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はじめに

最近の自動車は全て、大衆向けの家族用ミニバンもF1レーシングカーも、パワートレイン制御モジュール（PCM）を備えています。これは、エンジ
ン制御モジュール（ECM）とトランスミッション制御モジュール（TCM）を組み合わせたものです。高性能ハードウェアと高度な組み込みソフトウェ
アが密接に統合されたPCMによって、車両の路上でのパフォーマンスが最終的に決まります。PCMを設計するソフトウェアアーキテクトは、自動車
業界で最も困難な作業の1つに直面しています。数千のエラーコードが発生する可能性がある中、何百もの可動部品を電子的に制御、統合す
るという作業です。

燃費や環境、安全の基準が高くなるのに合わせて、PCMはますます複雑になり、PCMの設計も、さらに困難になっています。開発者は、これらの
課題に対応するため、さらに洗練されたコンパイラとパフォーマンス最適化ツールを必要としています。

PCMの進化[1]

パワートレインは、車両運動の中心です。パワートレインには、エンジン（シリンダーブロックとシリンダーヘッド、コネクティングロッドとクランクシャフト、
ピストン、ターボチャージャー、バルブトレインなど）、排気システム、トランスミッション、ドライブシャフト、サスペンション、ホイールが含まれます。通
常、PCMは、アイドル回転数、可変カムタイミング、シフトスケジュール、点火、触媒温度、電子スロットル、燃料圧、ミスファイヤ検出、クルーズコン
トロール、ノッキング検出など、100を超える要素を制御します。これらの各側面を複数のエラーコードと関連付け、車のいずれかのサブシステムでの
問題発生を示すことができます。これらのエラーの1つが発生すると、通常はダッシュボードの「エンジンチェック」ライトが点灯します。

ドライブトレインの電子制御装置は、1970年代に導入されました。1980年代になると、デジタル/アナログのハイブリッドのエンジン制御システムが
広く使用されるようになり、アナログセンサーが電子ROMチップと組み合わせて使用されました。電子ROMチップには、さまざまな機械式エンジン制
御装置を起動するために使用されるデータが保管されました。（1）1990年代には世界中で環境規制が始まり、自動車業界は、触媒コンバー
ター、さらに高度な電子エンジン制御、燃料噴射装置などの電子式排ガス制御装置で対応しました。点火システムが複雑になるにつれて、エンジ
ン制御ユニット（ECU）も複雑になり、混合気の制御が改善されました（図1）。

PCMを含む自動車ECUの世界市場は、2020年には、ほぼ460億米ドルに達すると予想されています（2）。この成長は、費用効率の高い新
機能を可能にする技術進歩と、複数の市場動向によって活性化されています。

図1. パワートレイン制御モジュール（PCM）が
車両の動きに伴って何百個もの部品を電子的に制御、統合
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 � 燃費と環境規制。PCMは、厳しい排気ガス規制に適応する必要があります。例えば、米国企業平均燃費（CAFE）は現在27.8 mpgで
あるのに対して、2025年には54.5 mpgになります。（3）「ディーゼルゲート」とも呼ばれた、2015年のフォルクスワーゲン排気ガス不正事
件で証明されたように（4）、PCMの機能は、規制機関によって詳細に調査されています。その結果、PCMの設計は、これまでより重要にな
っています。

 � 厳しい安全要件。自動車業界において、安全性は、以前からずっと最優先事項ですが、先進運転支援システム（ADAS）と自律走行車
の出現によって、安全性は、さらに重要になっています。

 � ハイブリッド電気自動車。ハイブリッド電気自動車用のPCMは、従来のエンジンだけでなく、電気エンジン、バッテリー充電、ギアボックス管理も
制御する必要があります。

新しいPCM機能に対応するため、PCMメモリーのアーキテクチャーは、ますます複雑になっています。これらのメモリーアーキテクチャーを最大限に活
用するため、PCM開発者は、メモリー構成とパフォーマンス最適化をサポートする、コンパイラやリンカーなどの最先端のソフトウェア開発ツールを必
要とします。

 � 優れたパフォーマンス。今日のPCMアプリケーションは、信頼性が高く、エネルギー効率に優れ、メモリー性能が改善された、高速のマルチコ
ア32ビットマイクロプロセッサーを必要とします。最先端のコンパイラを選択すると、タイミングやメモリーアクセスの目標達成に役立ちます。さら
に、PCMの真の「頭脳」である組み込みソフトウェアは、緻密に作成され、マイクロプロセッサーの低レベルパフォーマンス機能にアクセスできる必
要があります。特に、ハイブリッド電気自動車や標準規制では、異なる燃料タイプや地理的要件に対応するため、アプリケーション固有のアル

PCM設計の課題

PCM設計者は、いくつかの共通の課題（図2）に直面しています。

 � 故障解析。センサーはPCM部品よりもずっと頻繁に故障します
が、PCMの組み込みソフトウェアは、ECMの故障とセンサーの故
障をどのように区別するのでしょう? 組み込みソフトウェアモジュール
は、それらを区別し、適切な是正措置を開始できる必要がありま
す。2013年の研究は、エンジン損傷の早期診断は、きわめて重要
であること、また、電子制御システムの不具合、不適切な点火時
期、エンジン管理の動作不良によって、エンジンが完全に破壊される
場合があることを示しています。（5）

 � 安全要件。時速90kmで突然ギアがバックに入るのは困ります。燃
料混合比やタイミングが適切でないと、誤ったスパークが発生し、大
惨事を引き起こす可能性があります。PCMは「フェールセーフ」である
ことが必要です。つまり、最高の自動車安全度レベルであるASIL D
に準拠する必要があります。何か不具合が起こった場合、そのエラー
を検出し、システムを一定の時間内に安全な状態にする必要があり
ます。信頼性が高く障害レベルが低い認定ハードウェアや、ロックステ
ップ実行が可能なマイクロプロセッサーを選択すれば、安全性を高め
ることができます。ソフトウェア開発ツールの強力なデバッグ機能や安
全チェック機能も有益です。

活躍するパワートレイン制御モジュール（10）

F1レーシングカーは、パワートレイン制御モジュール（PCM）
の力量を試します。例えば、サーキットの性格によって、エンジ
ンマッピングを大幅に変更する必要があります。（モナコグラン
プリなど）低速でカーブが多いコースでは、エンジン制御システ
ムは、ペダル操作の前半を非常に敏感にすることによって、ドラ
イバーの細かなスロットル制御を支援する必要があります。イタ
リアグランプリなどの高速サーキットでは、ドライバーはスロットル
をより大胆に使用する必要があります。小さな動きだけでエン
ジンがフル加速するようアクセルを設定します。

F1レーシングカーには100 ～ 150個のセンサーがありま
す。20ミリ秒ごとに読み取りが行われ、毎秒100KB ～ 
0.5MBのデータが生成されます。グランプリ1回の週末
で、100GB（DVD約250枚分）のデータが作成される場
合があります。

 � 消費電力。エレクトロニクスのほとんどの分野と同様に、計算能力が大きいほど、エネルギー消費量も大きくなります。しかし、消費電力が大き
いPCMは、コスト効率が低く、パフォーマンスに影響する過剰な熱を発する場合があります。緻密に書かれたコードを、エネルギー効率の良いハ
ードウェアで実行するのが、エネルギーの問題に対応する最適な組み合わせです。

 � 過酷な動作環境。南極以外で、高度な電子部品を置くのに最悪の場所は、おそらく自動車のボンネットの下でしょう。過度の振動、大きな
温度差（-40°C ～ 125°C）、点火システムからの激しい電波障害のため、PCMをきわめて堅牢化、高耐久化し、一方で約60立方イン
チ（約6 × 5 x 2インチ）の空間に搭載する必要があります。
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ゴリズムや較正データセットの数が大幅に増えています。PCMメモリの要件は、過去10年間でほぼ8倍に増加し、今後も増加し続ける見込み
です。ハイブリッド自動車と電気自動車の合計生産額は、2020年には1160万米ドルに達し、年平均成長率は28％を超えると予測されて
います。（6）

 � 安全な接続。最新のPCMは、フル機能の無線（OTA）更新のサポートを始めつつあります。OTAのソフトウェアコンポーネント更新は、コス
トのかかるリコールを避け、その寿命の間ずっと、車両のシステムを最新状態に保つのに役立ちます。2015年には、ほぼ900回のリコールで
5,100万台を超える車両がリコールされました。（7）もちろん、重要な自動車部品を更新する際、最大の関心事は安全です。これは、
未来の話ではありません。最近、世界屈指の規模と期間を誇るコネクティッドカーとオートモビリティのカンファレンスであるTU-Automotive 
Detroit 2015で、次世代のコネクティッドカーソリューションが実演されました。（8）また2015年には、Navistar Inc.が、大型商用車メー
カーで初めて、その国外向けトラック製品群でOTA制御モジュールを採用し、Wi-Fi対応PCMを使用しました。

 � OTA ECM市場は、今後10年、2桁の年平均成長率を示すことが期待できそうです。（9）PCM開発者は、統合ハードウェアセキュリティモ
ジュール（HSM）、暗号化、改ざん検出をサポートするマイクロプロセッサーやソフトウェア開発ツールを選択することで恩恵を受けることができ
ます。

図2. パワートレイン制御モジュール（PCM）のソフトウェア開発者は多くの設計課題に直面
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ハードウェアの最適化。一部のコンパイラは、特定のマイクロプロセッサー向けに最適化されており、安全性、セキュリティモジュールやタイミングモジュ
ール、複数コアなど、機能の有用性を最大化しています。このようなコンパイラは、効率的でコンパクトなコード、つまりサイズはできるだけ小さく、実
行速度はできるだけ速いコードを生成します。開発者が関連ハードウェア機能（HSM、GTM、複数コア）の全てに対応できるコンパイラスイート
は、製品化までの期間を大幅に改善します。ほぼ全てのコードを、アセンブリではなく高水準のCで作成できるからです。また、全てのハードウェアコ
ンポーネントのデバッグ情報を単一のツールスイートから得ているため、互換性が保証され、デバッグが簡単になります。

ピンマッピングおよび他の低レベルのインターフェイス。高度な車載用マイクロプロセッサーには、100 ～ 600本のピンがあります。ピン割り当てを手
動で追跡すると、退屈で時間もかかり、間違いを起こしやすくなります。特に、オンチップ周辺モジュールが複数ある高度なPCMアプリケーションで
は、その傾向が強くなります。ピンマッピング機能や、低レベルのドライバー、ヘッダーファイル、リアルタイムOS（RTOS）を設定するためのインターフ
ェイスを備えたソフトウェア開発スイートを選択してください。

業界コンプライアンスと互換性。アセンブリ言語でも十分ですが、通常は、CまたはC++で、パフォーマンスが最適なPCMアルゴリズムを作成する方
が、ずっと簡単です。お好みの言語をサポートしており、信頼性が高い、ISO準拠、競争力がある、フル機能、互換性がある、使いやすいと評価さ
れているコンパイラを選択してください。選択したコンパイラは、Perennial®やPlum Hall[sak2] [JG3] ®など、権威ある評価基準に準拠して
いる必要があります。また、現実の大規模PCMアプリケーションや、業界ベンチマーク標準（NullstoneやEEMBC[AH4]など）でテストされてい
る必要があります。[5] 

干渉がない。安全性を最重要視するPCMソフトウェア開発者は、ASIL分類が非互換のソフトウェア要素間の干渉がアプリケーションで発生しな
い組み込みソフトウェア開発スイートを高く評価するでしょう。最先端の干渉回避ツールは、仕様と照合して危険なコード構文がないかをチェックす
る従来の静的解析ツールの域を越えており、ハードウェアと密接に連携して、ISO 26262要件と従来のソフトウェアテストとの間にあるギャップを埋
めます。

ASPICE CL2のサポート。Automotive SPICE®（ASPICE）は、車載ソフトウェア開発プロセスを設計、評価するための標準フレームワーク
です。効果的な実装によって、プロセスと製品品質が改善されます。

PCM開発の最先端を走り続ける

ADASやハイブリッド電気自動車など、自動車業界におけるイノベーショ
ンだけでなく、燃料消費量やガス排出量を減らし、安全性を高めるため
の継続的な取り組みによって、PCM組み込みソフトウェアは、ますます複
雑化します。業界をリードする革新的なハードウェア/ソフトウェア開発ツー
ルを使用することによってのみ、このようなPCMを設計することができます。

図3: 高品質ハードウェアと、密接に統合されたコンパイラとの組み合わせが高速で効率
的なコードを生成

グローバルな規制と減り続ける予算のため、PCMアプリケーション設計者
は、コスト効率や性能が高く十分に準拠したパワートレインシステムソリュ
ーションを選択する必要があります。密接に統合された安全性の高いハ
ードウェア/ソフトウェア開発ツールを使用すれば、ハイブリッド電気自動車
の管理やOTA PCM更新の提供など、PCM設計の課題を克服し、パワ
ートレインイノベーションの最先端を進み続けることができます。

適切なハードウェアとツールで状況は一変する

適切なマイクロプロセッサーを使用すると、安全性、セキュリティ、パフォーマンスなどの気になる領域に対応する具体的な機能を提供することによっ
て、PCM設計の課題を最小限に抑えることができます。自動車業界で多用されており、ロックステップ実行、統合HSM/汎用タイミングモジュール
（GTM）、ハードウェア高速フーリエ変換（FFT）を提供するマルチコアのマイクロプロセッサーを探すべきです。これらの機能によって設計が容易
になります。ハードウェア自体で力仕事を行うため、ソフトウェアで全ての作業を行う必要はありません。

マイクロプロセッサーの他に、コンパイラや関連するソフトウェア開発ツールも、開発とテストを簡単にすることによって、組み込みソフトウェアの製品化
までの期間を大幅に短縮できます。求めるべきコンパイラ機能は次のとおりです。
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