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組み込みシステムの高性能化・高機能化により搭載されるソフトウェアは複雑化・肥大化している．既存
のソフトウェア資産を有効に活用し，さらにマルチコアなどのテクノロジーにより高性能を実現するアーキテク
チャー設計は，組み込みシステム開発の大きな課題である．本論文では，リバース・モデリング技術による既
存システムのモデル化と，機能要求に基づく変更をそのモデルに適用する，モデルによるアーキテクチャー設
計の手法について述べる．またシステム・パフォーマンスを検証するモデル・シミュレーション手法について述
べる．これらの手法をアーキテクチャー設計に適用することで，高位レベルでのアーキテクチャー設計を可能
とし，またシステム開発初期であるアーキテクチャー設計の段階でパフォーマンスの評価を可能とした．
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As the functions and performance of embedded systems increase, software becomes more complicated and
enlarged. High-performance architecture development that utilized both new technology such as the multicore and software assets effectively, is a big issue in embedded system development. This paper reports on
the method of model-based architecture design and the modeling technology of the existing system by
reverse modeling and performance simulation for embedded system through model.
Through our methodology it is possible to assess architecture design through performance evaluation in the
early stages of system development.
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1．はじめに
近年，マルチ・ファンクション・プリンター（MFP：Multi
Function Peripheral/Printer）に代表される組み込みシステ
ムでは，高性能化・高機能化の市場要求に対応してシス
テム性能は年々向上している．演算処理を担うプロセッサー
などに用いられる半導体の製造技術においては微細化・高
クロック化に依存した処理性能の向上が発熱，消費電力の
急激な増加により鈍化している．この問題を解決する 1 つ
の方法として，複数のプロセッサーによって分散処理を行う
システム・アーキテクチャーであるマルチコアの採用が挙げ
られる．マルチコア・アーキテクチャーを採用したシステム
においては，並列動作が可能な複数のプロセッサーに割り
当てる処理を最適化することが高いシステム性能の実現に
おいて重要である．他方，近年の組み込みシステムは高機
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能化に伴って肥大化した既存のソフトウェア資産を有してい
る．さらに長年の差分開発の繰り返しの結果，ソフトウェア・
アーキテクチャーは複雑化している．この肥大化・複雑化し
た既存のソフトウェアを解析し，有効に活用することが効果
的なアセット・ベース開発を実施する上で重要である．しか
しシングル・プロセッサーを前提に構築された既存ソフトウェ
アを並列処理に適したアーキテクチャーに変更し，システム
性能を向上させることは既存ソフトウェアの解析だけで実現
できないことが課題となっている．
また，アーキテクチャー開発において，構築したシステム・
アーキテクチャーが性能要件を満たすことを，開発の初期
段階で確認することは，製品開発におけるリスクを大幅に軽
減する．詳細設計・実装などの工程が開始された後，性能
要件が満たされないことが判明した場合，手戻りに要する
時間と開発コストの増加による製品開発への影響は甚大な
ものとなる．これらのリスクを回避・軽減するために開発の
初期段階においてシステム・レベルでのパフォーマンスのシ
ミュレーションが実施できることは極めて有効である．既存
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から受け入れテストまでが網羅されているが，既存システム
のソフトウェア資産を有効に活用することに対してのプロセス
は定義されていない．筆者らは，図 2 に示すアセット・ベー
ス開発の 1 つの手法を加えたモデル駆動型開発手法を定
義した．
技術文書である仕様書などのドキュメント解析，ソース
コードの静的解析，実機処理の実行トレースによる動的振
舞解析の 3 つのリバース・モデリング技術によって，既存ソ
フトウェアをアセット化するプロセスを一般的な V 字プロセ
スに追加した．機能要求の段階において新規の要求文書
や要求元へのインタビューによる要件定義の結果と，リバー
ス・モデリングの結果に基づいた要求モデルとしての振舞
モデルを作成することで新規システムの振舞を高い精度
で再現することが可能になる．そのモデルを用いてモデル
ベース・シミュレーションを実行，シミュレーション結果をモデ
ルに反映することで，高位レベルでの機能とパフォーマンス
の評価を実現する．これらの技術群 , すなわち既存技術か
らモデル駆動開発への橋渡し技術であるリバース・モデリ
ング技術と，設計の初期段階のアーキテクチャー設計にお
いてシステム・レベルでのモデルによる性能解析を行う手法
を Smarter Engineering の 1 つとして位置付けている . 前
述のモデル駆動型開発プロセスにおいて，
UML により記述した振舞モデルに新規開
Acceptance testing
発した性能評価モジュールを組み込むこ
と
Model based
test scenario development
で，シミュレーションに用いるモデル作成の
省力化を実現した．
System testing
本論文では開発プロセスの初期段階に
Model based
おいてモデルにより効果的なパフォーマン
test scenario development
ス・シミュレーションと評価を行い，評価結
Integration testing
果をシステム・アーキテクチャー設計に反
Model based
映する手法について述べる．
test case development

のシミュレーションによる性能の評価手法としては，SystemC
に代表される HDL（Hardware Description Language）を
用いた手法［1］［2］［3］，独自のモデル記述言語で作
成されたモデルを用いるシミュレーション手法などがある［4］
［5］．詳細化した設計や実装を開始する以前に，モデルに
よって高位レベルでシステムを抽象化して記述，性能シミュ
レーションの結果を反映してアーキテクチャーを確定すること
は，有効な手法である．
筆者らは，そのモデル記述に OMG（Object Management
Group）［6］ の 提 唱 する統 一 モデリング 言 語（Unified
Modeling Language：以下，UML）を採用した．UML はエ
ンタープライズ・システムの開発においてソフトウェア・アー
キテクチャー設計に広く使われるモデリング言語である．
UML を使用することで，システム・アーキテクチャーを設
計の各段階に必要な粒度で抽象化し，その構成を可視化
することが可能となり, さらにシステム・アーキテクチャーの
構成変更も容易となる．また UML はオブジェクト指向言語
に基づいた記述方法であるため，システム設計・実装の段
階においてモデルを活用できる．
一般的に，モデル駆動型開発は図 1 に示すような V 字
開発プロセスで示される．この開発プロセスでは要件定義

❸
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2．パフォーマンス・シミュレーション

2.1 パフォーマンスの評価対象
マルチコア・アーキテクチャーを採用す
る目的 は，MFP の
印刷処理の性能
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を向
上 することで
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価する．また，AMP
Architecture Analysis
model
Unit testing
Integration test planning
（
Asymmetric
Model based
Design,
model
test case development
Multiprocessing：
Model based design Analysis
Unit test planning
非 対 称 型 マルチ
Automatic Code generation
プロセッサー）
構
図2. われわれの提案するモデル駆動型開発プロセス
図1. 一般的なモデル駆動型開発のV字プロセス
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Scheduler
param:PARAM
jobQueue:jobQueue
busyFlagSch:int=0
busyFullSch:int
mpuCnt:int

SysModule()
evWorkAssigned()
evDoneWork()
1...*
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SysModule
sender:SysModule*

getTask():Scheduler::Task
chkTaskEmpty():bool
evDoWork(sender:SysMo...
evWorkAssign()

Scheduler::jobQueue

❷
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Scheduler::MPU
id:int
idHex:int
cum:int=0
size:int

first:bool
jobSize:int
sender:SysModule *

❸

evSetID(id:int,sender:Sche...
evMpuTaskDo()

図5. スケジューラー・モジュール・クラス図

図3. アーキテクチャーの振舞モデル
図6. メモリー・リソース・モジュール構成

MemSysModule
evAllocSuccessed(id:int,...
evAllocFailed(id:int,size:int)
evDeallocSuccessed(id:i...
evDeallocFailed(id:int,siz...
evMemAreaGetSuccess...
evMemAreaGetFailed(tot...

1...*

1

MemMgr
totalSizeFull:int
totalSizeFree:int
memAreas:MemArea
evSetMemMgr(FullSize:int)
evMemAlloc(id:int,size:int,r...
evMemDealloc(id:int,size:i...
evMemReset(id:int,request...
MemMgr::MemArea
sizeFull:int
sizeFree:int
active:bool=true

図4. スケジューラー・モジュール構成

図7. メモリー・リソース・モジュール・クラス図
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2.2 モデルの構成と特徴
UML で記述したシステム・アーキテクチャーの振舞モデ
ルは，システムの機能，すなわち振舞をモデル化したもので
あり，
ソフトウェア開発における詳細設計に活用できる．一方，
パフォーマンス・シミュレーションに用いるモデルは，振舞モ
デルに加えて評価の対象となる処理時間を取り扱うことが
必要である．さらにメモリー使用量において，メモリー・リソー
スの取得・開放の動作と，それらに伴って変化する使用メ
モリーのサイズを管理する機能が必要となる．
そこでリバース・モデリング結果を用いて既存システムの
アーキテクチャーを現す振舞モデル（図 3）を作成した．処
理時間を管理するスケジューラー機能，メモリー使用量を管
理するメモリー・リソース管理機能を振舞モデルに組み込む．
振舞モデルから，
振舞単位の処理時間データをスケジュー
ラー・モジュール（2.2.1 に後述）に，メモリー取得・開放
情報をメモリー・リソース・モジュール（2.2.2 に後述）にそ

れぞれ通知することでシステム全体のパフォーマンス・シミュ
レーションを実現する．ここで，スケジューラー・モジュール
とメモリー・リソース・モジュールを総じて性能評価モジュー
ルと呼ぶ．この性能評価モジュールを外部モジュールとして
独立させ，さらに性能評価のためのモデリング用にライブラ
リー化した．これによりアーキテクチャー開発者は，モデル
作成において性能評価モジュールをモデルごとに個別に作
成する必要がなく，アーキテクチャーの振舞モデルの検討
作業に注力することが可能である．シミュレーション環境に
は Rational の Rhapsody［7］のモデル実行機能に加えて，
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成のマルチコア・アーキテクチャーではそれぞれのプロセッ
サー・コアに特定の OS とプロセスを割り当てるため，メモリー
使用量はシングル・プロセッサー構成に比べて増加する傾
向にある．組み込みシステムに搭載するメモリーは，製品コ
ストを支配する主要コンポーネントの 1 つであるとともにシス
テムの性能も左右する．システム性能の低下を招くことなくシ
ステム全体のメモリー使用量を抑制することは，アーキテク
チャー設計において極めて重要である．印刷性能とメモリー
使用量がパフォーマンスの評価の対象である．
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能ごとに割り当てられるメモリー・リソースの使用量
を表現するモデルである．同モジュールは機能ご
メッセージ・キュー
とに割り当てる個別のメモリー領域と，振舞モデル
OS
OS（最小構成）
に対するインターフェース部の 2 つのモデルで構
メッセージ・キュー
メインMPU
サブMPU
成する．振舞モデルには，メモリー獲得・開放を
表現する個所にメモリー・リソース・モジュールへ
メモリー
のメモリー獲得・解放要求の送信と処理完了を受
メインMPUのメモリー領域
サブMPUのメモリー領域
信する，シグナル送受信部を追加する．メモリー・
共有
内部表現
内部表現
メモリー
リ
ソース・モジュールは，受け取ったメモリー獲得・
その他
ラスター・データ
その他
データ
データ
領域
領域
格納用領域
領域
開放要求に基づいて割り当てられたメモリー領域
格納要領域
格納要領域
の残量からその要求の可否を判断し，要求の成
図8. マルチコア・モデル構成
功・失敗を振舞モデルに通知する．振舞モデル
は，受信した成功・失敗通知に応じて次の処理
ステップに移行する．メモリー・リソース・モジュー
マルチコア・アーキテクチャーにおいて並列処理時間をシミュ
ルの UML 表現を図 7 に示す．メモリー・リソース本体を表
レーションするタイマー機能を新規開発した．
す MemMgr クラスは，内部クラスとしてメモリー領域を表す
MemArea クラスを持つ．
2.2.1 スケジューラー・モジュールの構成と動作
スケジューラー・モジュール（図 4）はシステムの時間
経過を表現するモデルである．スケジューラー・モジュール
処理時間
は振舞モデルから受け取った処理時間データを登録する
現行機モデルでの実行結果
ジョブ・キュー，MPU などの処理を行うハードウェア・リソー
印刷データ受信
1ページ目処理
ス，振舞モデルに対するインターフェース部の 3 つのモデル
内部表現生成
で構成する．振舞モデルには時間経過の表現に加えスケ
内部表現処理
ジューラー・モジュールへの処理時間データの登録要求を
印刷準備
振舞モデルに送信，スケジューラー・モジュールからの処
印刷
理完了を受信するシグナル送受信部モデルを追加する．ス
ドラム間移動
ケジューラー・モジュールは振舞モデルから処理時間デー
排出
タをジョブとして受け取りジョブ・キュー・モデルに登録する．
2ページ目処理
次に登録されたジョブをモジュール内の 1 個もしくは複数個
内部表現生成
内部表現処理
のハードウェア・リソース・モデルへ割り当てを行うことで処
印刷準備
理時間データの経過をシミュレーションする．処理完了後，
印刷
振舞モデル側に通知を行うことで振舞モデルは次の処理ス
ドラム間移動
テップに移行する．
排出
スケジューラー・モジュールの UML 表現（図 5）におい
てスケジューラー本体を表す Scheduler クラスは，内部クラ
処理時間
並列化モデルでも実行結果
スとしてジョブ・キューを表す JobQueue クラス，ならびにハー
印刷データ受信
ドウェア・リソースを表す MPU クラスを持つ．
1ページ目処理
振舞モデルに対するインターフェース部は振舞モデルの
内部表現生成
基底クラスとして SysModule を定義し，振舞モデル・クラ
内部表現処理
メモリー解放タイミング変更
スからの継承によりスケジューラー・モジュールと振舞モデ
印刷準備
ルの間でシグナル送受信を実現する．振舞モデルに複数の
印刷
ドラム間移動
スケジューラー・モジュールを組み込むことで，処理に応じ
排出
て異なるプロセッサーを割り当てる AMP 構成を表現するこ
2ページ目処理
とを可能とした．さらにスケジューラー・モジュール内のプロ
処理時間短縮
内部表現生成
セッサー並列数によりSMP（Symmetric Multiprocessing
内部表現処理
: 対称型マルチプロセッサー）構成の並列度を表現するこ
印刷準備
とも可能である．
印刷
ジョブ
管理
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内部表現
生成

内部表現
処理

内部表現
生成

ドラム間移動

2.2.2 メモリー・リソース・モジュールの構成と動作
メモリー・リソース・モジュール（図 6）は，システムの機
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排出

図9. プリント処理タイミング・チャート

処理に割り当てたメモリー領域の使用状況を再現する．次
に動的振舞解析によって取得した現行機の各処理に要す
る処理時間，メモリー取得と解放動作の測定データからス
ケジューラー・モジュール，メモリー・リソース・モジュールに
設定する性能データを作成し，振舞モデルから同データを
設定した．

図10. 2ページ連続印刷時の並列化効果
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2.5 パフォーマンス・シミュレーションの実施
前述の環境におけるモデル・シミュレーションによって処理
時間とメモリー使用量を評価するためのパフォーマンス・シ
ミュレーションを実施した（図 9）．シングル・プロセッサー構
成を採用する現行機モデルでは，1 ページ目の内部表現処
理が完了した後に 2 ページ目の内部表現生成を開始する．
マルチコア・アーキテクチャーを採用した並列化モデルでは
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2.4 性能評価モデルの作成
プロセッサー数 2 台の AMP 構成を適用した MFP のアー
キテクチャー・モデルを作成した．パフォーマンス・シミュレー
ションに用いたデータは電子情報技術協会（JEITA）が定
める印刷性能の評価用画像データである．またパフォーマン
ス・シミュレーションにおける MFP の動作は , 上記の評価
用画像データの連続印刷である．内部表現生成は MPU1，
MPU2 それぞれに奇数ページと偶数ページを割り当てる
（図
8）．メイン・プロセッサーである MPU1 で動作するソフトウェ
アは内部表現生成が奇数ページだけであることを除いて現
行システムと共通である．サブ・プロセッサーである MPU2
では最小構成の OS と偶数ページの内部表現生成が動作
する．このアーキテクチャーを採用することにより，既存シス
テムのソフトウェアからマルチコア・アーキテクチャーへの変
更は内部表現の生成に限定されることになり変更規模は小
規模である．
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2.3 MFPのモデル化
MFP のモデル化にあたり対象となる動作は連続印刷であ
る．まず，文書解析や動的解析によるリバース・モデリング
の結果から現行機の振舞モデルを作成した．静的解析の
結果，プリント処理は以下の処理で構成されることを確認し
た．
ホストPC から受信した Post Script などの印刷記述言語
データはプリンター内部のデータ処理に適した表現に変換さ
れる（内部表現生成）．
その後，生成した内部表現をラスタライズ処理により画像
データに変換（内部表現処理）し，印刷エンジンに送信
する．印刷エンジンではスタートアップ処理である印刷準備，
印刷，ドラム間移動，排出の順に処理が実行される．この
ほかに，これらのプリント処理の複数ジョブや，コピー／ Fax
などの MFP のジョブ管理機能を行う処理がある．
次にリバース・モデリング手法である現行機の動的振舞
解析とボトルネック解析を実施した．上記解析の結果から，
内部表現処理にシステム・パフォーマンスのボトルネックがあ
り，かつ並列化により性能向上が見込める処理が存在する
ことが判明した．そこで，このボトルネックを解消するために
対象処理を並列処理する新規アーキテクチャーの振舞モデ
ルを作成した（図 8）．
新規アーキテクチャーとして
AMP を採 用する．振 舞モデル
において，プロセッサーやハード
ウェア・アクセラレーターなど，
ハー
ドウェア・リソースでの処理を表
現する個所にスケジューラー・モ
ジュールを組み込む．内部表現
生成をページ単位で分割しそれ
ぞれの MPU に割り当てる．ジョ
ブ管 理と奇 数ページの内 部 表
現生成ならびに内部表現処理
は MPU1 に，偶 数 ページの内
部表現生成と内部表現処理を
MPU2 に割り当てる．さらに既存
の 4 個のハードウェア・アクセラ
レーターを表現するため，合計
6 個のスケジューラー・モジュー
ルを使用する．またシステム・メ
モリーとして 1 個のメモリー・リ
ソース・モジュールを使用し，各
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振舞モデルに対するインターフェース部は，
スケジューラー・
モジュールと同様に基底クラス MemSysModule を定義し，
振舞モデル・クラスからの継承によりメモリー・リソース・モ
ジュールとの間でシグナル送受信が可能となる．
スケジューラー・モジュールによる印刷性能のシミュレーショ
ンと同時にメモリー使用量をシミュレーションすることで，振
舞に対応したメモリー使用量の推移と最大値の評価を可能
とした．

❸
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計 8 回のメモリー不足に伴うストールを観測
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初と最後のページを除いて計 8 回のメモリーストールが発
生する．
この問題に対してメモリー領域の開放タイミングを現行の
排出（用紙排出処理完了）後から印刷処理完了後へ変
更することによって
（図 9），
メモリー使用量のピークはメモリー
容量全体の 94％となりストールは解消される（図 12）．
この変更によって現行システムに搭載されるメモリー・サ
イズを拡大することなく並列処理を実現することが可能であ
ることをシミュレーションで確認した．

3．結論
システム・アーキテクチャー設計の初期段階において，シ
ステムを UML モデルで作成し，それを用いたモデル・シミュ
レーションにより，性能の評価を実現し，マルチコア構成を
採用することによる性能向上の有効性を示すことができた．
さらにメモリー・リソースのモデル化とモデル・シミュレーショ
ンにより，マルチコア構成の採用に伴うメモリー使用量の評
価を可能としシステムに搭載するメモリー容量を現行機から
増加することなく性能向上が実現できることを示した．以上
のように本論文で提案する手法は，アーキテクチャーの変更
に伴うシステム性能の検討に有効と考える．
今回は，アーキテクチャー開発時の制約として既存ソフ
トウェアの変更量を抑制するため，内部表現生成，内部
表現処理の一部を MPU2 に振り分ける AMP 構成の検討
に限ってシミュレーションを行ったが，UML で記述したスケ
ジューラー・モジュールでは，1 個のモジュール内のプロセッ
サー多重度を 2 以上に設定することで，SMP 構成のシミュ
レーションを行うことが可能である．
今後の課題として，システムの性能を大きく左右するコミュ
ニケーション，すなわちバス接続や通信の帯域幅のモデル
化とシミュレーションによる評価が重要であると考える．
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図11. メモリー使用量の遷移
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このタイミングを変更し，1 ページ目の内部表現生成と同時
に 2 ページ目の内部表現生成を開始する．この並列化の
効果により，2 ページ目の排出完了までの処理時間の短縮
が可能となる．印刷準備が終了した以降の処理は MFP の
プリンター部分の機械的な動作に制約を受けるため，マル
チコア化による処理時間短縮は望めないと判断した．
評価用画像データから内部表現生成と処理時間比率
の異なる 5 種類のデータを組み合わせて合計 25 パターン
で 2 ページ連続印刷のモデル・シミュレーションを実施した
（図 10）．
このシミュレーションにおける処理時間の評価結果により，
最大 22.0%，平均 8.3% の処理時間短縮が達成でき，マ
ルチコア化による印刷性能の向上を確認した．
メモリー使用量においては A3 用紙サイズの連続印刷時
にラスター・データ格納用メモリー領域の不足，すなわち
印刷中にメモリー不足によるストールが発生することをシミュ
レーションによって確認した（図 11）．
原因は内部表現生成を並列化したことによりラスター・
データを生成するための作業領域の確保によるメモリー使
用量の増加である．
ラスター・データの生成におけるメモリー使用量は用紙
の大きさと連続印刷の枚数に比例して増加するが，図 11
に示すように連続して 10 ページの印刷を行った場合，最
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図12. タイミング変更後 メモリー使用量遷移
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