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概要

リアルタイムOSの基礎について学ぶ

•  リアルタイムOSとは?

•  マルチタスク機能

•  タスクの状態

•  リアルタイムOSの同期･通信機能

•  ITRON仕様
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リアルタイムOSとは?
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オペレーティングシステム（OS）の役割

組込みシステムにおいてもOSが使⽤されるケースが多い

• ハードウェアの仮想化
•  ハードウェアとしてのコンピュータの機能を拡張し使

いやすく柔軟なコンピュータを提供すること
•  そのために，ハードウェアを抽象化・多重化

• ハードウェア資源の管理機能
•  ユーザにハードウェア資源の共同利⽤を許し，資源が

効率よく使⽤されるように管理すること
 例）ファイルシステム
         ディスクというハードウェア資源を抽象化・多重化
       するとともに，複数のユーザからのアクセスを許す
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リアルタイムOS（RTOS）とは?

•  ⽂字通り，リアルタイムシステム構築のためのOS

•  何をもってリアルタイムシステム構築のためというかは
OSによって⽴場が異なる
（1）リアルタイムシステム向けの機能を持つ
•  プリエンプティブな優先度ベーススケジューリング
•  優先度継承や優先度上限プロトコルのサポートなど

（2）予測可能性を持つ
•  OSの各サービス時間があらかじめわかっている
•  ただし，予測可能性にもいろいろなレベルがある

（3）時間制約を管理
•  OSが各処理の実⾏時間を監視
•  OSが各処理の時間制約を考慮してスケジューリング

（4）⾼速に応答

商業ベースのRTOSの多く

⼀部の研究ベースRTOS
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RTOSの主な機能

リアルタイムカーネルの機能
•  マルチタスク機構           →プロセッサの仮想化・多重化
•  タスク間通信・同期機構
•  時間同期／管理 →タイマの仮想化・多重化
•  メモリ管理 →メモリの仮想化・多重化
•  割り込み管理／処理，例外管理／処理 システム管理 など

RTOSその他の機能
•  ⼊出管理機能/デバイス管理機能
•  ファイル管理機能（ファイルシステム）
•  通信・ネットワーク機能（プロトコルスタック）
•  ユーザインターフェイス機能（GUIなど）
•  プログラム管理/ローディング機能 などなど
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マルチタスク機能
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マルチタスク機能

•  タスクとは?
•  プログラムの並⾏実⾏単位

•  １つのタスク中のプログラムは逐次的に実⾏される
•  異なるタスクのプログラムは並⾏に実⾏される

•  プロセッサを抽象化・多重化したもの
•  マルチタスク機能

•  複数のタスクを擬似並列に実⾏するための機能
•  シングルプロセッサシステムでは，実際に同時に実⾏で

きるタスクは１つのみ
•  複数のタスクが同時に実⾏しているかのように⾒せる

CPU
CPU CPU CPU CPU

タスク１ タスク２ タスク３ タスクn
…
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⽤語の整理

ディスパッチ（タスクディスパッチ，タスクスイッチ）
•  プロセッサが実⾏するタスクを切り換えること
•  ディスパッチを実現するOS内のモジュールが

ディスパッチャ
スケジューリング（タスクスケジューリング）
•  どの時間にどのタスクを実⾏するかを決定すること
•  多くのRTOSにおいては，次に実⾏するタスクを決定

する処理
•  スケジューリングを実現するOS内のモジュールがス

ケジューラ
スケジューリングアルゴリズム
•  どのようにして次に実⾏するタスクを決定するか?
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プリエンプティブな優先度ベース
スケジューリング
ほとんどのRTOSで採⽤されているスケジューリング⽅
式（RTOSによっては他の⽅式もサポートしている）

優先度ベーススケジューリング
•  最も優先度の⾼いタスクが実⾏される
•  優先度の⾼いタスクが実⾏できなくなるまで，優先度

の低いタスクは実⾏されない
•  同⼀優先度のタスク間ではFCFS（First Come First 

Served）
プリエンプティブスケジューリング
•  優先度の⾼いタスクが実⾏可能になると，優先度の低

いタスクが実⾏途中でも，タスク切替えが起こる
•  実⾏可能になるきっかけは割込み

汎⽤OSのためのスケジューリングとは⼤きく異なる
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マルチタスクの必要性

タスク分割の基本的な考え⽅
•  独⽴した処理の流れを独⽴したタスクに
•  複数のサブシステムに対する処理
•  別々の⼊出⼒装置/イベントに対する処理 など

リアルタイムシステムにおけるタスク分割の意義
•  論理的な処理の順序と時間的な処理の順序を分離
•  プログラムは論理的な処理順序で記述
•  RTOSは時間的な処理順序に従って実⾏

•  プログラムの保守性・再利⽤性の向上
•  外部で開発されたソフトウェア部品の導⼊を容易に
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処理B2

論理的な処理順序と時間的な処理順序の分離

OSを⽤いたプログラミング

処理A

処理C

処理B1

処理D

無限ループの中に処理を書く
•  ループ⼀周の時間は決まっている
•  ⻑い処理（処理B）は，ループ周期

を守るように分割する必要がある
•  オーバーヘッドは発⽣しない

処理A(優先度低，周期起動)

処理C(優先度⾼，周期起動)

処理B(優先度低)

処理D(優先度⾼)

OS

OSが実⾏する処理を決定
•  処理Bが⻑くなっても，適切に

優先度を設定していれば，処理
Bに関係なく，処理C，Dが実⾏
される

•  OSのオーバーヘッドが発⽣

OS無しのプログラミング
 （割込み未使⽤版） 
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論理的な処理順序と時間的な処理順序の分離

•  複数の独⽴した論理的な処理の実現
•  1000m周期でLEDを点滅させる
•  250m周期でChange LEDの⾊を変更 

•  それぞれ独⽴したタスクで処理
•  周期が変更されてもお互いに影響はない

13

LED
1000ms 1000ms

…

CLED

250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms

…

LEDタスク
1000ms 1000ms

…

CLEDタスク

250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms 250ms

…
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論理的な処理順序と時間的な処理順序の分離
•  時間を要する処理

•  光センサの値をOLEDへ出⼒する
•  割込みを契機とする待ち状態を伴う処理

•  TouchセンサでOff-On-Offを検知するとLEDを2秒間点灯
•  割込みハンドラからLEDを制御するタスクを起動する

•  割込みハンドラはタスクの起動後に終了

14

Touchセンサ
ON

OFFOFFOFF

センサタスク

検出状況
ON

OFFOFF

割込みハンドラ

LED
2000ms

LEDタスク
点灯処理 消灯処理

時間経過待ち起床待ち

起床
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タスク状態
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タスク状態

リアルタイムOSではタスクの状態を管理する

•  プロセッサで実⾏されている状態 :実⾏状態（RUNNING）
•  実⾏すべき処理があるがプロセッサで実⾏されていない状態 :

実⾏可能状態（READY）
•  実⾏すべき処理が無い状態 : 休⽌状態（DORMANT）

•  次の優先順位のタスクが実⾏される
•  起動されるとタスクの先頭から実⾏される

•  何らかの事象発⽣を待っている状態 : 待ち状態（WAITING）
 ！事象の発⽣をループで待ってはいけない！

•  次の優先順位のタスクが実⾏される
•  事象が発⽣した場合に，前の続きから実⾏される
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タスク状態の図式表⽰

実⾏可能状態 実⾏状態

休⽌状態

ディスパッチ

プリエンプト

待ち状態

待
ち

待
ち
解
除

終
了起

動

実⾏すべき処理が無い

実⾏状態のタスク
はただ１つ何時でも実⾏できる

事象の発⽣を待つ
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TASK(…) {
     …………
     …………
     …………
}

起動

•  休⽌中のタスクが実⾏状態になる
•  タスク起動APIの発⾏により

状態遷移
•  起動後はタスクとした関数の先頭

から実⾏される
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実⾏可能状態 実⾏状態

休⽌状態

ディスパッチ

プリエンプト

待ち状態

待
ち

待
ち
解
除

終
了起

動

1

実⾏可能状態 実⾏状態

休⽌状態

ディスパッチ

プリエンプト

待ち状態

待
ち

待
ち
解
除

終
了起

動

1

タスク起動
API発⾏
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プリエンプト

•  タスクの起動の結果，システム中の最⾼優先度であ
れば実⾏状態のタスクの実⾏する権利を横取りして
実⾏状態となる

•  横取りされたタスクは実⾏可能状態となる

19

2

実⾏可能状態 実⾏状態

休⽌状態

ディスパッチ

プリエンプト

待ち状態

待
ち

待
ち
解
除

終
了起

動

1 1

実⾏可能状態 実⾏状態

休⽌状態

ディスパッチ

プリエンプト

待ち状態

待
ち

待
ち
解
除

終
了起

動

2

優先度
1 > 2
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TASK(…) {
     …………
     …………
     ext_tsk()
}

終了

•  実⾏状態から休⽌状態に遷移する
•  タスク終了APIの発⾏または，

(OSによっては)タスクとした
関数からリターンした場合

•  実⾏可能状態のタスクのうち
最⾼優先度のものが実⾏状態となる
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1

実⾏可能状態 実⾏状態

休⽌状態

ディスパッチ

プリエンプト

待ち状態

待
ち

待
ち
解
除

終
了起

動

2

実⾏可能状態 実⾏状態

休⽌状態

ディスパッチ

プリエンプト

待ち状態

待
ち

待
ち
解
除

終
了起

動

2

1

タスク終了
API発⾏
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TASK(…) {
     …………
     ⼀定時間待ちAPI()
     …………
}

待ち

•  実⾏状態のタスクが待ち状態となる
•  事象待ちAPIを発⾏
•  ⼀定時間待ち
•  オブジェクト待ち

•  実⾏可能状態のタスクのうち
最⾼優先度のものが実⾏状態となる
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実⾏可能状態 実⾏状態
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2

1

⼀定時間待ち
API発⾏

2
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TASK(…) {
     …………
     ⼀定時間待ちAPI()
     …………
}

待ち解除

•  待ち状態の事象が解除されると実⾏可能状態となる
•  ⼀定時間が経過した
•  オブジェクトの状態が変化

•  待ち状態となったAPIの次から
実⾏を再開

•  実⾏可能状態になった結果，実⾏状態のタスクより
⾼優先度ならディスパッチする
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⼀定時間
経過

2
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タスク間の同期と通信
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タスク間の通信と同期

•  タスク間の通信・同期の必要性
•  タスクが協調して動作するためには，タスク間で

データをやりとりすること（=タスク間通信）が
必要

•  タスク間通信の際には，タスク同⼠で動作タイミ
ングをあわせること（=タスク間同期）が必要

•  複数のタスクが同⼀の資源を取り合う場合にも，
タスク間の同期が必要

•  タスク間通信・同期のタイプ
     タスクを仮想化されたプロセッサと捉えるなら，     

タスク間の通信・同期はプロセッサ間の通信・
同期を仮想化したもの

共有メモリによる通信   or  メッセージによる通信
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共有メモリによる通信

複数のタスクからアクセスできるメモリ領域上に
受け渡しするデータ（共有データ）を置く

•  C⾔語のグローバル変数による実現
•  共有データを読み書きする際には，RTOSの機能を⽤

いて，排他制御することが必要
•  割込み/ディスパッチの禁⽌
•  セマフォ/ミューテックス
            デッドロックと優先度逆転に注意
•  タスクの優先度の変更

•  共有データを速やかに処理させたい場合には，事象
の発⽣を知らせる機能を⽤いる
•  タスクの起動/起床
•  イベントフラグ/Condition Variable（条件変数）
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メッセージによる通信

リアルタイムOSが持つメッセージ通信のための機能を⽤いて，
タスク間でメッセージを受け渡しする

•  ITRON仕様のメッセージ通信の例
•  データキュー : 4バイトのデータを送受信する機能
•  イベントフラグ : 事象の発⽣を32bitのフラグで通知する機能

•  メッセージ通信機能のタイプ
•  1対1（送信できるタスクが固定） or n対1 or n対n
•  同期メッセージ通信 or ⾮同期メッセージ通信
•  通信相⼿の指定⽅法

•  通信オブジェクトを指定 or 相⼿タスクを指定 or ・・・・

リアルタイムOSの持つ各メッセージ通信機能
の性質をよく理解することが必要
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共有メモリ vs. メッセージ通信

•  基本的には，⼀⽅で実現できることは，もう⽚⽅でも
実現できる
•  ⼀般には共有メモリの⽅がオーバーヘッドが⼩さい
•  システム検証には，通信の粒度が⼤きくRTOSレベル

で監視できるメッセージ通信の⽅が扱いやすい
•  例えば，問題の切り分けが容易

•  状況により，どちらかが有利/便利な状況がある
•  情報の流れが 1:n の場合（ブロードキャストを含む）

や，情報が必要なタイミングが不定の場合には，共有
メモリが有利

•  情報のキューイングが必要な時には，メッセージ通信
が便利
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ITRON仕様
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ITRON仕様

•  ITRONプロジェクトで策定されたリアルタイムOS仕様
•  ⽇本国内で広く使われている
          

•  カーネルの機能
•  タスク管理機能
•  タスク付属同期機能
•  タスク例外処理機能
•  同期・通信機能
•  拡張同期・通信機能
•  メモリプール機能
•  時間管理機能
•  システム状態管理機能
•  割り込み管理機能
•  サービスコール管理機能

•  サービスコール数
•  フルセット

•  サービスコール : 166
•  静的API : 21

•  スタンダードプロファイル
•  サービスコール : 70
•  静的API : 11

•  ⾃動⾞制御⽤プロファイル
•  サービスコール : 43
•  静的API : 8

•  最⼩セット
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ITRON仕様のサービスコール（API）

•  サービスコール名称のガイドライン
        例） act_tsk

                       操作対象を表す．この場合はタスク（task）
                       操作⽅法を表す．この場合は起動（activate）

•  サービスコールが成功するとE_OKが戻り値として返される

•  割込みハンドラ（厳密には⾮タスクコンテキスト）から呼び出
せるサービスコールは"i"で始まる名称として区別

       例） iact_tsk
•  割込みハンドラから呼び出せないAPIがある
•  待ち状態に⼊るAPI
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RTOSを⽤いた組込みソフトウェアの構築⽅法

RTOSの
コンフィギュレー
ションファイル

タスクの
ソースファイル

割込みハンドラの
ソースファイル

１リンクモデル、 ROM化を想定
RTOSの
コンフィギュレー
ションファイル

タスクの
ソースファイル

割込みハンドラの
ソースファイル

コンフィギュレータ

RTOSの構成初期
化ファイル

コンパイルおよびリンク

RTOSの構成初期
化ファイル

オブジェクトファイル

 MPU 

ROM化

RTOS
ライブラリ

ソフトウェア
部品ソフトウェア

部品

その他
ライブラリ
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μITRON4.0仕様におけるコンフィギュレーション

•  カーネルオブジェクトは静的に⽣成
•  オブジェクト⽣成情報の、コンフィギュレーション

ファイルの中での記述⽅法を標準化（静的API）
•  静的APIの例

•  コンフィギュレータは静的APIを解析して、カーネル
の内部情報を⽣成する

CRE_TSK(tskid, {tskatr, exinf, task, itskpri, stksz,stk}); 
DEF_INH(inhno, {inhatr, inthdr}); 


