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車載用アプリケーション開発を支援

クルマに必要なセーフティクリティカルなソフトウェア機能は、従来、個別のシングルコアが Electronic Control Unit (ECU)
に使用されてきました。そのため、安全機能要件やAutomotive Safety Integrity Level (ASIL)が異なる各種の機能を物理
的に絶縁し、互いの干渉から守ることは容易でした。

 

しかし今日では、配線のコストやエネルギー消費を抑えるため、多くのシングルコアECUを単一のマルチコアECUにまとめるこ
とが一般的です。このような新しいやり方では、安全要件やASILレベルが異なる複数の機能を、物理的な絶縁体のない同一の
ECU上に共存させる必要が生じます。 ISO 26262 [5]では、すべてのソフトウェアコンポーネントを（パーティションがない限
り）最高のASILレベルに到達するまで開発すること、およびソフトウェアパーティションの間で干渉が発生しないことが求められ
ています[6]。
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すべてのソフトウェアコンポーネントで最高のASILレベルを実現するのは高コストであることから、これを回避するため、多くのソ
フトウェアサプライヤーは、ソフトウェアパーティションと Memory Protection Units (MPUs)を使うようになりました。MPU
は、メモリアクセスで干渉を発生させないために ISO 26262 [6]が推奨している方法の一つであり、今日最も一般的に使われて
いる手法でもあります。しかし、MPUを不適切に使用すると、その出荷先の現場で安全上の重大な故障が起き、甚大な財務・法
務関連リスクが生じる恐れがあります。特に、MPUを使用する際は、以下のような問題が発生しやすいことが知られています。

• MPUは、適切な構成が難しいことで有名です。MPUをオンにすると、コーディングや構成に関するわずかな誤りを原因とし
て、多数の許容不能なMPUアクセス違反（トラップ）が発生する場合もあります。

• MPUの構成やコーディングの誤りを「トラップごとに」デバッグし、修正するには、多くの時間とコストがかかります。
• 特に例外的なコーナーケースも対象に含めた徹底的なテストを実施しようとすると、法外なほど高いコストがかかります[3]。
• MPUの構成やコーディングの誤り（MPUトラップを引き起こす原因となるもの）のすべてをテストによって検出し、排除するこ

とは困難です。また、誤りを検出できないままソフトウェアが市場の「現場」に出荷されてしまうと、結果として膨大なコストが
かかる事態が発生することもあります[1,2]。

• MPUを実装する決定が遅れたり、MPUのテストに時間がかかったりすると、バグの発見が遅れます。結果として、開発コスト
が増大します[1,4]。

本ガイドの以降のページでは、以上のようなリスクや問題を軽減するために開発されたTASKING Safety Checker toolの概
要について説明します。最初に、TASKING Safety Checkerの主な特徴を確認してから、ツールの使い方をステップごとに見て
いきます。最後に、TASKING Safety Checkerは、MPUトラップを引き起こすコードをリリースしてしまうリスクを最大95%も
低減できること、および、MPU関連のテストやバグ修正にかかるコストを69%も削減できることを解説します。

TASKING SAFETY CHECKERの概要

TASKING Safety Checkerは、現場でMPUアクセス違反が発生するリスクを、開発者が劇的に低減できるようになる、唯一の
自動化された解析ツールです。TASKING Safety Checkerは、MPUトラップをテストし、問題のコードを修正する際にかかるコ
ストも大幅に削減することができます。

このツールは、コンポーネントのソースコードにMPUトラップを引き起こすアクセス違反がないかを静的に解析します。その
際は、適切に構成されたMPUを使用し、考えられるあらゆる入力情報を用いて実行のシミュレーションを行います。この点
が、TASKING Safety Checkerと他の静的解析ツールとの違いです。他のツールでは、MPUアクセス違反とその他の情報（初
期化されていないメモリから読み取った情報やデータのオーバーフローなど）の解析は行われません。

特筆すべき点として、TASKING Safety Checkerは、ハードウェアを必要とせず、コードの実行も不要です。コードを変更した後
は、TASKING Safety Checkerを実行するだけで、一般的なコーディングの誤りを迅速かつ早期に検出することができます。提
供されたソースコードの考えられるあらゆる実行パターンも検討対象となるため、テストケースを作成するコストをかけずに、稀
なコーナーケースを含む非常に広い範囲をカバーすることができます。さらに、特定されたメモリアクセス違反のそれぞれについ
て、詳細な根本原因解析を実施し、結果を表示するため、MPUトラップをデバッグし、問題のコードを見つけて修正する作業にか
かるコストも不要になります。

このツールは、メモリアクセス違反を静的に（例：コードを実行せずに）特定するため、メモリアクセス権をより高い精度で指定す
ることができます。その際、ランタイムパフォーマンスに何らかの影響を及ぼすことは一切ありません。メモリアクセス権の精度を
高めることで、安全上の違反（例：同じ安全クラス内に分類されるものの、互いに遮蔽するべきソフトウェアコンポーネントの間に
おける安全上の違反）をより検出しやすくなります。

TASKING Safety Checkerは、ご希望の開発環境や継続的な統合の枠組みに容易に組み込むことができます。コーディングの誤りが
コードベース内に広まって高コストな波及効果を生む前の段階で、すぐにフィードバックを提供することにより、開発者の日常業務にお
けるコーディングの誤りから生じるコストを最小化することが可能になります。 
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TASKING SAFETY CHECKERを使ったワークフローの例

本セクションでは、TASKING Safety Checkerの使用例を示します。

1. 安全クラスの定義
最初に、TASKING Safety Checkerの入力フォーマット（例：「partitioning.saf」のファイル内。ツールの実行時にコマンドライ
ンオプションとして提供されるもの）を使って、MPUメモリアクセス権を定義します。これらの設定は別のファイルで提供されるた
め、TASKING Safety Checkerを使用する際は、ソースコードを変更する必要はありません。

#define W (__SAFETY_CLASS_ACCESS_RIGHTS_WRITE__) //write

#define X (__SAFETY_CLASS_ACCESS_RIGHTS_CALL__) //execute

#define N (0U) //none

//define different safety classes, e.g. ASIL levels

#define QM (0U) 

#define ASIL_A (1U)

#define ASIL_B (2U)

#define ASIL_C (3U)

#define ASIL_D (4U)

ヒント

メモリアクセス権の情報が既に構造化された形式で（例：アーキテクチャ資料などから）入手可能な場合は、TASKING 
Safety Checkerが求める入力ファイルを既存の情報から容易に生成することができます。その際は、grep、sed、friends
などの一般的な無償ツールを使用します。それ以外の場合は、入力フォーマットを使用すれば、安全要件を正式かつ検証
可能な形で確実に記録することができます。 
 
TASKING Safety Checkerの入力フォーマットは、C-preprocessorに対応しているため、読み込みがしやすくなってい
ます。したがって、以下のように、読みやすいマクロを使って各種の安全クラスを定義することができます。

//short cuts for access rights read, write, execute and none

#define R (__SAFETY_CLASS_ACCESS_RIGHTS_READ__) //read

エキスパート向けの注記

上記の一般的なASILレベル（A～D）のほかに、異なるソフトウェアコンポーネント間の干渉を検出し、防止するため、追加
的な安全クラスを定義することもできます。例えば、左と右のドアを個別に制御する2つのソフトウェアコンポーネントの間
でアクセスを制限するため、安全クラスLEFT_DOOR (5U)およびRIGHT_DOOR (6U)を定義することができますが、こ
れらに同一のASILレベルを設定することも可能です。

通常は、異なるASIL レベル（A～D）を互いから守るだけの精度が低めのアクセス権のみが、MPUに構成されます。なぜな
ら、それだけでもISO 26262の要件を十分満たすことができ、またMPUの使用によるパフォーマンスへの影響を制限でき
るからです。それでもTASKING Safety Checkerで、精度が高い追加的なメモリアクセス権を使用すれば、開発の早期段
階で、パフォーマンスに悪影響を与えずに、より多くのバグを見つけることが可能になります。
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2. 異なる安全クラス間におけるアクセス権の定義
アクセス権は、一連の構造体で定義され、各エントリのフォーマットは{Src, Dest, Rights}となります。初期設定では、すべての
安全クラスは、自クラスのみにアクセス可能で、他のクラスにはアクセスできないようになっています。こうすることで、アクセス権
が誤って有効化されるのを防ぎます。

__SAFETY_CLASS_ACCESS_RIGHTS__
{
/* Src Dst Rights */
{ QM, QM, N }, /* Disallow access between QM and itself */
{ ASIL_D, ASIL_B, W }, /* An ASIL D function is allowed to write ASIL B data */
{ ASIL_A, ASIL_B, X }, /* An ASIL A function is allowed to execute an ASIL B function */
{ ASIL_C, ASIL_D, R }, /* An ASIL C function is allowed to read ASIL D data */
{ LEFT_DOOR, RIGHT_DOOR, R }, /* only read access allowed */
{ RIGHT_DOOR, LEFT_DOOR, R } /* only read access allowed */

};

最後のステップでは、どの関数や変数がどの安全クラスに所属するかを定義する必要があります。

3. 関数、変数、アドレスの安全クラスへのマッピング
globalまたはstaticの変数や関数は、一連の構造体を使って、それぞれの安全クラスにマッピングすることができます。各エント
リのフォーマットは、下記の例の通り、{“filename.c”, “Regular Expression to match functions or global variables”, 
Safety Class}となります。

 

__SAFETY_CLASS_SELECTIONS__
{
/* FileMask, NameMask, SafetyClass */
{ “file1.c”, “*”, ASIL_A }, //”*” is a regular expression
{ “file2.c”, “*”, ASIL_B }, //everything in “file2.c” is assigned to safety class ASIL_B
{ “file3.c”, “f3”, ASIL_C }, //”f3” in file3.c is assigned to safety class ASIL_C
{ “file3.c”, “y”, ASIL_C } //global variable “y” in module “file3.c” is assigned to safety 
class ASIL_C

}; 

//safety areas allow to assign memory areas to safety class, e.g. to protect SFRs from 
unintended access
__SAFETY_CLASS_AREAS__
{
// StartAddress, Size, Class
{ 0x8004000, 0x200, ASIL_D }, //some SFRs
{ 0x8008000, 0x100, ASIL_D }

};

このステップで、TASKING Safety Checkerの構成は終わりです。次のステップでは、Safety Checkerの解析機能をソースに
適用します。

注：

ローカル変数は、それらが宣言されている関数の安全クラスを受け継ぎます。さらに、特定の安全クラスに明確にマッピン
グされていない変数や関数はすべて、安全クラス(0U)に自動的にマッピングされることにご注意ください（例の中でQMに
該当）。

次のステップでは、異なる安全クラス間のアクセス権を定義します。
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4. Safety Checkerの解析機能のソースへの適用
メモリアクセス権を指定した後は、ソースファイルを解析し、MPUアクセス権違反がないかを調べます。例として、以下の図でソー
スファイルを調べます。

図1 – ソースファイルでMPUアクセス違反の有無を解析

これらのソース内では、変数my_globalのアドレスは関数f2()に渡されます。関数f2()内では、my_globalのアドレスはpに格納
され、関数f3()に渡されます。関数f3()内では、my_globalのアドレスはqに格納されてデリファレンスされた後に、読み込みアク
ションが行われます。

__SAFETY_CLASS_SELECTIONS__（セクション3を参照）によると、f3()はASIL_C、my_globalはASIL-Aとなりま
す。__SAFETY_CLASS_ACCESS_RIGHTS__は、ASIL_CからASIL-Aへのアクセスを認めていないため、f3()のqを介した
my_globalからの読み込みは不正であり、MPUトラップを引き起こします（MPUが適切に構成されている場合）。

テストケースを指定し、テストで生成されたMPUトラップを追跡しなくても（その際に使用する複数のソースファイルは大きくて
複雑な場合もある）、TASKING Safety Checkerを使用すれば、特定されたメモリアクセス違反のそれぞれについて、根本原因
解析の結果を出力することができます。詳しくは次のセクションで説明します。

5. MPUメモリアクセス違反の修正
これまでのセクションの入力データに対してTASKING Safety Checkerを実行すると、以下の結果が生成されます。このツー
ルの根本原因解析の結果（出力）を使用すれば、各安全違反のソースを容易に特定することができます。

$ csaf file1.c file2.c file3.c partitioning.saf

csaf E498: [“file3.c” 5] safety violation reading “my_global” (class ASIL_A)

from “f3” (class 3)

csaf I899: [“file1.c” 6] the address of “my_global” is passed from

function “f1” as parameter #1 to function “f2”

csaf I898: [“file2.c” 5] parameter #1 containing the address of “my_global”

is passed from function “f2” as parameter #1 to function “f3”

csaf E499: [“file2.c” 5] safety violation calling “f3” (class ASIL_C)

from “f2” (class 2)

csaf E499: [“file1.c” 6] safety violation calling “f2” (class ASIL_B)

from “f1” (class 1)

3 errors, 0 warnings

安全バリア
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TASKING Safety Checkerが提供するアクセス違反に関する説明を読めば、問題について素早く理解し、数分以内に修正案
を作り、実装することが可能になります。修正が済んだらすぐに、ツールを再度実行し、ソリューションを検証します。IDE内から
TASKING Safety Checkerを実行する場合、開発者は、各出力メッセージをクリックするだけで、問題のソースの場所まで直接
飛ぶことができます。

開発コストとROIの比較
表1で、MPUトラップへの対処時に求められる各ステップを、TASKING Safety Checkerを使用しない場合と使用する場合と
で比較しました。3列目で、各アクティビティにかかるコストを相対的に比較しました（TASKING Safety Checkerを使用しない
場合：使用する場合）。

また、各ステップでTASKING Safety Checkerを使用した場合に、MPU関連のテストおよびバグ修正コストをどれほど削減
できるかも概算しました。控えめに計算して、MPU関連の合計開発コストのうち40%はテストの仕様作成、40%はテストの実
行、15%はコードレビュー、5%はバグ修正にかかると見られます。さらに、開発中、テスト中、および現場出荷後のバグ修正にか
かるコストの比は、それぞれ1:10:100と仮定しました[3]。

MPUトラップへの対処：
TASKING SAFETY CHECKERを使用

しない場合

MPUトラップへの対処：
TASKING SAFETY CHECKERを使用

する場合
コストの相対的な比較分析

メモリアクセス権を定義
（概念+MPU設定）

メモリアクセス権を定義
（概念+MPU設定）

1:1

手動のコードレビューで一般的な
コーディングの誤りを発見

一般的なコーディングの誤りを
自動ですべてチェック

100:1 このタスクのエンジニアリングに
かかる時間/コストを削減 = 約15%のコスト削減

テストケースを作成（カバー範囲を
広げるため特殊な条件も含む）

広範囲のコード（特殊な条件を含む）を
自動的に解析できるため、
テストにかかる労力を削減

3:1 = テストの仕様作成にかかる労力を
減らせるため、約13%のコスト削減[3]

テストを何回も実施するが、高コストなため、
コード変更後に毎回実施することはできない。
結果が出るまで時間がかかるだけでなく、修正も
高コスト

コード変更後に解析を毎回実施。
結果が出るまで時間がかからず、
早期に費用効果の高い修正が可能

10:1 [1] = バグを早期に検出できるため、
約36%のコスト削減[3]

MPUアクセス違反を起点まで追跡し、
原因を理解

解析結果の出力から原因を読める 20:1 このタスクのエンジニアリングに
かかる時間/コストを削減（MPUアクセス違反の
原因のデバッグ/追跡に20分かかると仮定） 
= 約5%のコスト削減

コードを修正 コードを修正 1:1

手動のレビューやテストで見過ごされた、
一般的なコーディングの誤りを原因とする
アクセス違反を修正

MPUトラップの約95%を引き起こす、
一般的なコーディングの誤り（主要な
自動車ソフトウェアサプライヤーおよび
TASKING Safety CheckerのEarly Adaptor で
特定されたもの）をすべて自動的にカバー

100:1 [1] = MPU vs 非MPUのリコールバグの
比において、リコールのコスト[2]を
14%削減*（MPUトラップを現場にリリースしてしまう
リスクを約95%低減）

 
表1 – MPUトラップへの対処時の各ステップおよび関連コストの比較 

（TASKING Safety Checkerを使用しない場合と使用する場合）
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TASKING SAFETY CHECKERの使用シナリオ
TASKING Safety Checkerは、ソースコードのコンパイル時にTASKINGコンパイラーが使われているかどうかにかかわら
ず、ANSI C / ISO C / C90 / C99に準拠しているすべてのソースファイルに対応したスタンドアロンのツールとして使用するこ
とができます。また、TASKING Safety Checkerは、標準的でない多くのCエクステンションも扱えるように構成することができ
ます。セットアップは簡単です。作成が容易なテキストベースのアクセス権テーブルを入力として使用し、任意のソースに対してメ
モリアクセス違反の徹底的な解析を実施します（例については、上記のワークフローのセクションを参照）。

また、TASKING Safety Checkerは、対応しているTASKINGツールセット（例：TASKING 6.0r1 TriCore Toolset）のアップ
グレードオプションとして入手することもできます。TASKING Safety CheckerをTASKINGツールセットと統合する場合は、標
準的でないCエクステンション用の追加構成は不要です。メモリアクセス権の記述は、TASKING Linkerレイアウト言語（lslスク
リプト）の一部として提供されます。そのため、単一の統合された定義言語により、メモリおよびレイアウト関連のすべての問題に
対処することができます。

既にTASKINGツールセットをお使いで、TASKING Linkerレイアウト言語に慣れていらっしゃるお客様には、ツールの統合版を
お薦めします。TASKING Safety CheckerとTASKING以外のツールセットおよびコンパイラーを組み合わせてお使いのお客
様は、スタンドアロン版をご使用ください。

ソフトウェアインテグレーター

ソフトウェアサプライヤーは、システムインテグレーターが定義したメモリアクセス権の構成を使用し、TASKING Safety 
Checkerで部分的な解析結果を生成することもできます。これによりサプライヤーは、自社で作ったコードが、システムインテグ
レーターの安全要件に違反していないかを検証できます。さらに、システムインテグレーターは、これらの部分的な解析結果を組
み合わせることで、統合されたシステム全体のメモリアクセス違反に関する完全な解析結果を生成することができます。こうして、
たとえ複数のサプライヤーから提供された複数のソフトウェアコンポーネントを組み合わせてメモリアクセス違反が発生した場
合でも、これを素早く簡単にピンポイントで特定することが可能になります。
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、PCBWORKS®、P-CAD®、Protel®、Ciiva®、PDN Analyzer™、SmartParts™、ActiveRoute™、Draftsman®、Situs®、エンベデッドソフトウェア コンパイ
ラのTASKING®です。

1985年設立。Altiumは、米国では、サンディエゴ、ボストン、ニューヨーク、ヨーロッパでは、独国カールスルーエ、和蘭アメルスフォールト、ウクライナ・
キエフ、瑞西ツーク、Asia Pacificでは、中国上海、豪州シドニー、日本東京にあるオフィスの他、世界各地に販売代理店があります。詳しくはホームページ  
www.altium.com をご覧下さい。また、Facebook、Twitter、YouTube からもAltiumをフォローすることができます。

TASKING SAFETY CHECKER OVERVIEW GUIDE

まとめ
本ガイドでは、開発の早期段階のコードに対して開発者がTASKING Safety Checkerを使用すれば、MPU関連のテストおよ
びバグ修正コストを69%（表1の「コードを修正」までの全削減額の合計）も削減できるという事実を説明しました。また、恥ずか
しい安全上の重大な誤りが含まれる製品を顧客向けにリリースしてしまうリスクも、最大95%（表1の最終行）低減することがで
きます。

TASKING Safety Checkerは、既存のあらゆる開発環境に容易に統合できます。開発者はこれを使用すれば、開発段階で誤
りを迅速に解析し、解決することができます。このツールは、MPUを引き起こす可能性があるコードを扱うあらゆる開発者にとっ
て必携の製品です。メモリアクセス権の違反を特定できる費用効果の高い自動化ソリューションであり、ISO 26262-6 6.4.14
、IEC 61508-3 7.4.2.8、SIRF 400 Chapter 5などを含む各種の一般的な安全基準に対応しています。

無償の評価版をお申し込みいただければ、TASKING Safety Checkerを本日から使い始めることができます。
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