスタックを消費

し、拡張タスクのコンテキストを上書きしてしまう可能性があるためです。しかし「固定優

先度に基づくプリエンプティブスケジューリング」においては、拡張タスクがレジュームす

る時点においてそれより高い優先度のタスクがレディ状態になっていることはありません。

つまり自分より優先度の高いタスクがレディ状態になっているときに拡張タスクはレジュー

ムできません。 
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拡張タスクの管理を行うには、RTA-OS に対してタスクと ISR のスタック使用量を知らせる

必要があります。以降の項でさまざまなコンフィギュレーションパラメータについて説明し

ます。 

4.6.2 必須スタック量の情報 
 

算出されるワーストケースのディスパッチポイントは、StartOS()が呼び出されたときのス

タックポインタのアドレスからの相対位置を示すバイト数を定義するものです。拡張タスク

はこの位置から処理を開始する必要があります。これらのオフセットはROMデータとして拡張タスク

制御ブロック内に格納され、ランタイムにスタックのベースアドレスに加算されます。 

この計算を行うため、スタックの使用に関する各種パラメータを RTA-OS に伝える必要があ

ります。パラメータの値はポートに応じて異なるので、各ポートの『Target/Compiler Port Guide』
を参照してください。 

RTA-OS は、タスクと ISR のワーストケースのスタック使用量を計測するランタイム機能を

備えています。詳細については 14.3 項を参照してください。 

通常は、ユーザーはすべてのポートにおいて以下のパラメータ値を設定できます。数値の単

位はすべてバイトです。 

Stack used for C-startup（SpPreStartOS） 

StartOS()が呼び出される時点で使用されているスタック空間の量。 

この値は、ワーストケースのディスパッチポイントの算出には必要ないので、値をゼ

ロにしておいても安全です。しかし「Stack Usage」レポートがリクエストされた場合

は、この値がワーストケースのスタック使用量の計算に使用されます。 

Stack used when idle（SpStartOS） 

Os_Cbk_Idle()が宣言されている場合に、Os_Cbk_Idle()により使用されるスタッ

ク空間の最大量。Os_Cbk_Idle()を宣言しない場合は、この値はゼロにしておいてか

まいません。 

Stack overheads for ISR activation（SpPreemption） 

ISRから、プリエンプトされたタスク以外のタスクにコントロールを返す際に使用され

るスタックのバイト数。 

これは、プリエンプトされてレジュームしようとしているタスクと新たに起動される

（優先度が高い）タスクの、スタックサイズの差です。 

Stack overheads for ECC tasks（SpECC） 

基本タスクを起動する場合に比べて、拡張タスクを起動する場合にさらに必要となる

スタックのバイト数。 

この値は、以下のタイミングでスタック値を計測し、2.の値を1.の値から引くことによ

り得ることができます。 

1. 基本タスクの（上方）起動の前、起動されたタスクのエントリ関数の開始直後 

2. 拡張タスクの（上方）起動の前、起動されたタスクのエントリ関数の開始直後 
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Stack overheads for ISR（SpIDisp） 

タスクまたはISRがプリエンプトされてからカテゴリ2のハンドラに入るまでの間にス

タックに配置されるバイト数。 

この値は、テスト中に、割り込みが発生する前に、カテゴリ2のISRのエントリ関数開

始直後のスタック値を計測することにより得ることができます。 

統合のためのアドバイス 4.5： Stack overheads for ISR（SpIDisp）以外のすべての必須ス

タック量の値は、チェック中にスタック値に加算されます。つまり実際に必要な量よりも大

きめの値を設定するのが安全です。しかし Stack overheads for ISR（SpIDisp）は、プリエン

プトされるタスクまたは ISR がそのスタック使用量を超えていないかどうかをチェックする

ために、ISR に入る時点のスタックポインタの値から差し引かれる値なので、これに大きい

値を設定すると、エラーが発生しなかった所でエラーが報告される結果になってしまう（つ

まり RTA-OS のスタック管理機能が「誤判定」（false positive）を報告してしまう）場合が

あります。 

図 4-11 は必須スタック値のコンフィギュレーションを示しています。 

 

図 4-11 必須スタック量 

4.6.3 タスクのスタックアロケーションの指定 
 

基本タスクしか含まないシステムの場合、スタック監視（14.1 項を参照）を行わないのであ

れば、RTA-OS に対してスタックアロケーション（スタック配分量）を指定する必要はあり

ません。リンカやロケータにおいて、アプリケーション全体で使用できる十分なサイズのス

タックを割り当てるだけですみます。これはシングルスタック機構のメリットの 1 つです。 

それに対し、拡張タスクを使用するアプリケーションの場合は、前述のようにリンカセクショ

ンを割り当てるだけでなく、RTA-OS に対しても、最上位の拡張タスクよりも優先度の低い

すべてのタスク（基本タスクを含む）について、それぞれスタックアロケーションをコンフィ

ギュレーションで指定する必要があります。RTA-OS はこの情報に基づいて各拡張タスクの

「ワーストケース プリエンプションポイント」をオフライン計算します。 
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ユーザーが指定するスタックアロケーションはタスクのために使用されるスタック全体であ

り、これには以下の空間が含まれます。 

 OS コンテキスト 

 タスクボディ内のローカル変数のための空間 

 タスクボディから呼び出されるすべての関数（およびそれらのローカル変数）のため

に必要な空間 

RTA-OS のスタック計測機能を使用して、スタックアロケーションの正確な値を得ることが

できます。詳細については 14.1 項を参照してください。 

統合のためのアドバイス 4.6： RTA-OS は、ユーザーが提供したスタック情報だけを使用し

てワーストケース プリエンプションポイントを算出します。RTA-OS がそれ以外のスタック

空間を予約することはありません。スタックアプリケーションのスタック空間についても、

通常のアプリケーションについて行う場合と同じ方法で指定する必要があります。 

図 4-12 はスタックアロケーションの設定方法を示しています。 

 

図 4-12 スタックアロケーションのコンフィギュレーション 

RTA-OS がシングルスタックモデルを使用していても、ポートによっては「物理」スタック

が必ずしも 1 つしか使用されていないとは限らず、コンパイラまたはハードウェアが自動的

にデータを複数のスタックに格納してしまう場合があります。たとえば、TriCore デバイスは

コールのコンテキストを高速保存するために CSA メモリを使用します。 

複数の物理スタックが使用される場合においても、RTA-OS によるシングルスタック機構の

メリットはあります。複数のタスクや ISR が優先度レベルを共有する場合は、それらすべて

の物理スタックに要求されるスタック空間を重ね合わせることができます。しかし、スタッ

クアロケーションを正しく機能させるためには、各スタックについて必要な空間を指定する

必要があります。ユーザーが設定するターゲットにおいて複数のスタック値が必要となる場
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合は、RTA-OS はそれらの値の入力を要求します。その例として図 4-13 に、「Supervisor」
および「Context」という 2 つのスタックがあるコンフィギュレーションを設定する際に表示

されるダイアログボックスを示します。 

 

図 4-13 スタックアロケーションの設定（複数のスタックを使用する場合） 

4.6.4 拡張タスクのコンテキスト保存の最適化 
 

4.6.1 項で、拡張タスクが待ち状態に入るたびに RTA-OS がそのタスクの「ウェイトイベント

スタック」コンテキストを保存すること、およびそのタスクが再び実行状態に移行するとき

には保存されていたコンテキストが復元されることを説明しました。 

RTA-OS は「ウェイトイベントスタック」コンテキストを内部バッファに保存します。デフォ

ルトでは、RTA-OS は当該タスクについてユーザーが指定したワーストケースのスタックア

ロケーションと等しいサイズのバッファを割り当てます。ユーザーのスタックアロケーショ

ンが正しければ、このバッファはユーザーがWaitEvent()を呼び出したときのワーストケー

スのスタック使用量を保持するのに常に十分なはずです。 

この処理では、RTA-OS が拡張タスクのための RAM 空間をスタック上に用意し、さらにその

タスクの保存／復元バッファのためにも同じサイズを用意するため、各拡張タスクに予想さ

れるサイズの2倍のRAMを割り当てなければならず、コストが高くつくように感じられます。

しかし、RTA-OS がコンテキストを保存する必要があるのは WaitEvent()が呼び出されると

きだけです。つまり、タスクが必要とするワーストケースのスタック空間の絶対量を割り当

てるのではなく、ワーストケースの「ウェイトイベントスタック」コンテキストを保存でき

るだけのバッファ空間を割り当てることにより、拡張タスクを使用する際に RTA-OS が必要

とする RAM サイズを大幅に最適化することができます。 

一般的に、拡張タスクを使用するほとんどのアプリケーションは、そのタスクのエントリ関

数からしか WaitEvent()を呼び出しません。エントリ関数の時点ではスタック上にはロー

カルデータはごくわずかしかない（またはまったくない）ので、この最適化はほとんどの拡

張タスクシステムに適用できます。 

図 4-14に示すように WaitEvent()を呼び出すポイントにおけるワーストケースのスタック

深度を指定することにより、RTA-OS に保存させるスタックのバイト数を正確にコントロー

ルできます。 
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図 4-14 WaitEvent()のスタックアロケーションを指定する 

統合のためのアドバイス4.7： WaitEvent()のスタックアロケーションを「未定義（undefined）」
のままにしておくと、RTA-OS はユーザーがタスクのスタックアロケーション用に設定した

バイト数を、WaitEvent()のスタックアロケーションにもデフォルトとして使用します。 

デフォルト値の使用 

各タスクのスタック値を設定する際にはメモリ効率を考慮する必要がありますが、RTA-OS
ではすべてのタスクに使用されるグローバルのデフォルト値を設定することができます。こ

のデフォルト値は General ➔ Default Stack Values で見ることができます。 

あるタスクについてスタックアロケーションが設定されていない場合は、RTA-OS はこのデ

フォルト値を以下の目的で使用します。 

 ワーストケースのスタックオフセットの算出 

 WaitEvent()用の保存／復元領域の設定 

 スタック監視（当該機能が設定されている場合のみ） 

タスク／ISR 固有のスタックアロケーションの指定はこのデフォルト値より優先します。 

4.6.5 スタックオーバーランの扱い 
 

ユーザーが RTA-OS に提供したスタックアロケーションの数値が小さすぎると、ランタイム

エラーが発生する可能性があります。発生する可能性がある事態は以下の 3 通りです。 

1. RTA-OS が拡張タスクをディスパッチしようとしたが、算出されたワーストケースディ

スパッチポイントよりもスタックポインタのカレント値の方が高いため、拡張タスク

が開始できない。この事態は、スタック上にある低優先度のタスクの 1 つ（または複

数）が多くのスタック空間を消費しすぎてしまったことにより発生します。14.1 項で

説明するスタック監視を使用することにより、どのタスクに問題があるかを特定する

ことができます。 

2. スタックポインタ値があるべき値より高いため、拡張タスクが待ち状態からレジュー
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ムできない。この事態は、拡張タスクが待っていたイベントについて SetEvent()が

呼び出され、その拡張タスクがシステム内で優先度が最高のタスクになっている、と

いう状態において発生する可能性があります。 

3. 拡張タスクが、設定された「WaitEvent()スタック」のサイズより多くのスタックを

使用しているため、待ち状態に入ることができない。 

RTA-OS は、拡張タスクのスタック管理に関する問題を検知すると、エラーコード

E_OS_STACKFAULT を引数として ShutdownOS()を呼び出します。 

問題をデバッグするには、図 4-15 に示すようにスタック障害フックを有効にします。 

 

図 4-15 Os_Cbk_StackOverrunHook()を有効にする 

このフックが有効になると、スタック障害が発生した際に RTA-OS は、ShutdownOS()の代

わりに Os_Cbk_StackOverrunHook()というユーザーコールバック関数を呼び出します。

このコールバック関数には以下の 2 つの引数が渡されます。 

1. Overrun（オーバーランのバイト数） 

2. Reason（オーバーランの原因） 

スタック監視が有効になっている拡張タスクシステムにおいては、以下のいずれかのオーバー

ランが発生する可能性があります。 

 OS_ECC_START - スタックポインタ値がビルド時に算出されたワーストケースのディ

スパッチポイントを超えていたため、拡張タスクが処理を開始できませんでした。こ

の障害の原因は、低優先度のタスク（1 つまたは複数）のスタック使用量が、設定さ

れているスタックアロケーションを超えていたことです。この問題を解決するには、

どのタスクがエラーになっているかを明らかにする必要があります。第14章で、RTA-OS
のスタック監視機能を使用してこれを行う方法について説明します。 
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 OS_ECC_RESUME - スタックポインタ値がビルド時に算出されたワーストケースのディ

スパッチポイントを超えていたため、拡張タスクが待ち状態からレジュームできませ

んでした。この障害の原因は、低優先度のタスクの 1 つ（または複数）のスタック使

用量が、設定されているスタックアロケーションを超えていたことです。この問題を

解決するためには、どのタスクがエラーになっているかを明らかにする必要がありま

す。第 14 章で、RTA-OS のスタック監視機能を使用してこれを行う方法について説明

します。 

 OS_ECC_WAIT - 拡張タスクが、設定されている WaitEvent()スタックサイズより多

くのスタック空間を消費してしまったため、待ち状態に入れませんでした。この問題

を解決するためには、少なくとも引数 Overrun により示されるバイト数だけ

WaitEvent()スタックサイズを大きくしてください。 

例 4-1 に、ユーザーコールバック関数 Os_Cbk_StackOverrunHook()のシンプルな例を示

します。 

#ifdef OS_STACKOVERRUNHOOK 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) 
 Os_Cbk_StackOverrunHook(Os_StackSizeType Overrun, 
 Os_StackOverrunType Reason) { 
{ 
 /* Identify problem */ 
 for(;;) { 
  /* Do not return! */ 
 } 
} 
#endif /* OS_STACKOVERRUNHOOK */ 

例 4-1 推奨される最小の Os_Cbk_StackOverrunHook() 

4.7 タスクの実装 
 

タスクは、RTA-OS コンポーネントから C 関数のように呼び出されることによって、何らか

のシステム機能を実現するものです。 

統合のためのアドバイス 4.8： タスクのエントリ関数用の C 関数プロトタイプをユーザー

が提供する必要はありません。これらは RTA-OS が生成する Os.h ヘッダファイルを通じて

提供されます。 

タスクが実行を開始すると、そのタスクの処理はタスクのエントリ関数から始まります。タ

スクのエントリ関数は、例 4-2 に示される形式で記述します。 

TASK(task_identifier) { 
 /* Your code */ 
} 

例 4-2 タスクのエントリ関数 

例 4-3 は、BCC_Task という基本タスクのコードです。 
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#include <Os.h> 
TASK(BCC_Task) { 
 do_something(); 
 /* Task must finish with TerminateTask() or equivalent. */ 
 TerminateTask(); 
} 

例 4-3 基本タスク 

基本タスクはシングルショットタスクなので、固定的なエントリポイントから処理が開始さ

れ、処理が完了するとターミネートします。 

また例 4-4 に示されるように、拡張タスクは必ずしもターミネートする必要はなく、イベン

トを待ちながらループし続けることができます。 

#include <Os.h> 
TASK(ECC_Task) { 
 InitializeTheTask(); 
 while (WaitEvent(SomeEvent)==E_OK) { 
  do_something(); 
  ClearEvent(SomeEvent); 
 } 
 /* Task never terminates. */ 
} 

例 4-4 イベントを待つ拡張タスク 

4.8 タスクの起動 
 

タスクが実行されるためには、まずそのタスクが起動される必要があります。タスクが起動

されると、そのタスクが休止状態からレディ状態に移行するか、またはタスクの多重起動が

設定されている場合はレディタスクキューにエントリが 1 つ追加されます。タスクは 1 回の

起動に対して 1 回実行されます。最大起動数を超えるとエラーが発生し、標準ビルドの場合

でもユーザーアプリケーションが E_OS_LIMIT エラーを生成します。 

タスクの起動は、タスク、またはカテゴリ 2 の ISR から行えます。 

タスクは起動されてもすぐに実行を開始するわけではなく、レディ状態になるだけです。こ

こで、RTA-OS は起動されたタスクの優先度がそのときに実行状態になっているタスクの優

先度よりも高いかどうかをチェックし、高ければコンテキストの切り替えを発生させて、新

しいタスクに実行中のタスクをプリエンプトさせます。 

あるタスクを別のタスクから起動した場合、その正確な挙動は両タスクの優先度の相対的な

関係により異なります。起動されたタスクの方が実行中のタスクよりも優先度が高い場合は

前者が後者をプリエンプトし、そうでない場合には前者はレディキューに入り、レディ状態

のタスクの中で優先度が最高になるまで保留されます。 

適切に設計されたリアルタイムシステムでは、タスクが自分より優先度の高いタスクを起動

することはまれです。一般的には、ISR がシステムトリガを捕捉し、タスクを起動して関連

処理を実行させます。起動されたタスクは自分より優先度の低いタスクを起動して、デッド

ラインの長いトリガレスポンス処理を実行します。 

このことに注目すると、RTA-OS の主要な最適化のひとつが導き出されます。「タスクが自

分より優先度の高いタスクを起動することは絶対にない」ということをユーザーが明確に定
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義することにより、RTA-OS は、各タスクの起動後にコンテキストの切り替えが必要かどう

かを判定する内部コードを省略することができます。この設定は Disallow Upwards Activation
という最適化を選択することにより実現できます。 

これは ISR からタスクを起動した場合の挙動とよく似ています。すべての ISR の優先度は最

高のタスク優先度よりも必ず高くなっています。そのため ISR から起動されたタスクが直ち

に実行状態に入ることは絶対にないので、コンテキストの切り替えが必要かどうかをチェッ

クする必要はありません。チェックが必要になるのは ISR の処理が終了したときだけです。 

4.8.1 直接起動 
 

タスクの起動にはいくつかの方法があります。タスク起動の基本的なメカニズムとしては、

API 関数 ActivateTask()でタスクを直接起動する方法があります。

ActivateTask(TaskID)は、指定されたタスクを起動してレディ状態にします。また

ChainTask(TaskID)は、呼び出し元のタスクをターミネートし（4.11 項を参照してくださ

い）、指定されたタスクを起動してレディ状態にします。 

API 関数 説明 

ActivateTask() タスクまたは ISR がこの関数を呼び出して、タスクを直接起動することができ

ます。 

ChainTask() タスクがこの関数を呼び出して、実行中のタスク（自分自身）をター

ミネートし、指定したタスクを起動することができます。 
 

4.8.2 間接起動 
 

上述の「直接起動」とは異なる以下のような AUTOSAR OS メカニズムを用いて、タスクを間

接的に起動することができます。これらのメソッドに関する詳しい情報は、本書内で後述し

ます。 

アラームによる起動： システム内のアラームにタスクを割り当て、アラームが満了するた

びにタスクが起動されるようにすることができます。 

スケジュールテーブルによる起動： システム内のスケジュールテーブルを使用し、テーブ

ル上の1つまたは複数の満了ポイント（expiry point）において起動されるタスクを指定

することができます。 

4.9 タスク実行順序の管理 
 

多くの場合、タスクの実行順序について制約を設けることが必要になります。これは特に、1
つのタスクが何らかの計算を行ってからその計算で算出された値を別のタスクが使用する、

というような特定のデータフローに基づいたソフトウェア設計において重要です。 

実行順序の制約を設けないと、競合状態に陥る可能性があり、アプリケーションの挙動を予

測できなくなってしまいます。このため、以下のような手段でタスクの実行順序を管理しま

す。 

 直接起動チェーン（4.9.1 項を参照してください） 

 優先度レベル（4.9.2 項を参照してください） 

 ノンプリエンプタブルタスク（第 2 章を参照してください） 
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4.9.1 直接起動チェーン 
 

直接起動チェーンを使用して実行順序を管理する場合、タスクは、ActivateTask()を呼び

出すことにより、自分の後に実行されるべきタスク（1 つまたは複数）を起動します。 

たとえば、Task1、Task2、Task3 というタスクがあり、これらを Task1、Task2、Task3

の順に実行する必要があるとします。例 4-5 はこれらのタスクボディの例を示しています。 

#include <Os.h> 
TASK(Task1) { 
 /* Task1 functionality. */ 
 ActivateTask(Task2); 
 TerminateTask(); 
} 
 
TASK(Task2) { 
 /* Task2 functionality. */ 
 ActivateTask(Task3); 
 TerminateTask(); 
} 
 
TASK(Task3) { 
 /* Task3 functionality. */ 
 TerminateTask(); 
} 

例 4-5 直接起動チェーンによる起動管理を行う 

図 4-16 は、これらのタスクの中で Task1 の優先度が最も高く、Task3 の優先度が最も低い

場合に、これらのタスクがどのように実行されることになるかを示しています。 

 

図 4-16 直接起動によりタスク実行順序を管理する 

4.9.2 優先度レベルの利用 
 

優先度レベルを利用してタスク実行順序に制約を設ければ、プリエンプティブスケジューリ

ングポリシーの性質を利用して起動順序を管理することができます。 

4.1 項で、固定優先度プリエンプティブスケジューリング下ではスケジューラは優先度が最

高のタスクを必ず実行するということを説明しました。複数のタスクが起動されてレディキュー
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に入れられた場合、それらのタスクは優先度順に実行されます。これはつまり、タスク優先

度を利用して実行順序の管理を行ったことになります。 

前の例 4-5 と同様、3 つのタスクの中で Task1 の優先度が最も高く、Task3 の優先度が最も

低いと仮定します。タスクボディを例 4-6 のように書き直して優先度レベルによる起動管理

を行うことができます。 

#include <Os.h> 
TASK(Task1) { 
 /* Task1 functionality. */ 
 ActivateTask(Task2); /* Runs when Task1 terminates. */ 
 /* More Task1 functionality. */ 
 ActivateTask(Task3); /* Runs when Task2 terminates. */ 
 TerminateTask(); 
} 
 
TASK(Task2) { 
 /* Task2 functionality. */ 
 TerminateTask(); 
} 
 
TASK(Task3) { 
 /* Task3 functionality. */ 
 TerminateTask(); 
} 

例 4-6 優先度レベルを利用した起動管理を行う 

図 4-17 はこれらのタスクが実行されるようすを示しています。 

 

図 4-17 優先度によりタスク実行順序を管理する 

4.10 RTA-OS における協調スケジューリング 
 

あるタスクがノンプリエンプティブに実行されている間は、他のタスク（そのタスクより優

先度の高いタスクを含む）は実行できません。しかしノンプリエンプタブルタスク内にリス

ケジューリングを行うことのできるポイントを明示的に定義しておくことによって、より柔

軟なスケジューリングが可能になります。この方法で、優先度の高いタスクの応答時間を短

縮することができるので、タスクを単にノンプリエンプティブに実行するよりも効率的です。

このような、すべてのタスクがノンプリエンプティブに稼働し、かつ各タスク内にリスケジュー
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リング用のポイントが定義されているシステムは、「協調スケジューリング」（co-operative 
scheduling）システムと呼ばれています。 

API 関数 Schedule()を呼び出すことにより、ノンプリエンプタブルタスク、および内部リ

ソースを使用するタスクによるプリエンプションの制約を、一時的に解消することができま

す。 

Schedule()が呼び出されると、呼び出し元のタスクより優先度の高いすべてのレディタス

クが実行できる状態になります。この Schedule()は、呼び出し元タスクより優先度の高い

タスクがすべてターミネートするまで、呼び出し元タスクに制御を返しません。 

例 4-7 では、ノンプリエンプタブルタスクである Cooperative に複数の関数呼び出しが含

まれています。各関数は開始されるとプリエンプトされずに必ず最後まで実行されますが、

タスク自体は関数呼び出しと関数呼び出しの間でプリエンプトされる可能性があります。 

#include <Os.h> 
TASK(Cooperative){ 
 Function1(); 
  Schedule();/* Allow preemption */ 
 Function2(); 
  Schedule();/* Allow preemption */ 
 Function3(); 
  Schedule();/* Allow preemption */ 
 Function4(); 
 TerminateTask(); 
} 

例 4-7 タスクが協調的に実行されるようにする 

図 4-18 は、2 つのタスク（Task1 と Task2）が協調的に実行されるようすを示しています。

白地で描かれているのはノンプリエンプタブルなコードセクションです。 

 

図 4-18 協調タスク 

4.10.1 API 関数 Schedule()の最適化 
 

Schedule()は、完全な協調システムにおいては必要ありません。この API 関数が不要な場

合は、rtaoscfg の General ➔ Optimizations ➔ RTA-OS ➔ Disallow Schedule()で
Schedule()を使用禁止に設定することができます。Schedule()の呼び出しを禁止するこ

とにより、システムのワーストケースのスタック使用量が少なくなります。 
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4.11 タスクのターミネーション 
 

AUTOSAR OS においては、ターミネートするタスクは必ず API コールを行って OS にターミ

ネーションを通知する必要があります。AUTOSAR OS 規格には、タスクターミネーション用

に以下の 2 つの API 関数が定義されています。どのタスクについても、このいずれかを使用

してターミネートします。 

 TerminateTask() 

 ChainTask(TaskID) 

タスクの終了時に上記のいずれかを呼び出すと、AUTOSAR OS はレディ状態のタスクの中か

ら次に実行するタスクを選択します。 

TerminateTask()を呼び出したタスクは強制的に休止状態になり、その後、レディ状態に

あるタスクの中から優先順位の最も高いものが実行されます。 

ChainTask(TaskID) を呼び出したタスクはターミネートして、TaskID タスクが起動され

ます。これは TerminateTask()と ActivateTask(TaskID)を続けて実行した場合と同じ

で、指定されたタスクがレディ状態になります。 

4.11.1 RTA-OS のターミネーションの最適化 
 

AUTOSAR OS 規格では、タスクターミネーション用 API 関数を、深くネストしている関数呼

び出しの中など、タスク内のどのポイントからでも呼び出せることになっていますが、これ

は goto 文を使用するようなものであり、プログラミングの技法としては好ましいものでは

ありません。このようにすると、タスクがエントリ関数以外の場所でターミネートした場合

にスタックをクリアできるようにするための情報を、RTA-OS がランタイムに保存しておか

なければならなくなります。通常、これは setjmp と longjmp のペアを使用して行われま

す。 

以下の例 4-8 では、タスクが他の関数を呼び出し、その関数がさらに別の関数を呼び出して

います。つまり、ディスパッチされた Task1 は Function1()を呼び出し、Function1()

はさらに Function2()を呼び出します。 

#include <Os.h> 
 
void Function1(void) { 
 ... 
 Function2(); 
 ... 
} 
 
void Function2(void) { 
 if (SomeCondition) { 
  TerminateTask(); 
 } 
} 
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TASK(Task1) { 
 /* Make a nested function call. */ 
 Function1(); 
 /* Terminate the task in the entry function*/ 
 TerminateTask(); 
} 

例 4-8 タスクをターミネートする 

Function2()には、呼び出し元タスク（この例では Task1）をターミネートするコードが

含まれています。 

しかしシングルスタック機構の主要なメリットのひとつは、エントリ関数内でターミネート

するタスクはただ制御を返すだけでよく、TerminateTask()では何も行う必要がないとい

うことです。そのため、どのユーザータスクもターミネートしないか、あるいはエントリ関

数内でしかターミネートしないのであれは、どこからでも制御を返せるようにする目的で

RTA-OS がコンテキストを保存しておく必要がありません。 

RTA-OS では、高速ターミネーションのための最適化（Optimizations ➔ Fast Terminate）
を利用して、優れたアプリケーションを設計することができます。この最適化を有効にでき

るのは、TerminateTask()または ChainTask()を実行するすべてのタスクがそれらをエ

ントリ関数内でしか実行しない場合に限られます。この最適化は、不必要なコンテキストを

保存するコードを生成しないように RTA-OS に指示するものであるため、スタック消費を節

約することができます。 

4.12 アイドルメカニズム 
 

プリエンプティブなオペレーティングシステムでは、タスクや ISR がまったく実行されてい

ないときにも何らかの処理を行う必要があります。AUTOSAR OS ではこのような処理は「ア

イドルメカニズム」によって行われますが、RTA-OS では、実行するタスクや ISR が存在し

ないときには、OS はビジーウェイトループ状態になり、なにも処理を行いません。 

ここで Os_Cbk_Idle というコールバック関数を宣言してユーザー独自のアイドルメカニズ

ム実装を提供することにより、このデフォルトの挙動をオーバーライドすることができます。 

Os_Cbk_Idle は、一般のタスクと以下の点が異なっています。 

 起動できません。 

 ターミネートできません。 

 イベントを待つことができません。 

 チェーンできません。 

 内部リソースを使用できません。 

Os_Cbk_Idle の優先度はシステム内のどのタスクよりも低いので、レディ状態のタスクや

ISR が存在しないときにしか実行されません。つまり、アイドルメカニズムによりシステム

オーバーヘッドがほとんど皆無である「予備タスク」が生成されます。 

例 4-9 は、RTA-TRACE（第 17 章を参照してください）を制御する Os_Cbk_Idle の実装コー

ド例です。 

タスク 73 



#include <Os.h> 
FUNC(boolean, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_Idle() { 
 #ifdef OS_TRACE 
  CheckTraceOutput(); 
  UploadTraceData(); 
 #endif /* OS_TRACE */ 
 return TRUE; 
} 
OS_MAIN() { 
 /* System hardware initialization. */ 
 StartOS(OSDEFAULTAPPMODE); 
 /* The call never returns */ 
} 

例 4-9 アイドルメカニズム 

Os_Cbk_Idle は、Os_Cbk_Idle をもう一度呼び出すかどうかを RTA-OS に指示する

boolean を返します。TRUE が返ると、RTA-OS は直ちにもう一度 Os_Cbk_Idle を呼び出

します。FALSE が返ると、RTA-OS は Os_Cbk_Idle を呼び出すのをやめ、ビジーウェイト

ループ内に留まるというデフォルトの挙動に入ります。 

4.13 プリタスクフック（PreTask Hook）とポストタスクフック（PostTask Hook） 
 

実行状態のトレースなどの目的で各タスクの処理開始前や終了後に所定のコードを実行する

必要がある場合は、AUTOSAR OS が提供しているプリタスクフックとポストタスクフックを

利用して実行することができます。 

プリタスクフックは、タスクが実行状態になる直前に必ず RTA-OS により呼び出されます。

つまりプリエンプトされていたタスクがレジュームする直前にも必ず呼び出されます。 

ポストタスクフックは、タスクが実行状態から抜けた直後、つまりタスクがターミネートす

る直後とプリエンプトされた直後に必ず RTA-OS により呼び出されます。 

図 4-19 は、タスクのプリエンプション処理の中でプリタスクフックとポストタスクフックが

呼び出される相対的位置を示しています。 

 

図 4-19 タスクのプリエンプト時の PreTaskHook()と PostTaskHook()の相対的位置 

どちらのフックも、有効に設定されている場合にしか呼び出されません。図 4-20 はこれらの

フックを有効にする方法を示しています。 
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図 4-20 PreTaskHook()と PostTaskHook()を有効にする 

 

これらのフックは、コード内で例 4-10 のように使用されます。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) PreTaskHook(void) { 
 /* PreTask hook code. */ 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) PostTaskHook(void) { 
 /* PostTask hook code. */ 
} 

例 4-10 プリタスクフックとポストタスクフック 

プリタスクフックとポストタスクフックはタスクの入口と出口で呼び出され、さらにプリエ

ンプトされた時と実行再開時にも呼び出されます。これらのフックを使用して、アプリケー

ションの実行トレースを記録することができます。ただし、アプリケーション内の全タスク

において同じプリタスクフックとポストタスクフックを使用しなければならないので、フッ

クルーチンに入ったときに API 関数 GetTaskID()を使用して、どのタスクが実行されてい

たか、またはどのタスクが次に実行されるかを調べる必要があります。 

RTA-OS は以下のマクロを定義しています。これらはそれぞれ対応するフックが有効になっ

ている場合にのみ定義されます。 

 OS_PRETASKHOOK 

 OS_POSTTASKHOOK 

これにより、例 4-11 に示すような、フックを条件的にコンパイルできるコードを記述するこ

とができます。 
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#ifdef OS_PRETASKHOOK 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) PreTaskHook (void) 
{ 
 /* Your code */ 
} 
#endif /* OS_PRETASKHOOK */ 

例 4-11 プリタスクフックの条件コンパイル 

4.14 プリエンプション時のハードウェアレジスタの保存 
 

RTA-OS は、コンテキスト切り替え時に必要最小限のコンテキスト、つまり OS が正常に動作

するためのコンテキストだけを保存します。しかし、ランタイムにおいてはアプリケーショ

ンに依存するコンテキストの保存と復元も必要になる場合があります。たとえば、浮動小数

点レジスタを使用するタスクが、コンテキスト切り替え時にマイクロコントローラ用の浮動

小数点コンテキストを保存することを要求する可能性もあります。 

このような処理は、プリタスクフックとポストタスクフック、さらにアプリケーションが管

理するスタックを使用して手作業で実装する方法もあります。ただし、そのようにして実装

した処理を OS コンフィギュレーションの変更に合わせて最適化することは容易ではありま

せん。実装する処理は以下のいずれになります。 

 タスクに入るときに必ずコンテキストを保存し、タスクから出るときに必ず復元する。 

このモデルでは、不必要な保存と復元が行われる可能性があります。たとえば、レジ

スタセットを使用しないタスクに切り替わるときにもそのレジスタセットが無駄に保

存されてしまいます。 

 保存すべき内容をオフラインで算出し、GetTaskID()/GetISRID()を使用して必要

な保存／復元処理を行う複雑なフックのペアを記述する。 

このモデルはコンフィギュレーションの変更への対応が難しくなります。タスクや ISR
の追加や優先度の変更などといったコンフィギュレーションの変更があるたびに調整

が必要になります。 

このような問題を回避するため、RTA-OS はユーザー固有のコンテキストを OS コンテキスト

と共に保存するシンプルな汎用メカニズムを提供しています。RTA-OS は優先度空間に関し

て把握している情報を利用して、ランタイムにおいてどのタスクがレジスタセットを保存す

る必要があるかを正確に算出できるので、不必要な保存処理は以下の例のような最適化によっ

て省略され、コンテキスト切り替えに必要な時間とスタック空間の両方を節約できます。 

 あるレジスタセットを使用するタスクまたは ISR が 1 つしかない場合は、そのレジス

タセットの保存や復元は必要ありません。 

 複数のタスクが同じレジスタセットを使用しても、それらのタスクが同時に実行され

ることがない場合（たとえば、それらのタスクがノンプリエンプタブルである場合や、

内部リソースを共有している場合、あるいは優先度を共有している場合）は、そのレ

ジスタセットを保存する必要がありません。 

 あるレジスタセットを使用するタスクの中で優先度が最も低いタスクへのコンテキス

ト切り替えにおいては、そのレジスタセットの保存は必要ありません。優先度の高い

タスクがレジスタセットを使用しているときに優先度が最低のタスクが実行状態にな
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ることはないので、他のタスクがそのセットを使用している可能性がないためです。 

 同様に、あるレジスタセットを使用するタスクの中で優先度が最も高いタスクからの

コンテキスト切り替えにおいても、保存は必要ありません。そのタスクよりも優先度

の高いタスクがそのレジスタセットを使用することはないので、コンテキストが壊れ

ることはありません。 

図 4-21 はレジスタセットがタスク 1、3、5 により共有されているようすを示しています。保

存が必要ないとき（レジスタセットを使用しないタスクに切り替わるとき）にはコンテキス

トの保存が行われません。 

 

図 4-21 レジスタ保存処理 

保存が必要なレジスタセットは、コンフィギュレーション設定時に宣言しておく必要があり

ます。rtaosgen はその宣言を参照して、レジスタセットの保存と復元を行うためにユーザー

が提供すべき 2 つのコールバック関数を定義します。図 4-22 の例には 3 つのレジスタセット

が定義されています。 
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図 4-22 レジスタセットの宣言 

レジスタセットを使用するタスクは、やはりコンフィギュレーション設定時に宣言し、保存

が必要なセットの最大数を rtaosgen が算出できるようにする必要があります。図 4-23 に示

されるように、タスクが使用するレジスタセットを指定します。 

 

図 4-23 タスクが使用するレジスタセットを指定する 

RTA-OS は、ユーザーが宣言するレジスタセットの保存と復元をどこでどのように行うか、

ということについては関知しません。RTA-OS が把握するのは、保存すべきレジスタセット

のサイズと、保存と復元を行うタイミングだけです。ユーザーが定義する各レジスタセット

について、RTA-OSはOS_REGSET_<RegisterSetName>_SIZEというマクロを生成します。

このマクロはワーストケースにおいて必要となるレジスタセットの保存サイズを定義するも

のです。これをアプリケーションコード内で使用して、サイズが
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OS_REGSET_<RegisterSetName>_SIZE である配列を定義し、その配列の各要素にレジス

タセットが格納されるようにしてください。 

また、ユーザーは保存と復元の処理を行う以下のコールバック関数も提供する必要がありま

す。 

 Os_Cbk_RegSetSave_<Name>(Os_RegSetDepthType Depth) － レジスタセッ

トの保存が必要なときに RTA-OS から呼び出されます。 

 Os_Cbk_RegSetRestore_<NAME>(Os_RegSetDepthType Depth) － レジスタ

セットの復元が必要なときに RTA-OS から呼び出されます。 

これらのコールバック関数には Depth の値が渡されます。この値は、保存／復元するレジス

タセットを示しています。例 4-12 は、これらのコールバック関数をユーザーコード内に定義

する方法を示しています。 

typedef volatile uint32 RegType; 
 
#define VOLATILEREGISTER (*(RegType*)(0xDEAFBEEF)) 
 
uint32 VolatileRegisterSaveArea[OS_REGSET_VolatileRegister_SIZE];  
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) 
 Os_Cbk_RegSetSave_VolatileRegister(Os_RegSetDepthType Depth){ 
  VolatileRegisterSaveArea[Depth] = VOLATILEREGISTER; 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) 
 Os_Cbk_RegSetRestore_VolatileRegister(Os_RegSetDepthType 
 Depth){ 
  VOLATILEREGISTER = VolatileRegisterSaveArea[Depth]; 
} 

例 4-12 レジスタセットの保存と復元 

4.15 まとめ 
 

 各タスクは並列的に実行されます。 

 タスクには基本（basic）クラスと拡張（extended）クラスという 2 つのクラスがあり

ます。 

 複数のタスクで優先度を共有することが可能ですが、これは推奨されません。 

 タスクは優先度に基づいてスケジューリングされます。優先度の高いタスクはレディ

状態になると、優先度の低いタスクをプリエンプトします。ただしノンプリエンプタ

ブルタスクとして設定されているタスクはプリエンプトされません。 

 タスクの状態には、レディ状態、実行状態、休止状態、待ち状態があります。ただし

待ち状態に入れるのは拡張タスクだけです。 

 タスクのターミネートは、そのタスク自身が TerminateTask()または

ChainTask(TaskID)を呼び出すことによって行われます。 

 ターミネートするすべてのタスクがエントリ関数内でターミネートするシステムでは、

タスク 79 



高速ターミネート（fast termination）の最適化を使用してスタック消費量とコンテキ

スト切り替え時間を最小限に抑えることができます。 

 多重起動（multiple activation）を有効にしていない場合、起動できるのは休止状態の

タスクのみです。 

 プリタスクフックとポストタスクフックを使用すると、タスクの処理開始前と終了後

に所定のコードを実行するできます。これを利用してユーザーのアプリケーションを

ランタイムに分析することができます。 
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5 割り込み 
 

割り込みは、ユーザーのアプリケーションと、その外側で実際に発生する事象とのインター

フェースとなるものです。たとえば、ボタン押下を通知する割り込みや、時間の経過を知ら

せる割り込み、またはその他のさまざまなスティミュラスをとらえる割り込みを使用するこ

とができます。 

一般的に、割り込みが発生すると、プロセッサはメモリ内にあらかじめ定義されている「ベ

クタ」と呼ばれる領域を見ます。ベクタには通常、各割り込みに関連付けられている割り込

みハンドラのアドレスが格納されています。これについてはプロセッサのマニュアルとター

ゲット用の『Target/Compiler Port Guide』に詳しく記載されています。アプリケーション内

のすべてのベクタが格納されているメモリブロックは、一般的に「ベクタテーブル」と呼ば

れます。  

5.1 シングルレベルプラットフォームとマルチレベルプラットフォーム 
 

ターゲットプロセッサは、サポートしている割り込み優先度レベルの数に応じて 2 種類に分

類されます。使用するターゲットハードウェアの割り込みメカニズムについて十分に理解し

ておいてください。 

ターゲットには以下の 2 つのタイプがあります。 

シングルレベル： シングルレベルプラットフォームにおいては割り込み優先度レベルは1
つだけです。1つの割り込みが処理されている間は、その処理が終わるまで他の未処理

の割り込みはすべて保留されます。 

マルチレベル： マルチレベルプラットフォームにおいては割り込み優先度レベルが2つ以上

あります。1つの割り込みが処理されている間でも、その割り込みよりも優先度の高い

割り込みによりその処理がプリエンプト（強制排除）される可能性があります。場合

によっては「ネストされた」割り込みモデルが呼び出されます。 

5.2 割り込みサービスルーチン 
 

AUTOSAR オペレーティングシステムは、割り込みサービスルーチン（ISR）を使用して割り

込みを捕捉します。ISR はタスクとよく似ていますが、以下の点が異なります。 

 RTA-OS の API 関数で起動することはできません。 

 ターミネート用 API 関数（TerminateTask()や ChainTask()）を呼び出せません。 

 関連付けられている割り込み優先度レベルのエントリポイントから実行を開始します。 

 RTA-OS の一部の API 関数しか呼び出せません。 

リファレンスガイドには、各 API 関数について許されている呼び出しコンテキストが記載さ

れています。これを参照して、それぞれの ISR の中でそれぞれの API 関数を使用できるかど

うかを判断してください。 
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5.3 カテゴリ 1 の割り込みとカテゴリ 2 の割り込み 
 

AUTOSAR オペレーティングシステムでは、割り込みは、カテゴリ 1 とカテゴリ 2 という 2
つのカテゴリに分類されます。このカテゴリは、割り込み処理に OS が関与するかどうかを

表すものです。 

5.3.1 カテゴリ 1 の割り込み（Category 1 Interrupt） 
 

カテゴリ 1 の割り込みは RTA-OS との相互関係を持ちません。カテゴリ 1 の割り込みは、ユー

ザーアプリケーション内で最高の優先度にしてください。ユーザーの責任においてハードウェ

アを正しく設定し、ハンドラを作成して、割り込み処理終了後にコントロールを返す処理を

行ってください。 

カテゴリ 1 の割り込みハンドラについては、5.6.1 項で説明します。 

ハンドラは、RTA-OS と同じ優先度レベル、またはそれより上の優先度レベルで実行されま

すが、割り込みの許可／禁止やレジューム／サスペンドを行うための RTA-OS APIをユーザー

アプリケーションから呼び出すことができます。 

5.3.2 カテゴリ 2 の割り込み（Category 2 Interrupt） 
 

カテゴリ 2 の割り込みの場合、割り込みベクタは RTA-OS の内部コード（「コードラッパー」

と呼ばれます）をポイントします。割り込みが発行されると、RTA-OS はそのコードラッパー

を実行し、そこでユーザーが用意したハンドラのエントリ関数を呼び出します。 

このハンドラは、割り込みに結びつけられた ISR（これは非常に優先度の高いタスクと考え

ることができます）として使用されます。実行は ISR のエントリポイントから始まり、エン

トリ関数の処理が終了するまで続行されます。エントリ関数の処理が終わると、RTA-OS は

内部コードの残りの部分を実行した後、割り込み処理から戻ります。 

図 5-1 にカテゴリ 2 の割り込みハンドラの状態遷移を示し、図 5-2 に RTA-OS のコードラッ

パーのしくみを示します。 
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図 5-1 カテゴリ 2 の割り込み処理の状態遷移図 

 

図 5-2 RTA-OS のカテゴリ 2 のラッパー 
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5.4 割り込み優先度 
 

割り込み処理は、「割り込み優先度レベル（IPL: Interrupt Priority Level）」という優先度レ

ベルにおいて実行されます。RTA-OS では、すべてのターゲットマイクロコントローラに対

応する標準的な IPL が使用されています。IPL 0 はユーザーレベルを表し、このレベルにおい

てはすべてのタスクが実行可能です。IPL 1 以上は割り込みレベルを表しています。IPL とタ

スク優先度レベルは別のものなので、注意が必要です。IPL 1 は、ユーザーアプリケーション

内の最上位のタスク優先度よりも高い優先度となります。 

IPL は、ターゲットハードウェア上の割り込み優先度を、プロセッサに依存しない形で定義

するものです。IPL がターゲットハードウェアの割り込み優先度にどのようにマッピングさ

れているかについては、ターゲット用の『Target/Compiler Port Guide』に記載されています。  

シングルレベルプラットフォームにおいては、0 および 1 という 2 つの IPL があります。IPL
が 0 の場合は、ターゲットは割り込みを受け付けておらず、タスクが優先度順に実行されて

いることを意味します。IPL が 1 の場合は、ターゲットが割り込みを処理していることを意

味します。ゼロ以外の IPL は 1 つしかないので、カテゴリ 1 とカテゴリ 2 の両方のすべての

割り込みが同じ優先度で実行されます。つまりすべての割り込みが順に処理されます。 

マルチレベルプラットフォームにおいては、高優先度の割り込みが低優先度の割り込みをプ

リエンプトできるので、ISR ハンドラをネストさせることができます。つまり優先度の高い

ISR が優先度の低い ISR の実行に割り込みをかけることができます。ただし、タスクが ISR
をプリエンプトすることはできません。 

カテゴリ 2 の ISR がカテゴリ 1 の ISR に割り込むことは許されません。カテゴリ 2 の ISR は

タスクを起動することができるので、OS はその ISR から離れるときにコンテキスト切り替え

があるかどうかをチェックしなければならなくなるためです。これは、図 5-2 に示すラッパー

関数の第 2 の部分で OS が行う処理です。マルチレベルプラットフォームでは ISR がネスト

できるので、このチェックは割り込みの処理から出るときには必ず行われなければなりませ

ん。しかしカテゴリ 1 の ISR がカテゴリ 2 の ISR にプリエンプトされる可能性があると、カ

テゴリ 1 の ISR から出るときにはコンテキスト切り替えの有無がチェックされないため、カ

テゴリ 2 の ISR によって起動された高優先度のタスクが実行されず、もともとプリエンプト

されていたタスクがレジュームしてしまうことになります。これは優先度の逆転であり、シ

ステムにおいて未知の悪影響が発生する恐れがあります。 

このことから、カテゴリ 2 の ISR の IPL は、カテゴリ 1 の ISR の最低の優先度より高くては

いけないことになります。RTA-OS はビルド時にこのことを自動的にチェックし、これに反

している場合はエラーを生成します。 

シングルレベルプラットフォームとマルチレベルプラットフォームの割り込み優先度の上下

関係を図 5-3 に示します。 
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(a) シングルレベル                     (b) マルチレベル 

図 5-3 割り込み優先度の上下関係 

5.4.1 ユーザーレベル 
 

「ユーザーレベル」は最下位の割り込み優先度レベルで、このレベルにおいてはすべての割

り込みが処理されます。すべてのタスクは、そのエントリポイントからユーザーレベルで処

理を開始します。 

場合によっては、タスクをユーザーレベルより高いレベルで実行することが必要になります。

これはたとえば、ISR と共有しているデータにアクセスするときなどですが、そのアクセス

が行われている間は割り込みが処理されないようにする必要があります。これを実現するに

は、そのデータをアクセスしている間はそのタスクが割り込みを禁止するというのが最も簡

単な方法です。これについては 5.7 項で説明します。あるいは AUTOSAR OS のリソースメカ

ニズムを使用するという方法もあります。これについては第 6 章で説明します。 

ISR は、タスクがユーザーレベルよりも高い割り込み優先度レベルで実行されているときで

も、そのタスクをプリエンプトする可能性がありますが、これは、その ISR の割り込み優先

度レベルが、実行中のタスクのその時点の割り込み優先度レベルよりも高い場合だけです。 

5.4.2 OS レベル 
 

最高優先度のカテゴリ 2 の ISR の優先度は「OS レベル」として定義されます。この ISR が

OS レベルまたはそれより高いレベルで実行されると、他のカテゴリ 2 の割り込みはいっさい

発生できなくなります。 

RTA-OSはOSレベルを利用して、OSの内部データ構造体への同時アクセスを防いでいます。

OS の内部状態を操作する RTA-OS API は、その実行時間の全体または一部を OS レベルで実

行します。また、OS フック（エラーフック、プリタスクフック、ポストタスクフックなど）

と OS コールバックも、OS レベルで実行されます。あるタスクが OS レベルで実行されると、

そのタスクが呼び出す処理以外の RTA-OS の処理は一切行われなくなります。 
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5.5 割り込みのコンフィギュレーション設定 
 

RTA-OS では、割り込みは rtaoscfg を使用して静的に設定します。図 5-4 は割り込みのコン

フィギュレーション設定の方法を示しています。 

 

図 5-4 rtaoscfg で割り込みのコンフィギュレーションを設定する 

割り込みの最も基本的な属性には、以下のものがあります。 

割り込み名： この名前は、ユーザーがCコードで作成したハンドラを参照するために使用

されるものです。この使い方については5.6 項で説明します。  

割り込みカテゴリ： ハンドラがRTA-OS API関数を実行する必要がある場合はカテゴリ1、
それ以外はカテゴリ2です。 

割り込み優先度： タスクのスケジューリングにタスク優先度を使用するのと同じように、

スケジューラは割り込み優先度によりその割り込みをいつ実行するかを判断します。

優先度はマイクロコントローラ固有のパラメータなので、優先度を設定する前にRTA-OS
ターゲットを選択しておく必要があります。ただし、一部のターゲットは1つの割り込

み優先度しかサポートしていません。 

割り込みベクタ： RTA-OSは、指定されたベクタを使用して、割り込み用のベクタテーブル

エントリを生成します。割り込みベクタのコンフィギュレーションも割り込み優先度

と同様にマイクロコントローラ固有なので、割り込みベクタのコンフィギュレーショ

ンを設定する前にターゲットを選択しておく必要があります。 

86 割り込み 



統合のためのアドバイス 5.1： ユーザーが IPL をプログラミングできるマイクロコントロー

ラの場合、割り込みをかけるデバイスにプログラムされている優先度レベルと RTA-OS に設

定するレベルとを、ユーザーの責任において確実に一致させてください。このコンフィギュ

レーション設定は OS が起動される前に行われなければならないので、実行しなければなら

ないカテゴリ 1 の ISR があるかもしれないからといって RTA-OS がユーザーに代わってこの

設定を行うことはできません。RTA-OS はユーザー用に適切なコンフィギュレーションデー

タを生成できる場合があります。具体的な手順については、『Target/Compiler Port Guide』
を参照してください。 

統合のためのアドバイス 5.2： RTA-OS GUI では、1 つの OS コンフィギュレーションを新

しいマイクロコントローラに手早く移植したりすることができるように、複数のターゲット

を選択することができます。ターゲットが変更されると割り込み優先度や割り込みベクタの

設定を含むターゲット固有のコンフィギュレーションがすべて削除されるので、新しいター

ゲット設定を適宜に行う必要があります。 

5.5.1 ベクタテーブルの生成 
 

ほとんどの場合、RTA-OS はベクタテーブルを自動生成することができます 11。rtaosgen は

内部ラッパーコードをポイントする適切なベクタを使用してベクタテーブルを作成し、それ

を生成されるライブラリの中に配置します。 

ユーザー独自のベクタテーブルを作成する場合は、RTA-OS がベクタテーブルを生成しない

ようにする必要があります。そのためには、図 5-5 に示すようにベクタテーブル生成を無効

にしてください（Target  ➔ Disable Vector Table Generation）。 

 

図 5-5 RTA-OS によるベクタテーブルの自動生成を禁止する 

11 ポート用のコンパイラがベクタテーブルを生成する場合があります。詳細については、使用するポートの

『Target/Compiler Port Guide』を参照してください。 
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ユーザー独自のベクタテーブルを作成する際には、カテゴリ 2 の ISR に関連付けられている

すべての割り込みベクタを、その ISR の処理が実行されるコンテキストをセットアップする

RTA-OS 割り込みラッパーにジャンプさせる必要があります。 

統合のためのアドバイス 5.3： 割り込みベクタからユーザーの割り込みハンドラに直接ジャ

ンプさせることはできません。直接ジャンプすると RTA-OS がバイパスされてしまうので、

ユーザーがハンドラのコンテキストにおいてカーネルに対するインタラクションを行うと、

カーネルの状態が破損して回復不能になる恐れがあります。 

一般的には、ユーザー独自のベクタテーブルは Os_Wrapper_VECTOR（VECTOR はベクタの

16 進アドレスです）という形式のラベルにジャンプする必要があります。 

詳細はポートにより異なりますので、ユーザー独自のベクタテーブルを提供する方法につい

ては各ポートの『Target/ Compiler Port Guide』を参照してください。 

5.6 割り込みハンドラの実装 
 

ここではカテゴリ 1 の割り込みとカテゴリ 2 の割り込みの割り込みハンドラについて説明し

ます。 

5.6.1 カテゴリ 1 の割り込みハンドラ 
 

カテゴリ 1 の ISR の記述フォーマットは他のコントローラに移植できません。一般的なマイ

クロコントローラ用のコンパイラは、関数を割り込み処理としてマークするためのコンパイ

ラ固有の ANSI C 拡張機能を定義しています。この機能がないコンパイラを使用する場合は、

アセンブリ言語でハンドラを作成する必要があります。 

カテゴリ 1の ISRのエントリ関数の名前は、コンフィギュレーション設定時にユーザーが ISR
の名前として定義した名前と同じでなければなりません。 

カテゴリ 1 の ISR の場合、通常はコンパイラ固有のキーワード（「プラグマ」、「ディレク

ティブ（命令）」などと呼ばれます）があり、エントリ関数を定義するときにそのキーワー

ドを使用する必要があります。RTA-OS には CAT1_ISR というマクロがあり、このマクロが

展開されるとユーザーのコンパイラツールチェーンに適した命令になるので、これを使用し

てユーザー関数をカテゴリ 1 の ISR としてマークしてください。 

カテゴリ 1 の ISR 用のエントリ関数の例を例 5-1 に紹介します。 

CAT1_ISR(Interrupt1) { 
 /* Handler body. */ 
 /* Return from interrupt. */ 
} 

例 5-1 カテゴリ 1 の ISR 用のエントリ関数 

5.6.2 カテゴリ 2 の割り込みハンドラ 
 

カテゴリ 2 の割り込みは RTA-OS の管理下で処理されます。カテゴリ 2 の割り込みハンドラ

はタスクとよく似ています。このハンドラにはエントリ関数があり、このハンドラを実行す

る必要があるときに RTA-OS はこのエントリ関数を呼び出します。カテゴリ 2 の割り込みハ

ンドラは、例 5-2 に示す C 言語の構文で作成します。 
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#include <Os.h> 
ISR(isr_identifier){ 
 /* Handler body. */ 
} 

例 5-2 カテゴリ 2 の ISR 用のエントリ関数 

カテゴリ 2 の ISR のエントリ関数用の C 関数プロトタイプは、rtaosgen により生成される

Os.h ヘッダファイル内に出力されるので、ユーザーがこれを用意する必要はありません。 

統合のためのアドバイス 5.4： カテゴリ 2 の ISR 内に「割り込みから戻る」命令を配置す

ることはできません。割り込みから戻る処理は RTA-OS によって行われます。 

5.6.3 割り込みをクリアする 
 

一般的に、割り込みを検知したハードウェアは、割り込みが発生したことを割り込みコント

ローラに知らせる「保留（pending）ビット」をセットします。すると割り込みコントローラ

は割り込みベクタテーブルを通じてハンドラにジャンプします。 

保留ビットの扱いはターゲットにより異なりますが、以下の2通りの基本モデルがあります。 

1. 保留ビットは、割り込み処理が開始された後に（つまり割り込みハンドラへのジャン

プが発生したときに）自動的にクリアされます。ハンドラが終了したとき、現在の割

り込みが処理されている間に別の割り込みが処理待ちになっていた場合は、ハンドラ

は再びトリガされます。 

2. 保留ビットは、ユーザーの割り込みハンドラ内でクリアする必要があります。カテゴ

リ 1 とカテゴリ 2 のどちらの場合も、保留ビットをクリアして割り込みが処理された

ことをハードウェアに知らせるコードを割り込みハンドラのボディに含める必要があ

ります。 

ユーザーが保留ビットをクリアする必要がある場合は、ハンドラに入るときに直ちにクリア

することを推奨します。これにより割り込み発生によって保留ビットがセットされてからク

リアされるまでの時間を最短にすることができます。これは、同じ割り込みが何回も保留（処

理待ち）状態になっていながらハードウェアがそれを認識できない、という事態を防ぐのに

役立ちます。コード例 5-3 に、カテゴリ 2 の ISR ハンドラとして推奨できる構造を紹介しま

す。 

#include <Os.h> 
ISR(Interrupt1) { 
 /* Dismiss the interrupt where required */ 
 /* Rest of the handler */ 
} 

例 5-3 割り込みをクリアする 

ハードウェアのリファレンスマニュアルを参照し、ターゲットハードウェアに応じた適切な

処理を確認してください。 

5.6.4 効率的な割り込みハンドラの作成 
  

ユーザーが作成する割り込みハンドラは、ユーザーのコードが実行されている間、優先度が

自分と同じか、または自分より低いすべての割り込みをブロックするので、実行時間ができ

割り込み 89 



るだけ短くなるように作成してください。ハンドラの実行時間が長すぎると、低優先度の割

り込みの処理にさらにレイテンシが生じてしまいます。 

割り込みハンドラの実行時間を最小限に抑えることにより、システム全体の応答性は大きく

向上します。 

割り込み発生に対応して実行時間の長いコードを実行する必要がある場合は、そのコードを

タスクの中に入れ、そのタスクをカテゴリ 2 の ISR から起動するようにしてください。例 5-4
と例 5-5 を比べると具体的な処理の違いがわかります。 

#include <Os.h> 
ISR(InefficientHandler) { 
 /* Long handler code. */ 
} 

例 5-4 効率的でない割り込みハンドラ 

#include <Os.h> 
ISR(EfficientHandler) { 
 ActivateTask(Task1); 
} 
 
TASK(Task1) { 
 /* Long handler code. */ 
 TerminateTask(); 
} 

例 5-5 効率的な割り込みハンドラ 

上記のように、カテゴリ 2 のハンドラの処理はタスクに移動することができます。この場合、

割り込みハンドラはタスクの起動のみを行った後、すぐにターミネートします。 

5.7 割り込みの許可（Enabling）と禁止（Disabling） 
 

割り込みは、その割り込みが許可されている（enabled）場合にのみ発生します。デフォルト

では、RTA-OS は StartOS()の処理終了時にすべての割り込みを許可します。 

統合のためのアドバイス 5.5： AUTOSAR OS においては、割り込みの「禁止（disable）」

という語は割り込みをマスクすることを意味し、「許可（enable）」とは割り込みのマスク

を解除することを意味します。そのため、許可や禁止を行う API 関数は、割り込みソースを

有効化／無効化するのではなく、プロセッサの割り込みマスクを変更することにより、プロ

セッサの割り込み検知を禁止するかどうかを切り替えるものです。 

タスクや ISR のクリティカルセクションにおいて割り込みが発生しないようにする必要があ

る場合は、割り込みを短時間の間だけ禁止することができます。「クリティカルセクション」

とは共有データにアクセスする一連の文を指します。 

割り込みの許可と禁止は、さまざまな API 関数を用いて行うことができます。 

 DisableAllInterrupts()／EnableAllInterrupts() 

ハードウェア上で禁止できるすべての割り込み（一般的には、マスク可能なすべての

割り込み）を禁止します。これらの呼び出しをネストすることはできません。 
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 SuspendAllInterrupts()／ResumeAllInterrupts() 

ハードウェア上で禁止できるすべての割り込み（一般的には、マスク可能なすべての

割り込み）を休止（suspend）／再開（resume）します。これらの呼び出しはネスト

することができます。 

 SuspendOSInterrupts()／ResumeOSInterrupts() 

ハードウェア上のすべてのカテゴリ 2 の割り込みを休止／再開します。これらの呼び

出しはネストすることができます。 

統合のためのアドバイス 5.6： Suspend コールよりも Resume コールの回数の方が少なく

なるようにしてください。そうしないと深刻なエラーが発生して挙動が不確定なものになっ

てしまう可能性があります。不正な Resume コールが行われると、以降の Suspend コールは

機能しなくなり、その結果、クリティカルセクションが保護されなくなってしまいます。 

例 5-6 では、割り込み制御の API 関数が適切にネストされています。 

#include <Os.h> 
TASK(Task1) { 
 DisableAllInterrupts(); 
  /* First critical section */ 
  /* Nesting not allowed */ 
 EnableAllInterrupts(); 
 SuspendOSInterrupts(); 
  /* Second critical section */ 
  /* Nesting allowed. */ 
  SuspendAllInterrupts(); 
   /* Third critical section */ 
   /* Nested inside second */ 
  ResumeAllInterrupts(); 
 ResumeOSInterrupts(); 
 TerminateTask(); 
} 

例 5-6 割り込み制御 API 関数のネスティング 

カテゴリ 1 の割り込みが禁止されている間は、RTA-OS の API 関数（他の Suspend/Resume

コール以外）が絶対に行われないようにする必要があります。 

カテゴリ 2 の ISR が DisableAllInterrupts()を呼び出して割り込みレベルを OS レベル

より高くした場合は、割り込み優先度を元に戻すための EnableAllInterrupts()以外の

RTA-OS API 関数は一切行うことはできません。ISR が実行されている間は、割り込み優先度

レベルを元のレベルより低くすることはできません。 

5.8 レジスタセットの保存 
 

4.14 項で、RTA-OS にはコンテキスト切り替え時にレジスタセットを保存するためのメカニ

ズムがあること、およびランタイムパフォーマンスを向上するために必要な保存量の最適化

を rtaosgen で行えることを説明しました。 

図 5-6 に示すように ISR が使用するレジスタセットを指定すれば、同じ最適化メカニズムを

カテゴリ 2 の ISR でも利用することができます。  
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図 5-6 カテゴリ 2 の ISR で使用するレジスタセットを指定する 

5.9 デフォルト割り込み 
 

RTA-OS にベクタテーブルを生成させる場合は、ベクタテーブル内の未使用部分に「デフォ

ルト割り込み」を配置することができます。 

図 5-7 は、デフォルト割り込みを定義する方法を示しています。 

統合のためのアドバイス 5.7： デフォルト割り込みをサポートしていないポートもありま

す。 

ユーザーがハンドラを作成するときには必ず、コンフィギュレーション設定時にデフォルト割

り込みに割り当てられた名前をアプリケーションコード内でも使用してください。例 5-7 は、

図 5-7 に示すコンフィギュレーションで使用できるデフォルトハンドラを示しています。 

CAT1_ISR(DefaultInterruptHandler) { 
 /* invoke target-specific code to lock interrupts */ 
 asm(‘di’); /* or whatever on your platform */ 
 for (;;) { 
  /* Loop forever */ 
 } 
 /* Do NOT return from default handler. */ 
} 

例 5-7 デフォルト割り込みハンドラ 
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図 5-7 ベクタテーブルにデフォルト割り込みを設定する 

デフォルト割り込みは、他の通常の割り込みとは若干異なり、べクタテーブル内でまだ具体

的な割り込みが定義されていない部分を埋めておくためのものです。この機能は、デバッグ

用のほか、量産システムにおいては不正な割り込みによってシステムが暴走することを防ぐ

フェールセーフの目的で使用されます。通常の処理を行う割り込みハンドラをベクタにアタッ

チするには、明示的に ISR を作成する必要があります。 

デフォルト割り込みの使用については制約条件があります。OS コールを行うことはできず、

またハンドラからリターンしてしまうと、その後のシステム挙動は未定義なものとなります。 

統合のためのアドバイス 5.8： デフォルト割り込みから RTA-OS の API コールを行うこと

はできません。また、ハンドラからコントロールを返すことはできません。 

デフォルト割り込みは OSEK のカテゴリ 1 の割り込みと同じように実装する必要があり、

CAT1_ISR マクロで割り込みであることを明示します。デフォルト割り込みハンドラ内の最

後の文は、前出の例 5-7 のように無限ループ文にしてください。 

5.10 まとめ 
 

 RTA-OS はカテゴリ 1 とカテゴリ 2、という 2 種類のカテゴリの割り込みをサポートし

ています。 

 カテゴリ 1 の ISR は一般的な組み込みシステムの割り込み処理で、RTA-OS をバイパス

します。OS とのインタラクションは行えず、ほとんどの RTA-OS API 関数は実行でき

ません。この ISR は CAT1_ISR マクロを使用してマークしてください。 

 カテゴリ2の ISRはOSが管理する割り込みであり、RTA-OSにより提供されるラッパー

内で実行されます。割り込み処理内で RTA-OS API 関数を実行できます。この ISR は

ISR マクロを使用してマークしてください。 

 すべての割り込みは割り込み優先度レベル（IPL）で実行されます。この優先度レベル

は、常に最上位のタスク優先度よりも高くなります。 

割り込み 93 



 IPL はすべてのハードウェアデバイスに対応する標準的な割り込み優先度モデルです。

「IPL が高い」とは、「優先度が高い」という意味です。 

 割り込みベクタテーブルは、RTA-OS に生成させるか、またはユーザーが独自のものを

作成します。RTA-OSがベクタテーブルを生成する際、未使用のロケーションにユーザー

が指定したデフォルト割り込みを埋め込むことができます。 
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6 リソース 
 

複数のタスクや ISR からの共有ハードウェアや共有データへのアクセスは、一般的に信頼性

が低く、安全ではありません。これは、優先度の低いタスクや ISR が共有データを更新して

いる途中で他のタスクや IS によるプリエンプション（preemption － 強制排除）が発生する

可能性があるためです。このような状況は競合状態（race condition）と呼ばれ、発生の有無

を見極めるのは非常に困難です。 

共有データへのアクセスを行う一連の文は「クリティカルセクション」と呼ばれます。クリ

ティカルセクション内でコードやデータに安全にアクセスできるようにするには、相互排除

（mutual exclusion）を徹底する必要があります。つまり、あるタスクがクリティカルセクショ

ンを実行している時には、システム内の他のタスクやカテゴリ 2 の ISR がそのタスクをプリ

エンプトできないようにしなければなりません。 

第 4 章には、タスクをノンプリエンプタブルタスクとして宣言することにより、相互排除に

関する問題を防止できることが説明されていますが、これはやや強引な方法であるといえま

す。つまり「プリエンプションによる問題を防ぐためにはプリエンプションを行わないよう

にすればよい」というものであり、これは、交通事故を防ぐために車を使うのをやめる、と

いうのと似ています。 

これに代わる方法としてこの OS は、「リソース」を用いた相互排除メカニズムを提供して

います。リソースは単純な「バイナリセマフォ」です。タスクまたはカテゴリ 2 の ISR がリ

ソースを取得すると、他のタスクまたは ISR はそのリソースを取得することができません。

これにより、他のタスクや ISR が同時に同じクリティカルセクションに入るのを防ぐことが

できます。クリティカルセクションの実行が終了すると、リソースを使用していたタスクま

たは ISR がそのリソースを解放し、他のタスクまたは ISR がそのクリティカルセクションに

入れるようになります。 

だたし、従来のオペレーティングシステムにおいてバイナリセマフォはあまり好評であると

はいえません。低優先度のタスクが高優先度のタスクの実行を阻んでいた場合、低優先度の

タスクより高優先度のタスクの方が実行完了までに時間がかかってしまい、「優先度の逆転」

と呼ばれる状況になってしまいます。この状況においては、割り当てられた優先度から期待

される挙動とは逆に、低優先度のタスクの方が高優先度のタスクよりも優先して実行される

ことになります。これは高優先度のタスクが低優先度のタスクに「ブロックされている」状

態です。 

優先度の逆転が発生すると、システム内でブロック状態が際限なく継続してしまう可能性が

あります。たとえば、低優先度のタスクが高優先度のタスクの実行を阻んでいる場合、共有

リソースにアクセスする必要のない中優先度のタスクが低優先度のタスクをプリエンプトす

ると、高優先度のタスクは間接的に中優先度のタスクによってもブロックされることになり

ます。低優先度のタスクは共有リソースを保持している間に複数回プリエンプトされる可能

性があるので、高優先度のタスクが受けるブロックはいつまでも解除されなくなってしまう

可能性があり、タスクの最大応答時間を算出しなければならないような場合には重大な問題

となります 12。極端な場合では、他のタスクに使用されているクリティカルセクションに入

れるようになるのをタスク同士が互いに待ち続けている、という「デッドロック」状態に陥っ

てしまう恐れもあります。 

12 タスクの応答時間が、ユーザーが計算できない要因に影響されるためです。 
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しかし AUTOSAR OS では、リソースが「ロッキングプロトコル」に従ってロックされるので、

優先度の逆転やデッドロックに関連して発生する典型的な問題は回避されます。このロッキ

ングプロトコルは「優先度シーリングプロトコル」（priority ceiling protocol）と呼ばれるプ

ロトコルの、特に「即時継承・優先度シーリングプロトコル」（immediate inheritance priotiry 
ceiling protocol）」、または「スタックリソースプロトコル」（stack resource protocol）と

呼ばれるバージョンです。 

優先度シーリングプロトコルでは、「最上位優先度」（ceiling priority）という概念が用いら

れます。システム内の各リソースには最上位優先度（そのリソースにアクセスするすべての

タスクまたは ISR の中で最高の優先度）が割り当てられます。あるタスクまたは ISR がリソー

スを取得すると、そのリソースの最上位優先度がそのタスクまたは ISR のそのときの実行優

先度より高い場合にかぎり、そのタスクまたは ISR の優先度がそのリソースの最上位優先度

まで引き上げられます。その後リソースが解放されると、そのタスクまたは ISR の優先度は

リソースを取得するためのコールを実行する前の優先度に戻ります。これを図 6-1 に示しま

す。 

 

図 6-1 最上位優先度に上げる 

さらに即時継承・優先度シーリングプロトコルを利用すると、以下の 2 つのメリットが得ら

れます。 

1. 優先度の逆転を最小限にすることができます。 

高優先度のタスクまたは ISR がレディ状態になった際、その実行は、すでにリソース

を保持している 1 つの低優先度のタスクまたは ISR によって最大 1 回だけ送らされる

可能性があります。つまり「多重ブロック」は発生しないので、最大ブロッキング時

間は、低優先度のタスクまたは ISRが共有リソースを保持できる最大時間になります。

また、このブロッキングは必ず実行開始時に発生するので、リソースは、ロックが必

要なポイントにおいては必ず空いていることになり、リソースが解放されるのをAUTOSAR 
OS が待つ必要はなくなります。 

2. デッドロックが発生しないことが保証されます。 

タスクまたは ISR は、実行状態でなければロックを行うことができません。仮に、あ

るタスク（または ISR）があるリソースを取得しようとする場合、もしも別のタスク

または ISR がすでにそのリソースを取得していると、後者のタスクまたは ISR は必ず
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最上位優先度で実行されているはずです。リソースを要求しようとするタスクはシス

テム内で最高優先度のタスクではないため、実行状態になれず、そのリソースをロッ

クしようとすることもできません。 

6.1 リソースの設定 
 

最も基本的なレベルでは、リソースは名前を付けてタイプを割り当てるだけで設定できます。

AUTOSAR OS には以下の 3 種類のリソースがあります。 

1. 標準（Standard）リソース： 通常の OS セマフォです。標準リソースを設定すると、

指定された名前でリソースが作成されます。 

2. リンク（Linked）リソース： 標準リソース（または別のリンクリソース）のエイリ

アスを定義して、リソースのロックをネストすることができます。これについては 6.4
項で詳しく説明します。 

3. 内部（Internal）リソース： タスクに入る時点で自動的にロックされ、タスクがター

ミネートするときに自動的に解放されるリソースです。これについては 6.5 項で詳し

く説明します。 

図 6-2 は、rtaoscfg で標準リソースを設定する方法を示しています。 

 

図 6-2 rtaoscfg を使用してリソースを設定する 

RTA-OS は、どのタスク／ISR がどのリソースを使用するかを知っておく必要があります。そ

の情報を元にして、優先度シーリングプロトコルで用いられる最上位優先度を算出します。 

その他のリソース使用情報は、タスク／ISR の設定時に設定できます。 

図 6-2 の例では、StandardResource という名前のリソースが宣言されています。プログ

ラム内でこのリソースを参照するときには、この名前を使用してください。 
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6.2 割り込みレベルのリソース 
 

AUTOSAR OSではオプションとして、タスクと割り込みとの間で共有されるリソースがサポー

トされています。 

RTA-OS はこのような「共有リソース」を自動的に検知するので、特別の設定を行う必要は

ありません。 

あるタスクが、ある ISR との間で共有するリソースを取得すると、RTA-OS は、そのリソー

スを共有する割り込みの中で最も優先度の高い割り込みの優先度と同じかそれより低い割り

込み優先度を持つ割り込みを、すべてマスクします。 

これは優先度シーリングプロトコルを拡張したものです。 

タスクと ISR とでリソースを共有することにより特定の優先度レベル以下の割り込みのサブ

セットをマスクできるので、API 関数 Enable/Disable や Suspend/Resume を使用する

よりも優れた割り込みマスク制御を行うことができます。この「割り込みレベルのリソース」

は、多重割り込みをサポートするターゲットで RTA-OS を使用する際に有効です。 

6.3 リソースの使用 
 

リソースの取得には API 関数 GetResource()を使用し、解放には ReleaseResource()

を使用します。タスクまたは ISR は、ターミネートする前に自分がロックしたすべてのリソー

スを解放する必要があります。 

タスクまたは ISR が使用できるリソースは、RTA-OS 設定時に指定されたものだけです。例

6-1 は、Task1 内でリソースが使用されるようすを示しています。 

#include <Os.h> 
TASK(Task1) { 
 ... 
 GetResource(Resource1); 
  /* Critical section. */ 
 ReleaseResource(Resource1); 
 ... 
 TerminateTask(); 
} 

例 6-1 リソースを使用する 

GetResource()とReleaseResource()は必ずペアで使用する必要があります。たとえば、

すでにロックされているリソースを取得したり、自分でロックしていないリソースを解放し

たりすることはできません。 

GetResource()が呼び出されると、呼び出し元のタスクまたは ISR の優先度が、リソース

の最上位優先度まで引き上げられます。「リソースの最上位優先度」は、そのリソースを共

有するタスクや ISR の優先度の中で最高の優先度で、これは RTA-OS により自動的に算出さ

れます。最上位優先度より優先度の低いタスクがレディ状態になっても、実行中のタスクの

優先度が通常の優先度に戻るまではブロックされ、実行されません。 
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図 6-3 は、以下の表のように設定されている場合の効果を示しています。 

タスク 優先度 リソース R1 をロック リソース R2 をロック 

Task 3 
Task 2 
Task 1 

高 

中 

低 

✓ 

✗ 
✓ 

✗ 
✓ 
✓ 

 

図 6-3 リソースロックによるタスク優先度の逆転 

Task2の初回の起動は、Task1がR2をすでにロックしているので、ブロックされます。Task2

の 2 回目の起動も、今度は Task1 が R1 をすでにロックしているので、ブロックされます。

Task3 の初回の起動も、Task1 が R1 を保持しているので、同様にブロックされます。Task1

が R1 を解放すると、OS はレディ状態のタスクのうち優先度が最高のタスク、つまり Task3

を実行します。Task3がターミネートすると Task2が実行され、最後に Task2がターミネー

トして Task1 がレジュームします。 

6.3.1 リソースコールのネスティング 
 

複数のリソースを同時に取得することは可能ですが、その場合も API 関数を厳密にネストさ

せる必要があります。以下の 2 つのコード例は、API 関数のネストが間違っている例（例 6-2）

と、正しくネストしている例（例 6-3）です。例 6-2 では、Resource1 と Resource2 を解

放する順序が間違っています。 

例 6-3 では、すべてのリソースが確保された後、正しい順序で解放されています。 

GetResource(Resource1); 
 GetResource(Resource2); 
ReleaseResource(Resource1); /* Illegal! */ 
 /* You must release Resource2 before Resource1 */ 
 ReleaseResource(Resource2); 

例 6-2 リソースコールのネストが間違っている例 

GetResource(Resource1); 
 GetResource(Resource2); 
  GetResource(Resource3); 
  ReleaseResource(Resource3); 
 ReleaseResource(Resource2); 
ReleaseResource(Resource1); 

例 6-3 リソースコールが正しくネストされている例 
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6.4 リンクリソース（Linked Resources） 
 

AUTOSAR OS では、同じリソースに対して API 関数 GetResource()をネストさせることは

できませんが、場合によってはリソースのロックをネストさせることが必要な場合もありま

す。 

たとえば、複数のタスクに共有されている関数内で、その関数を共有するタスクのうちの 1
つに使用されているリソースを取得しようとすると、どのようなことが起こるでしょうか。

例 6-4 を参照してください。 

#include <Os.h> 
void SomeFunction(void) { 
 GetResource(Resource1);    /* !!! Not allowed if caller is 
  Task1 !!! */ 
 ... 
 ReleaseResource(Resource1); /* !!! Not allowed if caller is 
  Task1 !!! */ 
} 
 
TASK(Task1) {  
 GetResource(Resource1); 
  /* Critical section. */ 
  SomeFunction(); 
 ReleaseResource(Resource1); 
} 
 
TASK(Task2) { 
 SomeFunction(); 
} 

例 6-4 すでにロックされているリソースを不正にロックしようとする 

このように、潜在的にリソースロックがネストされる可能性がある場合は、「リンクリソー

ス」（linked resources）を使用します。リンクリソースは既存リソースのエイリアスで、共

有オブジェクトを保護するものです。 

図 6-4 は、rtaoscfg でリンクリソースを宣言する方法を示しています。 
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図 6-4 リンクリソースを設定する 

リンクリソースを使用して例 6-4 を書き直すと、例 6-5 のようになります。 

#include <Os.h> 
void SomeFunction(void) { 
 GetResource(LinkedToResource1); /* Okay */ 
 ... 
 ReleaseResource(LinkedToResource1); /* Okay */ 
} 
 
TASK(Task1) { 
 GetResource(Resource1); 
  /* Critical section. */ 
  SomeFunction(); 
 ReleaseResource(Resource1); 
} 
 
TASK(Task2) { 
 SomeFunction(); 
} 

例 6-5 リンクリソースを使用する 

リンクリソースの確保と解放は、標準リソース用のものと同じAPI関数を使用して行います。

これらの API 関数については、6.3 項で説明しています。また、既存のリンクリソースにつ

いて、さらにリンクリソースを作成することもできます。 

6.5 内部リソース（Internal Resources） 
 

複数のタスクが非常に緊密にデータを共有する場合、標準リソースを使用してリソースの個々

のデータ項目へのアクセスを毎回保護するのは、ランタイムコストがかかりすぎ、場合によっ

ては、リソースを取得するすべてのポイントを見極めることが不可能な場合もあります。 
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共有データへの同時アクセスは、「内部リソース」（internal resources）を使って防ぐこと

ができます。内部リソースは、タスクのライフサイクルの期間だけアロケートされるリソー

スです。 

内部リソースは、rtaoscfgを使用してオフラインで設定します。通常のリソースとは異なり、

内部リソースを取得したり解放したりすることはできません。概念上は、RTA-OS はタスク

の処理を開始する直前に内部リソースをロックし、タスクがターミネートした直後に解放し

ます。 

RTA-OS で内部リソースを実装した場合、rtaosgen はタスクが実行される優先度をオフライ

ンで算出し、そのタスクをその優先度でディスパッチするだけなので、タスクが実行状態に

なるときにランタイムコストが発生しません。内部リソースを共有する一連のタスクの指定

は、rtaoscfg で静的に設定します。 

移植性に関する注意 6.1：AUTOSAR OS では、内部リソースを使用できるのはタスクだけで

す。しかし、カテゴリ 1 および 2 の ISR が内部リソースを共有してはいけない理由はないの

で、AUTOSAR OS の拡張版である RTA-OS は、ISR も内部リソースを使用できるようにして

います。ISR と共有している内部リソースをタスクがロックすると、そのタスクはその割り

込みの IPL で実行され、その IPL と同じかそれより低い優先度の割り込みはそのタスクの実

行中はブロックされます。 

図 6-5 は内部リソース（リソース名は InternalResource）の宣言を示しています。 

 

図 6-5 rtaoscfg を使用して内部リソースを宣言する 

あるタスクが内部リソースを使用する場合、RTA-OS は、そのタスクのエントリ関数を呼び

出す前に、自動的にその内部リソースを取得します。そのリソースは、そのタスクがターミ

ネートするか、Schedule()または WaitEvent()を呼び出すと、自動的に解放されます。 
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タスクの実行中、その内部リソースを共有する他のすべてのタスクは、その内部リソースが

解放されるまでは実行できなくなります。図 6-6 は、同じ内部リソースを共有する 3 つのタ

スクが実行されるようすを示しています。 

 

図 6-6 内部リソースを使用するタスクの実行 

内部リソースを確保しているタスクがターミネートすると、OS は通常の優先度に基づいてス

ケジュールリングを決定するので、注意が必要です。あるタスクの実行中にそのタスクと同

じ内部リソースを共有する複数のタスクが起動された場合、実行中のタスクがターミネート

すると、優先度が最高のレディタスクが選択され、その内部リソースの最上位優先度でディ

スパッチされます。 

その内部リソースの最上位優先度より低い優先度のタスクは、その内部リソースを共有して

いてもいなくても、その内部リソースを共有しているタスクの実行中はブロックされます。

この状況は図 6-6 に示されるとおりです。ここでは、優先度 1 の Task1 と優先度 3 のタスク

Task3が内部リソースを共有しています。Task2またはTask3が実行を開始する前にTask1

が実行を開始すると、Task1 の実行が完了するまで Task2 と Task3 の両方の実行がブロッ

クされ、遅れが生じます。 

しかしこの場合でも、内部リソースを共有していない、優先度の高いタスクによるプリエン

プションは可能です。図 6-7 の例を見てみると、Task1 は優先度 3 のタスクと内部リソース

を共有しているので、最初は Task1 が優先度 3 で実行されています。Task1 が実行されて

いる間に Task2 がレディ状態になりますが、Task2 は優先度が Task1 の現在の優先度より

低いので、プリエンプションを行うことができません。Task4 が起動されると、その優先度

はTask1の現在の優先度より高い4なので、Task1をプリエンプトできます。Task2はTask1

がターミネートするまで実行状態に入ることができません。 
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図 6-7 内部リソースにより、そのリソースを共有していないタスクもブロックされる 

この挙動から、内部リソースをロックするタスクは、自分よりも優先度が高いけれども、ロッ

クしている内部リソースの最上位優先度より低いタスクの実行を、自分が実行されている間

は阻み続けることが分かります。優先度の低いタスクが優先度の高いタスクの実行を阻むこ

とを「ブロッキング」と呼びます。 

内部リソースを共有するタスクは、タスク同士については互いにノンプリエンプティブに実

行されます。内部リソースを共有するグループ内のタスクが CPU にアクセスすると、同じグ

ループ内の他のどのタスクにもプリエンプトされることなく実行されます。この結果、高い

優先度のタスクが CPU にアクセスするのにかかる時間が、完全にプリエンプティブなシステ

ムの場合に比べて長くなってしまう可能性があります。 

6.6 リソースを使用してスタック使用量を最小限にする 
 

アプリケーションにおけるリソースの本来の役割は、クリティカルセクションに関する相互

排除処理を実現することですが、RTA-OSのシングルスタックモデルにおけるリソースには、

さらに「スタック使用量を最小限にする」という第 2 の役割があります。上述のように、リ

ソースを共有するタスクは互いにプリエンプションを行わないため、シングルスタックモデ

ルにおいては、スタックが効率的に使用されることになります。 

この特徴を利用して、システムの処理時間を犠牲にしてスタック使用量を少なくすることが

できます。以降の項では、アプリケーションに簡単な変更を加えてスタック使用量を減す方

法をいつくか説明しますが、これらの方法は、システム内のブロッキングを増大させる要因

となるものです。 

これらのブロッキング要因による影響はシステムによって異なります。前述のように、優先

度シーリングプロトコルにおいては、タスクまたは ISR が実行中に 2 回以上ブロックされる

ことはないため、ワーストケースのブロッキング時間は、自分より低い優先度のタスクまた

は ISR が同じリソースを保持できる最大時間と同じになります。 

これらの方法により増大するブロッキング時間が、タスクまたは ISR が受ける現在のワース

トケースのブロッキング時間以下であれば、応答時間への影響なくスタックの使用量が減る
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ことになります。しかし増大するブロッキング時間が現在のワーストケースブロッキング時

間より長い場合は、レスポンスが悪化してしまいます。ただしそれでも、応答時間がタスク

または ISR に要求されるデッドラインの内側に収まっているのであれば、システムは正しく

機能します。 

6.6.1 内部リソース 
 

複数のタスクが内部リソースを共有している場合は、RTA-OS が使用するワーストケースの

スタック使用量は、それらのタスクの中で最も多くスタックを使用するタスクに必要な最大

スタック空間と等しくなります。一方、従来型のオペレーティングシステムでは、最大スタッ

ク空間はすべてのタスクのスタック使用量の合計になります。 

RTA-OS のシングルスタックアーキテクチャのメリットを活かし、大量のスタックを使用す

るタスクに内部リソースを共有させることにより、スタック空間を最小限にすることが可能

になります。図 6-8 の一番左のスタックの状態は、A、B、C、D、E という 5 つのプリエンプ

ティブタスクのワーストケースのスタック使用を示しています。ここで B と C、および D と

E にそれぞれ内部リソースを共有させると、スタックの状態は図 6-8 の右側の 4 つの例のよ

うになり、スタック空間を大幅に節約することができます。この場合のワーストケースは、B
か C のうちのスタックを多く使用する方に A がプリエンプトされ、その B か C が D か E のう

ちのスタックを多く使用する方 にプリエンプトされる場合です。この図から、A が C にプリ

エンプトされ、C が D にプリエンプトされた場合にワーストケースになること、そしてこの

ワーストケースにおいても、内部リソースを使用しない場合に比べてスタック空間が大幅に

削減されることが分かります。 

 

図 6-8 内部リソースを使用してスタック空間を節約する 

6.6.2 標準リソース 
 

多くのスタック空間を使用する関数をタスクから呼び出す場合は、その関数呼び出しの周辺

でリソースをロックして、そのタスクよりも優先度の高いタスクとそのリソースを共有する、

といった方法も考えられますが、タスクのコードの中でリソースをロックしたり関数を呼び

出したりする必要はありません。リソースを共有するだけで、そのタスクは自動的にそのタ
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スク本来の優先度より高い優先度で実行されるようになるため、そのタスクが多くのスタッ

ク空間を使用している間、そのタスクより優先度の高いタスクがそのタスクをプリエンプト

できなくなり、スタックの総所要量が少なくなります。 

なお、関数呼び出しの周辺で割り込みを禁止して、関数呼び出しのスタック使用を、一時的

にマスクされている ISR と効果的に重ね合わせることによっても、同様の効果を得ることが

できます。 

6.7 スケジューラをリソースとして使用する 
 

システム内の他のどのタスクからもプリエンプトされずに実行しなければならない「クリティ

カルセクション」を持つタスクは、スケジューラを「リソース」として取得することができ

ます。この RES_SCHEDULER という定義済みリソースはすべてのタスクが使用することがで

き、これを使用してタスク間でデータを共有することにより、共有リソースをユーザーが宣

言する必要がなくなります。 

あるタスクが RES_SCHEDULER を取得すると、そのタスクが RES_SCHEDULER を解放する

まで他のタスクはプリエンプションを行うことができません。つまり、タスクがRES_SCHEDULER

を保持している間、そのタスクはノンプリエンプタブル状態になります。このようにしてタ

スクの全ステップのうちの限られた短い部分だけをプリエンプション禁止にすることは、タ

スク自体をノンプリエンプタブルタスクとして定義するよりも好ましい方法であるといえま

す。 

アプリケーションが RES_SCHEDULER を使用するかどうかは、General ➔ Optimizations
で設定します。RES_SCHEDULERの使用がTRUEに設定されると、RTA-OSはRES_SCHEDULER

という標準リソースを自動的に生成し、それをコンフィギュレーション内のすべてのタスク

間で共有させます。RES_SCHEDULER は標準リソースのように機能するので、ユーザーは

RES_SCHEDULER にリンクするリンクリソースを図 6-9 に示すように作成することができま

す。 

 

図 6-9 RES_SCHEDULER にリンクする 
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RES_SCHEDULER を使用することにより、アプリケーション内で他のタスクから多重のプリ

エンプションを受ける可能性のある優先度の低いタスクに関しては応答時間を向上できます

が、その反面、優先度の高いタスクの応答時間は長くなってしまいます。 

アプリケーション内で RES_SCHEDULER を使用する必要がない場合は、図 6-10 に示すよう

にその生成を無効にして ROM と RAM の空間を節約することができます。 

 

図 6-10 RES_SCHEDULER を無効にする 

6.8 適切なプリエンプション管理メカニズムの選択 
 

ロックを必要としないコードがGetResource()とReleaseResource()の間で実行される

と、システムのレスポンスが低下してしまう可能性があります。 

これを念頭に置いて、アプリケーションでリソースを使用するときには、リソースで保護し

たいコード部分の前のできるだけ近い位置に GetResource()を配置してください。 

ただし例外があります。それは、全体の処理時間が短いタスクや ISR の中から同じリソース

に対して何度も GetResource()と ReleaseResource()を呼び出すと、そのタスク全体の

実行時間（つまり応答時間）のほとんどを API コールに費やすことになってしまいます。 

そのようなタスクまたは ISR は、ボディ全体を GetResource()と ReleaseResource()

の間に配置することにより、ワーストケースの応答時間が短縮されます。 

また、できるかぎりノンプリエンプタブルタスクの使用は避けて RES_SCHEDULER を取得す

るようにしてください。リソースが確保されている時間が最短になり、リソース確保の影響

を受けるタスクの数が最小限になるので、システムのレスポンスとスケジューリング性能が

向上します。 

6.9 競合状態（Race Conditions）の回避 
 

AUTOSAR OS 規格では、リソースは TerminateTask()が呼び出される前に解放されなけれ

ばならないことになっています。これが守られないこと、アプリケーション内に競合状態が
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生じたり、さらにはタスクの起動が失われてしまう恐れもあります。なお競合状態について

は本章の冒頭で説明されています。 

例 6-6 は、競合状態が発生する可能性のあるシステムを示しています。ここでは、2 つの BCC1
タスクが共通のバッファを用いてデータを受け渡しています。 

#include <Os.h> 
TASK(Write) 
 /* Highest priority .*/ 
 WriteBuffer(); 
 GetResource(Guard); 
 BufferNotEmpty = True; 
 ReleaseResource(Guard); 
 ChainTask(Read); 
} 
 
TASK(Read) 
 /* Lowest priority. */ 
 ReadBuffer(); 
 GetResource(Guard); 
 if( BufferNotEmpty ) { 
  ReleaseResource(Guard); 
  /* !!! Race condition occurs here !!! */ 
  ChainTask(Read); 
 } else { 
  ReleaseResource(Guard); 
  /* !!! Race condition occurs here !!! */ 
  TerminateTask(); 
 } 
} 

例 6-6 競合状態が発生する可能性のあるシステム 

例 6-6 では、リソースが解放されてからタスクがターミネートするまでの間に、Read タス

クが Write タスクによりプリエンプトされる可能性があります。すると、Write が Read

をチェーンした時、Read はまだ実行中であるため、Read の起動は失われてしまいます。 

この問題を解決するには、Read タスクを BCC2 にして、起動をキューイングできるようにし

てください。詳細については 4.5.2 項を参照してください。 

6.10 まとめ 
 

 リソースは、共有データやハードウェアリソースへのアクセスに関して相互排除を実

現するために用いられるものです。 

 タスクと ISR は任意の数のリソースを共有できます。 

 GetResource()と ReleaseResource()は、すべて正しくネストしている必要があ

ります。 

 すべてのリソースは、それを取得したタスクまたは ISR がターミネートする前に解放

されなければなりません。 

 スケジューラをリソースとして使用することもできますが、できれば内部リソースを

優先して使用するようにしてください。 
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 内部リソースを使うと、プロセッサリソースを消費することなく、複数のタスクや ISR
間のプリエンプションを管理するメカニズムを実現できます。 
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7 イベント 
 

AUTOSAR OS システムでは、シグナル情報をタスクに送るために「イベント」が使用されま

す。本章ではイベントとは何か、イベントを設定する方法、およびランタイムにイベントを

使用する方法について説明します。 

イベントを使用して、拡張タスク内に同期ポイントを設けることができます。同期の例を図

7-1 に示します。 

 

図 7-1 同期のイメージ 

拡張タスクはイベントを待つことができるので、「待ち状態」に入ることができます。シス

テム内のタスクまたは ISR によってイベントがセットされると、そのイベントを待っていた

待ち状態のタスクはレディ状態に移行します。このタスクがレディ状態のタスクの中で優先

度の最も高いタスクになると、RTA-OS により実行されます。 

イベントは、そのイベントに関連付けられている拡張タスクが「所有」します。通常、拡張

タスクは無限ループになっていて、その中で、保護された一連の「ウェイトコール」を行い、

そのタスクが所有するイベントを待ちます。このイベントメカニズムにより、イベント駆動

による「ステートマシン」を実現することができます。 

システムにおいてタイミング挙動が重要である場合は、すべての拡張タスク（つまりイベン

トを待っているすべてのタスク）の優先度は、基本タスクよりも低くする必要があります。 

7.1 イベントを設定する 
 

イベントの宣言は rtaoscfg で行います。ユーザーアプリケーションに定義できるイベント

の最大数は、ターゲットハードウェアにより決まっています。1 つのタスクに定義できるイ

ベントの数については、各ポートの『Target/Compiler Port Guide』を参照してください。 

イベントの宣言には、以下の項目が必要です。 

 名前 （イベントの目的を示すためのもので、設定時にのみ使用されます） 

 イベントを利用する 1 つ以上のタスク 

 イベントマスク 
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rtaoscfg で定義されるイベント名は、イベントマスクのシンボル名として、イベントをセッ

トする際に API に引数として渡します。マスクは N ビットのベクタで、その中のビットが 1

つだけセットされます。N はタスクが待つことのできるイベントの最大数です。セットされ

たビットに応じてイベントが識別されます。 

マスクを設定するには、イベントに対応するビットを選択します。図 7-2 の例では、イベン

トマスクのビット 9 を使用する WakeUp というイベントを宣言しています。 

 

図 7-2 rtaoscfg でイベントマスクを設定する 

1 つのイベントが複数のタスクに使用される場合は、イベントのコピーが各タスクごとにそ

れぞれ用意されます。ランタイムにおいてイベントをセットする際には、そのイベントを受

け付ける側のタスクを指定します。たとえば 2 つのタスク（t1 と t2）が Event1 というイ

ベントを待っている場合、その Event1 イベントをタスク t1 用にセットすると、t1 のみが

そのイベントを受け付け、タスク t2 は影響を受けません。 

7.1.1 イベント待ちタスクの定義 
 

各イベントを待つタスクは、rtaoscfg で選択します。選択されたタスクは自動的に拡張タス

クとして扱われるようになります。 

図 7-3 では、WakeUp というイベントが宣言され、TaskC および TaskD というタスクがそ

のイベントを待つように設定されています。 
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図 7-3 イベントを待つタスクを選択する 

通常、イベントを待つ拡張タスクは自動起動され、ターミネートすることはありません。タ

スクの実行が開始される際には、そのタスクが所有するすべてのイベントが RTA-OS により

クリアされます。 

7.2 イベントを待つ 
 

タスクがイベント待ちを行うには、そのタスクから WaitEvent(EventMask)を呼び出しま

す。この EventMask は rtaoscfg で宣言されたイベントマスクと一致している必要がありま

す。 

WaitEvent()は、1 つのイベントを唯一の引数として受け取ります。その時点におけるイベ

ントの状態に応じて、以下の 2 通りの処理が行われます。 

1. イベントがまだ発生していない場合 

呼び出し元のタスクは待ち状態になり、RTA-OS は、レディ状態のタスクのうち優先度

の最も高いタスクを実行します。 

2. イベントがすでに発生している場合 

呼び出し元のタスクは実行状態を保ち、WaitEvent()の直後の命令文から続行されま

す。 

7.2.1 シングルイベント 
 

1 つのイベントのみを待つには、イベントマスク名のみを API 関数に渡します。例 7-1 は、

タスクがシングルイベントを待つコード例です。 
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#include <Os.h> 
TASK(ExtendedTask) { 
 ... 
 WaitEvent(Event1); /* Task enters waiting state in API call  
  if Event1 has not happened */ 
 /* When Event1 is set, ExtendedTask resumes here */ 
 ... 
} 

例 7-1 1 つのイベントを待つ 

AUTOSAR OS では、休止状態のタスクのためにイベントをセットするのは違反であるため、

イベントを待つタスクは、例 7-2 に示すようなイベントを待つ無限ループの構造にする必要

があります。 

#include <Os.h> 
TASK(ExtendedTask){ 
 /* Entry state */ 
 while(true){ 
  WaitEvent(Event1); 
  /* State 1 */ 
  WaitEvent(Event2); 
  /* State 2 */ 
  WaitEvent(Event3); 
  /* State 3 */ 
 } 
 /* Task never terminates */ 
} 

例 7-2 3 状態からなる単純なステートマシン（イベントを使用） 

7.2.2 マルチイベント 
 

AUTOSAR OS において、イベントはビットマスクで表現されるため、複数のビットマスクの

ビットをOR 条件で組み合わせることにより、同時に複数のイベントを待つことができます。 

あるタスクが複数のイベントを待っている場合、待っているイベントのうちのいずれか 1 つ

が発生した時点でそのタスクの待ち状態が解除されてレジュームされます。そのため、複数

のイベントの待ち状態からレジュームした時点で、どのイベント（1 つまたは複数）が発生

したのかを調べる必要があります。 

AUTOSAR OS には GetEvent()という API が用意されていて、現在そのタスク用にセットさ

れているイベントの状態を取得することができます。 

例 7-3 は、1 つのタスクで一度に複数のイベントを待ち、レジューム後にどのイベントがセッ

トされたのかを調べている例です。 
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#include <Os.h> 
TASK(ExtendedTask){ 
 EventMaskType WhatHappened; 
 while(true){ 
  WaitEvent(Event1|Event2|Event3); 
  GetEvent(Task1, &WhatHappened); 
  if( WhatHappened & Event1 ) { 
   /* Take action on Event1 */ 
   ... 
  } else if( WhatHappened & Event2 ) { 
   /* Take action on Event2 */ 
   ... 
  } else if( WhatHappened & Event3 ) { 
   /* Take action on Event3 */ 
   ... 
  } 
 } 
} 

例 7-3 複数のイベントを待つ 

7.2.3 拡張タスクによるデッドロック 
 

AUTOSAR OS では、クリティカルセクションをめぐる相互排除におけるデッドロックは回避

されますが（第 6 章を参照してください）、イベントの使用方法によってはデッドロックが

発生する可能性のあるシステムが構築されてしまう可能性はあります。デッドロックの状況

とは、相互にイベントをセットしてタイミングを調整しあう複数の拡張タスクが存在するシ

ステムにおいて、あるタスクがイベントを待っていて、そのイベントをセットするタスクも

やはり待ち状態になっている、という状況です。ただし、拡張タスクがデッドロック状態に

なっていても、同じシステム内の基本タスクがデッドロック状態になることはありません。 

例 7-4 に示される 2 つのタスクは、これ以外の別のタスクが Ev1 または Ev2 のいずれかを

セットしない限り、デッドロック状態になってしまいます。 

#include <Os.h>  
TASK(Task1) { 
 while (1) { 
  WaitEvent(Ev1); 
  /* Never reach here - DEADLOCKED with Task2! */ 
  SetEvent(Task2,Ev2) 
 } 
} 
TASK(Task2) { 
 while (1) { 
  WaitEvent(Ev2); 
  /* Never reach here - DEADLOCKED with Task1! */ 
  SetEvent(Task1,Ev1) 
 } 
} 

例 7-4 拡張タスク同士のデッドロック 

RTA-OS が OS コンフィギュレーションから判断するのは、どのタスクがイベントを待つ可能

性があるかということだけで、そのイベントをどのタスクまたは ISR がセットするかは把握

しません。そのため、拡張タスクがデッドロックになるかどうかを RTA-OS が静的に判断す
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ることはできません。拡張タスクのデッドロックを回避するには、以下のような設計アプロー

チを検討してください。 

 基本タスクのみを使用する 

 コード内の SetEvent()/WaitEvent()のペアをすべて分析し、どのようなタイミン

グにおいても、相手がセットするイベントを拡張タスク同士が互いに待ちあうような

状態が発生しないようにする 

7.3 イベントをセットする 
 

イベントのセットは SetEvent()を使用して行います。 

SetEvent()には 2 つの引数（タスクとイベントマスク）があります。この関数は、指定さ

れたタスクに対してのみ、イベントマスクで定義されているイベントをセットします。同じ

イベントを共有する他のタスクに対してはイベントをセットしません。 

1 つのタスクに対して同時に複数のイベントをセットするには、複数のビットを OR 条件で

組み合わせた 1 バイトのイベントマスクを SetEvent()に渡します。 

休止状態のタスクについてイベントをセットすることはできないので、イベントをセットす

る前に、対象タスクが休止状態になっていないことを確認する必要があります。この確認は

API 関数 GetTaskState()を使用して行いますが、自分よりも優先度の高いタスクを対象に

これを使用すると、競合状態が発生する可能性があります。具体的には、あるタスクがこの

API を呼び出し、問い合わせ結果が得られる前にプリエンプトされ、問い合わせ対象のタス

ク状態がその間に変わってしまう、という状態です。 

待ち状態にある拡張タスクは、自分が待っているイベントのうちのどれか 1 つがセットされ

ると、待ち状態からレディ状態に移行します。 

例 7-5 に、タスクがイベントをセットする例を示します。 

#include <Os.h> 
TASK(Task1) { 
 TaskStateType TaskState; 
 
 /* Set a single event */ 
 SetEvent(Task2, Event1); 
 
 /* Set multiple events */ 
 SetEvent(Task3, Event1 | Event2 | Event3); 
 ... 
 /* Checking for the suspended state */ 
 GetTaskState(Task2,&TaskState); 
 if (TaskState != SUSPENDED) { 
  SetEvent(Task2, Event1); 
 } 
 ... 
 TerminateTask(); 
} 

例 7-5 イベントをセットする 

複数のタスクが1つの同じイベントを待つことができますが、例7-5を見るとわかるように、

イベントをブロードキャストするメカニズムは存在しません。つまり、ある 1 つのイベント
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を複数のタスクが待っている場合、1 回の API コールだけでそれらすべてのタスクにイベン

ト発生を知らせることはできません。 

イベントは、アラームやスケジュールテーブルを用いてセットすることもできます。 

7.3.1 アラームを用いてイベントをセットする 
 

ターミネートしない拡張タスクを周期的に起動するには「アラーム」を利用することができ

ます。アラームが満了するたびにイベントがセットされ、そのイベントを待っていたタスク

が待ち状態からレディ状態に移行します。 

7.3.2 スケジュールテーブルの満了ポイントを用いてイベントをセットする 
 

ターミネートしない拡張タスクの周期的起動には、スケジュールテーブルの満了ポイント（expiry 
point）を利用することもできます。満了ポイントが処理されるたびにイベントがセットされ、

そのイベントを待っていたタスクが待ち状態からレディ状態に移行します。 

7.4 イベントをクリアする 
 

イベントのセットはどのタスクや ISR でもできますが、イベントをクリアできるのはそのイ

ベントの所有者だけです。 

あるイベント待ちのタスクに対してイベントが発生し、タスクがレジュームした後、すぐに

そのタスクが同じイベントに対する WaitEvent()を再度呼び出すと、そのイベントはまだ

セットされた状態になっているため、WaitEvent()はすぐに終了し、タスクは待ち状態に

ならずにそのまま実行されてしまいます。 

このような状況を防ぐには、イベントが再び発生するのを待つ前に、前回発生したイベント

をクリアしておく必要があります。 

イベントのクリアは API 関数 ClearEvent(EventMask)を使用して行います。この

EventMask は、宣言されたものと一致している必要があります。 

例 7-6 に、ClearEvent()の一般的な使用例を示します。 

#include <Os.h> 
TASK(ExtendedTask){ 
 EventMaskType WhatHappened; 
 ... 
 while( WaitEvent(Event1|Event2|Event3)==E_OK ) { 
  GetEvent(Task1, & WhatHappened); 
  if(WhatHappened & Event1 ) { 
   ClearEvent(Event1); 
   /* Take action on Event1 */ 
   ... 
  } else if( WhatHappened & (Event2 | Event3 ) { 
   ClearEvent(Event2 | Event3); 
   /* Take action on Event2 or Event3*/ 
   ... 
  } 
 } 
} 

例 7-6 イベントをクリアする 
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タスクがターミネートするときには、そのタスクが所有しているすべてのイベントは自動的

にクリアされます。 

7.5 基本タスクで拡張タスクをシミュレートする 
 

基本タスクを同期できるタイミングは、タスク実行の初めと終わりだけです。 

それ以外に同期ポイントが必要な場合は拡張タスクによるイベントメカニズムを利用するこ

とができますが、一般的に、拡張タスクは基本タスクよりもオーバーヘッドが大きくなりま

す。リソースの制約があるシステムにおいては、以下のように基本タスクだけを使用して同

期を実現することができます。 

一例として、switch 文などによりタスクをステートマシン構造にして、各ステートにおいて

状態変数を更新し、TerminateTask()を行って再度起動されるのを待つようにします。以

下の例 7-7 に、これを実行するコードの例を示します。 

#include <Os.h> 
/* Create a "State" variable that remains in scope between task 
 activations */ 
uint8 State; 
TASK(Task1) { 
 switch (State) { 
  case 0: 
   /* Synchronization point 0. */ 
   State = 1; 
   break; 
  case 1: 
   /* Synchronization point 1. */ 
   State = 2; 
   break; 
  case 2: 
   /* Synchronization point 2. */ 
   State = 0; 
   break; 
 } 
 TerminateTask(); 
} 

例 7-7 基本タスク内に複数の同期ポイントを作る 

7.6 まとめ 
 

 イベントは、拡張タスクによって使用される同期用オブジェクトです。 

 1 つのイベントを複数のタスクで使用することができます。 

 イベントをセットする処理は、そのイベントを待っているすべてのタスクにイベント

発生を知らせる「ブロードキャストメカニズム」ではありません。 

 タスク、ISR、アラーム、スケジュールテーブルを使用してイベントをセットすること

ができます。 

イベント 117 



8 カウンタ 
 

「カウンタ」は、OS においていくつの事象が発生したかを「チック」（chick: 目盛）という

単位でカウントして記録するものです。「1 チック」は抽象的な単位であるため、実際の意

味はユーザーが任意に定義できます。つまり任意の事象をカウントすることができます。 

以下に「チック」として定義できるものの例を示します。 

 時間 － ミリ秒、マイクロ秒、分などを単位として経過時間をカウントします。 

 回転 － 角度（度）や時間（分）などを単位として、対象物がどれだけ回転したかをカ

ウントします。 

 ボタンの押下 － ボタンを押した回数をカウントします。 

 エラー － エラーが発生した回数をカウントします。 

カウンタを駆動する「ドライバ」として、ISR（場合によってはタスク）を利用できます。ド

ライバは、RTA-OS の API 関数を呼び出し、カウンタを要求された値まで「チックする」処

理を担当します。 

8.1 カウンタのコンフィギュレーション設定 
 

カウンタを使用する際には以下の 4 つの属性を定義する必要があります。 

Name： カウンタの名前です。RTA-OSはカウンタと同じ名前の識別子を使用して、各カウ

ンタ用のハンドルを作成します。 

Type： カウンタモデルを定義します。AUTOSARには以下の2つのモデルが用意されていま

す。 

Software： ソフトウェアカウンタは、OSがカウント値を内部的に維持するカウ

ンタです。ユーザーは、RTA-OSにカウンタを1チックだけインクリメントす

るように指示するカウンタドライバを提供する必要があります。詳細につい

ては8.2.1項で説明します。 

Hardware： ハードウェアカウンタは、周辺機器がカウント値を維持するカウン

タです。ユーザーは、リクエストされたチック数が経過したときにOSに知ら

せるカウンタドライバを提供する必要があります。またさらに、RTA-OSがラ

ンタイムに周辺機器を管理するために使用するコールバック関数の実装も必

要です。詳細については8.2.2項で説明します。 

要求される分解能が比較的低い場合（1ミリ秒以上）はソフトウェアカウンタで十

分ですが、非常に高い場合（マイクロ秒の範囲）や、RTA-OSのタスクのスケジュー

リングをTPUやグローバル（ネットワーク）タイムソースなどの外部ソースと正確

に同期させる必要がある場合は、ハードウェアカウンタを使用してください。 

Maximum Value： カウンタの最大カウント値を定義します。カウンタは最大カウント値

に到達するとゼロ（0）チックに戻ります13。一般的にはモジュラスにおいてラップア

ラウンドするカウンタを使用するので、最大カウント値は16ビットカウンタでは65535
（216 − 1）になり、32ビットカウンタでは4294967295（232 − 1）になります。各ポー

13 つまり、最大カウント値はカウンタのモジュラス-1と等しくなります。 
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トの最大カウント値は『Target/Compiler Port Guide』に記載されています。この値は

AUTOSAR OSのMAXALLOWEDVALUEというカウンタ属性に相当します。 

統合のためのアドバイス 8.1： ハードウェアカウンタの場合は、MAXALLOWEDVALUE+1 が

周辺機器のモジュラスと等しいことを確認する必要があります。 

Minimum Cycle： アラームまたはスケジュールテーブルオフセット用のサイクル値を設

定する際の最小許容チック数を定義します。一般的にはこの値を1チックにすればよい

と思われがちですが、カウンタによるアラームの間隔をある一定以上に制限するシス

テムを構築するには、1チックより大きい値を選択することをお勧めします。これは、

AUTOSAR OSのMINCYCLEというカウンタ属性に相当します。 

Ticks per base： カウンタの1チックに必要なカウンタドライバのチック数を定義するた

めの属性です。RTA-OSはこの属性を使用しないので、ユーザーはこの属性に任意の値

を設定できます。これはAUTOSAR OSのTICKSPERBASE属性に相当します。 

さらに、必要に応じて以下の属性も設定できます。 

Seconds Per Tick： カウンタの1チックの長さを秒単位で定義します。AUTOSAR OSが提

供するチック／時間の変換機能を使用するには、この値を定義してください。詳細は

8.5項で説明します。 

図 8-1 の例では、MillisecondCounter というカウンタが宣言されています。 

 

図 8-1 カウンタを宣言する 

8.2 カウンタドライバ 
 

RTA-OS はカウンタドライバを提供するハードウェアを制御しないため、タイマチック、エ

ラーカウント、ボタン押下、TPU 周辺機器など、任意のチックソースを容易に統合すること

ができます。それには、ユーザーが宣言する各カウンタ用のドライバを RTA-OS に提供し、

これで OS とのインターフェースをとります。 
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このドライバとカウンタの間のインターフェースは、カウンタのタイプにより異なります。 

ソフトウェアカウンタ： API関数によりインクリメントされます。 

ハードウェアカウンタ： カウント値は外部のハードウェア周辺機器に保持されます。アプ

リケーションは、リクエストされたチック数が経過したときにRTA-OSに通知するため

の複雑なドライバを提供する必要があります。RTA-OSは専用のコールバック関数を使

用して、リクエストされたチック数の設定、リクエストのキャンセル、カレントカウ

ント値の取得、およびカウンタのステータスの取得を行います。 

8.2.1 ソフトウェアカウンタドライバ 
 

ユーザーは、各ソフトウェアカウンタごとに、チックを提供するドライバを実装する必要が

あります。すべてのソフトウェアカウンタは StartOS()の実行中に RTA-OS によりゼロに初

期設定され、カウントアップされていきます。 

このソフトウェアカウンタドライバモデルは図 8-2 に示すとおりです。これは AUTOSAR OS
で標準化されています。 

 

図 8-2 チックドカウンタドライバモデル 
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ソフトウェアカウンタをインクリメントする 

RTA-OS が保持しているカウンタ値をインクリメントするには

IncrementCounter(CounterID)という API 関数を使用します。ソフトウェアカウンタは

MAXALLOWEDVALUE に 1 が加算されるとゼロに戻ります。 

IncrementCounter(CounterID)の呼び出しはアプリケーション内のほとんどの場所から

行うことができます。カウンタの最も一般的な用途の 1 つは、アラーム（第 9 章を参照）ま

たはスケジュールテーブル（第 10 章を参照）を使用してタスクを起動するための基準時間を

RTA-OS に提供することです。この場合、ユーザーは 1 チックごとに

IncrementCounter(CounterID)を呼び出す周期的タイマ割り込みを提供する必要があり

ます。 

例 8-1 は、TimeCounter というカウンタをインクリメントする 1 ミリ秒周期の割り込みを

示しています。 

#include <Os.h> 
ISR(HandleTimerInterrupt) { 
 DismissTimerInterrupt(); 
 IncrementCounter(TimeCounter); 
} 

例 8-1 周期的割り込みを使用してソフトウェアカウンタをチックする 

ソフトウェアカウンタは、もうひとつの一般的な用途として、エラーしきい値を超えたとき

に何らかのアクションを行う「フォールトトレラントシステム」の一環として使用すること

ができます。ソフトウェアカウンタを使用してエラーの発生回数をカウントして記録し、さ

らにアラームを使用して回復アクション（エラー回復タスクの起動など）をトリガすること

ができます。 

例 8-2 は、ErrorCounter というカウンタでエラー回数をカウントする Critical という

タスクを示しています。 

#include <Os.h> 
TASK(Critical){ 
 ... 
 if (Error) { 
  IncrementCounter(ErrorCounter); 
 } 
 ... 
 TerminateTask(); 
} 

例 8-2 周期的タスクを使用してソフトウェアカウンタをチックする 

静的カウンタインターフェース 

AUTOSAR API 関数はカウンタ名を引数として取ります。つまり、RTA-OS は OS データ構造

体を更新する前に、この引数への参照を内部的に解除する必要があります。また、コンパイ

ラはコールの入口で引数をスタックにプッシュする必要があります。 

ただし一般的に、ビルド時においてユーザーは、どのカウンタをどこからチックするかを把

握しています。必要に応じて割り込みハンドラ（つまり無駄な時間を最も使わない場所）か

らカウンタをインクリメントすることもできます。 
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RTA-OS はこれを認識し、コンフィギュレーションファイル内に宣言されている各カウンタ

のために Os_IncrementCounter_<CounterID>()という専用の API 関数を生成します

（CounterID はカウンタの名前です）。 

統合のためのアドバイス 8.2： Os_IncrementCounter_<CounterID>()という API 関
数は、他の AUTOSAR OS 実装に必ずしも移行できるとはかぎりません。 

一例として、TimeCounter および AngularCounter という 2 つのカウンタを使用するア

プリケーションについて考えてみます。rtaosgen は例 8-3 に示す 2 つの API 関数を生成し

ます。 

Os_IncrementCounter_TimeCounter(); 
Os_IncrementCounter_AngularCounter(); 

例 8-3 静的ソフトウェアカウンタインターフェース 

ユーザーはタイマ割り込みと角度割り込みを処理するための割り込みハンドラを実装し、そ

こからこれらの API 関数を呼び出します。 

例 8-4 は、これらの割り込みハンドラを示しています。 

#include <Os.h> 
ISR(HandleTimerInterrupt) { 
 ServiceTimerInterrupt(); 
 Os_IncrementCounter_TimeCounter(); 
} 
ISR(HandleAngularInterrupt) { 
 ServiceAngularInterrupt(); 
 Os_IncrementCounter_AngularCounter(); 
} 

例 8-4 例 8-3 の API を使用する割り込みハンドラ 

複数のソフトウェアカウンタを同じ間隔でチックしなければならない場合は、例 8-5 に示す

ようにユーザーのハンドラの中で複数の Os_IncrementCounter_<CounterID>()コール

を実行します。 

#include <Os.h> 
ISR(MillisecondInterrupt) { 
 ServiceTimerInterrupt(); 
 Os_IncrementCounter_Counter1(); 
 Os_IncrementCounter_Counter2(); 
 ... 
 Os_IncrementCounter_CounterN(); 
} 

例 8-5 静的ソフトウェアカウンタインターフェースに対して複数の呼び出しを行う 

統合のためのアドバイス 8.3： ユーザーが宣言する各カウンタについて、API 関数

Os_IncrementCounter_<CounterID>()を使用することができます。これらの静的 API
関数は引数が必要なく、どのカウンタがチックされるかを算出する必要がないので、AUTOSAR

の API 関数 IncrementCounter(<CounterID>)よりも処理が速く、RAM の使用量も少な

くて済みます。ユーザーはどのバージョンがアプリケーションに適しているかを判断して選

択してください。 
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8.2.2 ハードウェアカウンタドライバ 
 

ハードウェアカウンタの場合、RTA-OS を呼び出すハードウェアカウンタドライバと、RTA-OS
が使用する一連のコールバック関数をユーザーが提供する必要があります。ソフトウェアカ

ウンタの場合と同様、RTA-OS は高度なカウンタドライバを OS に接続するために必要なイン

ターフェースを提供しています。 

統合のためのアドバイス 8.2： AUTOSAR OS 規格には、ハードウェアカウンタを扱う標準

API関数は定義されていません。アプリケーションを別のOSからRTA-OSに移植する場合は、

ハードウェアカウンタドライバ用 API 関数の変更が必要になる場合があります。 

RTA-OS は各ハードウェアカウンタについて、カウンタによりトリガされるべき次のアクショ

ン（アラームを満了させる、スケジュールテーブル上の満了ポイントを処理する、など）を

把握しています。また、RTA-OS はカウンタがいくつチックされたらそのアクションを行わ

なければならないかも把握していて、これはマッチ値（match value）と呼ばれます。 

ソフトウェアカウンタを使用する場合は、1チック分の時間が経過するたびにドライバがRTA-OS
にそのことを知らせます。RTA-OS はチック数を内部的にカウントし、目標値に到達すると

当該アクションが実行されます。それから RTA-OS が次のマッチ値を算出し、この処理が繰

り返されます。 

これとは対照的に、ハードウェアカウンタを使用する場合は、RTA-OS がドライバに対して、

次のアクションがいつ必要になるかをコールバック関数を使用して伝えます。周辺機器はリ

クエストされたチック数をカウントし、指定のチック数が経過したときに割り込みを発生さ

せます。割り込みハンドラの中では API 関数 Os_AdvanceCounter_CounterID()を実行

することにより、CounterID に対応して実行されることになっている次のアクションを処

理するよう RTA-OS に指示します。RTA-OS は処理を実行し、これが繰り返されます。 

このドライバのモデルを図 8-3 に示します。 

カウンタ 123 



 

図 8-3 アドバンスドカウンタドライバモデル 

一般的に、ソフトウェアカウンタとハードウェアカウンタのインクリメントは割り込みを使

用して行います。ソフトウェアカウンタの場合は、RTA-OS が行うべき処理があるかどうか

にかかわらず、カウンタの 1 チックごとに割り込みが発生しますが、ハードウェアカウンタ

の場合は、RTA-OS が行うべき処理があるときにだけ割り込みが発生します。つまり、ハー

ドウェアカウンタを使用することにより割り込みによる干渉を最小限に抑えることができま

す。 

アドバンスドハードウェアカウンタの扱い 

マッチ値に達したことを RTA-OS に通知するには Os_AdvanceCounter_<CounterID>()

を使用します。 

統合のためのアドバイス 8.5： Os_AdvanceCounter_<CounterID>()を呼び出すドライ

バを作成することと、次のアクションが必ず適時に実行されるようにすることは、ユーザー

が責任をもって行ってください。 

API 関数 Os_AdvanceCounter_<CounterID>()は、次のアラームや、スケジュールテーブ

ルの次の満了ポイントが処理されるようにし、さらに、ユーザーが提供するコールバック関

数を呼び出すことにより次のマッチ値をセットします。実行するアクションが何もない場合

（つまりカウントされているアラームやスケジュールテーブルがない場合）は、ドライバか
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らの割り込みをキャンセルします。ハードウェアカウンタドライバの詳しい作成方法につい

ては、第 11 章を参照してください。 

コールバック関数 

ソフトウェアカウンタについては、RTA-OS は経過チック数を内部的にカウントします。つ

まり、RTA-OS はカウンタの現在値や次の満了までのチック数などを常に把握しています。 

ハードウェアカウンタの場合は、周辺機器が経過チック数をカウントします。RTA-OS はカ

ウントすべきチック数をハードウェアカウンタに知らせ、カウンタの現在値や次の満了まで

のチック数などについて周辺機器に問い合わせます。 

このやりとりは、ユーザーがカウンタドライバとして使用したい任意のタイプのハードウェ

ア周辺機器と RTA-OS とのインターフェースである「コールバック関数」を使用して行いま

す。コールバック関数の詳細な機能は、ハードウェアカウンタドライバとして使用する周辺

機器により異なります。コールバック関数の詳しい作成方法については、第 11 章を参照して

ください。 

一般的には以下のような 4 つのコールバック関数が必要です。 

Os_Cbk_Set_<CounterID>() 

割り込みのステートをセットして、次のアクションを実行すべきタイミングに割り込みが発

生するようにします。このコールバック関数には、アクションを実行すべきタイミングにお

けるカウンタの絶対時刻（相対的でない絶対的な値）を渡します。このコールバック関数を

カウンタ用に使用する場合、以下の 2 つの用途に使用できます。 

1. 始動 

スケジュールテーブルまたはアラームがカウンタにより始動する際に、最初の割り込

みソースをセットします。 

2. リセット 

次のカウンタ満了までの時間を短くします。たとえば次回の割り込みが 100 チックよ

り後に発生することになっているときに SetRelAlarm(WakeUp, 100)を呼び出すよ

うな場合です。 

Os_Cbk_State_<CounterID>() 

カウンタの次のアクションが発生しているかどうか、また、アクションが発生していない場

合は次のマッチ値までの残りのチック数を返します。 

Os_Cbk_Now_<CounterID>() 

GetCounterValue()によって使用されるコールバック関数で、外部カウンタの現在値を返

す必要があります。詳しくは 8.4 項を参照してください。 

Os_Cbk_Cancel_<CounterID>() 

カウンタ用の割り込みをすべてクリアし、Os_Cbk_Set_<CounterID>()が呼び出されるま

で割り込みが発生しないようにするためのものです。このコールバック関数は、カウンタ用

のアラームをすべてキャンセルする場合や、カウンタによって駆動されるスケジュールテー

ブルを停止する際に使用します。 
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統合のためのアドバイス 8.5： ハードウェアカウンタはマルチコアシステムにおいても使

用できますが、デフォルトにおいて RTA-OS では、カウンタとそれに関連するアラームとス

ケジュールテーブルはすべて同じコア上で実行される必要があります。これは、異なるコア

上で実行されるコード同士が新しいカウンタマッチ値を同時にセットしようとすることによ

り発生する競合状態を回避できるハードウェアカウンタコールバック関数を記述することは、

一般的には不可能であるためです。しかし、何らかの特殊な手段により安全なコールバック

関数を記述することが可能な状況であれば、以下のコマンドライン引数により、この制約を

なくすことを RTA-OS に対して指示することができます。 

--os_option:Allow cross-core HW counter access=true 

8.3 ランタイムにおけるカウンタ属性へのアクセス 
 

RTA-OS の API 関数 GetAlarmBase()は、カウンタに関する設定値を返します。例 8-6 に

GetAlarmBase()の使用方法を示します。 

AlarmBaseType Info; 
GetAlarmBase(Alarm2, &Info); 
MaxValue  = Info.maxallowedvalue; 
BaseTicks  = Info.ticksperbase; 
MinCycle  = Info.mincycle; 

例 8-6 GetAlarmBase()を使用して静的カウンタ属性を読み取る 

カウンタの設定値へのアクセスには、以下に示すシンボリック定数を用いることもできます 

 OSMAXALLOWEDVALUE_<CounterID> 

 OSTICKSPERBASE_<CounterID> 

 OSMINCYCLE_<CounterID> 

上記の定数を用いると、上の例 8-6 は例 8-7 のように記述することができます。 

MaxValue  = OSMAXALLOWEDVALUE_Alarm2; 
BaseTicks  = OSTICKSPERBASE_Alarm2; 
MinCycle  = OSMINCYCLE_Alarm2; 

例 8-7 マクロを使用して静的カウンタ属性を読み取る 

8.3.1 特殊なカウンタ名 
 

SystemCounter という名前のカウンタを作成すると、AUTOSAR OS では以下のように後続

の_CounterID を省略したショート形式のマクロを使用して、カウンタに関連付けられてい

るカウンタ属性にアクセスすることができます。  

OSMAXALLOWEDVALUE_SystemCounter ➔ OSMAXALLOWEDVALUE 

OSTICKSPERBASE_SystemCounter ➔ OSTICKSPERBASE 

OSMINCYCLE_SystemCounter ➔ OSMINCYCLE 

RTA-OS は SystemCounter 用に両方の形式のマクロを生成するので、ユーザーはどちらの

バージョンを使用することもできます。 

SystemCounter はさらに、カウンタの 1 チックの長さをナノ秒単位で取得する

OSTICKDURATION というマクロも提供します。 
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統合のためのアドバイス 8.7： 意味のある OSTICKDURATION マクロを生成するためには、

カウンタ属性 Seconds Per Tick が設定されている必要があります。 

8.4 カウンタ値の読み取り 
 

カウンタの現在値をランタイムにアプリケーションから読み取ることが必要な場合がありま

す。たとえば、エラーカウンタが何個のエラーを記録しているか、ボタンが何回押下された

か、どのくらいの時間が経過したかなどを知る必要がある場合などです。 

カウンタの現在値をランタイムに読み取るには、例 8-8 に示すように API 関数

GetCounterValue()を呼び出します。 

TickType HowMany; 
GetCounterValue(ButtonPresses,&HowMany); 

例 8-8 GetCounterValue()を使用する 

GetCounterValue()を使用する場合は、以下の点に注意してください。 

 カウンタは MAXALLOWEDVALUE からゼロに戻る（=「ラップする」）ので、その分を

アプリケーション側で補正する必要があります。 

 この呼び出しから制御が戻る時点でプリエンプションが発生する可能性があり、その

場合は、タスクがレジュームする時において現在値はすでに古くなっています。 

 ハードウェアカウンタを使用している場合、カウンタドライバは、この呼び出しから

制御が戻る時点においてもまだインクリメントを続けています。プリエンプションが

起こらない場合でも、直後に行われる計算は古いデータに基づいて行われることにな

ります。 

上記のような競合状態を回避して、前回の値の読み取り以来カウンタが何チック経過したか

を簡単に計算したい場合は、API関数GetElapsedCounterValue()を使用します。このコー

ルは、前回読み取られたカウンタ値を入力とし、カウンタの経過チック数をラップアラウン

ドも考慮に入れて算出します。この計算は OS レベルで行われるので、割り込みが無効の状

態で実行され、プリエンプションによる問題も発生しません。 

例 8-9 は、この機能を使用してタスクの応答時間（割り込みを受け付けてから所定の処理が

終わるまでの時間）を計測する方法を示しています。 
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#include <Os.h> 
TickType Start; 
ISR(CaptureTrigger){ 
 /* Dismiss interrupt */ 
 GetCounterValue(TimeCounter,&Start); 
 ... 
 ActivateTask(GenerateResponse); 
} 
TASK(GenerateResponse){ 
 TickType Finish; 
 CalculateValue(); 
 WriteToDevice(); 
 GetElapsedCounterValue(TimeCounter,&Start,&Finish); 
 ... 
 TerminateTask(); 
} 

例 8-9 GetElapsedCounterValue()を使用する 

例 8-9 のように時間のチックをカウントするカウンタは、AUTOSAR OS では「フリーランニ

ングタイマ」と呼ばれます。このタイプのカウンタは他のタイプのカウンタと同じで、特別

なものではなく、他と異なるのはタイマチックソースによりインクリメントされるという点

だけです。 

フリーランニングタイマ機能の本来の用途は、ランタイムにおいて短い時間を高精度で計測

するというものです。そのような計測を行う場合は、一般的に、ハードウェアカウンタを使

用して所定のカウンタ分解能を実現する必要があります。 

8.5 チックから時間への変換 
 

一般的に、カウンタは OS 用のタイムベースの基準として使用されます。ユーザーが作成す

る多くのアプリケーションにおいては、イベントの相対的なタイミングは、システム要件に

より明確に決められた「リアルタイム値」（実際の時間値）になります。そのため、ユーザー

がシステムのコンフィギュレーションについて検討する際には、「チック」という抽象的な

概念よりもナノ秒やミリ秒などといった時間値を単位として考える方が実際的であるといえ

ます。 

Seconds Per Tickというカウンタコンフィギュレーションパラメータを設定しておくと、RTA-OS
はユーザーがチックから時間値への変換を行うために使用するマクロを生成します。 

移植性に関する注意 8.1： AUTOSAR OS では、チックから時間への変換をハードウェアカ

ウンタ用としてのみ規定しています。しかし一般的に、この機能はソフトウェアとハードウェ

アの両方のカウンタに役立つので、AUTOSAR XML コンフィギュレーション言語は両方のタ

イプのカウンタをサポートしています。RTA-OS では、チックから時間への変換機能をソフ

トウェアとハードウェアの両方のカウンタ用に提供することにより、この変則性を解消して

います。ただしこれらのマクロをソフトウェアカウンタ用に提供することは、RTA-OS 以外

の AUTOSAR OS では必ずしもサポートされているとはかぎりません。 

提供されるマクロは以下の 4 つです。 

 OS_TICKS2NS_CounterID(ticks) － チックをナノ秒に変換します。 

 OS_TICKS2US_CounterID(ticks) - チックをマイクロ秒に変換します。 

 OS_TICKS2MS_CounterID(ticks) － チックをミリ秒に変換します。 
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 OS_TICKS2SEC_CounterID(ticks) － チックを秒に変換します。 

これらのマクロが返す値は、マクロとともに使用するAPI関数によって使用されるTickType

ではなく PhysicalTimeType の値なので、必要に応じてこれを適切な型にキャストする必

要があります。 

例 8-10 では、これらのマクロをアプリケーションコード内で使用し、静的に定義されている

タイムアウト値を使用してタイムアウト処理をプログラミングしたものです。 

#define TIMEOUT_MS 100 /* Set a timeout to be 100ms */ 
TickType TimeoutInTicks; 
TimeoutInTicks = 
 (TickType)((PhysicalTimeType)TIMEOUT_MS/OS_TICKS2MS_TimeCounter(1)); 
SetRelAlarm(TimeoutAlarm, TimeoutInTicks, 0); 

例 8-10 チックではなく時間を使用してアラームをプログラミングする(1) 

これらのマクロに加えて、RTA-OS は OSTICKDURATION_<CounterID>というマクロを生成

します。このマクロはカウンタの 1 チックの長さをナノ秒単位の値にして返すので、カウン

タのチックレートを変更する場合でも、一定の時間のアラームをプログラミングするのに非

常に便利です。例 8-11 は、OSTICKDURATION_<CounterID>マクロを使用して例 8-10 を作

り直したものです。このバージョンの方が、ランタイムに 1 チックの長さを計算する必要が

ないので、パフォーマンスが向上します。 

#define TIMEOUT_NS 100000000 /* Set a timeout to be 100ms */ 
TickType TimeoutInTicks; 
TimeoutInTicks = 
 (TickType)(TIMEOUT_NS/OSTICKDURATION_TimeCounter); 
SetRelAlarm(TimeoutAlarm, TimeoutInTicks, 0); 

例 8-11 チックではなく時間を使用してアラームをプログラミングする (2) 

移植性に関する注意 8.2：  OSTICKDURATION_<CounterID>マクロは RTA-OS により提

供されるものであり、AUTOSAR OS 規格には含まれていません。このマクロを使用すると、

他の AUTOSAR OS への移植性がなくなります。 

8.6 まとめ 
 

 カウンタは、チックソースの発生回数をカウントして記録するために使用されるもの

です。 

 カウンタにはソフトウェアカウンタとハードウェアカウンタがあります。使用するカ

ウンタのタイプに応じた適切なドライバをユーザーが提供する必要があります。 

 一般的にハードウェアカウンタは、カウンタと異なるコア上で実行されるアラームや

スケジュールテーブルを駆動する目的で使用することはできません。 
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9 アラーム 
 

ISR を用いてタスクをさまざまな周期で起動するシステムを構築することは可能ですが、複

雑なシステムにおいては効率が悪く、実用的ではありません。 そのような場合は、「アラー

ム」を使用することにより便利で移植性に優れたスケジューリングシステムを実現できます。 

アラームメカニズムは以下の 2 つの要素で構成されます。 

1. カウンタ 

第 8 章を参照してください。 

2. カウンタにアタッチされた 1 つまたは複数のアラーム 

アラームは、ある特定のカウンタ値に到達したときに実行するアクションを定義するもので

す。システム内の各カウンタに、任意の数のアラームをアタッチすることができます。 

カウンタ値がそのカウンタにアタッチされているアラームの値と等しくなると、アラームが

「満了した（expired）」と表現されます。アラームが満了すると、RTA-OS はそのアラーム

に関連付けられているアクション（タスクの起動、アラームコールバック関数の実行、イベ

ントのセット、ソフトウェアカウンタのチックなど）を実行します。 

アラーム満了値は、絶対時刻（絶対的なカウンタ値）、絶対時刻を基準とする相対値で定義

します。実際のカウンタ値に対する相対値で満了値が定義されるアラームは「相対アラーム」

と呼ばれ、絶対時刻で定義されるアラームは「絶対アラーム」と呼ばれます。 

1 回だけ満了するように設定されたアラームは、「シングルショットアラーム」（single-shot 
alarm）と呼ばれます。 

周期的に満了するように設定されたアラームは、「周期的アラーム」（cyclic alarm）と呼ば

れます。周期的アラームの詳細については 9.2 項で詳しく説明します。 

9.1 アラームのコンフィギュレーション設定 
 

アラームのコンフィギュレーション設定は以下の 3 ステップで行います。 

1. 名前の定義 － システム内の各アラームには一意の名前を付ける必要があります。ラン

タイムにアラームを参照する OS オブジェクトは、コード内でこの名前を使用して参照

します。 

2. カウンタの関連付け － アラームはコンフィギュレーション設定時にカウンタに静的に

結び付けられます。アラーム値の設定は、関連付けられているカウンタのチックを単

位として行われます。 

3. アラームのアクションの指定 

1 つのアラームには以下の最大 4 つのアクションを割り当てることができます。 

1. タスクの起動 

2. イベントの発行 

3. コールバック関数の実行 

4. ソフトウェアカウンタのインクリメント 
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アラーム満了時において、複数のタスクの起動や、複数のイベントのセット、複数のコール

バック関数の実行、複数のカウンタのインクリメントなどを行う必要がある場合は、同じ満

了値を持つ複数のアラームが必要になります。 

なお、「スケジュールテーブル」には、複数のアラームオブジェクトを使わずに一度に複数

のタスクを起動したり一度に複数のイベントをセットしたりできる代替メカニズムがありま

す。スケジュールテーブルについては第 10 章で説明します。 

9.1.1 タスクの起動 
 

アラームを使って行う最も一般的なアクションはタスクの起動です。これは周期的に起動さ

れるタスクを使用するシステムを構築するための基礎になります。各タスク用のアラームを

作成してから、それらのアラームが所定の周期で発生するようにプログラミングしてくださ

い。図 9-1 では、アラーム AlarmActivatesTask によりタスク TaskA が起動されるよう

に設定されています。 

 

図 9-1 アラームでタスクを起動する 

AUTOSAR OS では、1 つのアラームが起動できるタスクは 1 つだけです。アラーム満了時に

複数のタスクを実行させる必要がある場合は、複数のアラームを作成するか、またはタスク

起動チェーンを使用します（4.9.1 項を参照してください）。 

9.1.2 イベントのセット 
 

アラームは、指定されたタスクについてイベントをセットすることができます。イベントが

アラームによりセットされる場合、そのプロパティはイベントが API 関数 SetEvent()を使

用してセットされる場合のものと同じになります。つまりユーザーは、イベントと、そのイ

ベントを関連付けるタスクの両方を指定する必要があります。図 9-2 は、アラームのイベン

トアクションの設定方法を示しています。 
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図 9-2 アラームが設定されているタスクのためのイベントを設定する 

9.1.3 アラームコールバック関数 
 

各アラームにはコールバック関数を割り当てることができます。コールバック関数は一般的

な C 関数で、アラーム満了時に呼び出されます。 

統合のためのアドバイス 9.1： アラーム用コールバック関数は、AUTOSAR OS 規格に基づ

き、スケーラビリティクラス 1 においてのみ認められています。これらのコールバック関数

は OS レベルで実行されるので、タイミング保護を妨げたり、メモリ保護スキームを破壊し

てしまう恐れがあるためです。 

移植性に関する注意 9.1： RTA-OS では、General ➔ Optimizations ➔ RTA-OS のコン

フィギュレーションオプションを使用してアラームコールバック関数をすべてのスケーラビ

リティクラスで使用できるようにすることにより、上記の制約を緩めることができます。 

図 9-3 はアラーム用コールバック関数の指定方法を示しています。 
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図 9-3 アラーム用のコールバック関数を設定する 

例9-1 に示すように、コールバック関数はALARMCALLBACK()マクロを使用して作成します。 

ALARMCALLBACK(UserProvidedAlarmCallback) { 
 /* Callback code. */ 
} 

例 9-1 アラームコールバック関数 

統合のためのアドバイス 9.2： コールバック関数は OS レベルで実行されるため、実行中

はカテゴリ 2 の割り込みが禁止されます。そのためコールバック関数はできる限り短く作成

し、ランタイムにタスクや ISR がブロックされる時間が最小限となるようにしてください。 

コールバック関数内で使用できる RTA-OS API は SuspendAllInterrupts()と

ResumeAllInterrupts()だけです。 

9.1.4 カウンタのインクリメント 
 

ソフトウェアカウンタのインクリメントをアラームから行うことにより、複数のカウンタを

1 つの ISR にカスケード式に連結することができます。アラームによってチックされるカウ

ンタはアラーム周期を継承するため、たとえば 5 ミリ秒ごとに満了するアラームが定義され

ている場合、このアラームを使用して、5 ミリ秒ごとにチックされる 2 番目のチックドカウ

ンタ（ticked counter）を駆動することができます。図 9-4 はこれを RTA-OS に設定する方法

を示しています。 
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図 9-4 1 つのアラームにインクリメントカウンタをカスケードする 

例 9-2 を見ると、割り込みからカウンタ Counter1ms を駆動する方法が分かります。

Counter1ms に 5 回目の割り込みがカウントされるたびに、アラームが満了し、カスケード

されている Counter5ms がインクリメントされます。 

#include <Os.h> 
ISR(MillisecondInterrupt){ 
 CLEAR_PENDING_INTERRUPT(); 
 Os_IncrementCounter(Counter1ms); 
 /* Every 5th call internally performs 
  Os_IncrementCounter(Counter5ms) */ 
} 

例 9-2 カウンタをカスケードする 

カスケードされたカウンタのチックレートは、カウンタを駆動するアラームの整数倍になり

ます。システム内に複数のカスケードレベルを設定できますが、ユーザーがカスケード内に

ループを持つシステムを構築しようとしたり、ハードウェアカウンタをインクリメントしよ

うとしたりすると、RTA-OS はエラーを生成します。 

統合のためのアドバイス 9.3： カスケードされたカウンタのタイミングプロパティは、カ

スケード内の最初のカウンタのタイミングプロパティを基準にして相対的に定義されます。

つまり、カスケード内の最初のカウンタによって他のすべてのカウンタの基本チックが定義

されるので、最初のカウンタのチックレートを変更することにより、アプリケーション全体

のタイミング挙動をリスケーリングすることができます。 

9.2 アラームのセット 
 

アラームをセットする API 関数は 2 つあります。 

 SetAbsAlarm(AlarmID, start, cycle); 

カウンタ値が次に start という値になった時点で満了するアラームをセットします。

この呼び出しが行われたときにカウンタの値がすでに start になっていた場合は、そ
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の後、カウンタが「ラップアラウンド」してからアラームが発生します。 

 SetRelAlarm(AlarmID, increment, cycle); 

この呼び出しを行った時点のカウント値から increment チックだけインクリメント

した時点で満了するアラームをセットします。つまり、increment はカウンタの現在

値からのチックオフセットです。 

2 つの API 関数において cycle 値を 0 にすると、アラームはシングルショットアラームにな

り、一度だけ満了した後にキャンセルされます。cycle 値が 0 より大きいと周期的アラーム

となり、初回の満了が発生した後も cycle チックごとに満了します。つまりゼロ以外の値を

設定すれことによってcycleチック周期で発生する周期的アラームを容易に実現することが

できます。 

パラメータの選択 

起動されるタスクが BCC1 または ECC1/2 の場合は、起動のキューイングは行われません。つ

まり、start または increment の値が非常に小さかったり、start 値がカレントのカウン

タ値に非常に近かったりすると、好ましくない副作用が起こる可能性があります。すでに起

動されたタスクインスタンスがまだ実行している時にアラームがタスクを起動しようとする

と、その起動は失われ、E_OS_LIMIT エラーが発行されます（エラーコードについて、およ

びランタイムにデバッグ用途でRTA-OSを使用する方法については第 13章を参照してくださ

い）。これを避けるには、次回のアラーム満了によりタスクが再度トリガされる前にタスク

の処理が完了するように、十分な時間を設けるようにしてください。 

9.2.1 絶対アラーム（Absolute alarm） 
 

シングルショットアラーム 

絶対アラームは、アラームが満了するタイミングをカウンタの絶対時刻で指定するものです。

シングルショット絶対アラームは、事前に定義されているしきい値に照らして監視を行うよ

うな場合に便利です。このアラームを、しきい値を超えると満了するように設定しておくこ

とができます。ランタイムに得られたデータサンプル内で発生するエラーの数をカウントし、

エラー数が危険なレベルに達したときに回復アクションをトリガするように設計することが

できます。これを実行するコードを例 9-3 に示します。 

/* Expire when counter value reaches 42. */ 
SetAbsAlarm(DangerLevelReached, 42, 0); 

例 9-3 絶対シングルショットアラーム 

例 9-3 の処理を図解すると図 9-5 のようになります。 
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図 9-5 絶対シングルショットアラームの概念図 

シングルショットアラームは、所定時間のタイムアウト監視を行い、タイムアウト発生時に

何らかのアクションを行うような処理を作成する場合に有用です。 

周期的アラーム 

例 9-4 に示すように、絶対アラームの cycle 値がゼロ以外の場合は、最初は start チック

で満了し、その後は cycle チックごとに満了します。 

/* Expire when counter value reaches 10 and then every 20 ticks  
 thereafter */ 
SetAbsAlarm(Alarm1, 10, 20); 

例 9-4 周期的絶対アラーム 

コード例の内容は図 9-6 のように図示できます。 

 

図 9-6 周期的絶対アラームの概念図 

絶対アラームの start 値がゼロの場合も他の値と同じように扱われ、アラームはカウンタ値

がゼロになると満了します。 

つまり、現在のアラームカウンタ値が 0 であった場合、カウンタ値が MAXALLOWEDVALUE+1

にならないとアラームは満了しません。一方、アラームカウンタ値がすでにMAXALLOWEDVALUE

であった場合は、次のチックで満了となります。 
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アラームを過去の時刻にセットする 

絶対アラームの場合、すでに過去になっている値を start 値としてセットすることができ、

この場合もアラームが発生します。ただし前述のように、カウンタは MAXALLOWEDVALUE

に達するとゼロに戻るので、アラームを過去の時刻にセットすると、カウンタが

MAXALLOWEDVALUE+1（つまりカウンタのモジュラス）になった後にアラームが発生するこ

とになり、待ち時間は長くなります。 

統合のためのアドバイス 9.4： T チックで始動するようにアラームをセットした場合、そ

の時点でカウンタ値がすでに T になっていても、アラームはすぐには満了しません。これは、

アラームがセットされた時点において T はですでに過去になっているためです。 

よくある間違いとして、OS の始動直後にアラームを発生させようとして start 値をゼロに

してアラームをセットしてしまうことがありますが、これでは期待したタイミングにアラー

ムが発生しません。これは、アラームをセットした時点においてゼロチックのタイミングは

すでに過去になってしまっているためです。この状況を図 9-7 に示します。 

 

図 9-7 アラームを過去の時刻にセットする 

絶対周期アラームをカウンタラップごとに発生させる 

アラームが周期的に特定の同期ポイントで発生するようにセットすることは、リアルタイム

システムにおいては非常に重要なことです。しかしAUTOSAR OSにおいては、カウンタがラッ

プアラウンドするたびに絶対アラームが周期的に発生するようにすることはできません。 

たとえばここで、1 度の分解能で角度をカウントするカウンタを使用し、上死点において、

つまりクランクシャフトの 1 回転ごとにあるタスクを起動する、というケースを考えてみま

す。 

たとえば、モジュラスが 360 チックのカウンタを使用する場合は、SetAbsAlarm(Alarm1, 

0, 360)を実行する必要がありますが、これは AUTOSAR OS 規格により禁じられています。

なぜなら、引数 cycle を MAXALLOWEDVALUE より大きくすることはできず、

MAXALLOWEDVALUE は常にモジュラス-1（この場合は 359）になるためです。 

そのため、この例のようなカウント機能が必要な場合は、絶対シングルショットアラームを

使用し、それが満了するたびにセットしなおす必要があります。 

たとえば Task1 が Alarm1 にアタッチされている場合、例 9-5 に示されるように、Task1

のボディ内でタスク起動時にアラームを再セットするようにします。 
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TASK(Task1) { 
 /* Single-shot alarm reset at top dead center = 0 = 360 
  degrees. */ 
 SetAbsAlarm(Alarm1, 0, 0); 
 /* User code. */ 
 TerminateTask(); 
} 

例 9-5 タスクが起動されたときにアラームを再セットする 

9.2.2 相対アラーム（Relative Alarm） 
 

シングルショットアラーム 

相対アラームは、アラームの満了するタイミングをカウンタの相対値で指定するものです。

シングルショット相対アラームは、ランタイムに所定のアクティビティをタイムアウト監視

するような場合に有用です。たとえば、外部イベントを待ち、所定時間内にそのイベントが

発生しなかった場合はタスクを起動する、というような処理を行う場合にこのアラームを利

用できます。 

例 9-6 は、相対シングルショットアラームのセット方法を示しています。 

/* Timeout 42 ticks from now */ 
SetRelAlarm(Timeout, 42, 0); 

例 9-6 相対シングルショットアラーム 

例 9-6 の処理を図解すると図 9-8 のようになります。 

 

図 9-8 相対シングルショットアラームの概念図 

このように、シングルショットアラームは、所定のタイムアウトが発生した時点で所定のア

クションを実行するというタイムアウト処理をプログラミングする場合に役立ちます。 

AUTOSAR OS では、SetRelAlarm()の increment 値をゼロにすることは禁じられていま

す。increment にゼロを使用すると、E_OS_VALUE エラーが返されます。 

周期的アラーム 

例 9-7 は、初回は 10 チック後に満了し、その後は 20 チックごとに満了する相対アラームを

示しています。 
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/* Expire after 10 ticks, then every 20 ticks. */ 
SetRelAlarm(Alarm1, 10, 20); 

例 9-7 周期的相対アラーム 

図 9-9 は、このアラームを図示したものです。 

 

図 9-9 周期的相対アラームの概念図 

9.3 アラームの自動始動 
 

アラームの始動は、メインプログラム内で SetRelAlarm()または SetAbsAlarm()を呼び

出すことによって行えますが、周期的アラームを使用する最も簡単な方法は、自動始動機能

を使用することです。自動始動されるアラームは、StartOS()内で始動されます。 

自動始動されるアラームはアプリケーションモードごとにセットできるので、どのアプリケー

ションモードでアラームが自動始動されるようにするかをユーザーが選択することができま

す。自動始動されるアラームについては、絶対カウンタ値と相対カウンタ値のどちらを使用

するかを指定し、さらに所定の引数（increment/start および cycle）を設定する必要が

あります。 

統合のためのアドバイス 9.5： アラームは複数のアプリケーションモードにおいて始動で

きますが、モードごとに異なる自動始動パラメータを指定することはできません。 

図 9-10 では、自動始動されるアラームを Application Modes ペインから選択しています。 
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図 9-10 自動始動するアラーム 

RTA-OS では、StartOS()の実行中にソフトウェアカウンタがゼロに初期設定されます（ハー

ドウェアカウンタの場合は、ユーザー独自のアプリケーション初期化コードにより所定の値

にセットします）。したがって、絶対アラームの始動時刻を 0 チックにすると、アラームの

始動時において 0 番目のチックはすでに発生してしまっているので、注意が必要です。この

場合、アラームは始動しますが、このカウンタがゼロにラップアラウンドするまでは満了し

ません。ラップアラウンドが発生するまでの時間は、1 ミリ秒ごとにチックする 16 ビットカ

ウンタなら 65 秒余り、32 ビットカウンタなら 48 日弱にもなります。一方、アラームが最初

のチック以降で始動されるように指定すれば、カウンタが次にチックしたときに最初の満了

が発生するとことになります。 

自動始動される絶対アラームは、複数のアラームを互いに同期させる必要がある場合（つま

り、複数のアラームの満了を互いに事前に所定のチック数だけずらして発生させる必要があ

る場合）に有用です。 

9.4 アラームのキャンセル 
 

アラームをキャンセルするには、API 関数 CancelAlarm()を使用します。 

アラームのキャンセルは、たとえば所定のタスクが実行されるのを停止したいような場合に

必要となります。キャンセルしたアラームを再始動するには、API 関数 SetAbsAlarm()ま

たは SetRelAlarm()を使用します。 

9.5 アラーム発生時の対処 
 

アラームの発生時点において、たとえば現在のチック値が所定の値（絶対時刻）にすでに達

している場合は絶対アラームをセットしないようにするなどの対処が必要な場合は、API 関

数 GetAlarm()を利用することができます。 

このコールは、指定されたアラームが満了するまでに残っているチック数を返します。ただ

しその時点においてアラームがセットされていない場合は、値 E_OS_NOFUNC を返し、満了
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までのチック数は不定となるので、このコールの結果を使用する前に必ず戻り値をチェック

することをお勧めします。このコールの使用例を例 9-8 に紹介します。 

TickType    TimeToExpiry; 
TickType    SafetyMargin = 100; 
StatusType  IsValid; 
IsValid = GetAlarm(Alarm1, &TimeToExpiry); 
if (IsValid != E_OS_NOFUNC) { 
 if (TimeToExpiry <= SafetyMargin) { 
  Log(InsideSafetyMargin); 
 } 
} 

例 9-8 満了までの時間を取得する 

ランタイムにおいてこのコールから返されるチック数に基づく判断を行う際、特にカウンタ

の分解能が高い場合は注意が必要です。カウンタ値を GetCounterValue()で読み取る場合

と同様に、値を取得してからそれを計算に使用するまでの間にプリエンプションが発生する

可能性があるからです。つまり、値を読み取った時点において満了までに長い時間が残って

いても、その後プリエンプトされてレジュームした時点においてはわずかの時間しか残って

いないなかったり、すでに満了してしまっている可能性もあります。 

9.6 非周期的アラーム 
  

周期的アラームは、周期的な挙動をプログラミングする場合にかぎり有用です。たとえばデー

タソースをポーリングするタスクを周期的に実行しなければならないような一般的なシステ

ムには、周期的アラームは理想的です。しかし実際には、連続するアラーム満了の間隔をラ

ンタイムに変更する必要があるようなシステムも必要になります。たとえば、エンジンの回

転速度を算出し、その値を使用して点火時間や噴射時間を求めるような場合です。 

アラームを使用したこのような非周期的挙動には、シングルショットアラームを使用し、起

動されたタスクによりそのアラームの満了タイミングがセットされるようにプログラミング

する必要があります。 

例 9-9 では、タスクは 1 ミリ秒ごとに実行され、クランク角をカウントするカウンタをポー

リングします。このタスクはクランク角と回転速度を算出し、その回転速度から点火時間を

決定します。その後、点火を開始し、SparkTiming チック後に満了するアラームをセット

します。 
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TASK(MillisecondTask) { 
 ... 
 GetElapsedCounterValue(ShaftEncoder,&Position,&DegreesRotation); 
 RevsPerMinute = (DegreesRotation/360) * 1000 * 60; 
 SparkTiming = Lookup(RevsPerMinute); 
 if (Position = 90) { 
  StartSpark(); 
  SetRelAlarm(TimeCounter, SparkTiming, 0); /* Activates 
   SparkOff on expiry */  } 
 } 
 ... 
 TerminateTask() 
} 
TASK(SparkOff){ 
 StopSpark(); 
 TerminateTask(); 
} 

例 9-9 非周期アラームの例 

9.7 まとめ 
 

 アラームは、それに関連付けられたカウンタによってセットされます。 

 1 つのカウンタに複数のアラームを割り当てることができます。 

 1 つのアラームには以下の最大 4 つのアクションを割り当てることができます。 

1. タスクの起動 

2. イベントのセット 

3. コールバック関数の実行 

4. ソフトウェアカウンタのインクリメント 

 アラームは、絶対時刻または相対カウンタ値（現時点からの相対値）において満了す

るようにセットできます。 

 アラームは自動的に始動することができます。 
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10 スケジュールテーブル 
 

第 9 章では、アラームを使用して周期的挙動と非周期的挙動の両方が要求されるシステムを

簡単に構築する方法を説明しました。しかしアラームには、1 つのアラームにつき同じ種類

のアクションは 1 つしか実行できないという制約があります。タスクを順に起動していく段

階的シーケンスが定義されているシステムを構築して起動間に時間間隔を設ける必要がある

場合は、アラームの始動と終了の方法についてかなり注意が必要です。 

アラームを使用してそのようなシステムを作成することは可能ですが、ランタイムにアプリ

ケーションのタイミングプロパティが不正に変更されてしまうことを防ぐ手段は、コードレ

ビューを行うくらいしかありません。さらに、1 つのアラームで複数のタスクを起動するこ

とはできないため、複数のタスクの起動を同時に行いたい場合は複数のアラームを作成しな

くてはなりません。 

AUTOSAR OS は、このような制約を「スケジュールテーブル」という OS オブジェクトによっ

て解決しています。 

スケジュールテーブルは一連の満了ポイント（expiry point）で構成され、各ポイントの満了

タイミングは、すべてゼロポイントからのオフセットとして静的に設定されます。これらの

オフセットは、アラームの満了と同様に、静的に結び付けられたカウンタのチック数で定義

されます。スケジュールテーブルがアラームと決定的に違うのは、スケジュールテーブル上

の各満了ポイントの間隔が常に確実に保たれる点です。ほとんどの場合、この間隔はビルド

時に固定されます。しかし明示的に同期されるスケジュールテーブルの場合は、この間隔は

事前設定された値の範囲内で変動する可能性があります。スケジュールテーブルは 1 つの複

合ユニットとして始動したり停止したりでき、再始動された後も、スケジュールテーブル内

の満了ポイントの相対的な実行挙動は変わりません。つまりポイント A の後には必ず次のポ

イント B が続きます。 

スケジュールテーブルには以下の用語が使用されます。 

第1オフセット（Initial Offset）： スケジュールテーブルの先頭から第1満了ポイントま

でのオフセット。つまり1つのスケジュールテーブルに設定されるオフセットの中で最

小のオフセットを指します。 

テーブル周期（Duration）： スケジュールテーブルが始動してから停止するまでのチック

数。 

最終遅延（Final Delay）： スケジュールテーブルの先頭から最終満了ポイントへのオフセッ

トとテーブル周期との差。つまり、テーブル周期の値から最長オフセットを引いた値

になります。 

遅延（Delay）： 隣接する満了ポイント間のチック数。つまり、長い方のオフセットと短

い方のオフセットの差です。スケジュールテーブルが反復実行される場合は、最終満

了ポイントから第1満了ポイントまでの遅延は最終遅延と第1オフセットの和になりま

す。 

反復（Repeating）： 始動されたスケジュールテーブルが、1回実行した後に自動的に停

止するか、それともOS API関数により停止されるまで反復実行するかを指定します。 
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満了ポイントは、RTA-OS が何らかの処理を実行する必要がある時点をチック数で示すとい

う点ではアラームとよく似ていますが、実行できるアクションの種類や数が下の表に示すよ

うに異なります。 

アクション アラーム 満了ポイント 

ActivateTask() 
SetEvent() 

コールバック関数 
IncrementCounter() 

✓- 1 つのタスク 

✓- 1 つのイベント 

✓ 

✓ 

✓- 複数のタスク 

✓- 複数のイベント 

✗ 

✗ 

 
図 10-1 に示されるスケジュールテーブルは、満了ポイントが 5 個あり、テーブル周期が 50
カウンタチックに設定されています。スケジュールテーブルが始動されると 14、各満了ポイ

ントはゼロポイントからそれぞれ対応するオフセットチック数が経過したときに発生し、そ

の後 50 チックごとに発生します。 

 

図 10-1 スケジュールテーブルの構造 

統合のためのアドバイス 10.1： ここでは「ゼロポイント」という用語を、オフセットの計

測基準となるポイントという意味で使用しています。ゼロポイントは、カウンタの値とは無

関係です。 

スケジュールテーブルが始動されると（10.4 項を参照）、スケジュールテーブルのゼロポイ

ントがカウンタの現在値にマッピングされます。 

スケジュールテーブルのコンフィギュレーション設定は以下の 2 つの部分で構成されます。 

1. テーブル自体の属性の設定（10.1 項） 

2. テーブル内の各満了ポイントの設定（10.2 項） 

なお、スケジュールテーブルのコンフィギュレーション設定は複雑であるため、rtaoscfg に

は Schedule Table Assistant（スケジュールテーブルアシスタント）というアシスタントツー

ルも用意されています。これについては 10.3 項で説明します。 

10.1 スケジュールテーブルのコンフィギュレーション設定 
 

各スケジュールテーブルには、API 関数で参照できるように一意の名前を付ける必要があり

ます。 

14 反復実行するように設定されているスケジュールテーブルの場合 
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スケジュールテーブルは、アラームと同様に 1 つの OS カウンタによって駆動されます。こ

のカウンタは、スケジュールテーブルの満了ポイントのオフセットを計測するためのチック 
ソースになります。すべてのオフセットは OS カウンタのチック数で指定されます。 

各スケジュールテーブルには、「テーブル周期（Duration）」と呼ばれる長さが静的に設定

されます。テーブル周期はカウンタのチック数で指定され、MINCYCLE≤ Duration ≤ 

MAXALLOWEDVALUE+1 の範囲内の値です。 

スケジュールテーブルには以下の 2 つの動作モードがあります。 

シングルショット（Single shot）： スケジュールテーブルは1回だけ実行され、最後に自

動的に停止します。各満了ポイントも1回だけ処理されます。シングルショットスケジュー

ルテーブルは、所定のイベントトリガの発生によって複数のアクションを順次実行す

るシーケンスを開始したいような場合に役立ちます。 

反復（Repeating）： スケジュールテーブルは繰り返し実行されます。テーブルの終わり

に到達すると、再び先頭のゼロポイントに戻ります。したがって、各満了ポイントは

テーブル周期と等しい間隔で周期的に処理されます。 

図 10-2 は MasterPlan というスケジュールテーブルのコンフィギュレーションを示してい

ます。このスケジュールテーブルはミリ秒カウンタにより駆動され、50 チックの周期で反復

実行されます。 

 

図 10-2 スケジュールテーブルのコンフィギュレーション 

図 10-3 は、図 10-1 のスケジュールテーブルのコンフィギュレーションを図 10-2 のように設

定し、カウンタ値が 0 チックの時点で始動された場合と、カウンタ値が 42 チックの時点で始

動された場合にどのように実行されるかを示しています。 
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図 10-3 スケジュールテーブルの実行 

10.1.1 同期 
 

図 10-3 においては、満了ポイントはテーブルが反復実行されるたびにゼロポイントから同じ

相対オフセットが経過した時点で発生します。しかし、満了ポイントが発生する時点のカウ

ンタチック値はスケジュールテーブルがいつ始動されたかにより異なります。 

ユーザーのアプリケーションによっては、このようなスケージューラ始動時からの相対的な

タイミングではなく、特定のカウンタ値で満了ポイントが発生しなければならない場合があ

ります。たとえば、カウンタがクランクシャフトの回転角をカウントしていて、0°、90°など

の所定の角度において満了ポイントを発生させたい場合があります。また、満了ポイントを

グローバルタイム信号と同期的に発生させることが必要となる場合もあります。 

このような使用事例は、スケジュールテーブルを同期することにより対応できます。RTA-OS
では以下の 3 通りの同期ストラテジがサポートされています。 

非同期（NONE）： ストラテジを使用せず、同期を行いません。ストラテジがまったく設

定されていない場合は、これがデフォルトの挙動になります。 

暗黙的同期（IMPLICIT）： スケジュールテーブルの駆動に使用されるカウンタとの同期

が必要であると想定します。暗黙的同期については、10.9項で詳しく説明します。 

明示的同期（EXPLICIT）： このストラテジでは以下の2つのカウンタを使用します。 

 駆動カウンタ： スケジュールテーブル内の満了ポイントを処理するために使用

される OS カウンタです。 

 同期カウンタ： OS の外部に存在し、OS との同期が必要なカウンタです。これ

は第 8 章で説明した OS カウンタオブジェクトではありません。 

RTA-OSは、同期カウンタ値の通知を受け、それを使用してスケジュールテーブルを同

期します。 

明示的同期については、10.10項で詳しく説明します。 
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10.2 満了ポイントのコンフィギュレーション設定 
 

各スケジュールテーブルには1つまたは複数の満了ポイントが含まれます。満了ポイントは、

アクションが必要なタイミングをテーブル先頭からのオフセットとして定義するものです。

各満了ポイントには以下の属性があります。 

 スケジュールテーブルの先頭（ゼロポイント）からのオフセット 

 起動する 0 個または 1 個以上のタスク 

 指定されたタスク用にセットする 0 個または 1 個以上のイベント 

各満了ポイントでは、1 個以上のタスクを起動するか、1 個以上のイベントをセットする必要

があります。何もアクションを伴わない満了ポイントを定義することはできません。 

オフセットは、スケジュールテーブルを駆動する OS カウンタのチック数で定義します。つ

まり、カウンタのプロパティがコンフィギュレーションに制約を与えることになります。 

オフセットには、ゼロか、MINCYCLE からテーブル周期までの範囲内の値を定義できます。

オフセット間の差は MINCYCLE チック以上なければなりません 15。 

「MINCYCLE による制約」とは、カウンタを使用して MINCYCLE 未満の遅延をプログラミン

グすることはできないことを意味します。 

たとえば、カウンタの MINCYCLE が 10 の場合は、以下のような制約が発生します。 

 1 以上 9 以下のオフセット値は無効 

 10 および 20 という 2 個のオフセット値は有効 

 10 および 19 という 2 個のオフセット値は無効 

図 10-4 は、満了ポイントの定義方法を示しています。 

 

図 10-4 満了ポイントを定義する 

15 正確に書くと次のようになります: ∀x, y ∈ Offsets • abs(x − y) >= MINCYCLE 
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このワークスペースの上部で、満了ポイントの追加・削除やオフセットの設定を行い、下部

で、各満了ポイントのアクションについて設定します。 

10.3 スケジュールテーブルアシスタント 
 

一般的なアプリケーションは、複数の周期的タスクを中核として構成されています。しかし

1 つのスケジュールテーブルで複数の倍数周期を使用するようにセットアップするのは煩雑

で間違いを起こしやすくなる可能性があるので、rtaoscfg ではそのようなシステムのフレー

ムワークを自動生成できるアシスタントツールを提供しています。 

このアシスタントツールは「スケジュールテーブルアシスタント」（Schedule Table Assistant）
と呼ばれ、ユーザーが入力した要件（カウンタ周波数やタスク優先度など）に従って、スケ

ジュールテーブルやカウンタ、タスク、イベントコンテナを自動生成します。 

周期的システムのコンフィギュレーションは、ディスクに保存し、後で編集することもでき

ます。 

図 10-5 はスケジュールテーブルアシスタントの初期表示を示しています。 

 

図 10-5 スケジュールテーブルアシスタント 

データ入力フィールドには、周期とオフセットを、AUTOSAR で規定されているように「チッ

ク」単位で入力する必要があります。チックから実際の時間単位への変換はスケジュールテー

ブルを駆動するカウンタの機能なので、これはカウンタのコンフィギュレーション設定ペー

ジ内で行います。 

ここで周期とオフセット以外にタスク名しか定義しなければ、アクションは自動的にActivate 
Task（タスクの起動）に設定されます。これに加えてイベント名も定義すると、アクション

は Set Event（イベントのセット）に設定されます。 

コンフィギュレーションの入力時には、生成されるスケジュールテーブルの長さとサイズを

知らせるメッセージがデータ入力フィールドの下に表示されます。 

File ➔ Save でファイルを保存すると、同名のスケジュールテーブルがすでに存在している

場合は、アシスタントはそれに上書きするので、既存のスケジュールテーブルの周期的情報

を更新することができます。保存したコンフィギュレーションは、後でリロードすることが

できます。 
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Generate ボタンを押下すると、スケジュールテーブルとそれをサポートするコンテナが生

成されます。その際、プロジェクトがまだ開かれていない場合は、3.1.1 項で説明したように

New Project ダイアログボックスが表示されます。 

10.4 スケジュールテーブルの始動 
 

10.4.1 絶対始動 
 

スケジュールテーブルを絶対カウンタ値 Start で始動するには、例 10-1 に示すように API

関数 StartScheduleTableAbs(ScheduleTableID, Start)を使用します。 

/* Start Schedule Table Tbl when the counter reaches tick 6 */ 
StartScheduleTableAbs(Tbl, 6); 

例 10-1 StartScheduleTableAbs()の使用方法 

このコールから制御が返されるとき、スケジュールテーブルは、暗黙的に同期されるスケジュー

ルテーブルでなければ SCHEDULETABLE_RUNNING 状態になり、暗黙的に同期されるスケ

ジュールテーブルの場合は SCHEDULETABLE_RUNNING_AND_SYNCHRONOUS 状態になりま

す。 

第 1 満了ポイントは Start + Initial Offset チックが経過したときに処理されます。

図 10-6 は、図 10-3 のスケジュールテーブル を例 10-1 の方法で始動した場合の処理を示し

ています。 

 

図 10-6 スケジュールテーブルを絶対カウント値で始動する 

絶対始動は、外部ハードウェアカウンタの特定の値に同期するスケジュールテーブルを構築

する場合は特に有用です。実際に、暗黙的に同期されるように設定されているスケジュール

テーブルを始動する方法は、これ以外にありません。 

これまでと同じレイアウトのスケジュールテーブルを、テーブル周期と等しいモジュラスを

持つカウンタを用いて駆動する場合について考えてみましょう。満了ポイントのオフセット

がスケジュールテーブルが処理される「実際のカウント値」を表すようにするには、例 10-2
に示すようにカウンタがゼロの時点において絶対始動を行うようにすることより簡単に実現

できます。 

/* Start ImplicitlySynchronizedTable when the counter wraps to  
  zero */ 
StartScheduleTableAbs(ImplicitlySynchronizedTable, 0); 

 

例 10-2 暗黙的に同期されるスケジュールテーブルを始動する 
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図 10-7(a)を見ると、このスケジュールテーブルはカウンタがゼロになると始動し、各満了ポ

イントはカウンタ値がそれぞれのオフセットと等しくなったときに発生することが分かりま

す。 

 

10-7(a) 絶対 start 値より後のカウンタ値 

 

10-7(b) 絶対 start 値より前のカウンタ値 

図 10-7 スケジュールテーブルを絶対カウント値と同期させる 

統合のためのアドバイス 10.2： スケジュールテーブルを絶対カウント値で始動する場合は、

その時点においてカウンタ値がすでにその値を過ぎている可能性があることに注意してくだ

さい。その場合、スケジュールテーブルはカウンタが再びその値になるまで（つまりカウン

タがゼロに戻った後まで）始動されません。 

この点について特に注意が必要なのは、RTA-OS 始動直後にスケジュールテーブルが

StartScheduleTableAbs(MyTable, 0)を使用して始動される場合（またはスケジュー

ルテーブルがカウンタ値ゼロで自動始動される場合）です。このコールを行った時点におい

てカウンタ値ゼロはすでに過去になっているので、カウンタのモジュラス全体（+ 第 1 オフ

セット）が経過してからでないと第 1 満了ポイントが処理されません 16。 

図 10-7(b)は、カウンタがゼロに到達した直後に図 10-7(a)のスケジュールテーブルが始動し

たケースを表しています。 

10.4.2 相対始動 
 

スケジュールテーブルを現在から所定のチック数後に始動するには、API 関数

StartScheduleTableRel(ScheduleTableID, Offset)を使用します。これはアラー

ムをSetRelAlarm()で相対的に始動するのと同じ要領です（9.2.2項を参照してください）。 

StartScheduleTableRel()の引数 Offset は、RTA-OS がスケジュールテーブルを始動

する時の、現在を基準とした場合のチック数（相対チック数）を指定します。 

16  1ミリ秒で実行される32ビットカウンタの場合、この状態が発生するまでに約50日も待たなければなりませ

ん。 
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このコールから制御が返されるとき、スケジュールテーブルは SCHEDULETABLE_RUNNING

状態になります。第 1 満了ポイントは、カウンタの Offset + Initial Offset チックが

経過したときに処理されます。図 10-8 は、図 10-1 のスケジュールテーブルを例 10-3 のよう

に始動した場合の処理を示しています。 

 

図 10-8 スケジュールテーブルを相対カウンタ値で始動する 

/* Start Schedule Table Tbl 6 ticks from now */ 
StartScheduleTableRel(Tbl, 6); 

例 10-3 StartScheduleTableRel()の使用方法 

統合のためのアドバイス 10.3： カウンタがハードウェアカウンタである場合は、

StartScheduleTableRel()に渡された Offset に相当する時間が経過する前にコールか

ら制御が返されるようにする必要があります。 

ソフトウェアカウンタにより駆動されるスケジュールテーブルの場合、

StartScheduleTableRel()が実行されている間はカウンタをインクリメントできません。

なぜなら、これらの API 関数はどちらも OS レベルで実行されるため、並行しては実行され

ないからです 

暗黙的同期を行うスケジュールテーブルの相対始動は禁止されているので、以下のコードを

実行するとエラーが発行されます。 

 

StartScheduleTableRel(ImplicitlySynchronizedTable, 6); /* returns 
 E_OS_ID */ 

例 10-4  StartScheduleTableRel()の間違った使い方 

10.4.3 同期始動 
 

RTA-OS に同期カウンタの値が通知された後にスケジュールテーブルを同期的に始動するに

は、API 関数 StartScheduleTableSynchron(ScheduleTableID)を使用します。この

API 関数は、明示的同期を行うスケジュールテーブルについてのみ使用できます。 

図10-9は、スケジュールテーブルを例10-5のコードで始動した場合の処理を示しています。 
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図 10-9 スケジュールテーブルを同期的に始動する 

 

/* Start Schedule Table when the synchronization count is provided 
  */ 
StartScheduleTableSynchron(ExplicitlySynchronizedTable); 
/* Table now waits */ 
... 
SyncScheduleTable(ExplicitlySynchronizedTable,42); 
/* Table processes first expiry point Duration-42+InitialOffset  
 ticks from now */ 

例 10-5 StartScheduleTableSynchron()の使用方法 

このスケジュールテーブルは、コールから制御が返されるときにはSCHEDLETABLE_WAITING

状態になっています。 

StartScheduleTableSynchron()は、スケジュールテーブルのゼロポイントを、同期カ

ウンタの値がゼロになるタイミングに同期させる必要があると想定します。 

スケジュールテーブルが StartScheduleTableSynchron()により始動された場合は、そ

の後に SyncScheduleTable(ScheduleTableID, Value)が呼び出されるまではそのス

ケジュールテーブルは実行されません。その後、第1満了ポイントは、駆動カウンタのDuration 

- Value + Initial Offset チックが経過したときに処理されます。 

統合のためのアドバイス 10.4： SyncScheduleTable()が実行されないと、テーブルは、

StopScheduleTable()により停止されるまでSCHEDULETABLE_WAITING状態から他の状

態に移行しません。 

10.5 満了ポイントの処理 
 

満了ポイントは、スケジュールテーブルを駆動するカウンタについて実行される API 関数

IncrementCounter()または Os_AdvanceCounter()に反応して処理されます。 

カウンタが次の満了ポイントの期限となる値に達すると、RTA-OS は以下の 3 つの処理を順

に行います。 

 設定されているすべてのタスクを優先度の降順に始動します。 

 タスク用のすべてのイベントを優先度の降順にセットします。 

 カウンタに、次の満了ポイントとする目標値（match value）をセットします。 
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10.6 スケジュールテーブルの停止 
 

スケジュールテーブルは、API 関数 StopScheduleTable(ScheduleID)により停止できま

す。どの時点においてもスケジュールテーブルの処理は直ちに停止します。 

反復実行されているスケジュールテーブルは、StopScheduleTable()が呼び出されて停止

されるまで、または NextScheduleTable()（10.7 項を参照）が呼び出されてテーブルが

切り替えられ停止するまで、実行されます。 

シングルショット（Repeating の値が FALSE）として設定されているスケジュールテーブル

は、図 10-10 に示すように RTA-OS が最終満了ポイントを処理してから Final Delay チッ

クが経過すると自動的に停止します。 

 

図 10-10 反復実行しないスケジュールテーブルは自動的に停止する 

10.6.1 停止したスケジュールテーブルの再始動 
 

停止したスケジュールテーブルは、StartScheduleTable[Abs|Rel|Synchron]()を呼

び出すことにより再始動することができます。スケジュールテーブルの処理は、図 10-11 に

示すようにゼロポイントから再開されます。スケジュールテーブルの処理の途中から再開す

る方法はありません。 

 

図 10-11 スケジュールテーブルの処理は必ずゼロポイントから再開される 

10.7 スケジュールテーブルの切り替え 
 

ランタイムにおいて、現在実行中のスケジュールテーブルから別のテーブルに切り替えるに

は、API 関数 NextScheduleTable()を使用します。スケジュールテーブルの切り替えは、

常にテーブルの末尾において、つまり最終満了ポイントが処理されてから Final Delay（最終

遅延）チックが経過した後で行われます。例10-6はこのAPI関数の使用方法を示しています。 
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/* Start To after From has finished */ 
NextScheduleTable(From, To); 

 

例 10-6 スケジュールテーブルの切り替え 

切り替えることができるのは、同じカウンタにより駆動されているスケジュールテーブル同

士だけです。切り替え前のスケジュールテーブルと切り替え後のスケジュールテーブルとは、

満了ポイント数、テーブル周期、第 1 オフセットなどが異なっていてもかまいません。 

NextScheduleTable()が呼び出されると、From の最終満了ポイントから To の第 1 満了

ポイントまでの遅延は以下の式で求められます。 

遅延 = From の最終遅延 + To の第 1 オフセット 

統合のためのアドバイス 10.5： 切り替え前のスケジュールテーブルの最終遅延が 0 チック

で、切り替え後のスケジュールテーブルの第 1 オフセットが 0 の場合は、満了ポイント間の

遅延は 0 チックになります。 

図 10-12 は、テーブル周期が 50 チックのスケジュールテーブル From から、テーブル周期が

30 チックのスケジュールテーブル To に切り替える処理を示しています。 

 

図 10-12 スケジュールテーブルの切り替え 

From の実行中に NextScheduleTable()を複数回実行すると、最後に実行されたコールで

切り替え後のスケジュールテーブルとして指定されたスケジュールテーブルが始動されます。 

統合のためのアドバイス 10.6： スケジュールテーブル From を停止すると、スケジュール

テーブル To は SCHEDULETABLE_NEXT 状態のままになってしまいます。 

図 10-13のように、スケジュールテーブル Toへの切り替えが発生する前にスケジュールテー

ブル From が停止されると、To が SCHEDULETABLE_NEXT 状態のままになってしまうこと

が分かります。 
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図 10-13 スケジュールテーブルが SCHEDULETABLE_NEXT 状態で放置される 

アプリケーションは SCHEDULETABLE_STOPPED 状態でないスケジュールテーブルを始動す

ることはできないため、スケジュールテーブル To を実行できなくなってしまいます。この

状態を避けるには、ランタイムにおいて Toが待ち状態になっているかどうかをチェックし、

待ち状態になっている場合は StopScheduleTable(To)を呼び出して To の状態を

SCHEDULETABLE_STOPPED にします。例 10-7 は、これを実現するコードを示しています。 

ScheduleTableStatusType FromState,ToState; 
GetScheduleTableStatus(From, &FromState); 
GetScheduleTableStatus(To, &ToState); 
if ( (ToState == SCHEDULETABLE_NEXT) && 
   (FromState == SCHEDULETABLE_STOPPED) { 
  /* Reset state of To */ 
  StopScheduleTable(To); 
}  
StartScheduleTableAbs(To,99); 

例 10-7 スケジュールテーブルの状態をリセットする 

状態条件の読み取りと評価が競合状態になるのを防ぐには、2 つのスケジュールテーブルの

いずれかまたは両方を扱う OS オブジェクトの中で優先度が最高のものと同じ優先度におい

て、上記のようなコードを実行する必要があります。 

10.8 同期ストラテジの選択 
 

統合のためのアドバイス 10.7： スケジュールテーブルを同期する必要がある場合は、暗黙

的同期を使用することを強くお勧めします。このモデルでは、OS がカウンタドライバから適

切に切り離されるためです。 

FlexRay や TTP などのようなタイムトリガ式のネットワーキングテクノロジーにより提供さ

れる「グローバルタイム」と同期する必要がある場合は、暗黙的同期の使用をお勧めします。

これらのテクノロジーでは、ハードウェアを使用して分散型ネットワーク内でのクロック同

期を行い、グローバルタイムの現在時刻を CPU に提供します。ハードウェアは、たとえネッ

トワーク上の同期を失った場合でもベストエフォートのグローバル参照時刻を CPUに提供す

るので、それに基づいてスケジュールテーブルの駆動を行うことができ、同期の再試行も自

動的に行われます。ハードウェアを用いたこのような手法は、クロック同期問題を、ソフト

ウェアによる手法に比べてはるかに効率的かつ正確に修正することができます。アプリケー

ションにおいて AUTOSAR OS の明示的同期モデルを使用してこのような問題を扱うのは、好

ましいことではありません。 

明示的同期の使用事例として唯一合理的なのは、CAN ネットワーク全体にグローバルタイム

信号をブロードキャストする場合などのように、散発的に生成される不正確な（つまり多大
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なずれが発生する可能性のある）クロックソースを使用して OS 内で処理を同期する必要が

ある場合です。 

10.9 暗黙的同期 
 

暗黙的同期を実現するためには、以下のことが必要です。 

1. スケジュールテーブルと OS カウンタとが同じ値でゼロに戻る必要があります。これに

より、テーブルの「ゼロから X チック」というオフセットを、カウンタのチック X と

正確に一致させることができます。 

このように設定するには、テーブル周期をカウンタの MAXALLOWEDVALUE+1 と等しい

値にしてください。 

2. スケジュールテーブルは必ず既知のカウンタ値で始動されます。つまり、スケジュー

ルテーブルの始動は StartScheduleTableAbs()でしか行えません。 

同期の維持はカウンタドライバの責任で行われるので、RTA-OS はこれについて何の処理も

行いません。 

下の表は、非同期（NONE）と暗黙的同期（IMPLICIT）の 2 つの同期ストラテジの相違点を

示しています。 

 非同期（NONE） 暗黙的同期（IMPLICIT） 

最小テーブル周期 

最大テーブル周期 
Start...Abs() 

Start...Rel() 

Start...Synchron() 

Mincycle 
MaxAllowedValue+1 
✓ 

✓ 
✗ 

MaxAllowedValue+1 
MaxAllowedValue+1 
✓ 

✗ 
✗ 

 
 

非同期（同期ストラテジ NONE）で、テーブル周期が MAXALLOWEDVALUE+1 と等しく、必

ず StartScheduleTableAbs()により始動されるスケジュールテーブルのランタイムの挙

動は、暗黙的同期を使用するスケジュールテーブルのランタイムの挙動と同じです。 

暗黙的同期（IMPLICIT）が非同期（NONE）と異なるのは、RTA-OS に対してコンフィギュレー

ション設定の項目追加とランタイムチェックを要求し、制約条件に違反がないかを強制的に

調べさせる点だけです。 

図 10-14 の状態図を見ると、暗黙的同期では StartScheduleTableRel()を使用できない

ことと、非同期のスケジュールテーブルにおける SCHEDULETABLE_RUNNING 状態は、暗黙

的同期の場合は SCHEDULETABLE_RUNNING_AND_SYNCHRONOUS になることを除き、両方

の状態モデルがよく似ていることが分かります。 
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(a) 非同期（NONE） 

 

(b)  暗黙的同期（IMPLICIT） 

図 10-14 非同期のスケジュールテーブル(a)と暗黙的同期を行うスケジュール 
テーブル(b)の状態遷移 

暗黙的同期は、ハードウェアカウンタを使用して行うと非常に効率的です。各満了ポイント

が処理されるとき、RTA-OS はハードウェアカウンタコールバック関数

Os_Cbk_Set_<CounterID>を使用して、次の満了ポイントまでの遅延が経過したときにカ

ウンタが割り込みを掛けるように設定します。再同期はすべてドライバのスコープ内で発生

するので、スケジュールテーブルとカウンタの同期は常に維持されることになります。 

ハードウェアカウンタドライバの詳しい記述方法は第 11 章に記載されています。 

10.10 明示的同期 
 

10.1.1 項で説明したように、明示的同期には以下の 2 つのカウンタが必要です。 

 駆動カウンタ： スケジュールテーブル上の満了ポイントを処理するために使用され

ます。 

 同期カウンタ： OS の外部に存在し、OS との同期が必要なカウンタです。これは OS
カウンタオブジェクトではありません。 

非同期または明示的同期の場合、 満了ポイント間の遅延は固定です。 
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明示的同期では、RTA-OS は隣接する満了ポイント間の遅延を設定可能な範囲内で動的に調

整することにより、スケジュールテーブルと同期カウンタとの同期を維持します。スケジュー

ルテーブルが同期カウンタよりも先行している場合は遅延を大きくし、遅れている場合は遅

延を小さくします。 

10.10.1 カウンタの制約条件 
 

AUTOSAR OS の明示的同期では、スケジュールテーブル、駆動カウンタ、同期カウンタの間

で以下の制約条件が満たされていることを前提としています。 

1. テーブル周期が駆動カウンタのモジュラス以下であること 

2. テーブル周期が同期カウンタのモジュラスと等しいこと 

3. 駆動カウンタおよびお同期カウンタの分解能が同じであること、つまり、駆動カウン

タの 1 チックについて同期カウンタの 1 チックと同じ時間がかかること 

駆動カウンタは OS オブジェクトなので、1．の制約条件については RTA-OS でチェックでき

ます。同期カウンタは「設定可能なオブジェクト」として見ることができないので、2.と 3.
の制約条件を RTA-OS でチェックすることはできません。 

統合のためのアドバイス 10.8： 定められた制約条件を同期カウンタが満たしているかどう

かは、ユーザーの責任においてチェックしてください。制約条件が満たされていないと明示

的同期は機能しません。 

10.10.2 同期の調整範囲の設定 
 

調整範囲 

以下の 2 つのパラメータにより、RTA-OS が満了ポイント間の遅延をどの程度調整できるよ

うにするかを静的に設定できます。 

Max Retard： 満了ポイントのオフセットから差し引くことのできる最大チック数 

 これは、直前の満了ポイントからの遅延を、指定されたチック数だけ短くするこ

とに相当します。 

Max Advance： 満了ポイントのオフセットに加えることのできる最大チック数 

 これは、直前の満了ポイントからの遅延を、指定されたチック数だけ長くするこ

とに相当します。 

図 10-15 では、満了ポイントに同期の調整限界値を設定しています。 
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図 10-15 満了ポイントの Max Advance および Max Retard を設定する 

図 10-16 を見ると、これらのパラメータが、満了ポイントまでのオフセットと、直前の満了

ポイントからの遅延に与える影響が分かります。 

 

図 10-16 Max Retard および Max Advance が遅延に与える影響 

これらの「調整限界値」は、各満了ポイントごとに個別の値を指定できます。調整限界値が

指定されていない満了ポイントについては、ランタイムにおける調整は行われません。 

調整限界値として設定できる値は、スケジュールテーブルの他のコンフィギュレーションパ

ラメータと同様、駆動カウンタの属性により制限されます。満了ポイント間の最小遅延は

MINCYCLE より大きい必要があります。つまり、すべての隣接する満了ポイントのペア（i,j）
について以下の条件が満たされる必要があります。 

Offseti − (Offsetj − MaxRetardj ) >= MINCYCLE 
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調整のための計算は、すべてテーブル周期を法として行われます。したがって、第 1 満了ポ

イントの Max Retard 値は、その値で調整された値をモジュラス計算した結果が最終満了ポイ

ントのオフセットに MINCYCLE を加えた値よりも大きければ、第 1 オフセットより大きくす

ることができます。 

図 10-17 を見ると、Max Retard を 2 チックにすることにより、隣接する 2 つの満了ポイント

間の遅延を 3 チックから 1 チックに減らせることが分かります。 

 

図 10-17 Max Retard を使用して満了ポイント間の遅延を最小限にする 

2 つの隣接する満了ポイント間の最大遅延は、テーブル周期（Duration）より短くなければな

りません。 

Offseti + MaxAdvancei <= DURATION 
 

図 10-18 を見ると、Max Advance を 6 チックにすることにより、隣接する 2 つの満了ポイン

ト間の遅延を 3 チックから 9 チックに増やせることが分かります。 

 

図 10-18 Max Advance を使用して満了ポイント間の遅延を最大限にする 

偏差 

スケジュールテーブルは、同期が必要なカウンタとは別のカウンタにより駆動されるので、

同期カウンタに対してずれ（drift）が発生する可能性があります。AUTOSAR OS ではこのず

れを「偏差（deviation）」と呼んでいます。 
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ただし、明示的に同期されるスケジュールテーブルのモジュラスは、同期カウンタのモジュ

ラスと同じでなければならないため、RTA-OS は同期カウンタの値を使用してスケジュール

テーブル上のカレントポイントと同期カウンタとの偏差を算出します。 

この偏差は、テーブル周期を法とする同期カウンタ値にスケジュールテーブルを合わせるた

めに、スケジュールテーブルの現在値（’now’ value）に加えられる（または差し引かれる）

最小チック数です。 

偏差は以下のように定義されます。 

正： スケジュールテーブルの現在値にチックを加える必要があります。つまり、同期カウ

ンタがスケジュールテーブルよりも進んでいるため、遅延を短くする必要があります。

遅延を短くすると満了ポイントの発生が早くなり、実際にスケジュールテーブルを高

速化することになります。 

負： スケジュールテーブルの現在値からチックを差し引く必要があります。つまり、同期

カウンタがスケジュールテーブルよりも遅れているため、遅延を長くする必要があり

ます。遅延を長くすると満了ポイントの発生が遅くなり、実際にスケジュールテーブ

ルを低速化することになります。 

図 10-19 は、カウンタモジュラスが 8、スケジュールテーブルの現在値が 7 チックである場

合に、同期カウンタの値に起こりうる偏差を示しています。  
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(a) 偏差なし (b) 偏差 = + 1 チック 

（同期カウンタが 1 チック進んでいる） 

  

(c) 偏差 = + 2 チック 
（同期カウンタが 2 チック進んでいる） 

(d) 偏差 = + 3 チック 
（同期カウンタが 3 チック進んでいる） 

  

(e) 偏差 = + 4 チック 
（同期カウンタが 4 チック進んでいる） 

(f) 偏差 = - 3 チック 
（同期カウンタが 3 チック遅れている） 

  

(g) 偏差 = - 2 チック 
（同期カウンタが 2 チック遅れている） 

(h) 偏差 = -1 チック 
（同期カウンタが 1 チック遅れている） 

図 10-19 スケジュールテーブルの偏差 

図中の赤色の三角形は、同期カウンタの値と等しくするために現在値から減算しなければな

らないチック数を示し、緑色の三角形は、同期カウンタの値と等しくするために現在値に加
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算しなればならないチック数を示しています。実際に「偏差」として扱われる値は、それぞ

れの赤色と緑色の三角形のうち小さい方の三角形で表される値です。両三角形の大きさが同

じ場合は、加算と減算のどちらをとってもかまいません。 

RTA-OS では、偏差の値がテーブル周期の半分以下である場合は、その値を正値とします。 

下の表は、モジュラスが 8 チックのスケジュールテーブル値と同期カウンタ値のそれぞれの

組み合わせの場合の偏差を示しています。 

  スケジュールテーブルの現在値 
  0 1 2 3 4 5 6 7 

同
期
カ
ウ
ン
ト 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

+1 

+2 

+3 

-4 

-3 

-2 

-1 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

-4 

-3 

-2 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

-4 

-3 

-3 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

-4 

+4 

-3 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

+3 

+4 

+3 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+2 

+3 

+4 

-3 

-2 

-1 

0 

+1 

+1 

+2 

+3 

+4 

-3 

-2 

-1 

0 

10.10.3 始動 
 

明示的に同期されるスケジュールテーブルの始動は、10.4.3 項で説明したように API 関数

StartScheduleTableSynchron()で行うのが一般的です。その場合、スケジュールテー

ブルは、10.10.4 項で説明する SyncScheduleTable()コールによって同期カウンタが提供

されるのを待つことになります。これにより、一般的に「ハードスタートアップ」と呼ばれ

る始動が行われます。このモデルでは、スケジュールテーブルは同期が確立されてからでな

いと始動しません。 

しかし、同期カウントが提供される前にスケジュールテーブルを実行して満了ポイントを処

理しなければならない場合、つまりスケジュールテーブルを非同期的に実行しなければなら

ない場合もあります。この場合でも、同期カウントが提供された後に、RTA-OS はスケジュー

ルテーブルを同期させることができます。 

非同期始動は、API関数StartScheduleTableAbs()またはStartScheduleTableRel()

を使用して簡単に行うことができます。 

統合のためのアドバイス 10.9： スケジュールテーブルは、不定の時間にわたって不特定の

同期カウントと非同期的に実行されます。この間、明示的同期の場合と非同期の場合で、挙

動に違いはありません。ユーザーのシステムが不定の時間にわたって同期しなくても安全に

実行できるのであれば、そのシステムは安全に非同期実行できるものと判断でき、明示的同

期を行う必要はありません。その場合は非同期で十分であり、それによりメモリ使用量が少

なくて済むうえパフォーマンスも高くなります。 

10.10.4 スケジュールテーブルの同期 
 

満了ポイントが処理されるたびに、RTA-OS はランタイムに次の満了ポイントまでの遅延を

算出します。 
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同期のためには、API 関数 SyncScheduleTable(Tbl,Value)を使用して、RTA-OS にその

時点の同期カウンタ値を知らせ、同期がまだとられていない場合は同期を開始するように指

示する必要があります。 

同期は以下の 2 つの処理により実現されます。 

1. アプリケーションが SyncScheduleTable(Tbl,Value)を呼び出し、RTA-OS が、そ

の時点におけるスケジュールテーブルと同期カウンタとの偏差を算出します。 

2. 満了ポイントが処理されるたびに、RTA-OS は算出した偏差と調整限界値（Max Retard
と Max Advance）を使用して、同期をとって維持するために必要な次の満了ポイント

までの遅延を算出します。 

次の満了ポイントが処理される前に SyncScheduleTable(Tbl,Value)が複数回呼び出さ

れた場合は、最後の呼び出し時に算出された値が使用されます。 

満了ポイントの調整 

同期カウントがまだ提供されていない時点においては、満了ポイントは 10.5 項で説明したよ

うに処理されます。 

同期カウントが提供されると、満了ポイントが処理されるたびに、RTA-OS はそのとき保存

されている偏差を使用して、次の満了ポイントまでの遅延を、次の満了ポイントのMax Retard
および現在の満了ポイントの Max Advance により指定されている範囲内で調整します。 

行われる調整は、偏差の正負により異なります。 

負の偏差は、スケジュールテーブルが同期カウンタよりも遅れて実行されていて、「キャッ

チアップ」が必要な場合に発生します。 

 キャッチアップは、次の満了ポイントまでの時間を減らすことにより行います。減ら

せる時間は、偏差と次の満了ポイントのMax Retardとで、小さい方の値以内です。つ

まり、減らせる時間はMax Retard値により制限されます。 

正の偏差は、スケジュールテーブルが実行中で同期カウンタよりも進んでいるため「スローダ

ウン」が必要な場合に発生します。 

 スローダウンは、次の満了ポイントまでの時間を増やすことにより行います。増やせ

る時間は、偏差と現在の満了ポイントのMax Advanceのうち小さい方の値以内です。つ

まり、増やせる時間はMax Advance値により制限されます。 

上記の方法で求められた調整量が偏差から差し引かれ、満了ポイントまでの遅延が処理され

ます。 

次の満了ポイントが処理される時に偏差がゼロ以外の値である場合は、さらに調整が行われ

ます。 

図 10-20(a)は、スケジュールテーブルと、各満了ポイントの Max Retard および Max Advance

パラメータを示しています。SyncScheduleTable()コールによりトリガされる同期リクエ

ストが満了ポイント間の遅延に与える影響は、図 10-20(b)に示すとおりです。 
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10-20(a) 満了ポイントの調整限界値 

 

10-20(b) 遅延の修正 

図 10-20 スケジュールテーブルの同期 

10.10.5 同期 
 

明示的に同期されるスケジュールテーブルは、指定された精度以内に偏差が収まっていれば、

同期カウンタと「同期している」とみなされます。明示的同期を行うスケジュールテーブル

を設定する際には、必ず精度を指定してください。精度には 0 からテーブル周期までの範囲

内の任意の値を設定できます。 

図 10-21 は、明示的に同期されるスケジュールテーブルの精度を 2 カウンタチック（この場

合は 2 ミリ秒）に設定する方法を示しています。 
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図 10-21 精度を指定する 

下の表は、10.10.2 項で示した偏差の値です。精度が 2 の場合、水色のセルが、スケジュール

テーブルが同期的であると見なされる偏差の範囲を示します。 

  スケジュールテーブルの現在値 
  0 1 2 3 4 5 6 7 

同
期
カ
ウ
ン
ト 

0 0 +1 +2 +3 +4 -3 

 

-2 -1 
1 +1 0 +1 +2 +3 +4 -3 

 

-2 
2 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 -3 

 3 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 
4 +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 
5 -3 

 

+4 +3 +2 +1 0 +1 +2 
6 -2 -3 

 

+4 +3 +2 +1 0 +1 
7 -1 -2 -3 

 

+4 +3 +2 +1 0 
 

精度が 0 の場合は、スケジュールテーブルが「同期している」状態になるには偏差が 0 であ

る必要があります。精度がテーブル周期/2 以上であれば、スケジュールテーブルは常に同期

していることになります。これは、偏差はテーブル周期を法として算出されるので、スケジュー

ルテーブルと同期カウンタがテーブル周期の半分より大きくずれることは絶対にないためで

す。 

明示的に同期されるスケジュールテーブルの状態は、実行中には以下のいずれかの状態にな

ります。 

SCHEDULETABLE_RUNNING_AND_SYNCHRONOUS： スケジュールテーブルが実行中

で、「偏差 ≤ 精度」の状態である 

SCHEDULETABLE_RUNNING： スケジュールテーブルが実行中で、「偏差 > 精度」の状

態である 
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明示的に同期されるスケジュールテーブルは、ランタイムにはこれら 2 つの状態を繰り返し

ます。 

図 10-22 は、明示的に同期されるスケジュールテーブルの状態遷移モデルを示しています。 

 

図 10-22 明示的同期の状態 

10.10.6 同期の無効化 
 

明示的に同期されるスケジュールテーブルの同期状態は、SetScheduleTableAsync()を

使用して無効化できます。このコールが実行されると、スケジュールテーブルは実行を続け、

満了ポイントも処理されますが、RTA-OS は満了ポイント調整を停止します。 

同期は SyncScheduleTable()コールにより再開できます。 

例 10-8 はこれらのコールの例を示しています。 

SetScheduleTableAsync(Explicit); 
... 
SyncScheduleTable(Explicit,0); 

例 10-8 同期を停止し再開する 

10.11 スケジュールテーブルの状態 
 

スケジュールテーブルの状態は、API 関数 GetScheduleTableStatus()で問い合わせるこ

とができます。このコールはスケジュールテーブルの状態を出力引数として返します。例10-9
は状態の取得方法を示しています。 

ScheduleTableStatusType State;  
GetScheduleTableStatus(Table, &State); 

例 10-9 スケジュールテーブルの状態を取得する 

状態は以下のいずれかになります。 
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SCHEDULETABLE_STOPPED － スケジュールテーブルは始動されていません。 

SCHEDULETABLE_RUNNING －スケジュールテーブルは始動されています。 

SCHEDULETABLE_RUNNING_AND_SYNCHRONOUS －スケジュールテーブルは始動さ

れ、同期されています。 

SCHEDULETABLE_NEXT －スケジュールテーブルはScheduleTableNext()コールによ

り始動されましたが、同じカウンタを使用する別のスケジュールテーブルがまだ終了

していないため、まだ実行されていません。 

SCHEDULETABLE_WAITING －スケジュールテーブルは

StartScheduleTableSynchron()コールにより始動されましたが、

SyncScheduleTable()がまだ呼び出されていません。 

10.12 まとめ 
 

 スケジュールテーブルを使用すると、一連のアクションの実行をコンフィギュレーショ

ン設定時に静的に計画することができます。 

 スケジュールテーブルには 1 つの AUTOSAR OS カウンタを関連付け、周期を定義し、

1 つまたは複数の満了ポイントを定義します。 

 RTA-OSにおける満了ポイントは、スケジュールテーブルによって発行されるスティミュ

ラスのオフセットを指定することにより、暗黙的に生成されます。 

 スケジュールテーブルの切り替えは、テーブルの最終ポイントでのみ可能です。 

 以下のいずれかを使用して、スケジュールテーブルをグローバルチックソースと同期

させることができます。 

 暗黙的同期： スケジュールテーブルを駆動するカウンタはグローバルタイムソー

スです。 

 明示的同期： スケジュールテーブルを駆動するカウンタのチックはローカルカ

ウンタにより進められ、テーブルの同期は OS にグローバルチックソースのカレ

ント値を通知することによりマニュアル操作で行われます。 
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11 ハードウェアカウンタドライバの作成 
 

これまで見てきたように、RTA-OS にはシンプルで高性能なカウンタ駆動用インターフェー

スが用意されています。このハードウェアカウンタドライバメカニズムでは、ソフトウェア

とハードウェアのやりとりをユーザーコードのドメインに置くことができるので、高い柔軟

性が実現されます。ハードウェアやアプリケーションに関する新たな要件に対応するドライ

バを容易に統合することができ、他の機能に使用されているハードウェア用のドライバ処理

を「ピギーバック」することもできます。 

アプリケーションにおけるハードウェアの用途はハードウェアの所有者であるユーザー自身

が最もよく把握しているはずなので、ハードウェアカウンタドライバ関数はユーザーがその

の責任において作成します。 

本章は、ユーザーがハードウェアカウンタドライバ関数を作成する際のガイドラインをまと

めたものです。本章の大部分では、各種ペリフェラルタイマ用ドライバの作成時のものを例

として使用していますが、外部イベント（例：歯車の回転で発生する割り込み）に応じてイ

ンクリメントする他の周辺機器にも適用できます。 

サンプルコードは理解しやすいように簡単な構造になっていますが、これに手を加えること

により（例：if ... break を使用する while(1)ループを、適切な do ... while 文に

置き換える）、より質の高いターゲット用コードを生成することができます。ただしこのよ

うなコードの最適化を行う際には、各命令文のセマンティックスと順番が保持されるように

十分注意してください。たとえば C 言語の論理演算子&&では、実行順序と遅延評価について

の考慮が必要です。 

統合のためのアドバイス 11.1： ハードウェアカウンタはマルチコアシステムにおいても使

用できますが、デフォルトにおいて RTA-OS では、カウンタとそれに関連するアラームとス

ケジュールテーブルはすべて同じコア上で実行される必要があります。これは、異なるコア

上で実行されるコード同士が新しいカウンタマッチ値を同時にセットしようとすることによ

り発生する競合状態を回避できるようなハードウェアカウンタコールバック関数を記述する

ことは、一般的には不可能であるためです。しかし、何らかの手段により安全なコールバッ

ク関数を記述することが可能な状況であれば、以下のコマンドライン引数により、この制約

をなくすことができます。 

--os_option:Allow cross-core HW counter access=true 

11.1 ハードウェアカウンタドライバモデル 
 

RTA-OS のハードウェアカウンタドライバモデルは以下のようなものです。 

1. フリーランニングのペリフェラルカウンタである 

2. 初期値はユーザーにより設定される 

3. ゼロからカウンタのモジュラスまでカウントアップする 

4. 3．の後、ゼロに戻る 

統合のためのアドバイス 11.2： これらはモデルの想定事項であり、同じモデルを使用する

ハードウェアとの統合は簡単に行えます。本章の以降の項では、挙動の異なるハードウェア

を使用してこのモデルを実装する方法を説明します。 
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ハードウェアカウンタドライバは、API 関数 Os_AdvanceCounter_<CounterID>()を使用

して、カウンタに関連付けられているアラームやスケジュールテーブルの満了ポイントの期

限が来たら直ちにそのアラーム／満了ポイントを満了させること、および次のアラームまた

は満了ポイントを設定することを RTA-OS に指示します。 

本章では以下の用語を使用します。 

now： カウンタの現在値（増加し続ける値）です。 

old： 前回設定された比較値です。 

match： 次のアラームまたはスケジュールテーブルの満了ポイントが発生するカウント（絶

対時刻）です。 

- （マイナス）： カウンタのモジュラスを法とする2進減算です。 

本章の例では、以下の関数を使用してカウンタペリフェラルのステータス／コントロールレ

ジスタに対する操作を行い、ハードウェアカウンタ機能を実現しています。 

clear_pending_interrupt()  

set_pending_interrupt()  

enable_interrupt_source()  

disable_interrupt_source() 

これらの関数は RTA-OS によって提供されるものではありません。ハードウェアドライバ内

に、同等の機能を実装した関数をユーザーが提供する必要があります。 

11.1.1 割り込みサービスルーチン 
 

一般的には、ユーザーが提供するカテゴリ 2 の ISR から RTA-OS のハードウェアドライバイ

ンターフェースを呼び出します。 

この ISR は match のたびにトリガされ、Os_AdvanceCounter_<CounterID>()を呼び出

して、match が発生したことを RTA-OS に知らせます。すると RTA-OS は次の match まで

の遅延（delay）を設定します。ISR の挙動は、一般的に 3 つのクラスに分類されます。ここ

ではその各クラスについて、システム挙動およびスケジューラビリティ分析に対する影響と

ともに説明しますので、ハードウェアカウンタドライバの ISR コンポーネントを実装する際

の参考にしてください。 

シンプルハンドラ： ISRごとに1つのmatch値の処理を扱うことができます。このクラスの

ハンドラは、次の割り込みが発生する前に完了する必要があります。 

再トリガハンドラ： 自分を最初にトリガした割り込みに対する処理が完了する前に、1つ以

上のmatchの到来に対応できます。このクラスのハンドラは、呼び出されると1つの

matchを処理し、次のmatchがすでに到来している場合は自分を呼び出した割り込み

を保留状態にしたままで終了（Exit）するので、すぐにまたトリガがかかります。 

ループハンドラ： 自分を最初にトリガした割り込みに対する処理を完了する前に、1つ以上

のmatchの到来に対応できます。このクラスのハンドラは、ループ構造により複数の

満了を順に処理できます。このクラスのハンドラが終了するのは、到来しているmatch
がない場合か、または割り込みが保留状態になっている場合のいずれかのみです。ルー

プ機能のある割り込みハンドラは、すべてループハンドラと呼ばれます。 
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次の match が来る前にハンドラの処理が完了できることが確実である場合は、シンプルハ

ンドラが最適です。これはワーストケースの実行時間が最も短いためです。再トリガハンド

ラとループハンドラのどちらを選ぶかは、以下の要因により左右されます。 

1. ハードウェアが再トリガ処理をサポートしていない場合はループハンドラを使用しま

す。 

2. ハンドラを呼び出す割り込みと同レベルの割り込みがシステム内に存在し、その他方

の割り込みの方が高いアービトレーションオーダーを持っている（つまり 2 つの割り

込みが同時に発生した際に先に処理される）場合は、再トリガハンドラの方が適して

います。それによってその他方の割り込みのレイテンシが低減されるためで、これは

特に割り込み優先度レベルが 1 つしかないシステムに適用されます。 

3. 1 つのmatchについて処理する際の実行時間は、一般的に再トリガハンドラの方がルー

プハンドラよりも短くなります。1 回の呼び出しで複数の割り込みを処理するには一

般的にループハンドラの方が効率的ですが、各 match が別々のコールで処理される際

にワーストケース挙動が生じます。 

シンプルハンドラが適しているのは、ハンドラのワーストケースの応答時間（つまり割り込

みがレディ状態になってからハンドラの処理が完了するまでの時間）が割り込み間の最小間

隔よりも短いことが明らかである場合に限られます。それが保証できない場合は、ハードウェ

ア特性により禁止されている場合を除き、再トリガハンドラを使用してください。 

11.1.2 コールバック関数 
 

8.2.2項で、ハードウェアカウンタドライバの一環として以下の4つのコールバック関数をユー

ザーが実装する必要があることを説明しました。 

1. Os_Cbk_Now_<CounterID>() － ペリフェラルカウンタの now 値を返します。 

2. Os_Cbk_Cancel_<CounterID>() － カウンタ用に保留されている割り込みをすべ

てクリアし、Os_Cbk_Set_<CounterID>()が呼び出されるまで割り込みが保留状態

にならないようにします。この機能は、アプリケーションが以下のいずれかの条件に

該当する場合に必要です。 

(a) カウンタにより駆動されるアラームが、アプリケーションの CancelAlarm()コー

ルにより直接停止されることがない 

(b) カウンタにより駆動されるスケジュールテーブルが、アプリケーションの

StopScheduleTable()コールにより直接停止される 

(c) 反復実行しないスケジュールテーブルがある（この場合は、スケジュールテーブル

が停止したときに RTA-OS が割り込みをキャンセルしなければならない可能性があ

ります） 

 これらの条件のどれも当てはまらない場合は、Os_Cbk_Cancel_<CounterID>()の

「スタブ関数」を作成してください。 

3. Os_Cbk_State_<CounterID>() －アラームまたはスケジュールテーブルが実行さ

れているときにアプリケーションコードが GetAlarm()または

GetScheduleTableStatus()を呼び出すと、RTA-OS がこのコールバック関数を呼

び出します。このコールバック関数は Os_CounterStatusType という以下の内容の

C 構造体を返します。 
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  struct { 
   TickType  Delay;  
   boolean  Pending;  
   boolean  Running; 
  } 

 

Delay が定義されている場合、その値は前回の match から次の match が到来するま

でのチック数を表します。つまり Delayは 2回の連続するmatch間の相対時間です。

次のmatchがすでに保留状態になっている場合は、Pendingフィールドの値が真（true）

になります。Pending フィールドが偽（false）の場合は、Delay には now からの相

対チック数が保持されますが、この値は次の match が来るまで変わりません。アプリ

ケーションが状態を問い合わせる必要がある場合は、この機能が必要になります。 

4. Os_Cbk_Set_<CounterID>() － 割り込みステートをセットし、次にカウンタが所

定の値になったときに割り込みが発生するようにします。このコールバック関数には、

次のmatchが発生するタイミングのmatch値を絶対時刻で渡します。このコールバッ

ク関数は、カウンタを始動したり、次の match までの時間を短くしたりする際に使用

されます。後者の機能は、ユーザーが現在プログラムされている match 値よりも now
に近いタイミングで始動する必要のあるアラームをセット（またはスケジュールテー

ブルを始動）するためのものです。 

これらのハードウェアドライバコールバック関数は OS レベルで実行されます。 つまり、カ

テゴリ 2 の割り込みによってプリエンプトされることはないので、リエントラントな構造に

する必要はありません。 

11.2 出力比較ハードウェアの使用 
 

本項では、出力比較（「コンペアマッチ」とも呼ばれます）を行うカウンタハードウェア用

ドライバの構成について説明します。これらのハードウェアは、クロック周波数やセンサか

らのイベント通知などの外部要因によってカウンタ値をカウントし、その値がソフトウェア

で設定された比較値と一致したときに割り込みを発行します。カウンタ値と現在値はソフト

ウェアで取得できます。本項では、カウンタハードウェアのレジスタが、例として

OUTPUT_COMPAREおよびCOUNTERという変数にマッピングされることを前提に説明してい

ます。 

以降に、正しいコールバック関数の内容を概説し、それに続いて、必要な挙動やハードウェ

ア機能に応じて異なる割り込みハンドラの例を紹介します。 

最初にTickTypeと同じモジュラスを持つカウンタについて説明します。一般的にTickType

のモジュラスは、16 ビットターゲットでは 216、32 ビットターゲットでは 232です。 

モジュラスをフルに使用して演算が行われる場合、1 遅延内のチック数は、遅延の終了値か

ら開始値を引くことによって求まります。次の比較値（OUTPUT_COMPARE）から現在のカウ

ンタ値（COUNTER）を差し引くと、その結果は match に達するまでのチック数となります。

次の match が設定されてからこの値が読み取られ、読み取られた値が現在要求されている

遅延より大きい場合、カウンタはすでに次の match を過ぎてしまっているので、モジュラ

ス分を余分に（つまり TickType チック分）経過した後に比較が発生することになります。こ

のような事態は、次の match までの遅延が非常に短い場合（1 チックなど）に発生する可能

性があり、その場合は、期待される match を過ぎるカウンタと match を設定する処理とが

競合状態になります。 
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11.2.1 コールバック関数 
 

キャンセル（Cancel） 

Os_Cbk_Cancel_<CounterID>()は、割り込みが発生しないようにする関数です。実際の

処理はハードウェアにより異なりますが、一般的にはカウンタデバイスによる割り込み発行

を禁止します。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_Cancel_<CounterID>(void){  
 MyCounterIsRunning = FALSE; 
 clear_pending_periodic(); 
 disable_interrupt_source(); 
} 

現在値（Now） 

Os_Cbk_Now_<CounterID>()は、フリーランニングカウンタを読み取って現在の now 値

を提供するものです。 

 

FUNC(TickType, OS_) Os_Cbk_Now_<CounterID>(void){ 
 return (TickType)COUNTER; 
} 
 

統合のためのアドバイス 11.3： 8 ビットデバイスのカウンタを読み取るときには、一貫性

のある値が取得されるように注意してください。つまり、カウンタの上位バイトと下位バイ

トを所定の順序で読み取る必要があります。比較値を書き込む際にも同様の注意が必要です。 

セット（Set） 

Os_Cbk_Set_<CounterID>()は、カウンタ値が引数の値にマッチしたときに割り込みが発

生するようにセットアップを行います。具体的には、コンペアマッチを無効にし、割り込み

をクリアして比較値をセットしてから、割り込みを許可します。しかしコンペアマッチを無

効にする機能を持たないハードウェアを使用する場合は、代わりに現在のカウンタ値より小

さい値を比較値にセットし、次に比較値がセットされるまで match が発生しないようにす

る必要があります。 

コンペアマッチを無効にしなくてもよい場合もあります。システム始動時からハードウェア

カウンタが始動される match の時点までの間に match が一度も発生しないことを保証でき

る場合は、コンペアマッチを無効にする必要はありません。例 11-1 では、比較レジスタにカ

ウンタの前回値をセットすることにより、チック数がカウンタのモジュラスに等しくなるま

ではマッチ割り込みが絶対に生成されないようにしています。それだけの時間があれば、

Os_Cbk_Set_<CounterID>()関数の残りの処理をすべて実行できます。ただしこれを行え

るのは、比較レジスタを占有的に使用している場合にかぎられます。 

例 11-1 の例は、割り込みを適切にクリアし、２つの競合状態（想定外の割り込みの発生と期

待する割り込みの欠落）を回避するようにしています。 
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FUNC(void, OS_) Os_Cbk_Set_<CounterID>(TickType Match){ 
/* prevent match interrupts for modulus ticks*/  
OUTPUT_COMPARE = COUNTER - 1;  
clear_pending_interrupt(); 
OUTPUT_COMPARE = Match;  
MyCounterIsRunning = TRUE; 
enable_interrupt_source(); 

} 

例 11-1 出力比較：Set コールバック関数 

ここでは以下のような処理が行われています。 

1. 前回の比較値とカウンタ値によっては、比較レジスタがセットされる前に割り込みが

発生してしまう場合があります。すると、前回の比較値とカウンタ値の比較の結果で

はなく、Os_Cbk_Set_<CounterID>()の実行によって割り込みが発生したような状

況になってしまいます。 

2. 比較レジスタがセットした後に clear_pending_interrupt()を呼び出すことによ

り、マッチ割り込みを禁止することなく 1 番目の競合状態を避けることができます。

しかしこれによって非常に短い遅延（つまり Os_Cbk_Set_<CounterID>()が呼び出

された時点のカウンタレジスタの次の 1 チック ）は無視されてしまい、カウンタのカ

ウントが 1 周するまで比較による割り込みが発生しない可能性もあります。またハー

ドウェアによっては、ラップが行われた後も割り込みがまったく発生しなくなってし

まうことも考えられます。 

どのような状況でも、非常に短い遅延を使用する場合、特にユーザーコードで now 値を読

み取って次の match を算出してセットするまでの実行パスが長い場合は、カウンタがセッ

トされる前に次の match に達してしまう可能性があるため、十分な配慮が必要です。この

ような状況が発生すると、カウンタが一度ゼロに戻ってから再び match までカウントアッ

プしなければならなくなります。 

例 11-1 では、出力比較レジスタ値を変更することによりマッチ割り込みが回避されています

が、次に紹介する例では、この回避方法は使用せず、ハードウェアによるマッチ割り込み発

行を防ぐ disable_compare()という関数が実装されていることを前提としています。 

統合のためのアドバイス 11.4： カウンタが、ハードウェアカウンタ用のドライバとしての

機能以外に何か他の目的にも使用されている場合は、このカウンタを止めると他のユーザー

にとってはカウンタドリフトが発生することになってしまうので、disable_compare()関

数はこのカウンタを停止することは許されません。コンペアマッチを再度有効にするには、

比較レジスタのセットをアトミックに行う（つまり中断なく実行する）必要があります。こ

れが守られないと、短い遅延値が出力比較レジスタにセットされた場合、別の競合状態が発

生する可能性があります。 

例11-1のコールバック関数は、始動されてからユーザーによる調整を受けることのないアラー

ム／スケジュールテーブルによってのみ使用できます。ユーザーが Set[Abs|Rel]Alarm()

または NextScheduleTable()を呼び出す可能性がある場合は、例 11-2 に示すような別の

コールバック関数 Os_Cbk_Set_<CounterID>()が必要です。このコールバック関数では、

現在プログラムされている match 値を、now から発生までのチック数が少なくなるような

新しい match 値に設定し直すことが可能であることが必要です。 
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FUNC(void, OS_)Os_Cbk_Set_<CounterID>(TickType Match){  
 TickType Old = (TickType)COMPARE; 
 TickType Now = (TickType)COUNT;  
 MyCounterIsRunning = TRUE; 
 /* Update COMPARE with new Match */ 
 COMPARE = Match; 
 if ((Old-Match > Now-Match) || (Now-Old < Old-Now)){ 
  set_pending_interrupt(); 
 } 
} 

例 11-2 出力比較：Set コールバック関数（遅延を短くする） 

統合のためのアドバイス 11.5： この Set 関数では、より優先度の高い割り込みに起因する

遅延がカウンタモジュラス全体のラップに比べて相対的に小さいと想定しています。 

アトミックな処理によって比較値に match をセットする、というような単純なコードは適

切ではありません。より優先度の高い割り込み（カテゴリ 1 の割り込みなど）によってハー

ドウェアレジスタへの書き込み処理に遅延が生じ、比較レジスタへの match の書き込みが

終了する前に now がすでに match よりも大きくなってしまう可能性があるためです。これ

により、スケジュール全体のすべての処理が、216または 232チック、つまりモジュラス分の

チックの間、行われなくなってしまうことになります。実際には、比較レジスタに match
を書き込む準備ができる前に now が match と old の両方の値よりも大きくなってしまう可

能性もあります。 

Os_Cbk_Set_<CounterID>()のコードにおいては、始動時（つまり割り込みが停止してい

る状態）のケースと、リセット時（スケジュールが稼動していて、現在の OLD までの遅延

を短くするために使用されている状態）のケースを区別する必要があります。 

2 番目のケースにおいて Os_Cbk_Set_<CounterID>()は、比較レジスタに新しい match
値を書き込み、以下のいずれかの状態で制御を返す必要があります。 

 now が match を超えていない 

 コンペアマッチ割り込みのフラグがすでに保留されている（ただし、割り込みフラグ

が保留されている場合は、now がすでに match や old を経過しているかどうかは関

係ありません。これは、Os_AdvanceCounter_<CounterID>()を処理するユーザー

定義のハードウェアカウンタドライバのコードにより最終的に適切なタイミングに調

整されます） 

前出の例 11-2 は、新しい match 値を比較レジスタに書き込む方法を示しています。 

 now が match と old の間である場合、つまり old - match >now - match である場

合は、now はすでに match を経過しています。この場合、制御を返す前に割り込み

フラグを保留状態にしておく必要があります。 

 now が match と old の間でない場合、match と old がすでに経過していれば、戻る

前に保留フラグをセットします。これは now - old <old - now で判断できます。 

State 

Os_Cbk_State_<CounterID>()は、アラームまたはスケジュールテーブルが実行されて

いるときにかぎり呼び出されます。ここでは最初に、次の match がすでに発生していない
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かどうか（つまり割り込みが保留されていないかどうか）をチェックする必要があります。

この状況が発生するのは、すべてのコールバック関数は OS レベルで実行されるため、呼び

出される ISR が現在実行中のタスクをプリエンプトできなくなってしまう可能性があるから

です。次の match がまだ発生していない場合は、次の match までの残り時間も返す必要が

あります。例 11-3 はこれに必要なロジックを示しています。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_State_<CounterID>(Os_CounterStatusRefType 
  State){ 
 State.Delay = OUTPUT_COMPARE - COUNTER;  
 State.Running = MyCounterIsRunning; 
 if (interrupt_pending()) { 
  State.Pending = TRUE; 
 } else { 
  State.Pending = FALSE; 
 } 
} 

例 11-3 出力比較：State コールバック関数 

統合のためのアドバイス 11.6： Delay 値の算出は、割り込みが保留されていないかどう

かをチェックする前に行う必要があります。先にチェックを行った場合、その後、Delay 値

を算出する前に割り込みが保留されてしまうという競合状態が発生し、無効な値を返してし

まう可能性があります。 

11.2.2 割り込みハンドラ 
 

シンプルなハンドラ（Simple） 

ハンドラが実行すべき処理は、最も単純なケースにおいては例 11-4 に示すように割り込みを

クリアして所定の Os_AdvanceCounter()を呼び出すことだけです。

Os_AdvanceCounter()はコールバック関数 Os_Cbk_Set_<CounterID>()を呼び出して

次の match 値をセットさせます。ただしこれは、ハンドラのレイテンシ（次の match 値を

セットする命令まで）の方が、このカウンタにより駆動される 2 つのマッチ間の最短時間よ

りも短いこと、つまり、match が now より前方（未来）にあることを前提としています。 

#include <Os.h>  
ISR(Advanced_Driver) 
{ 
 clear_pending_interrupt();  
 Os_AdvanceCounter_<CounterID>(); 
} 

例 11-4 出力比較：シンプルハンドラ 

ここでは、match が常に now の前方にあることが必要です。もしも match-now がハンド

ラの応答時間よりも短いと、その条件が満たされなくなり、次の match が発生するまでに

ペリフェラルカウンタの 1 ラップ分だけ余計なカウントが入ることになってしまいます。シ

ンプルハンドラを安全に使用できるかどうかを検証するため、スケジューラビリティ分析を

行って、シンプルハンドラの処理が次回の呼び出しの前に完了できることを確認してくださ

い。 
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再トリガハンドラ（Re-Triggering） 

各 match が非常に接近していて、次の match に達するまでにハンドラが比較値を進めるこ

とができない場合は、すでに次の match に達してしまっているケースをハンドラ内で考慮

する必要があります。 

例 11-5 では、割り込みクリアシーケンス実行中に発行された割り込みが不用意にクリアされ

てしまうのを防ぐために、出力比較タイマにハードウェアインターロックを使用しています。

このインターロックは、ステータスレジスタを読み込んだ後に、割り込みビットをクリアす

るためのビットパターンをステータスレジスタに書き込んで、割り込みをクリアする、とい

うものです。 

ISR(OutputCompareInterrupt){ 
 Os_CounterStatusType State;  
 TickType remaining_ticks;  
 Uint16 clear_tmp; 
 
 Os_AdvanceCounter_<CounterID>();  
 
 Os_Cbk_State_<CounterID>(&State);  
 
 if (State.Running) { 
  OUTPUT_COMPARE += State.Delay; 
  clear_tmp = prepare_interrupt_clear();  
  remaining_ticks = OUTPUT_COMPARE - COUNTER;  
  if ((State.Delay == 0) 
   || ((remaining_ticks != 0) 
      && (remaining_ticks <= State.Delay))) { 
   commit_interrupt_clear(clear_tmp); 
  } 
 } 
} 

例 11-5 出力比較：再トリガハンドラ 

例 11-5 のインターロック機能には以下の 2 つの関数が使用されています。 

1. prepare_interrupt_clear() 

2. commit_interrupt_clear() 

ドライバ内では、match が進められ（ラップ時、つまり現時点が最大値である場合は 0 にな

り）、割り込みクリアシーケンスの最初の部分（ステータスレジスタの読み込み）が実行さ

れます。その後、新しい match が now よりも先（＝未来）の時刻になっているかがチェッ

クされ、もしカウンタが比較値まで進んだときに割り込みが発生しない（つまりまだ次の

match に達していない）ことが判断された場合、割り込みクリアシーケンスの残りの部分（ス

テータスレジスタにクリアビットを書き込む処理）が最後まで実行されます。もしこのチェッ

クで上記のような結果にならない場合（つまり現時点ですでに新しい満了に達している場合）

は、割り込みは保留状態になっているので、ハンドラはその match の処理を行うために再

トリガされることになります。 
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統合のためのアドバイス 11.7： チェックを実行してから割り込みをクリアするまでの間に

カウンタが次の match に達してしまう、という競合状態を避けるために、2 段階の割り込み

クリアシーケンスを実行することが必要です。そのようにしないと次の match の割り込み

までもがクリアされてしまいます。ハードウェアに要求される挙動は、第 1 段階のクリアシー

ケンスの後に割り込みが再度発生した場合は第 2 段階のクリアシーケンスでは割り込みをク

リアしない、というものです。 

割り込みがソフトウェアによって再発行されるようなデバイスについてもこれと同様のアプ

ローチを行えますが、その場合は、ハンドラにエントリする際に割り込みをクリアでき、次

の match にすでに達していても割り込みが再発行されるため、競合状態は発生しません。

ただしこれは、ハードウェアがすでに発行した割り込みをソフトウェアが再発行しても問題

にならない、ということが前提になります。 

統合のためのアドバイス 11.8： 出力比較ハードウェアの違いによって、各割り込みを設定

するために比較レジスタに書き込みを行うことが必要となる場合があります。そのような場

合は、前出の例 11-5 のようにコードを階層化し、Delay 値が 0 の場合は比較レジスタに前

回の Delay 値を書き込みます。 

ループハンドラ（Looping） 

以下の例11-6は、プログラム可能な出力比較機能を持つカウンタ（モジュラスはTickType）

用の、汎用的なループ構造を持つ ISR です。 

#include <Os.h>  
ISR(Advanced_Driver){ 
 Os_CounterStatusType State; 
 TickType remaining_ticks; 
 
 clear_pending_interrupt(); 
 
 while(1) {  
  Os_AdvanceCounter_<CounterID>(); 
  Os_Cbk_State<CounterID>(&State) 
 
  if (!State.Running) { 
   /* Exit 1: all alarms/schedule tables stopped */ 
   return; 
  } 
 
  OUTPUT_COMPARE += State.Delay; 
 
  if (State.Delay == 0u) { 
   /* Exit 2: full wrap */ 
   return; 
  } 
 
  remaining_ticks = OUTPUT_COMPARE - COUNTER; 
 
  if ((remaining_ticks != 0u) && 
   (remaining_ticks <= State.Delay)) { 
   /* Exit 3: match is in the future */ 
     return; 
  } 
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  if (interrupt_pending()) { 
   /* Exit 4: interrupt pending */ 
   return; 
  } 
 } 
} 

例 11-6 出力比較：ループハンドラ 

この割り込みハンドラは、発生した割り込みをクリアした後にループに入り、ループ内では、

match を処理した後に他に処理すべきポイントがあるかをチェックします。このチェックの

結果に応じて、以下の 4 か所の終了ポイントが順に用意されています。 

Exit 1： カウンタ／スケジュールが停止していて、これ以上アクションを行う必要がない

場合です。カウンタが停止していない場合は、要求されたチック数（カウンタの最大

値の場合はゼロ）を次のmatchにセットします。そして、次のmatchに達したときに

割り込みが発生するかどうかをチェックします。 

Exit 2： 次のmatchに達するまでにタイマのフルラップが必要であることをDelay値が示

している場合です。したがって、match値を変更する必要はありません。Delay値が0
であれば、新しいmatchがnowより前方（未来）にあることが確実であり、そのmatch
に達した時点で必ず割り込みが発行されます。ここで終了することにより、フルラッ

プがリクエストされていてカウンタがまだ進んでいない場合に、以降のチェックでnow
とmatchの間のmatchが識別されることがなくなります17。 

Exit 3： 現在のタイマ値が次のmatchにまだ達していない場合です。このチェックは、次

の割り込みまでの時間（つまりOUTPUT_COMPARE - COUNTER）が次のmatchまでの

Delayよりも短いかどうかを調べることにより行われます。ここでは、TickTypeへの

キャストを行うことによってカウンタのモジュラスを法とする挙動が正しく行われる

ようにする必要があり、そのためにはカウンタのモジュラスが同じTickTypeでなけれ

ばなりません（ハードウェアのモジュラスがTickTypeと等しくない場合の対策につい

ては、11.2.3項で説明しています）。カウンタがDelayチックよりも小さい値だけカウ

ントアップされる場合、正しいタイミングで割り込みが発生し、ハンドラは終了する

ことができますが、そうでない場合は新しいmatchが捕捉されない可能性があります。 

Exit 4： 次のmatchのセット処理と、そのmatchがカウンタより前方（未来）の値である

かのチェックを行う処理との間で発生する可能性がある競合状態に対応するためのも

のです。これはつまり、Exit 3のチェックが行われる前にカウンタのカウントが進んで

しまう可能性を考慮するものです。もしExit 3で終了しない場合は、nowはすでに次の

matchに達していることになりますが、その時点でもしも割り込みが保留されていれ

ば、Delayはハードウェアによって認識されていることになるため、ハンドラは終了

でき、保留されている割り込みの処理のために再度呼び出されることができます（割

り込みが保留されていてもまだmatchに達していない状態では終了することはできま

せん）。なお、このしくみにおいては、Exit 3で終了しなかったときに割り込みが保留

されているかどうかは問題になりません。それは、カウンタは確実にDelay値だけ進

17 ただしこれは、カウンタとmatchが連続してマッチする場合に割り込みは再発行されず、最初のmatchにお

いてのみ発行される、という前提条件に基づきます。もしこれに該当しないシステムの場合、ハンドラがこの状態

でexit するのを防ぐため、Delay値が0 にならないようにするなどの処理が必要となります。 
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んでいて、保留された割り込み、またはルーピングのいずれかによって、次のmatch
が処理されるためです。 

どの終了ポイントにおいても Exit しなかった場合は、次の match に達した（つまり期限が

過ぎた）ことになり、再び Os_AdvanceCounter()コールが実行されます。それにより次

の match が処理され、再び上記の「終了チェック」が実行されます。 

なお、次のmatchは未来の時点にあるため、このハンドラは通常は Os_AdvanceCounter()

コールを 1 回だけ行う（つまりシンプルハンドラのような挙動を示す）ことが期待されてい

ます。したがって、このハンドラはそのような場合においてできるだけ高速で実行されるよ

うにしてください。これは、各 match が別々の割り込みによりトリガされた場合にワース

トケースの挙動が発生するためです。 

統合のためのアドバイス 11.9：ここでは、使用するコンペアマッチ用ハードウェアの割り込

み挙動を十分に理解しておく必要があります。現在のカウンタ値と同じ値が match として

設定された際の挙動は、3 通りが考えられます。つまり、値が設定された時点で割り込みを

発行するか、カウンタ値が match を超えたときに割り込みを発行するか、またはカウント

がラップ（0 に戻って 1 周する）して match と等しくなった時点で割り込みを発行するかの

いずれかです。 

前出の例 11-6 の Exit 3 で終了する条件は、カウンタハードウェアが 1 番目または 3 番目の挙

動を示すことを前提としています。2 番目の挙動を示すハードウェアであれば、

remaining_ticks がゼロであった場合に終了する必要があります。これは、カウンタ値と

match 値が等しくなった後に割り込みが発行されるためです。 

11.2.3 ハードウェアのモジュラスが TickType と等しくない場合の処理 
 

11.2 項で概説されたドライバは、カウンタと比較レジスタが TickType と同じデータ幅を持

ち、演算は符号なしの TickType のデータ幅で行われることが前提となっていますが、ハー

ドウェアの中にはこの条件に該当しないものもあります。 

そのようなハードウェアは以下の 2 種類に分類されます。 

1. モジュラスが TickType より小さいハードウェア 

2. モジュラスが TickType より大きいハードウェア 

どちらのハードウェアも、ドライバの諸側面を変更することにより対応できます。以下の項

で対応方法について詳しく説明します。 

モジュラスが TickType より小さい場合 

このようなハードウェアでは、カウンタがある値（m - 1）になった後にゼロにラップするこ

と、つまり TickType よりも小さい m というデータ幅を持っているものとみなします。こ

れに対応することによりドライバの構造は複雑になりますが、これはハードウェアの挙動よっ

ては避けられず、システム要件に応じて必要となる可能性もあります。たとえば、タイマの

モジュラスが 50000で 1チックが 1msの場合、ソフトウェアカウンタを駆動するための 50ms
の割り込みをオーバフローによって提供でき、またハードウェアカウンタを駆動するための

出力比較割り込みを提供できます。 
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このようなケースにおいては、新しい比較値を算出する計算と、比較値とカウンタ値との関

係をチェックする計算を変更する必要があります。ここでは TickType のモジュラスを 216

と仮定します。 

もしも m が 2x（ここで x < 16）という数であれば、演算の最大値は、2x -1 との AND を行う

ことによって簡単に調整できます。データ幅が 8 ビットの場合は、以下のようにして新しい

比較値をセットできます。 

new_match = (old_match + Status.Delay) & 0xFF; 

 
match までの残りチック数の計算も、同様に変更します。 

しかしモジュラスが 2 のべき乗でない場合は、より複雑な計算が必要です。 

新しい比較値を計算する際には、old 値に加算する新しい Delay 値を、TickType モジュラ

スとして 216を使用して算出する場合、以下の 4 通りの結果が得られることを考慮する必要

があります。  

1. Delay がゼロになる： ラップが発生しても比較値は変わりません。 

2. 結果が old 比較値より大きく、m よりも小さい： 正しい結果が得られます。 

3. 結果が m より大きい： 加算の結果について、m におけるラップの発生を考慮する必

要があります。これは、多くの場合においてコストのかかる剰余演算子の使用は避け、

m を差し引くことで対応できます。 

4. 結果が old 比較値より小さい： 216においてラップが発生したことを表しているため、

結果に（216 － m）を加えて m においてラップが発生した値となるように調整します。 

m が演算幅の 2 分の 1 より小さい（≦ 216 × 1/2）場合は、4 番目のケースは起こりえません。 

新しい出力比較値としてカウンタの前方（未来）の値がセットされたかどうかをチェックす

る際の状況としては、以下の 3 通りが考えられます。引き算によって演算幅 216のアンダー

フローは発生しません。 

1. Delay がゼロである： 次の match は未来であることが分かっています。ハンドラ

はカウンタのモジュラス未満で終了することが要求されます。 

2. 次の match がカウンタ値以上である： 比較値からカウンタ値を引いて次の match
が発生するまでの時間を求め、その値が所定の Delay 以下であるかどうかをチェック

します。所定の Delay より大きければ、次の match はすでに発生しています。 

3. 次の match がカウンタ値より小さい： カウンタ値から match を引いた値をモジュ

ラスから引くことによって、次の match が発生するまでの時間を求めます。つまり、

次の match までの時間を算出するには、m － (COUNTER - OUTPUT_COMPARE) を

行います。 

コールバック関数Os_Cbk_State_<CounterID>()内でmatchまでの残り時間を計算する

際にも同じアプローチが適用できます。 

ISR(OutputCompareInterrupt)ドライバに上記のメカニズムを追加すると、次の例 11-7
のようになります。 
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#include <Os.h> 
/* The next line should result in a constant being substituted. 
 We assume that the expression will be evaluated at compile  
 time, avoiding modulus overflow at run time. m is the 
 timebase modulus */ 
 
#define CMP_ADJUST ((TickType)65536u - m) 
 
ISR(OutputCompare_SmallModulus){  
 Os_CounterStatusType State; 
 TickType counter_cache, remaining_ticks, new_match; 
 clear_pending_interrupt(); 
 
 while(1) {  
 
  Os_AdvanceCounter_<CounterID>(); 
  Os_Cbk_State_<CounterID>(&State); 
 
  if (!State.Running) { 
   /* Exit 1: alarms/schedule tables stopped */ 
   return; 
  } 
 
  if (State.Delay == 0u) { 
   /* OUTPUT_COMPARE = OUTPUT_COMPARE if needed to arm next 
     interrupt */ 
   /* Exit 2: full wrap */ 
   return; 
  } 
 
  new_match = OUTPUT_COMPARE + State.Delay; 
 
  if (new_match > OUTPUT_COMPARE) { 
   if (new_match >= m) { 
        new_match -= m; 
   } 
  } else { 
   new_match += (CMP_ADJUST); 
  } 
 
  OUTPUT_COMPARE = new_match; 
  counter_cache = COUNTER; 
 
  if (new_match >= counter_cache) { 
   remaining_ticks = new_match - counter_cache; 
  } else { 
   remaining_ticks = 
   m - (counter_cache - new_match); 
  } 
 
  if ((remaining_ticks != 0u) 
   && (remaining_ticks <= State.Delay)) { 
   /* Exit 3: match in the future */ 
   return; 
  } 
 

182 ハードウェアカウンタドライバの作成 



  if (interrupt_pending()) { 
   /* Exit 4: interrupt pending */ 
   return; 
  } 
 } 
} 
 

例 11-7 出力比較：モジュラスが小さい場合のハンドラ 

モジュラスが TickType より大きい場合 

ハードウェアのカウンタのモジュラスが TickType より大きい場合は、モジュラスが 216で

あるTickTypeに対応する動作を容易に実現できます。ここではモジュラスが2のべき乗（例：

32 ビットカウンタ）である場合を想定します。32 ビットカウンタの場合、下位の 16 ビット

は正しい動作となりますが、オーバーフローの影響を考慮する必要があります。 

割り込みハンドラ内で比較値を進めた際、比較レジスタの下位の 16 ビットから発生したオー

バーフローは、比較レジスタの残りの部分に反映されなければなりません。さらに、Delay

が 0 の場合は比較値に 216を加える必要があります。これより大きな値が match に加えられ

ることはないので、カウンタと比較レジスタの下位の 16 ビットを比較するだけで、タイマが

match を超えているかどうかをチェックすることができます。 

コールバック関数Os_Cbk_Set_<CounterID>()においては、matchを適切にセットして、

カウンタの下位 16 ビットの値が Os_Cbk_Set_<CounterID>()に渡された引数と次に等し

くなる時点において match とカウンタのマッチが起こるようにする必要があります。これ

は例 11-8 のようにして行います。この例では、counter と compare は符号なしの 32 ビッ

ト値です。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_Set_<CounterID>(TickType Match){ 
 uint32 to_compare; 
 
 disable_interrupt_source();  
 disable_compare();  
 clear_pending_interrupt(); 
 
 OUTPUT_COMPARE = (COUNTER & 0xFFFF0000ul) | Match; 
 to_compare = OUTPUT_COMPARE - COUNTER; 
 
 if ((to_compare == 0ul) || (to_compare >= 0x10000ul) { 
  if(!(interrupt_pending())) {  
   OUTPUT_COMPARE += 0x10000ul; 
   to_compare = OUTPUT_COMPARE - COUNTER; 
   if ((to_compare == 0ul) || (to_compare >= 0x10000ul)){ 
    if(!(interrupt_pending())) {  
       OUTPUT_COMPARE += 0x10000ul; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 MyCounterIsRunning = TRUE; 
 enable_interrupt_source(); 
} 
 

例 11-8 出力比較：Set コールバック関数。モジュラスが TickType より大きい場合 
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この処理は、アトミックに、つまり中断されることなく実行される必要があるため、ハード

ウェアデバイスからの割り込みを禁止した状態で行います。最初に、保留されている割り込

みをクリアしますが、これは、比較を無効にした後に行う必要があります。つまり、match
を適切にセットして、保留されている割り込みが新しい match とのマッチによってのみ処

理されるようにする必要があります。続いて、比較レジスタにカウンタ値をセットし、その

下位 16 ビットを引数 Match の値に置き換えます。 

もしも match が現在よりも 216チック先（未来）より手前の時点であれば、それは正しくセッ

トされています。ここでもしも割り込みが保留されていれば、すでに match に到達してい

るはずなので、その割り込みを処理する必要があります。そうでない場合は match を 216だ

け進めます。そしてその後、再度チェックを行って、次の match がセットされる前にカウ

ンタがその値に達してしまう、という競合条件を回避します。Os_Cbk_Set_<CounterID>()

の処理が 216タイマチック以内に完了する、という前提であれば、チェックは 2 回で十分で

す。 

この処理は、match がカウンタと同じ値にセットされたときに割り込みが保留されるかどう

かが不明である、ということを前提にしています。2 つの値が同じになった時点、またはそ

の後に割り込みが保留されることがわかっている場合は、to_compare のゼロチェックは必

要ありません。 

なおこの関数は、アプリケーションの挙動をより理解することによって大幅な簡素化が可能

です。たとえば、起動時にゼロになり、その後、Match チックに達しないうちに 1 回のみ始

動されるカウンタであれば、比較値に Match という値をセットするだけで十分です。 

統合のためのアドバイス 11.10：モジュラスが 216の挙動は、2 のべき乗ではないモジュラス

を持つカウンタの下位 16 ビットでは表せません。タイマがラップする前の最後のインターバ

ルは「カウンタモジュラス MOD 216」チックとなります。 

11.3 フリーランニングカウンタとインターバルタイマ 
 

11.2.2 項で説明したカウンタ比較ハンドラは、時間のずれのない正確なハードウェアカウン

タドライバを実現するものですが、ターゲットプラットフォームによっては、そのようなカ

ウンタハードウェアが搭載されていないものがあります。 

しかしそのような場合でも、独立したフリーランニングカウンタがあれば、ダウンカウンタ

を使用することによって時間のずれを回避できます。フリーランニングカウンタを使用すれ

ば、正確な時間参照を行え、次のポイントに達した時点で割り込みを発行させることができ

ます。ダウンカウンタのセット時の遅れにより、各満了ポイントにおいていくらかのジッタ

（遅れ）が生じる可能性はありますが、これは積算されません。このようなジッタは割り込

み処理と同じ方法で処理できます。本項では、変数として扱える 2 つのレジスタ（COUNTER

と DOWN_COUNTER）を持つダウンカウンタについて説明します。前の例と同様、両レジスタ

は TickType と同じ幅のレジスタで、扱える値は TickType サイズの符号なし整数です。  

11.3.1 コールバック関数 
 

本項で紹介するすべてのコールバック関数では、次の match 値がソフトウェア内で保持さ

れ、次の割り込みまでのダウンカウント値の計算に使用されることを前提としています。こ

の変数は以下のように宣言します。  

TickType next_match; 
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キャンセル（Cancel） 

コールバック関数Os_Cbk_Cancel_<CounterID>()は割り込みを禁止することだけを行え

ばよいので、前出の内容と同じように実装します。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_Cancel_<CounterID>(void){  
 MyCounterIsRunning = FALSE;  
 clear_pending_periodic();  
 disable_interrupt_source(); 
} 

現在値（Now） 

コールバック関数 Os_Cbk_Now_<CounterID>()はフリーランニングカウンタの値を返す

ようにします。 

FUNC(TickType, OS_) Os_Cbk_Now_<CounterID>(void){ 
 return (TickType)COUNTER; 
} 

セット（Set） 

Os_Cbk_Set_<CounterID>()によって状況が変わり始めます。このコールバック関数は

DOWN_COUNTER を設定し、now から所定のチック数が経過してこのカウンタがゼロに達し

たときに割り込みがかかるようにします。この設定値は Match 値から COUNTER 値を引いて

求めます。また、カウンタを有効にして、実行状態であるということを記録し、後の

Os_Cbk_State_<CounterID>()コールで Runningフィールドに TRUE を設定できるよう

にすることも必要になる場合があります。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_Set_<CounterID>(TickType Match){ 
 /* Record value at which expire is due */ 
 next_match = Match; 
 disable_compare(); 
 clear_pending_interrupt(); 
 
 /* set up interrupt when counter reaches match value */ 
 DOWN_COUNTER = next_match - COUNTER; 
 MyCounterIsRunning = TRUE;  
 enable_interrupt_source(); 
} 

例 11-9 フリーランニングリファレンス： Set コールバック関数  

統合のためのアドバイス 11.11： ここで紹介しているコードでは、モジュラスが同じ 3 個

のカウンタを想定しています。 

このコールバック関数では、RTA-OS から渡される引数 Match（絶対時刻）に基づいて次の

match 値を記録することも必要です。これは後でコールバック関数

Os_Cbk_State_<CounterID>()により使用されます。 

ステート（State） 

コールバック関数 Os_Cbk_State_<CounterID>()の処理は、DOWN_COUNTER の値を

Status.Delay にセットして返すだけです。ダウンカウンタのセット時にいくらかのジッタ

が発生した場合、次の match に達するタイミングよりも、次の match が通知されるタイミ

ングの方がそのジッタの影響を受けます。 
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しかしモジュラスが TickType と異なるカウンタを使用し、追加の計算が回避されている場

合は、例 11-10 に示すコールバック関数を使用する方がよいでしょう。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_State_<CounterID>(Os_CounterStatusRefType 
  State){ 
 State.Delay = next_match - COUNTER;  
 State.Running = MyCounterIsRunning; 
 
 if (interrupt_pending()) {  
  State.Pending = TRUE; 
 } else 
  State.Pending = FALSE; 
 } 
 return; 
} 

例 11-10 フリーランニングリファレンス： State コールバック関数 

11.3.2 ISR 
 

次に示す例 11-11 は、ループ構造を持つハンドラです。1 回の関数呼び出しで 1 つの match
を処理するのではなく、再トリガ形式の ISR のように、処理すべきマッチがなくなるまでルー

プを続けます。 

Exit 2 の部分は、カウンタをゼロにセットすると、1 ラップ分のチック経過後に割り込みが発

生することを前提としています。 

#include <Os.h>  
ISR(IntervalTimerInterrupt){ 
 Os_CounterStatusType State; 
 TickType remaining_ticks; 
 
 clear_pending_interrupt(); 
 
 while(1) {  
  Os_AdvanceCounter_<CounterID>(); 
  Os_Cbk_State_<CounterID>(&State) 
 
  if (State.Running) { 
   /* Exit 1: all alarms/schedule tables stopped */ 
   return; 
  } 
 
  next_match += State.Delay; 
  /* Subtract adjustment for delay before COUNTER is set */ 
  remaining_ticks = next_match - COUNTER; 
 
  if (State.Delay == 0u) {  
   DOWN_COUNTER = remaining_ticks; 
   /* Exit 2: full wrap */ 
   return; 
  } 
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  if ((remaining_ticks!= 0u) && 
    (remaining_ticks <= State.Delay)) { 
   DOWN_COUNTER = remaining_ticks; 
   /* Exit 3: counter set for next expire */ 
   return; 
  } 
 
  /* assume we only get an interrupt due to setting the  
  counter and we only set the counter when we are going to 
  exit so no need to test for pending interrupt */ 
 } 
} 

例 11-11 フリーランニングリファレンス：ループハンドラ 

11.4 ゼロカウントでマッチするダウンカウンタの使用 
 

ハードウェアによってはフリーランニングカウンタを搭載していないものがあり、また搭載

していても、それをハードウェアカウンタドライバ用に使用できない場合もあります。 

このような場合は、単純なインターバルカウンタを使用する必要があります。以下の例では

16 ビットのデクリメントカウンタを使用していて、0 に到達した時点で割り込みが発行され、

デクリメントが続行されます。そのため、新しいカウントダウンの開始ポイントは、カウン

タ値（最大値が 216であることを想定しています）に Delay を加えることによって決まりま

す。カウンタを更新する際の時間のずれは最小に留める必要がありますが、更新中に割り込

みが発生するのを防ぎ、さらに更新にかかる時間を調整値としてカウンタと next_match

に加えることにより、カウンタの更新ごとの遅れを 1 チックまで低減できる可能性がありま

す。なおこのカウンタは、更新処理と非同期に動作することを前提としていて、不確実性が

あります。そこで counter_adjust を用いて now 値を算出できるようにします。この値

は、next_match からカウンタ値を差し引くことによって求めます。この際、カウンタの更

新と counter_adjust の更新を行う間は、now 値を取得するコールが実行されないように

して、不正な値が取得されるのを防ぐ必要があります。 

ドライバが稼働していないときは、ダウンカウンタはフリーランを行っているものと仮定さ

れます。始動すると、ゼロからのカウントダウンを行い、（0 - カウンタ値）が now 値とな

ります。 また、counter_adjust は、次に DOWN_COUNTER の値が 0 になったときに「フリー

ランニング」カウンタが実際に到達しているチック値を保持するために使用されます。つま

り、counter_adjust を使用して、ハードウェアカウンタドライバのための仮想フリーラ

ンニングカウンタを合成することができます。 
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11.4.1 コールバック関数 
 

キャンセル（Cancel） 

ドライバのキャンセルは前出の内容と同じように行います。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_Cancel_<CounterID>(void){  
 MyCounterIsRunning = FALSE;  
 clear_pending_periodic();  
 disable_interrupt_source(); 
} 

現在値（Now） 

コールバック関数 Os_Cbk_Now_<CounterID>は DOWN_COUNTERの値をそのまま返すこと

ができません。このカウンタはフリーランニングではなく、単調増加もしないからです。そ

こで、例 11-12 に示すように counter_adjust から DOWN_COUNTER 値を引くことにより

now 値を算出し、この仮想フリーランニング値を返します。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_Now_<CounterID>(void){ 
 return (counter_adjust - DOWN_COUNTER); 
 /* counter_adjust is still correct adjustment 
  * as counter runs to and through 0 */ 
} 

例 11-12 ゼロカウントでマッチする：Now コールバック関数 

セット（Set） 

11.2.1 項で説明した競合状態は、このモデルでも存在します。割り込みがクリアされてから

DOWN_COUNTER がセットされる場合、その間に割り込みが発生する恐れがるためです。もし

ダウンカウンタがセットされた後に割り込みがセットされれば、必要な割り込みが破棄され

ることによって若干の遅れが生じる可能性があります。ハードウェアの保護がない場合、こ

れを回避するには、例 11-13 のように disable_compare()関数でカウンタをモジュラス-1

にセットし、さらに、AdjustedMatch の値を決定してからカウンタをセットするまでの間

に割り込みをクリアします。 

TickType counter_adjust = 0; 
FUNC(void, OS_) Os_Cbk_Set_<CounterID>(TickType Match){ 
 TickType AdjustedMatch; 
 AdjustedMatch = Match - (counter_adjust - DOWN_COUNTER); 
 
 /* dismiss interrupt in a way that avoids race conditions */ 
 disable_compare(); 
 clear_pending_interrupt(); 
 
 DOWN_COUNTER    = AdjustedMatch;  
 counter_adjust += AdjustedMatch;  
 MyCounterIsRunning = TRUE;  
 enable_interrupt_source(); 
} 

例 11-13 ゼロカウントでマッチする：Set コールバック関数 
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State 

Os_Cbk_State_<CounterID>()は Delay をセットする必要があり、例 11-14 に示すよう

に、単純に DOWN_COUNTER の値を読み取ってそれを取得することができます。このコール

バック関数の残りの部分は、前出の他のコールバック関数と同じです。 

FUNC(void, OS_) Os_Cbk_State_<CounterID>(Os_CounterStatusRefType 
  State){ 
 State.Delay = DOWN_COUNTER; 
 State.Running = MyCounterIsRunning; 
 if (interrupt_pending()) { 
  State.Pending = TRUE; 
 } else { 
  State.Pending = FALSE; 
 } 
} 

例 11-14 ゼロカウントでマッチする：State コールバック関数 

11.4.2 割り込みハンドラ 
 

以下の例 11-15 は、適切な割り込みハンドラの例です。 

#include <Os.h>  
ISR(MatchOnZeroInterrupt){ 
 Os_CounterStatusType State; 
TickType counter_cache; 
 
 clear_pending_interrupt(); 
  
 while(1) { 
  Os_AdvanceCounter_<CounterID>(); 
  Os_Cbk_State_<CounterID>(&State); 
 
  if (State.Running) { 
  /* Exit 1: all alarms/schedule tables stopped */ 
   return; 
  } 
 
  if (State.Delay == 0) { 
   /* Exit 2: full wrap */ 
   return; 
  } 
 
  counter_cache = COUNTER + State.Delay;  
  COUNTER = counter_cache;  
  counter_adjust += State.Delay; 
 
  if ((counter_cache != 0u) && 
    (counter_cache <= State.Delay)) { 
   /* Exit 3: next match not yet been reached */ 
   return; 
  } 
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  if (interrupt_pending()) { 
   /* Exit 4: interrupt pending */ 
   return; 
  } 
 } 
} 

例 11-15 ゼロカウントでマッチする：ループハンドラ 

Exit 3 では、カウンタがゼロに到達した後ではなく、到達した時点において割り込みが発行

されることを前提としていますが、ゼロにセットされた場合にはそうはなりません。カウン

タがゼロになると match が満了し、保留されていた割り込みがループハンドラまたは再ト

リガハンドラによって処理されます。2 か所の比較演算の間でカウンタ値が変化すると競合

状態が生じてしまう恐れがあるため、同じ値（counter_cache にコピーした値）が比較さ

れるようになっています。 

カウンタがゼロにセットされたときの割り込み挙動がわかっている場合は、Exit 4とそのチェッ

クを省略してコードを簡素化することができます。これは、counter_cache がゼロのとき

の割り込みステータスがわかっている場合です。カウンタがゼロにセットされたときに割り

込みが発行されないのであれば、コードを削除するだけですが、割り込みが発行されるので

あれば、Exit 3 で counter_cache が Delay 未満であるかどうかというチェックのみを行

います。ゼロであれば割り込みは保留され、次のイベントが処理されます。 

システムクロックが非常に高速な場合、つまりクロック速度がプロセッサ速度と同等または

それ以上である場合は、カウンタの読み込みと新しい値のセットとの間に発生するチック数

を、オフセットとしてカウンタ値に加える必要があります。またどのような場合も、ダウン

カンタをセットする際の最大 1 チックのずれは避けられません。複数の割り込み優先レベル

を持つプラットフォームの場合、COUNTER の読み込みと書き込みを行う際は、すべての割り

込みを禁止することにより、2 つの処理の間に割り込みが発生してカウントの大きなずれが

発生するのを避けるようにしてください。 

11.5 インターバルタイマで駆動されるソフトウェアカウンタ 
 

ゼロのときに割り込みが発生する周期的なインターバルタイマ（または任意のイベント割り

込みソース）を使用すると、フリーランニングカウンタをソフトウェアで合成することがで

きます。ただし、そのようなハンドラは 1 チックごとに 1 回の割り込みとなるため、ソフト

ウェアカウンタをインクリメントするのと同じことになり、あまり実用的ではありません。

これよりもソフトウェアカウンタドライバモデルの使用をお勧めします。 

11.6 まとめ 
 

 各ハードウェアカウンタおよびアドバンスドスケジュールごとに、ユーザーがハード

ウェアドライバを提供する必要があります。 

 ドライバインターフェースは以下のものからなります。 

 RTA-OS に処理実行を命じるためのカテゴリ 2 の割り込みハンドラ 

 RTA-OS がカウンタ／スケジュールを制御するために使用する 4 つのコールバッ

ク関数 

 可能な限り、比較ハードウェアと簡単な割り込みハンドラで構成されるフリーランニ
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ングカウンタを使用することを推奨します。 

 必要に応じて、このインターフェースによりさらに高度なモデルもサポートできます。 

 ハードウェアがカウンタチックソースを生成するしくみや、デバイスからの割り込み

が発生したときの挙動について、ユーザーが理解することが重要です。 
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12 始動（Startup）とシャットダウン（Shutdown） 
 

オペレーティングシステムの中にはハードウェアを制御するものもありますが、RTA-OS は

ハードウェアを制御しません。 

ユーザーが API 関数を使用して明示的にオペレーティングシステムを始動するまでオペレー

ティングシステムは稼働しないため、この間に、ユーザーは一切の制約なしに自由にハード

ウェアを使用することができます。 

RTA-OS は様々なアプリケーションモードで始動することができます。「モード」はアプリ

ケーションに含まれる個々の機能をまとめたもので、その時のモードに応じて所定の機能が

実行されます。アプリケーションモードの詳細については、12.2.2 項で説明します。 

12.1 システムリセットから StartOS()コールまでの処理 
 

この項ではまず、組み込みプロセッサに電源が投入された後、StartOS()によって RTA-OS
とユーザーアプリケーションが始動するまでの間に実行されるべき処理について説明します。

ここで行われる処理はプロセッサによって多少異なりますが、基本的な内容は同じです。各

ターゲット用のリファレンスガイドをご参照の上、本項に書かれている内容を反映させた処

理を記述してください。  

12.1.1 パワーオンまたはリセットからの処理 
 

組み込みプロセッサに対して電源投入またはリセットが行われると、プロセッサのタイプに

応じて 2 通りの処理が行われます。 

1 つはメモリの固定位置からコードを実行するもので、もう 1 つはメモリの固定位置からア

ドレスを読み込み、そのアドレスからコードを実行するものです。後者の場合、実行する最

初の命令のアドレスを格納したメモリ上の固定位置は「リセットベクタ」と呼ばれ、プロセッ

サによってはそれが割り込みベクタテーブル内に含まれる場合もあります。 

一般的に、量産用の実行環境においては、このリセットベクタや最初に実行される命令は、

各種タイプの不揮発性メモリ内に配置されますが、開発時の環境においては、通常、プログ

ラミングが容易な RAM に配置されます。また、評価用ボード（EVB）の場合は、リセットベ

クタや最初の命令を EEPROM と RAM のどちらに配置するかを選択できるスイッチやジャン

パが装備されています。 

電源投入またはリセットが行われてから最初の命令が実行されるまでの期間は「リセットか

らの抜け出し」（coming out of reset）と呼ばれます。プロセッサは、リセットから抜け出

すと、一般的に以下のことを行います。 

 割り込みを禁止します。 

 スーバーバイザーモードに切り替わります（プロセッサがこのモードをサポートして

いる場合）。このモードにおいてはすべての命令を実行でき、どのアドレスにアクセ

スしても例外が発生することはなく、すべてのメモリと I/O に対する保護が解除され

ます。 

 シングルチップモードに切り替わります（プロセッサがこのモードをサポートしてい

る場合）。つまり、外部メモリは使用できず、外部バスも無効となります。 
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図 12.1 システムの始動 

12.1.2 C 言語で記述されたスタートアップコード 
 

プロセッサがリセットから抜け出した後は、任意のユーザーコードを実行させることができ

ますが、C のような高水準言語を使用する場合は、一般的に、コンパイラに付属している専

用の「ブートストラップコード」を使用します。 

ブートストラップコードは、コンパイラ製造元から提供されるオブジェクトモジュールまた

はライブラリ内に含まれています。ブートストラップコードには以下の 2 つの主要な機能が

含まれます。 

1. 基本的なプロセッサ設定（例：バス設定を行って内部RAMへのアクセスを有効にする） 

2. C 言語で記述されたスタートアップコード（構造体の初期化、メモリクリア、スタッ

クポインタのセットなど）の呼び出し 

オブジェクトモジュールやライブラリ、またはリンカ設定ファイルに書かれた命令文により、

ブートストラップコード（および必要に応じてリセットベクタに書かれる値）は、メモリの

所定の位置に正しく配置されます。 

C 言語で記述されたスタートアップコードは、一般的に crt0 や startup のような名前のオ

ブジェクトモジュールとして提供され、このコードは、マップファイル内で_startや__main

のような名前のシンボルを探すことにより識別できます。このモジュールのソースも、通常、

コンパイラ製造元から入手できます。 

ETAS では、一部のターゲットハードウェア用に、RTA-OS アプリケーションとともに使用す

るさまざまなバージョンの標準スタートアップコードを提供しています。詳細は、

『Target/Compiler Port Guide』や、RTA-OS に付属しているサンプルを参照してください。 

スタートアップコードは、C 言語環境の初期化、つまり、スタックポインタのセットやグロー

バル変数の初期化（デフォルト値を ROM から RAM にコピーする）、といった処理を行い、

最後にアプリケーションを呼び出します。 
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12.1.3 main()の実行 
 

一般的に、アプリケーションのスタートアップコードは、main()から呼び出される関数の

中に記述します。これらのスタートアップ関数では、RTA-OS と連携するために以下の 2 つ

の処理を行う必要があります。 

1. ターゲットハードウェアを初期化し、そのハードウェア上で RTA-OSとアプリケーショ

ンを実行できる状態にする。 

2. StartOS()を呼び出し、RTA-OS の実行を開始する。 

以下に、RTA-OS アプリケーションのスタートアップコードの例を示します。 

OS_MAIN(){ 
 InitializeTarget(); 
 /* Use RTA-OS to initialize interrupts */ 
 Os_InitializeVectorTable(); 
 StartOS(OSDEFAULTAPPMODE); 
 /* Never reach here */ 
} 

 

RTA-OSにはアプリケーションのメイン関数をマークするためのOS_MAIN()というマクロが

提供されていますが、これは使用しなくても問題ありません。このマクロは、移植性を備え

たコードの作成に役立つように用意されているものです。 

上の例の InitializeTarget()関数はターゲットハードウェアを初期化するもので、ユー

ザーが作成する必要があります。本項の残りの部分では、ターゲットハードウェアを初期設

定してアプリケーションと RTA-OS を実行できる状態にするために行わなければならない事

柄について説明します。各組み込みプロセッサにはそれぞれ異なる部分があるため、ここで

は一般的な説明となっています。詳しい情報は、ご使用のプロセッサの『Target/Compiler Port 
Guide』とプロセッサのリファレンスガイドをご参照ください。 

メモリの設定 

一般的に、メモリの設定は、アプリケーションのスタートアップコードが実行される前に実

行されるブートストラップコードによって行われます。複雑な組み込みプロセッサの場合、

ブートストラップのコードによって行われるメモリ設定は、アプリケーションに必要な設定

とは異なる場合があります。たとえば、プロセッサが内部 RAM と外部メモリバスを持ってい

る場合、ブートストラップは通常、プロセッサが内部 RAM を使用するように設定します。し

かし実際のアプリケーションが外部メモリバス上の RAM を使用する必要がある場合は、プロ

セッサが外部RAMを使用するように設定しなければなりません。アクセス先を変更するには、

プロセッサに応じて、バンク選択を行ったりマスクレジスタを使用したりします。 

周辺機器の設定 

一般的な組み込みアプリケーションは、組み込みプロセッサの一部である周辺デバイスや、

I/O やメモリバス経由でアタッチされた周辺デバイス（ペリフェラル）を利用します。これ

には、CAN コントローラ、イーサネットコントローラ、UART などがあります。これらのデ

バイスの設定は、RTA-OS が始動する前、つまりアプリケーションコードがプリエンプトさ

れることなく、割り込みを完全に制御できる状態において行うようにしてください。 
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割り込みの設定 

カテゴリ1と2の割り込みの各割り込みソースの設定は、StartOS()が呼び出される前に行っ

てください。一般的には、IPL が OS レベルに設定されていることを確認してから、両方の割

り込みソースを設定します。ここでは、カテゴリ 1 の割り込みソースを許可する処理も行え

ます。 

統合のためのアドバイス 12.1：StartOS()を呼び出す前にカテゴリ 2 の割り込みを許可す

ることは避けてください。ここで許可すると、RTA-OS が初期化される前に割り込みを処理

しなければならなくなる、という競合状態が発生する可能性があります。カテゴリ 2 の割り

込みソースを許可するには、StartupHook()を使用してください。そのようにすれば、ア

イドルタスクに入る直前に StartOS()が IPL を下げるまでは、カテゴリ 2 の割り込みが発行

されません。 

マイクロコントローラによっては、ハードウェアの優先度レジスタをプログラムして割り込

み優先度を設定する必要があります。ユーザーがプログラムする値は、コンフィギュレーショ

ン設定時に RTA-OS に指示した優先度の値と一致させる必要があり、異なっているとアプリ

ケーションが正常に機能しなくなります。このようなターゲットについては、多くの場合RTA-OS

がヘルパーコード（前出の Os_InitializeVectorTable()など）を提供しているので、

それを使用して正しく設定することができます。ターゲットの初期化に関する特記事項につ

いては、『Target/Compiler Port Guide』で確認してください。 

割り込みの許可 

カテゴリ 1 の割り込みの処理は、完全に RTA-OS のスコープ外なので、カテゴリ 1 の割り込

みを許可して、直ちに割り込みが発行されるようにすることもできます。 

カテゴリ 2 の割り込みソースは、StartOS()が初期化を完了する前に割り込みを発行するこ

とは禁止されているので、StartOS()を呼び出す前にカテゴリ 2 の割り込みソースを許可す

ることは絶対に避けてください。許可してしまうと、RTA-OS が正しく初期化される前に割

り込みが発行され、競合状態になってしまいます。 

統合のためのアドバイス 12.2： StartOS()の前にカテゴリ 2 の割り込みソースを許可す

ると、未定義の挙動が発生します。 

RTA-OS は、StartupHook()を使用してカテゴリ 2 の割り込みソースを安全に許可する方法

を提供しています。このフック関数については 12.2.1 項で説明します。 

タイマの設定 

一般的な組み込みアプリケーションは、チック（tick）を行って所定の周波数で割り込みを生

成するハードウェアタイマを利用します。タイマ割り込みが発生すると、その割り込みに割

り当てられた ISR がタスクを直接起動するか、または AUROSAR OS カウンタのチック

（IncrementCounter(CounterID)の呼び出し）を行います。 

ハードウェアタイマの設定方法はタイマの仕様に応じて異なりますが、一般的には以下の 2
通りの方法があります。 

1. カウントレジスタを0にセットし、マッチレジスタにカウントレジスタの最大値をセッ

トします。カウントレジスタがプロセッサによって所定の周期でカウントアップされ、

その値がマッチレジスタの値と等しくなったときに割り込みが発生し、カウントレジ
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スタが 0 にリセットされます。 

2. 割り込みが生成されるまでのチック数をカウントレジスタにセットします。プロセッ

サが所定の周波数でこのカウントレジスタをカウントダウンし、その値が 0 になった

時点で割り込みが発生します。カウンタレジスタの再セットは、一般的に、各割り込

みに割り当てられた ISR が行います。 

タイマのカウントが行われる周波数は、アプリケーションで任意に設定できます。すべての

カウンタは、定義されたとおりの周波数でチックされる必要があります。タイマにより駆動

されるカウンタについて、ユーザーが RTA-OS に特定のチックレートを指示した場合、つま

り、ユーザーが Seconds Per Tick 属性を指定した場合は、必ずタイマハードウェアも同じレー

トでチックを提供するように設定する必要があります。 

12.2 RTA-OS の始動 
 

ハードウェアの初期化が終了すると、RTA-OS を始動することが可能になります。 

RTA-OS は、StartOS()が呼び出されて初めて始動されます。通常、この呼び出しはメイン

プログラムから行われます。アプリケーションに必要なハードウェアの初期設定は、ユーザー

の責任において行ってください。RTA-OS の初期状態については RTA-OS のリファレンスガイ

ドに記載されています。 

StartOS()は、アプリケーションモードを示す引数を 1 つだけ取ります。この引数は、デフォ

ルトモードである OSDEFAULTAPPMODE か、rtaoscfg で設定されているその他のモードの

どちらかです。 

例12-1のメイン関数の例では、オペレーティングシステムがデフォルトアプリケーションモー

ドで始動されています。 

#include <Os.h>  
OS_MAIN(){ 
 InitializeTarget();  
 Os_InitializeVectorTable();  
 StartOS(OSDEFAULTAPPMODE); 
 /* Never reach here */ 
} 

例 12-1 メイン関数の例 

StartOS()は制御を返しません。RTA-OS が初期化されると、すべての割り込みが許可され、

優先度の高いタスクまたは ISR が発生するまで Os_Cbk_Idle()が実行されます。 

このアイドルタスクからはほとんどの RTA-OS API を呼び出すことができますが、アイドル

タスクをターミネートさせる呼び出し（たとえばアイドルタスクから TerminateTask()を

呼び出すこと）は行えません。 

統合のためのアドバイス 12.3： StartOS()を呼び出す前に、OS オブジェクトを操作した

りカテゴリ2の割り込みを許可したりするRTA-OS APIを呼び出すことは禁止されています。 

すべてのカテゴリ 2 の割り込みを禁止し、出力比較用コンペアマッチなど、どのイベントに

よってもカテゴリ 2 の割り込みが発生しないようにすることにより、RTA-OS を休止状態に

することができます。 
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このため、RTA-OS は、カテゴリ 2 の割り込みがまったく発生していない状態でアイドルタ

スクが稼働中である場合は、休止状態になっています。 

 

図 12-2 始動フックの実行 

12.2.1 始動フック（Startup Hook） 
 

始動フックは、StartOS()内において、カーネルが初期化された後、スケジューラが実行状

態となる前に、RTA-OS により呼び出されます。 

StartOS()は、呼び出されるとすぐに割り込み優先度レベル（IPL）を OS レベルまで上げ、

制御を返す直前にユーザーレベルまで下げます。つまり、始動フックはカテゴリ 2 の ISR を

マスクした状態で実行されます。つまり StartOS()が初期化を完了して RTA-OS がレディ状

態になるまでは割り込みが発生しないので、StartupHook()内で安全に割り込みソースを

有効化することができます。その時点において StartOS()はカテゴリ 2 の割り込みのマス

クを解除し、OS が実行状態になります。 

図 12-2 は、RTA-OS の初期化の中での始動フック実行の相対的位置を示しています。 

始動フックは、例 12-2 のように作成してください。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) StartupHook(void) { 
 /* Startup hook code. */ 
 EnableIOInterrupts(); 
 EnableTimerInterrupts(); 
 ... 
} 

例 12-2 始動フックを使用する 

多くの場合、始動フックは、ターゲットハードウェアの初期化（StartOS()コール前に実行

されたユーザーコードの中で設定された割り込みソースを有効化するなど）のために使用さ

れます。 

12.2.2 アプリケーションモード 
 

アプリケーションはさまざまなモードで始動できます。各モードは全体の機能の一部をまと

めたものであり、アプリケーションの特定の機能に対応しています。たとえば、エンドオブ

ラインプログラミングモード、トランスポートモード、ノーマルモードなどのモードを定義

することができます。 

ユーザーは必要な数だけアプリケーションモードを定義できます。図 12-3 に示すように

rtaoscfg でアプリケーションモードを宣言してください。 
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図 12-3 アプリケーションモードを設定する 

統合のためのアドバイス 12.4： OSDEFAULTAPPMODE というアプリケーションモードは必

ず宣言してください。 

API 関数 GetApplicationMode()を使用すると、現在どのモードになっているかを知るこ

とができます。これにより、ユーザーはモード依存のアプリケーションコードを作成するこ

とができます。例 12-3 は、モードによって異なる挙動を示すタスクの構造を示しています。 

TASK(Moded){ 
 AppModeType CurrentMode; 
 GetApplicationMode(&CurrentMode); 
 switch (CurrentMode) { 
  case DiagnosticMode: 
   DoExtendedFunctionality(); 
   break; 
  case LimpHome 
   DoBasicFunctionality(); 
   break; 
  default: 
   DoNormalFunctionality(); 
   break; 
 } 
 ... 
} 

例 12-3 タスクにモード別の挙動を組み込む 

アプリケーションモードは、オペレーティングシステム始動時に自動的に始動される一連の

タスク、アラーム、スケジュールテーブルに関連付けることもできます。これにより、StartOS()

内で行われる処理を、宣言したモード別にカスタマイズすることができます。 

タスクの自動起動 

任意のタスクを任意のアプリケーションモードで自動起動することができます。あるタスク

を自動起動に設定すると、OS は StartOS()内で ActivateTask()を呼び出して、そのタ

スクを起動します。基本タスクを自動起動すると、Os_Cbk_Idle に到達する前にそのタス
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クが実行されてターミネートします。拡張タスクを自動起動するとそのタスクは実行され、

Os_Cbk_Idleに到達する前に、まだセットされていないイベント用の最初の WaitEvent()

コールに達するか、またはターミネートします。 

統合のためのアドバイス 12.5： 始動時に直ちに実行する必要のないタスクは、自動起動は

行わず、通常の起動処理、アラーム満了、スケジュールテーブルの満了ポイントの処理から

起動して実行します。 

図 12-4 のように設定すると、アプリケーションモード NormalOperatingMode において

TaskA、TaskD、TaskE が自動起動されます。 

 

図 12-4 自動起動されるタスクを宣言する 

4.5.3 項では、タスクにそのタスクの自動起動プロパティを設定することにより、ユーザーは

選択したアプリケーションモードで起動されるタスクを指定したり、選択したタスクが自動

起動されるアプリケーションモードを指定したりできることを説明しました。rtaoscfg は、

ユーザーが他のビューで変更を行った場合でも、自動的にこれら 2 つのビューの一貫性を保

ちます。 

一般的に、タスクの自動起動は以下のような 2 つのケースに役立ちます。 

1. 他のタスクが実行開始する前に、初期化タスクを実行する必要がある場合 

このような場合は、自動起動されるタスクの優先度を、初期化タスクより後で実行す

る必要のあるどのタスクの優先度よりも高くする必要があります。 

2. 拡張タスクを起動する場合。 

7.2 項で説明されているように、拡張タスクは無限ループと一連の WaitEvent()コー

ルで構成されていて、休止状態になっている拡張タスクに対してイベントをセットす

ることはできません。拡張タスクを自動起動しておけば、休止状態の拡張タスクに対

してイベントがセットされてエラーが発生する可能性を回避できます。 
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統合のためのアドバイス 12.6： 複数のタスクが自動起動される場合は、優先度が最高のタ

スクから優先度順に実行されます。優先度の高いタスクが自分より優先度の低いタスクのた

めにイベントをセットすると、優先度の低いタスクがランタイムにそのイベントを処理しま

す。 

アラームの自動始動 

アラームも任意のアプリケーションモードにおいて自動始動することができます。StartOS()

から制御が返るときには、自動始動されるすべてのアラームがセットされています。 

図 12-5 のようにして自動始動されるアラームを指定します。 

 

図 12-5 アラームを自動始動させる 

9.3 項では、アラーム自体からも自動始動を指定できることを説明しました。自動起動され

るタスクの場合と同様に、ユーザーが他のビューで変更を行った場合でも、rtaoscfg は自動

的にそれら 2 つのビューの一貫性を自動的に保ちます。 

ただし、自動始動されるアラームの絶対または相対始動チック値は、アラーム自体のコンフィ

ギュレーションとして設定されます。 

統合のためのアドバイス 12.7： 上記の設定により、アラームの自動始動が行われるすべて

のアプリケーションモードに同じ自動始動特性が適用されます。 

絶対自動始動値および相対自動始動値は、それぞれSetAbsAlarm()およびSetRelAlarm()

と同じ挙動を生成するので、コンフィギュレーション設定時においても同じ種類のパラメー

タが使用されます。アラームが自動始動される場合は、アラーム時刻と周期を指定します。

これらのパラメータには、以下の表のように、アラーム API 関数の引数（offset、start、

cycle）と同じ制限が適用されます。 
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 アラーム時刻 周期 

 最小 最大 最小 最大 

相対 1 MAXALLOWEDVALUE MINCYCLE MAXALLOWEDVALUE 

絶対 0 MAXALLOWEDVALUE MINCYCLE MAXALLOWEDVALUE 

統合のためのアドバイス 12.8： アラーム時刻がゼロであるアラームを絶対モードで自動始

動すると、0 はすでに過去の時刻になっているので、カウンタのフルモジュラスラップが発

生してから（つまり MAXALLOWEDVALUE+1 チックが経過してから）でないと、そのアラー

ムは満了しません。たとえば、ミリ秒カウンタに基づくアラームは、65536 ミリ秒（65.5 秒）

経過してからでないと発生しません。 

自動始動されるアラームは、OS 始動時に一連の周期タスクを起動したい場合に有用です。ア

ラームを使用して複数のタスクを起動し、それらのタスクを相互に関連する特定の周期で実

行する必要がある場合はアラームを必ず自動始動にします。アラームの同期を保証する方法

はこれ以外にありません。 

スケジュールテーブルの自動始動 

スケジュールテーブルは、任意のアプリケーションモードにおいて自動始動できます。

StartOS()から制御が返るときには、自動始動されるすべてのスケジュールテーブルが実行

されています。 

アラームと同様、スケジュールテーブルも絶対チック値と相対チック値のどちらでも始動で

きます。これらの挙動はそれぞれ StartScheduleTableAbs()および

StartScheduleTableRel()と同じで、コンフィギュレーション設定においても同じ種類

のパラメータを使用します。 

スケジュールテーブルを自動始動する場合は、その始動モードに応じて開始絶対時刻または

相対オフセットを指定する必要があります。これらのパラメータには、スケジュールテーブ

ルを始動する API 関数の引数（offset、start、cycle）と同じ制限が適用されます。 

 相対オフセット 開始絶対時刻 

 最小 最大 最小 最大 

相対 1 MAXALLOWEDVALUE - - 

絶対 0 MAXALLOWEDVALUE 0 MAX 
 

統合のためのアドバイス 12.9： 絶対時刻ゼロで始動されるスケジュールテーブルは、始動

された時点においてチック値 0 はすでに過去になっているため、カウンタのフルモジュラス

ラップが発生してから（つまり MAXALLOWEDVALUE+1 チックが経過してから）でないと満

了しません。 

12.3 RTA-OS のシャットダウン 
 

オペレーティングシステムは、任意の時点で API 関数 ShutdownOS()によりシャットダウン

することができます。この呼び出しが行われると、RTA-OS は直ちに割り込みを禁止してか

ら無限ループに入ります。ユーザーが ShutdownHook()を用意している場合は、無限ルー

プに入る前にこのフックが呼び出されます。 
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ShutdownHook()には必ず引数が渡されるので、ユーザーはそれを参照してシャットダウン

の理由を判定し、必要な処理を行うことができます。 

12.3.1 シャットダウンフック（Shutdown Hook） 
 

シャットダウンフックは、API 関数 ShutdownOS()の実行中に呼び出されます。図 12-6 は、

ShutdownOS()に対するシャットダウンフック実行の相対的位置を示しています。 

 

図 12-6 シャットダウンフックの実行 

シャットダウンフックは、次の例 12-4 のように作成してください。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) ShutdownHook(StatusType Error) { 
 /* Shutdown hook code. */ 
 switch (Error) { 
  case E_OK: 
   /* Normal shutdown */ 
   break; 
  default: 
   /* Abnormal shutdown */ 
   LogError(); 
   break; 
 } 
 for(;;); /* Wait for reset */ 
} 

例 12-4 シャットダウンフックを作成する 

一般的に、ShutdownHook()から制御を返すことは許されていません。このフックから制御

が返ると、RTA-OS はすべての割り込みを禁止し、OS レベルで実行される無限ループに入っ

てしまいます。 

12.4 RTA-OS の再始動 
 

AUTOSAR OS では、ランタイムに OS を再始動するにはウォッチドッグリセットを行うしか

ありません。これは、ShutdownOS()コールが行われる時点において StartOS()から制御

が返っていないことによる副作用です。しかしランタイムに OS を任意のモードで再始動で

きるようにすることは極めて一般的な要求事項であり、たとえば、ECU には節電モードやリ

ンプホーム（非常時回避）モードなどへの移行が必要となります。そのため、これは AUTOSAR
規格の重大な欠点であると言えます。 

そこで RTA-OS は、OS を再始動するための 2 つの API 関数を提供し、これらを組み合わせて

使用することにより、この制約をなくしています。 

移植性に関する注意 12.1：OS の再始動は RTA-OS 独自の機能であり、OSEK や AUTOSAR の

規格には含まれていません。そのため、本項で説明しているこの機能の使用を、他の OS に

移植することはできません。 

API関数Os_SetRestartPoint()は、Os_Restart()が呼び出されたときのジャンプ先コー

ドの位置にマーカーを配置します。StartOS()が呼び出された後には
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Os_SetRestartPoint()を呼び出すことはできないので、再始動を可能にするには

StartOS()コールの前に Os_SetRestartPoint()の処理が行われなければなりません。 

統合のためのアドバイス 12.10：RTA-OS は、シャットダウンされてからでないと再始動で

きません。Os_Restart()の呼び出しは ShutdownHook()からしか行えません。 

この機能を使用すると、StartOS()より前の初期化処理内の任意のポイントにジャンプでき

るので、システムの OS 以外の部分を初期化するコードを配置することができます。 

例 12-5 は、Os_SetRestartPoint()を使用してマーカーを配置するメインプログラムの構

造を示しています。 

AppModeType StartupAppMode; 
OS_MAIN(){ 
 InitializeTarget(); 
 /* Set up normal application mode */ 
 StartupAppMode = NormalOperation; 
 Os_SetRestartPoint(); /* We will return here on restart */ 
 switch (StartupAppMode) { 
  case NormalOperation: 
   /* Do mode-specific initialization */ 
   break; 
  case LimpHome: 
   /* Do mode-specific initialization */ 
   break; 
  ... 
 } 
 StartOS(StartupAppMode); 
} 
 
FUNC(void,OS_CALLOUT_CODE)ShutdownHook(StatusType Error){ 
 ... 
 if (FailureDetected == True) { 
  StartupAppMode = LimpHomeMode; 
  Os_Restart(); 
  /* Never reach here */ 
 } 
 ... 
} 

例 12-5 Os_SetRestartPoint()と Os_Restart()を使用する 

12.5 まとめ 
 

 RTA-OS は、すべてのコードやデータが正しいメモリ空間に配置されないと、機能しま

せん。  

 ターゲットハードウェアを初期化してからでないと RTA-OS を実行できません。 

 RTA-OS は StartOS()が呼び出されるまでは実行されません。 

 ShutdownOS()を使用することにより RTA-OS をいつでも停止することができます。 

 RTA-OS の再始動を行うには、StartOS()より前に Os_SetRestartPoint()を呼び

出すことにより再始動マーカーを配置しておき、再始動が必要なときにOs_Restart()

を呼び出してマーカーにジャンプし、さらに StartOS()を呼び出します。 
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 タスク、アラーム、スケジュールテーブルは、さまざまなアプリケーションモードで

自動始動することができます。 
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13 エラー処理 
 

RTA-OS の API 関数の多くはランタイムにエラーコードを返すので、それを確認することに

より API 関数実行中に OS がエラーを検知したかどうかがわかります。以下の 2 つの条件に

応じて、返されるエラーコードのセットが異なります。 

1. OS のビルドステータス 

2. API 関数自体 

OS には以下の 2 種類のビルドステータスがあります。 

標準（Standard）： 最小限のランタイムエラーチェックを行う、最終製品用ビルドです。

アプリケーションにエラーがないことがすでに確認されていることが前提となります。

エラーが発生した場合、以下の4通りのエラーコードが返ります。 

1. E_OK － エラーは検知されませんでした。エラーチェックがまったく行われなかっ

た可能性もあり、その場合は、API 関数は要求された処理を行っておらず、OS の

状態は変更されていません。つまり何の合図も出さずに実行が失敗したことにな

ります。 

2. E_OS_LIMIT － OSの内部的限界に達しました。ユーザーがタスクをコンフィギュ

レーションで許容されているよりも多く起動しようとした場合などに発生します。 

3. E_OS_NOFUNC － コールを実行できません。 

4. E_OS_STATE － オブジェクトが有効な状態でないため、コールを実行できません。 

拡張（Extended）： 標準ビルドと同様のチェックを行いますが、さらに、OS API関数の

使用方法に関して違反がないかどうかを調べるために多くの拡張エラーチェックを行

います。エラーが発生した場合、以下の3通りのエラーコードが返ります。 

1. E_OK － エラーは検知されませんでした。エラーチェックがまったく行われなかっ

た可能性もあり、その場合は、API 関数は要求された処理を行っておらず、OS の

状態は変更されていません。つまり何の合図も出さずに実行が失敗したことにな

ります。 

2. E_OS_<standard_code> － AUTOSAR（または OSEK）OS 規格に定められてい

るエラーケースが発生しました。 

3. E_OS_SYS_<vendor_code> － E_OS_<standard_code>コードにより識別さ

れるケースが発生し、さらに ETAS 独自のエラーケースも発生しました。 

統合のためのアドバイス 13.1： 開発早期には、RTA-OS の API の不適切な使用に起因する

すべての問題をデバッグできるように、拡張ステータスを使用することを強くお勧めします。

OS を正しく使用していることを確認できた後は、標準ステータスを使用し、メモリサイズや

パフォーマンスなど、アプリケーションの非機能的特性をチェックしてください。 

エラーコードを返す各 API 関数は、呼び出されたときに発生する可能性のあるエラーの種類

に応じて、異なる値の組を返します。 
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一般的な拡張ビルドエラーは以下のとおりです。 

エラーコード 意味 

E_OS_ID 間違った種類のオブジェクトを対象に API 関数が実行されました。 

E_OS_VALUE 引数値が許容範囲外です。 

E_OS_CALLEVEL 間違った場所から API 関数が実行されました。 
 

各API関数が返すエラーとその意味や、それに対応してユーザーが行うべき処理については、

リファレンスガイドを参照してください。 

13.1 エラー処理の一元化 - ErrorHook() 
 

標準ステータスと拡張ステータスのどちらのビルドにおいても、エラーをチェックする一般

的な方法は、「キャッチオール（catch all）エラーハンドラ」、つまりすべてのエラーを捕

捉する汎用的なエラーハンドラの機能を持つエラーフックを使用することです。ErrorHook

が有効になっていると、API関数がE_OK以外のエラーコードを返そうとするときにErrorHook

が呼び出され、ErrorHook ルーチンにエラーコードが渡されるので、ユーザーはそのコー

ドを使用してどのエラーが発生したかを確認することができます。 

ErrorHook を有効にするには図 13-1 のように設定します。 

 

図 13-1 エラーフックを設定する 

統合のためのアドバイス 13.2： エラーフックを有効にするには、ユーザーがエラーフック

を実装する必要があります。実装されていないとプログラムを正しくリンクできません。 

エラー発生時の処理としては、その重大さに応じて、ShutdownOS()を呼び出してターミネー

トするか、またはエラーの処理やロギングを行ってから ErrorHook()から制御を戻し、タ

スクを再開するかを選択することができます。例13-1は、エラーフックの一般的な構造です。 
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FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) ErrorHook(StatusType status) { 
 switch (status) { 
  case E_OS_ACCESS: 
   /* Handle error then return. */ 
   break; 
  case E_OS_LIMIT: 
   /* Terminate. */ 
   ShutdownOS(status); 
  default: 
   break; 
 } 
} 

例 13-1 推奨されるエラーフックの構造 

エラーフックは、何かが正常に行われなかったことを通知するもので、大まかなデバッグを

行う際に利用できます。たとえば、E_OS_CALLEVEL というコードが返された場合、コード

内のどこかで間違ったコンテキストから API 関数が実行されたことがわかります。しかし発

生した場所に関する情報は得られないので、バグを取り除くには、エラーについてさらに詳

しい情報、つまりどの API 関数が原因でエラーが生成されたか、という情報が必要になりま

す。さらに、障害発生時に API 関数にどのような引数が渡されたのかも重要となる場合があ

ります。このような情報は、高度なエラーロギングを設定することによってランタイムに取

得することができます。 

13.1.1 高度なエラーロギングの設定 
 

エラーロギングには 3 通りのレベルがあり、レベルに応じて情報の詳細さが異なります。 

1. サービスの詳細情報を記録しない（デフォルト設定） 

2. API 名だけを記録する 

3. API 名とその API に渡された引数を記録する 

図 13-2 は、rtaoscfg で詳細レベルを定義する方法を示しています。 

 

図 13-2 高度なエラーロギングを設定する 
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サービスの詳細情報を記録しないようにすれば、情報収集のためのオーバーヘッドがなくな

ります。 

高度なエラーロギングの使用 

エラーロギングを有効にすると、RTA-OS は、エラーの原因となった API 関数の名前とその

関数に渡された引数にアクセスするためのマクロ群を生成します。  

エラーの原因となった API 関数は、OSErrorGetServiceId()マクロを用いてその名前を取

得することができます。このマクロは、OSServiceIdType を OSServiceId_<API name>

という形で返します。たとえば、ActivateTask()がエラーになった場合は

OSServiceId_ActivateTask という値を返します。 

API 関数の引数は、例 13-2 に示す形式のマクロを使用して取得することができます。各 API
関数の各引数について 1 つのマクロが定義されます。 

OSError_<API Name>_<API Parameter Name> 

例 13-2 高度なエラーロギング 

再び ActivateTask()の例を使用して説明すると、OSError_ActivateTask_TaskIdは、

ActivateTask()へ渡された引数 TaskId を返します。このエラーロギング情報は、以下の

例 13-3 のように ErrorHook()コードに組み込んで利用することができます。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) ErrorHook(StatusType status) { 
 OSServiceIdType callee; 
 switch (status) { 
  case E_OS_ID: 
   /* API call called with invalid handle. */ 
   callee = OSErrorGetServiceId(); 
   switch (callee) { 
    case OSServiceId_ActivateTask: 
     /* Handle error. */ 
     break; 
    case OSServiceId_ChainTask: 
     /* Handle error. */ 
     break; 
    case OSServiceId_SetRelAlarm: 
     /* Handle error. */ 
     break; 
    default: 
     break; 
   } 
   break; 
  case E_OS_LIMIT: 
   /* Terminate. */ 
   ShutdownOS(); 
  default: 
   break; 
 } 
} 

例 13-3 付加的なエラーロギング情報 

API の名前と引数を取得するマクロは、必ずエラーフック内から使用してください。これら

のマクロが表す値は、フックのスコープ外では保持されません。 

208 エラー処理 



統合のためのアドバイス 13.3： 拡張エラーロギングを使用する場合、

OSErrorGetServiceId()が予期しない値を返す場合があります。一般的にこのような事

態は、API 関数によって副次的影響が生じる場合に発生します。たとえば、スケジュールテー

ブルの満了ポイントからタスクを起動してそのタスク起動がエラーになった場合は、ユーザー

が API 関数 Os_AdvanceCounter()を呼び出した場合でも、OSErrorGetServiceId()は

OSServiceId_ActivateTask を返します。 

13.1.2 どのタスクが実行中であるかをチェックする 
 

RTA-OS アプリケーションをデバッグする際、どのタスクまたはカテゴリ 2 の ISR がエラー

を発行したかを調べることが重要です。どのタスクが実行中であるかを調べるには、AUTOSAR 

OS の GetTaskID()を使用できます。 

例 13-4 にその使用例を示します。 

TaskType CurrentTaskID; 
/* Pass a TaskRefType for the return value of GetTaskID) */ 
GetTaskID(&CurrentTaskID); 
if (CurrentTaskID == Task1) { 
 /* Code for task 1 */ 
} else { 
 if (CurrentTaskID == Task2) { 
  /* Code for task 2 */ 
 } 
 ... 
} 

例 13-4 GetTaskID()の使用方法 

13.1.3 どの ISR が実行中であるかをチェックする 
 

AUTOSAR OSではOSEKの機能が拡張され、GetISRID()によってカテゴリ 2の ISRもチェッ

クできるようになっています。 

GetTaskID()とは異なり、GetISRID()は ISR の ID を、関数呼び出しの出力引数としてで

はなく関数の戻り値として返します。GetISRID()は、呼び出されたときにタスクが実行中

だった場合、INVALID_ISR を返します。 

例 13-5 に、GetISRID()を GetTaskID()と一緒に使用する方法を示します。 

ISRType CurrentISRID 
TaskType CurrentTaskID; 
/* Is an ISR running? */ 
CurrentISRID = GetISRID(); 
if ( CurrentISRID != INVALID_ISR ) { 
 if (CurrentISRID == ISR1) { 
  /* Work out which ISR */ 
 } 
} else { 
 GetTaskID(&CurrentTaskID); 
 if ( CurrentTaskID == Task1 ) { 
  /* Work out which task */ 
 } 
} 
} 

例 13-5 GetISRID()を GetTaskID()と一緒に使用する 
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13.1.4 ErrorHook()のスケルトンソースコードを生成する 
 

ユーザーのコンフィギュレーション設定により生成される各種のエラーをトラップするエラー

フックの作成は、時間がかかり、間違いを起こしやすい作業です。そのような作業を軽減す

るため、RTA-OS はすべての API 関数の全タイプのエラーをチェックする ErrorHook()のフ

レームワークを生成します。 

ErrorHook()のフレームワークを生成するには、以下の rtaosgen コマンドラインを使用し

ます。 

rtaosgen --samples:[ErrorHook] MyConfig.xml 
 

これにより、ユーザーアプリケーション内で使用できるエラーフックが、

Samples\Hooks\ErrorHook.c というファイルとして生成され、同名のファイルがすでに

存在している場合は警告が発行されます。既存のファイルに無条件に上書きするには以下の

コマンドラインを使用してください。 

rtaosgen --samples:[ErrorHook]overwrite MyConfig.xml 

13.2 インラインのエラー処理 
 

ErrorHook()を使用する代わりに、APIの呼び出しの後にインラインでリターンコードチェッ

クするという方法もあります。それにより、ある程度のランタイムの耐障害性をアプリケー

ションに組み込むことができます。 

この方法は、Standard（標準）ステータスにおいて発生する可能性のあるエラー

（ActivateTask()がE_OS_LIMITを返した場合など）をチェックしたい場合に有用です。

これは、例 13-6 に示すようなコードで行うことができます。 

TASK(FaultTolerant){ 
 /* Do some work */ 
 if (ActivateTask(HelperTask) != E_OK) { 
  /* Handle error during task activation. */ 
 } TerminateTask(); 
} 

例 13-6 インラインのエラーチェック 

13.3 エラーチェックのコードを条件付きでインクルードする 
 

拡張ステータスでしか発生しないランタイムエラーをチェックするコードを追加する場合、

標準ステータスに切り替えるときに手作業でそのコードを削除するようなことは好ましくあ

りません。 

そのような場合は、RTA-OS が提供する以下の 2 つのマクロを使用して、開発中にコードを

条件付きで含めたり除外したりすることができます。 

OS_STANDARD_STATUS － ステータスが設定されている場合にのみ定義されます。 
OS_EXTENDED_STATUS － 拡張ステータスが設定されている場合にのみ定義されます。 

移植性に関する注意 13.1： マクロ OS_STANDARD_STATUS および OS_EXTENDED_STATUS

は RTA-OS 独自の機能なので、他の OS に移植できるとはかぎりません。 
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13.4 まとめ 
 

 AUTOSAR OS にはエラーフックを介してデバッグを行う機能があります。エラーフッ

クには、ランタイムに発生した例外をトラップするメカニズムがあり、例外処理の再

開モデルを実現することができます。 

 エラーの原因についての詳細情報は、ErrorHook()内からアクセスできるマクロによっ

て得ることができます。 
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14 スタック使用量の計測と監視 
 

RTA-OS にはスタック監視機能があり、予想外のスタックオーバーランが発生するかどうか

を開発中にチェックすることができます。 

スタック監視が設定されていると、ランタイムにそれぞれのタスク／ISR のスタック使用量

を計測する機能も提供されます。これによってどのタスクがどのスタック空間を使用するか

を特定できるので、たとえば必要なスタック量を少なくするためには内部リソースをどのタ

スクに共有させればよいかを判断するなど、最適化に役立つ情報を得ることができる可能性

があります。 

また、スタックアロケーションを悲観的に設定しすぎることなく、実際に必要な量のスタッ

クを無駄なく確保できるようにするためにも、タスク別の正確なスタック使用量の情報を収

集することが重要です。 

14.1 スタック監視 
 

組み込みシステム構築時においては、ランタイムにタスクや ISR が予想外に多いスタック空

間を使用してしまう、という「スタックオーバーラン」の問題がよく発生します。 

AUTOSAR OS では、スタックオーバーランが発生しないかどうかをユーザーが監視すること

ができます。スタック監視が有効になっていると、RTA-OS はコンテキストの切り替えが発

生するたびにスタックを調べ、定義されたスタックアロケーション値を超えていないかを確

認します（4.6.3 項を参照してください）。 

統合のためのアドバイス 14.1： カテゴリ 1 の ISR は RTA-OS を完全にバイパスするので、

スタック消費は OS の認識外となります。つまり、カテゴリ 1 の ISR により発生したスタッ

ク問題は、RTA-OS が検知することはできません。 

RTA-OSは、スタック障害を認識するとShutdownOS(E_OS_STACKFAULT)を呼び出します。

これはAUTOSARが要求している挙動ですが、障害を起こした原因やオーバーランしたスタッ

ク量をユーザーが知ることができないため、あまり役に立ちません 18。そのため RTA-OS で

は、この挙動を無効化し、代わりに Os_Cbk_StackOverrunHook()で障害をトラップする

ことができます。これについては 14.2 項で詳しく説明します。 

スタック監視は、RTA-OSEK のメモリ使用量とランタイムパフォーマンスに影響するため、

デフォルトでは無効になっています。有効にするには、General ➔ Stack Monitoring Enabled
を選択してください。図 14-1 にその方法を示します。 

18 極端な場合はユーザーは何もできませんが、RTA-OSが採用しているシングルスタックモデルには、システム

ワイドのスタック安全マージンをリンク時に追加することができ、スタック障害発生時にこの予備のスタック空間

をデバッグ用に使用できるという利点があります。 
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図 14-1 スタック監視を有効にする 

スタック監視を有効にするには、各タスクとカテゴリ2の ISRについてスタックアロケーショ

ンのバジェットを定義する必要があります。この数値は、アプリケーションに必要なスタッ

クと RTA-OS コンテキストに必要なスタックを含んだ値です。 

14.3 項では、RTA-OS のスタック計測機能を使用してこのデータを取得する方法について説

明します。 

RTA-OS では、以下の 2 通りの方法でスタックアロケーションを定義できます。 

1. タスク／ISR のデフォルト設定 

2. 各タスク／ISR ごとのコンフィギュレーション 

タスク／ISR ごとに値が設定されると、その値がデフォルト設定をオーバーライドします。 

14.1.1 デフォルト設定 
 

スタックアロケーションのデフォルト設定は、全タスクとカテゴリ 2 および 1 の ISR に適用

されます。設定方法は図 14-2 のとおりです。ここ以外にスタックアロケーションが設定され

ていない場合は、RTA-OS はこのデフォルト設定を使用します。 
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図 14-2 デフォルトのスタックアロケーションを設定する 

14.1.2 タスク／ISR ごとのスタックアロケーションの設定 
 

各タスク／ISR のコンフィギュレーションの一環として、そのタスク／ISR の独自のスタック

アロケーションを設定することができます。図 14-3 はタスクの設定方法を示していて、ISR
の場合も同じように設定します。ここに設定された値は、前項のデフォルト設定をオーバー

ライドします。 

 

図 14-3 タスクのスタックアロケーションを設定する 
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14.2 Os_Cbk_StackOverrunHook()の使用 
 

4.6.5 項で、ランタイムにおいて拡張タスク管理に関する問題が検知されたときに RTA-OS が

Os_Cbk_StackOverrunHook()を呼び出すように設定できることを説明しました。RTA-OS
は、このフックを使用して、スタック監視で検知されたスタックオーバーランをレポートす

ることができます。 

図 14-4 に示すように、Os_Cbk_StackOverrunHook()を使用するように RTA-OS を設定し

ておくと、RTA-OS はスタック監視で問題が検知されたときにこのフックを呼び出します。 

 

図 14-4 スタックオーバーランフックを設定する 

移植性に関する注意 14.1： スタック監視で問題が検知されたときに

Os_Cbk_StackOverrunHook()を呼び出す機能は RTA-OS独自の AUTOSAR-OS拡張機能な

ので、他の OS には移植できません。 

このフックには、スタックオーバーランのバイト数とその問題の理由を示す引数が渡されま

す。スタック監視により、スタックオーバーランの理由として、4.6.5 項で説明したもの以外

のもう 1 つの理由（OS_BUDGET）が加わります。OS_BUDGET は、タスクがそのタスクに設

定されているスタックアロケーションを超えたことを示します。 

OS_BUDGET は OS_ECC_START と同様に、スタックがオーバーランした状況をあきらかにし

ます。ただし、OS_ECC_START は拡張タスクが起動されたときだけ発生し、基本タスクがス

タックアロケーションを超えたときには発生しませんが、OS_BUDGET についてはすべての

種類のタスクおよび ISRのコンテキスト切り替え時にチェックが行われ、問題があればエラー

が発生します。 
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ErrorHook()の場合と同様、GetTaskID()や GetISRID()を呼び出すことにより問題が発

生した際に何が実行されていたのかを調べることができます。例 14-1 に

Os_Cbk_StackOverrunHook()の例を示します。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) 
 Os_Cbk_StackOverrunHook(Os_StackSizeType Overrun, 
 Os_StackOverrunType Reason) { 
 ISRType CurrentISRID 
 TaskType CurrentTaskID; 
 
 /* Work out what has failed */ 
 CurrentISRID = GetISRID(); 
 if ( CurrentISRID != INVALID_ISR ) { 
  /* An ISR has overrun */ 
  if (CurrentISRID == ISR1) { 
   /* Work out which ISR */ 
  } 
 } else { 
  /* It must be a task that has overrun */ 
  GetTaskID(&CurrentTaskID); 
  if ( CurrentTaskID == Task1 ) { 
   /* Work out which task */ 
  } 
 } 
 
 /* Work out why */ 
 switch (Reason) { 
  case OS_BUDGET: 
   /* Problem: The task/ISR exceeded its stack 
     allocation */ 
   /* Solution: Add Overrun to the stack allocation */ 
   break; 
  case OS_ECC_START: 
   /* Problem: Some lower priority task on the stack 
     has used too much stack space */ 
   /* Solution: Enable stack monitoring to find out 
     which task */ 
   break; 
  case OS_ECC_RESUME: 
   /* Problem: Some lower priority task on the stack 
     has used too much stack space */ 
   /* Solution: Enable stack monitoring to find out 
     which task */ 
   break; 
  case OS_ECC_WAIT: 
   /* Problem: The extended task had consumed too much 
     stack space then executing WaitEvent() */ 
   /* Solution: Add Overrun to the WaitEvent() stack 
     allocation */ 
   break; 
 } 
} 

例 14-1 スタックオーバーランフック 
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統合のためのアドバイス 14.2： Os_Cbk_StackOverrunHook()が呼ばれたということは、

システムが想定された挙動を示していないことを意味します。そのため

Os_Cbk_StackOverrunHook()から制御を戻すことは許されません。一般的に、このフッ

クに入るということはスタックが破損していることを意味するため、このフックから制御が

戻ってきた場合、アプリケーションの挙動は不定となります。 

14.3 スタック使用量の計測 
 

ユーザーがスタック監視用に設定する数値は、各タスクが使用するワーストケースのスタッ

ク使用量であり、そのタスクに必要なスタック空間の合計です。これには、RTA-OS 用のコ

ンテキストと、タスクによる関数呼び出しのワーストケースのネスティングに必要な空間が

含まれます。ここでいう「ワーストケースのネスティング」とは、そのタスクが最も多くの

スタック空間を使用するネスト階層を指します。 

移植性に関する注意 14.2： スタック計測は RTA-OS 独自の機能なので、OSEK 規格または

AUTOSAR OS 規格に基づく他の OS には移植できません。 

スタック監視が有効になっていると、RTA-OS はそれぞれのタスクやカテゴリ 2 の ISR につ

いてランタイムにおいて検知されたワーストケースのスタック使用量を自動的にログに記録

します。このログの内容を調べるために、Os_GetTaskMaxStackUsage()および

Os_GetISRMaxStackUsage()という API 関数が提供されています。このログには、コンテ

キスト切り替え時の最大値が記録されます。つまり、その時点まで記録されていた値よりも

現在のスタック使用量の方が大きくなると、最大値が更新されます。 

統合のためのアドバイス 14.3： タスクまたはカテゴリ 2 の ISR がまだ一度もプリエンプト

されていなかったり、ターミネートしていなかったり、待ち状態に入ったりしていない場合

は、RTA-OSはまだ値をログに記録していないので、Os_Get[Task|ISR]MaxStackUsage()

は 0 を返します。 

コンテキスト切り替えがワーストケースのスタック深度で発生していない場合は、

Os_GetTaskMaxStackUsage()と Os_GetISRMaxStackUsage()は間違った値をレポー

トします。この問題を回避するため、RTA- OS は Os_GetStackUsage()という API 関数を

提供しています。これを使用すると、ワーストケースが確実にログに記録されるようになり

ます。Os_GetStackUsage()は呼び出されるたびに呼び出し側にその時点のスタック使用

量を返しますが、さらに、計測された最大値がその時点で記録されていた値よりも大きい場

合にかぎり最大値の更新を行います。Os_GetStackUsage()を使用してアプリケーション

にワーストスタック使用量計測機能を装備する方法については、14.3.1 項で詳しく説明しま

す。 

統合のためのアドバイス 14.4： Os_GetTaskMaxStackUsage()、

Os_GetISRMaxStackUsage()、Os_GetStackUsage()を使用して、拡張タスク管理で使

用する必要のあるスタック値を計測することを強くお勧めします。 

これらのスタック計測 API 関数は、シングルスタックターゲットの場合はタスクとカテゴリ

2 の ISR の呼び出しで使用されるスタック空間のバイト数を示すスカラ値を返し、マルチス

タックターゲットの場合は各スタックの使用バイト数が格納されたデータ構造体を返します。

このデータ構造体からスタック空間情報を抽出する方法については、ポートの『Target/Compiler 
Port Guide』で説明しています。 

スタック使用量の計測と監視 217 



スタック計測 API 関数から返される値は、RTA-OS がタスク／ISR を起動するポイントにおけ

るスタックポインタの初期位置からのサイズです。つまり、返される値には RTA-OS に必要

なスタックコンテキストが含まれます。ただし、スタック計測 API 関数が返すスタック値に

は、それらのコール自体に必要なスタック空間は含まれません。図 14-5 は、

Os_GetStackUsage()が TaskHIGHというタスクから呼び出されたときに返すサイズを示

しています。 

 

図 14-5 スタック構成図 

14.3.1 関数呼び出しのワーストケースをマークする 
 

それぞれのタスクまたは ISR のワーストケースのスタック使用量を計測するためには、関数

呼び出し階層の各「リーフ」（leaf: 末端部）に Os_GetStackUsage()コールを配置する必

要があります。 

ライブラリ関数がリーフとなる場合は、その親関数で Os_GetStackUsage()を呼び出し、

ライブラリ呼び出しのワーストケースのスタック使用量を確認する必要があります。RTA-OS 
API のワーストケースの所要スタック量は、各ポートの『Target/Compiler Port Guide』に記

載されています。呼び出し階層のリーフから他のライブラリを呼び出している場合は、ライ

ブラリ製造元に問い合わせてライブラリ呼び出しのワーストケースの所要スタックに関する

情報を入手してください。 

例 14-2 に、複数の関数呼び出しを行うタスクの例を紹介します。この例を見ると、スタック

使用量を計測するために必要な Os_GetStackUsage()の呼び出しをどこにどのように配置

すればよいかが分かります。 
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#include <Os.h> 
  
Os_StackSizeType Measurement1; 
Os_StackSizeType Measurement2; 
Os_StackSizeType Measurement3; 
 
void Function1(void) { 
 ... 
 Measurement1 = Os_GetStackUsage(); 
 ActivateTask(Higher); 
 ... 
} 
 
void Function2(void) { 
 ... Function3(); 
 Measurement2 = Os_GetStackUsage(); 
... 
} 
 
void Function3(void) { 
 ... 
 Measurement3 = Os_GetStackUsage(); 
 ... 
} 
 
TASK(Low) { 
 Function1(); 
 ... 
 Function2(); 
 TerminateTask(); 
} 

例 14-2 スタック使用量を計測する 

上記の例 14-2 では、ワーストケースのスタック使用量（WCSU: worst-case stack usage）は

Measurement1、Measurement2、Measurement3 のうちの最大値になります。 

例 14-2 のコードを実行すると図 14-6 のようになります。この例の WCSU は、タスク Low が

Function1()を呼び出しているときの値になります。 
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図 14-6 プログラム呼び出しツリーのワーストケースのスタック使用量を計測する 

14.4 まとめ 
 

 RTA-OS には、ランタイムにおいてスタック使用量の計測と監視を行える機能がカーネ

ル内に装備されています。 

 それぞれのタスクと ISR には、それぞれスタックアロケーションのバイト数を設定す

る必要があります。 

 API 関数 GetStackOffset()を使用すれば、その時点のスタックポインタ値を任意に

読み取ることができます。 

 スタック障害は、AUTOSAR OS 規格で定義された ShutdownOS()を呼び出すことによ

り処理できますが、その代わりに RTA-OS の Os_Cbk_StackOverrunHook()にリダ

イレクトして診断を行うこともできます。 
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15 実行時間の計測と監視 
 

移植性に関する注意15.1： RTA-OSのタイミング監視と計測の機能は、OSEKおよびAUTOSAR 
OS の規格には含まれていないため、他の OS には移植できません。 

RTA-OS には、ユーザーコードの実行時間をカーネルレベルで計測できる機能があります。 

15.1 タイミング監視の有効化 
 

タイミング監視は標準ビルドと拡張ビルドの両方で使用できます。この機能を有効にするに

は、General/Timing タブの Enable Time Monitoring の値を TRUE にします。この機能はフリー

ランニングのハードウェアタイマにアクセスする必要がありますが、CPU クロックと同じ速

度で稼働するタイマが理想的です。このようなタイマを使用すれば RTA-OS がサイクル精度

の計測を行えるためです。 

タイミング監視を行うには、事前にターゲットハードウェアのタイミングについての詳細情

報を RTA-OS に通知しておく必要があります。以下の 2 つの値を提供してください。 

1. 命令サイクルレート 

ターゲットハードウェアで命令が実行されるレートです。クロック速度とも呼ばれま

す。 

2. ストップウォッチ速度 

ストップウォッチタイマの稼働レートです。命令サイクルレートと同じであれば理想

的ですが、タイマモジュールの実行速度は、プリスケーラによって CPU の命令サイク

ルレートより遅くなっている可能性があります。 

RTA-OS はこの情報をカプセル化する以下のマクロを提供しているので、これらを利用して

タイミング計測を行うことができます。 

マクロ 定義 

OSCYCLEDURATION  

OSCYCLESPERSECOND  

OSSWTICKDURATION  

OSSWTICKSPERSECOND 

CPU 命令の長さ（単位：ナノ秒） 
1 秒当たりの CPU 命令数 
ストップウォッチの 1 チックの長さ（単位：ナノ秒） 
1 秒当たりのストップウォッチ命令の数 

 

15.1.1 ストップウォッチの提供 
 

ユーザーが提供するフリーランニングタイマは「ストップウォッチ」と呼ばれ、RTA-OS が、

これを使用して実行時間を計測します。RTA-OS は Os_Cbk_GetStopwatch()というコール

バック関数を使用してストップウォッチにアクセスします。 

統合のためのアドバイス 15.1： RTA-OS のタイミング監視機能を利用するには、ユーザー

が Os_Cbk_GetStopwatch()を実装する必要があります。この関数がないとプログラムが

正しくリンクできません。 

アプリケーションが実行時間を取得するコードは、条件付きでコンパイルする必要があり、

これには RTA-OS が提供する OS_TIME_MONITORING というマクロを使用します。例 15-1
は典型的なストップウォッチのコードです。 
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#ifdef OS_TIME_MONITORING 
FUNC(Os_StopwatchTickType, OS_CALLOUT_CODE) 
 Os_Cbk_GetStopwatch(void) { 
 return (Os_StopwatchTickType)TIMER_CHANNEL_0; 
} 
#endif /* OS_TIME_MONITORING */ 

例 15-1 ストップウォッチを実装する 

ストップウォッチはチック数を返し、RTA-OS がレポートする値もすべてチック数となりま

す。このストップウォッチ計測値は、RTA-OS が提供するマクロを使用してミリ秒やマイク

ロ秒などのような「クロックタイム」単位に変換することができます。 

ストップウォッチ計測値の不確実性 

ストップウォッチの動きが CPU クロックよりも遅い場合は、RTA-OS がストップウォッチか

ら読み取る値が、実際の経過時間よりも少なくなる可能性があります。計測値と実際の経過

時間との差は、CPU クロックとストップウォッチの分解能の差が原因で発生します。図 15-1
は、この問題のしくみを示しています。この図のようにストップウォッチの分解能が低いと、

CPU クロックによりインクリメントされる直前のストップウォッチの値が読み取られてしま

う可能性があります。 

 

図 15-1 ストップウォッチ計測の不確実性 

この差は「不確実性」（uncertainty）と呼ばれます。タイミング計測値を用いた演算を行う

際には、必ずこの不確実性を補償する必要があります。 

CPU クロックと同じ速度で稼働するストップウォッチを使用する場合は、最大分解能が使用

されるので、この問題は発生しません。つまり、命令サイクルレートとストップウォッチ速

度が等しい場合は、ストップウォッチの不確実性は 0 になります。それ以外の場合は、一般

的には不確実性は 1 になります（15.1.2 項を参照してください）。 

15.1.2 ストップウォッチのスケーリング 
 

一般的に、Os_Cbk_GetStopwatch()はハードウェアタイマから直接読み取った値を返す

ので、ユーザーはこのタイミング計測値を実際の時間に変換することが必要になります。 

しかしコールバック関数 Os_Cbk_GetStopwatch()内でストップウォッチを適切にスケー

リングしておけば、RTA-OS から報告される時間もその単位に換算された値となり、より便

利になる場合があります。例 15-1 のストップウォッチを例 15-2 のように変更すると、ストッ

プウォッチ内でスケーリングが行われ、ナノ秒単位の値が返ります。 
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FUNC(Os_StopwatchTickType, OS_CALLOUT_CODE) 
 Os_Cbk_GetStopwatch(void) { 
 return (Os_StopwatchTickType)(TIMER_CHANNEL_0 * 
  OSSWTICKDURATION); 
} 

例 15-2 ストップウォッチを実装する（ナノ秒単位） 

ただしストップウォッチをスケーリングすると、図 15-2 に示すように、ストップウォッチの

不確実性を表す値も変わります。 

 

図 15-2 スケーリングされたストップウォッチ計測の不確実性 

この場合、ストップウォッチの不確実性の計算を行う際には、不確実性の値に適切な係数を

掛ける必要があります。 

15.2 タスクと ISR の実行時間の自動計測 
 

ユーザーアプリケーションがタイミング監視機能を利用する際には、RTA-OS がアプリケー

ション内の各タスクやカテゴリ 2 の ISR の実行時間を計測します。 

RTA-OS は、各タスクやカテゴリ 2 の ISR について計測された最長実行時間のログを維持し

ています。タスクの実行時間として、具体的には以下の期間が計測されます。 

基本タスクの場合： 最初の命令からAPI関数TerminateTask()の完了まで 

拡張タスクの場合： 最初の命令から最初のAPI関数WaitEvent()まで、連続する

WaitEvent()コール間、最後のWaitEvent()からTerminateTask() 

プリタスクフックやポストタスクフックが設定されている場合、それらは実行時間計測には

含まれません。 

実行時間の計測は、Os_Cbk_GetStopwatch()により得られるストップウォッチを使用し

て行われます。RTA-OS は計測中のプリエンプションを自動的に補償します。図 15-3 に示す

ように、タスクがプリエンプトされると、そのタスクの計測は停止し、プリエンプトしたタ

スクの計測が開始されます。 
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図 15-3 タイミング計測におけるプリエンプションの補償 

統合のためのアドバイス 15.2： 計測値はコンテキスト切り替え時（拡張タスクの場合はコ

ンテキスト切り替えの可能性があるとき）に取得されます。つまり、時間を記録するために

は切り替えが発生しなければなりません。したがって、タイミング計測を行うには、基本タ

スクは少なくとも 1 回はターミネートする必要があり、拡張タスクはターミネートか

WaitEvent()コールのいずれかを行う必要があります。 

各タスク／ISR について計測された最大実行時間は、API 関数

Os_Get[Task|ISR]MaxExecutionTime()で読み取ります。当該のタスク／ISR がまだ実

行を完了していない場合、このコールは 0 を返します。 

タスクや ISR の実行時間の記録は、Os_Cbk_Idle()の中で行うことを推奨します。実行時

間を記録する処理をここで実行すれば、その時点においてレディ状態のタスクや ISR が 1 つ

もないことが確実だからです。典型的なコード例を例 15-3 に紹介します。 

FUNC(boolean, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_Idle() { 
 #if defined(OS_TIME_MONITORING) 
 Os_StopwatchTickType TaskTime; 
 Os_StopwatchTickType ISRTime; 
 TaskTime = GetTaskMaxExecutionTime(MyTask); 
 ISRTime = GetISRMaxExecutionTime(MyISR); 
 #endif 
 return TRUE; 
} 

例 15-3 計測された最大実行時間を読み取る 

最大時間のリセットは、API関数Os_Reset[Task|ISR]MaxExecutionTime()で行います。 
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15.3 時間の手動計測 
 

RTA-OS のタイミング監視機能には、現時点のストップウォッチ値を取得する

Os_GetExecutionTime()という API 関数が含まれます。以下のような計測を行う場合は、

該当するコードセクションの前と後ろにこのコールを配置すれば、取得した値の差が実行時

間となります。 

 サードパーティ製のライブラリコードの実行状態をプロファイルする 

 ユーザーのアプリケーションにより時間が費やされている箇所を正確に特定する 

 リソースのロックや割り込み禁止によるブロッキング時間を計測する 

例15-4にブロッキング時間の計測方法を紹介します。この方法は、計測を行いたい任意のコー

ドセクションに適用できます。 

TASK(Task1) { 
 Os_StopwatchTickType start,finish,correction; 
 ... 
 #if defined(OS_TIME_MONITORING) 
  /* Get time for Os_GetExecutionTime() call itself. */ 
  start = Os_GetExecutionTime(); 
  finish = Os_GetExecutionTime(); 
  correction = finish - start - 
   Os_Cbk_GetStopwatchUncertainty(); 
  /* Measure resource lock time. */ 
  start = Os_GetExecutionTime(); 
 #endif 
  /* The section of code to measure */ 
  GetResource(Resource1); 
  /* Critical section. */ 
  ReleaseResource(Resource1); 
 #if defined(OS_TIME_MONITORING) 
  finish = Os_GetExecutionTime(); 
  /* Calculate amount of time used. */ 
  used = finish - start - correction + 
   Os_Cbk_GetStopwatchUncertainty(); 
 #endif 
} 

例 15-4 ブロッキング時間を計測する 

15.4 インプリサイス計算（Imprecise Computation） 
 

タイミング監視機能によるオーバーヘッドは小さいため、この機能を量産コードで使用する

ことが可能で、これを利用して「インプリサイス計算」（imprecise computation）を行うこ

とができます。 

「インプリサイス計算」は、反復計算により 1 つの結果が確定されるような処理に有効で、

たとえばニュートン・ラフソン法（Newton-Raphson）による値の確定に利用できます。 

タスクがワーストケースパスを通っていないとき、そのタスクはワーストケースの実行時間

より短い時間で実行されることになるため、余った CPU サイクルを利用して結果の精度を向

上させることができます。この技法を例 15-5 に紹介します。 
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TASK(NewtonRaphson) { 
 TickType Budget = CONFIGURED_EXECUTION_BUDGET; 
 TickType LoopTime = TIME_FOR_ONE_ITERATION; 
 ... 
 Result = ...; 
 while ((Budget - Os_GetExecutionTime()) > LoopTime) { 
  /* Perform iterative refinement of output. */ 
  Result = Result - (Function(Result)/Derivative(Function, 
   Result)); 
 } 
 ... 
} 

例 15-5 インプリサイス計算 

15.5 実行時間をバジェットに照らして監視する 
 

タイミング監視機能を利用して、設定した実行時間バジェットが守られているかどうかをラ

ンタイムに RTA-OS にチェックさせることもできます。各タスクやカテゴリ 2 の ISR の実行

時間バジェットは、アプリケーション内に任意に設定することができます。実行時間バジェッ

トの設定方法を図 15-4 に示します。 

 

図 15-4 実行時間バジェット（Execution Monitor limit）を定義する 

バジェット値は、クロックタイムや、ストップウォッチの速度（チック数）、CPU サイクル

数で定義できます。RTA-OS はターゲットのタイミング特性に基づいた変換を行います。そ

のためのパラメータ値の設定方法を図 15-5 に示します。 

226 実行時間の計測と監視 



 

図 15-5 命令サイクルレートとストップウォッチ速度を定義する 

タイミング監視が有効になっていると、RTA-OS は、各タスクやカテゴリ 2 の ISR が定義済

みバジェットより多くの時間を費やしていないかどうかを調べます。バジェットを超過して

いた場合は、RTA-OS はタスクがターミネートするとき（拡張タスクの場合は WaitEvent()

を呼び出すとき）に Os_Cbk_TimeOverrunHook()を呼び出します。これにより、バジェッ

ト超過をログに残すことができます。バジェット超過はコンテキスト切り替え時にチェック

されるので、タスクまたはカテゴリ 2 ISR がバジェットを大幅に超過してしまってからその

ことが実際に検出される可能性があります。図 15-6 は、タスクのバジェット超過が発生する

ようすを示しています。 

図 15-6 Os_Cbk_TimeOverrunHook()の呼び出し 

統合のためのアドバイス 15.3： RTA-OS にタイミング監視を行わせるには、ユーザーが

Os_Cbk_TimeOverrunHook()を実装する必要があります。この関数が実装されていないと

プログラムを正しくリンクできません。 

Os_Cbk_TimeOverrunHook()のプロトタイプを例 15-6 に紹介します。 
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#ifdef OS_TIME_MONITORING 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) 
 Os_Cbk_TimeOverrunHook(Os_StopwatchTickType Overrun)) { 
 /* Log budget overruns. */ 
} 
#endif 

例 15-6 Os_Cbk_TimeOverrunHook のプロトタイプ 

拡張タスクの場合、実行時間はタスク開始時と WaitEvent()からの再開時に 0 にリセット

されます。一般的にバジェットは、連続する WaitEvent()コール間の実行時間をチェック

するために使用されます。 

なお RTA-OS が時間をサンプリングするのは、タスクが別のタスクまたは ISR によりプリエ

ンプトされるときか、タスク／ISR がターミネートするときだけです。 

統合のためのアドバイス 15.4： ごく稀に、バジェット超過が見過ごされてしまう場合があ

ります。このような状態は、連続するプリエンプションの間隔が Os_StopwatchTickType

で計測できる最大時間に近くなると発生する可能性があります。Os_StopwatchTickType

の範囲はターゲットにより異なりますが、通常は 216または 232 です。 

15.6 まとめ 
 

 RTA-OS のカーネルには、ランタイムにおいてタスクや ISR の実行時間を計測できる機

能があります。 

 ユーザーは、ストップウォッチとして使用するフリーランニングタイマに RTA-OS か

らアクセスできるようにする必要があります。 

 タスクおよび ISR のワーストケースの実行時間は自動的にログに記録されます。 

 API関数Os_GetExecutionTime()を使用すれば、任意に計測を行うことができます。 

 タスクまたは ISR の実行時間バジェットが設定されている場合は、RTA-OS はそのタス

クまたは ISR を自動監視し、コンテキスト切り替え時にバジェットが超過していた場

合はエラーを発行します。 
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16 ORTI 対応デバッガを使用する 
 

ORTI（OSEK Run Time Interface: OSEK ランタイムインターフェース）は、OSEK オペレーティ

ングシステムとデバッガとの間のインターフェースで、オペレーティングシステムがその挙

動の詳しい内部情報をデバッガに提供する方法を標準化することを目的として設計されたも

のです。汎用性が高いため OSEK 以外のオペレーティングシステムにも対応でき、RTA-OS
の ORTI は OSEK OS と AUTOSAR OS に対応しています。 

ORTI は、以下の 2 つの事柄を行うための小規模な言語を提供しています。 

1. 実行中のオペレーティングシステム内のオブジェクトと変数を見つける 

2. それらの値を解釈したり表示したりする 

OS はこれらの情報について記述された ORTI ファイルを生成し、デバッガがそれを使用しま

す。ORTI はシンボルテーブルのようなもので、メモリ内のどの情報が OS 内のどのオブジェ

クトを意味するかを示しています。 

統合のためのアドバイス 16.1：  すべてのデバッガが ORTI をサポートしているわけでは

ありません。使用できるORTI対応デバッガの一覧は、各ポートの『Target/Compiler Port Guide』
に記載されています。ORTI 対応デバッガが 1 つも記載されていない場合は、デバッガ用の

ORTI 生成はサポートされていないことを意味しますが、必要に応じて RTA-OS をカスタマイ

ズし、ORTI 未対応のデバッガに対応させることができます。詳しくは ETAS のサポート窓口

までお問い合わせください。 

RTA-OSがORTIファイルを生成できるデバッガをご使用の場合は、本章の説明に従ってORTI
情報生成をデバッガに合わせて設定することにより、RTA-OS ベースのアプリケーション内

の主要なオペレーティングシステム変数の値をランタイムに監視することができます。 

ランタイムに ORTI 情報を参照する方法の詳細については、ご使用のデバッガのマニュアル

を参照してください。 

16.1 開発工程 
 

ユーザープログラムでORTIを使用するには、以下のステップで設定を行う必要があります。 

ステップ1： rtaoscfgを使用してORTIデバッガサポートをオンにします。ORTIはターゲッ

ト固有なので、図16-1に示すように“Target Specific”タブで設定します。 

ステップ2： RTA-OSライブラリをビルドします。この際、カーネルにORTIサポート機能が

装備されます。デバッガ用に生成されるORTIファイルは<projectname>.ortiとい

う名前です。 

ステップ3： アプリケーションをビルドします。 

ステップ4： デバッガを始動し、アプリケーションをロードしてから、ORTIファイルをロー

ドします。この操作の詳細については、デバッガのマニュアルを参照してください。 
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図 16-1 ORTI サポート機能をオンにする 

デバッガは、ORTI ファイルから読み取った情報を表示します。情報のフォーマットはデバッ

ガにより異なります。 

16.2 アプリケーションに与える影響 
 

ORTIは実行中のアプリケーションのメモリから値を読み取るため、ORTIの存在がアプリケー

ションの処理に影響を与える可能性があり、この影響の程度を把握しておくと便利です。ORTI
は以下の 4 通りのデータを取得します。 

1. ORTI ファイル内の定数値。これらはアプリケーション実行中に変わることのない量を

表す値で、実行中のアプリケーションに影響を与えません。 

2. アプリケ―ションの通常処理において生成される値。ORTI を使用しない場合にも存在

する変数から読み取られるので、こらがアプリケーションに影響を与えることはあり

ません。 

3. ORTI サポート用に生成された値。この変数により、アプリケーションにごくわずかな

オーバーヘッドが生じます。 

4. ORTIサポート専用に生成された定数。このデータはアプリケーション内でわずかなオー

バーヘッドになります。これらの定数は、他の手段ではこの情報を得られないデバッ

ガだけのために生成されます。ユーザーがデバッガ使用を有効に設定したときだけ存

在するので、最終的な量産バージョンにおいてはデバッガサポートをオフにすること

をお勧めします。 

16.3 有効性 
 

ORTI がレポートする値の多くはアプリケーションのメモリに格納された値であるため、シス

テムが完全に初期化される前に ORTI を使用してシステムを調べると、誤った結果が得られ

てしまいます。RTA-OS が完全に初期化されるのは、StartOS()が呼び出され、その結果と

して、Os_Cbk_Idle()、最初のタスク、カテゴリ 2 の ISR のいずれかに入るときです。 
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レジスタ構成が豊富なプロセッサにおいては、変数が長時間にわたってレジスタにキャッシュ

される場合は注意が必要です。ORTI から見ることができるのは変数のメモリロケーションに

格納されたデータだけですが、そのデータはレジスタベースのコピーが更新された直後にお

いては内容が古くなっている可能性があります。 

16.4 インタラクション 
 

プログラムが以下のようなブレイクポイントで停止した場合は、ORTI は正しいデータを出力

します。 

 タスクまたはカテゴリ 2 の ISR により実行される、AUTOSAR OS API 関数外のコード

に含まれているブレイクポイント 

プログラムが以下のようなブレイクポイントで停止した場合は、ORTI からの出力は正しくな

い可能性があります。 

 AUTOSAR OS API 関数内のブレイクポイント 

 カテゴリ 1 の割り込みハンドラにより実行されるコードに含まれるブレイクポイント 

この場合、ORTIが使用するOSEKデータは部分的にしか更新されていない可能性があるため、

誤った値が出力される可能性があります。一般的に、デバッガは、プロセッサが停止したと

きに実行されていた関数の名前をレポートするので、プログラムが AUTOSAR OS コールの途

中で停止したのかどうかを知ることが可能です。 

ただし、3 つ以上の割り込み優先度レベルがあるプラットフォームでは、OSEK コールの途中

でカテゴリ 1 の割り込みが発生する可能性があります。カテゴリ 1 の割り込みハンドラ内の

ブレイクポイントでプログラムが停止した場合は、デバッガのスタックトレース機能を使用

して、中断された関数名を特定する必要があります。カテゴリ 1 の割り込みが AUTOSAR OS 
API 関数内で発生したものでなければ、ORTI からの出力は信頼できます。 

16.5 まとめ 
 

 RTA-OS は、サードパーティ製の ORTI 対応デバッガで使用できる ORTI 情報を生成す

ることができます。 

 ORTIサポートはポート固有の機能です。各ポートのORTIサポートについての詳細は、

『Target/Compiler Port Guide』に詳しく記載されています。 
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17 RTA-TRACE の統合 
 

ETAS の RTA-TRACE は、組み込みシステム用の「ソフトウェアロジックアナライザ」です。

システムのデバッグやテストに役立つ一連の機能を備え、製品用にビルドされたアプリケー

ションソフトウェアが稼働するシステムの状態をランタイムに正確に把握することができま

す。 

統合のためのアドバイス 17.1： RTA-TRACE は RTA-OS とは別製品です。RTA-TRACE の入

手方法については、ETAS の営業窓口（24.2 項を参照してください）までお問い合わせくだ

さい。 

RTA-TRACE は、「トレースレコード」をターゲット上のトレースバッファに記録します。各

トレースレコードには、いつどのようなイベントが発生し、そのイベントにどのオブジェク

トが関係していたか、といった情報が含まれます。RTA-TRACE は、統合先の OS の機能を利

用してトレースデータを収集します。RTA-TRACE は手作業で OS に統合することもできます

が、rtaosgen を使用すれば、生成する OS カーネルに RTA-TRACE を自動的に統合すること

ができます。本章では、rtaoscfg ツールに含まれる RTA-TRACE コンフィギュレーションエ

ディタの使用法について説明し、17.1 項で基本的なコンフィギュレーションについて説明し

ます。トレースするデータについては詳細に設定でき、ユーザー定義された情報をトレース

することもできます。 

RTA-TRACE の詳細については RTA-TRACE のユーザーマニュアルに記載されていますが、こ

こで特に以下の点に注意してください。 

 本章の 17.1 項と 17.3 項に記載されている情報は、RTA-OS の rtaoscfg ツールを使用

したコンフィギュレーション設定について『RTA-TRACE Configuration Guide』に記載

されている情報を補うものです。 

 RTA-OS は RTA-TRACE の ECU リンク機能に多少の変更を加えます。17.4 項に記載され

ている情報は、『RTA-TRACE Configuration Guide 』に記載されている情報を補うもの

です。 

 RTA-OS の場合、RTA-TRACE のすべての API 関数、コールバック関数、マクロ、型の

名前は、AUTOSAR の命名規則に従い以下のように変更されます。 

API の種別 RTA-TRACE RTA-TRACE を RTA-OS
とともに使用する場合 

関数 
コールバック関数 
型 
マクロ 

<name> 

osTrace<name> 

osTrace<name> 

OSTRACE_ENABLED 

Os_<name> 

Os_Cbk_Trace<name> 

Os_Trace<name> 

OS_TRACE 
 

RTA-OS 用に変更された RTA-TRACE API の詳しい参照情報は、リファレンスガイドに

記載されています。 
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17.1 基本的なコンフィギュレーション 
 

RTA-TRACE の基本的なコンフィギュレーションパラメータは図 17-1 に示すとおりです。 

 

図 17-1 RTA-TRACE を設定する 

Enable Tracing： RTA-TRACEの機能をRTA-OSに追加するかどうかを選択します。これを

TRUEにしないと、RTA-TRACEの機能はRTA-OSに追加されません。 

Use Compact IDs： トレースバッファに格納されるトレースレコードのサイズを縮小す

るためのコンパクトIDを使用するかどうかを指定します。 

トレース対象 標準 ID コンパクト ID  

タスクトレースポイント 

トレースポイント 

インターバル 

OS オブジェクト 

12 ビット（最大 4096 個） 

12 ビット（最大 4096 個） 

12 ビット（最大 4096 個） 

16 ビット（最大 65536 個） 

4 ビット（最大 16 個） 

8 ビット（最大 256 個） 

8 ビット（最大 256 個） 

8 ビット（最大 256 個） 

 
一般的なアプリケーションでは、安全のためコンパクトIDの使用をお勧めします。 

Use Compact Time： 時間フォーマットを選択します。TRUEを選択するとコンパクトフォー

マット（16ビット）が使用され、FALSEの場合は拡張フォーマット（32ビット）が使

用されます。このオプションはRTA-OSの一部のポートにのみ使用できます。 

Enable Stack Recording： スタック使用量を記録するかどうかを選択します。TRUEを選

択すると、トレースイベントごとに2つのトレースレコード（イベント自体についての

記録とスタックサイズについての記録）がロギングされ、記録されるトレースデータ

の量が倍になります。 

Run-Time Target Triggering： ランタイムターゲットトリガが使用可能かどうかを選択

します。 
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Auto-Initialize Comms： RTA-TRACE通信リンクの初期化をStartOS()内で自動的に行

うかどうかを選択します。TRUEを選択すると、RTA-OSが自動的に

Os_TraceCommInit()を呼び出して通信リンクを初期化します。FALSEの場合は、ア

プリケーション内からOs_TraceCommInit()を呼び出す必要があります。デバッガリ

ンクを使用してターゲットからホストPCにトレースデータをアップロードする場合は、

このフィールドの値をFALSEにしてください。 

Buffer Size： トレース情報用としてターゲット上に確保するトレースバッファのサイズを

設定します。ここにはバイト数ではなくトレースレコード数を入力します。デフォル

ト設定の2000レコードをお勧めします。 

Auto-start Type： トレースをStartOS()内で自動的に開始するかどうか、また開始する

際に使用するトレースモード（Bursting、Free-Running、Triggering）を選択します。

詳しくは17.2項を参照してください。 

17.2 RTA-TRACE のモード 
 

RTA-TRACE は、以下の 3 種類のモードで使用できます。 

バースト（Bursting）モード： バッファは「リニアバッファ」として扱われ、トレースデー

タがバッファが満杯になるまで書き込まれます。バッファが満杯になるとトレースが

停止し、バッファの内容をRTA-TRACEのホストPCにアップロードできる状態になりま

す。これはデータの「ワンショットログ」を捕捉するのに便利です。

Os_StartBurstingTrace()を使用するとRTA-TRACEがこの「バーストモード」で

始動します。Os_SetTraceRepeat(TRUE)が呼び出されて実行されている場合は、アッ

プロードの後にトレースが自動的に再開されます。 

フリーランニング（Free-running）モード： バッファは「リングバッファ」として扱われ、

データがバッファに書き込まれるとすぐに、RTA-TRACEのホストPCにアップロードで

きる状態になります。フリーランニングトレースでは、バッファが満杯にならない頻

度でデータをアップロードできている状態であれば、トレースデータが連続的に送ら

れていきます。バッファが満杯になると、バッファ空間に再び空きができるまでトレー

スは休止状態になります。Os_StartFreerunningTrace()を呼び出すとRTA-TRACE
がこの「フリーランニングモード」で始動します。 

トリガ（Triggering）モード： バッファは「リングバッファ」として扱われ、データがバッ

ファに連続的に書き込まれます。バッファが満杯になると、古いデータの上に新しい

データが上書きされます。ユーザーが指定したトリガが発生するまで、データはアッ

プロードできません。トリガが発生すると、所定量のプリトリガトレースレコードが

バッファ内に保存され、さらに所定量のポストトリガトレースレコードが保存される

までトレースが続行されます。プリトリガレコードとポストトリガレコードの数（ウィ

ンドウサイズ）は任意に指定できます。 ポストトリガレコード数のレコードのロギン

グが終わると、トレースが停止してバッファの内容をRTA-TRACEのホストPCにアップ

ロードできる状態になります。Os_StartTriggeringTrace()を呼び出すと

RTA-TRACEがこの「トリガモード」で始動します。プリトリガウィンドウとポストト

リガウィンドウはOs_SetTriggerWindow(pre,post)を使用して設定します。

Os_SetTraceRepeat(TRUE)コールが実行されている場合は、アップロードの後にト

レースが自動的に再開されます。 
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RTA-TRACE が自動始動するように設定しておくと、RTA-OS は、RTA-TRACE の API 関数

Os_Start...()を StartOS()内で呼び出します。Os_Start...()コールが実行されたと

きに RTA-TRACE がすでに実行状態になっていた場合は、トレースバッファがクリアされ、

選択されたモードで RTA-TRACE が再始動します。 

RTA-TRACE を停止するには API 関数 Os_StopTrace()を使用します。 

RTA-TRACE が有効になると、RTA-OS は OS_TRACE というマクロを定義します。ユーザーは

このマクロをコード例 17-1 のように使用することにより、条件付きで RTA-TRACE コードを

コンパイルしてアプリケーションに組み込むことができます。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) StartupHook(void) 
  ... 
 #ifdef OS_TRACE 
  SetTraceRepeat(TRUE); 
  StartBurstingTrace(); 
 #endif 
  ... 
} 

例 17-1 OS_TRACE マクロを使用する 

17.2.1 トレースするオブジェクトを限定する 
 

デフォルトでは、RTA-TRACE はすべての種類の OS オブジェクトをトレースします。しかし、

タスクの一部分だけをトレースする必要がある場合や、データの転送速度が低いためロギン

グするデータの量を少なくしたい場合などには、トレース対象を限定することができます。 

RTA-TRACE では、「クラス」および「フィルタ」を使用してデータ収集処理をコントロール

することができます。 

クラス 

RTA-TRACE はトレースオブジェクトをいくつかの「クラス」に分類し、デフォルトでは、ラ

ンタイムにすべてのクラスがトレースされます。しかし、収集されるトレースデータの量を

減らしてデータのアップロード時間を短縮するには、一部のクラスのトレースをオフにする

ことができます。 

各クラスごとに、以下のいずれかを選択することができます。 

Always： 常にトレースされます。 

Never： トレースされません。 

Runtime： ランタイムにAPI関数Os_EnableTraceClasses()と

Os_DisableTraceClasses()を使用して、トレースするかどうかを切り替えること

ができます。 

トレースクラスの設定は図 17-2 のようにして行います。 
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図 17-2 RTA-TRACE の各クラスのモードを設定する 

Runtime が選択されたすべてのトレースクラスは RTA-TRACE 始動時には無効（トレース対象

外）になっていますが、Autostart 値を TRUE にすると、RTA-TRACE 始動時に自動的に有効に

なります。 

フィルタ 

フィルタを使用すると、タスクや ISR を個別にトレース対象から外すことができます。トレー

スクラスの場合と同様、デフォルトではすべてのタスクと ISR がトレースされますが、各タ

スクと ISR について以下のいずれかを選択することができます。 

Always： 常にトレースされます。 

Never： トレースされません。 

Runtime： ランタイムのOS_TRACE_TASKS_AND_ISRS_CLASSの状態により、トレース

されるかどうかが決まります。 

トレースフィルタの設定は図 17-3 のようにして行います。 
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図 17-3 RTA-TRACE の各オブジェクトのフィルタを設定する 

OS_TRACE_TASKS_AND_ISRS_CLASS の設定は、フィルタが適用される前に優先的に適用

されます。つまり、タスク／ISR のフィルタ設定とトレースクラスとの関係は下表のように

なります。 

クラス設定 フィルタ タスク／ISR をトレースするか？ 

Never 
Never 
Never 

Never 
Runtime 
Always 

✗ 
✗ 
✗ 

Runtime [無効] 
Runtime [無効] 
Runtime [無効] 

Never 
Runtime 
Always 

✗ 
✗ 
✗ 

Runtime [有効] 
Runtime [有効] 
Runtime [有効] 

Never 
Runtime 
Always 

✗ 
✓ 
✓ 

Always 
Always 
Always 

Never 
Runtime 
Always 

✗ 
✓ 
✓ 

17.3 ユーザー定義のトレースオブジェクト 
 

RTA-TRACE は以下の 3 種類のオブジェクトを提供していて、ユーザーはこれらを設定してア

プリケーションのデバッグに役立てることができます。 

トレースポイント（Tracepoints）： 任意のデータ値（変数の値やデータ構造体の内容な

ど）をトレースバッファにロギングするために使用するものです。各トレースポイン

トはタイムスタンプとともにロギングされるので、RTA-TRACEの画面上で任意の時点

のデータ値を見ることができます。トレースポイントのロギングはアプリケーション

内のどこからでも行えます。 
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タスクトレースポイント（Task Tracepoints）： トレースポイントと似ていますが、RTA-TRACE
の画面上において、ロギングするタスクごとに表示されます。 

インターバル（Intervals）： 所定の期間の長さを計測するために使用します。インターバ

ルは始点と終点のマーカーで指定され、ロギングはアプリケーション内のどこからで

も行えます。インターバルは、プログラム実行中に複数のタスクにまたがる「エンド

ツーエンド」の応答時間を計測する場合に便利です。 

以降の項では、これらのユーザー定義オブジェクトを設定する方法、およびランタイムにこ

れらのオブジェクトのロギングのオン／オフを切り替える方法について説明します。 

17.3.1 トレースポイント 
 

各トレースポイントには ID（一意の整数）が必要です。設定できるトレースポイントの最大

数は Use Compact IDs の設定に応じて異なります（17.1 項を参照してください）。トレース

ポイントの ID に 0 を設定すると、一意の ID が自動的に割り当てられます。 

各トレースポイントには、離散データ値またはデータブロックを関連付けることもできます。

関連付けられたデータ値が RTA-TRACE の画面上に表示される際のフォーマットは、ユーザー

がフォーマット文字列を指定して RTA-OS に指示します（フォーマット文字列の詳細につい

ては 17.3.5 項を参照してください）。図 17-4 は、データをそれぞれ符号付き整数、16 進値、

符号なし整数としてロギングする 3 つのトレースポイントの設定方法を示しています。 

 

図 17-4 RTA-TRACE のトレースポイントを設定する 

各トレースポイントのロギングは、アプリケーション内の任意のタスクで以下の API 関数を

使用して行います。 

 Os_LogTracepoint() － トレースポイントだけをロギングします。関連データのロ

ギングは行いません。 

 Os_LogTracepointValue() － 関連する値とともにトレースポイントをロギングし

ます。 

238 RTA-TRACE の統合 



 Os_LogTracepointData() －関連するデータブロック（先頭アドレスとブロック長

で指定します）とともにトレースポイントをロギングします。 

詳細についてはリファレンスガイドを参照してください。 

17.3.2 タスクトレースポイント 
 

タスクトレースポイントの設定は通常のトレースポイントの設定と同様に行います。詳細に

ついては 17.3.1 項を参照してください。 

タスクトレースポイントのロギングには、タスクトレースポイント専用の以下の API 関数を

使用します。 

 Os_LogTaskTracepoint() － 呼び出し元タスクのトレースポイントだけをロギン

グします。関連データのロギングは行いません。 

 Os_LogTaskTracepointValue() － 関連する値とともに呼び出し元タスクのトレー

スポイントをロギングします。 

 Os_LogTaskTracepointData() － 関連するデータブロック（先頭アドレスとブロッ

ク長で指定します）とともに呼び出し元タスクのトレースポイントをロギングします。 

詳細についてはリファレンスガイドを参照してください。 

17.3.3 インターバル 
 

アプリケーション内の任意のポイント間の所要時間（エンドツーエンドの応答時間など）を

計測するには、「インターバル」を使用します。各インターバルには名前と ID を割り当てま

す。トレースポイントと同様、コンフィギュレーション設定時にインターバルの ID（一意の

整数）を定義します。この値を 0 にすると、自動的に各インターバルに一意の ID が割り当て

られます。 

インターバルの設定は図 17-5 のように行います。 

 

図 17-5 RTA-TRACE のインターバルを設定する 
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各インターバルには、離散データ値またはデータブロックを関連付けることもできます。関

連付けられたデータ値が RTA-TRACE の画面上に表示される際のフォーマットは、ユーザー

がフォーマット文字列を指定して RTA-OS に指示します（フォーマット文字列の詳細につい

ては 17.3.5 項を参照してください）。 

インターバルをロギングするには、以下の API 関数を使用して、インターバルの開始と終了

をマークします。 

 Os_LogIntervalStart() － インターバルの開始だけをロギングします。関連デー

タのロギングは行いません。 

 Os_LogIntervalStartValue() － 関連する値とともにインターバルの開始をロ

ギングします。 

 Os_LogIntervalStartData() － 関連するデータブロック（先頭アドレスとブロッ

ク長で指定します）とともにインターバルの開始をロギングします。 

 Os_LogIntervalEnd() － インターバルの終了だけをロギングします。関連データ

のロギングは行いません。 

 Os_LogIntervalEndValue() － 関連する値とともにインターバルの終了をロギン

グします。 

 Os_LogIntervalEndData() － 関連するデータブロック（先頭アドレスとブロック

長で指定します）とともにインターバルの終了をロギングします。 

コード例 17-2 に示すように、データや値を含めるコールと含めないコールを組み合わせて使

用することもできます。 

#include <Os.h> 
#include "ThirdPartyLibrary.h" 
TASK(A) { 
 ... 
 Os_LogIntervalStart(LibraryCallMeasurement, 
      OS_TRACE_CATEGORY_ALWAYS); 
 x = CallToLibraryFunction(y,z); 
 Os_LogIntervalEndValue(LibraryCallMeasurement,x, 
      OS_TRACE_CATEGORY_ALWAYS); 
 ... 
} 

例 17-2 異なる Os_LogInterval...()コールを組み合わせて使用する 

詳細についてはリファレンスガイドを参照してください。 

17.3.4 トレース対象とするユーザー定義オブジェクトを設定する 
 

ユーザー定義オブジェクトはランタイムに RTA-TRACE トレースバッファにロギングされま

す。ユーザー定義オブジェクトをロギングする各 API は、以下のように、ロギング対象に適

用するトレースカテゴリを入力として受け取ります。 

Os_Log[[Task]Tracepoint|Interval[Start|End]][Data|Value] 
(...,Os_TraceCategoriesType CategoryMask) 

 
トレースカテゴリはユーザー定義の名前です。これを使用して、ユーザー定義オブジェクト

をランタイムにトレースするか否かを切り替えることができます。 
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各カテゴリにはカテゴリビットマスクがあります。マスクは、トレースバッファ内でカテゴ

リの IDを表す一意の整数です。マスクには特定の整数値を任意に設定することもできますが、

0 を設定して RTA-OS にカテゴリマスクを自動生成させることをお勧めします。 

統合のためのアドバイス 17.2： 手操作でマスク値を設定する際には、マスクを表す整数が

必ず 2 のべき乗（1, 2, 4, 8, 16...）になるようにしてください。 

クラスの場合と同様に、各トレースカテゴリをフィルタリングすることができます。 

Always： 常にトレースされます。 

Never： トレースされません。 

Runtime： ランタイムにおいて、トレースするかどうかを指定できます。 

Runtime が選択されたトレースカテゴリは、RTA-TRACE 始動時には無効（トレース対象外）

になっていますが、カテゴリについて最初に行うコンフィギュレーション設定により、トレー

ス開始時にどのランタイムカテゴリを有効（トレース対象）にするかを指定することができ

ます。 

トレースカテゴリの設定は図 17-6 のようにして行います。 

 

図 17-6 RTA-TRACE のカテゴリを設定する 

RTA-TRACE には以下の 2 つの固定のカテゴリマスクも定義されています。 

 OS_TRACE_CATEGORY_ALWAYS － 必ずトレースされます。 

 OS_TRACE_CATEGORY_NEVER － トレースされません。 

ランタイムにおいてカテゴリをトレースするかどうかを指定するには、

Os_EnableTraceCategories()および Os_DisableTraceCategories()という

RTA-TRACE API 関数を使用します。各関数はカテゴリマスク（またはカテゴリマスクのビッ

ト論理和）を入力として受け取ります。すべてのユーザー定義オブジェクトのトレースは

Os_DisableTraceCategories(OS_TRACE_CATEGORY_ALWAYS)コールによりオフにで
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き、Os_EnableTraceCategories(OS_TRACE_CATEGORY_ALWAYS)コールにより再びオ

ンにできます。 

17.3.5 フォーマット文字列 
 

ユーザー定義トレースアイテムのデータの出力形式は、フォーマット文字列を使用して

RTA-TRACE に指示することができます。単純な数値データはフォーマット指定子を 1 つ使用

するだけでよく、複雑なデータ（C 言語の構造体など）の場合は、複雑なフォーマット指定

子に基づき、データブロック内でデータポインタを移動させながらデータを出力します。 

フォーマット文字列が指定されていない場合は、データは以下のように出力されます。 

 データサイズがターゲットの整数型のサイズを超えない場合は、データは"\ %d"と指

定されたものとして出力されます。 

 上記以外の場合は、以下のように HEX コードでダンプされます。 

0000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 

0010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 
 

HEX ダンプの最大サイズは 256 バイトです。 

統合のためのアドバイス 17.3： フォーマット指定子が定義されている場合はターゲットの

エンディアンが考慮され、HEX ダンプ出力の場合はターゲットのメモリが 1 バイトずつ出力

されます。%x というフォーマット指定子を使用すると、HEX ダンプの場合とは出力内容が

異なる場合があります。 

フォーマット規則 

フォーマット文字列には、C関数printf()の 1番目の引数とほぼ同じ規則が適用されます。 

 フォーマット文字列は二重引用符（"）で囲みます。 

 フォーマット文字列には 2 種類のオブジェクトを含めることができます。1 つは出力

ストリームにそのままコピーされる通常の文字で、もう 1 つは、イベントとともに供

給されるデータを変換して出力するためのフォーマットエレメントです。 

 フォーマットエレメントは、%文字と、0 または 1 つ以上の数字、および数字以外の 1
つの文字で構成されます。ただし、%E エレメントだけは例外です。 

 フォーマットエレメントは、以下の表の規則に従って変換され、 その結果が出力文字

列に加えられます。 
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フォーマット エレメントの意味 

%offset@ データを示すデータポインタをデータ内で offset バイト分だけ移
動します。構造体の中の任意のフィールドの値を出力する際に使
用します。 

%[size]d データを符号付き整数として解釈し、符号付き 10 進数で出力しま
す。 

%[size]u データを符号なし整数として解釈し、符号なし 10 進数で出力しま
す。 

%[size]x データを符号なし整数として解釈し、符号なし 16 進数で出力しま
す。 

%[size]b データを符号なし整数として解釈し、符号なし 2 進数で出力しま
す。 

%enum[:size]E データを、enum という ID を持つ列挙型クラス用のインデックス
として解釈し、その列挙型クラス内のテキストのうち、そのアイ
テムの値に対応するものを出力します。列挙型クラスは、ENUM
命令により定義されている必要があります。 

%F データを IEEE の double（倍精度浮動小数点数）として解釈し、
必要に応じて指数形式で出力します。 

%? HEX ダンプ形式で出力します。 

%% 変換は実行されません。%という文字を出力します。 
 

 特殊なフォーマットエレメント%%は %と出力されます。 

 通常の文字や変換方法に加え、「バックスラッシュ（＝円記号）-エスケープシーケン

ス」を用いて特殊な文字を出力することができます。たとえば、二重引用符（"）を出

力するには、\ "と表し、\ を出力する場合は\ \ と表します。 

 整数フォーマット指定子用のオプションのサイズパラメータは、フィールドの幅をバ

イト数で表すものです。有効な値は、1、2、4、8 のいずれかです。 

統合のためのアドバイス 17.4： printf()とは異なり、フィールドを出力する際、フィー

ルドのポインタは現在のフィールドから自動的には移動しません。これは、1 つのフィール

ドを複数のフォーマットで出力する場合を考慮しているためです。 

列挙型データ（Enumerations） 

データの実際の値でなく、値に対応するシンボリック名を RTA-TRACE に表示することもで

きます。これはフォーマット文字列を使用して実現することも可能ですが、列挙型データを

参照して、値に対応するシンボリック名を取得することもできます。その場合は、必要な列

挙型データをユーザーが定義しておく必要があります。 

列挙型データには、一連の値とそれに対するシンボリック名を「名前／値のペア」として定

義します。図 17-7 では、‘Gear’という列挙型データが作成され、ギアの整数値とシンボリッ

ク名の対応関係が定義されています。 

RTA-TRACE の統合 243 



 

図 17-7 RTA-TRACE の列挙を設定する 

フォーマット文字列の例 

入力内容 フォーマット 例 注意事項 

1 つの整数値を 
10 進数と 16 進数で 
出力 

“%d 0x%x” 10 0xA %x というフォーマット指定子のみ
では“0x”という文字は出力されない
ので、直接それらの文字を文字列と
して表記する必要があります。サイ
ズ指定子を表記しないとターゲット
の整数サイズが想定されます。この
例は 16 ビットプロセッサです。 

パーセント値を表す 
符号なしのバイト値を 
出力 

“%1u%%” 73% 1バイトのサイズ指定子を使用し、%
という文字は%%と表記します。 

32ビットプロセッサの
以下の内容を出力 
struct{ 

int x; 

int y; 

}; 

“(%d,%4@%d)” (20,-15) %offset@を使用して構造体内部の
バイトオフセットを指定します。 

enum 型の
e_Rainbow（虹の色が
順に定義されたもの）
内の値を出力 

“%1E” Yellow 1 という数字は、ENUM 命令で定義
された列挙型クラスの ID を示し、
フィールドの幅を示すものではあり
ません。 

 

17.4 ECU リンク 
 

RTA-TRACE は、以下の 2 通りの標準的な方法で ECU のデータをホスト PC に提供します。 

 デバッガリンク: パッシブなデータリンクです。これに対応するコードをアプリケー
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ション内に用意する必要ありませんが、ユーザーはデバッガ 19を使用してターゲット

から RTA-TRACE サーバーの PC にトレースバッファの内容を「プル」してくる必要が

あります。 

 シリアルリンク: アクティブなリンクです。ターゲットから RTA-TRACE サーバーの

PC にトレースバッファの内容を「プッシュ」するコードをアプリケーション内に用意

する必要があります。ポーリング式とイベントドリブン式の両方のシリアル通信が可

能です。 

これ以外のデータリンクも使用できる場合があります。詳しくは ETAS のサポート窓口まで

お問い合わせください。 

以降の項では、アプリケーション内でこれらの標準的なデータリンクを使用する方法につい

て説明します。 

17.4.1 デバッガリンク 
 

デバッガリンクは、送信用のバッファ（トリガモードの場合はトリガウィンドウ）が満杯に

なったときにのみ、RTA-TRACE サーバーにデータを送信します。 

バッファが満杯になると、RTA-TRACE は関数 Os_TraceBreakLabel()を呼び出します。

ユーザーは、デバッガを使用してこの関数上にブレイクポイントを配置し、トレースバッファ

が満杯になるたびにターゲットが休止して変数Os_TraceBuffer[]の内容をデバッガにアッ

プロードできる状態になるようにしておいてください。多くのデバッガでは、スクリプトを

使用してこれらのステップを自動実行することができます。 

RTA-TRACE サーバーは以下の 2 種類のフォーマットのデータを受け付けます。 

1. Lauterbach フォーマット 

2. CrossView フォーマット 

これらのフォーマットについては『RTA-TRACE ECU Link Guide 』で説明しています。 

デバッガリンクを使用すると、ターゲットとのインタラクションに影響が及ぶ可能性があり

ます。図 17-8 に示すように、ターゲットの実行は、トレースバッファが満杯になるたびにデ

バッガにより休止され、トレースバッファのアップロードが終わってから再開（レジューム）

されます。 

19 デバッガはETAS製品（RTA-OS、RTA-TRACE）に付属していません。適合するデバッガの一覧は各ポートの

『Target/Compiler Port Guide 』に記載されています。 
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図 17-8 ターゲット実行時のデバッガリンクの影響 

バーストモードまたはトリガモードで得られるようなスナップショットトレースをキャプチャ

する必要がある場合は、デバッガリンクを使用するのが最適です。 

17.4.2 シリアルリンク 
 

シリアルリンクを使用するには、シリアル接続経由でデータを RTA-TRACE サーバーにアク

ティブ送信するためのアプリケーションコードが必要です。RTA-TRACE はトレースバッファ

を空にする処理とシリアル接続状態を管理し、一連のコールバック関数を使用してシリアル

ハードウェアを制御します。 

シリアルデバイスの初期化 

シリアル通信は呼び出された Os_TraceCommInit により初期化されます。このコールは

RTA-TRACE が始動される前に行われていなければなりません。Auto-Initialize Comms が設定

されている場合は、RTA-OS は自動的にこの API を StartOS()内で呼び出します。 

Os_TraceCommInit を使用する場合は、ユーザーはシリアルハードウェアをターゲット用

に初期化するコールバック関数 Os_Cbk_TraceCommInitTarget を提供する必要がありま

す。このコールバック関数は、初期化が成功した場合は OS_TRACE_STATUS_OK を返し、そ

うでない場合は OS_TRACE_STATUS_COMM_INIT_FAILURE を返します。例 17-3 にコード

例を示します。 

FUNC(Os_TraceStatusType, OS_CALLOUT_CODE) 
  Os_TraceCommInitTarget(void) 
{ 
 /* Set baud rate */ 
 SERIAL_BAUD_REGISTER = 9600; /* baud */ 
 
 /* Set transmit enable bit in control register 2 */ 
 SERIAL_CTRL_REGISTER |= TE_BIT; 
 
 return OS_TRACE_STATUS_OK; 
} 

例 17-3 シリアルハードウェアを初期化する 

データ送信 

データ送信の処理は以下の 2 ステップで行われます。 

1. 送信するデータがあるかどうか調べます。 

2. 送信するデータがある場合は、それを送信します。 
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RTA-TRACE はバッファが満杯になったことを検知し、トレースバッファを送信可能状態にし

ます。バーストモードまたはトリガモードを使用する場合は、このメカニズムで十分です。 

しかしこのメカニズムでは、フリーランニングモードを使用する場合は、バッファが満杯に

なったときにトレースレコードが失われてしまう可能性があります。これは、バッファが空

になるまで RTA-TRACE はトレースを一時停止（サスペンド）するためです。その対策とし

て、ユーザーはトレースバッファが満杯になる前に Os_CheckTraceOutput()コールによ

り RTA-TRACE に送信できるデータの有無をチェックさせ、データがある場合は、それを送

信できる状態にしておくことができます。 

トレースバッファができる限り早くアップロードされるようにするには、

Os_CheckTraceOutput()コールをできるだけ頻繁に実行する必要があります。呼び出す

タイミングとしては、例 17-4 に示すようにコールバック関数 Os_Cbk_Idle()の中が適して

います 20。 

FUNC(boolean, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_Idle(void) 
{ 
 #ifdef OS_TRACE 
  Os_CheckTraceOutput(); 
 #endif 
 return TRUE; 
} 

例 17-4 データが送信できる状態かどうか調べる 

Os_CheckTraceOutput()の実行時間は短いので、必要以上に頻繁に呼び出されてもアプ

リケーションに悪影響を与えるオーバーヘッドは生じません。 

データが送信可能な場合は、RTA-TRACE はその旨をコールバック関数

Os_Cbk_TraceCommDataReady()で知らせます。このコールバック関数は RTA-OS ライブ

ラリにも実装されていますが、シリアルリンクを使用する場合は、ユーザー独自の

Os_Cbk_TraceCommDataReady()を実装して通信処理を開始することをお勧めします。 

RTA-TRACE は、以下の 2 通りのメカニズムでターゲットからのデータを送信できます。 

1. 非同期ダンプ: 送信可能なバッファを 1 回の処理で送信します。 

2. バイト単位: 送信可能なバッファの内容を一度に 1 バイトずつ送信します。 

非同期ダンプ 

トレースバッファの非同期ダンプは、Os_TraceDumpAsync()という RTA-TRACE の API 関
数を使用して行います。このコールは、1 バイト分のデータをシリアルライン経由で送信す

る関数の名前を入力として受け取ります。 

Os_TraceDumpAsync()は、送信可能なデータがあるときだけに呼び出すようにしてくださ

い。このコールは必ずコールバック関数 Os_Cbk_TraceCommDataReady()から行うもので

あるため、ユーザー定義の Os_Cbk_TraceCommDataReady()を実装し、RTA-OS ライブラ

リ内に用意されているものをオーバーライドしてください。例 17-5 はこのトレースバッファ

ダンプの実装コード例です。 

20 ただし、システム内にこのコールバック関数の実行に十分な時間的余裕がある場合にかぎります。 
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void TransmitByte(uint8 val) { 
 while(!tx_ready) {/* Wait for space in serial device */} 
  transmit(val) ; 
 } 
  
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommDataReady(void) { 
 Os_TraceDumpAsync(TransmitByte); 
} 

例 17-5 トレースバッファダンプを実装する 

バイト単位の送信 

バイト単位の送信においては、一度に 1 バイトのトレースバッファをシリアルデバイスに送

ります。RTA-TRACE の API 関数 Os_UploadTraceData()は、1 バイトのトレースバッファ

をシリアルデバイスに送信するので、ユーザーは、データ送信が確実に行われるのに十分な

頻度でこのコールを実行する必要があります。このコールはアプリケーションコード内のど

こからでも実行できますが、優先度の高いタスクから実行すると、優先度の低いタスクの応

答性に影響があるので注意が必要です。 

送信待ちデータが存在する場合、Os_UploadTraceData()は以下の手順で送信用データを

キューに入れます。 

1. コールバック関数 Os_Cbk_TraceCommTxReady()を呼び出し、シリアルデバイスの

バッファ内に空きがあるかどうかをチェックします。 

2. 空きがある場合は、コールバック関数 Os_Cbk_TraceCommTxStart()を呼び出し、

送信が開始されることを信号で伝えます。空きがない場合は、コールは直ちに制御を

返します。 

3. コールバック関数 Os_Cbk_TraceCommTxByte()を呼び出し、実際にそのバイトを送

信します。 

4. コールバック関数 Os_Cbk_TraceCommTxEnd()を呼び出し、送信が完了したことを

信号で伝えます。 

RTA-TRACE のシリアル ECU リンクは割り込みモードとポーリングモードのいずれでも使用

できます。割り込みモードにおいては通信が優先され、アプリケーションのタイミング特性

が犠牲になります。ポーリングモードにおいてはアプリケーションのタイミング挙動が優先

されますが、トレースデータが一部失われるおそれがあります。ポーリングモードを使用す

るのが一般的ですが、必要に応じてターゲット側のトリガとフィルタを設定し、生成される

データのボリュームを小さく抑えるようにすることをお勧めします（17.2.1 項を参照してく

ださい）。 

どちらの送信モードを選択する場合でも、ユーザーは以下の 4 つのコールバック関数を実装

する必要があります。 

1. Os_Cbk_TraceCommTxReady() 

2. Os_Cbk_TraceCommTxStart() 

3. Os_Cbk_TraceCommTxByte() 

4. Os_Cbk_TraceCommTxEnd() 
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以降の項では、これらのコールバック関数で行わなければならない処理と、ポーリングモー

ドと割り込みモードのドライバの構築方法について説明します。 

ポーリングモード 

ポーリングモードにおいては、Os_CheckTraceOutput()と Os_UploadTraceData()を

定期的に呼び出すことにより、トレースバッファ内のデータがアップロード可能になってい

るかどうかを確認して、トレースバッファが満杯になる前にそのデータをアップロードする

必要があります。一般的なシステムでは、これをRTA-OSのアイドルタスクのOs_Cbk_Idle()

から行い、アプリケーションが他に行う処理がない時に「バックグラウンド」の処理として

トレースバッファのアップロードを行えるようにしておくことをお勧めします。 

統合のためのアドバイス 17.5： RTA-TRACE をフリーランニングモードで使用する場合は、

Os_CheckTraceOutput()を定期的に呼び出す必要があります。タイミングが適切でない

と、Os_UploadTraceData()が送信するデータがなくなってしまいます。また

Os_CheckTraceOutput()を定期的に呼び出せないと、トレースバッファが満杯になって

しまいます。その場合は、バッファの全体または一部が空いて Os_CheckTraceOutput()

が呼び出されるまで、RTA-TRACE はトレースを一時停止（サスペンド）します。 

ユーザーは Os_Cbk_TraceCommTxReady()および Os_Cbk_TraceCommTxByte()という

コールバック関数を実装する必要があります。Os_Cbk_TraceCommTxStart()および

Os_Cbk_TraceCommTxEnd()は何も処理を行う必要はないので、ダミーとして実装します。 

例 17-6 に、典型的なポーリングドライバの実装を紹介します。 

FUNC(boolean, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_Idle(void) 
{ 
 #ifdef OS_TRACE 
  Os_CheckTraceOutput(); 
  Os_UploadTraceData(); 
 #endif 
 return TRUE; 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxStart(void){ 
 /* Do nothing */ 
} 
 
FUNC(boolean, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxReady(void){ 
 return (serial_device_has_space()); 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxByte(uint8 byte){ 
 serial_device_transmit_byte(byte); 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxEnd(void){ 
 /* Do nothing */ 
} 

例 17-6 ポーリング式送信 
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割り込みモード 

トレースデータのスループットは、シリアルモジュールの送信完了（Transmit Complete ）

割り込み、および Os_UploadTraceData()を呼び出すユーザー定義割り込みハンドラを使

用することにより最適化できます。割り込みモードにおいては、データ送信がタスクの実行

より優先されるようになるため、トレースの記録が停止した後にデータ送信が行われるバー

ストモードとトリガモードに最適です。 

統合のためのアドバイス 17.6： フリーランニングモードで割り込み送信を行うことはお勧

めできません。送信完了割り込みを処理するとシステムのタイミング挙動に影響が出るため

です。 

トレースデータバッファが送信できる状態になっていることを RTA-TRACE が検知すると、

コールバック関数 Os_Cbk_TraceCommDataReady()が呼び出されるので、そこで

Os_UploadTraceData()を呼び出してトレースデータの送信を開始します。 

rtaoscfg を使用して RTA-OS 割り込み（カテゴリ 1 またはカテゴリ 2）を設定し、ハンドラ

を実装してください。 

ポーリングモードの場合と同様に、コールバック関数 Os_Cbk_TraceCommTxReady()と

Os_Cbk_TraceCommTxByte()を実装する必要があり、これらの機能はポーリングモードド

ライバ用のものと同じです。 

割り込みモードにおいては、コールバック関数 Os_Cbk_TraceCommTxStart()と

Os_Cbk_TraceCommTxEnd()を使用して送信割り込みの許可／禁止を切り替えます。 

例 17-7 に、典型的な割り込みモードドライバの実装コードを紹介します。 

ISR(SerialTxInterrupt){ 
 Os_UploadTraceData(); 
 dismiss_serial_tx_interrupt(); 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommDataReady(void) { 
 Os_UploadTraceData(); 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxStart(void){ 
 enable_serial_tx_interrupt(); 
} 
 
FUNC(boolean, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxReady(void){ 
 return (serial_device_has_space()); 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxByte(uint8 byte){ 
 serial_device_transmit_byte(byte); 
} 
 
FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_TraceCommTxEnd(void){ 
 disable_serial_tx_interrupt(); 
} 

例 17-7 割り込みモードでの送信 
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モードのまとめ 

下表は、ポーリングモードと割り込み駆動モードを使用するために実装する必要があるオブ

ジェクトをまとめたものです。 

コールバック関数 ポーリング 
モード 

割り込みモード 

Os_Cbk_TraceCommTxStart 空 送信割り込みを許可する 

Os_Cbk_TraceCommTxReady シリアル 

デバイスの空き

をチェック 

シリアルデバイスの空きをチェック

する 

Os_Cbk_TraceCommTxByte 1 バイトを送信 1 バイトを送信する 

Os_Cbk_TraceCommTxEnd 空 送信割り込みを禁止する 

Os_Cbk_TraceCommDataReady 空 Os_UploadTraceData();を呼ぶ 
 

17.5 まとめ 
 

 RTA-OS は、RTA-TRACE のプロファイリング情報を生成するためのカーネルライブラ

リを、自動的に装備することができます。 

 装備されたカーネルライブラリは、トレースデータをオンターゲットメモリバッファ

に書き込みます。 

 サードパーティ製デバッガを使用してデータを「プル」するか、シリアル通信リンク

経由でデータを「プッシュ」することにより、バッファの内容を送出して空にするこ

とができます。 

 RTA-TRACE についての詳細情報は RTA-TRACE 製品に同梱されています。 
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18 システム保護 
 

AUTOSAR アーキテクチャは、複数のサプライヤが提供するソフトウェアを 1 つの ECU に統

合することをサポートする設計となっています。このアーキテクチャには車両システム設計

上多くの利点がありますが、特に、車両に搭載する高性能の ECU の数を少なくすることがで

きるので、コストを抑えて電気系統の信頼性を向上することができます。 

しかし、このようなメリットにより新しい課題も発生します。論理的に異なる複数のアプリ

ケーションが 1 つの ECU 内にインストールされ、同じプロセッサを共有する場合、あるアプ

リケーションで発生した障害が原因で別のアプリケーションにも障害が及ぶ危険性がありま

す。 

このような観点から、故意的、または偶発的に以下のような挙動を示すアプリケーションは、

好ましくありません。 

 他のアプリケーションに属するメモリに上書きする 

 他のアプリケーションに使用されているオブジェクトにアクセスする（タスクを起動

したり、重要なアラームをキャンセルしたりするなど） 

 OS が使用するメモリに上書きし、システム全体に不安定性やその他の問題をもたらす 

 実行時間が長すぎたり実行頻度が高すぎたりすることにより、想定よりも処理時間が

長くなる 

 アクセスしてはいけないペリフェラルを使用する 

 システム全体に影響する OS API 関数（ShutdownOS()など）を使用しようとする 

このような「故障伝播」は、セーフティクリティカルシステムにおいては最小限に抑える必

要があり、可能であれば完全になくすのが好ましいといえます。個々のアプリケーションの

安全策を総体的なものとして統合することができれば、安全策の開発が非常に容易になりま

す。ただしこれを実現するには、あるアプリケーションの障害がアプリケーション境界を越

えて伝播して別の無関係のアプリケーションの障害を引き起こすことが絶対にないことを証

明する必要があります。 

またセーフティクリティカルシステムに限らず、アプリケーションサプライヤにとっては、

責任範囲を明確にすることができれば自社のアプリケーションについて必要以上の責めを負

うことがなくなります。 

予想外の挙動を防ぐためには、システム内のアプリケーションを保護するメカニズムを設け

る必要があります。AUTOSAR OS には以下の 3 種類の保護機能があります。 

タイミング保護（Timing Protection）： 事前に定義されたタイミング制約をランタイム

挙動に課すことにより、タスクとISRを時間的に分離することができます。これについ

ては第19章で説明します。 

サービス保護（Service Protection）： アプリケーションがAPI関数によって他のアプリ

ケーションのオブジェクトを操作するのを防ぐことができます。これについては第20
章で説明します。 

メモリ保護（Memory Protection）： タスクとISRを空間的に分離することができます。

これにより、あるタスクまたはISRにより使用されているデータを他のタスクまたはISR
が壊すのを防ぐことができます。これについては第21章で説明します。 
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サービス保護およびメモリ保護を行うには、保護境界（保護スキームを適用する範囲）を定

義する必要があります。AUTOSAR OS では、保護境界の定義は「OS アプリケーション」を

使用して行います。OS アプリケーションについては 20.1 項で説明します。 

保護機能は、OS に管理されているオブジェクトについてのみ適用できます。つまり、カテゴ

リ 1 の ISR の障害に対する防御は行えません。 

統合のためのアドバイス 18.1： 保護されたシステムを構築するには、カテゴリ 1 の ISR
を使用しないことを強くお勧めします。 

18.1 保護スキームのカスタマイズ 
 

2.1.2 項に、OS のすべての機能が AUTOSAR OS R3.x/4.x のスケーラビリティクラスに割り当

てられていることが説明されています。使用できる保護機能の組み合わせは下の表に示すと

おりです。 

機能 SC1 SC2 SC3 SC4 

コア OS 
メモリ保護 
サービス保護 
タイミング保護 

✓ 

✗ 

✗ 

✗ 

✓ 

✗ 

✗ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✗ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 

RTA-OS では、AUTOSAR OS のスケーラビリティクラスだけでなく、スケーラビリティクラ

スより上位のクラスを選択してから所定の機能の選択を解除することにより、さらに以下の

4 つの保護サブクラスを使用することができます。 

機能 SC1 SC2 SC3’ SC3” SC3 SC4’ SC4” SC4 

コア OS 
メモリ保護 
サービス保護 
タイミング保護 

✓ 

✗ 

✗ 

✗ 

✓ 

✗ 

✗ 

✓ 

✓ 

✓ 

✗ 

✗ 

✓ 

✗ 

✓ 

✗ 

✓ 

✓ 

✓ 

✗ 

✓ 

✓ 

✗ 

✓ 

✓ 

✗ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

RTA-OS にはこのような柔軟性があるので、アプリケーションは、最適化された保護機能を

使用することができます。たとえば、特権を与えられていないタスクがハードウェアのクリ

ティカルな部分にアクセスするのを防ぐために各タスクを互いに異なるプロセッサモードで

実行する必要がある場合でも、メモリ保護が必要ければ、スケーラビリティクラス 3 を設定

してからメモリ保護を除外することにより、適切な保護状態を実現することができます。 

RTA-OS のスケーラビリティクラス最適化は、図 18-1 の画面で設定します。 
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図 18-1 スケーラビリティクラスの機能を最適化する 

また、クリティカルシステムを構築する際、ユーザーの安全策に必要ない機能が OS に含ま

れる場合は、それを OS から外すことにより、使用されないコードの使用をカーネルビルド

で許可する問題を回避することもできます。 

18.2 保護エラーの処理 
 

定義された保護境界をアプリケーションが侵そうとしたことを検知すると、デフォルトにお

いて RTA-OS は、ShutdownOS()を呼び出し、発生した保護エラーのタイプを渡します。

AUTOSAR OS R3.x/4.x には以下の 5 種類の保護エラーが定義されています。 

エラーコード 説明 

E_OS_PROTECTION_MEMORY メモリ保護違反が発生しました。 

E_OS_PROTECTION_TIME 実行時間に関するタイミングエラーが発生しました。
タスクまたは ISR の実行時間が長すぎました。 

E_OS_PROTECTION_ARRIVAL アライバルレートに関するタイミングエラーが発生
しました。タスクまたは ISR が許容されているより
頻繁に起動（アライブ）しました。 

E_OS_PROTECTION_LOCKED ロックに関するタイミングエラーが発生しました。
リソースがロックされている時間、または割り込み
禁止状態の時間が長すぎました。 

E_OS_PROTECTION_EXCEPTION ソフトウェア例外が発生しました。 
 

しかし場合によっては、OS 全体をシャットダウンするのが適切でないこともあります。複数

のアプリケーションが実行されている場合は、障害が発生したアプリケーションだけをシャッ

トダウンし、正しく機能しているアプリケーションはそのまま実行させておく方がよい場合

があります。また、デバッグ時などにおいては、エラーのロギングだけを行い、OS には問題

を無視させたい場合があります。 

これらのケースにおいては、ShutdownOS()を直接呼び出す代わりに、あらかじめユーザー

が実装して設定したおいた「保護フック」（ProtectionHook()）を呼び出すことにより

対処することができます。保護フックの呼び出し時には発生したエラーのタイプが渡される

ので、それに応じた適切な処理を行うことができます。保護フックを有効にするには図 18-2
のように設定します。 
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図 18-2 保護フックを設定する 

統合のためのアドバイス 18.2： 保護フックを有効にするには、ユーザーがフックを実装す

る必要があります。このフックが実装されていないとプログラムを正しくリンクできません。

保護フックは OS のコンテキストで実行されるので、トラステッドコードである必要があり

ます。 

保護フックの処理としては、どのエラーが発生したのかを判定し、それに対してどのような

処理を行うかを RTA-OS に指示する必要があります。 

AUTOSAR OS R3.x/4.x ではエラー処理として以下のようなアクションを定めています。表に

示されているように、アクションによっては特定のエラーに対してのみ実行可能です。 

アクション 説明 

PRO_IGNORE エラーを無視します。これは

E_OS_PROTECTION_ARRIVAL に対してのみ可能で

す。 

PRO_TERMINATETASKISR エラーの原因となったタスクまたは ISR を強制的に

ターミネートさせます。 

PRO_TERMINATEAPPL エラーの原因となったタスクまたは ISR を所有する

アプリケーションを強制的にターミネートさせます

が、そのアプリケーションの再起動タスクを起動し

ません。 

PRO_TERMINATEAPPL_RESTART エラーの原因となったタスクまたは ISR を所有する

アプリケーションを強制的にターミネートさせ、そ

のアプリケーションの再起動タスクを起動します。 

PRO_SHUTDOWN ShutdownOS()を呼び出して OS をシャットダウン

します。 
 

要求されるアクションが ProtectionHook()の戻り値として渡されると、RTA-OS はそのア

クションを実行します。また保護フックは、OS API 関数を使用して、エラーの原因となった

タスクや ISR、またそれが属する OS アプリケーションを特定することができます。 

以下の情報に基づくエラー処理の選択をユーザーが行えるので、エラーに対して柔軟に対処

することができます。 

 発生したエラーのタイプ 

 エラーの原因となったタスクまたは ISR 

 そのタスクまたは ISR が属する OS アプリケーション 

例 18-1 に、一般的な ProtectionHook()の構造を紹介します。 
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FUNC(ProtectionReturnType, OS_CALLOUT_CODE) 
 ProtectionHook(StatusType FatalError) { 
 ProtectionReturnType Action = PRO_SHUTDOWN; 
 
 if (GetISRID() != INVALID_ISR) { 
  /* Always shutdown if a faulty interrupt */ 
   Action = PRO_SHUTDOWN; 
 } else { 
  switch (FatalError) { 
   case E_OS_PROTECTION_MEMORY: 
    Action = PRO_TERMINATETASKISR; 
    break; 
   case E_OS_PROTECTION_TIME: 
    Action = PRO_TERMINATEAPPL; 
    break; 
   case E_OS_PROTECTION_ARRIVAL: 
    Action = PRO_IGNORE; 
    break; 
   case E_OS_PROTECTION_LOCKED: 
    Action = PRO_TERMINATEAPPL; 
    break; 
   case E_OS_PROTECTION_EXCEPTION: 
    Action = PRO_SHUTDOWN; 
    break; 
  } 
 } 
 return Action; 
} 

例 18-1 保護フックの推奨構造 

18.2.1 フォールバック（代替アクション） 
 

エラーの原因となったオブジェクトを特定できない場合や、エラーに対して間違ったアクショ

ンが返された場合は、AUTOSAR OS は「フォールバック」（代替アクション）を実行します。

考えられるフォールバックケースは図 18-3 に示すとおりです。 

 

図 18-3 保護フックのフォールバックアクション 
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18.3 強制ターミネーション 
 

18.3.1 タスクと ISR 
 

タスクまたは ISR が強制的にターミネートされると、RTA-OS はロックされているすべての

リソースを解放し、そのタスクまたは ISR により保持されているすべての割り込みロックを

解除します。 

さらに、実行中の ISR が強制的にターミネートされた場合は、RTA-OS は

Os_Cbk_Terminated_<ISRName>を呼び出し、呼び出された関数は、ターミネートされた

ISR の保留フラグをクリアします。この割り込み保留フラグをクリアしないと、プロセッサ

優先度が下げられたときに再び割り込みが入ってしまいます。 

以下のような状況においては、各 ISR 用の Os_Cbk_Terminated_<ISRName>を実装する必

要があります。 

 タイミング保護が設定されている 

 メモリ保護が設定されている 

 システムが TerminateApplication()を使用している 

18.3.2 OS アプリケーション 
 

OS アプリケーション（20.1 項参照）がターミネートされると、以下のアクションが実行さ

れます。 

 そのOSアプリケーションが所有するすべてのタスクと ISRが強制的にターミネートさ

れます。詳しくは 18.3.1 項を参照してください。 

 そのOSアプリケーションが所有するすべての実行中のアラームがキャンセルされます。 

 そのOSアプリケーションが所有するすべての実行中のスケジュールテーブルが停止さ

れます。これにより、その OS アプリケーションが所有し、次に実行されることになっ

ていたスケジュールテーブルは SCHEDULETABLE_NEXT状態のままとなってしまう可

能性があります。 

 そのOSアプリケーションが所有する ISRのすべての割り込みソースが無効になります。

詳しくは 18.3.3 項を参照してください。 

18.3.3 割り込みソースを無効にする 
 

割り込みソースを無効にする際には、割り込み保留フラグをクリアする際に生じるものと同

じ問題が生じます。これは、RTA-OS がハードウェアから分離されていて最小限の依存関係

しか持っておらず、ペリフェラル自体について把握していない、という問題です。しかし、

システムインテグレータはどの ISR がどのペリフェラル（1 つまたは複数）を扱っているか

を把握しているので、当該割り込みソースを無効にするために使用できるコールバック関数

を RTA-OS に指示することができます。 

移植性に関する注意 18.1： 割り込みソース制御は AUTOSAR OS では標準化されていない

ので、このモデルは必ずしも他の OS に移植できるとはかぎりません。 
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このコールバック関数は Os_Cbk_Disable_<ISRName>という形を取ります。このコール

バック関数を、TerminateApplication()が使用されている各 ISR 用にそれぞれ実装する

必要があります。このコールバック関数はコード例 18-2 のようにプログラミングしてくださ

い。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_Disable_MyISR(void){ 
 DEVICE_CTRL |= SET_MASK_BIT; 
} 

例 18-2 ISR ソースを無効にする 

統合のためのアドバイス 18.3： 割り込みディセーブルコールバック関数はトラステッドコー

ドである必要があります。RTA-OS はこのコールバック関数を、OS レベルにおいて OS 自体

と同じアクセス権で実行します。 

18.4 ProtectionHook()のスケルトンソースコードを生成する 
 

RTA-OS は、すべてのタイプの保護エラーの有無のチェックを含む ProtectionHook()のフ

レームワークを生成することができます。 

ProtectionHook()のフレームワークは、以下の rtaosgen コマンドラインを使用して生成

します。 

rtaosgen --samples:[ProtectionHook] MyConfig.xml 

これにより、アプリケーション内で使用できるSamples\Hooks\ProtectionHook.cとい

う保護フックが生成されます。同名のファイルがすでに存在している場合は、rtaosgen か

ら警告が発行されます。既存のファイルに上書きする場合は、以下のコマンドラインを使用

してください。 

rtaosgen --samples:[ProtectionHook]overwrite MyConfig.xml 

18.5 まとめ 
 

 複数のアプリケーションが同じプロセッサを共有している場合、1 つのアプリケーショ

ンで発生した障害が別のアプリケーションに伝播し、そのアプリケーションの障害を

引き起こしてしまう可能性があります。 

 AUTOSAR OS には、故障伝播を防ぐ以下の 3 種類の保護メカニズムが用意されていま

す。 

 タイミング保護 

 サービス保護 

 メモリ保護 

 保護境界が侵されそうになると、RTA-OS がそれを検知します。 

 保護障害への対応処理は、ユーザーが ProtectionHook()を使用してプログラミン

グできます。 
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19 タイミング保護 
 

タイミング保護（timing progection）はスケーラビリティクラス 2 および 4 に含まれる機能

です。これは OS アプリケーションが設定されているかどうかは関係ありません。 

スケーラビリティクラス 2 のコンフィギュレーションでは、必要に応じてタスクと ISR にタ

イミング保護を適用することができます。正しく機能するオブジェクトについては、この設

定を省略することが許されています。 

スケーラビリティクラス 4のコンフィギュレーションでは、非トラステッドの OSアプリケー

ション内のすべてのタスクと ISRについて、タイミング保護属性を定義する必要があります。

トラステッド OS アプリケーション内のタスクと ISR には、必要に応じてタイミング属性を

定義できます。 

19.1 タイミング障害とは 
 

タイミング障害は、リアルタイムシステムにおいてタスクまたは ISR の処理がデッドライン

を守れなかったときに発生します。「デッドライン」は、タスクや ISR がシステム内にリリー

スされてから処理を完了するまでに許容できる最大時間を定義したものです。一般的に、タ

スクの場合は起動からターミネートまでの時間、ISR の場合は割り込み発生から割り込みハ

ンドラが制御を返すまでの時間を対象とします。 

タスクや ISR が処理を完了するために必要な時間は「応答時間」と呼ばれます。通常、注目

されるのはワーストケースの応答時間、つまり、タスクまたは ISR の処理完了が最も遅くなっ

た場合の応答時間です。応答時間がデッドライン以下であれば「デッドラインが守られた」

ことになります。図 19-1 は応答時間とデッドラインの関係を示しています。 

 

図 19-1 応答時間とデッドラインの関係 

プリエンプティブなリアルタイムシステムでは、タスクと ISR の応答時間には以下の 3 種類

の時間要素が存在します。 

実行時間（Execution Time）： タスク（またはISR）自体の実行にかかる時間。プリエン

プトされた時間は含まれません。 
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干渉時間（Interference Time）： 自分より優先度の高いタスク（またはISR）が優先的

に実行され、それによってタスク（またはISR）がプリエンプトされる時間。優先度の

高いタスクの実行頻度と実行時間に左右されます。 

ブロッキング時間（Blocking Time）： 自分より優先度の低いタスク（またはISR）によ

る共有リソースのロックまたは割り込みの禁止により、タスク（またはISR）が実行で

きない状態である時間。 

応答時間を計算することにより、「スケジューラビリティ分析」という分析技法を使用して

デッドラインが守られるかどうかを調べることができます。スケジューラビリティ分析につ

いての詳細は本書の取り扱い範囲外ですが、『Analysis Visualizer User Guide』には、分析用

システムをモデリングし、RTA-OS に付属したスケジューラビリティ分析ツールを使用する

方法について説明されています。 

19.2 ランタイムにデッドラインを守る方法 
 

19.2.1 デッドライン監視では不十分な理由 
 

デッドラインを守れない問題の解決策の 1 つに「デッドライン監視」というものがあります。

タスクや ISR にそれぞれのデッドラインを設定し、ランタイムにおいて応答時間がデッドラ

インを超えないかどうかを OS がチェックするものですが、AUTOSAR OS のようなプリエン

プティブな OS の場合は、この監視によってタスクまたは ISR がデッドラインを超過したこ

とは分かっても、その原因はわかりません。 

デッドライン監視では、どのタスクに問題があるのかを特定することはできません。応答時

間には干渉時間とブロッキング時間が含まれ、これらは他のタスクに左右されてしまうため

です。想定よりも実行時間が長いタスクが 1 つでも存在すると、監視対象のタスクの応答時

間も長くなります。そのため、正しく実行されているタスクでもデッドラインを守れなくな

る可能性があります。このようにデッドライン監視では、どの高優先度タスクに問題がある

のかを知ることは不可能です。 

以下の特性を持つ 3 つのタスクを実行するシステムを例にとって説明します。 

タスク 優先度 実行時間 周期／デッドライン 

A 
B 
C 

高 

中 

低 

1ms 
3ms 
5ms 

5ms 
10ms 
15ms 

 

これらすべてのタスクが時刻 0 でリリースされ、タスクのデッドラインはそれぞれの周期と

等しいと仮定します。このシステムは、起動がキューイングされない基本タスク（BCC1）を

使用する AUTOSAR OS システムで、タスクは

SetAbsAlarm(<Alarm>,<SameTime>,<Period>)などを使用して所定の周期のアラーム

により駆動され、すべて同時に起動されます。 

図 19-2(a)は期待される挙動を示します。ここではすべてのタスクが正しく実行され、デッド

ラインが守られています。 
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19-2(a) タスク A、B、C が正しく実行されている 
 

 

19-2(b)  タスク C で発生した障害によりタスク A、B の実行に問題が生じている 
 

図 19-2 タイミング挙動の不良が低優先度オブジェクトに影響する 

図 19-2(b)は、図 19-2(a)と同じ 3 つのタスクの挙動を示していますが、タスク A とタスク B
は実行時間が長くなりすぎる場合があり、タスク B の 2 度目の起動は指定より 2 チック早く

なっています。これらの挙動は正しくないものであるにもかかわらず、タスク A とタスク B
はどちらもデッドラインを守ることに成功しています。しかしタスク C は、自分自身は正し

く実行されているのにもかかわらず、他のタスクに影響されてデッドラインを守れなくなっ

てしまっています。 

このように、タイミング障害がシステム内で伝播し、実際には正しく処理されているタスク

の障害（デッドライン超過）として表出する可能性があるため、デッドライン監視はプリエ

ンプティブな OS におけるタイミング問題の防止には役立ちません。AUTOSAR OS は、タイ

ミング違反が発生すると、違反したオブジェクトをターミネートすることによって対処する

ため、これは安全上大きなリスクとなります。 
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19.2.2 デッドラインを守り、違反しているオブジェクトを特定する 
 

デッドライン監視に代わるアプローチとして、応答時間を決める以下の要因の限度が保証さ

れるようにする、という方法があります。 

1. タスクと ISR のワーストケース（最長）の実行時間 

2. 各標準リソースのワーストケース（最長）の保持時間 

3. 割り込み禁止になっているワーストケース（最長）の時間 

4. 連続するタスクの起動（またはウェイト状態からのレジューム）間のワーストケース

（最短）の時間 

5. 連続する ISR の発生間のワーストケース（最短）の時間 

AUTOSAR OS はこのスキームを使用してタイミング保護を行います。監視する要因としては

上記の 5 つがありますが、実際には以下の 2 種類の保護メカニズムを使用します。 

実行時間バジェット保護（execution budget protection）： タスクやISRの実行時間、

リソースがロックされる時間、割り込みが禁止状態である時間について、許容時間よ

り長くならないようにします。 

タイムフレーム保護（time frame protection）： タスクやISRの起動頻度が、許容頻度

より多くならないようにします。 

このスキームにおいては、タスクや ISR が実行されるたびに、タイミングモデルの許容時間

内で実行されているかを能動的に確認し、デッドライン超過を防止します。しかも問題のあ

るオブジェクトを直ちに特定できるので、タイミング障害は発生時点において処理され、シ

ステム内に伝播しません。 

19.3 実行時間バジェットとタイムフレーム 
 

それぞれのタスクと ISR には、必要に応じてタイミング保護パラメータを定義することがで

きます。デフォルトにおいては、これらのパラメータは定義されず、RTA-OS によるタイミ

ング保護は適用されません。 

基本的なタイミング保護を行うためには、以下を定義する必要があります。 

1. 実行時間バジェット （Execution Budget） 

2. タイムフレーム （Time Frame） 

統合のためのアドバイス 19.1：  AUTOSAR OS R3.x/4.x のすべてのタイミング保護パラメー

タは秒単位の値です。 

AUTOSAR OS のタイミング保護モデルは OS の状態モデルにリンクしています。図 19-3 は、

これら 2 つのモデルの相互関係を示しています。 
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図 19-3 実行時間保護と OS の状態遷移 

ISR のタイミング保護は、基本タスクに似た 3 状態モデルになります。 

19.3.1 実行時間バジェット（Execution Budget） 
 

実行時間バジェットは、タスクや ISR の 1 回の呼び出しについてのワーストケースの実行時

間を定義するものです。これはタスクや ISR の実行の最大所要時間で、フックルーチンに費

やされる時間や OS API 呼び出しの実行に費やされる時間を含みます。 

実行時間とは以下の時間を指します。 

基本タスク（Basic Task）の場合： タスクが休止状態でなく実行状態になっている正味時

間。 

拡張タスク（Extended Task）の場合： タスクが休止状態でも待ち状態でもなく、実行状

態になっている正味時間。拡張タスクがすでにセットされているイベントに対してAPI

関数WaitEvent()を実行すると、そのタスクは待ち状態になっています。 

 拡張タスクの実行時間バジェットは、起動から最初のWaitEvent()呼び出しまで、

WaitEvent()呼び出しから次のWaitEvent()呼び出しまで、WaitEvent()から

TerminateTask()までの時間のうちの最長時間です。たとえば、コード例19-1のタ

スクの場合、休止状態にも待ち状態にも入らずに実行される最長時間は200ミリ秒なの

で、実行時間バジェットは200msに設定します。 
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#include <Os.h>  
TASK(ExtendedTask){ 
 /* 10ms */ 
 WaitEvent(Event1); 
 /* 200ms */ 
 WaitEvent(Event2); 
 /* 50ms */ 
 WaitEvent(Event3); 
 /* 120ms */ 
 TerminateTask(); 
} 

例 19-1 拡張タスクの実行時間バジェット 

ISRの場合： ユーザーが実装したカテゴリ2の割り込みハンドラの最初の命令から最後の命

令までの正味時間。当該ISRより優先度の高いISRの実行により生じるプリエンプショ

ンに費やされる時間を除きます。 

図 19-4 では、10 ミリ秒という実行時間バジェットを設定しています。 

 

図 19-4 実行時間バジェットとタイムフレームのコンフィギュレーション設定 

タスクや ISR が実行されるたびに、RTA-OS はその実行時間を、設定されている実行時間バ

ジェットに照らしてチェックします。実行時間が実行時間バジェットを超える場合と保護エ

ラーが発生し、RTA-OS は E_OS_PROTECTION_TIME を引数として ProtectionHook()を

呼び出します。 

統合のためのアドバイス 19.2： 発生したバジェット超過は、タイミング保護用参照時刻の

次のチックで検知されます。このチックよりも高い分解能で違反を検知することはできませ

ん。 

19.3.2 実行時間バジェットの検知モード 
 

RTA-OSには、実行時間バジェットタイミング障害を検知するための以下の 2通りの検知モー

ドがあります。 

1. アクティブ検知（Active Detection）: AUTOSAR OS のデフォルトモデルです。バ

ジェットを超過しようとする処理は可能な限り速やかに検知され、ProtectionHook()

により報告されます。これを図 19-5 に示します。 
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図 19-5 ProtectionHook()の呼び出し 

2. パッシブ検知（Passive Detection）: RTA-OS が提供するもう 1 つのモデルです。

バジェット超過の発生は、次の適切なコンテキスト切り替え時に検知されます。プリ

エンプトされているタスクの場合はレジュームする際、ターミネートするタスクの場

合はターミネーションの際にProtectionHook()が呼び出される可能性があります。 

統合のためのアドバイス 19.3： パッシブ検知モデルはアクティブ検知ほど厳密ではないの

で、タイミングエラー伝播の可能性は残ります。このモデルはオーバーヘッドの少ない最適

化として提供されています。 

移植性に関する注意 19.1： パッシブ検知は AUTOSAR OS 規格には含まれていません。 

パッシブ検知ではタイミング監視と同じ RTA-OS の機能を使用しますが、

Os_Cbk_TimeOverrunHook()ではなく ProtectionHook()が呼び出されます。パッシブ

モードは、エラーを検知するのは遅くなりますが、タイムフレーム保護に使用されるのと同

じ参照時刻（ストップウォッチ）を使用して実行されるので、システムリソースの消費は少

なくて済みます。 

19.3.3 タイムフレーム（Time Frames） 
 

タイムフレームはタスクのワーストケースのアライバル間隔（inter-arrival time）を定義した

もので、タスクの実行間隔が短くなりすぎないように監視する目的で使用されます。アライ

バル間隔は、連続する 2 回のタスク実行の間の最小時間を特定する際に用いられる値で、以

下のようにして計測されます。 

基本タスク（Basic Task）の場合： 休止状態からレディ状態に入るタイミングを「アライ

バル（arrival）」とし、連続する2回のアライバル間の時間を「アライバル間隔」とし

ます。タスクの起動は常に新しいアライバルとして扱われ、これは多重起動において

そのタスクの既存インスタンスが実行状態またはレディ状態になっている場合でも同

様です。 

拡張タスク（Extended Task）の場合： 休止状態または待ち状態からレディ状態に入るタ

イミングを「アライバル」とし、連続する2回のアライバル間の時間を「アライバル間

隔」とします。待ち状態のタスクのためのイベントをセットする処理は、そのタスク

がそのイベントを待っている場合は新しいアライバルとして扱われます。実行状態に

おいてすでにセットされているイベントを待つ処理も、新しいアライバルとして扱わ

れます。 

ISRの場合： 連続して発生する2回の割り込みの間隔。 
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前出の図 19-4 では、50 ミリ秒のタイムフレームが設定されています。 

タイムフレーム保護を実行する場合でも、タスク起動のキューイングは可能です。タスクの

キューイングは保留できる起動の数を保持しますが、起動が発生したタイミングは管理しま

せん。これに対してタイムフレーム保護は、起動をキューに追加できる頻度を管理します。 

タスクまたは ISR が到来するたびに、RTA-OS はそのアライバル時刻をロギングし、これが

新しいタイムフレームの開始になります。定義されたタイムフレームよりも前回のアライバ

ルからの経過時間の方が短いと保護エラーが発生し、RTA-OS は

E_OS_PROTECTION_ARRIVAL を引数として ProtectionHook()を呼び出します。 

統合のためのアドバイス 19.4： 実行時間バジェットは必ずタイムフレームより短くなけれ

ばなりません。 

実行時間バジェットがタイムフレームより長いと、タスクや ISR が処理を完了するために十

分な実行時間がとれなくなります。タイムフレームに対する実行時間バジェットの割合から

ワーストケースのCPU使用率が分かるので、以下の点をチェックすることによりコンフィギュ

レーション設定が適切かどうかを確認することができます。 

 各タスクと ISR の使用率は 100%より小さいですか？ 

 すべてのタスクと ISR の使用率の合計が 100%より小さいですか？ 

チェックの結果がいずれかの質問の内容に該当する場合は、実際に使用できる時間よりも長い

時間を要するシステムが構築されていることを意味しますので、コンフィギュレーションを確

認してください 21。 

19.4 タイミング保護の設定 
 

図 19-6 は、タイミング保護のグローバル設定を行うページを示しています。 

21
使用率が100%より小さいシステムが確実にスケジューラブルというわけではありませんが、100%より大き

いシステムは確実にスケジューラブルではありません。 
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図 19-6 タイミング保護のグローバル設定 

このページのパラメータは、以下のような機能を持ちます。 

Timing Protection Interrupt： タイミング保護をサポートするために使用するカテゴリ1
のISRを宣言します。ISRが宣言されると「アクティブなタイミング保護」がオンにな

り、そうでない場合は「パッシブなタイミング保護」が行われます（19.3.2項を参照し

てください）。ここで宣言されたISRは、Os_TimingFaultDetectedを呼び出す必要

があります。また割り込みソース用に、Os_Cbk_SetTimeLimitおよび

Os_Cbk_SuspendTimeLimitというコールバック関数をユーザーが実装する必要があ

ります。 

Omit Timing Protection： 通常の状況では、タイミング保護のためのバジェット値が設

定されているタスクまたはISRが1つでもあると、タイミング保護がオンになります。

このオプションを使用すると、個々のタスクやISRのバジェット設定を外さなくてもタ

イミング保護をグローバルにオフにすることができます。 

19.5 ロックバジェット 
 

割り込みの禁止やリソースのロックを行うすべてのタスクと ISR は、ワーストケース（最大）

のロック時間を宣言する必要があります。ロックを複数個所で行なう場合は、最も長くなる

ロック時間だけを定義してください。各タスクと ISR がロックするリソースが rtaoscfg に

リスト表示されるので、各リソースのバジェットを設定します。 

RES_SCHEDULER が使用可能な場合は、それもこのリスト内に表示されます（詳細は 6.7 項

を参照してください）。タスクや ISR が RES_SCHEDULER をロックしない場合は、バジェッ

ト値として 0 を設定してください。 

図 19-7 では、例 19-2 のタスクのロック時間が設定されています。 
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図 19-7 ロックバジェットの設定 

#include <Os.h>  
TASK(ExtendedTask){ 
 
 if (State == Initial) { 
  DisableOSInterrupts(); 
  /* 0.5ms */ 
  EnableOSInterrupts(); 
  ... 
  SuspendOSInterrupts(); 
  /* 1ms - Longest OS lock */ 
  SuspendOSInterrupts(); 
 
  GetResource(Resource1); 
  /* 2ms - Longest Resource1 lock */ 
  ReleaseResource(Resource1); 
 
 } else 
  GetResource(Resource2); 
  /* 1ms */ 
  GetResource(Resource1); 
  /* 0.5ms */ 
  ReleaseResource(Resource1); 
  /* 1ms */ 
  ReleaseResource(Resource2); 
  ... 
  GetResource(Resource2); 
  /* 3ms - Longest Resource2 lock */ 
  ReleaseResource(Resource2); 
  ... 
  DisableAllInterrupts(); 
  /* 1ms - Longest ALL lock */ 
  EnableAllInterrupts(); 
 } 
 TerminateTask(); 
} 

例 19-2 ロックバジェット 
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タスクまたは ISR が割り込みまたはリソースをロックするたびに、RTA-OS はそのロックが

維持されている時間を、設定されているバジェットに照らしてチェックする処理を開始しま

す。設定されている時間より長くロックが維持されると、RTA-OS は

E_OS_PROTECTION_LOCKED を引数として ProtectionHook()を呼び出します。 

19.6 参照時刻（Time Reference）の提供 
 

移植性に関する注意19.2： タイミング保護用の参照時刻（time reference）の設定は、AUTOSAR 
OS  R3.x/4.x には定められていません。RTA-OS では、簡単で便利な方法で参照時刻を設定で

きるようにし、OS の他の部分と同じ原理をここにも適用しています。この設定を他の OS に

移植することはできません。  

RTA-OS には、タイミング保護用の時間計測に使用できる参照時刻を提供する必要がありま

す。 

提供すべき参照時刻は、19.3.2 項で説明した実行時間バジェット超過の検知モード（アクティ

ブ／パッシブ）に応じて異なります。 

19.6.1 パッシブ検知 
 

パッシブ検知を使用する場合、RTA-OS はタイムフレーム監視用のフリーランニングタイマ

として「ストップウォッチ」を使用します。ユーザーは、選択したタイマにアクセスするた

めの Os_Cbk_GetStopwatch()を実装する必要があります。ストップウォッチに使用され

るフリーランニングタイマは、最短の実行時間を監視するのに十分な分解能と、最長のタイ

ムフレームを監視するのに十分なレンジを備えていなければなりません。 

ストップウォッチについては 15.1.1 項で詳しく説明しています。 

19.6.2 アクティブ検知 
 

バジェット超過のアクティブ検知を行うには、以下の 2 つのコールバックを提供する必要が

あります。 

Os_Cbk_SetTimeLimit： タイミング割り込みを許可し、所定のチック数が経過したとき

にその割り込みが発行されるようにセットします。 

Os_Cbk_SuspendTimeLimit： タイミング割り込みをキャンセルし、その時点のタイム

リミットまでの残りのチック数を返します。 

またユーザーは、タイミング割り込み用 ISR も提供する必要があり、ここで

Os_TimingFaultDetected を呼び出します。 

Os_Cbk_SetTimeLimit、Os_Cbk_SuspendTimeLimit、Os_TimingFaultDetected

については、リファレンスガイド内で例を用いて詳しく説明しています。 

19.6.3 丸め誤差 
 

ユーザーが提供する参照時刻がどのような形式のものであっても、RTA-OS は秒単位で設定

されたタイミング保護パラメータ値を参照時刻ソースのチック単位の値に変換する必要があ

ります。 
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その際、AUTOSAR OS では、タイミング保護パラメータの値を、対応するカウンタ（または

ストップウォッチ）の最も近いチック値に切り下げます。 

この条件は、タイムフレームに関しては安全です。一般的に、より短いタイムフレームで実

行できるシステムは、それより長いタイムフレームでも実行できるからです。この場合、タ

イミング保護はシステムが実際に示すよりも厳しい限界に基づいて実行されます。つまり、

実際に発生するよりも多くの干渉が想定されます。 

しかし、実行時間バジェットの場合は、値の切り捨てを行うと、タスクや ISR が実際に必要

とする時間よりも短い時間が得られてしまいます。その結果、オブジェクトが実際には正し

い挙動を示しているのにかかわらず、タイミング保護エラーが「誤検出」されてしまう可能

性があります。 

これにより生じるあらゆる問題を防ぐため、コンフィギュレーション設定時には実行時間を

最も近いチック値に切り上げてからさらに 1 チック加えた値にしてください。 

19.7 関数レベルのタイミング保護 
 

RTA-OS では AUTOSAR OS の仕様が拡張され、タイムリミットのある関数呼び出しを行える

ようになっています。このオプションを有効にする操作は、「OS  Configuration」ワークス

ペースの General ➔ Optimizations ページで行えます。 

CallTimeLimitedFunction()という API 関数は、標準の AUTOSAR OS の

CallTrustedFunction()とよく似ていますが、関数呼び出しに適用されるタイムリミッ

トを指定する第 3 の引数を受け取る点が異なります。 

StatusType 
CallTimeLimitedFunction( 
 TrustedFunctionIndexType FunctionIndex, 
 TrustedFunctionParameterRefType FunctionParams, 
 Os_TimeLimitType TimeLimit) 

例 19-3  API 関数 CallTimeLimitedFunction 

19.8 まとめ 
 

 タイミング保護は、ランタイムにデッドライン超過を防ぐためのものです。 

 AUTOSAR OS が採用している保護モードでは、以下のような挙動を示すタスクや ISR
は許されません。 

 実行にかかる時間が設定より長い 

 標準リソースを保持する時間が設定より長い 

 割り込みが禁止になっている時間が設定より長い 

 実行される頻度が設定より高い 

 実行時間、ロック時間、実行頻度に関する保護を行う場合は、それぞれ実行時間バジェッ

ト、ロックバジェット、タイムフレームを設定する必要があります。 

 保護スキームの実施に使用できる参照時刻を RTA-OS に提供する必要があります。 
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20 サービス保護 
 

システム保護において重要なのは、ユーザーアプリケーションが API 関数を通じて OS とや

りとりするときに、OS を不定状態や不安全状態にしないことです。 

このような事態に陥るのを防ぐため、スケーラビリティクラス 3 および 4 において RTA-OS
は、ランタイムチェックの内容を追加します。これにより発生する可能性のあるエラーは以

下の 3 種類です。 

1. API 関数が無効な引数または範囲外の値を使用して呼び出された 

（例: ActivateTask(ResourceName)または

SetRelAlarm(Alarm,MAXALLOWEDVALUE+1),0） 

この種のエラーは、拡張ステータスを使用して RTA-OS をビルドする際にチェックさ

れます。そのため、スケーラビリティクラス 3 および 4 では拡張ステータスを設定す

ることが要求されています。 

2. API 関数が間違ったコンテキストで呼び出された 

（例： ActivateTask()が StartupHook()内で呼び出された、または API 関数がカ

テゴリ 1 の ISR から実行された） 

この種のエラーは、スケーラビリティクラス 3 または 4 が選択されている場合にのみ

行われるエラーチェックによって防止できます。 

3. 正しい処理のために必要な API 関数が呼び出されなかった 

（例： タスクが TerminateTask()を呼び出さなかった） 

この種のエラーは、スケーラビリティクラス 3 または 4 が選択されている場合にのみ

ランタイムにおいて RTA-OS により特定され、適切なデフォルトアクションが実行さ

れます。 

これらのエラーに加え、1 つの ECU に複数のアプリケーションが統合されている場合は、い

ずれかのアプリケーションが別のアプリケーションを不定状態にしないようにすることも重

要です。ここではさらに以下の 2 種類のエラーが発生する可能性があります。 

1. 1 つのアプリケーションが、システム内の別のアプリケーションの挙動に影響を与え

る API 関数を実行した 

（例： ShutdownOS()を実行する） 

2. 1 つのアプリケーションが、別のアプリケーションに属する OS オブジェクトを操作し

た 
（例： 無関係なアプリケーション内のアラームのセットやキャンセルを行う） 

上記のようなエラーが発生すると、RTA-OS は他のエラーの場合と同様に、サービス保護エ

ラーの発生を API 関数の戻り値として報告します。エラーに対する修正アクションは、アプ

リケーションの中で戻り値をチェックする際に実行したり、ErrorHook()を使用してシス

テム全体のエラー処理内で実行したりすることができます（13.1 項を参照してください）。 

移植性に関する注意 20.1： RTA-OS では、オフライン分析などによりシステムでこれらの

エラーが絶対に発生しないことが確認できた場合は、スケーラビリティクラス 3 および 4 を

標準ステータスと組み合わせて使用することにより、OS のメモリフットプリントを小さくし

てランタイム性能を高めることができます。 
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20.1 OS アプリケーション 
 

どのような保護スキームを使用する場合でも、保護境界（保護を行う範囲）を定義する必要

があります。 

従来の AUTOSAR OS システムでは、各 OS オブジェクト（タスク、ISR、イベント、リソー

ス、アラーム、スケジュールテーブル、カウンタなど）がそれぞれどのアプリケーションに

属しているか、またどのアプリケーションが統合されているかを明確にすることはできませ

んでした。 

AUTOSAR OS R3.x/4.x では、複数の OS オブジェクトを「OS アプリケーション」という機能

単位にまとめることにより、より高水準の抽象化を実現することができます。 

統合のためのアドバイス 20.1： OS アプリケーションはアプリケーションモード（12.2.2
項を参照）とはまったく関係がありません。「OS アプリケーション」は OS オブジェクト間

にパーティション（仕切り）を設けるものであるのに対し、「アプリケーションモード」は

OS 全体のモードをコントロールし、さらにどのタスク、アラーム、スケジュールテーブルが

StartOS()内で自動起動されるかをコントロールするものです。 

各 OS アプリケーションは、OS オブジェクトで構成されるグループを「所有」します。OS
アプリケーションは、自分が所有するタスクや ISR の特権レベルと保護境界を定義するため

のもので、以下の 2 種類があります。 

トラステッド（Trusted）： プロセッサが「特権（スーパーバイザ）モード」（privileged 
(supervisor) mode）をサポートしている場合に、特権モードで実行されるOSアプリケー

ションを指します。このようなOSアプリケーションでは、すべてのメモリや定義済み

OSオブジェクト、さらにOS API全体に無制限にアクセスできます。タイミング保護は

必須ではありませんが、必要に応じて設定できます。サービス保護境界はトラステッ

ドOSアプリケーションごとにそれぞれ異なりますが、メモリ保護境界はすべてのトラ

ステッドOSアプリケーションで共有されます。トラステッドOSアプリケーションを複

数宣言する場合と1つのみ宣言する場合とでは、メモリ保護に関して何も違いはありま

せん。 

非トラステッド（Non-Trusted）： プロセッサが「非特権（ユーザー）モード」（non-privileged 
(user) mode）をサポートしている場合に、非特権モードで実行されるOSアプリケーショ

ンを指します。メモリ保護はスケーラビリティクラス3および4において、またタイミ

ング保護はスケーラビリティクラス2および4において必須です。デフォルトでは、あ

る1つのOSアプリケーション内のタスクとISRは、同じOSアプリケーションが所有する

オブジェクトにしかアクセスできません。 

OS 自体はトラステッドです。 

サービス保護を使用する場合、OS アプリケーションは必須です。第 21 章で説明するメモリ

保護の範囲の定義にも OS アプリケーションが使用されます。つまり、スケーラビリティク

ラス 3 または 4 のシステムをビルドする場合は、必ず OS アプリケーションが設定されてい

る必要があります。 

ランタイムに行える OS アプリケーションの制御は限られていて、OS アプリケーション自身

をターミネートすることと、さらに必要に応じて再開することだけが可能です。 
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20.2 OS アプリケーションの設定 
 

OS アプリケーションは、OS コンフィギュレーション内に必要な数だけ定義することができ

ます。各 OS アプリケーションごとに一意の名前を割り当て、トラステッド／非トラステッ

ドの区分を選択します。 

図 20-1 では、OS アプリケーションをトラステッド（TRUE）または非トラステッド（FALSE）

として設定する方法を示しています。 

 

図 20-1 OS アプリケーションの区分（トラステッド／非トラステッド）を指定する 

20.2.1 OS オブジェクトのオーナーシップ 
 

OS アプリケーションが定義されている場合は、システム内の各オブジェクトを必ず 1 つの

OS アプリケーションに割り当てる必要があります。図 20-2 ではタスクを OS アプリケーショ

ンに割り当てる方法を示しています。RTA-OS では、すでに OS アプリケーションに割り当て

られているオブジェクトについては、そのオブジェクト名の後に現在のオーナーを角かっこ

でくくって表示します。まだ割り当てられていないオブジェクトについてはオブジェクト名

のみが表示されます。 

 

図 20-2 タスクを OS アプリケーションに割り当てる 

すでに他のOSアプリケーションに割り当てられているオブジェクトをAvailable列から In Use
列に移動すると、そのオブジェクトは当該 OS アプリケーションに移動します。 

各オブジェクトはどの OS アプリケーションにも自由に割り当てできます。 

統合のためのアドバイス 20.2： 第 18 章の警告を無視してカテゴリ 1 の ISR を使用する場

合は、それらの ISR はトラステッド OS アプリケーションに属している必要があります。 

20.2.2 OS オブジェクトへのアクセス 
 

一般的に、互いにやりとりを行って特定の機能を実現する一連のオブジェクトは、同一の OS
アプリケーションに割り当てます 22。特に、アラームのアクションやスケジュールテーブル

の満了ポイントによって起動されるタスクは、当該アラームやスケジュールテーブルと同じ

OS アプリケーションに割り当てないと、アクセス不能になってしまいます。同様に、アラー

ムやスケジュールテーブルを駆動するカウンタも、同じ OS アプリケーションに割り当てて

ください。 

22 OSアプリケーション間でオブジェクトを共有することも可能です。これについては20.3項で説明します。 
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図 20-3 は、OS オブジェクト間で可能な所有関係を示しています。実線の矢印は、オブジェ

クト X がオブジェクト Y にアクセスする必要があることを示しています。点線の矢印は間接

的な所有を示し、イベントだけに適用されます。イベントを使用するタスクにアクセスでき

る場合は、そのイベントにもアクセスできます。 

 

図 20-3 OS オブジェクトのアクセス関係 

rtaoscfgのCheck Now機能はユーザーのコンフィギュレーションの一貫性チェックを行い、

見つかったすべての矛盾を図 20-4 のようにエラーペインに表示します。 

 

図 20-4 不適切な所有関係の設定によるコンフィギュレーションエラー 

統合のためのアドバイス 20.3： コンフィギュレーション設定時にすべての矛盾を見つける

ことは不可能です。たとえば、タスク A が ActivateTask(B)を呼び出す場合は、タスク A
はランタイムにタスク B にアクセスする必要があることを意味しますが、このことを OS コ

ンフィギュレーションから確認することはできません。 
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20.3 アクセシングアプリケーション 
 

同じOSアプリケーションに所有されるすべてのオブジェクトは、相互アクセスが可能です。

各オブジェクトは、特別な宣言や設定をしなくても、API 関数を使用して同一 OS アプリケー

ション内の他のオブジェクトを操作することができます。 

デフォルトでは、RTA-OS は保護境界を越えてオブジェクトにアクセスするのを許していな

いので、各 OS アプリケーションは、トラステッドであろうと非トラステッドであろうと、

図 20-5 に示すように他の OS アプリケーションから分離されています。 

 

図 20-5  OS アプリケーションの分離 

しかし必要に応じて、ある 1 つの OS アプリケーション内のオブジェクトから他の OS アプリ

ケーションにアクセスできるように設定することもできます。他の OS アプリケーションの

オブジェクトへのアクセスが許可された OS アプリケーションは、そのオブジェクトの「ア

クセシングアプリケーション（accessing application）」と呼ばれます。 

統合のためのアドバイス 20.4： アクセス権は OS アプリケーションごとに与えられます。

つまり、アクセスを許可されたオブジェクトの操作は、アクセス OS アプリケーション内の

すべてのオブジェクトから行うことができます。AUTOSAR OS では、各オブジェクトごとに

アクセス権を与えることはできません。 

ただし、タスクが所有するイベントについては特別で、あるタスクがアクセス可能になって

いれば、そのタスク用にセットできるすべてのイベントにもアクセス可能です。個々のイベ

ントをアクセス可能に設定する必要はありません。 

アクセシングアプリケーション内のすべてのオブジェクトは、コンフィギュレーション設定

時またはランタイムにおいて、アクセスが許可されたオブジェクトを使用できます。たとえ

ば、タスク TaskA が OS アプリケーション OtherApp からのアクセスを許可した場合は、

以下のようになります。 
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 OtherApp 内のアラームのアクションによって TaskA を起動することができます。 

 OtherApp 内のすべてのタスクや ISR から ActivateTask(TaskA) を呼び出すこと

ができます。 

タスクのアクセシングアプリケーションは図 20-6 のようにして設定します。アクセスを許可

する OS アプリケーションを Available から In Use に移動してください。 

 

図 20-6 タスクのアクセシングアプリケーションを設定する 

統合のためのアドバイス 20.5： 他の OS アプリケーションからのアクセスを許可すること

は、保護境界に穴を空けることを意味します。他の OS アプリケーションにアクセスを許可

する際には、ユーザーの責任において安全性を確認してください。 

20.3.1 隠れたアクセス 
 

1 つの OS アプリケーション内のオブジェクトは、互いにアクセス可能です。さらに、あるオ

ブジェクトが別の OS アプリケーションからのアクセスを許可した場合、そのオブジェクト

が同一 OS アプリケーション内の他のオブジェクトを操作すると、アクセシングアプリケー

ションからそれらの他のオブジェクトを間接的に操作できる経路が確保されたことになりま

す。 

たとえば、あるタスクを起動するアラームへのアクセスが許可されていれば、そのアラーム

にアクセスできるアクセシングアプリケーション内のすべてのオブジェクトは、そのアラー

ムを使用してタスクの起動を間接的に制御することができます。この関係を図 20-7 に示しま

す。 
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図 20-7 同じ OS アプリケーション内のオブジェクト間では 
他動的アクセスの宣言が不要 

別の OS アプリケーションに属するオブジェクトを操作するには、「アクセス」を定義する

必要があります。これはたとえば、図 20-8 に示すように、ある OS アプリケーションがカウ

ンタを所有していて、そのカウンタにより駆動されるアラームを第 2 の OS アプリケーショ

ンが所有し、さらにそのアラームにより起動されるタスクを第 3 の OS アプリケーションが

所有している、というような場合です。 

 

図 20-8 カウンタからアラーム、アラームからタスクにアクセスする 

この場合は、以下のようなアクセス許可に基づくアクセシングアプリケーションを定義する

必要があります。 

 カウンタは、そのカウンタが駆動するアラームへのアクセスが必要でます。 

 アラームは、アラーム満了時にアクションを実行できるように、タスクへのアクセス

が必要です。 

スケジュールテーブルについても同じモデルが当てはまります。つまり、図 20-9 に示される

スケジュールテーブルのように、異なる OS アプリケーションに属するタスクが割り当てら

れている場合は、それらのタスクへのアクセス許可を定義する必要があります。 
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図 20-9 スケジュールテーブルからタスクにアクセスする 

20.3.2 安全性リスク 
 

オブジェクトがアクセシングアプリケーションを宣言すると、そのオブジェクトは、OS アプ

リケーションが提供する保護境界を積極的に壊すことになります 23。つまり、アクセスを許

可された他の OS アプリケーション内のオブジェクトにアクセスすることにより、アクセシ

ングアプリケーション内の障害が保護境界を越えて伝播し、第 2 の（おそらくはさらに重大

な）問題が発生する恐れがあります。 

統合のためのアドバイス 20.6： アクセシングアプリケーションを定義する機能は、セーフ

ティクリティカルなシステムエンジニアリングの基本原理に反します。障害の伝播を招く制

御不能な経路の存在は避けてください。高度な安全性が求められるシステムをビルドする際

には、アクセシングアプリケーションは使用しないでください。 

20.4 実行中の OS アプリケーションの識別 
 

OS アプリケーション自体は「状態（state）」を持ちませんが、OS アプリケーションが所有

するいずれかのタスクや ISR が実行状態になっている場合は、その OS アプリケーションは

「実行状態」であると言われます。 

実行中の OS アプリケーションの ID は、ランタイムに GetApplicationID()を使用して得

ることができます。この関数は、タスクまたは ISR から呼び出された場合は、自身を所有す

るアプリケーションを返します。ただし、実際にはこの API 関数はシステム全体のフックルー

チンの中で使用されることが多く、例 20-1 では PreTaskHook()の中で使用されています。 

23 例えて言えば、家を施錠しておいてその鍵を人々に配るようなものです。配る鍵の数が多くなればなるほど、

家の安全性は低下してしまいます。 
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FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) PreTaskHook(void){ 
 ApplicationType RunningApplication; 
 RunningApplication = GetApplicationID(); 
 
 switch (RunningApplication) { 
  case AppA: 
   ... 
  case AppB: 
   ... 
  default: 
   ... 
 } 
} 

例 20-1 実行中の OS アプリケーションを識別する 

20.5 アクセスとオーナーシップ 
 

OS オブジェクトのアクセス権（アクセス可／不可）とオーナーシップは、ランタイムにおい

て以下の 2 通りの方法で確認できます。 

第 1 の方法は、API 関数の戻り値をチェックするというものです。OS オブジェクトにアクセ

スできない場合は、API 関数は E_OS_ACCESS というエラーコードを返します。このコード

をチェックすることにより、例 20-2 のようにして適切な修正アクションを実行することがで

きます。 

TASK(FaultTolerant){ 
 if (ActivateTask(MaybeAccessible) == E_OS_ACCESS) { 
  /* Task could not be activated */ 
 } 
 TerminateTask(); 
} 

例 20-2 エラーコードでアクセスをチェックする 

アクセス権をチェックするもう 1 つの方法は、API 関数を呼び出す前に、例 20-3 に示すよう

に CheckObjectAccess()を使用して行うことができます。これによって任意のタイプの

オブジェクトへのアクセスをチェックできますが、ここではオブジェクトのタイプも知らせ

る必要があります。 

if CheckObjectAccess(GetApplicationID(),OBJECT_TASK,SomeTask) { 
 /* SomeTask is accessible */ 
 ActivateTask(SomeTask); 
} 

例 20-3 API を使用してアクセス権をチェックする 

同様に、例 20-4 のように CheckObjectOwnership()を使用して OS オブジェクトのオー

ナーシップをチェックすることもできます。この関数は、オブジェクトを所有する OS アプ

リケーションの名前を返します。 
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if CheckObjectOwnership(OBJECT_TASK,SomeTask) ==  
  GetApplicationID() { 
 /* If we own SomeTask, then activate it */ 
 ActivateTask(SomeTask); 
} 

例 20-4 オブジェクトのオーナーシップをチェックする 

20.6 OS アプリケーションをターミネートする 
 

OS アプリケーションは、API 関数 TerminateApplication()を使用してターミネートす

ることができます。このコンセプトは TerminateTask()とよく似ていますが、タスクのカ

レントインスタンスをターミネートするのではなく、OS アプリケーションをターミネートし

ます。 

AUTOSAR R3.x では、TerminateApplication()は現在実行している OS アプリケーショ

ンだけをターミネートします。AUTOSAR R4.x では TerminateApplication()に引数が 1
つ追加され、ターミネートする OS アプリケーションを指定できるようになっています。 

どちらの場合も、TerminateApplication()はターミネーションに関して行う処理を示す

以下の引数を取ります。 

 NO_RESTART － OS アプリケーションをターミネートします。 

 RESTART － OS アプリケーションをターミネートし、さらに「再起動タスク（Restart 
Task）」を起動してアプリケーションの状態を整理するように RTA-OS に指示します。 

具体的には、この関数を例 20-5 のように使用します。 

TASK(ApplicationChecker){ 
 ... 
 switch (ApplicationState) { 
  case Completed: 
   TerminateApplication(... NO_RESTART); 
   break; 
  case TransientFaultDetected: 
   TerminateApplication(... RESTART); 
   break; 
  case PersistentFaultDetected: 
   TerminateApplication(... NO_RESTART); 
   break; 
 } 
 ... 
} 

例 20-5 OS アプリケーションをターミネートする 

OSアプリケーションのカレントインスタンスを構成するのは、実行状態またはレディ状態（ま

たはプリエンプトされている状態）のタスクと ISR、および実行状態のすべてのアラームと

スケジュールテーブルです。OS アプリケーションがターミネートされると、RTA-OS は以下

のアクションを実行します。 

 当該OSアプリケーションに所有されるタスクと ISRをすべて強制的にターミネートし

ます（18.3.1 項を参照してください）。 

 当該 OS アプリケーションに所有されるアラームのうち、実行状態のものをすべてキャ
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ンセルします。 

 当該 OS アプリケーションに所有されているスケジュールテーブルのうち、実行状態の

ものをすべて停止します。これにより、停止されたスケジュールテーブルの次に実行

される予定になっていたスケジュールテーブルが SCHEDULETABLE_NEXT状態のまま

放置されてしまう可能性があります。 

 当該OSアプリケーションに所有される ISRのすべての割り込みソースを無効にします

（18.3.3 項を参照してください）。 

20.6.1 再起動タスク（Restart Task） 
 

アクセシングアプリケーションを 1 つも持たない OS アプリケーションがターミネートされ

ると、その OS アプリケーションに所有されているすべての OS オブジェクトは、ECU の電源

が切られて再度投入されるまで、または StartOS()が再び呼び出されるまでは使用されな

くなります。この場合、OS アプリケーションはターミネーションにより無効化されます。 

何らかの内部エラーが発生した場合の対策としては、OS アプリケーションをターミネートし

てから再起動する方がよい場合があります。しかし、TerminateApplication()はタスク

と ISR を強制的にターミネートするので、OS アプリケーションの状態に一貫性がなくなって

しまう恐れがあります。たとえば、クリティカルセクションの処理中にターミネーションが

発生すれば、データが不整合状態になってしまう場合があります。 

RTA-OS 自体には、このような状態において整合性を保つ手段がありませんが、ターミネー

トされた OS アプリケーションに所有される特定のタスクを起動して、内部状態をクリーン

アップ（再初期化）させることができます。 

このタスクは再起動タスク（restart task）と呼ばれます。これは通常の OS タスクであり、

所定のスケジューリングポリシーと優先度レベルに従って実行されます。OS アプリケーショ

ンに所有される任意のタスクをこの「再起動タスク」として設定することができます。 

再起動タスクの設定は図 20-10 のように行います。 

 

図 20-10 タスクを再起動タスク（restart task）として設定する 

再起動タスクは、以下の時点において起動されます。 

 TerminateApplication(... RESTART)が呼び出されたとき 

 OS アプリケーションがメモリ保護境界またはタイミング保護境界を侵そうとし、
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ProtectionHook()が PRO_TERMINATEAPPL_RESTART を返したとき 

20.6.2 アクセシングアプリケーションとのインタラクション 
 

OS アプリケーションにアクセシングアプリケーションが設定されている場合、アクセシング

アプリケーションは、アラームを始動させたり、タスクを起動したり、共有リソースをロッ

クして共有クリティカルセクションに入るなどして、ターミネートされた OSアプリケーショ

ン内のオブジェクトとインタラクションを行うことができます。 

しかしそのようなことを行うと、アクセスされるアプリケーションオブジェクトは壊れたデー

タに基づいて処理を進めてしまう恐れがあり、アクセシングアプリケーション側でそれを確

認することはできないため、非常に危険です。 

つまり、OS アプリケーションがターミネートされた際に、その OS アプリケーションに設定

されている再起動タスクが起動されたとしても、その再起動タスクが実行される前に、より

優先度の高いタスクまたは ISR で構成されるアクセシングアプリケーションが、ターミネー

トされた OS アプリケーション内のオブジェクトにアクセスする可能性があります。これに

より、アクセシングアプリケーションや、ターミネートされた後に部分的に再起動された OS
アプリケーション、さらにはより広範囲のシステムに障害が発生する危険性があります。 

このような問題は、たとえば再起動タスクを再起動専用のタスクに設定し、システム内で最

高の優先度を割り当てるなど、アプリケーション設計を注意深く行うことにより防ぐことが

できる場合もありますが、それでも ISR とのインタラクションの問題は回避できません。 

このような問題を確実に回避するには、問題の原因となる要素を OS アプリケーションの設

計に含めないことが重要です。つまり、アクセシングアプリケーションを使用しないことが

最良の解決法です。 

20.7 OS アプリケーションフック 
 

OS アプリケーションは「仮想 OS」（virtualized OS）によく似ていて、スタートアップやシャッ

トダウン、エラー処理を含む独自のライフサイクルを持っています。 

そのため、標準の StartupHook()、ShutdownHook()、ErrorHook()に特定の OS アプ

リケーション用の固有コードを追加することができますが、そのようにすると、システム構

成が変更されるたびにこれらのフックを作成し直さなければならなくなります。 

AUTOSAR OS では、各 OS アプリケーションごとに固有のフックを定義できるようにするこ

とにより、OSアプリケーション固有のフック機能をスマートに実装できるようにしています。

このフックはシステム全体のフックと同じ引数を受け取り、以下のような OSアプリケーショ

ン名を含む一意の名前が付きます。 

<hook-name>_<os-application-name> 
 

図 20-11 は、このフックを有効化または無効化する方法を示しています。 
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図 20-11 アプリケーション固有のフックを設定する 

統合のためのアドバイス 20.7： アプリケーション固有のフックは、すべてユーザーが実装

する必要があります。フックが実装されていないとプログラムが正しくリンクできません。 

統合のためのアドバイス 20.8： OS アプリケーションフックの呼び出し順序は決められな

いので、システムがフックの特定の呼び出し順に依存することは許されません。 

20.7.1 始動フック（Startup Hook） 
 

OS アプリケーション固有の始動フックは、システム全体の StartupHook()から制御が返っ

てきた後、スケジューラが実行される前に呼び出されます。複数の OS アプリケーションが

それぞれ独自の始動フックを宣言している場合、各フックが呼び出される順序は決まってい

ません。 

これらのフックは、それを所有する OS アプリケーションのアクセス権で実行されます。つ

まり、トラステッドの OS アプリケーションが所有するフックはトラステッドであり、非ト

ラステッドの OS アプリケーションが所有するフックは非トラステッドになります。 

図 20-12 は、RTA-OS の初期化に対する始動フック実行の相対的位置を示しています。 

 

図 20-12 OS アプリケーション固有の始動フックの実行 

アプリケーション固有の始動フックは、例 20-6 のように作成してください。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) StartupHook_MyApplication(void) { 
 /* Startup hook code. */ 
 EnableIOInterrupts(); 
 EnableTimerInterrupts(); 
 ... 
} 

例 20-6 アプリケーション固有の始動フック 

20.7.2 シャットダウンフック（Shutdown Hook） 
 

アプリケーション固有のシャットダウンフックは、ShutdownOS()が呼び出された際に呼び

出され、システム全体の ShutdownHook()が呼び出される前に実行されます。始動フック

の場合と同様に、複数の OS アプリケーションがそれぞれ独自のシャットダウンフックを宣

言している場合、各フックが呼び出される順序は決まっていません。 

これらのフックも、それを所有する OS アプリケーションのアクセス権で実行されます。 

図 20-13 は、ShutdownOS()の呼び出しに対するシャットダウンフック実行の相対的位置を

示しています。 
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図 20-13 アプリケーション固有のシャットダウンフックの実行 

アプリケーション固有のシャットダウンフックは、例 20-7 のように作成してください。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) ShutdownHook_MyApplication(void) { 
 /* Shutdown hook code. */ 
 DisableIOInterrupts(); 
 DisableTimerInterrupts(); 
 WritePersistantDataToNVRAM(); 
 ... 
} 

例 20-7 アプリケーション固有のシャットダウンフック 

20.7.3 エラーフック 
 

各 OS アプリケーションに固有のエラーフックを定義することにより、OS アプリケーション

ごとに異なるエラー処理を行うことができます。 

OS アプリケーション固有のエラーフックは、システム全体の ErrorHook()が呼び出された

後に呼び出されます。これらのフックも、それを所有する OS アプリケーションのアクセス

権により実行されます。 

例 20-8 は OS アプリケーション固有のエラーフックを示しています。 

FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) ErrorHook_MyApplication(StatusType 
  status) { 
 switch (status) { 
  case E_OS_ACCESS: 
   /* Handle error then return. */ 
   break; 
  case E_OS_LIMIT: 
   /* Terminate the OS-Application and then restart it */ 
   TerminateApplication(... RESTART); 
  default: 
   break; 
 } 
} 

例 20-8 OS アプリケーション固有のエラーフック 

20.8 トラステッド関数（Trusted Function） 
 

トラステッド OS アプリケーションは、「トラステッド関数（trusted function）」と呼ばれ

る関数をエクスポートすることができます。この関数の目的は、特権モードで実行する必要

がある機能をカプセル化し、非トラステッド OS アプリケーションでもそれを使用できるよ

うにすることです。たとえば、トラステッド関数を使用することにより、プロセッサが特権

モードになっているときにしか使用できないペリフェラルハードウェアにもアクセスできる

ようになります。 

統合のためのアドバイス 20.9： AUTOSAR OS では、トラステッド関数を使用して OS アプ

リケーションの保護境界を破ることが可能なため、トラステッド関数を使用する際には注意

が必要です。 
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RTA-OS には、各トラステッド OS アプリケーションによりエクスポートされるトラステッド

関数の名前を知らせる必要があります。図 20-14 の例では、FunctionX()、FunctionY()、

FunctionZ()という 3 つのトラステッド関数が宣言されています。 

 

図 20-14 トラステッド関数を宣言する 

20.8.1 トラステッド関数の呼び出し 
 

トラステッド関数は、API 関数 CallTrustedFunction()を介して間接的に呼び出します。

この API 関数は、非トラステッド OS アプリケーションからトラステッド関数を呼び出す際

など、非特権モードと特権モードとを行き来するために必要なラッパー機能を提供するもの

です。この API 関数は以下のように呼び出します。 

StatusType CallTrustedFunction(<FunctionName>, <PointerToParameters>) 

引数の扱いについてはトラステッド関数自体が責任を持つので、RTA-OS が引数の数や型を

把握する必要はありません。トラステッド関数が引数を持たない場合は、0 を使用してその

ことを表します。 

例 20-9 に、このメカニズムの使用例を紹介します。 

/* Parameter-less function */ 
CallTrustedFunction(FunctionX, 
 (TrustedFunctionParameterRefType)0U); 
 
/* Single parameter */ 
uint8 one_parameter = 42; 
CallTrustedFunction(FunctionY, 
 (TrustedFunctionParameterRefType)&one_parameter); 
 
/* Multiple parameters passed in a C struct */ 
struct funcZ_params{ 
 uint32 parameter1; 
 bool parameter2; 
 float32 parameter3; 
 sint16 parameter4; 
} multiple_parameters = {99U, true, 0.1, -42}; 
CallTrustedFunction(FunctionZ, 
 (TrustedFunctionParameterRefType)&multiple_parameters); 

例 20-9 トラステッド関数を呼び出す 

20.8.2 トラステッド関数の実装 
 

各トラステッド関数を実装し、引数を正しく扱うことは、ユーザーの責任において行う必要

があります。すべてのトラステッド関数の関数プロトタイプは以下のとおりです。 
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void 
 TRUSTED_<name_of_the_trusted_service>(TrustedFunctionIndexType 
 FunctionIndex, TrustedFunctionParameterRefType FunctionParams) 

 
トラステッド関数は 1 つのインデックスと 1 つのポインタ引数を取ります。インデックスの

値は、CallTrustedFunction()に渡される第 1 引数と同じです。ポインタ引数は、トラ

ステッド関数の引数へのポインタです。 

トラステッド関数には戻り値はありません。関数から戻り値を提供する必要がある場合は、

出力引数を使用して値を返します。 

例 20-10 は、例 20-9 のトラステッド関数 FunctionZ()の実装コード例です。 

void TRUSTED_FunctionZ(TrustedFunctionIndexType FunctionIndex, 
 TrustedFunctionParameterRefType FunctionParams) 
{ 
 struct funcZ_params *params  
     = (struct funcZ_params*)FunctionParams; 
 if (params->parameter1 < 100U) { 
  ... 
 } 
} 

例 20-10 トラステッド関数を実装する 

統合のためのアドバイス 20.10： OS アプリケーションからアクセスできる任意のメモリ

ロケーションへの書き込みを、その OS アプリケーションが所有するトラステッド関数から

行うことができます。 

20.9 まとめ 
 

 OS アプリケーションを使用すると、同一のコンフィギュレーションで実行されるアプ

リケーションソフトウェアをひとまとめにして、望ましくないインタラクションを防

ぐことができます。 

 OS アプリケーションは、「トラステッド」として特権（スーパーバイザ）モードで実

行したり、「非トラステッド」にして非特権（ユーザー）モードで実行することもで

きます。 

 同じ OS アプリケーションに属する OS オブジェクト同士は相互アクセスが可能です。

異なる OS アプリケーションに属する OS オブジェクトからのアクセスは、デフォルト

においては拒否されます。 

 コンフィギュレーション設定時に、他の OS アプリケーションからのアクセスを許可す

ることができます。 

 アクセス権やオーナーシップがランタイムにチェックされるようにすることにより、

システムを防御的にプログラミングすることができます。 
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21 メモリ保護 
 

メモリ保護（memory protection）は、スケーラビリティクラス 3 または 4 を使用する際に提

供される機能です。メモリアクセス違反が検知されると、RTA-OS はエラーコード

E_OS_PROTECTION_MEMORY を引数として ProtectionHook()を呼び出します。 

AUTOSAR OS のメモリ保護モデルは、OS アプリケーションのサービス保護境界と以下のよ

な相互関係を持ちます。 

トラステッドOSアプリケーション（Trusted OS-Application）： トラステッドOSアプリ

ケーション内のタスクとISRはすべてのメモリロケーションに無制限にアクセスでき、

ハードウェアにより許されているロケーションに対するすべての処理を実行できます24。 

非トラステッドOSアプリケーション（Non-trusted OS-Application）： 非トラステッド

アプリケーション内のタスクとISRは、そのタスクやISR自体のメモリロケーションと、

そのタスクやISRを所有するOSアプリケーションが所有するすべてのデータに無制限に

アクセスできます。他のメモリロケーションについては、オプションとして、制限付

きの各種アクセス（読み取り、書き込み、実行）ができます。図21-1は、非トラステッ

ドOSアプリケーションについての必須制限とオプション制限を示しています。 

 

図 21-1 非トラステッド OS アプリケーションのメモリ保護制限 

次の表は、トラステッド OS アプリケーションと非トラステッド OS アプリケーションのタス

クと ISR について AUTOSAR OS R3.x/4.x に定められたメモリアクセス制限をまとめたもので

す。 

24 RAMロケーションの内容については読み取り、書き込みおよび実行を行えますが、ROMロケーションについ

ては読み取りと実行しか行えません。 

メモリ保護 287 

                                                



アクセス種別 トラステッド 非トラステッド 

読み取り 無制限 （オプション）他の OS アプリケーションに属する

プライベートデータの読み取りができません。 

書き込み 無制限 以下への書き込みができません。 

• RTA-OS のプライベートデータ 

• 他の OS アプリケーションに属するプライベー

トデータ 

• 他のOSアプリケーションのタスク／ISRに属す

るプライベートデータ 

• 他の OS アプリケーションのタスク／ISR のス

タック 

• 割り当てられていないペリフェラル 

• （オプション）同じ OS アプリケーション内の

別のタスク／ISR に属するプライベートデータ 

実行 無制限 （オプション）他の OS アプリケーションのコード

を実行することができません。 
 

21.1 ハードウェアの限界 
 

ターゲットの MPU の能力に応じて、使用できる保護モデルが異なるため、実際には AUTOSAR 
OS のメモリ保護が実装できない場合もあります。 

一般的な MPU は「コンテキスト」と呼ばれている固定数（通常は非常に小さな数）の保護領

域を定義し、保護できるメモリ領域のサイズに関する制限も定義しています。MPU によって

はペリフェラルへのアクセスの可否を各ペリフェラルごとに指定できるものもあります。 

保護できるメモリブロックの数は、MPU により提供されるコンテキストの数で決まります。

初期化されるデータと初期化されないデータからなるセクションをメモリ空間の複数の個所

に配置する場合は、それらを保護するために 2 つのコンテキストが必要になります。しかし

このようなセクションを隣接して配置すれば、1 つのコンテキストを使用するだけで保護す

ることができます。 

たとえ多くのコンテキストを使用できる場合でも、コンテキストの最小サイズ制限（「粒度」）

も考慮する必要があります。粒度がわずか 1 バイトというデバイスもあれば、数キロバイト

というデバイスもあります。後者の場合は、数バイトだけ保護すればよい場合であっても、

コンテキストの最小粒度と等しいメモリブロックをアロケートしなくてはならないため、メ

モリを浪費することになってしまう可能性があります。 

図 21-2 は、デバイス上の 1 バイトを異なる粒度（2 バイト、8 バイト、16 バイト）で保護し

た場合に浪費されるメモリ空間量を示しています。 
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図 21-2 浪費されるメモリ空間は保護領域粒度により異なる 

デバイスの粒度によっては、メモリの浪費を最小限にするため、複数のメモリセクションを

1 つにまとめることも必要になる場合があります。 

21.2 AUTOSAR の限界 
 

AUTOSAR OS 規格が定めているメモリ保護モデルでは、実際のニーズに対して制約が厳しす

ぎたり、逆に不十分であったりする場合があります。たとえば、サードパーティによる複数

の OS アプリケーションに同じ保護領域を共有させたり、OS アプリケーションごとに異なる

保護レベルを適用する必要がある場合、AUTOSAR OS では対応できません。 

このようなケースにも対応できるよう、RTA-OS ではコールバックメカニズムを使用して、

メモリ領域のセットアップやMPUのプログラミングをユーザーが行えるようになっています。

RTA-OS は、保護領域の切り替えを必要とするコンテキスト切り替えを行うたびに、切り替

え後に実行されるタスクや ISR の名前とそれを所有する OS アプリケーションを指定して

Os_Cbk_SetMemoryAccess()コールバック関数を呼び出すので、このコールバック関数に

おいて、必要な保護設定を MPU にプログラミングします。 

このモデルにおいては、ハードウェアが提供する機能の範囲内で、ユーザーのニーズに適し

た保護モデルを自由に定義でき、RTA-OS は、選択されたスキームをスケジューリング内の

適切なポイントに適用できます。21.5 項で、このスキームの機能と使用方法について、実装

例を用いて説明します。 

21.3 メモリ領域の定義と使用 
 

ユーザーがメモリセクションを定義し、各セクションにデータを配置できるようにするため、

AUTOSARは「メモリマッピング」という考え方に基づく標準化メカニズムを提供しています。

MemMap.h を使用することにより、アプリケーションコード内に定義したメモリセクション

をまとめて一体化して、リンク用の名前を付けることができます。その後、リンカコントロー

ルファイルを使用して、各領域を要求どおりにロケートします。RTA-OS はこれと同じスキー

ムをメモリ保護のためにも使用します。 
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3.3.2 項で説明したように、BSW モジュールでは以下のように START_マクロと STOP_マク

ロを使用ることができ、これによってメモリを定義して複数のセクションに割り当てること

ができます。 

#define <Module>_START_SEC_<SectionName> 
#include "MemMap.h" 
/* Things to place in the section here */ 
#define <Module>_STOP_SEC_<SectionName> 
#include "MemMap.h" 
 

MemMap.hというユーザーファイルでは、以下のようにコンパイラのメカニズムを使用して、

各論理セクションを大きなセクションにまとめる必要がある場合はどのようにまとめるか、

ということを定義することができます。 

/* Map OS code into the section containing all BSW code */ 
#ifdef <Module>_START_SEC_<SectionName> 

#undef <Module>_START_SEC_<SectionName> 
#define START_SECTION_<AggregatedSectionName> 

#endif 
... 
/* Name the system section with a compiler primitive */ 
#ifdef START_SECTION_<AggregatedSectionName> 

#pragma section code "aggregated_section" 
#endif 
 

このモデルはタスクと ISR の両方に利用できるので、タスクや ISR のデータセクションを複

数の領域にまとめることができます。 

これにより、定義するセクションの数とその名前、さらにデータをタスクコード内にまとめ

るか、それともMemMap.hファイル内にまとめるかについて、柔軟に決めることができます。 

21.3.1 タスクのデータと OS アプリケーションのデータを同じセクションに配置する 
 

ここでは単純な例として、すべてのタスクのデータとそれらのタスクを所有する OS アプリ

ケーションのデータをすべて同じメモリ領域に配置するケースについて説明します。その場

合は、コード例 21-1 に示すように、データはアプリケーションコード内の同じセクションに

配置する必要があります。 
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#include <Os.h> 
 
/* Place all data in this file into the same section */ 
#define APP1_START_SEC_SHARED_DATA 
#include "MemMap.h" 
uint32 sVar; 
uint32 aVar; 
uint32 bVar; 
 
Task(A){ 
 ... 
} 
 
Task(B){ 
 ... 
} 
#define APP1_STOP_SEC_SHARED_DATA 
#include "MemMap.h" 

コード例 21-1 タスクのデータと OSアプリケーションのデータを同じセクションに配置する 

MemMap.h 内では、コンパイラがサポートするメカニズムを使用して、

APP1_START_SEC_SHARED_DATA という仮想セクションを実セクション名にマッピングし

ます。これには、一般的には例 21-2 のようにコンパイラ固有の pragma（プラグマ）を使用

します。 

#ifdef APP1_START_SEC_SHARED_DATA 
 #pragma section data="APP1_data" 
#endif 

例 21-2 ロケータセクションへのマッピング － すべて同じセクションに配置する 

図 21-3(a)は、すべてのデータが同じセクションに配置されているケースを示しています。 

 

(a) 同じセクションに 
ロケート 21-3(a) 

(b) 固有のセクションに 
ロケート 21-3(b) 

図 21-3 データをセクションに配置する 

この例では、APP1_data というデータセクションが 1 つだけあり、この中にプログラムデー

タがすべて配置されています。ただし実際には、コンパイラが自動的にデータを複数のセク

ションに配置する場合があります。たとえば、ゼロ初期化されるデータは、多くの場合.bss

という名前のセクションに配置されます。 
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統合のためのアドバイス 21.1： コンパイラ／リンカにより使用されるデフォルトのメモリ

セクションについて、必ず MemMap.h 内のプラグマで宣言しておいてください。コンパイル

時にアロケートされ、かつ名前付きのセクションに明示的に配置されない変数は、すべて自

動的にこのデフォルトセクションに配置されます。 

21.3.2 タスクのデータと OS アプリケーションのデータを固有のセクションに配置する 
 

前項に続き、ここでは各タスクのデータを OS アプリケーションのデータから分離したい場

合について説明します。以下の例 21-3 では、OS アプリケーションの共有データアイテムと

タスク固有のプライベートデータをそれぞれ固有のセクションに配置しています。 

#include <Os.h> 
 
/* Place OS-Application shared data in one section */ 
#define APP1_START_SEC_SHARED_DATA 
#include "MemMap.h"  
 uint32 aVar; 
#define APP1_STOP_SEC_SHARED_DATA 
#include "MemMap.h" 
 
/* Place TaskA’s data in a different section */ 
#define TASKA_START_SEC_PRIVATE_DATA 
#include "MemMap.h"  
 uint32 aVar; 
#define TASKA_STOP_SEC_PRIVATE_DATA 
#include "MemMap.h" 
 
/* Place TaskB’s data in a different section */ 
#define TASKB_START_SEC_PRIVATE_DATA 
#include "MemMap.h"  
 uint32 bVar; 
#define TASKB_STOP_SEC_PRIVATE_DATA 
#include "MemMap.h" 
 
Task(A){ 
 ... 
} 
 
Task(B){ 
 ... 
} 

例 21-3 タスクのデータと OS アプリケーションのデータを 
個別のセクションに配置する 

この場合、これら 3 つのセクションを例 21-4 のように MemMap.h に定義してマッピングす

る必要があります。 
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#ifdef APP1_START_SEC_SHARED_DATA 
 #pragma section data="APP1_data" 
#endif 
#ifdef TASKA_START_SEC_PRIVATE_DATA 
 #pragma section data="TaskA_data" 
#endif 
#ifdef TASKB_START_SEC_PRIVATE_DATA 
 #pragma section data="TaskB_data" 
#endif 

例 21-4 ロケータセクションへのマッピング  
－ それぞれ固有のセクションに配置する 

前出の図 21-3(b)は、マッピングされたデータの配置を示しています。 

複数のセクションを MemMap.h 内でマージする 

すべてのタスクデータと OS アプリケーションデータを個別にロケートする設定が完了した

後、それらのデータをすべて OS アプリケーションのレベルで保護するように変更したい場

合は、以下の例 21-5 に示すように、タスクと OS アプリケーションのすべてのデータを

MemMap.h 内で 1 つのリンカセクションにまとめます。 

#ifdef APP1_START_SEC_SHARED_DATA 
 #undef APP1_START_SEC_SHARED_DATA 
 #define START_SECTION_ALL_NON_TRUSTED_DATA 
#endif 
#ifdef TASKA_START_SEC_PRIVATE_DATA 
 #undef TASKA_START_SEC_PRIVATE_DATA 
 #define START_SECTION_ALL_NON_TRUSTED_DATA 
#endif 
#ifdef TASKB_START_SEC_PRIVATE_DATA 
 #undef TASKB_START_SEC_PRIVATE_DATA 
 #define START_SECTION_ALL_NON_TRUSTED_DATA 
#endif 
... 
/* Name the system section with a compiler primitive */ 
#ifdef START_SECTION_ALL_NON_TRUSTED_DATA 
 #pragma section data="APP1_data" 
#endif 

例 21-5 ロケータセクションへのマッピング － セクションをマージする 

このような MemMap.h を使用した場合、マッピングの結果は前出の例 21-2 に示したものと

同じになりますが、例 21-5 のようにすれば、後方の工程でセクションのまとめ方を決めるこ

とが可能です。 

この方法により、保護ポリシーがプロジェクト間で異なるような場合であっても、MemMap.h

の内容の変更によって調整することができます。ただしこのような柔軟性を実現するには、

ユーザーアプリケーション内のすべてのデータが前出の例21-3に示すようにマークアップさ

れていることが前提となります。タスクデータと ISR データをさまざまなセクションに配置

することにより、ハイブリッドなアプローチを自由に選択できます。 
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21.4 ロケート処理 
 

MemMap.h で定義された領域は、ランタイムにおいてアクセスが可能になるようにリンクさ

れる必要があります。そのためには、一般的に、リンカコントロールファイル内で各セクショ

ンをマークするラベルを生成します。 

リンカがメモリ領域を定義する際には、主として以下の 2 種類のモデルを使用します。 

Base and Bound： セクションのベースアドレス（base）とサイズ（bound）を使用しま

す。ベースアドレスにサイズを加算してセクションの最終アドレスを求めます。 

Start and End Address： セクションの先頭アドレス（start address）と最終アドレス（end 
address）を使用します。 

各セクションの先頭アドレスと最終アドレスを特定できれば、どちらのスキームにも対応で

きます。これらのアドレスは、ランタイムにはアクセス可能である必要がありますが、アプ

リケーションがリンクされるまでは決定されません。一般的なリンカでは、ラベルを特定の

アドレスに関連付けて定義することができす。たとえば、それぞれ個別のセクションに配置

されているデータを同じメモリ領域にロケートする必要がある場合は、以下のようにして各

セクションを並べることができます。 

label APP1_ram_start; 
 section APP1_data; 
 section TASKA_data; 
 section TASKB_data; 
label APP1_ram_end; 

 
各ラベルは、次の項で説明するコールバック関数 Os_Cbk_SetMemoryAccess()にアクセ

スするためのシンボリック名です。 

統合のためのアドバイス 21.2： ランタイムに保護が必要なメモリセクションの数は、でき

る限り少なくなるようにしてください。それにより MPU 用のプログラミング量が少なくなる

ため、アプリケーションが理解しやすいものになり、コンテキスト切り替えを速く行えるよ

うになります。 

21.5 MPU または MMU とのインタラクション 
 

RTA-OS では、ユーザーが MPU のプログラミングを行えるので、柔軟な保護モデルを定義す

ることができます。たとえば、AUTOSAR OS が提供するものより高水準の保護（各 OS アプ

リケーションから他の OS アプリケーション所有のデータを読み取れないようにするなど）

や、低水準の保護（OS アプリケーションデータへの間違った書き込みだけを防止するなど）

を実装することができます。 

メモリ保護が設定されると、メモリ保護領域の変更が必要になるたびに、RTA-OS はコール

バック関数 Os_Cbk_SetMemoryAccess()を呼び出します。この関数はユーザーが例 21-6
のように実装する必要があります。 
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FUNC(void, OS_CALLOUT_CODE) Os_Cbk_SetMemoryAccess( 
  Os_UntrustedContextRefType ApplicationContext ) { 
 if (ApplicationContext->Application == app1) { 
  /* Set memory protection regions that apply for app1 */ 
  SET_UNTRUSTED_WRITE_RANGE(app1_BASE, app1_SIZE);  
          /* Example */ 
 
  if (ApplicationContext->TaskID == app1Task1) { 
   /* Set memory protection for app1Task1 */ 
   ... 
  } 
  ... 
 
 } 
 ... 
} 

例 21-6 コールバック関数 Os_Cbk_SetMemoryAccess 

Os_Cbk_SetMemoryAccess()は、以下のような処理を実行する際に、トラステッドコード

から非トラステッドコードに切り替わる直前に呼び出されます。 

1. 非トラステッド OS アプリケーションに属するタスクを呼び出す 

2. 非トラステッド OS アプリケーションに属するカテゴリ 2 の ISR を呼び出す 

3. 非 トラステッド OS アプリケーションの始動フック、シャットダウンフック、エラー

フックのいずれかを呼び出す 

4. 非トラステッド OS アプリケーションに属すトラステッド関数を呼び出す 

このコールバック関数には、実行されようとしている非トラステッドコードについての情報

が与えられます。つまり、このコールバック関数で、MPU をセットアップするために使用す

るルールをユーザーが決定することができます。この情報は

Os_UntrustedContextRefType型の構造体として渡されます。この構造体は以下のフィー

ルドで構成されます。 

 Application － ISR、タスク、関数、フックが属する OS アプリケーションの ID が

格納されます。 

 TaskID － INVALID_TASK、または起動しようとしているタスクの ID が格納されま

す。 

 ISRID － INVALID_ISR、または起動しようとしている ISR の ID が格納されます。 

 FunctionID － INVALID_FUNCTION、または起動しようとしている関数の ID が格

納されます。このフィールドは、非トラステッド関数が存在する場合にのみ

Os_UntrustedContextRefType 型内に存在します。 

 FunctionParams － FunctionIDに関数の ID が設定されている場合は、このフィー

ルドには CallTrustedFunction に渡される FunctionParams と同じ値が格納さ

れます。 

 CoreID －カレントコアの ID が格納されます。このフィールドは、複数の AUTOSAR
コアが設定されている場合にかぎり存在します。 

 Address －非トラステッドコードが呼び出されたときに使用されるスタックポイン

タの値が格納されます。 
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 Size －実行されようとしているのがタスクまたは ISR の場合は、このフィールドに

はそのタスクや ISR に設定されているスタックバジェットが格納されます。それ以外

の場合（タスク／ISRでない場合、タスク／ISRにバジェットが設定されていない場合、

スタック監視が無効になっている場合）は、0 が格納されます。これを使用して、ス

タックの保護領域のサイズを設定することができます。 

 AlignedAddress － MPU 粒度が大きいシステムでは、スタックを効率的に保護す

るため、スタック位置の調整が必要になる場合があります。たとえば、保護領域を 64
バイトアドレス境界に合わせて配置するようなことが必要になる場合があります。そ

のような場合は、RTA-OS が提供する AlignUntrustedStacks というコンフィギュ

レーションオプションを設定すると、AlignedAddress というフィールドが使用可能

になり、初期値として Address と同じ値が設定されます。この値を変更することによ

り、非トラステッドコードが別のロケーションから始まることを OS に知らせることが

できます。たとえばもし AlignedAddress の初期値が 0x1020 になっていた場合は、

その値を 0x1000（下方成長スタックの場合）に変更してから制御を返すことにより、

OS に 64 の倍数のアドレスのコードから実行を開始させることができます。これは、

ユーザーはスタック保護領域を0x1000から始まるものとして設定していることを前提

としています。一部のターゲットデバイス（Power PC など）では、入力時のスタック

ポインタより前にバックリンクを書き込むようにEABIが指定している可能性があるの

で、それも計算に入れる必要があります。 

RTA-OSはOs_Cbk_SetMemoryAccess()のスケルトンコードを生成することができるので、

これを使用して特定のコンフィギュレーションに合わせたコードを実装することができます。

このスケルトンコードは以下のコマンドで生成することができます。 

rtaosgen --samples:[Os_Cbk_SetMemoryAccess] ... 

 
メモリ保護機能を使用する場合は、StartOS()を呼び出す前にメモリ保護ハードウェアを初

期化する必要があります。 

21.5.1 保護モデル 
 

MPU が使用する基本モデルには以下の 2 種類があります。 

1. 非特権コードによるメモリアクセスはデフォルトにおいてすべて「拒否」され、必要

なアクセス権は個別に許可する必要があります。 

2. 非特権コードによるメモリアクセスはデフォルトにおいてすべて「許可」され、不要

なアクセス権は個別に拒否する必要があります。 

これらのモデルはランタイムにおけるMPUへのリプログラミングの量に影響を与える可能性

があります。そのため AUTOSAR OS モデルは、非トラステッド OS アプリケーションについ

て、その OS アプリケーションに属するタスクと ISR が使用するメモリ以外のすべてのメモ

リへのアクセスを拒否しています。 

第 1 のモデルの場合は、所定のセクションを使用可能にする必要があるので、開放する領域

の数を制限し、第 2 のモデルの場合は、アクセス不可とするコードをすべて使用できないよ

うにする必要があるので、閉鎖する必要のあるセクションの数を制限するようにしてくださ

い。どちらの場合も、可能であればすべてのトラステッド OS アプリケーションデータを同
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じセクションに配置するのが賢明です。それにより、コンテキスト切り替えのたびにリプロ

グラミングが必要になる MPU レジスタの数が最小限になり、最適性能を達成できます。 

21.6 スタック監視との相互関係 
 

スケーラビリティクラス1または2のスタック監視によりスタック障害が検知された際には、

OS はデフォルトにおいてエラーコード E_OS_STACKFAULT を引数として ShutdownOS()

を呼び出します 25。 

スケーラビリティクラス 3 および 4 の場合は、スタック障害は、メモリ保護機能によってス

タックへの間違った書き込みアクセスとして検知されます。この場合、RTA-OS はエラーコー

ド E_OS_STACKFAULT を引数として ProtectionHook()を呼び出します。 

図 21-4 は、スタック障害が検知されたときに発生する可能性のある 3 とおりの挙動を示して

います。 

 

図 21-4 スタックオーバーラン処理の決定ツリー 

21.7 メモリアクセス権チェック 
 

アプリケーションがメモリにアクセスするための許可を得ているかどうかをランタイムにお

いてチェックするようにプログラミングしておくことによって、アプリケーションをメモリ

障害に対して防衛的なものにすることができます。 

このために RTA-OS は以下の 2 つの API 関数を提供しています。 

1. CheckTaskMemoryAccess() - 指定されたタスクが指定されたメモリ範囲にアクセ

スできるかどうかをチェックします。 

2. CheckISRMemoryAccess() - 指定された ISR が指定されたメモリ範囲にアクセス

できるかどうかをチェックします。 

25 RTA-OSでは、この挙動をコンフィギュレーション設定時にオーバーライドし、代わりに

Os_Cbk_StackOverrunHook()が呼び出されるようにすることができます。これにより、ユーザーは必ずスタッ

クオーバーランが発生したことを知ることができ、スタックオーバーランのデバッグも行えるようになります。 
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これらの API 関数は Base and Bound モデルでアクセスをチェックします。関数にはチェッ

クするメモリ領域の開始位置とサイズ（バイト数）が渡され、アクセス権が戻り値として返

ります。例 21-7 は、タスクがデータ構造体にアクセスできるかどうかをチェックする方法を

示しています。 

uint32 DataValues[100]; 
... 
rights = CheckTaskMemoryAccess(MyTask,&DataValues, 
 sizeof(DataValues)); 

例 21-7 データ構造体へのアクセスをチェックする 

21.7.1 アクセス許可の設定 
 

RTA-OS は、ユーザーのコードがどこにロケートされているか、またユーザーがどのような

許可を適用したか、ということを把握していませんが、ユーザーコードが

CheckTaskMemoryAccess()または CheckISRMemoryAccess()を呼び出すたびに

RTA-OS がコールバック関数 Os_Cbk_CheckMemoryAccess()を呼び出すので、許可状態を

チェックすることができます。 

このコールバック関数には以下の処理を実装する必要があります。 

 許可されたメモリ範囲へのアクセスが当該OSアプリケーション（またはタスクや ISR）
に許可されているかどうかを、ユーザーが定義した保護スキームに基づいてチェック

します。 

 チェック結果に応じて許可を設定します。 

RTA-OS は、アクセス許可の設定に使用できる以下の 4 つの許可定数を提供しています。 

定数 定義 

OS_ACCESS_EXECUTE 

OS_ACCESS_READ 

OS_ACCESS_STACK 

OS_ACCESS_WRITE 

メモリ範囲を実行できます。 
メモリ範囲を読み取ることができます。 
メモリ範囲はスタック空間です。 
メモリ範囲に書き込むことができます。 

 
C のビット演算子を使用して、2 つ以上の許可を結合させることができます。たとえば、ある

セクションの読み取りと書き込みができる場合は、アクセス許可を以下のように表現します。 

rights = OS_ACCESS_READ | OS_ACCESS_WRITE 

 
同様に、チルダ（~）を使用して許可を否定することもできます。たとえば、あるセクショ

ンの読み取りはできるが書き込みができない場合は、アクセス許可を以下のように表現しま

す。 

rights = OS_ACCESS_READ & ~OS_ACCESS_WRITE 

 
コールバック関数 Os_Cbk_CheckMemoryAccess()は例 21-8 のように作成してください。 
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FUNC(AccessType,OS_CALLOUT_CODE) 
Os_Cbk_CheckMemoryAccess(ApplicationType Application, 
          TaskType TaskID, 
          ISRType ISRID, 
          MemoryStartAddressType Address, 
          MemorySizeType Size) { 
 
 AccessType Access = 0U; 
 
 /* Check for stack space in address range */ 
 if ((Address >= STACK_BASE) 
  && (Address < STACK_BASE + STACK_SIZE)) 
 || ((Address+Size >= STACK_BASE) 
  && (Address < STACK_BASE + STACK_SIZE)) { 
  Access |= OS_ACCESS_STACK; 
 } 
 
 /* Address range is only writeable if it is in RAM */ 
 if ((Address >= RAM_BASE) 
 && (Address < RAM_BASE + RAM_SIZE)) 
 ) { 
  Access |= OS_ACCESS_WRITE; 
 } 
 
 switch (Application) { 
  case APP1: 
   ... 
   Access |= OS_ACCESS_READ | OS_ACCESS_EXECUTE; 
   break; 
  case APP2: 
   ... 
   Access |= OS_ACCESS_EXECUTE; 
   break; 
 } 
 return Access; 
} 

例 21-8 コールバック関数 Os_Cbk_CheckMemoryAccess 

21.7.2 アクセス許可のチェック 
 

CheckTaskMemoryAccess()と CheckISRMemoryAccess()から返るアクセス許可を 4つ

のマクロのいずれかとともに使用することにより、アクセスの可否を下の表に示すように判

断することができます。 

マクロ 定義 

OSMEMORY_IS_EXECUTABLE 

OSMEMORY_IS_READABLE 

OSMEMORY_IS_STACKSPACE 

OSMEMORY_IS_WRITETABLE 

メモリを実行できる場合は true、それ以外は false 

メモリを読み取れる場合は true、それ以外は false 

メモリがスタック空間なら true、それ以外は false 

メモリに書き込める場合は true、それ以外は false 
 

これらのマクロは、ロケーションの範囲全体が当該アクセス種別に適合している場合にかぎ

り true になります。たとえば、読み取り可能でない部分が DataValues 内に 1 バイトでも

あると、OSMEMORY_IS_READABLE(rights)は false を返します。 
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21.8 まとめ 
 

 メモリ保護を行うためには、メモリセクションを定義してそこにデータを配置する必

要があります。 

 アプリケーションは AUTOSAR のメモリマッピングという考え方に基づいてデータを

セクションに配置することができます。 

 任意の数のセクションを定義できます。 

 所定の命名規則に従ったセクション名を付けることができます。 

 複数のセクションをアプリケーションコード内か MemMap.h 内、またはその両方

を結合した場所にまとめることができます。 

 ロケート処理により、複数のメモリ領域をさらに 1 つのデータブロックにまとめて保

護対象にすることができます。 

 ロケータはラベルをエクスポートする必要があり、ユーザーはそのラベルを使用して

MPU 用のメモリ範囲およびアクセス種別をプログラミングすることができます。 

 RTA-OSはコンテキスト切り替えのたびに Os_Cbk_SetMemoryAccess()というコー

ルバック関数を使用して MPU のプログラミングを行います。 
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22 マルチコアアプリケーション 
 

マルチコアプロセッサのサポートは AUTOSAR バージョン R4.0 で導入され、バージョン 5.0
以降の RTA-OS は、2 つ以上のコアを持つターゲットデバイスで使用することができます。

VRTA の設定を変更して複数のコアをエミュレートすることができるので、実際のハードウェ

アに移行する前に PC 上でマルチコアシステムの初期評価を行うこともできます。 

マルチコア AUTOSAR アプリケーションの基本的な考え方は、以下のようにシンプルです。 

 使用するプロジェクトコンフィギュレーションは1つだけです。コンフィギュレーショ

ンはシングルコアプロジェクトのものとほぼ同じで、使用するコアの数を指定する必

要がある点と、各 OS アプリケーションをどのコアで実行するのかを指定する必要があ

る点だけが異なります。ある OS アプリケーションに属する OS オブジェクト（タスク

や OSR を含みます）はその OS オブジェクトがアロケートされたコアだけで実行され

ます。使用するコアの数は rtaoscfg コンフィギュレーションツールの General OS 
Settings で設定します。 

 タスクと ISR のスケジューリングはコアごとに独立しています。あるコア上の低優先

度のタスクが別のコア上の高優先度のタスクや ISR に影響されることはありません。

あるコアで割り込みを禁止しても、他のコアには影響しません。同様に、リソースは 1
つのコアでのみ使用されるので、リソースをロックしても別のコア上のタスクに対し

てはその効果はありません。 

 各タスクは任意のコアから起動できますが、起動されたタスクが別のコアで実行する

ように設定されている場合は、OS はそのタスクを必ず正しいコアで実行します。 

 別のコア上のタスクを対象に ActivateTask などの API 関数を呼び出すと、発生する

可能性のあるすべてのエラー（E_OS_LIMIT など）が ActivateTask 内でチェック

され、呼び出し元に返されます。しかしタスクの起動が成功した場合は、そのタスク

はその別のコアにおいて、所定のスケジューリングタイミングで実行されます。起動

されたタスクの優先度よりも呼び出し元のタスクの優先度の方が高い場合でも、起動

されたタスクは実行される可能性があります。このようなことは、両方のタスクが同

じコア上にある場合は発生しません。 

 さまざまなコアから共有メモリに対して行われる読み取り／書き込みアクセスを保護

するため、「スピンロック（spin lock）」が導入されています。前述したように、タ

スクの優先度や割り込みロック、リソースのメカニズムだけでは、異なるコア上のタ

スク間でデータを安全に共有することはできません。そこで、スピンロックを使用す

ることにより、共有データには一度に 1 つのコアからしか絶対にアクセスできないよ

うにしています。コアはコードのクリティカルセクションに入る前にスピンロックを

「取得」し、クリティカルセクションの処理の後でスピンロックを「解放」します。1
つのコアがすでにロックを取得していると、そのロックを取得しようとする他のすべ

てのコアは、ロックが解放されるまでブロックされた状態（ビジーウェイト状態）に

なります。ただしその場合でも、優先度の高いタスクや ISR により、スピンロックを

待ってブロック状態になっているタスクがプリエンプトされる可能性があります。 
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22.1 OS コアと非 OS コア 
 

マルチコアアプリケーションにおいては、いずれのコアも OS コア（OS core）または非 OS
コア（Non-OS core）として使用できます。 

OS コア： OS アプリケーションが割り当てられたコアを指します。OS にはそこで実行さ

れるコードを管理する責任があります。OS アプリケーションに属するすべての OS オブジェ

クト（タスク、ISR、リソース、カウンタ、アラーム、スケジュールテーブルなど）は、その

OS アプリケーションが割り当てられているコア上で実行されます。 

非 OS コア（つまり非 AUTOSAR コア）： OS アプリケーションが割り当てられていないコ

アを指します。RTA-OS はそれらのコアを起動することにしか責任を持ちません。起動後は、

コア上でどのようなユーザーコードでも実行することができます。ただし、非 OS コアから

は RTA-OS API 関数（StartOS()の前に呼びさせる DisableAllInterrrupts()／

EnableAllInterrupts()などを除く）を呼び出せません。 

22.2 コアの始動 
 

AUTOSAR マルチコア仕様では、リセット後にはマスタコア（コア 0）だけが実行を開始する

よう求められています。このコアは OS_MAIN()に入りし、自身とその他のコアについて

StartCore()や StartNonAutosarCore()を呼び出します。一般的にはマスタコアがすべ

てのコアを始動しますが、コア 0 にコア 1 を始動させ、それからコア 1 がコア 2 を始動する、

というようなことも可能です。 

コア 0が必ずしも OSコアである必要はなく、ユーザーが組み合わせを自由に選択できます。

すべて非 OS コアでもかまいません。 

以下に、いくつかの始動シーケンスの例を紹介します。 

例 22-1 は 2 つのコアを OS コアとして始動するための典型的なシーケンスを示しています。

マスタコアは、StartOS()に入る前に自身とコア 1 の両方について StartCore()を呼び出

します。 

OS_MAIN(){ 
 StatusType status; 
 
 if (GetCoreID() == OS_CORE_ID_MASTER) { 
  StartCore(OS_CORE_ID_0, &status); 
  StartCore(OS_CORE_ID_1, &status); 
 } 
 
 StartOS(OSDEFAULTAPPMODE); 
 /* StartOS does not return */ 
} 

例 22-1 典型的な始動 － OS コアを 2 つ使用 

例 22-2 は、２つのコアを非 OS コアとして始動する例を示しています。StartOS()は必要

ないので、呼び出しません。 

302 マルチコアアプリケーション 



OS_MAIN(){ 
 StatusType status; 
 
 if (GetCoreID() == OS_CORE_ID_MASTER) { 
   StartNonAutosarCore(OS_CORE_ID_0, &status); 
  StartNonAutosarCore(OS_CORE_ID_1, &status); 
 } 
 
 /* StartOS is not needed -- both cores are NonAutosar */ 
} 

例 22-2 始動 － 非 AUTOSAR コアを 2 つ使用 

例 22-3 は、コア 0 が OS コア、コア 1 が非 OS コアとして使用される例です。StartOS()は、

OS コアについては制御を返しませんが、非 OS コアについて呼び出された場合は直ちに制御

を返すようになっています。そのため、この例ではコア 1 は StartOS()の後のコードを実

行します。 

OS_MAIN(){ 
 StatusType status; 
 
 if (GetCoreID() == OS_CORE_ID_MASTER) { 
  StartCore(OS_CORE_ID_0, \&status); 
  StartNonAutosarCore(OS_CORE_ID_1, &status); 
 } 
 
 StartOS(OSDEFAULTAPPMODE); 
 /* Core 1 executes here.  
  Core 0 does not return from StartOS */ 
} 

例 22-3 始動 － OS コアと非 OS コアを 1 つずつ使用 

22.2.1 StartOS の挙動 
 

各 OS コアは API 関数 StartOS()を呼び出す必要があり、そのたびに同じ AppMode 値を渡

す必要があります。ただし、1 つのコアを除くすべてのコアは DONOTCARE という値を渡す

こともできます。 

StartOS()は、設定されているすべての OS コアが StartOS()に入るまで実行をブロック

してから、同期的に始動を進めます。すべてのデータを初期化してから、StartupHook()

が設定されている場合はそれを呼び出します。StartupHook()は各 OS コアで（名目上は）

同時に実行されます。GetCoreID()を StartupHook()内で呼び出すことにより、コア固

有のコードを実行することもできます。 

すべての OS コアで StartupHook()から制御が返ると、OS アプリケーションの始動フック

が呼び出されます。各 OS アプリケーションは 1 つのコアだけに属するため、1 つの OS アプ

リケーションは 1 つのコア上で実行されます。 

すべての始動フックが完了すると、StartOS()は自動起動されるすべてのタスクをスケジュー

ルし、最後にアイドルタスクの処理（Os_Cbk_Idle()）に入ります。 

グローバルの StartupHook()の場合と同様、すべての OS コアが同じグローバルの

Os_Cbk_Idle()を実行します。 
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22.2.2 コアの要件 
 

AUTOSAR マルチコア仕様は、各コアが基本的に似ていることが前提となります。つまり、す

べてのコアが同じコード（同じバイトコード）を実行でき、データを同じように解釈できる

必要があります。たとえば、バイトオーダーが異なるコアを 1 つのマルチコアシステムの中

に混在させることはできません。しかし、パフォーマンス特性の異なるコアを使用したり、

各コアを異なるクロックレートで実行したりすることは可能です。 

この前提により、シングルコアモデルを少し変更しただけで、シンプルなマルチコアモデル

を実現することができます。メモリには各OS APIのインスタンスが1つだけ存在すればよく、

どのコアからもそれらの API を呼び出すことができます。ただし OS の内部定数とデータは

メモリ内に 1 セットのみ存在するので、一部のターゲットでは注意が必要です。これらの定

数とデータを共有メモリに配置して、すべてのコアがそれを同じアドレスで特定でき、同じ

操作コードを使用してアクセスできるようにする必要があります。 

実際には、OS_MAIN()に入るときにコア間で異なるのはスタック領域だけであるため、各コ

アにはそれぞれ独立したスタック領域がアロケートされている必要があります。各コアに必

要なスタック量の合計は、そのコアのワーストケースのプリエンプションパターンにより決

まります。ビルド後に rtaosgen により生成される Stack Usage Report で、この値を OS コ

ア別に確認できます。 

22.3 OS フックとコールバック関数 
 

すべての OS フックとコールバック関数は、その機能に適したコアで実行されます。グロー

バルなフックとコールバック関数は任意のコアから呼び出すことができますが、OSアプリケー

ション固有のフックとコールバック関数は、その OS アプリケーションが割り当てられてい

るコアからしか呼び出されません。 

したがって、グローバルな ErrorHook は、エラーを起こした API を呼び出しているコアが

どのコアであろうと、当該コアで呼び出されますが、ErrorHook はさまざまなエラー理由

により 2 つのコアで同時に呼び出される可能性があるため、グローバルフックの競合状態を

防ぐための注意が必要です。そのため ErrorHook は、1 つのコアでしか実行できない OS ア

プリケーション固有の ErrorHook を使用する方が一般的には適しています。 

22.4 シャットダウン 
 

標準の API 関数 ShutdownOS()を使用して、個々のコアをシャットダウンすることができま

す。ここでシャットダウンされるのは呼び出し元のコアです。1 つのコアをシャットダウン

しても、そのコアでタスクを起動できなくなること以外、他のコアに影響はありません。し

かし、1 つのコアを再始動するために Os_Restart()メカニズムを使用することはできませ

ん。なぜなら、StartOS()の処理中に、他のコアが再始動されるのを待って処理がブロック

されてしまうからです。 

保護関連の処理が行われると、コアが ProtectionHook()を実行する場合があり、これに

より内部的に ShutdownOS()が呼び出される場合があります。 

この代わりに API 関数 ShutdownAllCores()を呼び出すこともできます。これは任意の

OS コアから呼び出すことができ、呼び出されると各コアを強制的に正しい手順でシャットダ
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ウンします。すべてのコアが ShutdownHook()内で Os_Restart()を呼び出す場合は、

Os_Restart()メカニズムを使用してすべてのコアを再始動することができます。 

シャットダウンフックの挙動は始動フックの場合と同じで、グローバルの ShutdownHook()

は各コアで実行され、OS アプリケーションフックは 1 つのコアで実行されます。 

22.5 スピンロック 
 

AUTOSARシステム内の異なるコアで実行されるタスクについて相互排除を実現するには、「ス

ピンロックを使用する必要があります。スピンロックは同一コア上では意味をなさないので、

異なるコア間についてのみ使用できます。 

スピンロック（GetSpinlock()）は、ロック変数を使用可能になるまでポーリングする「ビ

ジーウェイトメカニズム」です。あるコア上のタスクまたは ISR がロックを取得すると、

ReleaseSpinlock()によってそのロックが解放されるまでは、他のコア上のタスクと ISR
がそのロックを取得することはできません。 

ここでGetSpinlock()の代わりにTryToGetSpinlock()を使用すると、GetSpinlock()

の「何も行わない（‘dumb’）」ビジーウェイト状況を回避することができます。この API 関
数は、ロックが使用可能な場合はそれを取得しますが、不可能な場合はビジーウェイトを行

わず、さらに、ロックを取得できたかどうかを示す Success フラグを返します。取得でき

なかった場合、呼び出し元は他の処理を行った後に、ロックの再取得を試みることができま

す。 

あるロックを取得するためにビジーウェイト状態になっているタスクは、それより優先度の

高いタスクや ISR がプリエンプトすることができます。この際、プリエンプトする側のコー

ドが、それより優先度の低いコードによってすでに取得されているロックを取得しようとし

ないように注意してください。ロック時間が短い場面では、ロックされるセクションの近く

でリソースをロックしたり割り込みを禁止したりすることを検討してください。 

スピンロックのネスティングのしかたを間違えると、容易にデッドロック状態に陥ってしま

います。これを防ぐため AUTOSAR では、特定の順序をコンフィギュレーションに設定する

必要があります。スピンロックのロック／アンロックは、コンフィギュレーションに設定さ

れた順序でしか行えません。ただし個々のスピンロックをスキップすることは可能です。 

スピンロックの設定方法はリソースの場合と同様です。スピンロックはランタイムのメモリ

使用量が比較的少ないので、少数の多目的スピンロックを使用するよりも短いスピンロック

を多く使用する方が効率的です。 

22.6 クロスコアオペレーション 
 

以下の API は、複数のコアにまたがる処理（「クロスコアオペレーション」）が可能です。

たとえば、あるコアでイベントをセットし、別のコアで ECC タスクが実際に実行されるとい

うようなことが可能です。同様に、あるコアでスケジュールテーブルを始動して別のコア上

で実行させることができます。 

• ActivateTask 
• ChainTask 
• GetTaskState 
• SetEvent 
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• GetAlarmBase 
• GetAlarm 
• SetRelAlarm 
• SetAbsAlarm 
• CancelAlarm 
• StartScheduleTableRel 
• StartScheduleTableAbs 
• StopScheduleTable 
• GetScheduleTableStatus 
• GetCounterValue 
• GetElapsedCounterValue 

以下の API は、呼び出されたコアのコンテキストでしか処理を行えません。 

• GetTaskID 
• DisableAllInterrupts 
• EnableAllInterrupts 
• SuspendAllInterrupts 
• ResumeAllInterrupts 
• SuspendOSInterrupts 
• ResumeOSInterrupts 
• CallTrustedFunction 
• IncrementCounter 

22.7 RTA-OS 固有の機能 
 

本項では、基本となる AUTOSAR の要求事項には含まれていない、RTA-OS 固有の機能につい

て説明します。 

 RTA-OS スタックサイズレポートにより、各コアのワーストケースのスタック使用量が

わかります。 

 RTA-OS コンフィギュレーション要約レポートにより、各 OS オブジェクトのコアへの

割り当て状況が分かります。 

 各コアが独自のトレースデータストリームをRTA-TRACEに供給できるように、ターゲッ

トサポートが提供されています。コアごとに異なるランタイムフィルタリングメカニ

ズムを使用でき、必要に応じてコアごとに異なるバッファサイズを使用できます。 

 C 言語の OS_NUM_CORES および OS_NUM_OS_CORES というマクロをユーザーアプリ

ケーション内で使用することにより、コンフィギュレーション内に存在するコア／OS
コアの数に応じてユーザーコードの条件付きコンパイルを行うことができます。シン

グルコアアプリケーションでこれらのマクロを使用すると、値はどちらも 1 になりま

す。 

 ORTI サポートが拡張され、マルチコアアプリケーションにも対応できるようになりま

した。ORTI ファイルには 1 つのコアに付き 1 つの OS オブジェクトが割り当てられま

す。 

 ShutdownAllCores()が呼び出された後に、Os_Restart メカニズムを使用してす

べてのコアを再始動することができます。 
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 RTA-OS は一部のターゲットハードウェアについて、どのクロスコア割り込みを使用す

るかをユーザーが選択できるターゲットオプションを提供しています。 

 RTA-OS は一部のターゲットハードウェアについて、スピンロックの実装に関する詳細

事項をユーザーが設定できるターゲットオプションを提供しています。 

22.8 マルチコアアプリケーションにおける注意点 
 

マルチコアアプリケーションをデバッグするのは容易ではありません。各コアを個別にコン

トロールでき、さらに他のコアが先走ることのないようにステップ実行やブレイクポイント

を同期させることのできるデバッガを使用することが理想的です。 

システムを適切に稼働させるためには、マルチコアハードウェアの初期コンフィギュレーショ

ンを工夫する必要があります。OS 呼び出しを行う前にハードウェアを正しく設定する必要が

あり、特に以下のようなチェックが必要です。 

 あるコアがメモリ変数の値を変更した場合、他のコアでそれを直ちに見ることができ

るようになっていますか？ オンチップキャッシュをセットアップして、古いデータ

が参照されることのないようにする工夫が必要です。 

 コンパイラは一般的に、積極的に変数をレジスタに格納しようとするので、複数のコ

アにより更新される可能性のある変数については、「volatile（揮発性）」というキー

ワードを使用することが重要です。 

 あるコアの実行パターンが別のコアをクロックサイクル不足に陥らせる可能性があり

ませんか？ このような事態は、1 つのコアがコードメモリに優先的にアクセスでき

ることが原因で発生する可能性があります。これは、2 つのコアが同じスピンロック

にアクセスしている状況で特に顕著になる傾向があります。一方のコアがビジーウェ

イト状態に陥り、それが原因で他方のコアがロックを解放するために必要な時間が奪

われてしまう可能性があるためです。可能であれば、ラウンドロビン方式などによる

メモリアクセススキームを使用してください。 

 シングルコアアプリケーションのタスクを性能向上の目的で単純に複数のコアにアロ

ケートしても、一般的には期待する効果は見込めません。マルチコアアプリケーショ

ンは最初からマルチコアアプリケーションとして入念に設計される必要があり、そう

でない場合は、タイミングのずれや不十分なロック、競合状態などが生じ、問題を追

跡するのが非常に困難になります。 

 N 個のコアにより実現できる性能がシングルコアの N 倍高くなる、ということはまず

ありません。組み込みマイクロコントローラでは、複数のコアを使用することにより

メモリ競合の問題が深刻になる傾向があります。 
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23 リファレンスビルド 
 

RTA-OS は、可能な限り小さくて高速なターゲットコードを作成するためのさまざまな策を

講じています。たとえば、ソースコードを生成し、ビルド時にそれらを要件に合わせてコン

パイルすることにより、指定されたコンフィギュレーションに合わせて的確に調整されたター

ゲットライブラリを作成します。 

そのライブラリには、複数のコンフィギュレーションをサポートするコードは含まれていま

せん。タスク、アラーム、リソース、満了ポイントなどの数によっては、OS 変数に割り当て

られるビット数さえも変わる場合があります。 

状況によってはこの柔軟性のなさが問題となる場合があります。たとえば、あるECUメーカー

が、サードパーティである開発担当者に対して、徹底的なテストを行い検証を済ませたバー

ジョンのオペレーティングシステムを供給したいと考えていたとします。しかし開発担当者

側では、独自のニーズに合わせてその ECU に機能を追加しなければならなくなる可能性があ

ります。 

多くの場合、このような問題は OS アプリケーションを使用することにより解決できます。

ECU メーカーは、タスクやその他の OS オブジェクトのパターンが割り当てられている OS
アプリケーション（多くは非トラステッド）を設定したバージョンの OS を提供します。開

発担当者側ではタスクを実装するコードを提供するだけでよく、メーカーから提供されたい

くつかのトラステッド関数を使用して、許可されたハードウェアデバイスにもアクセスでき

ます。 

しかしこれ以上の柔軟性が要求される場合は、「リファレンスビルド」が有効です。 

23.1 リファレンスビルドの作成 
 

ECU メーカーは、通常の方法でコンフィギュレーションを開発し、マスタアプリケーション

を作成してテストを行った後、--create_reference:<NAME>という rtaosgen コマンド

ライン引数を使用して、リファレンスビルドを作成します。すると以下の 2 種類のファイル

が生成されます。 

 rtaos_<NAME>.<lib> 

 rtaos_<NAME>.<lib>.sig 

rtaos_<NAME>.<lib>ファイルは通常作成される rtaos.<lib>ファイルと同じですが、

コンフィギュレーションデータファイルが省略されている点が異なります。これらのファイ

ルには各OSオブジェクトについての情報（OSオブジェクトの名前など）が含まれています。

残りのファイルにはすべての OS API（ActivateTask など）が入っています。 

rtaos_<NAME>.<lib>.sig ファイルには、rtaos_<NAME>.<lib>のコードコンテンツの

シグネチャが入っています。これは、ライブラリファイルが改ざんされていないことを確認

するために使用されます。 

23.2 リファレンスビルドの使用 
 

開発担当者側は ECU コンフィギュレーションファイル、rtaos_<NAME>.<lib>、

rtaos_<NAME>.<lib>.sig のコピーを受け取ります。 
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開発担当者側は許容されている範囲の修正をコンフィギュレーションに施すことができます

が、その後、--reference:<NAME>という rtaosgen のコマンドライン引数を使用してア

プリケーションをビルドする必要があります。 

これにより、rtaosgen は rtaos_<NAME>.<lib>内の API コードと足りないコンフィギュ

レーションデータが入った新しい rtaos.<lib>を作成します。コアの OS API は、ECU メー

カーによりテストされたものと全く同じです。変更が可能なのはタスク名、満了インターバ

ルなどの詳細設定だけです。 

新しく作成された rtaos.<lib>を使用して、通常の方法で ECU 実行ファイルを作成するこ

とができます。 

23.3 許容されている修正 
 

簡潔に言えば、どの OS API もまったく変更されない修正は、許容されます。これには以下の

ものが含まれます。 

 オブジェクト名（タスク、ISR、リソース、アプリケーションモードなど） 

 インターバル（アラーム、満了ポイント） 

 イベントマスク 

タスクの数は、所定の範囲内で変更できます。OS はターゲットデバイスに応じた最大数のタ

スク（16 タスク、32 タスク、1024 タスク）を使用するシステムのコードを生成します。 

リソース、ISR、アラームなどについても同様の規則が適用されます。 

rtaosgen は、適合性のない変更が行われた場合は必ず検知し、その非適合性がどのような

ものなのかを説明しようとします。 

23.4 許容されない変更 
 

大幅なモード変更は許容されません。特に、ターゲットや OS の最適化に関する設定は、リ

ファレンス API コードに影響を与えるので、変更できません。  

変更できない事柄には、以下ものがあります。 

 最高のカテゴリ 2 の ISR（OS レベル）の割り込み優先度 

 ビルドステータス（STANDARD／EXTENDED） 

 BCC/ECC コンフォーマンス 

 軽量ターミネーション 

 上方向始動 

 ChainTask の使用 

 RTA-TRACE の設定 

 ORTI の設定 

 ShutdownHooks 

 StartupHooks 

 ErrorHooks 
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 ScheduleTables の明示的同期 

 ScheduleTables 

 DisallowSchedule 

 OptimizeSchedule 
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24 お問合せ先 
 

24.1 テクニカルサポート 
 

サポート契約を結ばれたお客様は、テクニカルサポートをご利用いただけます。まだサポー

ト契約を結ばれていないお客様は、担当の営業窓口までお問い合わせください（24.2.2 項を

参照してください）。 

テクニカルサポートをご利用いただく際には、E メールでご連絡していただくのが最も確実

な方法です。製品の使用について問題やご不明な点がございましたら、下記アドレス宛の E
メールでお気軽にお問い合わせください。 

ec.hotline.jp@etas.com （日本国内のホットライン窓口） 
 

テクニカルサポートチームに直接お話しになりたい場合は、ホットライン窓口の下記番号ま

でお電話ください。 

045-222-0951 （日本国内のホットライン窓口） 
 

お電話での受付時間は、平日の営業時間内（9:00～18:00）です。 

どちらの場合も、以下の情報をご提供いただけると問題解決に役立ちます。 

• お客様のサポート契約番号 

• ユーザーデータ（.xml、.arxml、.rtaos、.stc ファイル） 
• エラーの原因となったコマンドライン 
• ご使用の ETAS ツールとそのバージョン 
• ご使用のコンパイラツールチェーンとそのバージョン 
• システムからエラーメッセージが出された場合は、そのメッセージ 

• Diagnostic.dmp というファイルが生成された場合は、そのファイル 

24.2 全般的なお問合せ 
 

24.2.1 ETAS 本社 
 

ETAS GmbH 
Borsigstrasse 14 
70469 Stuttgart 
Germany 

 
Phone: 
Fax: 
WWW: 

 
+49 711 3423-0 
+49 711 3423-2106 
www.etas.com 

24.2.2 セールスとテクニカルサポートの窓口 
 

各地域の事業所（セールスオフィス）とテクニカルサポートの連絡先は、ETAS のウェブサイ

ト（下記）でご案内しています。 

ETAS 事業所（一般的なお問合せ）  www.etas.com/ja/contact.php 
ホットライン窓口（テクニカルサポート） www.etas.com/ja/hotlines.php 
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