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本書は、リアルタイム、組み込み用に設計されたITRON(Industrial-TRON)仕
様OSの最新版であるμITRON 3.0の公式な仕様書である。
ITRON仕様OSの特長は数多いが、その最大の特長は、リアルタイム性や
適応性を保ちつつオープンな仕様となっていること、その結果極めて広範
囲のプロセッサへの実装を可能とした設計になっていることである。工場
プラントの制御といったハイエンドな用途から、ビデオ、洗濯機、FAX、
PDA（個人情報ツール）などの安価な民生機器の制御を行うような極めて
ローエンドな用途まで、ITRON仕様OSは幅広い応用に対応できる。
この中でも、特にローエンドの用途の場合、たとえばポータブルVTRの
中に組み込まれるマイクロコンピュータは、厳しいコストの制約をクリア
する必要があり、ハードウェアリソースは非常に限られたものとなる。た
とえば、8ビットのCPU、1〜2KバイトのROM、128バイトのRAMといった
環境にOSからドライバやアプリケーションまで含めて実装しなければなら
ない。このような環境では、これまでOSを利用せず、アプリケーションが
直接センサー、アクチュエータ、タイマなどを制御するのが普通であった。
しかし、OSを利用しないと、プログラムが繁雑でトリッキーなものとなり、
バグの入る可能性も増える。また、保守性や拡張性の面で問題があるし、
一度開発したソフトウェア資産を有効に継承していくことが難しくなる。
一方、既存のリアルタイムOSはハイエンド指向のものが多く、機能は高い
もののCPU性能やメモリ容量も相当必要となる。そのため、工場プラント
の制御や宇宙開発、軍事目的といった環境では利用することができても、
民生機器における上記のような制約のあるハードウェア環境では全く使え
なかった。このような問題を解決するために設計されたのがITRON仕様OS
である。ITRON仕様は、極めて小さな構成のハードウェアにも実装できるこ
とを意図して設計されたものであり、低価格の組み込みコンピュータのソフ
トウェア構成を根本的に変える能力を持っている。
TRONプロジェクトでは、コンピュータがこれからますます低価格化し、
身の回りのいろいろなもの、たとえば文房具、衣類、鞄、家具、家電製品、
部屋などにセンサやアクチュエータとともに組み込まれた小さなコンピュ

ータがネットワークでつながれ、協調し合うことにより、人間の生活を便
利で豊かなものにしていくという未来を想定している。たとえば、エアコ
ンの冷房の強さを制御する場合、気の利いた人であれば、単に部屋の温度
を一定にするだけではなく、中にいる人の汗の具合や体調などを見ながら、
細かい調節を行うであろう。身の回りに数多くのコンピュータを配置し、
それらが協調した動作をすれば、こういった「気の利いた人」の動作をま
ねることができるはずである。このような環境を実現するためのコンピュ
ータは、センサーによって周りの環境を知り、それに対して自分がどうい
う制御をすべきかをリアルタイムに計算し、アクチュエータを使って環境
へのフィードバックを行う必要がある。さらに、一般には複数のセンサー
や通信系を並行して監視しなければならない。したがって、リアルタイ
ム・マルチタスクの処理を行う必要があり、そのためのOSが必要とされる。
また、コンピュータの数を増やして身の回りのいろいろなものに組み込む
ためには、極めて安価に製造できなければならない。ITRON仕様OSは、ま
さにこういった条件を満たすコンピュータシステムを構築するために設計
されたOSである。ITRON仕様OSは、最近話題となっているどこでもコンピ
ュータ(Computer Augumented Environment, Everywhere computing, Ubiquitous
Computing)などの思想を実現するために必須のものだ。
ITRON仕様OSは、最初の版のITRON1仕様がリリースされてから約15年
が経過し、これまで8ビットから32ビットまで数多くのCPUに実装が行われ
てきた。ITRON仕様OSを組み込んだ電子機器は、たとえば高機能電話、
FAX装置、テレビ、電子楽器、自動車など、気づかないうちに身の回りに
増えている。ITRONの仕様はこれらの実績を元に何度か改訂され、最新版
のμITRON 3.0仕様では、高い完成度をもつものとなっている。
ITRON仕様OSが多くのCPUやハードウェアに実装された理由としては、
その技術的な特長以外に、TRONプロジェクトで提唱するオープンアーキテ
クチャの方針が多くのユーザーに受け入れられたからであろう。CPUやOS
というのはソフトウェア開発のためのインフラであるから、ソフトウェア
の発展のためには、CPUやOSの権利を特定の企業が独占すべきではない。
実装に関しては開発企業の権利が認められても、同じ仕様を別の方法で実
装する権利は常に保証されるべきである。これは私の信念であり、またOS
が真のオープンプラットフォームとなるための必要条件である。TRONプロ
ジェクトでは、このような方針に基づき、設計したOSの仕様書はすべて無

償で公開し、誰もが自由に実装できるものとした。さらに、ITRON仕様OS
の場合は、仕様書だけではなく、東京大学坂村研究室で開発したITRON仕
様OSのソースプログラムも、インターネットなどを通じて無償で公開して
いる。
本仕様の作成にあたっては、大手半導体メーカーやソフトウェアメーカー
で実際にマイクロコンピュータ、リアルタイムOS、制御用アプリケーショ
ンなどの開発を行っている技術者の方々から、数多くのご意見をいただい
た。ITRON仕様の最新版であるμITRON 3.0仕様は、リアルタイムOSの実
装ノウハウや利用ノウハウの集大成であると言える。ITRONサブプロジェ
クトを15年以上継続し、ここまでの成果を出すことができたのも、これら
多くの技術者の方々のおかげであり、プロジェクトリーダーとしては感謝
にたえない。これらの実績をふまえて、ITRON仕様OSが1つのスタンダー
ドとしてさらに世界に広がっていくことを願っている。
1997年7月
坂村 健
トロンプロジェクト
プロジェクトリーダー
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「第1章 ITRONの基礎とμITRON 3.0」では、TRONプロジェクトやITRON
に関する基本的な概念の説明を行っている。
「第2章 μITRON 3.0 のシステムコール」では、μITRON 3.0仕様の各シス
テムコールの機能やシステムコールインタフェース（システムコールの呼
び方）について具体的な説明を行っている。
「第3章 μITRON 3.0の接続機能」では、接続機能、すなわちμITRON 3.0
仕様の疎結合ネットワーク機能について説明している。接続機能を利用し
ない場合には、この章を読み飛ばしても構わない。
最後に、第4章が付録、第5章がレファレンスとなっている。

XI

本仕様書のシステムコール説明の部分では、システムコールごとに、以
下のような形式で仕様の説明を行なっている。

［レベル］―システムコール名称―
―和文説明―
システムコール名称:

英文説明（名称の由来）

※ このうち、［レベル］で示されている文字は、インプリメントの必要
性の度合いを示すものである。［レベル］は必要度の高いものから順
に、'R'(Required), 'S'(Standard), 'E'(Extended)となっている。ま
た、対象CPUやインプリメントに依存するレベルとして、'C'(CPU
dependent)がある。
【パラメータ】
システムコールのパラメータ、すなわちシステムコールを発行するとき
にOSに渡す情報に関する説明を行なう
※ ここでは、1つのパラメータを1行で説明し、左から順に、パラメータ
のデータタイプ、ニモニック、英語名称、日本語名称を書いている。
※ パラメータやリターンパラメータのデータタイプ（"ID", "T̲CTSK",
"VP", "ATR", "ER"など）については、2.10節および5.5節の説明を参照
のこと。
【リターンパラメータ】
システムコールのリターンパラメータ、すなわちシステムコールの実行
が終ったときにOSから返される情報に関する説明を行なう
※ ここでは、1つのリターンパラメータを1行で説明し、左から順に、リ
ターンパラメータのデータタイプ、ニモニック、英語名称、日本語名
称を書いている。

XII
【言語Cインタフェース】
システムコールの言語Cインタフェースを示す
【解説】
システムコールの機能の解説を行なう
※ いくつかの値を選択して設定するようなパラメータの場合には、以下
のような記述方法によって仕様説明を行っている。
( x ‖ y ‖ z ) --- x, y, zのいずれか一つを選択して指定する。
x ｜ y
--- xとyを同時に指定可能である。
（同時に指定する場合はxとyの論理和をとる）
--- xは指定しても指定しなくても良い。
[ x ]
例:
wfmode := (TWF̲ANDW ‖ TWF̲ORW) ｜ [TWF̲CLR]
wfmodeの指定は次の4種のいずれかになる。
TWF̲ANDW
TWF̲ORW
(TWF̲ANDW ｜ TWF̲CLR)
(TWF̲ORW ｜ TWF̲CLR)

の場合、

※ システムコールの機能の一部として、互換性の保証されない拡張機能
を導入できる場合がある。これを［レベルX］（'X'はeXtendedの意味）
の機能と呼ぶ。［レベルX］の表現は、【パラメータ】や【リターンパラ
メータ】の項でも用いられる。
※【解説】の中には、接続機能に関する仕様を述べている部分がある。
接続機能については第3章で説明しているが、接続機能を利用しない
場合には、この部分を読み飛ばしても構わない。
【補足事項】
特記事項や注意すべき点など、解説に対する補足事項を述べる
【エラーコード】
システムコールで発生する可能性のあるエラーに関して説明を行なう
※ 以下のエラーコードについては、各システムコールのエラーコードの
説明の項には含めていないが、各システムコールにおいて共通に発生
する可能性がある。

XIII
なお、これらのエラーコードの意味については3.11節の説明を参照の
こと。
E̲SYS, E̲NOSPT, E̲RSFN, E̲MACV
※ エラーコードE̲CTXについては、このエラーの発生条件が明確な場合
にのみ（待ち状態に入るシステムコールなど）、各システムコールのエ
ラーコードの説明に含めている。しかし、インプリメントの制限によ
り、それ以外のシステムコールにおいてもE̲CTXのエラーが発生する
可能性がある。インプリメント依存で発生するE̲CTXについては、各
システムコールのエラーコードの説明の項には含めていない。
※ EN̲???というエラーコードは、接続機能を使った場合にのみ検出され
るエラーコードである。
※ 接続機能を利用した場合に発生する以下のエラーコードについても、
各システムコールのエラーコードの説明の項には含めていないが、接
続機能に対応したシステムコール（レベルRN, SN, EN）において共通に
発生する可能性がある。
EN̲NOND, EN̲PROTO, EN̲RSFN, EN̲COMM, EN̲RLWAI, EN̲EXEC
【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
μITRON(Ver 2.0)やITRON2との相違点に関して説明を行なう
【仕様決定の理由】
仕様決定の理由を述べる

XIV
システムコール索引
この索引は、本仕様書で説明されるμITRON 3.0のシステムコールのアルフ
ァベット順索引である。
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TRONプロジェクトが始まった1984年はマイクロコンピュータが生まれ
て10年くらい経ち、産業機械や家電製品など社会のさまざまな分野にマイ
クロコンピュータが応用されようとしているところであった。そのころ主
に使われていたマイクロプロセッサは4ビットまたは8ビットの機種で、使
用用途は機械制御のためのシーケンスコントローラをマイクロコンピュータ
で置き換えるものがほとんどであった。その頃はまたパーソナルコンピュー
タが生まれて5年で市場が立ち上がろうとしている時期でもあったが、スタ
ンドアローン使用がほとんどであってネットワークでマイクロコンピュータ
を結合して大量に使うことはなかった。そもそもLAN(Local Area Network)
自体、1980年代になって市場に登場したばかりだった。
このような時代背景で私たちが当時立てた仮定は、
「マイクロコンピュー
タは今後あらゆるものの中にはいり、我々の生活に直接間接に係わる応用
が重要になる。またシステムは単独で使われるのでなく、相互にネットワ
ークで接続される。そしてゆくゆくは大規模の疎結合分散情報処理システ
ムになっていくであろう」ということであった。私たちはシステムの究極
の未来イメージをこの大規模疎結合分散処理システムに定めた。またプロ
ジェクトを始めるときから私たちは民生用途を目指し、宇宙や軍事用途は
考えないことにした。
当時の大型コンピュータやスーパーミニコンピュータで処理していた応
用を単にダウンサイジングして、TRONプロジェクトで作ったアーキテクチ
ャで置き換えていくより、当時全く行われていなかった新しい応用を、こ
のプロジェクトにより同時に見つけたいという構想もあった。
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その新しい応用のひとつが1988
年に始まったTRON電脳住宅プロ
ジェクトで実験的に構築された
TRON電脳住宅である（図1）。
大量のマイクロコンピュータが
使われる将来の生活空間を検証す
るために、このサブプロジェクト
では330平方mの実験住宅におよそ
1000個のコンピュータ、センサー

図1. TRON電脳住宅

やアクチュエータを設置し、お互
いに疎結合なネットワークで接続し、大規模な分散処理システムを構築す
るという意欲的な実験を行った。
実は、私たちのプロジェクトの目指すものをこの住宅が示しているので
ある。住宅を構成するあらゆるモノの中にコンピュータが入り――これを
インテリジェントオブジェクトと私たちは呼んでいるが――これらがネッ
トワークで結合される。そしてそれらが相互に情報をやり取りしながら、
快適な環境を提供するという一つの目的に向かって協調して分散処理を行
う（図2）。私たちのプロジェクトの目指す大規模疎結合分散処理システム
の住宅応用が、まさにこのようなイメージなのである。
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図2. 協調分散処理システムに囲まれた生活環境
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これはあくまでも究極のゴールのサブセットに過ぎないが、インテリジ
ェントビルがこのように構築されたら…。すべてのビルや住宅がこのよう
になり、お互いに接続されたら…。道路にもコンピュータが埋め込まれ、
自動車の中のコンピュータと交信するようになったら…。さらに都市全体
ではどうなるか――などなど応用イメージはどんどん広がる。
このように単に機器にコンピュータを組み込んで、単体の機能アップを
するということではなく。それらのコンピュータ組み込み機器をネットワ
ーク接続し、それらに積極的に環境を演出させること――まさに、このよ
うな電脳強化環境(Computer Augumented Environment)の実現こそが1984年よ
りの一貫したTRONプロジェクトの目標であり、この目標に向かってプロジ
ェクトは進んでいったのである。このようなTRONプロジェクトの目指す環
境を、我々は「どこでもコンピュータ」環境と呼んでいる。

電子メールやファイル転送等の相互依存関係のあまりない応用において
は、数億のコンピュータをつなげるためのプロトコルなどの技術が、イン
ターネット関連で既に開発されている。しかし、既に開発されているシス
テムで考えているのは、機器組み込みの「目に見えないコンピュータ」で
はなく、ファイルシステムを備えたいわゆる「コンピュータらしいコンピ
ュータ」を接続することであり、量的にも質的にも、TRONの考えているノ
ード間が協調してひとつの目的に向かって動作するイメージではない。「ど
こでもコンピュータ」環境を実現するためには、多くの問題を解決しなけ
ればならない。その一部を挙げると…
・ 量的には「コンピュータらしいコンピュータ」ならばせいぜい世界人
口と同じオーダーが最大数であるが、インテリジェントオブジェクト
の場合は、それよりはるかに大きなオーダーを考える必要がある。た
とえば現在でも、一般家庭の中にマイコン組み込みの機器は百近くあ
ると思われるが、将来は一部屋に数十から数百、ビル全体で数万から
数億、都市全体では数千億から数兆、世界全体となれば国ごとの発達
度合いの違いを前提にしてもその数千から数万倍のオーダーになるだ
ろう。もちろん、その多くは互いに直接交信できる必要はない。しか
し部屋の電気需要予測がビル全体の電気需要に影響し、さらにそれが
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都市全体へ、というように――出自を個別に特定できる情報でないに
しても――統計的にではあっても、互いに影響を与えられるような情
報流通経路が存在するように接続されていなければならないことも事
実である。
・ 各ノードの信頼性は高いことが望ましいが、民生用としてのコスト制
約から各ノードにフォールトトレーランス性を持たせることは難しい。
むしろ、壊れるノードが次々に出てきてもシステム全体の動作の大勢
には影響なく、壊れたノードを正しく認識して分離できるという機能
をネットワーク全体として持たせる方が現実的対応といえる。
・ ノードを取り外したり、新しいノードを付け加えたり、または別の部
屋に移動したりといったことが、簡単に行える必要がある。もちろん
ノードは動作中に活線挿抜出来ることが前提である。
・ 各ノード内のソフトウェアやハードウェアのバージョンは製作された
時期により異なってくる。新たな機能を持ったノードと既存のノード
の協調動作はどうするのか、これらバージョンの管理やアップデート
を人間に負担をかけずに、自動的に行う必要がある。
・ 特に問題になるのが、インテリジェントオブジェクトのネットワーク
IDに関してである。単に数が多いということだけでなく、「コンピュー
タらしいコンピュータ」に比べはるかに安易に新陳代謝されるため、
動的かつ局所的に行えるID管理が必須である。
・ それらの大量のインテリジェントオブジェクトを接続し、協調動作さ
せるための技術の開発。例えば、部屋を冷やしたい空調システムがパ
ワーを上げると空調騒音がでて、静粛性を求めるオーディオシステム
と利害が対立する。このように、複数のインテリジェントオブジェク
トのサービスとその副作用の間で利害が対立することもあり得るため、
それらの間の調停機構も必要となる。
・ センサー技術が発達したために、位置、温度、明るさ、湿度など日常
空間の情報を一般化してコンピュータの中に取り込み、人間の生活と
一体化していくような大規模分散システムのためのネットワークプロ
トコルが必要である。
・ 各ノードは人々の住む空間に埋め込まれているから、制御情報だけで
なく、人間に分かり易いようなマルチメディアのデータが行き交い、
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誰でもが簡単に使えるようなHMIを備えていなければならない。さら
に障害者、高齢者にも使えるようにするにはどうしたら良いか。それ
をどのように実現するか。
など多くの研究テーマが生まれた。
このような問題を総体的に解くために、プロジェクトとしてまず行うこ
とは、非常に多くのコンピュータノードに囲まれた生活空間を構成する基
本パーツを作ることであるという結論に至った。基本パーツの開発方法は、
ノードが何億、何百億となった場合には、一つの会社の製品で統一するこ
とは望むべくもない。そのためにまずアーキテクチャ階層モデルを作り、
階層間のインタフェースは固定にして明確化し、完全にオープンにして誰
でもが、そのインタフェースを使えるようにしなければならない。このよ
うなアーキテクチャを長期間かかって開発、維持、保守するために、どこ
の会社にも政府にも属さない――逆に言えばどこの会社も政府も使うこと
が出来るオープンアーキテクチャが非常に重要であるという結論に達した。
また、多くの会社が参加し、チップやOSで複数のインプリメンテーション
が行われれば、それを利用して高信頼性システムを実現するための設計分
散が実現出来る。将来のコンピュータ社会を支える基幹部品としての信頼
性の面からもオープンアーキテクチャが非常に重要であるといえるだろう。
このプロジェクトが想定している課題をもう一度まとめておく。第一に
最低でも数十億個のノードを接続すること。二番目に一組織では作れない
ことから、多人数で作業が出来るように明確なアーキテクチャ階層を構築
する。またこのようなシステムを実現するためのメカニズムが必要となる。
例えばTADと呼ばれるデータ交換規則プロトコルも含まれ、協調動作をす
るメカニズムも必要で、プログラマブルインタフェースといいノード間で
の情報をやり取りする場合にバージョンの違いなどで矛盾が起きないよう
にするための仕組みも必要となる。
またハードウェアに要求される課題はやはり故障しないことだが、フォー
ルトトレーラント性でなく、前に述べたようにシステムの動作中に故障した
ノードを発見、分離し、新しいノードを接続し、そのまま動作が可能にな
る仕組みである
またノード自身はローカルにチューニングされ、ASICなどによりシング
ルチップにまとめる技術の開発も考える。
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このような種々の課題の実現を考えて、プロジェクトの最終目標は21世紀
とした。その中間ゴールとして10年間でまずノードためのキーパーツを開発
することに重点を置くこととした。

ここでTRONプロジェクトを進めるにあたって、私たちがよりどころと
した哲学について述べておきたい。
ここで、このような哲学を再確認するのも、TRONプロジェクトを開始
した時点では夢物語であった「大量の計算パワーが人間をとり囲む」とい
うTRONの仮定が、ここ10年のコンピュータ技術の進歩によりいまや必然と
思われるようになってきているからである。TRON類似の問題意識が様々な
分野で見られるようになってきている。
例えば、バーチャルリアリティも「どこでもコンピュータ」環境も、人
間とそれを包む環境とのインタラクションをコンピュータ由来のものにす
るという結果についてだけいえば同じものと言える。また、ネットワーク
エージェントモデルも、動的に構成が変化する「開かれた」コンピュータ
ネットワークにおいて協調動作を行わせる、というための手法として捉え
られるようになってきている。ここで考えられている問題意識も、TRONが
「どこでもコンピュータ」の大規模協調分散処理システム実現のために考え
ている問題意識と類似のものといってもよい。最近流行のマルチメディア
も本来TRONプロジェクトのサブプロジェクトであるBTRONで目指すもの
と一見変わりがないようにみえる。
このような状況の中でのTRONの行き方を整理するために、TRONの哲学
についてあらためて述べる。
3.1 リアルへの密着
TRONの哲学は端的に言えば「リアルへの密着」ということに尽きる。
TRONプロジェクトの考える「どこでもコンピュータ」環境の主となる
パーツは、あくまでインテリジェントオブジェクトであり、それらは家庭
電気製品にしろ住宅設備にしろ、あくまでも現実の環境との係わりにおい
て機能するものである。これに対し、純粋に情報の処理だけが目的のパソ
コンやサーバー等は、現実の環境と直接係わりはしない（図3）
。それらは、
ユーザとのインタラクションにおいて、外部と係わるだけである。既存の
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相互作用
相互作用

コンピューター
ネットワーク

実環境
ユーザ

インテリジェントオブジェクト
ネットワーク

a) 従来のコンピュータネットワーク環境

b) どこでもコンピュータ環境

図3. 環境とコンピュータとの関係

コンピュータネットワークアーキテクチャもまた、距離を無視しすべての
ポイントを仮想的には同じ場所にあるかのように扱うことを目的としてい
る。最新のネットワークエージェントモデルも、その利用は「情報を探し
てコンピュータからコンピュータを渡り歩き、情報を見つけると、それを
抱えて帰ってくる」といったイメージで、やはり純粋情報処理しか考えて
いない。
しかし、現在のコンピュータの応用でも、機器組込み応用が圧倒的多数
を占めている。ちなみに、1993年の全世界でのマイクロコンピュータの出
荷個数ベースで言えば、小規模組み込みシステム向けのマイクロコンピュー
タ(Micro Controller Unit: MCU)の出荷が年間20億個で、全体の93%を占めて
いる。先に述べたように将来全世界で老若男女一人が一台パソコンを持っ
てもせいぜい50億台程度なのに対し、「どこでもコンピュータ」の世界にな
れば一都市の中のほんの一街区だけで、組込み用コンピュータがその数を
超えるということになるだろう。
TRONプロジェクトにおいて、まず第一に考えるのは、このような「ど
こでもコンピュータ」環境における、生活の質を高めるためのコンピュー
タ技術であって、パソコンやサーバー等の応用はその一部にすぎない。コ
ンピュータの画面で文書を作成したり他人と交信するといったことは、電
灯をつけるとか窓をあけるといった生活上の基本機能と比べて特に重要な
機能ということではないし、多くの人に取ってはその逆であろう。である
以上、まず考えるべきは、それらの現実環境と係わりの深いコンピュータ
1.1 TRONプロジェクト
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応用の未来を徹底的に考えることであるはずである。これがTRONの哲学と
しての「リアルへの密着」である。
3.2 「どこでもコンピュータ」化の進行
現在のコンピュータ科学の方向は、コンピュータの中だけですむ純粋情
報処理に近い応用（のみ）を考えて、それを仮想化し、汎用の個人向けコ
ンピュータの画面の中に詰め込もうというバーチャル指向である。その典
型がメディア応用コンピュータ技術の集大成としてのマルチメディアの流
行である。さらに、バーチャルリアリティにいたっては、本来純粋情報処
理におさまらない現実世界を嫌い、新たな仮想世界を情報空間の中に構築
しようという動きである。これは純粋情報処理だけで扱える閉じた世界の
中に人間を取り込もうというのである。
このような傾向自体が間違っているというつもりはない。しかし、現実
の世界を対象外として切捨てた所から始まる研究では見逃してしまういく
つかの可能性があると我々は考えているのである。バーチャル指向の専門
家が興味を持とうがもつまいが、現実の世界での「どこでもコンピュータ」
化はますます進んで行く。それらはむしろコンピュータの専門メーカーで
はなく、家庭電気製品メーカーや自動車メーカー、建築会社といったとこ
ろの主導ですすんでいくのである。現状ではそのような組込みコンピュー
タによる計算パワーを集約する手段もなく、それらは個々に独立動作する
だけである。しかし、次のステップでは、環境の中の自動装置の密度が限
界を超えそれらの独立動作による環境の不安定性が問題になるだろう。そ
うなれば、安全性からそれらの機器間での低レベル情報交換を行える交信

どこでもコンピュータ環境
サーバマシン
コミュニケーション用
マシン

BTRON
CTRON

図4. BTRONおよびCTRONの位置付け
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路を作ろうということになり、それができれば、効率の面からもそれらを
協調動作させてサービスの質を上げようという要求が出てくるだろう。
このような要求に答えるというのが、TRONの本来の目的である。TRON
におけるパソコン応用システムであるBTRONもサーバー応用システムであ
るCTRONも、その目的を助けるサブパーツとしてまず考えられたものなの
である。BTRONは、まず第一に「どこでもコンピュータ」環境とユーザの
意志疎通の仲立ちとなるための――ユーザインタフェースに代表される――
機能を集約したコミュニケーションマシンとして考えられた。CTRONもま
ず第一に「どこでもコンピュータ」環境のネットワークを維持し、それら
が協調動作するために必要な特殊機能をインテリジェントオブジェクトた
ちにサービスするためのサーバーという位置付けなのである（図4）。
3.3 究極の「どこでもコンピュータ」環境
極端な話、本当に大量のコンピュータが環境にばらまかれていると考え
てみよう。コミュニケーションマシンとしてすべての個人が一つのコンピ
ュータを所有し携帯するという将来イメージさえも時代遅れになることが
考えられる。
究極に「どこでもコンピュータ」化した部屋を考えてみる。MCUはそれ
単体でエネルギー供給から通信まで行える米粒ほどの部品となり、マイク
ロマシンニング技術を応用したセンサーやアクチュエータの機能を持つ。
部屋の中の工業製品と名のつくものはもちろん製造段階からMCUが組込ま
れインテリジェントオブジェクトとなっている。美術品などの装飾にも管
理用のMCUが貼り付けられている。そのような大量生産によりMCU組込み
のコストは限りなくタダに近い。さらに部屋の中には――いわば移動でき
るMCUであるマイクロマシンが、人知れず掃除などの群体的なサービスを
行っている。一部屋だけで数千のMCUが存在し、それらが空間光バス的な
無線交信を常時行っている。
このような環境を実現するための技術は現在存在していない。マイクロ
マシンの制御技術の分野で関連する研究があるかもしれないが、コンピュー
タ科学の分野では残念なことに研究もされていない。しかし、この部屋を
前提として考えるならば、純粋情報処理のイメージすら変わってくる。
例えば、純粋に文書を作ることを考えてみよう。その部屋の住人は、ま
ず白紙のようなものを取り出す。それは表示用のインテリジェントオブジェ
1.1 TRONプロジェクト
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クトで、外部から受け取った情報を表示する機能だけを持っている。次に
彼は電子ペンを取り出す。そのペンは持主の筆跡を覚えている。そのペン
で文章を書き、必要ならペンで校正記号を書いて修正を施す。参考文献が
必要になったので、新しい白紙を取りだし命令を口に出す。部屋の中の音
声認識で動作する機器がそれを聞き、外部のデータベースから呼び出され
たデータ新しい白紙に表示される。インテリジェント紙の隅のページ捲り
記号に触れると次のページが現れる。インテリジェント紙は高いものでは
ないから、必要文献の数だけテーブルに広げればいい。白紙が乱雑になっ
てくると、インテリジェントテーブルの上にシンボルがあらわれて、命令
すれば、インテリジェント紙の内容を入れ換えて、自動的に整理させるこ
とも可能である。その全ての過程で、実際に多くの情報処理を行っている
のは、その時点で大きなタスクを抱えていない、その他大勢の数千のイン
テリジェントオブジェクトの計算パワーの集合体なのである（図5）。
3.4 バーチャル応用のビジョンへの影響
このような環境では、もはや個人の「所有する」パソコンという存在は
必要なくなる。この部屋の中に（単体として）パソコンと呼べるほどの記
憶容量を持ったシステムはないし、ファイルシステムや、まとまった入出
インテリジェントオブジェクト
問い合わせ

音声認識

手書き文字認識
表示
サーバマシン

回答

表示
入力

処理

図5. 究極の「どこでもコンピュータ」環境
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力装置を持ったシステムもない。しかし、部屋とそこにあるインテリジェ
ントオブジェクト全体さらには、ネットワーク接続されたデータベースサ
ーバがいわば強力無比なパソコンとして働くのである。マルチメディア応
用も同様である。個人が持ち運べるような強力な小型マルチメディアパソ
コンを導入するより、一台のインテリジェントTVが部屋にあればいい。イ
ンテリジェント紙と同様に、必要な時に必要な動画情報を、パソコンのち
まちましたディスプレイよりはるかに見やすく表示してくれる。なぜなら、
TVというのが動画情報を見やすく表示することに特化した機器だからであ
る。同様に、他人と話したければインテリジェント電話を使えばいいし、
音楽を聞きたければインテリジェントHiFiを使えばいい。どんなにがんば
っても、パソコンのディスプレイでは大画面テレビにかなわないし、スピ
ーカーはHiFiステレオにかなわない。情報が受け渡しできて、いつでも呼
び出せて、協調動作も可能なら、何も一つの小さな箱の中にシミュレート
して無理して詰め込む必要はないはずである。
オブジェクトオリエンテッドやエージェントのようなモデル論に関して
も、究極の「どこでもコンピュータ」環境を前提とすれば、話は変わって
くるであろう。従来のそれらはプログラム開発やリモートジョブのために、
一つのプロセッサの中にソフトウェア的に作ったメッセージしか受け付け
ない仮想的な疎結合存在であった。しかし、このような環境では例えば、
オブジェクトやエージェントに必要なだけのプロセッサを与えて、真に並
行動作可能な実体とすることもできる。ネットワーク中の存在として考え
れば、メッセージしか受け付けない疎結合的存在はむしろ普通で、それこ
そまさにインテリジェントオブジェクトなのである。むしろ、上の文書作
成応用でも見られるように、必要に応じて空間光バス等の技術を使い、複
数のインテリジェントオブジェクト間で共有メモリ的接続を行わせる技術
の方が問題になるだろう（図6）。
繰返しになるが、ここで述べてきたような環境を実現するための技術は
現在存在していないし、近い将来に実現する可能性もない。実際、TRONで
もコミュニケーションマシンとしてのBTRONのような存在は、将来に渡っ
ても必要と考えている。しかし、ここで述べてきたように、リアル応用を
切捨ててバーチャル応用にのみ目を向けるか、あくまでリアル応用を中心
に据えてその視点でバーチャル応用も考えるかでは、アーキテクチャのバラ
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ンスから、技術開発の重点まで

プロセッサ

大きな違いになる可能性がある。
ソフトウェア
の実体

その点で、TRONの哲学はあく
まで「リアルへの密着」であり、
その視点から研究することによ
って、コンピュータ科学に、独
自の貢献を行うことができると

a) 従来のエージェントモデル

信じている。

プロセッサ

4.1 研究開発のステップ

ソフトウェア
の実体

「どこでもコンピュータ」環境
のためのキーパーツとしてまず
第一に上げられるのが、本応用
b)「どこでもコンピュータ」環境

に適した完全シングルチップマ
イクロプロセッサを作ることで
ある。プロセッサコアを中心に、
回りにASICで周辺回路を実装し、
1チップに納める。さらにマイク

共有メモリ的接続

ロマシニング技術によりセンサ
ーやアクチュエータをも同チッ
ソフトウェア

プ上に納めることも目標とした。

の実体

c) 進化した「どこでもコンピュータ」環境

コスト、消費資源、消費電力な
どの面から、ハードウェアを出

図6. ソフトウェアとプロセッサとの関係

来るだけ小さくチューニングす
ることを最も重要視していた。
第一段階として、コアになる

マイクロプロセッサの命令セットを設計し、それに沿ってコアチップを作
った。これが6社によって開発されたTRONチップである。
さらにハードウェアとソフトウェアを一体化して設計開発して性能の向
上を図ることを狙い、この手法を「トータルアーキテクチャ」と名付けた。
現在ではCo-designという名称が一般的になっている。
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ソフトウェア的には、インテリジェントオブジェクトの制御に使うため
のリアルタイムオペレーティングシステムを開発するという事が非常に重
要だった。ただ用途は産業用、民生用であって宇宙、軍事用ではないので、
必要なのはハードリアルタイムではなく、ソフトリアルタイムなリアルタ
イムオペレーティングシステムであった。これがITRONである。
また、ITRON以外に、ユーザインタフェース機能を重視したシングルユー
ザ、マルチタスクのオペレーティングシステムのBTRONが開発された。こ
れは、本来のTRONの考える「どこでもコンピュータ」環境イメージの中で
は、環境と人間の仲立ちをするコミュニケーションマシンであるべきもの
である。しかし、
「どこでもコンピュータ」環境が確立していない現状では、
さしあたり需要のあるパーソナルコンピュータ向けのOSとしての性格付け
をして開発することとなった。これは、パーソナルコンピュータ向けのOS
として普及し、その利用を深めることで、重点開発項目であるユーザイン
タフェース機能やマルチメディア機能のテストベッドとして利用しようと
したためである。
またノード間を接続する技術としては、有線、電波、赤外線などさまざ
まな方式があるが、プロジェクト開始当時に普及を始めたLANはこの用途
に適さず、高速のリアルタイムネットワークの開発を目指した。将来のコ
ンピュータで囲まれた生活空間においては、さまざまな接続方法が取られ
るであろうが、この第一段階では有線のμBTRONバスというインテリジェ
ントオブジェクト間の接続を目的としたバスが開発された。
μBTRONバスのような、LAN規模の接続に対し、それらのネットワーク
間を結ぶ上位のWANは現在は電話回線網を利用している。将来的にもWAN
については回線効率の問題から、このような回線ヒエラルキーとなんらか
のコミュニケーションハブを持つネットワークアーキテクチャが利用され
るだろう。このようなコミュニケーションハブのためのマルチユーザ、マ
ルチタスクのオペレーティングシステムとしてCTRONが開発された。また、
CTRONは「どこでもコンピュータ」環境の中でも分散できないリソースや
データベース等のサーバーシステムのためのオペレーティングシステムと
しても利用される。そのため、システムの必要とする規模／機能に対応し
たインタフェースを採用できるようなサブセット構成の仕様となっている。
CTRONはタスク数が数千以上の超多重リアルタイム処理を要求される通
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信機器向けのオペレーティングシステムであり、このような性質のために
現在は、公衆電話回線の電子交換機や、さらには情報スーパーハイウェイ
にも必須のATM交換機等を実現するためにすでに利用されている。このよ
うにCTRONを利用した通信インフラストラクチャが発展することは、
TRONの考える「どこでもコンピュータ」環境へのスムーズな移行の第一歩
である。
これからのTRONのプロジェクトの方向としては、第二段階としてTRON
仕様チップをチューニングして、インテリジェントオブジェクト実現のた
めの基本パーツを確立する。シリコンコンパイラでTRONチップを記述し、
ASICと一体化してチューニングを行いCo-designの方向性を強めようとして
いる。第三段階では開発、チューニングされたパーツを使って1億個のノー
ドを接続する。ここで実用性、安全性などを確認するというステップにな
っている（図7）。
ITRON

TRONチップ

BTRON

CTRON

ヒューマン
インターフェイス

TAD
ネットワーク
プロトコル

T-Open
µITRON3.0

テストベッド

BTRON1

IMTRON
BTRON3

テストベッド

コミュニケーション用

Co-design

マシン

MCU

サーバマシン

「どこでもコンピュータ」環境

図7. 研究開発のステップ
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以下では、TRONプロジェクトの主要なサブプロジェクトおよびヒュー
マンインタフェース等の重点研究項目のそれぞれにおいて、10年間で私た
ちは何を得ることが出来たかを評価し、これから先どういう方向に進めて
行くかについて論ずる。
4.2 ヒューマンインタフェース (HMI)
多くのインテリジェントオブジェクトで生活環境が構成される「どこで
もコンピュータ」の時代には、老人から子供まで真の意味で「誰でも」が
コンピュータ組込みの機器が使えなければ一般生活にかかわる。その意味
で、「どこでもコンピュータ」のHMIは障害者を含め真の意味で「誰でもが
使えるもの」でなければならない。機種や応用を超えたコンピュータと人
間とのよりよいつき合いのためのヒューマンインタフェース技術の確立が
「どこでもコンピュータ」の時代の成否を握っている。
a) HMIデザインガイドライン
そのため、TRONではディスプレイといった

顔

を持ったコンピュー

タだけでなく、マルチメディア情報端末、家庭電化製品、住宅設備機器、
自動車などのコンピュータ組込みの工業製品全体に適用可能なHMI標準の
確立を目指した。「トロンヒューマンインタフェース標準ハンドブック」と
してまとめられたTRONのHMIデザインガイドラインは、これらの広い範囲
をカバーするものになっている。
その具体的な一例として、電子ディスプレイ上の仮想的なHMIである
GUI(Graphical User Interface)と操作盤の上のボタン、ダイアルといったリア
ルなパーツ（部品）を使ったSUI(Solid User Interface)を統一して扱っている
ことが挙げられる。GUIとSUIの両方に、多くの点で共通の操作作法を適用
しており、2つの間に類推性／交換性を確保することを狙っている。GUIと
SUIを操作頻度、緊急性、利用環境といった様々な観点の特性で違和感なく
組み合わせ、応用に対して最適なヒューマンインタフェースを構成するこ
とが可能になる。
b) イネーブルウェア
広く適用できる標準仕様の中に、ユーザの身体特性や利用環境等の外部
条件の多様性に対応できる仕組みを、あらかじめ組込んでおかないと、
TRONの目指す真の意味で「誰でもが使える」ということは実現できない。
例えば、個々の障害に対応するための特別な技術を個別に開発し、標準品
1.1 TRONプロジェクト
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にあとから付加するのではコストがかさみ、技術的には対応可能でも結局
多くの「使いたくても使えない」人達を生んでしまう。そこで、TRONでは
環境と人間のミスマッチを補正するための仕様やそれを実現するための電
子技術をイネーブルウェア(Enableware)と総称し、それを一般仕様に組込も
うとしている。一見矛盾した「標準による多様性への対応」というのがイ
ネーブルウェアの思想である。
イネーブルウェアの重要な点は、あくまで機器が多様な利用シーンにお
いて使えるようにするための一般技術を開発していることである。手が震
える人のためのキーボード入力の技術は、振動のはげしい劣悪環境でのコ
ンピュータ操作にも活かせるというように、身体障害も環境と人間のミス
マッチのケースの一つと考え、広い視野で対応しようというのである。
先に述べた、TRONのHMIデザインガイドラインにはこのイネーブルウェ
アの考え方が導入されているし、具体例として、BTRONにはすでにこのイ
ネーブルウェアが導入され、基本システムの調整のみで多くの障害に対応
可能なHMIとなっている。
c) 多国語対応
システムとその利用者の意志疎通上のミスマッチとして考えなければな
らないのが、使用言語の問題である。世界の人々それぞれに固有の文化を
尊重したコンピュータ利用には、多国語処理は避けて通れない。多国語の
混在した文書を取り扱うことを考えた場合、単にコードに複数の言語の文
字を割当てるだけでは不十分である。例えば、文字を記述する方向、禁則
処理などの規則は言語ごとに異なる。TRONの多国語環境では、同じ環境上
で、古今東西の複数の言語を同時に混合して扱える枠組みを持っている。
言語から言語への移行をユーザに意識させることがないシームレスな多国
語環境である。また開発側からみた場合、アプリケーションソフトウェアを言
語独立に開発できる環境が用意されている。例えば、BTRON上では、アプ
リケーション設計とは独立に、表示言語を切り替えるとそれに対応してHMI
パーツが自動的に形を変えるといった機能が実験されている。
d) HMI自動チューニング
ヒューマンインタフェース技術開発の第二段階としては、HMIコンパイ
ラと自動チューニングの実現を目指している。具体的にHMIをどのように
設計するかという問題になったとき、標準化はしたいが、さまざまなバリ
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エーションも許したい。このバリエーションは統一感の維持した上ででき
るかぎり多様であることが望ましい。そのためTRONでは、HMIコンパイラ
と呼ぶCAD(Compuer-Aided Design)システムを開発しようとしている。アプ
リケーションから必要とされるHMI仕様や機器設計やユーザの身体条件か
ら来る設計上の拘束条件などを「HMI記述言語」で記述して、HMIコンパ
イラにかける。HMIコンパイラは、TRONデザインガイドラインに沿った多
様なHMIパーツやその組み合わせの手法が記述されたデータベースを元に、
自動的に操作インタフェース仕様を生成する。HMIコンパイラの考えをさ
らに発展させ、チューニングされた情報を個人属性としてIDカードに格納
し、それを持って機器に近づくだけで、その機器のHMIの特性を自分に最
適になるように自動的に切り替わる環境の構築を目指している。これは、
HMI自動チューニングの技術やイネーブルウェアの多様性への対応の範囲
をさらに押し進めるものである。また、多国語対応とも大きな関係がある。
例えば、各人が自分の身体条件や文化的背景を収めたICカードを持ってい
て、例えばコンピュータ制御の電光掲示板に弱視の人が近付くと表示が大
きくなるとか、外国から来た人が近付くと表示がその人の母国語に切り替
わるといったことが自動的に行われるわけである（図8）。

分類 学

日本語表示

I Cカード
拡大表示

フランス語 表示

図8. HMI自動チューニング
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このような動作の実現には、HMI記述言語やHMIパーツの特性データベー
スの構築、自動チューニング機構の一環としての自動翻訳マネージャ、次
に述べるメディア変換機能など多くの課題があり、現在研究中である。
4.3 TAD
TAD(TRON Application Data bus)は、単に文章、図形、動画、音声といっ
たいわゆるマルチメディアデータだけでなく、生活物理環境などの情報も
含んでおり、実時間の中にそれらの複数のメディアを同期して再生するこ
とができるデータ標準フォーマットである。
データのマルチメディア化はHMIのマルチメディア化でもある。すなわ
ち、コマンド起動のバッチインタフェースからイベント駆動のリアルタイムイ
ンタフェースへ発展、あるいは、文字インタフェースからグラフィカルインタ
フェースへ発展である。TRONではこの延長線上に、音声認識、身振り認識、
表情認識などの技術を想定し、多彩なHMI手段を選べるようになっている。
コンピュータのメディア応用技術は、情報を加工・流通・保存するもの
だが、TRONではさらにこの考えを押し進め、コンピュータをメディアを変
換するための環境と位置付けている（図9）。前述のマルチメディアHMIや
多国語環境を使えば、ある人にメッセージを伝えたいとき、目が見ない人
は点字で入力すればよいし、手が不自由な人は1接点キーボードで入力すれ

音声認識

点字ディスプレイ
コンピュータ

手書き文字認識

画面表示

文字認識（OCR）

A
音声合成

図9. コンピュータによるメディア変換環境
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ばよい。一方メッセージを受け取る側では、そのメッセージが受け取り手
に合わせて文字出力、音声読み上げ出力、点字出力などに変換されてほし
い。つまりコンピュータは、利用者の文化的、身体的な個人特性や利用環
境などに応じて、都合のよいメディアにのせて情報を伝えたり取り出した
りする機能を持つべきであり、これによりコンピュータは環境と人間だけ
でなく、人間と人間の間の仲介役を果たすこともできるようになる。
4.4 ITRON
ITRONは、TRONプロジェクト全体のコアになるような機器組込み制御
システム用のオペレーティングシステムであり、TRONプロジェクトの中で
一番早く1984年から仕様検討が開始されたサブプロジェクトである。コン
パクトなリアルタイムカーネルを中心とした「弱い標準化」をうたい、あ
らゆるマイクロプロセッサに実装するという方針で開発を進めた。
ITRONサブプロジェクトでは、現在までにITRON1、ITRON2、μITRON
の仕様設計とこれらに基づく多くの実装が行なわれ、多様な機器にITRON
が利用されてきている。ITRON1は主に16ビットCPUをターゲットとして設
計された。ITRON2はTRONチップの開発と合わせて、高性能高機能な比較
的大規模制御システム向けに、主に32ビットのCPUをターゲットとした。
μITRONは8ビットのMCUなどリソース条件が厳しいシステムにおいても、
高性能を発揮することに重点を置いて設計された。
ITRON仕様のOSは、トロン協会に登録されているものだけでも、すでに
十数種類のプロセッサに20を越える実装が行なわれている。また、ITRON
は比較的実装が容易なため、システムメーカー自身が自社開発してシステ
ムに組込んでいる例が多数ある。
現在のITRONの最新仕様は、μITRON仕様に一本化されている。これは、
μITRONが特にコンパクトで高いリアルタイム性能を発揮できること、μ
ITRONが8ビットMCUのみならず、16ビットから32ビット高性能MPUにま
で適用可能できることを考慮したためである。μITRONの最新仕様である
μITRON 3.0では、「どこでもコンピュータ」環境実現のためのつぎの一歩
となる、疎結合ネットワークによる分散システムをサポートする機能（接
続機能）を追加した。この仕様ではネットワークを介して相互のタスクの
間でやりとりされるプロトコルの規定を行なっており、主なネットワーク
（シリアル回線による point to point 接続からLANの範囲で）についての下位
1.1 TRONプロジェクト
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図10. BTRONの多国語機能

プロトコルについても仕様の作成を行なっている。μITRON 3.0の接続機能
は、コンフィギュレーションが固定された「閉じたネットワーク向け」の
ものであるが、次の段階としてダイナミックに構成を変更できる「開いた
ネットワーク」向けのIMTRONも開発されようとしている。
4.5 BTRON
BTRONはヒューマンマシンインタフェースのためのオペレーティングシ
ステムである。第一段階としてBTRON1が開発されたが、OSのファイルシ
ステムとハイパーメディア機能を統合した「実身／仮身モデル」を採用し
た。また他のパーソナルコンピュータと比べてもいち早く動画を含めたマル
チメディアの取扱いに力を注いでいた。その他多国語対応機能（図10）、障
害者向けインタフェース（イネーブルウェア）などの特徴を持つ。またエル
ゴノミクスの面からキーボードの再デザインを行い、入力効率が高く疲れに
くいTRONキーボードを開発した（図11）。
実身／仮身モデルでは、情報の実体に相当するもの（ファイル本体）を
第1章 ITRONの基礎とµITRON 3.0

23
「実身」と呼び、その実身を指す
（参照する）タグに相当するもの
を「仮身」と呼ぶ。実身の中に
は、データと一緒に他の実身を
指す仮身を混在させることがで
きる。また、同じ実身を指す複
数の仮身や、ループ状の参照関
図11. トロンキーボード

係を作成することもできる。こ
のため、仮身と実身との参照関

係は、ネットワーク状になる。このような実身／仮身モデルが持つ柔軟な
情報構造は、各種のマルチメディアデータを効果的に表現／蓄積するもの
になっている。
BTRON1は16〜32ビットの小規模ハードウェア向け仕様であり、特定シ
ステムへのチューニング（作り込み）を前提としている。BTRON1は、携
帯情報端末やHMI指向の組み込みシステムへの展開が進んでいる。
第二段階として、32ビット以上のハードウェア向け仕様であるBTRON3
仕様に基づいたOSを開発した。BTRON3の内部構造は、外殻／周辺核／中
心核の3層構造になっており、分散環境対応、保守性・拡張性が重視された
設計になっている。中心核にはμITRON 3.0が利用される。BTRON1に比べ、
GUIマネージャや多国語対応が強化されているのが特徴である。さらに、
BTRON3にパワーマネジメントなど携帯機器向けの機能を追加してバージ
ョンアップしたものがμBTRONであり、μBTRON仕様OSを実装した携帯
情報端末も既に市販されている。
4.6 CTRON
CTRONはタスク数が数千以上の超多重リアルタイム処理を要求される通
信機器向けのオペレーティングシステムであり、高性能と通信機器用ソフ
トウェアのポータビリティ向上の両立を狙っている。すでに電子交換機や
構内交換機、あるいは通信向けフォールトトレーラントコンピュータ用の
OSとして20以上の製品に使われ、日本だけでなく欧米のメーカにも採用さ
れている。CTRONのアーキテクチャはポータビリティ性向上の点から基本
OSインタフェースと拡張OSインタフェースの2階層になっている。一方、
インタフェースのサブセットの規定を明確に行い、システムの必要とする
1.1 TRONプロジェクト
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規模や機能に対応したインタフェースを採用することを可能とした。
CTRONの仕様書の公開は1987年に始まり、OSの本格的な利用は1989年か
ら始まっている。また、ポータビリティ評価のための大規模な実験を1990
年から3年間行い、実計算機環境でのソフトウェア移植性が確認された。さ
らにCTRON準拠製品の機能の過不足を検出する検定システムを開発した
り、負荷（多重度）の変化に応じた各システムコールの応答時間を測定す
るリアルタイムベンチマークプログラムを開発したり、その公開を行った
りしている。この結果、ほとんどのCTRON製品において、資源の多重度が
増大してもシステムコールの処理時間がほぼ一定であることが確認され、
リアルタイムUNIXなどと比較して大変優れたリアルタイム性をもつことが
実証できた
4.7 TRONチップ
ハードウェアの開発はちょうど第一段階を終了して、第二段階に入ろうと
しているところである。これまでの第一段階では、6社がTRONチップを開
発し、GMICRO/ASSPやTX2といったASICコア用のチップも開発された。また、
高信頼性システムを実現するための設計分散も実現出来るようになった。
TRONチップの命令セットアーキテクチャはオブジェクト効率のよい可
変長命令方式である。80年代にはCISC/RISC論争があり、今では尻すぼみに
なってしまったが、インテリジェントオブジェクトに組み込むようなプロ
セッサではオブジェクトコード効率が悪いとまず実用にならない。速いけ
れどもコストが高いのでは困るわけである。電池で動くような低消費電力
性、メモリ効率の高さが望まれた。最近開発された組み込み用途向けの
RISCプロセッサは純粋RISCから逸脱して、CISC寄りになっている。結局は
TRONチップと同じ方向を目指しているようだ。
TRONプロジェクトのMPUの仕様あるいはそれに基づいて作られたMPU
チップを総称してT-Openと呼ぶ。T-Openの仕様に基づくMPUは、1988年か
ら現在までに十数品種が開発された。これらはオープンな共通仕様である
T-Openをもとに、複数の半導体メーカーが個別に機能設計、論理設計、回
路設計、レイアウト設計を施して開発されたVLSIである。このような例は
世界でもきわめて珍しい。
第二段階として、さらに広範囲の組込用途に適応するために、仕様をハ
ードウェア記述言語により記述し、目的にあったチューニングと周辺機能
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他のノード

他のノード

送受信回路
通信ポート
プロトコル変換

CPUコア
ROM/RAM

周辺回路

センサー／アクチュエータ

図12. ASIC化されたインテリジェントオブジェクト

の集積を行ない、ASICを自動生成することを研究している。先に述べた
IMTRONと「どこでもコンピュータ」のネットワークノードに必要な周辺
機能をCo-designして製造されるASICチップ――、これこそが、TRONの考
えるインテリジェントオブジェクト実現のための基本パーツになるのであ
る（図12）。
インテリジェントオブジェクトはスイッチや照明器具のような非常に単
純なものから高度な制御機能を必要とするものまで多くの種類がある。従
って、個々のインテリジェントオブジェクトに適した制御チップを高いコ
ストパフォーマンスで提供できるようにする必要がある。ASIC自動生成方
式はこの目的に最適の方式である。

本章の哲学の節において、TRONでは「リアルへの密着」ということを
重視していると述べた。しかし、同時にTRONにおけるインタフェース設計
において重視しているのが「プログラマブルインタフェース」という考え
方である。
プログラマブルインタフェースは、本来は「どこでもコンピュータ」環

1.1 TRONプロジェクト
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境のような、大規模な開かれたネットワーク内部でのバージョン調整や、
高度なデータフォーマットの解釈を一般化するための手法として考えられ
た。ノード間で対話の前に相互の持っているインタフェース仕様を比較し、
必要なら相手にプログラムを送りつけて最適のインタフェースに自動チュ
ーニングしてから、対話を始めるという考え方である。現在ネットワークエ
ージェントの応用分野と考えられているものも、このプログラマブルインタ
フェースに含まれる（両者の違いは、動作を終ったあとエージェントのよ
うにその場を撤退するのでなく、インタフェース仕様としてノードに残ると
いうことである。そのために、類似のインタフェースが累積しないような、
ネットワーク全体での仕様管理機構が必要となる）。
しかしその後、HMIの自動調整や対話のための自動翻訳、メディア変換
といった技術も、この考え方の中に含まれるようになり、TRONにおけるも
う一つの中心的思想となっている。この「リアルへの密着」という哲学と
「プログラマブルインタフェース」という考え方の二つが出会ったところに
あるのが、図8で述べたようなコンピュータ制御の電光掲示板である。すな
わち、電光掲示板はリアルな存在であるとともに、それを見る人との間で
良好なインタフェースを確保するために、インタフェースが変化する（プ
ログラマブル）機能も持っている。
しかし、もっと一般的に言えば、そのようなインタフェースだけでなく、
融通のきかない社会全般のハードワイヤードな機構（設備だけでなくお役
所仕事のような組織まで）が、効率のためという名目で切り捨てている部
分を、コンピュータネットワークの情報能力を浸透させることにより救い
たいという考えがある。
チャップリンの「モダンタイムズ」以来、科学技術の進んだ社会という
ものに対し、一つの嫌悪すべきステレオタイプができた。しかしそれは私
にいわせればその社会がハードワイヤードな社会だからこそ問題であるに
すぎない。大量生産に代表されるハードワイヤードな機構は対象が定型の
ものでないと処理できないために、いつのまにか本末転倒で対象を定型化
しようとするのである。
TRONプロジェクトの究極の目的は、社会全体を「プログラマブル」に
しようということであるといってもよい。自分の思い通りになるバーチャ
ルリアリティに逃げ込むのではなく、ソフトウェアの入れ換えによって何
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にでもなれるコンピュータの柔軟性を環境に――さらには社会全体に埋め
込むのである。そのための道具だてが「どこでもコンピュータ」環境であ
る。TRONプロジェクトでは、そのような多様性を認める柔軟性への配慮を
すべての設計者が忘れないように、また自然とそうなる技術基盤を提供し
たいと考えているのである。

1.1 TRONプロジェクト

28

組み込みシステムの現状と特徴
電子機器（装置）にコンピュータが内蔵されてはいても、それが通常の
コンピュータとして意識されることなく用いられているような場合、「コン
ピュータが機器の制御用に組み込まれたシステム」を「組み込みシステム」
という言葉で表現する。
マイクロコンピュータ技術の発展に伴い、組み込みシステムの応用分野
も拡大の一途をたどり、当初工場の生産ラインの制御等産業用途で産声を
あげたものが、通信機器やOA機器等業務用途に拡大し、近年は、自動車を
はじめ、電子楽器やゲーム機、携帯電話、ビデオカメラ、テレビ、オーデ
ィオ、洗濯機、エアコン、照明器具など民生分野に急速に拡大し、今では
身の回りで組み込みシステムでないものを探す事の方が難しくなっている。
一般に、民生機器に代表される小規模な組み込みシステムには、産業機
器に代表される規模の大きい組み込みシステムと比較して、機器の製造個
数が極めて多く、単価が安いという特徴がある。そのため、大規模な組み
込みシステムでは開発コストを下げることが重視されるのに対して、小規
模な組み込みシステムでは最終製品の製造コストを下げることが重視され
る傾向にある。また、特に民生機器分野では、一度販売した機器のソフト
ウェアを改修することはほとんどなく、システム開発のライフサイクルが
短いことも、特徴の1つとなっている。
小規模な組み込みシステムの分野では、プロセッサコアに加えて、ROM、
RAM、汎用I/Oデバイス、用途に応じたデバイスなどを1チップ化したMCU
が広く使われている。MCU上のソフトウェアを開発する際には、最終製品
のコストダウンの要請から、ハードウェア資源の制約が問題になる。とり
わけメモリ容量の制約は厳しく、典型的な8bit MCUで、ROMが32KB、
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RAMが1KB程度、少し大規模なものでもそれぞれ128KB、4KB程度のメモ
リ容量しか持っていない。また、高いコストパフォーマンスが求められる
MCUは、しばしばアプリケーションに最適化して設計されることから、プ
ロセッサコアの種類が極めて多いことも特筆すべき点である。
このような小規模な組み込みシステムの分野においても、ソフトウェアの
生産性の向上は重要な課題となっており、C言語などの高級言語を使うケー
スや、ITRON仕様を代表とするリアルタイムOSを用いるケースが多くなっ
ている。
組み込みシステム用のリアルタイムOS に対する要求
マイクロプロセッサの高性能化が進む一方で、家電製品など大量生産さ
れる機器への応用が広がっていることから、組み込みシステムのコストパ
フォーマンス向上に対する要請は以前にも増して強いものとなっている。
また、組み込みシステムの応用分野の拡大に伴って、リアルタイムOSを扱
うべきソフトウェア技術者も増加しており、設計者やプログラマの教育の
重要性も高い。
このことを実証するデータとして、トロン協会が1996年に行ったアンケ
ート調査でも、組み込み用リアルタイムOSの問題点として、使える技術者
が不足またはいない、OSによ
り仕様の違いが大きく切替の負
担が大きいといった教育上の問
題や標準化の問題を挙げたケー

OS により仕様の
違いが大きく切替
の負担が大きい
13%

スが上位を占めている（図13）。
また、性能や機能の不適合も大

使える技術者が不足
またはいない

性能・機能が
要求条件に適合しない

28%

13%

きな問題となっている。
以上のことから、小規模な組
み込みシステム用リアルタイム
OS仕様の標準化に対して、強

OSのサイズや
使用リソースが
大きすぎる
13%
開発環境や
ツールが不足

い要求があることがわかる。と

価格が高い
13%

13%

りわけ、概念や用語の統一とい
ベンダによるサポートが不十分 3%
その他 4%

った教育面を重視して、広い範
囲の組み込みシステムに適用で
きるものであることが求められ

図13. 組み込み用リアルタイムOSの問題点
（トロン協会によるアンケート調査結果, 1996年）
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ている。それに対して、他の多くのOS標準仕様が重視しているソースコー
ドレベルの完全な互換性はそれほどは重要ではなく、コストパフォーマン
スを低下させてまでポータビリティを向上させる意義は少ない。これは、
小規模な組み込みシステムの場合、別のプロセッサおよびその上のOSへの
移行が必要になるのは、制御対象の機器の側にも変更がある場合が通常で
あり、アプリケーションプログラムを修正なしに他のOS上へ移植するとい
う状況はほとんどないためである。また、用いるプロセッサを変更した場
合には、最終製品のコストダウンのために、ソフトウェアのチューニング
作業をやり直すことも多く、ソースコードの完全な互換性が重視されない
もう一つの理由となっている。
以上の要求をもう一度整理すると、次のようになる。
・ハードウェアの性能を最大限に発揮できること
MCUを用いたシステムにおいては、ハードウェア資源の制約が厳しいた
め、与えられたハードウェアの性能を最大限に発揮できることが、リア
ルタイムOSを採用する前提条件となる。前述したように、小規模な組み
込みシステムにおいては、ソースコードレベルの完全な互換性よりも、
ハードウェアの性能を最大限に発揮できることが重視される。
・ソフトウェアの生産性向上に役立つこと
ソフトウェア生産性の向上はOSを用いる動機の1つであり、重要なのは
いうまでもない。とりわけ、概念や用語の統一や、設計手法の標準化と
いった教育面からの標準化が重視される。
・各規模／多種類のプロセッサに標準的に適用できること
組み込みシステム用のプロセッサはアプリケーションに最適化して設計
されることが多く、その結果極めて多種類のプロセッサが使われている。
また、プロセッサの規模についても、制御対象機器に応じて8-bitから32bitまで多岐にわたる。
以上で述べた要求事項に加えて、仕様が真の意味でオープンであること
も重要な要件となる。これは、仕様書が書籍などの形で一般に公開される
だけでなく、それに基づいた製品を誰もが自由に実装・販売できることも
意味している。
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従来のOSの問題点
小規模な組み込みシステム向けのリアルタイムOSには前節で述べたよう
な要求事項があるわけだが、それに対して、従来のOSには以下に挙げるよ
うな問題がある。
第一の問題点として、プロセッサのアーキテクチャの仮想化が、実行時
性能の低下を引き起こしていることが挙げられる。複数種類のプロセッサ
上で動作するOSを設計する場合には、それらのプロセッサに共通する仮想
アーキテクチャを想定し、その上にOSが構築されるのが通常である。しか
しこの方法では、実際のプロセッサのアーキテクチャと仮想的なアーキテ
クチャとの差が実行時のオーバヘッドの原因となり、実行時性能の低下に
つながる。
次の問題点として、ソフトウェアの生産性を上げるために、小規模な組
み込みシステムには必ずしも必要でない高度な機能を取り込んだことで、
OSのサイズが大きくなり、実行時性能も低下しているケースが多いことが
ある。そのため、限られたハードウェア資源で動作させることが難しくな
っている。
さらに、多く種類のプロセッサに共通に利用できるリアルタイムOSのオ
ープンな標準仕様がないことも、大きな問題点である。半導体メーカは、
自社のプロセッサ向けのOSしか提供しないし、OSメーカは、数多くのプロ
セッサをサポートしきれていない。標準仕様の欠如は、同じ用語をOSごと
に違う意味に用いていたり、同じような機能は持っていても細部がばらば
らで混乱を招きやすいといった問題を引き起こしている。
ITRON仕様の設計方針
前述した標準化への要求を受けて、我々は組み込みシステム向けの標準
リアルタイムカーネル仕様について検討を行い、その結果として、約10年
前から一連のITRON仕様を作成・公開してきた。カーネル仕様に重点を置
いて検討を行ったのは、小規模な組み込みシステムでは、カーネル機能の
みが利用されるケースが大部分を占めているためである。
前述の要求事項を満たすために、ITRON仕様を設計するにあたって、以
下の設計方針を設定している。
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・ハードウェアの過度の仮想化を避ける
ハードウェアの持つ性能を最大限に発揮させ、高いリアルタイム性能を
得るためには、仕様作成にあたって、ハードウェアを過度に仮想化する
ことは避けなければならない。ITRON仕様は複数種類のプロセッサ上に
実装することを目的としたカーネル仕様であるが、具体的な実装設計は、
プロセッサ毎に独立して行うことを基本方針としている。
ITRON仕様においては、プロセッサ間で標準化する仕様と、実装に依存
して決めてよい仕様を明確に分離した。標準化した項目には、タスクの
スケジューリング規則、システムコールの名称と機能、パラメータの名
前・順序・意味、エラーコードの名前と意味などが含まれる。
逆に、標準化すると実行時性能の低下につながるような部分については
無理に標準化を行わず、標準化・仮想化による性能の低下を避けるよう
に配慮した。具体的には、パラメータのビット幅や割り込みハンドラの
起動方法については、実装ごとに決める方針としている。
・アプリケーションに対する適応化を考慮する
アプリケーションに対する適応化とは、アプリケーションに必要となる
カーネルの機能や要求される性能に応じて、カーネルの仕様や内部の実
装方法を変更し、システム全体として性能向上をはかるアプローチをい
う。組み込みシステムの場合、カーネルのオブジェクトコードはアプリケ
ーション毎に生成されるため、アプリケーションに対する適応化が特に有
効に働く。
具体的には、カーネルが提供する各種の機能をできる限り独立させ、ア
プリケーション毎に必要な機能だけを用いることができるように考慮し
て、仕様の設計を行う。実際、多くのITRON仕様カーネルは、カーネル
自身がライブラリの形で提供されており、アプリケーションプログラム
とリンクするだけで、カーネルの必要なモジュールだけが組み込まれる
仕組みになっている。また、システムコールの単機能化を行い、必要な
機能のみ取り込むことを容易にしている。
・ハードウェアに対する適応化を考慮する
ハードウェアに対する適応化とは、ハードウェアの持つ性能や性質に応
じて、カーネル仕様や内部の実装方法を変え、システム全体としての性
能向上をはかることをいう。
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・ソフトウェア技術者の教育を重視する
組み込みシステムにおいては、あるシステム用に開発されたソフトウェ
アがそのまま次に開発するシステムに使えることはまれであり、ソフト
ウェアの互換性やポータビリティは、それほど重視されない傾向にある。
それよりも、カーネル仕様の標準化によって、ソフトウェア技術者の教
育が容易になったり、用語や概念の統一を通じて技術者間の意志疎通が
スムーズになることが重要と考えられる。
ITRON仕様では、ソフトウェア技術者の教育を重視し、標準化を通じて
一度覚えた事が広く活用できるよう配慮している。また、仕様における
用語の使い方や、システムコール等の名称の決め方などは、できる限り
一貫性を持つよう配慮した。
例えば、ITRON仕様のシステムコール名はすべて、'xxx̲yyy'型の7文字、
または'zxxx̲yyy'型の8文字であり、'xxx'が操作の方法、'yyy'が操作の
対象（オブジェクト）を表す（図14）
。'z'の付く8文字のシステムコール
は、'z'の付かない7文字システムコールから派生したシステムコールであ
ることを表す。xxx, yyy, zの意味は表1のようになっている。
・仕様のシリーズ化やレベル分けを行う
多種多様なハードウェアへの適用を可能にするため、仕様のシリーズ化
やレベル分けを行なう。過去に作成した仕様のうち、μITRON仕様(Ver
2.0)は主に8bit MCUなど小規模なシステム向けに作成されたもので、
ITRON2仕様は32bitプロセッサなど大規模システム向けの仕様である。ま
た、これらの仕様の中でも、さらに機能毎の必要度に応じたレベル分け
cre̲tsk

del̲tsk

sus̲tsk

←タスク

cre̲sem

del̲sem

sig̲sem

←セマフォ

cre̲flg

del̲flg

set̲flg

←イベントフラグ

生成

削除

各種操作

※ITRONのシステムコールの名称は、 xxx̲yy y 型の
7文字を使うのが原則である。このうち、 xxx が
操作の方法の省略名称を表し、 yyy が操作の対象
（オブジェクト）の省略名称を表す。
図14. ITRONのシステムコール命名法
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表1. ITRONにおける省略名称の生成規則
意味

xxx（操作方法）の省略名
acp
act
cal
can
chg
clr
cre
def
del
dis
dly
ena
exd
ext
fwd
get
loc
pol
rcv
rea
ref
rel
req
ret
rot
rpl
rsm
set
sig
slp
snd
sta
sus
ter
unl
wai
wri
wup

Accept
Activate
Call
Cancel
Change
Clear
Create
Define
Delete
Disable
Delay
Enable
Exit and Delete
Exit
Forward
Get
Lock
Poll
Receive
Read
Refer
Release
Request
Return
Rotate
Reply
Resume
Set
Signal
Sleep
Send
Start
Suspend
Terminate
Unlock
Wait（yyyに使うことも有）
Write
Wakeu p（yyyに使うことも有）

yyy（操作対象）の省略名

意味

flg
mbf
mbx
mpf
mpl
por
sem
tsk

Eventflag
MessageBuffer
Mailbox
Fixed‑siz e MemoryPool
MemoryPool
Port
Semaphore
Task

alm
cyc
exc
int
svc
tmr

Alar m Handler
Cycli c Handler
Exceptio n Handler
Interrupt , Interrup t Handler
Extende d SVC Handler
Time r Handler

blf
blk
cfg
cpu
dsp
dat
msg
nod
pri
rdv
rdq
sys
tim
tid
ver

Fixed‑siz e Memor y Block
Memor y Block
Configuration
CPU
Dispatch
Data
Message
Node
Priority
Rendezvous
Read y Queue
System
Time
Task ID
Versio n Information

z（派生形）の省略名
f
i
n
p
t

意味
Force
tas k Independent , Interrupt
Node , coNNection , Network
Poll
wit h Timeou t
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を行なっている。
また、ネットワークで接続された分散システムのための仕様や、マルチ
プロセッサシステムのための仕様も、一連のITRON仕様シリーズの中で標
準化作業を行っている。この内、分散システムのための仕様は、μ
ITRON 3.0仕様の中にも取り込まれている。
・豊富な機能を提供する
カーネルが提供するプリミティブを少数に限定するのではなく、性質の
異なる豊富なプリミティブを提供するというアプローチを取る。ハード
ウェアやアプリケーションの性質に適合したプリミティブを利用するこ
とで、実行性能やプログラムの書きやすさの向上が期待できる。
これらの設計方針のいくつかに共通するコンセプトとして、弱い標準化
がある。弱い標準化とは、共通化すると実行時性能の低下につながるよ
うな部分については無理に標準化を行わず、プロセッサや応用に依存し
て決めてよい部分として残すアプローチのことをいう。弱い標準化の考
え方により、多様なハードウェアの上で、その性能を最大限に発揮させ
ることが可能になる。
ITRON仕様の現状
先に述べたように、我々は約10年前から、一連のITRON仕様を作成・公
開してきた。最初のITRON仕様は、1987年にITRON1仕様という形でまとめ
た。その後、より小規模な8〜16bitのMCUに適用するために機能を絞り込
んだμITRON仕様Ver 2.0（本書では、μITRON2.0と略記する）、逆により
大規模な32bitのMPUに適用するためのITRON2仕様の検討を進め、共に
1989年に仕様書を公開した。
この内、μITRON仕様は、極めて限られた計算能力とメモリ容量しか持
たないMCUでも、実用的に利用できる性能を発揮することができたために、
多くの種類のMCU用に実装された。実際、ほとんどすべての日本メーカ製
の8bitMCU用にμITRON仕様のカーネルが開発されているといっても過言
ではない。さらに、MCUの適用分野が広がるにしたがって、各種の16bit
MCU、さらには32bit MCU、MPU用にもμITRON仕様カーネルが開発され、
トロン協会に登録されているものだけでも、十数種類のプロセッサ上に30
を越える実装例がある。また、μITRON仕様カーネルは、規模が小さく、
比較的容易に実装することができるために、ユーザが自社内専用に開発し
1.2 ITRONの特長

36
表2. ITRON仕様カーネルの適用例

家電製品
高機能テレビ、ビデオ機器、オーディオ機器
エアコン、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、照明器具

OA機器
プリンタ、コピー機、イメージスキャナ
ワードプロセッサ、光ファイリングシステム

通信機器
多機能電話、IS DN電話、携帯電話、FAX、放送用機器
無線システム、アンテナ制御装置、衛星制御装置

その他
PDA、ゲーム機、自動車、自動販売機、電子楽器
FA 用コンピュータ、工業用ロボット、測定器

ているケースも多く、製品化されているもの以外にも多くの実装例がある。
また、フリーソフトウェアとして配付されているμITRON仕様カーネルも、
複数種類ある。
言うまでもなく、このように多くのITRON仕様カーネルが実装されるの
は、広い応用分野と極めて多くの応用事例があるためである。ITRON仕様
カーネルが使用されている機器の例を表2に挙げる。
このように、ITRON仕様カーネルが広範な分野に応用されるにしたがっ
て、それぞれの機能の必要性や性能に対する要求が、より正確にわかって
きた。また、上でも述べたように、μITRON仕様カーネルを32bitプロセッ
サ用に実装するという当初想定していなかった適用例も出てきた。そこで、
これまでのITRON仕様を再度見直す作業を進め、1993年に、第3世代の
ITRON仕様であるμITRON 3.0仕様を公開した。
標準化によるメリット
前に述べた通り、ITRON仕様は教育面を重視して標準化されている。教
育面の標準化のメリットを定量的に評価することは難しいが、多くのユー
ザがITRON仕様が果たした教育面での役割を評価している。例えば、1つの
機器に複数種類のMCUを用いた場合の実例として、各MCUに共通に
μITRON仕様カーネルを用いることで、各MCUを担当した設計者やプログ
ラマの間の意志疎通が容易になり、効率よくアプリケーションプログラム
が開発できたという例が報告されている。
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100%

最初の開発
次回以降の開発

81.3
65.3

50%
23.2
16.8

11.5
1. 9
0%
機能設計

詳細設計

コーディング

※ アセンブラのエラーが無くなった後に発見さ
れたバグに関して集計
図15. バグ作り込み工程比率

また、カーネル開発側にとっても、カーネル仕様を標準化することの利
点は大きい。一例として、複数のプロセッサ上にμITRON仕様カーネルを
実装したメーカにおいて、最初にμITRON仕様カーネルを開発した時と2回
め以降の開発とで、バグの原因となった工程を比較した結果を図15に示す。
この図から、2回め以降の開発においては、上流工程に原因があったバグが
減少し、対策が容易な下流工程におけるバグの割合が相対的に増加したこ
とがわかる。
ネットワークサポートと今後の展望
MCUの低価格化にしたがって、1つの機器の制御に複数のMCUが使われ
るケースが増えてきている。機器を構成する部品のユニット化を進めるこ
とで、保守性や信頼性を向上させることが主要な目的で、具体例としては、
コピー機、FAX、自動車などが挙げられる。
そこでμITRON 3.0仕様では、μITRON仕様カーネルを持ったノードを疎
結合ネットワークによって相互接続した分散システムをサポートするため
の機能を追加した。具体的には、通常のシステムコールを使って、他のノ
ード上のタスクやセマフォなどを直接操作することができる。この機能を、
接続機能と呼んでいる。
μITRON 3.0仕様の接続機能は、あくまで1つの機器ないしはシステムを
制御するためのものであるため、ネットワークの構成はシステム構築時に
静的に決める必要がある。次のステップとして、別々に設計された機器が
1.2 ITRONの特長
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相互に接続できることが重要となる。また、ネットワークの構成が動的に
変化する状況にも対応しなければならない。この段階の仕様をIMTRONと
呼び、次の世代のITRON仕様と位置づけている（図16）
。

第1世代

第2世代

第3世代

ITRON2

ITRON1
汎用
16bitMPU
向け

ITRON-MP

TRON仕様チップ等
の32bitMPU向け

IMTRO N

µITRON3. 0

µITRON (Ver2.0)
シングルチップマイコン等の
小規模システム向け

図16. ITRON仕様の発展

分散システムを構築する上で、各種の機器に同じ仕様のカーネルが使わ
れていることで、機器間の通信インタフェースを単純化でき、実行時性能
や開発効率の向上につながる。つまり、分散システム環境の下では、
ITRON仕様という標準カーネル仕様は現在以上に大きな意味を持つものと
思われる。
その他の検討課題として、共有メモリマルチプロセッサシステムへの拡
張であるITRON-MP仕様の検討や、ITRON仕様カーネル上のソフトウェア
の開発を支援する開発環境の標準化も、重要な課題と位置づけて取り組ん
でいる。
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タスク
ITRONで言うタスクとは、プログラムの並行処理の単位である。すなわ
ち、一つのタスクの中のプログラムは逐次的に実行が行なわれるのに対し
て、異なるタスクのプログラムは並行して実行が行なわれる。ただし、並
行して実行が行なわれるというのは、アプリケーションプログラマ（OSの
ユーザ）から見た概念的な動作として、並行した実行が行なわれるという
ことである。物理的には、OSの制御のもとで、それぞれのタスクが時分割
で実行されることになる。
プロセッサの実行するタスクが切り替わるのは、タスクの状態を遷移さ
せるシステムコールが発行された時や割込みが発生した時である。プロセ
ッサの実行するタスクが切り替わることをディスパッチングと呼び、これ
を実現するOS内のメカニズムをディスパッチャと呼ぶ。
実行可能なタスクが複数存在した場合、何らかのアルゴリズムに従って
タスクの実行順序を決定する必要がある。OSによるタスクの実行順序の制
御メカニズムをタスクのスケジューリングと呼ぶ。ITRONでは、タスクに
与えられる優先度を基にした優先度ベースのスケジューリング方式を採用
しており、数の小さい方が高い優先度を表わす。ITRONタスクの優先度は
絶対的な意味をもっており、優先度の高いタスクが実行中である限り、そ
れより優先度の低いタスクは全く実行されない。すなわち、実行可能なタ
スクのうち、最高の優先度を持つタスクが1つだけ実行され、そのタスクが
待ちに入るなどの理由により実行不可能な状態にならない限り、他のタス
クは全く実行されない。この点は、時分割によって複数のタスク（あるい
はプロセス）をできるだけまんべんなく実行しようというTSS(Time Sharing
System)とは根本的に異なっている。なお、マルチプロセッサ構成の場合は、
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複数のプロセッサが同時に複数のタスクを実行することもあり得るが、優
先度が絶対的な意味を持つという基本的な考え方は同じである。
個々のタスクを区別するために、ITRONでは番号を用いる。これをタス
クIDと呼ぶ。生成できるタスクの最大数は、ITRONのインプリメントに依
存して、またターゲットシステムのハードウェア構成やコンフィグレーシ
ョンテーブルの内容に依存して変化する。
ITRONが多くのタスクの実行を制御し、マルチタスキングを実現するた
めには、タスクを管理するための情報を集めたものが必要である。これを
タスク制御ブロック(TCB)と呼ぶ。TCBの内容は原則としてユーザには見え
ないものであり、TCB内部の値の設定、変更はシステムコールを通じて
ITRON仕様OSが行なう。ITRONの場合、TCBには次のような情報を含むの
が普通である。ただし、その詳細はインプリメントに依存して変化する。
タスクの状態を示すフラグ群
タスクの優先度
タスクの使用するプログラムカウンタ、汎用レジスタ、スタック
ポインタ等の退避領域
タスクのスタートアドレス
資源
タスクの実行のために必要な各種の要素を資源と呼ぶ。資源には、プロ
セッサ、メモリ、入出力装置などのハードウェアやファイル、プログラム
などのソフトウェアが含まれる。大部分の資源は、複数のタスクから同時
に使用することができないため、並行に動作する複数のタスクに対して、
限られた資源を排他的に割り当てるようにOSが調整しなければならない。
資源を排他的に割り当てる手段として、ITRONには各種の同期・通信機能
が用意されている。
タスクの状態と動作
ITRONのタスク状態と、状態間の遷移を引き起こすシステムコールを図3
に示す。ITRONのタスク状態は以下の5つに分けられている。
[1] 実行(RUN)状態
現在そのタスクを実行中であるという状態。
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[2] 実行可能(READY)状態
タスク側の実行の準備は整っているが、そのタスクよりも優先度が高
い（同じ場合もあるが）タスクが実行中であるため、そのタスクの実
行はできないという状態。つまり、プロセッサが使用可能になればい
つでも実行できる状態。実行可能状態のタスクが複数個あった場合、
これらのタスクはプロセッサが空くのを待って待ち行列を作る。これ
をレディキューと呼ぶ。
[3]（広義の）待ち状態
そのタスクを実行できる条件が整わないために、実行ができない状態。
すなわち、何らかの条件が満足されるのを待っている状態。
広義の待ち状態からの実行再開は中断した場所から行なわれ、プログ
ラムカウンタやレジスタなどのプログラム実行状態を表現する情報
（これをコンテキストと呼ぶ）はそのまま復元される。広義の待ち状態
では、セマフォなどの資源は占有したままである（プロセッサを除く）。
広義の待ち状態は、さらに次のように分類される。
[3.1]（狭義の）待ち(WAIT)状態
[3.2]の強制待ち(SUSPEND)状態との違いは、自タスクの発行した
システムコールにより実行が止まっているという点である。
[3.2] 強制待ち(SUSPEND)状態
他タスクによって、強制的に実行を中断させられた状態。
[3.3] 二重待ち(WAIT-SUSPEND)状態
[3.1]の狭義の待ち(WAIT)状態と[3.2]の強制待ち(SUSPEND)状態と
が重なった状態である。
ITRONでは、「狭義の待ち(WAIT)状態」と「強制待ち(SUSPEND)状態」
を明確に区別しており、タスクが自ら「強制待ち(SUSPEND)状態」に
なることはできない。なお、単に「待ち状態」と呼んだ場合には、
[3.1]の狭義の待ち状態を指すのが普通である。
[4] 休止(DORMANT)状態
タスクがまだ起動されていない状態、または終了後の状態。タスクを
新しく生成するとまずこの状態になる。
広義の待ち状態との相違点は、資源をすべて解放している点、レジス
タやプログラムカウンタなどのコンテキストが実行再開時に初期化さ
1.3 ITRONの基本概念
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れる点、そのタスクに対する各種のタスク操作システムコール
（wup̲tsk, ter̲tsk, sus̲tsk, chg̲priなど）がエラーになる点である。
[5] 未登録(NON-EXITENT)状態
タスクがまだ生成される前、または削除された後の、システムに登録
されていない仮想的な状態である。
なお、μITRONの場合は、上記のうち、[3.2]の強制待ち(SUSPEND)状態、
[3.3]の二重待ち(WAIT-SUSPEND)状態、[4]の休止(DORMANT)状態、[5]の
未登録(NON-EXITENT)状態を持つかどうかがインプリメント依存となって
いる。
ITRONの特色として、自タスクの操作をするシステムコールと他タスク
の操作をするシステムコールを明確に分離しているということがある（表3）。
これは、タスクの状態遷移を明確にし、システムコールの理解を容易にす
るためである。自タスク操作と他タスク操作のシステムコールを分離して
いるということは、言い換えると、実行状態からの状態遷移とそれ以外の
状態からの状態遷移を明確に分離しているという意味にもなる。

表3. 自タスク、他タスクの区別と状態遷移図

自タスクに対する操作
他タスクに対する操作
（実行状態からの遷移） （実行状態以外からの遷移）
タスクの待ち状態への移行
（強制待ち状態を含む）

タスクの終了

タスクの削除

slp̲tsk

sus̲tsk

実行状態
↓
待ち状態

実行可能、待ち状態
↓
強制待ち、二重待ち状態

ext̲tsk

ter̲tsk

実行状態
↓
休止状態

実行可能、待ち状態
↓
休止状態

exd̲tsk

del̲tsk

実行状態
↓
未登録状態

休止状態
↓
未登録状態

※ITRONでは、タスクの状態遷移を明確にすることと、システムコールの理解を容易に
することを考え、自タスクの操作をするシステムコールと他タスクの操作をするシス
テムコールを明確に分離している。これは、言いかえると、実行状態からの状態遷移
とそれ以外の状態からの状態遷移を明確に分離しているという意味にもなる。
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dispatch
preempt

READY

RUN

実行可能状態

実行状態
待ち
解除

待ち
条件

μITRONで必須の
タスク状態

WAIT
強制終了

待ち状態

(ter̲tsk)
再開
(rsm̲tsk,frsm̲tsk)

中断
(sus̲tsk)

W AIT- SU SP E ND 強制終了

二重待ち状態

(ter̲tsk)

待ち解除

中断
(sus̲tsk)

SUSP END

強制終了

強制待ち状態

(ter̲tsk)

再開 (rsm̲tsk ,
frsm̲tsk)

強制終了

起動 (sta̲tsk)
DORAMANT
休止状態

強制終了 (ter̲tsk)
生成
(cre̲tsk)

終了 (ext̲tsk)
削除
(del̲tsk)

NON -E XIS TE NT

終了解除 (exd̲tsk)

未登録状態

※μITRONの場合、強制待ち状態(SUSPE ND)、二重待ち状態(WA IT-S US PEND)、休止状態
(DO RMANT)、未登録状態(NO N-EX ISTE NT)の有無はインプリメント依存である。
※この状態遷移図は、あくまでも代表的な状態遷移のみを図示したもので、インプリメント
によってはこの図にない遷移が起こる場合もある。

図17. ITRONのタスク状態遷移図

タスクのスケジューリング
ITRONでのタスクスケジューリングは、タスクの優先度を基準にして行
なう。また、同じ優先度のタスク間では、FCFS(First Come First Service)方
式と呼ばれるスケジューリングを行なう。この様子を、図18の例で説明する。
図18(a)は、優先度1のタスクA、優先度3のタスクE、優先度2のタスクB、
C、Dをこの順に起動した後の、レディキューの状態である。レディキュー
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レディキューの先頭
・
優先度
高

低

＜優先度1＞

［タスクA］

＜優先度2＞

［タスクB］

＜優先度3＞

［タスクE］

［タスクC］

［タスクD］

図18(a). 始めのレディキューの状態

レディキューの先頭
・
優先度
高

低

＜優先度1＞

＜優先度2＞

［タスクB］

＜優先度3＞

［タスクE］

［タスクC］

［タスクD］

図18(b). タスクAが待ち状態になった後のレディキューの状態

には、実行可能状態のタスクだけではなく、実行状態のタスクも含むと考
える。現在レディキューにある最も優先度の高いタスクはタスクAであるか
ら、タスクAのみが実際に実行される。ITRONでは、タスクの優先度は絶対
的な意味を持っており、タスクAが実行中であれば、優先度の低い他のタス
クは全く実行されない（マルチプロセッサ構成の場合を除く）。
ここで、タスクAがシステムコールの発行により（狭義の）待ち状態に
なったとすると、その時点でレディキューは、図18(b)のようになる。この
状態では、実行可能状態にあるタスクのうち、最も優先度の高いタスクが3
つ（タスクB, C, D）ある。優先度の同じタスクが複数個あった場合、
ITRONでは、早く実行可能状態になったものを優先して実行する。したが
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って、この例では、次にタスクBが実行される。このように、早いもの順に
スケジューリングを行なう方式は、一般にFCFS(First Come First Service)方
式と呼ばれている。ITRONでは、同じ優先度のタスクに対して、FCFS方式
のスケジューリングを行なう。
この状態で外部割込みが発生した場合、割込みハンドラから戻る時点で
再度スケジューリングが行なわれる。しかし、割込みハンドラ内でタスクB
よりも優先度の高いタスクが実行可能状態に移っていない限り、割込みハ
ンドラから戻った後もやはりタスクBが実行される。つまり、外部割込みの
発生によって、タスクBが実行権を奪われるということはない。
もし、割込みハンドラ内でタスクBよりも優先度の高いタスクXが実行可
能状態に移っていた場合には、タスクBは実行状態から実行可能状態に移る。
これを「タスクBがプリエンプト(preempt)された」と言う。この場合でも、
レディキューの中のタスクBの順序は変わらず、タスクBがレディキューの
最後尾に行くわけではない。タスクXの実行が終了すれば、タスクCやタス
クDではなく、再びタスクBが実行状態となる。このような仕様になってい
るのは、外部割込みの発生やそれを処理するタスクと、割込み発生時に実
行中であったタスク（割り込まれたタスク）との間には、直接の関係がな
いためである。
一方、一旦（狭義の）待ち状態に移ったタスクが再度実行可能状態に移
った場合には、そのタスクは、該当優先度のレディキューの最後尾に付く。
また、一旦強制待ち(SUSPEND)状態に移ったタスクが、システムコール
rsm̲tskにより実行を再開した場合、そのタスクがレディキュー（実行状態
のタスクを含む）の該当優先度のどの位置に入るかということは、インプ
リメント依存である。
タスクの優先度は、システムコールchg̲priを用いて動的に変化させるこ
とができる。μITRON 3.0のタスク優先度としては、少なくとも1〜8の値を
使用することができる。
ITRONでは、同一優先度のレディキューを回転させるシステムコールと
して、rot̲rdqが用意されている。このシステムコールを用いると、明示的
にタスクBをレディキューの最後尾にもっていくことが可能である。同一優
先度のタスクに対するスケジューリング方式を、FCFS方式ではなく、ラウ
ンドロビン方式（一定時間の経過により順に別のタスクを実行する方式）
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にしたい場合は、これをユーザ側で実現することができる。具体的には、
タイマ割込みを使って割込みハンドラを一定時間毎に起動するか、周期起
動ハンドラを使い、その中でrot̲rdqシステムコールを発行すればよい。
非タスク部実行中のシステム状態
ITRONの上で動くタスクのプログラミングを行なう場合には、タスク状
態遷移図を見て、各タスクの状態の変化を追っていけばよい。しかし、
ITRONでは、割込みハンドラや拡張SVCハンドラなど、タスクより核に近
いレベルのプログラミングまでユーザが行なう場合がある。この場合は、
非タスク部、すなわちタスク以外の部分を実行している間のシステム状態
についても考慮しておかないと、正しいプログラミングができない。ここ
では、ITRONのシステム状態について説明を行なう。
ITRONのシステム状態は、図19のように分類される。
図19で示されている状態のうち、「過渡的な状態」は、OS実行中（シス
テムコール実行中）の状態に相当する。ユーザから見ると、ユーザの発行
したそれぞれのシステムコールが不可分に実行されるということが重要な
のであり、システムコール実行中の内部状態はユーザからは見えない。OS
実行中の状態を「過渡的な状態」と考え、その内部をブラックボックス的
に扱うのは、こういった理由による。ただし、μITRON 3.0の接続機能（他
ノードのオブジェクトを操作する機能）を実現するシステムコールについ
ては、実行の途中でネットワークを介した通信を行うため、不可分の実行
にはならない。

過渡的な状態
OS実行中など
タスク独立部実行中
割込みハンドラなど
システム状態

非タスク部実行中
準タスク部実行中［インプリメント依存］
拡張SVCハンドラ（OS拡張部）など
タスク部実行中
図19. ITRONのシステム状態の分類
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「タスク独立部」「準タスク部」は、ハンドラ実行中の状態に相当する。
ハンドラのうち、タスクのコンテキストを持つ部分が「準タスク部」であ
り、タスクとは独立したコンテキストを持つ部分が「タスク独立部」であ
る。具体的には、ユーザの定義した拡張システムコールの処理を行う拡張
SVCハンドラが「準タスク部」であり、外部割込みによって起動される割
込みハンドラやタイマハンドラが「タスク独立部」である。「準タスク部」
では、一般のタスクと同じようにタスクの状態遷移を考えることができ、
待ち状態に入るシステムコールも発行可能である。μITRON 3.0の場合、
「準タスク部」の有無はインプリメント依存である。
ITRONでは、「過渡的な状態」、「タスク独立部」、「準タスク部」を合わせ
て「非タスク部」と呼んでいる。これ以外で、普通にタスクのプログラム
を実行している状態が「タスク部実行中」の状態である。
タスク独立部と準タスク部
タスク独立部（割込みハンドラやタイマハンドラ）の特徴は、タスク独
立部に入る直前に実行中だったタスクを特定することが無意味であり、「自
タスク」の概念が存在しないことである。したがって、タスク独立部から
は、待ち状態に入るシステムコールや、暗黙で自タスクを指定するシステ
ムコールを発行することはできない。また、タスク独立部では現在実行中
のタスクが特定できないので、タスクの切り換え（ディスパッチング）は
起らない。ディスパッチングが必要になっても、それはタスク独立部を抜
けるまで遅らされる。これを遅延ディスパッチ(delayed dispatching)の原則と
呼ぶ。
もし、タスク独立部である割込みハンドラの中でディスパッチを行なう
と、割込みハンドラの残りの部分の実行が、そこで起動されるタスクより
も後回しになるため、割込みがネストしたような場合に問題が起こる。こ
の様子を図20に示す。
図20は、タスクAの実行中に割込みXが発生し、その割込みハンドラ中で
さらに高優先度の割込みYが発生した状態を示している。この場合、①の割
込みYからのリターン時に即座にディスパッチを起こしてタスクBを起動す
ると、割込みXの②〜③の部分の実行がタスクBよりも後回しになり、タス
クAが実行状態になった時にはじめて②〜③が実行されることになる。これ
では、低優先度の割込みXのハンドラが、高優先度の割込みばかりではなく、
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それによって起動されたタスクBにもプリエンプトされる危険を持つことに
なる。したがって、割込みハンドラがタスクに優先して実行されるという
保証がなくなり、割込みハンドラが書けなくなってしまう。ITRONで遅延
ディスパッチの原則を設けているのは、こういった理由による。
それに対して、準タスク部の特徴は、準タスク部に入る直前に実行中だ
ったタスク（要求タスク）を特定することが可能であること、タスク部と
同じようにタスクの状態が定義されており、準タスク部の中で待ち状態に
入ることも可能なことである。したがって、準タスク部の中では、通常の
タスク実行中の状態と同じようにディスパッチングが起きる。その結果、
OS拡張部などの準タスク部は、非タスク部であるにもかかわらず、常にタ

：タスク独立部
：タスク部
タスクA
（優先度低）

タスクB
（優先度高）

割込みX
（優先度低）

割込みY
（優先度高）

割込
割込
ネスト
wup̲ts k B

②

ret̲int ①

wup̲ts k C

④

ret̲in t ③

※①でディスパッチを行うと、割込みXのハンドラの残りの部分（②〜③）の
実行が後回しになってしまう。
図20. 割込みのネストと遅延ディスパッチ
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スク部に優先して実行されるとは限らない。これは、割込みハンドラがす
べてのタスクに優先して実行されるのとは対照的である。
次の二つの例は、タスク独立部と準タスク部の違いを示すものである。
− タスクA（優先度8＝低）の実行中に割込みがかかり、その割込み
ハンドラ（タスク独立部である）の中でタスクB（優先度2＝高）
に対するwup̲tskが実行された。しかし、遅延ディスパッチの原則
により、ここではまだディスパッチが起きず、wup̲tsk実行後はま
ず割込みハンドラの残りの部分が実行される。割込みハンドラの最
後のret̲intによって、はじめてディスパッチングが起り、タスク
Bが実行される。
− タスクA（優先度8＝低）の中で拡張システムコールが実行され、
その拡張SVCハンドラ（準タスク部とする）の中でタスクB（優先
度2＝高）に対するwup̲tskが実行された。この場合は遅延ディスパ
ッチの原則が適用されないので、wup̲tskの中でディスパッチング
が行なわれ、タスクAが準タスク部内での実行可能状態に、タスク
Bが実行状態になる。したがって、拡張SVCハンドラの残りの部分
よりもタスクBの方が先に実行される。拡張SVCハンドラの残りの
部分は、再びディスパッチングが起ってタスクAが実行状態となっ
た後で実行される。
ディスパッチ遅延中のタスク状態
ITRONでは、遅延ディスパッチの原則や、ディスパッチの禁止を行うシ
ステムコールの発行により、一時的にディスパッチが禁止されることがあ
る。その間のタスク状態については、次のように考える。
ディスパッチが禁止されている間には、実行中のタスクがプリエンプト
されるべき状況となっても、新たに実行すべき状態となったタスクにはデ
ィスパッチされない。実行すべきタスクへのディスパッチは、ディスパッ
チ禁止状態が解除されるまで遅延される。ディスパッチが遅延されている
間は、実行中のタスクがRUN状態であり、ディスパッチ禁止状態が解除さ
れた後に実行すべきタスクはREADY状態であると扱う。なお、ディスパッ
チが遅延されている間に、RUN状態のタスクがレディキューの該当優先度
のどの位置にあると扱うかは、インプリメント依存である。
また、ディスパッチが禁止されている間に、実行中のタスクに対して
1.3 ITRONの基本概念
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sus̲tskを発行してSUSPEND状態へ移行させようとした場合およびter̲tsk
を発行してDORMANT状態へ移行させようとした場合、タスク状態の遷移
はディスパッチ禁止状態が解除されるまで遅延される。状態遷移が遅延さ
れている間は、実行中のタスクは過渡的な状態にあると考え、その具体的
な扱いはインプリメント依存とする。一方、ディスパッチ禁止状態が解除
された後に実行すべきタスクは、READY状態であると扱う。
オブジェクト
ID番号によって識別され、システムコールの操作対象となるもの（タス
クなど）を、ITRONではオブジェクトと呼ぶ。オブジェクトには、タスク
のほかに、メモリプールや、セマフォ、イベントフラグ、メイルボックス
などの同期・通信機構が含まれている。OSは、各オブジェクトに対して、
そのオブジェクトの管理テーブル（タスクの場合はTCB）を用意する。
ITRONでの標準化の方針と互換性
ITRONは、複数種類のプロセッサに実装される標準OSである。しかし、
標準化や仮想化に伴う性能の低下を防ぐため、それぞれのプロセッサのア
ーキテクチャを活かす方向で、仕様にバリエーションを持たせている部分
がある。また、ITRONの場合は、ターゲットシステムのハードウェアによ
って実行環境が大きく異なるので、OSの仕様にのみ強い規定を設けても、
オブジェクトレベルの互換性をとることは難しい。したがって、むしろOS
の仕様における規定は緩いものにし、インプリメント毎の効率向上を目指
すという考え方をとっている。そのため、対象プロセッサやITRONのイン
プリメントが異なれば、同じITRON同士であっても、完全な互換性は保証
されない。
ITRONの仕様書において、標準仕様として提示されているのは、次のよ
うな内容である。
− システムコールの機能と名称
− パラメータの種類と名称
− エラーコードの種類と名称、エラーコードの値
− 機能コード番号（システムコールを区別する番号）
− 接続機能（ITRON同士のネットワーク機能）を実現する場合のプ
ロトコルやパケット形式
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これに対して、パラメータの渡し方、パラメータのビット数、システム
コール起動の方法などについては、プロセッサのアーキテクチャの影響を
強く受けるため、標準仕様は提示していない。このような部分は、プロセ
ッサやインプリメントに依存した仕様となる。
なお、繰り返しになるが、ITRON仕様が完全な互換性を保証するもので
はないにもかかわらず、リアルタイムOSの標準仕様として提示されている
意義としては、次のような点がある。
・ システムコール名や用語を統一することによって教育の一本化を図る。
・ ITRON仕様OSのインプリメンタが標準仕様との差を示すことにより、
移植の際に変更の必要な部分が明確になる。
・ μITRON 3.0の接続機能に関しては、その通信プロトコルの仕様を標
準化することにより、別々にインプリメントされたOS同士をネット
ワークで接続することができるようになる。
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µ

以下では、ITRONの新しいファミリである μITRON 3.0の概要について
説明する。
μITRON 3.0の位置付け
μITRON 3.0の設計方針および特徴をまとめると、次のようになる。
(a) これまでのITRONの仕様の集大成
これまでのITRON1, ITRON2およびμITRON 2.0のインプリメントの経験
をフィードバックしながら、仕様をバージョンアップした。また、従来の
μITRONに含まれていなかったオブジェクト生成・削除の機能(cre̲???,
del̲???)や、ITRON2のメッセージバッファやランデブの機能を取り入れた
ことにより、ITRON2とμITRONの仕様を一本化した。さらに、ディスパッ
チ禁止(dis̲dsp)、システム状態参照(ref̲sys)など、いくつかのシステム
コールを追加した。
(b) 接続機能の追加
μITRON 3.0では、ITRON同士の疎結合ネットワークをサポートする機能
（接続機能）が追加された。具体的には、μITRON 3.0を搭載したCPU同士
を接続することにより、通常のシステムコールを使って、他ノード上のオ
ブジェクト（タスク、セマフォなど）を直接操作することができる。
検討段階では、接続機能をサポートするITRONの仕様をITRON-Nと呼ん
でいたが、並行してμITRONの仕様のバージョンアップが行われることに
なったため、ITRON-Nの内容はμITRON 3.0に吸収されることとなった。な
お、NはNetwork, Node, coNNectionの意味である。
(c) 標準化と適応化の強化
従来のITRON、特にμITRON 2.0の仕様にはインプリメント依存の部分が
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多かったが、μITRON 3.0では、適応化のメリットを犠牲にしない範囲で、
インプリメント依存の仕様をできる限り整理した。また、システムコール
の必要性を示すレベルの数を減らし、アプリケーションの互換性を保ちや
すいようにした。
【仕様決定の理由】
μITRON 3.0では、他ノードの操作に関する機能を「接続機能」と呼んで
いる。接続機能は、慣用的にネットワーク機能と呼ばれることもある。な
お、これを「通信機能」と呼んでいないのは、メイルボックスなどの同
期・通信機能と区別するためである。
「ノード」という用語は、あまり密な結合ではない（たとえばアドレス空
間が分かれている）、というニュアンスや、組み込みシステムであるという
意図を含めた用語である。「マシン」「ホスト」「サイト」などといった用語
も考えられるが、これらの用語では大げさなシステムを連想し、組み込み
システムのイメージとは離れる。また、「プロセッサ」と呼ぶと、密結合ネ
ットワークとの区別がやりにくくなる。
μITRON 3.0のレベル分け
μITRON 3.0では、従来のμITRON 2.0よりシステムコールのレベル分け
の段数を減らし、Required, Standard, Extendedの3段階のレベルを設けている。
また、これら3つのレベル以外に、CPU-dependentを表わすレベルCを設けて
いる。
・レベルR(Required)
μITRON 3.0として必須の機能である。
リアルタイム、マルチタスクOSのための基本的な機能を含む。
ハードウェアタイマが無くても実装できる機能である。
μITRON 2.0のレベル1〜2に相当する。
・レベルS(Standard)
リアルタイム、マルチタスクOSのための標準的な機能を含む。
μITRON 2.0のレベル3〜4に相当する。
・レベルE(Extended)
追加機能、拡張機能を含む。
従来のμITRON 2.0に含まれていなかった機能（ITRON2の機能）
に相当する。
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具体的には、オブジェクト生成・削除、ランデブ、メモリプール、
タイマハンドラなどが含まれる。
・レベルC(CPU dependent)
CPU、ハードウェア構成、インプリメントに依存した機能を提供
する。

［レベルE ］, ［レベルEN］
(Extended)
［レベルS ］, ［レベルSN］
(Standard)

［レベルC］
(CP U-dependent)

［レベルR］, ［レベルRN］
(Required)

※ ［レベルR］［レベルRN］、［レベルS］［レベルSN］、［レベルE］
［レベルE N］の順に上位互換となっている。
図21. µITRON.3.0仕様のシステムコールのレベル分け

接続機能のサポートのレベルについては、レベルの後ろにNを付けて表
わす。たとえば、レベルSで接続機能に対応したものはレベルSNとなる。
また、自ノード内でシステムコールの処理はできないが、他ノードに対
して要求を出すことのみは可能なレベルを小文字の s, eで表わす。
結局、μITRON 3.0におけるレベル表示については次のようになる。
接続機能なし

x

(x=R, S, E)

接続機能あり

xN

(x=R, S, E)

接続機能あり（要求のみ可能のレベル有）
xNy

(x=R, S, y=s, e)

［例］
・レベルSN
- 自ノードで発行されたシステムコールの対象ノードが自ノード
の場合、レベルR, SおよびレベルRN, SNのシステムコールが利
用できる。
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- 自ノードで発行されたシステムコールの対象ノードが他ノード
の場合は以下のようになる。
対象ノードのレベルがRNであれば、RNのシステムコー
ルが利用できる。
対象ノードのレベルがSNまたはENであれば、RNおよび
SNのシステムコールが利用できる。
- 他ノードで発行されたシステムコールの対象ノードがこのノー
ドである場合は以下のようになる。
システムコール発行ノードのレベルがRNであれば、レベ
ルRNのシステムコールが利用できる。
システムコール発行ノードのレベルがSNまたはENであ
れば、レベルSNのシステムコールが利用できる。
・レベルSNe
- 自ノードで発行されたシステムコールの対象ノードが他ノード
の場合は以下のようになる。
対象ノードのレベルがRNであれば、RNのシステムコー
ルが利用できる。
対象ノードのレベルがSNであれば、RNおよびSNのシス
テムコールが利用できる。
対象ノードのレベルがENであれば、RNおよびSNおよび
ENのシステムコールが利用できる。
- 他の場合はレベルSNと同じ。
接続機能を経由して、対象ノードで処理できないレベルのシステムコー
ルを発行した場合は、EN̲RSFNのエラーとなる。たとえば、レベルSNの対象
ノードに対してレベルENのシステムコールを発行した場合は、EN̲RSFNの
エラーとなる。
実際のシステムコールのレベル分類表を5.1節のレファレンスに示す。
ところで、上記のレベルは各システムコールに対応したレベル付けであ
るが、これ以外に、システムコールの機能の一部として、互換性の保証さ
れない拡張機能を導入できる場合がある。これを［レベルX］の機能と呼ぶ。
［レベルX］の機能には、以下のような機能が含まれる。
- セマフォやメイルボックスの待ち行列のタスク優先度順の属性
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- イベントフラグの複数タスク待ち
- ref̲tskの追加情報
- sus̲tskのネスト機能
- wup̲tskの2回以上のキューイング機能
- セマフォの初期値、上限値の指定
μITRON 3.0では、互換性を維持するため、レベルR以上のシステムコー
ルのサポートを必須とする。したがって、μITRON 3.0と呼ぶための条件は
以下のようになる。
1) 少なくともRUN, READY, WAITの3つのタスク状態を持つ。（マルチタス
クOSである）
インプリメントによっては、このほかのタスク状態（DORMANT,
SUSPENDなど）を持っていても良い。
2) 割込みハンドラの定義が可能であり、割込みハンドラからシステムコー
ルを発行することによって、タスクを起床する手段が存在する（リアル
タイムOSである）
。
割込みハンドラの定義は、静的に（システムジェネレーション時や初期
化時に）、またはdef̲intシステムコールにより行う。
3) レベルR, RNのシステムコールはすべて利用できる。
ただし、接続機能のサポートは必須ではない。レベルRNのシステムコー
ル（たとえばsig̲sem）については、接続機能を除く機能を利用できるこ
とが条件となる。
【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
従来のμITRON 2.0でも1〜5のレベル分けを行っていたが、どちらかと言
えば「教育の互換性」を強調していたため、レベル分けは一つの目安に過
ぎなかった。μITRON 3.0では、レベル分けの意味をより厳密なものに修正
した。また、レベルR, RNのシステムコールのサポートを必須とした。
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個々のプロセッサ、インプリメント、システムなどへの適応化といった
観点から、μITRON 3.0では、「インプリメント依存機能」の導入を許して
おり、それに対するガイドラインを設けている。ここでは、μITRON 3.0の
インプリメント依存機能について説明する。
タスク独立部から発行するシステムコール
μITRON 3.0では、タスク独立部から発行できるシステムコールの種類は
インプリメント依存である。ただし、割込みハンドラから何らかのシステ
ムコールを発行することによって、タスクを起床する（タスクの待ち状態
を解除する）手段が存在しなければならない。
また、μITRON 3.0では、OS内部でコンテキストを判断するオーバーヘッ
ドを避けて性能を上げるため、タスク独立部（割込みハンドラやタイマハ
ンドラ）から発行するシステムコールとタスクから発行するシステムコー
ルを分離し、別システムコールとする仕様を用意している。タスク独立部
から発行するシステムコールを別名称とする場合には、independent（タス
ク独立部の意）あるいはinterruptを表わす

i

の一文字を先頭に付け、

i???̲???の名称を使用する。
たとえば、タスク起床のシステムコールwup̲tskをタスク部から発行する
場合は、この名称をそのまま使う。それに対して、このシステムコールを
割込みハンドラから発行する場合は、インプリメントによって、wup̲tskを
そのまま使う場合と、iwup̲tskを使う場合がある。OSの負担を減らし、タ
スク独立部から発行するシステムコールの処理を高速化するためには、タ
スク独立部から発行するシステムコールiwup̲tskとタスク部から発行する
システムコールwup̲tskを分離しておく方が良い。一方、ユーザから見ると、
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タスク部からもタスク独立部からも共通のシステムコールwup̲tskを発行で
きる方が便利である。iwup̲tskをサポートする方がOSの機能が高いという
わけではない。μITRON 3.0では、この2つの仕様をインプリメント側で選
択できるようにして、プロセッサやアプリケーションに対する適応性を高
めている。
インプリメント依存のシステムコール名
i???̲???以外のインプリメント依存のシステムコール名としては、
v???̲???という名前を使用する。標準仕様に含まれないインプリメント依
存のシステムコールは、できるだけこの名前を使うことを推奨する。将来
ITRONのシステムコールが追加された場合にも、v???̲???という名前を使
っていれば、名前の衝突する心配が無い。
インプリメント依存のエラー名
インプリメント依存のエラーのためのニモニックとしては、EV̲????とい
う名前を使用する。標準仕様に含まれないインプリメント依存のエラーは、
できるだけこの名前を使うことを推奨する。将来ITRONの機能が追加され
た場合にも、EV̲????というエラー名称を使っていれば、名前の衝突する心
配が無い。
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「タスク管理機能」は、タスクの状態を直接操作したり、参照したりする
機能である。
具体的には、タスクを生成／削除／起動／終了する機能、タスクの待ち
状態を解除する機能、タスクのディスパッチを禁止／許可する機能、タス
クの優先度を変える機能、タスクのレディキューを回転する機能、タスク
の状態を参照する機能などが含まれている。
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[EN] cre̲tsk
タスク生成
cre̲tsk:

Create Task

【パラメータ】
ID

tskid

T̲CTSK* pk̲ctsk

TaskID

タスクID

Packet to Create Task

タスク生成情報

pk̲ctskの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

tskatr

TaskAttribute

タスク属性

FP

task

TaskStartAddress

タスク起動アドレス

PRI

itskpri

InitialTaskPriority

タスク起動時優先度

INT

stksz

StackSize

スタックサイズ（バイト数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲tsk ( ID tskid, T̲CTSK *pk̲ctsk ) ;
※"ID", "T̲CTSK", "VP", "ATR", "ER"などのデータタイプの意味につ
いては、2.10節および5.5節の説明を参照のこと。
【解説】
tskidで指定されたID番号を持つタスクを生成する。具体的には、生成す
るタスクに対してTCBを割り付けitskpri, task, stkszなどの情報をもとに
その初期設定を行う。また、stkszの情報を元にタスク用のスタック領域を
確保する。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
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クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
正のID番号のタスクはユーザタスク、負のID番号のタスクはシステムタ
スクである。ユーザタスクはシステム用オブジェクト（ID番号が負のオブ
ジェクト）をアクセスすることができない。ユーザタスクがシステム用オ
ブジェクトを対象としたシステムコールを発行した場合には、E̲OACVのエ
ラーとなる。ただし、このエラーの検出はインプリメント依存である。
ID番号が(‑4)〜0のタスクは生成できない。tskidにこれらの値を指定し
た場合は、E̲IDのエラーとなる。
対象タスクは生成後、DORMANT状態となる。
itskpriによって、タスクが起動する時の優先度の初期値を指定する。
μITRON 3.0のタスク優先度としては、少なくとも1〜8の値を指定すること
ができ、数の小さい方が高い優先度となる。また、(‑4)〜0の優先度は予約
されていて利用できない。インプリメントによっては、この範囲に入らな
い優先度（負の値を含む）を指定できる場合もあるが、この機能は互換性
や接続性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは
限らない。なお、一般に負の優先度はシステム用として使用される。
exinfは、対象タスクに関する情報を入れておくためにユーザが自由に利
用できる。ここで設定した情報は、ref̲tskで取り出すことができる。なお、
ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場合や、途中で内
容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保し、そのメモリ
パケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容について関知し
ない。
tskatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。tskatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
tskatr := (TA̲ASM ‖ TA̲HLNG)
￨ [TA̲COP0] ￨ [TA̲COP1] ￨ [TA̲COP2] ￨ [TA̲COP3]
￨ [TA̲COP4] ￨ [TA̲COP5] ￨ [TA̲COP6] ￨ [TA̲COP7]
TA̲ASM

対象タスクがアセンブラで書かれている

TA̲HLNG

対象タスクが高級言語で書かれている

TA̲COPn

対象タスクが第n番目のコプロセッサを使用する
（浮動小数点演算用のコプロセッサを含む）
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コプロセッサが1個の場合は、TA̲COP0(=TA̲COP)
を使う。
インプリメント依存属性の機能は、例えば、被デバッグ対象のタスクで
あることを指定したり、TRON仕様チップのデバッグモードDBの値を設定し
たりするために利用できる。また、システム属性の残りの部分は、将来マ
ルチプロセッサ属性の指定などを行なうために利用できる。
tskatrのフォーマットは図22のようになる。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、
exinf, tskatr, task, itskpri, stkszの値として対象ノードでサポートされ
ていない範囲を指定した場合には、EN̲PARのエラーとなる。
pk̲ctskのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性や接続性を制限しても構わないので
あれば、個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。た
とえば、データが16ビットでアドレスが32ビットのシステムであれば、パ
ケットのアラインメントをとるために、taskとtskatrの順序を入れかえる
ことが考えられる。
TA̲HLNGの指定を行った場合には、必要に応じて、高級言語の環境設定プ
ログラム（高級言語対応ルーチン）を通してからtaskのアドレスにジャン
上位ビット
ATRが32bit

下位ビット

☆インプリメント依存属性

システム属性
(CO‑PROCESSOR) ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H
上位ビット

ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

上位ビット

下位ビット

システム属性
ATRが8bit
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

※ tskatrのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント依存
属性の明確な区別はない。
※ tskatrのビット数が16ビットでコプロセッサの指定が必要であれば、インプリ
メント依存属性の部分を利用する。
※ H=1によって対象タスクが高級言語で書かれていること(TA̲HLNG )を示す。

図22. tskatrのフォーマット
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プする。この指定は、システム属性のうちの最下位のビット(LSB)によって
行われる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロックやユーザスタック用の領域が確保
できない）

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（tskatrが不正あるいは利用できない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号のタスクが既に存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4),インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲ctsk, task, itskpri, stkszが不正）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の値
をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートされてい
ない範囲のexinf, tskatr, task, itskpri, stkszを指定）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
以下の理由により、cre̲???のパラメータをパケット化した。
‑ 内容に関してインプリメント依存性やCPU依存性が強く、システムコー
ルインタフェースとして標準化するのが難しい。
コプロセッサの有無、複数スタックの指定（リング毎のスタックな
ど）、MMU導入時のスペースIDなどについてCPU依存性がある。
一方、μITRONではパラメータ数を減らしたい。
‑ パケット化により拡張性を持たせることが可能である。
フックルーチンなどを追加しやすい。
拡張情報(exinf)を導入した。
‑ ユーザがタスク付属の各種情報を入れることが可能。
もっと大きな領域がほしい場合は、自分でそのためのメモリを確保
し、そのメモリのアドレスをexinfに入れる。
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データタイプTPRIをPRIに変更した。
パラメータ名stadrをtaskに変更した。
TA̲HLNGおよびTA̲COPnのビット位置を変更した。
tskatrが8〜16ビットの場合とフォーマットを共通化するため。
「タスクスタートアドレス」を「タスク起動アドレス」に、
「初期優先度」
を「タスク起動時優先度」に変更した。
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[EN] del̲tsk
タスク削除
del̲tsk:

Delete Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲tsk ( ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されたタスクを削除する。
具体的には、tskidで指定されたタスクをDORMANT状態からNON‑EXISTENT
状態（システムに存在しない状態）へと移行させ、それに伴ってTCBおよび
スタック領域を解放する。DORMANT状態でないタスクに対してこのシステム
コールを実行すると、E̲OBJのエラーとなる。
この後は同じID番号で新しいタスクを生成することができる。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号，オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
このシステムコールで自タスクの指定はできない。自タスクを指定した
場合には、自タスクがDORMANT状態ではないため、E̲OBJのエラーとなる。
自タスクを削除するには、本システムコールではなく、exd̲tskシステムコ
ールを発行する。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクがDORMANT状態でない）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
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[SN] sta̲tsk
タスク起動
sta̲tsk:

Start Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

INT

stacd

TaskStartCode

タスク起動コード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = sta̲tsk ( ID tskid, INT stacd ) ;
【解説】
tskidで示されたタスクを起動する。具体的には、DORMANT状態からREADY
状態へと移す。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号，オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
stacdにより、タスクの起動時にタスクに渡すパラメータを設定すること
ができる。このパラメータは、対象タスクから参照することができ、簡単
なメッセージ通信の目的で利用できる。
タスク起動時のタスク優先度は、対象タスクが生成された時に指定され
たタスク起動時優先度(itskpri)となる。
このシステムコールによる起動要求のキューイングは行なわない。すなわ
ち、対象タスクがDORMANT状態でないのにこのシステムコールが発行された
場合、このシステムコールは無視され、発行タスクにE̲OBJのエラーが返る。
［レベルEN］のcre̲tskが実装されていないシステムの場合、タスクの生
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成はシステム起動時に静的に行う。タスク生成時に必要なタスク起動アド
レス(task)、タスク起動時優先度(itskpri)などのパラメータも、システム
起動時に静的に指定する。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、stacd
の値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定した場合には、
EN̲PARのエラーとなる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4),インプリメント依存）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクがDORMANT状態でない）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の値
をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートされて
いない範囲のstacdを指定）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
ITRON2に合わせて、stacdのパラメータを追加した。
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[S] ext̲tsk
自タスク終了
ext̲tsk:

Exit Task

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
※システムコールを発行したコンテキストには戻らない
【言語Cインタフェース】
void ext̲tsk ( ) ;
【解説】
自タスクを正常終了させ、DORMANT状態へと移行させる。
【補足事項】
ext̲tskによるタスクの終了時に、終了するタスクがそれ以前に獲得した
資源（メモリブロック、セマフォなど）を自動的に解放するということは
ない。タスク終了前に資源を解放しておくのは、ユーザの責任である。
ext̲tskは発行元のコンテキストに戻らないシステムコールである。した
がって、何らかのエラーを検出した場合にエラーコードを返しても、これ
らのシステムコールを呼んだ側ではエラーのチェックを行なっていないの
が普通であり、プログラムが暴走する可能性がある。そこで、これらのシ
ステムコールでは、エラーを検出した場合にも、システムコール発行元へ
は戻らないものとする。検出したエラーについての情報は、エラーログ用
のメッセージバッファに残すのが望ましい。
タスクがDORMANT状態の時は、タスク優先度などTCBに含まれている情報
もリセットされるというのが原則である。たとえば、chg̲priによりタスク
優先度を変更されているタスクが、ext̲tskにより終了し、sta̲tskにより
再び起動する場合、起動後のタスク優先度はcre̲tskで指定したタスク起動
時優先度(itskpri)に戻る。ext̲tsk実行時のタスク優先度になるわけでは
ない。
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μITRON 3.0において、元のコンテキストに戻らないシステムコールは、
すべてret̲???またはext̲???(exd̲???)の名称となっている。
【エラーコード】
※次のようなエラーを検出する可能性があるが、エラーを検出した場合
でも、システムコールを発行したコンテキストには戻らない。したが
って、システムコールのリターンパラメータとして直接エラーコード
を返すことはできない。万一エラーを検出した場合の動作は、インプ
リメント依存となる。
E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

73

[E] exd̲tsk
自タスクの終了と削除
exd̲tsk:

Exit and Delete Task

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
※システムコールを発行したコンテキストには戻らない
【言語Cインタフェース】
void exd̲tsk ( ) ;
【解説】
自タスクを正常終了させ、さらに自タスクを削除する。すなわち、自タ
スクをNON‑EXISTENT状態（システムに存在しない状態）へと移行させる。
【補足事項】
exd̲tskによるタスクの終了時に、終了するタスクがそれ以前に獲得した
資源（メモリブロック、セマフォなど）を自動的に解放するということは
ない。タスク終了前に資源を解放しておくのは、ユーザの責任である。
exd̲tskは発行元のコンテキストに戻らないシステムコールである。しが
って、何らかのエラーを検出した場合にエラーコードを返しても、これら
のシステムコールを呼んだ側ではエラーのチェックを行なっていないのが
普通であり、プログラムが暴走する可能性がある。そこで、これらのシス
テムコールでは、エラーを検出した場合にも、システムコール発行元へは
戻らないものとする。検出したエラーについての情報は、エラーログ用の
メッセージバッファに残すのが望ましい。
【エラーコード】
※次のようなエラーを検出する可能性があるが、エラーを検出した場合
でも、システムコールを発行したコンテキストには戻らない。したが
って、システムコールのリターンパラメータとして直接エラーコード
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を返すことはできない。万一エラーを検出した場合の動作は、インプ
リメント依存となる。
E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）
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[SN] ter̲tsk
他タスク強制終了
ter̲tsk:

Terminate Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ter̲tsk ( ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されたタスクを強制的に終了させる。すなわち、tskidで示さ
れた対象タスクをDORMANT状態に移行させる。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号，オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
対象タスクが待ち状態（SUSPEND状態を含む）にあった場合でも、対象タ
スクは待ち解除となって終了する。また、対象タスクが何らかの待ち行列
（セマフォ待ちなど）につながれていた場合には、ter̲tskの実行によって
その待ち行列から削除される。
本システムコールでは、自タスクの指定はできない。自タスクを指定し
た場合には、E̲OBJのエラーとなる。
他ノードをアクセスするシステムコールを実行し、対象ノードに対して
要求を出した（TPパケットを送信した）が、対象ノードからの応答（TRパ
ケ ッ ト ま た は T A パ ケ ッ ト ） が 返 る 前 の 状 態 を 、「 接 続 機 能 応 答 待 ち
(TTW̲NOD)」の状態と呼ぶ。ter̲tskでは、接続機能応答待ち状態のタスク
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を対象とすることも可能である。また、他ノード上のオブジェクトでの待
ち状態（セマフォ待ちなど）にあるタスクを対象とすることも可能である。
これらの場合、ter̲tskの対象タスクが発行していた他ノード対象のシステ
ムコールは、途中で中断される。
ter̲tskの対象タスクの状態と実行結果との関係についてまとめたものを
表4に示す。
【補足事項】
ter̲tskによるタスクの終了時に、終了するタスクがそれ以前に獲得した
資源（メモリブロック、セマフォなど）を自動的に解放するということは
ない。タスク終了前に資源を解放しておくのは、ユーザの責任である。
タスクがDORMANT状態の時は、タスク優先度などTCBに含まれている情報
もリセットされるというのが原則である。たとえば、chg̲priによりタスク
優先度を変更されているタスクが、ter̲tskにより終了し、sta̲tskにより
再び起動する場合、起動後のタスク優先度はcre̲tskで指定したタスク起動
時優先度(itskpri)に戻る。ter̲tsk実行時のタスク優先度になるわけでは
ない。
インプリメントによっては、ter̲tskの実行を終了した直後に、対象タス
クがDORMANT状態になっているとは限らない。例えば、拡張機能として終了
ハンドラをサポートしている場合には、ter̲tskの発行により対象タスクは
終了ハンドラの実行を開始し、すぐにDORMANT状態とはならない場合がある。

表4. ter̲tskの対象タスクの状態と実行結果

対象タスク状態

ter̲ts kのercd

RUN, READY状態（自タスク以 外）
RUN状態（自タス ク）
接続機能応答待ち
待ち状 態（自ノードオブジェク ト）
待ち状 態（他ノードオブジェク ト）
DORMAN T状態
NON‑EXISTEN T状態

E̲OK
E̲OBJ
E̲OK
E̲OK
E̲OK
E̲OBJ
E̲NOEXS
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強制終了処理
何もしない
強制終了処理
強制終了処理
強制終了処理
何もしない
何もしない
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクがDORMANT状態また
は自タスク）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
μITRON 2.0に合わせて、exccdのパラメータは廃止した。
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[R] dis̲dsp
ディスパッチ禁止
dis̲dsp:

Disable Dispatch

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = dis̲dsp ( ) ;
【解説】
タスクのディスパッチを禁止する。これ以後ena̲dspが実行されるまでの
間はディスパッチ禁止状態となり、自タスクがRUN状態（実行状態）から
READY状態に移ることはなくなる。また、待ち状態に移ることもできなくな
る。ただし、外部割込みは禁止しないので、ディスパッチ禁止状態であっ
ても割込みハンドラは起動される。ディスパッチ禁止状態においては、実
行中のタスクが割込みハンドラによってプリエンプト（CPUの実行権の横取
り）される可能性はあるが、他のタスクによってプリエンプトされる可能
性はない。
ディスパッチ禁止状態の間は、具体的には次のような動作をする。
‑ 割込みハンドラあるいはdis̲dspを実行したタスクから発行されたシス
テムコールによって、dis̲dspを実行したタスクがプリエンプトされる
べき状況となっても、新たに実行すべき状態となったタスクにはディ
スパッチされない。新たに実行すべき状態となったタスクへのディス
パッチは、ena̲dspによってディスパッチ禁止状態が解除されるまで遅
延される。
‑ ディスパッチ禁止状態で起動された割込みハンドラ中から、実行中の
タスク（dis̲dspを実行したタスク）に対してsus̲tskを発行して
SUSPEND状態へ移行させようとした場合およびter̲tskを発行して
第2章 µITRON 3.0 のシステムコール
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DORMANT状態へ移行させようとした場合、タスク状態の遷移はディスパ
ッチ禁止状態が解除されるまで遅延される。
‑ dis̲dspを実行したタスクが、自タスクを待ち状態に移す可能性のある
システムコール（slp̲tsk, wai̲semなど）を発行した場合には、E̲CTX
のエラーとなる。
‑ dis̲dspを実行したタスクが、他ノードのオブジェクトを操作しようと
した場合（発行したシステムコールのIDのパラメータが他ノード上の
オブジェクトを指す場合）には、EN̲CTXIDのエラーとなる。
‑ ref̲sysによってシステム状態を参照した場合、sysstatとして
TSS̲DDSPが返る。
既にディスパッチ禁止状態にあるタスクがdis̲dspを発行した場合は、デ
ィスパッチ禁止状態がそのまま継続するだけで、エラーとはならない。ただ
し、dis̲dspを何回か発行しても、その後ena̲dspを1回発行するだけでディ
スパッチ禁止状態が解除される。したがって、dis̲dsp〜ena̲dspの対がネ
ストした場合の動作は、必要に応じてユーザ側で管理しなければならない。
loc̲cpuにより割込みおよびディスパッチを禁止した状態でdis̲dspを発
行した場合には、E̲CTXのエラーとなる（詳細はloc̲cpuの項を参照）。
【補足事項】
ディスパッチ禁止状態では、実行状態のタスクがDORMANT状態やNON‑
EXISTENT状態に移行することはできない。割込みおよびディスパッチ禁止
状態で、実行状態のタスクがext̲tskまたは exd̲tskを発行した場合には、
E̲CTXのエラーを検出する。ただし、ext̲tskやexd̲tskは元のコンテキスト
に戻らないシステムコールなので、これらのシステムコールのリターンパ
ラメータとしてエラーを通知することはできない。検出したエラーについ
ての情報は、エラーログ用のメッセージバッファに残すのが望ましい。
マルチプロセッサ構成でない場合に限り、ディスパッチ禁止状態を利用
してタスク間の排他制御を行うことができる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部から発行,loc̲cpu実行
後の状態で発行）
2.1 タスク管理機能
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【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
追加機能である。
【仕様決定の理由】
タスクの優先度を最高にすれば、ディスパッチ禁止状態に近い状態を実
現することができる。しかし、chg̲priよりも高速で負担の軽いインプリメ
ントができるように、ディスパッチ禁止状態へ移行するシステムコールを
設けた。
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[R] ena̲dsp
ディスパッチ許可
ena̲dsp:

Enable Dispatch

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ena̲dsp ( ) ;
【解説】
タスクのディスパッチを許可する。すなわち、dis̲dspによって設定され
ていたディスパッチ禁止状態を解除する。
ディスパッチ禁止状態ではないタスクがena̲dspを発行した場合は、ディ
スパッチを許可した状態がそのまま継続するだけで、エラーとはならない。
loc̲cpuにより割込みおよびディスパッチを禁止した状態でena̲dspを発
行した場合には、E̲CTXのエラーとなる（詳細はloc̲cpuの項を参照）。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部から発行, loc̲cpu実行
後の状態で発行）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
追加機能である。
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[SN] chg̲pri
タスク優先度変更
chg̲pri:

Change Task Priority

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

PRI

tskpri

TaskPriority

優先度

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = chg̲pri ( ID tskid, PRI tskpri ) ;
【解説】
tskidで示されたタスクの現在の優先度を、tskpriで示される値に変更
する。
μITRON 3.0のタスク優先度としては、少なくとも1〜8の値を指定するこ
とができ、数の小さい方が高い優先度となる。また、(‑4)〜0の優先度は予
約されていて利用できない。インプリメントによっては、この範囲に入ら
ない優先度（負の値を含む）を指定できる場合もあるが、この機能は互換
性や接続性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できると
は限らない。なお、一般に負の優先度はシステム用として使用される。
tskid＝TSK̲SELF＝0によって自タスクの指定を行うことができる。ただ
し、タスク独立部から発行したシステムコールでtskid＝TSK̲SELF＝0を指
定した場合には、E̲IDのエラーとなる。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号，オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
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このシステムコールで変更した優先度は、タスクが終了するまで有効で
ある。タスクがDORMANT状態になると、終了前のタスクの優先度は捨てられ、
次にタスクが起動された時のタスク優先度は、タスク生成時あるいはシス
テム起動時に指定されたタスク起動時優先度(itskpri)になる。
対象タスクがレディキューや何らかの待ち行列につながれていた場合に
は、このシステムコールによって行列の順番が変わることがある。レディ
キューの中のタスク（RUN状態のタスクを含む）または優先度順の待ち行列
の中のタスクに対してchg̲priが実行された場合、対象タスクはキューの該
当優先度の部分の最後尾に移動する。以前と同じ優先度を指定した場合も、
同様に、キューのその優先度の部分の最後尾に移動する。したがって、自
タスクを対象として現在と同じ優先度のchg̲priを発行することにより、実
行権の放棄を行うことができる。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、
tskpriの値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定した場合
には、EN̲PARのエラーとなる。
インプリメントによっては、tskpri＝TPRI̲INI＝0の指定により、タスク
生成時あるいはシステム起動時に指定されたタスク起動時優先度(itskpri)
に戻ることのできる場合がある。この機能は、不可分の処理を行なうため
に一時的にタスクの優先度を高くし、その後タスク優先度を元に戻す場合
などに使用する。なお、この機能は互換性や接続性の保証されない拡張機
能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4),インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（tskpriが不正あるいは利用できない値）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクがDORMANT状態）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定
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EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のtskpriを指定）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
chg̲priの対象タスクがキューに入る位置を明確化した。
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[S] rot̲rdq
タスクのレディキュー回転
rot̲rdq:

Rotate Ready Queue

【パラメータ】
PRI

tskpri

TaskPriority

優先度

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = rot̲rdq ( PRI tskpri ) ;
【解説】
tskpriで示される優先度のレディキューを回転する。すなわち、その優
先度のレディキューの先頭につながれているタスクをレディキューの最後
尾につなぎかえ、同一優先度のタスクの実行を切り換える。このシステム
コールを一定時間間隔で発行することにより、ラウンドロビン・スケジュ
ーリングを行なうことが可能となる。
タスク部から発行されるrot̲rdqでは、tskpri=TPRI̲RUN=0により、自タ
スクの持つ優先度のレディキューを回転させる。
rot̲rdqのtskpriとしてTPRI̲RUNまたは自タスクの優先度を指定した場合
には、自タスクがそのレディキューの最後尾に回ることになる。つまり、
自ら実行権を放棄するために、rot̲rdqを発行することができる。なお、こ
のシステムコールの説明における「レディキュー」は、RUN状態のタスクも
含んだものと考えている。
指定した優先度のレディキューにタスクがない場合は何も起こらないが、
エラーとはならない。
他ノードのレディキューを回転させることはできない。
【補足事項】
rot̲rdqの実行例を図23(a)、図23(b)に示す。図23(a)の状態で、
tskpri＝2をパラメータとしてこのシステムコールが呼ばれると、新しいレ
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ディキューの状態は図23(b)のようになり、次に実行されるのはタスクCと
なる。
優先度
高

低

1
2

［タスク B］

3

［タスク E］

［タスク C］

［タスク D］

図23(a). rot̲rdq実行前のレディキューの状態

優先度
高

低

1
2

［タスク C］

3

［タスク E］

［タスク D］

［タスク B］

※次に実行されるのはタスクCである。
図23(b). rot̲rdq(tskpri=2)実行後のレディキューの状態

インプリメントによっては、周期起動ハンドラなどのタスク独立部から
rot̲rdq(tskpri=TPRI̲RUN)を発行することも可能で、その場合には、その
時実行中のタスクを含むレディキューないしはレディキュー中の最高優先
度のタスクを含むレディキューを回転させる。通常、この2つは一致してい
るが、タスクのディスパッチが遅延されている状態においては、一致しな
い場合がある。この場合に、実行中のタスクを含むレディキューを回転さ
せるか、最高優先度のタスクを含むレディキューを回転させるかは、イン
プリメント依存である。なお、この機能は互換性や接続性の保証されない
拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（tskpriが不正）
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[SN] rel̲wai
他タスクの待ち状態解除
rel̲wai:

Release Wait

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd ＝ rel̲wai ( ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されるタスクが何らかの待ち状態（SUSPEND状態を除く）にあ
る場合に、それを強制的に解除する。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
rel̲waiにより待ち状態が解除されたタスクに対しては、エラーE̲RLWAI
あるいはEN̲RLWAIが返る。EN̲RLWAIが返るのは、対象タスクが接続機能を
利用していた場合に限られる。
rel̲waiでは、待ち状態解除要求のキューイングは行わない。すなわち、
tskidで示される対象タスクが既に待ち状態であればその待ち状態を解除す
るが、対象タスクが待ち状態でなければ、発行元にエラーE̲OBJが返る。本
システムコールで自タスクを指定した場合にも、同様にE̲OBJのエラーとなる。
rel̲waiでは、SUSPEND状態の解除は行わない。二重待ち状態(WAIT‑
SUSPEND)のタスクを対象としてrel̲waiを発行すると、対象タスクは
SUSPEND状態となる。SUSPEND状態も解除する必要がある場合には、別に
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frsm̲tskを発行する。
rel̲waiでは、接続機能応答待ちの待ち状態を解除することも可能である。
rel̲waiの対象タスクが他ノードをアクセスするシステムコールを発行して
いた場合には、そのシステムコールが中断され、rel̲waiの対象タスクには
EN̲RLWAIが返る。rel̲waiのシステムコールは正常終了する。ただし、対象
タスク側から見ると、待ち解除の条件が満たされないまま待ち解除となっ
たのか、待ち解除の条件が満たされて終了した（資源が取れた）のかにつ
いては、確定できなくなる。たとえば、他ノードに対するsig̲semのような
システムコールも、rel̲waiで中断できる。中断された発行元（rel̲waiの
対象タスク）にはEN̲RLWAIのエラーが返る。このエラーが返った場合には、
sig̲semでセマフォカウント値が増えたかどうかが不明となる。この場合、
相手ノードの資源数との一貫性が保てなくなるので、必要に応じてアプリ
ケーションのレベルでカバーする。
rel̲waiでは、他ノード上のオブジェクトでの待ち状態（セマフォ待ちな
ど）を解除することも可能である。ただし、この場合も、接続機能応答待
ちの解除と同様に、待ち解除の条件が満たされないまま待ち解除となった
のか、待ち解除の条件が満たされて終了した（資源が取れた）のかについ
ては、確定できなくなる。そのため、相手ノードの資源数との一貫性は保
てなくなるが、その点は必要に応じてアプリケーションのレベルでカバー
する。このように、資源が取れたかどうか不明確な場合、待ち状態だった
rel̲waiの対象タスクにはEN̲RLWAIのエラーが返る。一方、rel̲waiのシス
テムコールは正常終了する。
rel̲waiの対象タスクの状態と実行結果との関係についてまとめたものを
表5に示す。
【補足事項】
アラームハンドラ等を用いて、あるタスクが待ち状態に入ってから一定
時間後にこのシステムコールを発行することにより、タイムアウトに類似
した機能を実現することができる。
rel̲waiとwup̲tskとは次のような違いがある。
‑ wup̲tskはslp̲tsk, tslp̲tskによる待ち状態のみを解除するが、rel̲wai
ではそれ以外の要因（wai̲flg, wai̲sem, rcv̲msg, get̲blk等）による待
ち状態も解除する。
第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

89
表5. rel̲waiの対象タスクの状態と実行結果

対象タスク状態

rel̲wa iのercd

RUN, READY状態（自タスク以 外）
RUN状態（自タス ク）
接続機能応答待ち
待ち状 態（自ノードオブジェク ト）
待ち状 態（他ノードオブジェク ト）
DORMAN T状態
NON‑EXISTEN T状態

E̲OBJ
E̲OBJ
E̲OK
E̲OK
E̲OK
E̲OBJ
E̲NOEXS

処理
何もしない
何もしない
待ち解 除 ※1
待ち解 除 ※2
待ち解 除 ※1
何もしない
何もしない

※1 対象タスクに はEN̲RLWA Iのエラーが返 る。対象タスクが待ち解除
となった時に資源を確 保（あるいは返 却）したかどうかは不明確
である。すなわ ち、資源数の一貫性は保たれない場合があ る。
※2 対象タスクに はE̲RLWA Iのエラーが返 る。対象タスク は、資源を
確ﾛせずに（待ち解除の条件が満たされないま ま）待ち解除とな
ったことが保証され る。

‑ 待ち状態に入っていたタスクから見ると、wup̲tskによる待ち状態の解
除は正常終了(E̲OK)であるのに対して、rel̲waiによる待ち状態の解除
はエラー(E̲RLWAI)である。
‑ wup̲tskの場合は、対象タスクがまだslp̲tsk, tslp̲tskを実行していな
くても、要求がキューイングされる。一方、rel̲waiの場合は、対象タ
スクが既に待ち状態に無い場合には、E̲OBJのエラーとなる。
rel̲waiで接続機能の処理を中断する場合や、他ノード上でのオブジェク
ト待ち状態を解除する場合は、自ノード（rel̲waiの対象タスクの存在する
ノード）のみで完結した処理を行い、原則として相手ノードへの問い合わ
せは行わない。相手ノードに異常があった場合にも、rel̲waiによって接続
機能応答待ち状態は解除される。対象タスクの待ちオブジェクトが他ノー
ドにあったとしても、rel̲waiの対象タスクが発行タスクと同一ノードにあ
る限り、rel̲wai自体の処理は接続機能応答待ちにはならない。
インプリメントによっては、rel̲waiで他ノード上のオブジェクト待ち状
態を解除する場合に、資源が取れていないことを明確に保証（資源の一貫
性を確保）し、待ち状態だったタスクにE̲RLWAIを返すようにすることも許
される。すなわち、他ノード上のオブジェクトに関しても、自ノード内の
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オブジェクトと同様に扱う。ただし、この機能は互換性や接続性の保証さ
れない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。この機
能を実現するには、rel̲waiの実行において相手ノードへの問い合わせが必
要となる。また、rel̲waiの処理自体が接続機能応答待ちになる可能性があ
る。この機能を実装できるかどうかは、ネットワークの構成やプロトコル
にも関係するので、μITRON 3.0の標準仕様には含めていない。一般的に言
えば、この機能は密結合のネットワークに向いた機能であると言える。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクが待ち状態ではない
（自タスクやDORMANT状態の場合を含む））

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

【仕様決定の理由】
rel̲waiで接続機能応答待ちを解除する場合に、対象タスクにEN̲RLWAIを
返し、資源数の一貫性を保証する必要がないという仕様になっているのは、
次のような理由による。
接続機能応答待ち状態のタスクに対してrel̲waiを発行する必要があるの
は、相手ノードとの正常なやりとりができなくなった時に、それに関する
処理を中断し、自ノードのみでも回復して別の処理を続行しようという場
合である。このように、異常時への対応という目的でrel̲waiを使うのであ
れば、相手ノードの資源数との一貫性についてはあまり問題にならないと
考えられる。これと同じような状況は、相手ノードの異常や通信の異常に
よるエラーEN̲COMMなどでも発生する。
μITRON 3.0では疎結合ネットワークを対象としているため、ネットワー
ク全体としての資源の一貫性を確保することよりも、プロトコルをシンプ
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ルにすることや、各ノードが独立して稼働できるような環境を提供するこ
とを重視している。たとえば、あるノードは正常だがあるノードはデバッ
グ中、といった状況が起こりえるので、プロトコルを密にし過ぎず、ノー
ド間の独立性を保つことが重要である。上記の仕様は、このような背景で
決められたものである。
他ノード上のオブジェクトでの待ち状態をrel̲waiで解除した場合に、資
源数の一貫性を保証する必要がないのも、異常時への対応やデバッグの目
的でrel̲waiを利用することを想定しているためである。
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[S] get̲tid
自タスクのタスクID参照
get̲tid:

Get Task Identifier

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ID

tskid

TaskIdentifier

自タスクのID

【言語Cインタフェース】
ER ercd = get̲tid ( ID *p̲tskid ) ;
【解説】
自タスクのID番号を得る。
本システムコールがタスク独立部から発行された場合は、tskidとして
FALSE＝0が返る。
【補足事項】
μITRON 3.0の範囲では、「各オブジェクトは、（もし見えるならば）どの
環境（ノード）から見ても同じIDを持つ。」という制約事項がある。したが
って、get̲tidで得られたIDを、他の環境（他ノード）で発行するシステム
コールのパラメータとして利用することができる。また、従来1つのノード
内で動いていたITRONのプログラムがget̲tidを利用していた場合に、それ
を複数のノードに分散させても、互換性を維持することができる。
しかし、IMTRONへの拡張のために上記の制限を外すと、オブジェクトの
IDは絶対的なものではなく、どの環境から見るかによって変わる相対的な
ものとなる。たとえば、あるオブジェクトXが、ノードAから見た場合には
ID＝5によってアクセスされ、ノードBから見た場合にはID＝8によってアク
セスされるといった可能性がある。こうなると、get̲tidで得られたIDを他
の環境（他ノード）で発行するシステムコールのパラメータとして利用す
ることはできなくなり、get̲tidを使っていたプログラムは従来との互換性
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を維持できなくなる。
こういった背景から、IMTRONへの拡張を考えた場合には、get̲tidの利用
を推奨しない。より具体的に言えば、アクセス環境の異なるタスク（ある
いは μITRON 3.0の範囲では他ノード上のタスク）に対して、get̲tidで得
られたタスクIDを渡すことを推奨しない。IMTRONのように動的に環境が変
わる用途では、get̲tidで得られたタスクIDが意味を持つ範囲は限られてお
り、アクセス環境が変わればタスクIDの割り当ても変わる。このようなプ
ログラミングスタイルに移行しやすくするためには、μITRON 3.0の範囲で
も、get̲tidで得られた値を他のノードに渡すことはできるだけ避けるよう
にするべきである。
なお、上記の制限が撤廃された場合、リターンパラメータにIDを返すシ
ステムコールでは、「アクセス環境」の情報が必要となる。get̲tidの場合
は、デフォルトのアクセス環境から見た自タスクのID、すなわち、get̲tid
を発行した自分自身のタスクのアクセス環境から見たタスクIDを返すもの
とする。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了
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[EN] ref̲tsk
タスク状態参照
ref̲tsk:

Refer Task Status

【パラメータ】
ID

tskid

T̲RTSK* pk̲rtsk

TaskID

タスクID

Packet to Refer Task

タスク状態を返すパケッ
トアドレス

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

pk̲rtskの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

PRI

tskpri

TaskPriority

現在の優先度

UINT

tskstat

TaskState

タスク状態

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲tsk ( T̲RTSK *pk̲rtsk, ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示された対象タスクの各種の状態を参照し、現在の優先度
tskpri、タスク状態tskstat、拡張情報exinfをリターンパラメータとして
返す。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
tskidが他ノードのタスクを指す場合でも、読み出されたタスク状態（パ
ケット内容）は、対象ノードから要求ノードに自動的に転送される。
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tskstatは次のような値をとる。
tskstat:
TTS̲RUN

H'0...01

RUN状態 （実行状態）

TTS̲RDY

H'0...02

READY状態 （実行可能状態）

TTS̲WAI

H'0...04

WAIT状態 （待ち状態）

TTS̲SUS

H'0...08

SUSPEND状態 （強制待ち状態）

TTS̲WAS

H'0...0c

WAIT‑SUSPEND状態

TTS̲DMT

H'0...10

DORMANT状態 （休止状態）

TTS̲RUN, TTS̲WAIなどによるタスク状態の表現はビット対応になってい
るため、和集合の判定を行う（例えば、RUNまたはREADYであることを判定
する）場合に便利である。なお、上記の状態のうち、TTS̲WASはTTS̲SUSと
TTS̲WAIが複合したものであるが、TTS̲SUSがこれ以外の状態(TTS̲RUN,
TTS̲RDY, TTS̲DMT)と複合することはない。
tskid＝TSK̲SELF＝0によって自タスクの指定を行うことができる。ただ
し、タスク独立部から発行したシステムコールでtskid＝TSK̲SELF＝0を指
定した場合には、E̲IDのエラーとなる。
ref̲tskで、対象タスクが存在しない場合には、エラーE̲NOEXSとなる。
割込みハンドラの中から、割り込まれたタスクを対象としたref̲tskを実
行した場合は、tskstatとしてRUN状態(TTS̲RUN)を返す。
【補足事項】
要求ノードのビット数よりも対象ノードのビット数の方が大きく、要求
ノードで表現できる範囲を越えた値がexinf, tskpri, tskstatとして返って
きた場合は、EN̲RPARのエラーとなる。
tskstatとしてTTS̲RUN, TTS̲WAI等の値が定義されているが、これは、同
じ値をTCBに入れなければならないという意味ではない。TCB内でのタスク
状態の表現方法はインプリメント依存である。ref̲tsk実行時に、内部表現
のタスク状態をTTS̲RUN, TTS̲WAI等の標準値に変換すれば良いわけである。
インプリメントによっては、exinf, tskpri, tskstat以外に次のような追
加情報を参照できる場合がある。
tskwait

待ち要因

wid

待ちオブジェクトID

wupcnt

起床要求キューイング数
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suscnt

SUSPEND要求ネスト数

tskatr

タスク属性

task

タスク起動アドレス

itskpri

タスク起動時優先度

stksz

スタックサイズ

tskstatがTTS̲WAI（TTS̲WASを含む）の場合、tskwait, widは表6のよう
な値をとる。
表6. tskwaiとwidの値

tskwait
TTW̲SLP
TTW̲DLY
TTW̲NOD
TTW̲FLG
TTW̲SEM
TTW̲MBX
TTW̲SMBF
TTW̲MBF
TTW̲CAL
TTW̲ACP
TTW̲RDV
(TTW̲CAL￨TTW̲RDV)
TTW̲MPL
TTW̲MPF

値
H'0...
.0001
H'0...
.0002
H'0...
.0008
H'0...
.0010
H'0...
.0020
H'0...
.0040
H'0...
.0080
H'0...
.0100
H'0...
.0200
H'0...
.0400
H'0...
.0800
H'0...
.0a00
H'0...
.1000
H'0...
.2000

意味
slp̲tsk , tslp̲ts kによる待ち
dly̲ts kによる待ち
接続機能応答待ち
wai̲fl gによる待ち
wai̲se mによる待ち
rcv̲ms gによる待ち
snd̲mb fによる待ち
rcv̲mb fによる待ち
ランデブ呼出待ち
ランデブ受付待ち
ランデブ終了待ち
ランデブ呼出または終了待ち
get̲bl kによる待ち
get̲bl fによる待ち

wid
0
0
0
待ち対象 のflgid
待ち対象 のsemid
待ち対象 のmbxid
待ち対象 のmbfid
待ち対象 のmbfid
待ち対象 のporid
待ち対象 のporid
0
0
待ち対象 のmplid
待ち対象 のmpfid

※
※
※
※
※

※待ち対象のオブジェクト が、ref̲ts kの対象タスクとは別のノード上に置かれている
ケースもあり得 る。

widに入る値は、ref̲tskの対象タスクの存在するノード（アクセス環境）
から見たIDである。ref̲tskの発行タスクと対象タスクのノード（アクセス
環境）が異なっている場合、ref̲tskの発行タスクがwidで得られたオブジ
ェクトIDをパラメータとして別のシステムコールを発行しても、同じオブ
ジェクトにアクセスできるとは限らない。
「接続機能応答待ち(TTW̲NOD)」とは、他ノードをアクセスするシステム
コールを実行し、対象ノードに対して要求を出した（TPパケットを送信し
た）が、対象ノードからの応答（TRパケットまたはTAパケット）が返る前
の状態を意味する。他ノード上のオブジェクトで待ち解除の条件が満たさ
れず（たとえばセマフォの資源数が足りず）、本当に待ち状態になった場合
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は、「接続機能応答待ち(TTW̲NOD)」ではなく、対象オブジェクト毎に決め
られた通常の待ち状態（セマフォ待ちTTW̲SEMなど）となる。この場合、対
象 ノ ー ド か ら 送 ら れ て き た T A パ ケ ッ ト に よ り 、「 接 続 機 能 応 答 待 ち
(TTW̲NOD)」から「セマフォ待ち(TTW̲SEM)」への状態変化が通知される。
tskstatがTTS̲WAI（TTS̲WASを含む）でない場合は、tskwait, widはとも
に0となる。また、DORMANT状態のタスクではwupcnt＝0, suscnt＝0である。
なお、tskwait, wid, wupcnt, suscntの機能は互換性や接続性の保証され
ない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
このシステムコールでtskid＝TSK̲SELFを指定した場合でも、自タスクの
IDは分からない。自タスクのIDを知りたい場合には、get̲tidを利用する。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（exinf, tskpri,
tskstatが要求ノードで表現できる値の範囲外）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をtsk̲stsからref̲tskに変更した。
tskatrは静的な情報なので、リターンパラメータから外した。
【仕様決定の理由】
ref̲tskなどオブジェクトの状態を参照するシステムコールは、教科書的
なプログラムを書くのであれば必要なく、デバッグ用の意味合いが強い。
このため、これらのシステムコールはレベルE, ENとなっている。
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「タスク付属同期機能」は、タスクに従属した同期機能、すなわち、どの
タスクにもあらかじめ付加されている同期機能である。
具体的には、タスクをSUSPEND状態にして一時的に実行を停止する機能
とそれを解除する機能、タスクを待ち状態にする機能とそれを起床する同
期機能などが含まれている。
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[SN] sus̲tsk
他タスクを強制待ち状態へ移行
sus̲tsk:

Suspend Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = sus̲tsk ( ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されたタスクをSUSPEND状態（強制待ち状態）に移し、タスク
の実行を中断させる。
SUSPEND状態は、rsm̲tsk, frsm̲tskシステムコールの発行によって解除
される。
sus̲tskの対象タスクが既に待ち状態であった場合には、sus̲tskの実行
により、対象タスクは待ち状態とSUSPEND状態が複合した状態（WAIT‑
SUSPEND状態）となる。その後、このタスクの待ち解除の条件が満たされる
と、対象タスクはSUSPEND状態に移行する。一方、このタスクに対して
rsm̲tskが発行されると、対象タスクは前と同じ待ち状態に戻る。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
SUSPEND状態は他タスクの発行したシステムコールによる中断状態を意味
するものなので、本システムコールで自タスクを指定することはできない。
自タスクを指定した場合には、E̲OBJのエラーとなる。
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あるタスクに対して複数回のsus̲tskが発行された場合、そのタスクは多
重のSUSPEND状態になる。これをSUSPEND要求のネストと呼ぶ。この場合、
sus̲tskが発行された回数(suscnt)と同じ回数のrsm̲tskを発行することに
より、対象タスクが元の状態に戻る。したがって、sus̲tsk〜rsm̲tskの対
をネストすることが可能である。
SUSPEND要求のネストの機能（同一タスクに対して2回以上のsus̲tskを発
行する機能）の有無およびその回数の制限値は、インプリメント依存であ
る。SUSPEND要求のネスト機能は互換性や接続性の保証されない拡張機能
［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
SUSPEND要求をネストできないシステムで複数のsus̲tskが発行された場
合や、ネスト回数の制限値を越えた場合には、E̲QOVRのエラーとなる。
【補足事項】
あるタスクが資源獲得のための待ち状態（セマフォ待ちなど）で、かつ
SUSPEND状態の場合でも、SUSPEND状態でない時と同じ条件によって資源の
割り当て（セマフォの割り当てなど）が行われる。SUSPEND状態であっても、
資源割り当ての遅延などが行われるわけではなく、資源割り当てや待ち状
態の解除に関する条件や優先度は全く変わらない。すなわち、SUSPEND状態
は、他の処理やタスク状態と直交関係にある。
SUSPEND状態のタスクに対して資源割り当ての遅延（一時的な優先度の低
下）を行いたいのであれば、ユーザ側で、sus̲tsk, rsm̲tskにchg̲priを組
み合せて発行すれば良い。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクが自タスクまたは
DORMANT状態）

E̲QOVR

キューイングまたはネストのオーバーフロー（ネスト数
suscntのオーバーフロー）
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EN̲OBJNO
EN̲CTXID

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定
タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
意味を明確にするため、「SUSPEND状態のキューイング」を「ネスト」と
呼ぶことにした。
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[SN] rsm̲tsk
強制待ち状態のタスクを再開
[EN] frsm̲tsk
強制待ち状態のタスクを強制再開

rsm̲tsk:
frsm̲tsk:

Resume Task
Force Resume Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = rsm̲tsk ( ID tskid ) ;
ER ercd =frsm̲tsk ( ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されたタスクのSUSPEND状態を解除する。すなわち、対象タス
クが以前に発行されたsus̲tskによってSUSPEND状態に入り、その実行が中
断している場合に、その状態を解除し、実行を再開させる。
対象タスクが待ち状態とSUSPEND状態の複合した状態（WAIT‑SUSPEND状態）
であった場合には、rsm̲tskの実行によりSUSPEND状態のみが解除され、対
象タスクは待ち状態となる。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
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本システムコールでは、自タスクを指定することはできない。自タスク
を指定した場合には、E̲OBJのエラーとなる。
rsm̲tskでは、SUSPEND要求のネスト(suscnt)を1回分だけ解除する。した
がって、対象タスクに対して2回以上のsus̲tskが発行されていた場合
(suscnt≧2)には、rsm̲tskの実行が終わった後も、対象タスクはまだ
SUSPEND状態のままである。一方、frsm̲tskの場合は、対象タスクに対して
2回以上の sus̲tsk が発行されていた場合(suscnt≧2)でも、それらの要求
をすべて解除(suscnt＝0)する。すなわち、SUSPEND状態は必ず解除され、
対象タスクがWAIT‑SUSPEND状態（SUSPEND状態かつ待ち状態）でない限り実
行を再開できる。
【補足事項】
RUN, READY状態のタスクがsus̲tskによりSUSPEND状態になった後、
rsm̲tskやfrsm̲tskによって実行を再開した場合、そのタスクがレディキュー
（RUN状態のタスクを含む）の該当優先度のどの位置に入るかということは、
インプリメント依存である。
たとえば、同じ優先度のtask̲Aとtask̲Bに対して以下のシステムコール
を実行した場合、次のような動作をする。
sta̲tsk (tskid＝task̲A);
sta̲tsk (tskid＝task̲B);
/* この時はFCFSの原則により、レディキューの順序はtask̲
A→task̲Bとなっている */
sus̲tsk (tskid＝task̲A);
rsm̲tsk (tskid＝task̲A);
/* この時にレディキューの順序がtask̲A→task̲Bとなるか
task̲B→task̲Aとなるかはインプリメント依存である */
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）
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E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクがSUSPEND状態では
ない（自タスクやDORMANT状態の場合を含む））

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
rsm̲tsk実行後に対象タスクがレディキューに入る位置をインプリメント
依存とした。
【仕様決定の理由】
frsm̲tskのレベルがENであるのは、SUSPENDのネストの機能が［レベルX］
となっているためである。
rsm̲tsk実行後の対象タスクのレディキューの位置をインプリメント依存
としたのは、次のような理由による。
仕様面では、あるタスクがSUSPEND状態になっても、プリエンプトされた
場合と同様に、タスクスケジューリングの順序には影響しないのが望ましい。
これは、他の状態と直交するというSUSPENDの意味や、異常時におけるタス
クの強制停止、デバッグ用などといったSUSPENDの用途を考慮した結果である。
一方、インプリメント上は、SUSPEND状態のタスクに対してキューの順序
を保存しようとしても、キューの作り方によっては効率よく処理できない
場合がある。以下でレディキューといった場合には、インプリメント上の
レディキューのことをいい、仕様を定義する上での（RUN状態のタスクと
READY状態のタスクのみを含んだ）概念上のレディキューとは区別して考え
る。具体的には、SUSPEND状態のタスクも含めてレディキューを作っている
場合(A)には、キューの順序を保存することが容易である（自然にそうなる）
が、SUSPEND状態のタスクをレディキューから外す場合(B)には、rsm̲tskで
再開する時にキューの元の位置に戻すのは難しくなる。SUSPEND状態のタス
クが多いと、SUSPEND状態のタスクをレディキューから外しておく(B)の方
がディスパッチなどの性能が良くなると考えられるので、(A)(B)のどちら
のインプリメント方法が良いかということは一概に決められない。また、
SUSPEND状態のタスクを含むレディキューと含まないレディキューを両方設
ける案(C)もあるが、一般的なキューの更新の手間やリンク領域のオーバー
ヘッドが大きくなるので、常に良い方法とは限らない。
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[R] slp̲tsk
自タスクを起床待ち状態へ移行
[E] tslp̲tsk
自タスクを起床待ち状態へ移行（タイムアウト有）

slp̲tsk:
tslp̲tsk:

Sleep Task
Sleep Task with Timeout

】
【パラメータ（slp̲tskの場合）
なし
【パラメータ（tslp̲tskの場合）
】
TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = slp̲tsk ( ) ;
ER ercd =tslp̲tsk ( TMO tmout ) ;
【解説】
slp̲tskシステムコールでは、自タスクをRUN状態から起床待ち状態
（wup̲tskを待つ状態）に移す。
tslp̲tskシステムコールは、slp̲tskの機能にタイムアウト機能を加えた
ものである。tmoutで指定した時間が経過する前にこのタスクを対象とした
wup̲tskが発行された場合は、このシステムコールは正常終了する。一方、
tmoutで指定した時間が経過する間にwup̲tskが発行されなかった場合は、タ
イムアウトエラーE̲TMOUTとなる。なお、tslp̲tskのtmoutとして TMO̲POL=0
を指定した場合には、タイムアウト値として0を指定したことを示す。また、
tslp̲tskのtmoutとしてTMO̲FEVR=(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値と
して無限大の時間を指定したことを示し、slp̲tskと全く同じ動作をする。
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【補足事項】
slp̲tskは自タスクを待ち状態に移すシステムコールであるため、
slp̲tskがネストすることはあり得ない。しかし、slp̲tskによって待ち状
態になっているタスクに対して、他のタスクからsus̲tskが実行される可能
性はある。この場合、このタスクはWAIT‑SUSPEND状態（SUSPEND状態かつ待
ち状態）となる。これらの点はtslp̲tsk も同様である。
タスクの単純な遅延（時間待ち）を行うのであれば、tslp̲tskではなく、
dly̲tskを用いるべきである。
slp̲tskに対するポーリングを行う専用のシステムコールは用意されてい
ない。必要があれば、can̲wupにより類似の機能を実現できる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー(tmout≦(‑2))

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
wai̲tskの名称をtslp̲tskに変更した。
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[RN] wup̲tsk
他タスクの起床
wup̲tsk:

Wakeup Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = wup̲tsk ( ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されるタスクがslp̲tsk（またはtslp̲tsk）の実行による待ち
状態であった場合に、その待ち状態を解除する。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブル」
によって（所在ノード番号，オブジェクト番号）の組に変換され、ネット
ワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタスクを
アクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各ノー
ドのコンフィグレーション時に指定される。
本システムコールでは、自タスクを指定することはできない。自タスク
を指定した場合には、E̲OBJのエラーとなる。
対象タスクがslp̲tsk（またはtslp̲tsk）を実行しておらず、待ち状態で
ない場合には、wup̲tskによる起床要求はキューイングされる。すなわち、
対象タスクに対してwup̲tskが発行されたという記録が残り、この後で対象
タスクがslp̲tsk(またはtslp̲tsk)を実行した場合にも、待ち状態にはなら
ない。これを起床要求のキューイングと呼ぶ。
起床要求のキューイングの動作は、具体的には次のようになる。各タス
クは、TCBの中に起床要求キューイング数(wupcnt)という状態を持っており、
その初期値（sta̲tsk実行時の値）は0である。起床待ち状態でないタスク
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に対してwup̲tskを実行することにより、対象タスクの起床要求キューイン
グ数がプラス1される。一方、タスクがslp̲tsk（またはtslp̲tsk）を実行
することにより、そのタスクの起床要求キューイング数がマイナス1される。
そうして、起床要求キューイング数＝0のタスクがslp̲tsk（または
tslp̲tsk）を実行した時に、起床要求キューイング数がマイナスになる代
わりに、そのタスクが待ち状態になる。
wup̲tskを1回キューイングすること(wupcnt＝1)は常に可能であるが、起
床要求キューイング数(wupcnt)の最大値はインプリメント依存であり、1以
上の適当な値をとる。すなわち、待ち状態でないタスクに対してwup̲tsk
を1回発行してもエラーとはならないが、2回目以降のwup̲tskがエラーとな
るかどうかはインプリメント依存である。wup̲tskの2回以上のキューイン
グ機能は、互換性や接続性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常
に利用できるとは限らない。
起床要求キューイング数(wupcnt)の最大値の制限を越えてwup̲tskを発行
した場合には、E̲QOVRのエラーとなる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクが自タスクまたは
DORMANT状態）

E̲QOVR

キューイングまたはネストのオーバーフロー（キューイン
グ数wupcntのオーバーフロー）

EN̲OBJNO
EN̲CTXID

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定
タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
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[SN] can̲wup
タスクの起床要求を無効化
can̲wup:

Cancel Wakeup Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

タスクID

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

INT

wupcnt

Wakeup Count

キューイングされていた
起床要求回数

【言語Cインタフェース】
ER ercd = can̲wup ( INT *p̲wupcnt, ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されたタスクの起床要求キューイング数(wupcnt)をリターンパ
ラメータとして返し、同時にその起床要求をすべてキャンセルする。すな
わち、対象タスクの起床要求キューイング数(wupcnt)を0にする。
tskid=TSK̲SELF=0によって自タスクの指定を行うことができる。ただし、
タスク独立部から発行したシステムコールでtskid=TSK̲SELF=0を指定した
場合には、E̲IDエラーとなる。
タスクは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、tskidは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のタス
クをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
【補足事項】
要求ノードのビット数よりも対象ノードのビット数の方が大きく、要求
ノードで表現できる範囲を越えた値がwupcntとして返ってきた場合は、
EN̲RPARのエラーとなる。
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このシステムコールは、周期的にタスクを起床して動かすような処理を
行う場合に、時間内に処理が終わっているかどうかを判定するために利用
できる。すなわち、前の起床要求に対する処理が終了してslp̲tskを発行す
る前に、それを監視するタスクがcan̲wupを発行し、そのリターンパラメー
タであるwupcntが1以上の値であった場合、前の起床要求に対する処理が時
間内に終了しなかったということを示す。したがって、処理の遅れに対し
て何らかの処置をとることができる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
tskid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクがDORMANT状態）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（wupcntが要求ノー
ドで表現できる値の範囲外）
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「同期・通信機能」は、タスクとは独立した同期機能および通信機能であ
り、セマフォ、イベントフラグ、メイルボックスの3つの機能が含まれている。
セマフォは、資源の有無や数を表現することにより、同期や排他制御を
行う機能である。イベントを知らせる側（資源を返す側）では、セマフォ
の持つ資源数を1つ増やす。一方、イベントを待つ側（資源をもらう側）で
は、セマフォの持つ資源数を1つ減らす。セマフォの持つ資源数が足りなく
なった場合（0の場合）は、次に資源が返却されるまで待ち状態になる。セ
マフォを待つタスクが複数になった場合には、タスクが待ち行列を構成する。
イベントフラグは、イベントの有無をビット対応のフラグで表現する同
期機能である。イベントを知らせる側では、イベントフラグの特定ビット
をセットしたりクリアしたりことが可能である。一方、イベントを待つ側
では、イベントフラグのビットパターンが特定の条件を満たすまでタスク
を待ち状態にしておくことができる。
メイルボックスは、メッセージを渡すことにより同期と通信を同時に行
う機能である。イベントを知らせる側（メッセージを送る側）では、対象
メッセージをメッセージキューに入れる。一方、イベントを待つ側（メッ
セージを受け取る側）では、メッセージキューに入っているメッセージを
一つ取り出す。まだメッセージキューにメッセージが入っていない場合は、
次にメッセージが送られてくるまで待ち状態になる。メッセージを待つタ
スクが複数になった場合には、タスクが受信待ち行列を構成する。
メッセージ本体は共有メモリ上に置かれており、実際にはその先頭アド
レスのみが送受信される。メッセージパケットの内容のコピーは行われな
い。したがって、共有メモリを持たない異なるノードの間では、メイルボ
ックスの機能を使うことができず、メイルボックスは接続機能に対応して
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いない。異なるノードの間でメッセージ転送を行う場合は、メイルボック
スではなく、拡張同期・通信機能のメッセージバッファを利用する。メッ
セージバッファであれば、接続機能に対応しており、メッセージ内容のコ
ピーも行われる。
メッセージキューの実現方法としては、線形リストを使う場合とリング
バッファを使う場合がある。どちらの方法を使うかについてはインプリメ
ント依存である。メッセージキューをリングバッファによって実現した場
合に、リングバッファが一杯になってメッセージのキューイングができな
くなっても、メッセージ送信側のタスク（snd̲msg発行タスク）は待ち状態
とはならない。この場合、snd̲msg発行タスクはE̲QOVRのエラーを返して即
座にリターンする。また、メッセージキューをリングバッファによって実
現する場合は、メイルボックスの生成時に、リングバッファの大きさを指
定する。
一方、メッセージキューを線形リストによって実現する場合には、メッ
セージパケットの中に、OSで用いる線形リストのリンク用エリアが必要と
なる。したがって、OSの管理用として、ユーザの用意したメッセージパケ
ットの一部を使用することがある。この部分を、メッセージヘッダと呼ぶ。
この場合、snd̲msgのパラメータであるメッセージ先頭アドレス(pk̲msg)
は、メッセージヘッダをも含めたメッセージパケットの先頭アドレスを表
わす（図24）。また、メイルボックスの属性をメッセージ優先度順とした場
合には、メッセージヘッダの中で各メッセージの優先度(msgpri)の指定を
行う（メッセージ優先度の機能は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］
pk̲msg
メッセージヘッダ
※ 有無や内容はインプリメント依存
※ メッセージ優先度(msgpri)を含む
場合がある

メッセージ内容(msgcont)

図24. メイルボックスで使用されるメッセージの形式
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であり、常に利用できるとは限らない）。ユーザが実際にメッセージを入れ
ることができるのは、pk̲msgの直後からではなく、メッセージヘッダの後
の部分から（図のmsgcontの部分）である。メッセージヘッダの有無、大き
さ、形式はインプリメント依存である。
メッセージパケットとしては、get̲blk, get̲blfによって動的にメモリ
プールから確保されたメモリブロックを使用することも可能であるし、静
的に確保された領域を使用することも可能である。一般的な使い方として
は、送信側タスクがメモリプールからメモリブロックを確保してそれをメ
ッセージとして送信し、受信側タスクはメッセージ内容を読んだ後でその
メモリブロックを直接メモリプールに返却する、といった手順をとること
が多い。
【補足事項】
メッセージキューの実現方法としては、線形リストを使う場合とリング
バッファを使う場合があるが、線形リストを使う場合のメリットとデメリ
ットをまとめると次のようになる。
線形リストを使う場合のメリット：
‑ メッセージキューの途中のメッセージを削除したり、メッセージキュ
ーの途中に新しいメッセージを挿入することが容易である。そのため
優先度順のメッセージキューを実現しやすい。
‑ メッセージキュー（バッファ）の溢れを心配する必要がない。
‑ メイルボックスの生成時に、メッセージキュー（バッファ）の領域を
確保する必要がない。
線形リストを使う場合のデメリット：
‑ メッセージパケット中にOSの利用する領域（メッセージヘッダ）が必
要となる。
‑ pk̲msgの指す領域には実メモリが必要である。pk̲msgとして任意の
データを送ることはできない。
‑ 既に送信済でメッセージキューに入っているメッセージを、間違って
snd̲msgで再送信した場合、メッセージキューのデータ構造が壊れてシ
ステムダウンを起こす危険がある。
リングバッファのメリットとデメリットは上記の逆になる。
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【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
メッセージキューの実現方法（線形リストまたはリングバッファ）がイ
ンプリメント依存であることを明記した。
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[EN] cre̲sem
セマフォ生成
cre̲sem:

Create Semaphore

【パラメータ】
ID

semid

T̲CSEM* pk̲csem

SemaphoreID

セマフォID

Packet to Create Semaphore セマフォ生成情報

pk̲csemの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

sematr

SemaphoreAttribute

セマフォ属性

INT

isemcnt

InitialSemaphoreCount

セマフォの初期値
［レベルX］

INT

maxsem

MaximumSemaphoreCount

セマフォの最大値
［レベルX］

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲sem ( ID semid, T̲CSEM *pk̲csem ) ;
【解説】
cre̲semでは、semidで指定されたID番号を持つセマフォを生成する。具
体的には、生成するセマフォに対して管理ブロックを割り付け、その初期
値をisemcnt、最大値（上限値）をmaxsemとする。
isemcntとmaxsemの設定は、互換性や接続性の保証されない拡張機能［レ
ベルX］であり、常に利用できるとは限らない。isemcntの設定ができない
場合、セマフォの初期値は1となる。また、maxsemの設定ができない場合の
セマフォの最大値はインプリメント依存である。
セマフォは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接
続機能に対応したインプリメントの場合、semidは「オブジェクト所在テー
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ブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のセマ
フォをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、
各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
正のID番号のセマフォはユーザ用セマフォ、負のID番号のセマフォはシ
ステム用セマフォである。ユーザタスク（タスクIDが正のタスク）はシス
テム用セマフォをアクセスすることができない。ユーザタスクがシステム
用セマフォを対象としたシステムコールを発行した場合には、E̲OACVのエ
ラーとなる。ただし、このエラーの検出はインプリメント依存である。
ID番号が(‑4)〜0のセマフォは生成できない。semidにこれらの値を指定
した場合は、E̲IDのエラーとなる。
exinfは、対象セマフォに関する情報を入れておくためにユーザが自由に
利用できる。ここで設定した情報は、ref̲semで取り出すことができる。な
お、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場合や、途中
で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保し、そのメ
モリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容について関
知しない。
sematrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。sematrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
sematr:= (TA̲TFIFO ‖ TA̲TPRI)
TA̲TFIFO

待ちタスクのキューイングは FIFO

TA̲TPRI

待ちタスクのキューイングは優先度順 ［レベルX］

TA̲TFIFO, TA̲TPRIでは、タスクがセマフォの待ち行列に並ぶ際の並び方
を指定することができる。属性がTA̲TFIFOであればタスクの待ち行列は
FIFOとなり、属性がTA̲TPRIであればタスクの待ち行列はタスクの優先度順
となる。TA̲TPRIの指定は互換性や接続性の保証されない拡張機能［レベル
X］であり、常に利用できるとは限らない。
sematrのフォーマットは図25のようになる。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、
exinf, sematr, isemcnt, maxsemの値として対象ノードでサポートされてい
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ない範囲を指定した場合には、EN̲PARのエラーとなる。
pk̲csemのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性や接続性を制限しても構わないので
あれば、個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲ID

不正ID番号（semidが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（sematrが不正あるいは利用できない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号のセマフォが既に
存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
semid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲csemが不正, isemcnt, maxsemが負ま
たは不正）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

上位ビット
ATRが8bit

下位ビット

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

※ semat rのビット数が16ビット以下の場 合、システム属性とインプリメント
属性の明確な区別はない。
※ P=1によって待ち行列が優先度順であること(TA̲TPRI )を示す。

図25. sematrのフォーマット

2.3 同期・通信機能

118
EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のexinf, sematr, isemcnt, maxsemを指定）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
μITRON 2.0と同じように、sig̲sem, wai̲semではカウント数を指定しな
い仕様とした。そのため、 生成されたセマフォの属性はTA̲FIRST, TA̲FIX
相当に限られる。
優先度順の待ち行列は［レベルX］とした。
セマフォの最大値をチェックする機能(maxsem)を［レベルX］で導入した。
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[EN] del̲sem
セマフォ削除
del̲sem:

Delete Semaphore

【パラメータ】
ID

semid

SemaphoreID

セマフォID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲sem ( ID semid ) ;
【解説】
semidで示されたセマフォを削除する。
セマフォは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接
続機能に対応したインプリメントの場合、semidは「オブジェクト所在テー
ブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のセマ
フォをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、
各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
本システムコールの発行により、対象セマフォの管理ブロック用の領域
は解放される。また、このシステムコールが終了した後は、同じID番号の
セマフォを再び新しく生成することができる。
対象セマフォにおいて条件成立を待っているタスクがあった場合にも、
本システムコールは正常終了するが、待ち状態にあったタスクにはエラー
E̲DLTが返される。
【補足事項】
複数のタスクが待っているセマフォを削除した場合に、待ち解除後のレ
ディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間ではインプ
リメント依存である。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（semidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（semidのセマフォが存在し
ない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行
でsemid＜(‑4), インプリメント依存）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
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[RN] sig̲sem
セマフォ資源返却
sig̲sem:

Signal Semaphore

【パラメータ】
ID

semid

SemaphoreID

セマフォID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = sig̲sem ( ID semid ) ;
【解説】
semidで示されたセマフォに対して、資源を一つ返却する操作を行う。具
体的には、対象セマフォに対して既に待っているタスクがあれば、待ち行
列の先頭のタスクをREADY状態に移す。この場合、そのセマフォのカウント
値(semcnt)は不変である。一方、対象セマフォに対して待っているタスク
が無ければ、そのセマフォのカウント値(semcnt)を1つ増やす。
セマフォは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接
続機能に対応したインプリメントの場合、semidは「オブジェクト所在テー
ブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のセマ
フォをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、
各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
セマフォのカウント値の増加により、その値がセマフォの最大値
(maxcnt)を越えようとした場合は、E̲QOVRのエラーとなる。ただし、セマ
フォ最大値に関するエラーをチェックする機能は互換性や接続性の保証さ
れない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。また、
プログラマがセマフォ最大値を指定するのではなく、インプリメントの都
合（ビット数の制限など）によってセマフォ最大値が決まっている場合も
ある。
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［レベルEN］のcre̲semが実装されていないシステムの場合、セマフォの
生成はシステム起動時に静的に行う。セマフォ生成時に必要なセマフォ属
性(sematr)、セマフォ初期値(isemcnt)などのパラメータも、システム起動
時に静的に指定する。
【補足事項】
カウント値(semcnt)がセマフォ初期値(isemcnt)を越えた場合にも、エラ
ーとはならない。排他制御ではなく、同期の目的（wup̲tsk〜slp̲tskと同
様）でセマフォを使用する場合には、セマフォのカウント値(semcnt)が初
期値(isemcnt)を越えることがある。一方、排他制御の目的でセマフォを使
う場合は、セマフォ初期値(isemcnt)とセマフォ最大値(maxsem)を等しい値
にしておくことにより、カウント値の増加によるエラーをチェックするこ
とができる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（semidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（semidのセマフォが存在し
ない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
semid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲QOVR

キューイングまたはネストのオーバーフロー（キューイン
グ数semcntのオーバーフロー）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
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[RN] wai̲sem
セマフォ資源獲得
[RN] preq̲sem
セマフォ資源獲得（ポーリング）
[EN] twai̲sem
セマフォ資源獲得（タイムアウト有）

wai̲sem:

Wait on Semaphore

preq̲sem:

Poll and Request Semaphore

twai̲sem:

Wait on Semaphore with Timeout

【パラメータ（wai̲sem, preq̲semの場合）
】
ID

semid

SemaphoreID

セマフォID

【パラメータ（twai̲semの場合）
】
ID

semid

SemaphoreID

セマフォID

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = wai̲sem ( ID semid ) ;
ER ercd =preq̲sem ( ID semid ) ;
ER ercd =twai̲sem ( ID semid, TMO tmout ) ;
【解説】
wai̲semでは、semidで示されたセマフォから、資源を一つ獲得する操作
を行う。具体的には、対象セマフォのカウント値(semcnt)が1以上の場合、
セマフォのカウント値を1つ減らす。この場合、本システムコールの発行タ
スクは待ち状態に入らず、実行を継続する。一方、対象セマフォのカウン
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ト値(semcnt)が0の場合、本システムコールを発行したタスクは待ち状態に
入る。すなわち、そのセマフォに対する待ち行列につながれる。この場合、
そのセマフォのカウント値(semcnt)は0のまま不変である。
セマフォは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接
続機能に対応したインプリメントの場合、semidは「オブジェクト所在テー
ブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のセマ
フォをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、
各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
preq̲semは、wai̲semから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、wai̲semを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。preq̲semシステムコールのパラメータの意味はwai̲semと同じであ
る。具体的なpreq̲semの動作は次のようになる。
‑ 対象セマフォのカウント値(semcnt)が1以上場合には、wai̲semと同様
の処理をして（セマフォのカウント値を1だけ減らして）、システムコ
ールは正常終了する。
‑ 対象セマフォのカウント値(semcnt)が0の場合には、ポーリング失敗の
意味でE̲TMOUTのエラーを返し、システムコールが終了する。wai̲sem
とは異なり、この場合にも待ち状態には入らない。また、この場合は、
セマフォのカウント値は不変である。
twai̲semは、wai̲semにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（sig̲semが実行されない）ままtmoutの時間が経過すると、タイム
アウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
また、他ノード上のオブジェクトで待つ場合のタイムアウトの基準時間と
しては、対象ノードの基準時間ではなく、要求ノードの基準時間が適用さ
れる。
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twai̲semのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、preq̲semと全く同じ動作をする。また、
twai̲semのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、wai̲semと全く同じ動作をする。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、tmout
の値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定した場合には、
EN̲PARのエラーとなる。
preq̲sem, wai̲semは、twai̲semのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
twai̲semのみをインプリメントし、preq̲sem, wai̲semはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（semidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（semidのセマフォが存在し
ない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
semid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー(tmout≦(‑2))

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象セマフォ
が削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のtmoutを指定）
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【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
タイムアウトの機能を別のシステムコールに分離し、t???̲???の名称と
した。待ち状態に入る他のシステムコールも同様である。
また、タイムアウトをチェックするシステムコールが分離されたため、
タイマが利用できない場合のエラーは、t???̲???のシステムコール全体が
サポートされないという意味で、t???̲???に対するE̲RSFNとなった。その
ため、E̲TNOSPTのエラーは廃止された。
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[EN] ref̲sem
セマフォ状態参照
ref̲sem:

Refer Semaphore Status

【パラメータ】
ID

semid

T̲RSEM* pk̲rsem

SemaphoreID

セマフォID

Packet to Refer Semaphore
セマフォ状態を返すパケットアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

BOOL̲ID wtsk

WaitTaskInformation

待ちタスクの有無

INT

SemaphoreCount

現在のセマフォカウント値

pk̲rsemの内容
VP

exinf
semcnt

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲sem ( T̲RSEM *pk̲rsem, ID semid ) ;
【解説】
semidで示された対象セマフォの各種の状態を参照し、リターンパラメー
タとして現在のセマフォカウント値(semcnt)、待ちタスクの有無(wtsk)、
拡張情報(exinf)を返す。
セマフォは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接
続機能に対応したインプリメントの場合、semidは「オブジェクト所在テー
ブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のセマ
フォをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、
各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
semidが他ノードのセマフォを指す場合でも、読み出されたセマフォ状態
（パケット内容）は、対象ノードから要求ノードに自動的に転送される。
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wtskは、このセマフォで待っているタスクの有無を示す。待ちタスクが
無い場合はwtsk＝FALSE＝0となる。待ちタスクがある場合は、wtskとして
0以外の値が返る。
インプリメントによっては、待ちタスクがある場合のwtskの値として、
このセマフォで待っているタスクのID（0以外の値になる）を返す場合があ
る。このセマフォで複数のタスクが待っている場合には、待ち行列の先頭
のタスクのIDを返す。ただし、この機能は互換性の保証されない拡張機能
［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。また、wtskに待ちタス
クのIDを返すインプリメントであっても、待ちタスクが別ノードのタスクで
あった場合には、wtskの値が正しくならない（0以外の不定値になる）こと
がある。待ちタスクのIDを返すことが可能な場合は、ref̲semの対象セマフ
ォが属するノードのアクセス環境から見たタスクIDを返すのが望ましい。
ref̲semで、対象セマフォが存在しない場合には、エラーE̲NOEXSとなる。
どんな場合でも、semcnt＝0とwtsk＝FALSEの少なくとも一方は成り立つ。
【補足事項】
要求ノードのビット数よりも対象ノードのビット数の方が大きく、要求
ノードで表現できる範囲を越えた値がexinf, wtsk, semcntとして返ってき
た場合は、EN̲RPARのエラーとなる。
ref̲semとpreq̲semは、いずれも待ち状態に入ることなくセマフォのカウ
ント値(semcnt)を知るシステムコールである。しかし、ref̲semが単にセマ
フォのカウント値(semcnt)を参照するシステムコールであるのに対して、
preq̲semの場合はカウント値が正の時にwai̲semと同様の動作をする（セマ
フォのカウント値を減らす）という点が異なっている。
wtskに待ちタスクのIDを返す機能［レベルX］において、別ノードのタス
クが待っている場合にwtskの値が正しくならないのは、接続機能のインプ
リメント上の制約によるものである。すなわち、接続機能を対象ノード上
の別タスク（接続機能処理タスク）で処理する場合、待ちタスクのIDとし
て表われるのは接続機能処理タスクのIDであって、wai̲semを発行したタス
クのIDにはならない（なお、wai̲semを発行したタスクが別ノードのタスク
の場合には、wtskで正しいタスクIDが返されたとしても、そのIDによって
同一のタスクをアクセスできるとは限らない。すなわち、wtskが正しいタ
スクIDを返しても、意味のない場合がある）。
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インプリメントによっては、wtsk, semcnt以外の追加情報（セマフォの
最大値maxsemなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（semidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（semidのセマフォが存在し
ない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
semid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（exinf, wtsk,
semcntが要求ノードで表現できる値の範囲外）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をsem̲stsからref̲semに変更した。
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[EN] cre̲flg
イベントフラグ生成
cre̲flg:

Create EventFlag

【パラメータ】
ID

flgid

EventFlagID

T̲CFLG* pk̲cflg

イベントフラグID

Packet to Create EventFlag
イベントフラグ生成情報

pk̲cflgの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

flgatr

EventFlagAttribute

イベントフラグ属性

UINT

iflgptn

InitialEventFlagPatternイベントフラグの初期値

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲flg ( ID flgid, T̲CFLG *pk̲cflg ) ;
【解説】
flgidで指定されたID番号を持つイベントフラグを生成する。具体的には、
生成するイベントフラグに対して管理ブロックを割り付け、その初期値を
iflgptnとする。一つのイベントフラグで、プロセッサの1ワード分のビッ
トをグループ化して扱う。操作はすべて1ワード分を単位とする。
イベントフラグは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトであ
る。接続機能に対応したインプリメントの場合、flgidは「オブジェクト所
在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換
され、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の
上のイベントフラグをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在
テーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
正のID番号のイベントフラグはユーザ用イベントフラグ、負のID番号の
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イベントフラグはシステム用イベントフラグである。ユーザタスク（タス
クIDが正のタスク）はシステム用イベントフラグをアクセスすることがで
きない。ユーザタスクがシステム用イベントフラグを対象としたシステム
コールを発行した場合には、E̲OACVのエラーとなる。ただし、このエラー
の検出はインプリメント依存である。
ID番号が(‑4)〜0のイベントフラグは生成できない。flgidにこれらの値
を指定した場合は、E̲IDのエラーとなる。
exinfは、対象イベントフラグに関する情報を入れておくためにユーザが
自由に利用できる。ここで設定した情報は、ref̲flgで取り出すことができ
る。なお、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場合や、
途中で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保し、そ
のメモリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容につい
て関知しない。
flgatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。flgatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
flgatr:= (TA̲WMUL ‖ TA̲WSGL)
TA̲WSGL
TA̲WMUL

複数タスクの待ちを許さない(Wait Single Task)
複数タスクの待ちを許す(Wait Multiple Task)
［レベルX］

TA̲WMULにより複数タスクの待ちを許す機能は、互換性や接続性の保証さ
れない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
flgatrのフォーマットは図26のようになる。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、
exinf, flgatr, iflgptnの値として対象ノードでサポートされていない範囲
を指定した場合には、EN̲PARのエラーとなる。
pk̲cflgのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性や接続性を制限しても構わないので
あれば、個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲ID

不正ID番号（flgidが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（flgatrが不正あるいは利用できない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号のイベントフラグ
が既に存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
flgid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲cflgが不正）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のexinf, flgatr, iflgptnを指定）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
TA̲WMULの機能は［レベルX］とした。
初期値iflgptnの設定機能を追加した。

上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑W ‑ ‑ ‑

☆インプリメント依存属性

上位ビット
AT Rが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑W ‑ ‑ ‑

上位ビット
ATRが8bit

下位ビット

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ W‑ ‑ ‑

※ flgat rのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ W=1によって複数タスクの待ちを許す(TA̲WMUL )を示す。

図26. flgatrのフォーマット
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[EN] del̲flg
イベントフラグ削除
del̲flg:

Delete EventFlag

【パラメータ】
ID

flgid

EventFlagID

イベントフラグID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲flg ( ID flgid ) ;
【解説】
flgidで示されたイベントフラグを削除する。
イベントフラグは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトであ
る。接続機能に対応したインプリメントの場合、flgidは「オブジェクト所
在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、
ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のイベ
ントフラグをアクセスするために用いられる。
「オブジェクト所在テーブル」
は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
本システムコールの発行により、対象イベントフラグの管理ブロック用
の領域は解放される。また、このシステムコールが終了した後は、同じID
番号のイベントフラグを再び新しく生成することができる。
対象イベントフラグにおいて条件成立を待っているタスクがあった場合
にも、本システムコールは正常終了するが、待ち状態にあったタスクには
エラーE̲DLTが返される。
【補足事項】
複数のタスクが待っているイベントフラグを削除した場合に、待ち解除
後のレディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間では
インプリメント依存である。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（flgidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（flgidのイベントフラグが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
flgid＜(‑4), インプリメント依存）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
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[SN] set̲flg
イベントフラグのセット
[SN] clr̲flg
イベントフラグのクリア

set̲flg:

Set EventFlag

clr̲flg:

Clear EventFlag

【パラメータ（set̲flgの場合）
】
ID
UINT

flgid
setptn

EventFlagID
SetBitPattern

イベントフラグID
セットするビットパターン

【パラメータ（clr̲flgの場合）
】
ID

flgid

EventFlagID

イベントフラグID

UINT

clrptn

ClearBitPattern

クリアするビットパターン

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = set̲flg ( ID flgid, UINT setptn ) ;
ER ercd = clr̲flg ( ID flgid, UINT clrptn ) ;
【解説】
set̲flgでは、flgidで示される1ワードのイベントフラグのうち、setptn
で示されているビットがセットされる。すなわち、flgidで示されるイベン
トフラグの値に対して、setptnの値で論理和がとられる。また、clr̲flg
では、flgidで示される1ワードのイベントフラグのうち、対応するclrptn
の0になっているビットがクリアされる。すなわち、flgidで示されるイベ
ントフラグの値に対して、clrptnの値で論理積がとられる。
イベントフラグは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトであ
る。接続機能に対応したインプリメントの場合、flgidは「オブジェクト所
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在テーブル」によって（所在ノード番号，オブジェクト番号）の組に変換
され、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の
上のイベントフラグをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在
テーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
set̲flgによりイベントフラグの値が変更された結果、wai̲flgでそのイ
ベントフラグを待っていたタスクの待ち解除の条件を満たすようになれば、
そのタスクの待ち状態が解除され、RUN状態またはREADY状態（待っていた
タスクがWAIT‑SUSPEND状態であった場合にはSUSPEND状態）へと移行する。
clr̲flgでは、対象イベントフラグを待っているタスクが待ち解除となる
ことはない。すなわち、ディスパッチは起らない。
set̲flgでsetptnの全ビットを0とした場合や、clr̲flgでclrptnの全ビッ
トを1とした場合には、対象イベントフラグに対して何の操作も行わないこ
とになる。ただし、この場合でもエラーとはならない。
［レベルEN］のcre̲flgが実装されていないシステムの場合、イベントフ
ラグの生成はシステム起動時に静的に行う。イベントフラグ生成時に必要
なイベントフラグ属性(flgatr)、イベントフラグ初期値(iflgptn)などのパ
ラメータも、システム起動時に静的に指定する。
TA̲WMULの属性を持つイベントフラグに対しては、同一のイベントフラグ
に対して複数のタスクが同時に待つことができる。したがって、イベント
フラグでもタスクが待ち行列を作ることになる。この場合、一回のset̲flg
で複数のタスクが待ち解除となることがある。また、この場合の待ち解除
後のレディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間では
元のイベントフラグの待ち行列の順序を保存する。なお、TA̲WMULにより複
数タスクの待ちを許す機能は、互換性や接続性の保証されない拡張機能
［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
【補足事項】
接続機能によりビット数の異なるイベントフラグが混在した場合、下位
ビット側を揃えるものとする。たとえば、要求ノードが8ビット、対象イベ
ントフラグの存在するノードが32ビット（イベントフラグも32ビット幅）
であった場合、set̲flg, clr̲flgにより操作されるのは、32ビットのうちの
下位8ビットである。
対象ノードのイベントフラグのビット数よりも要求ノードのイベントフラ
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グのビット数の方が大きく、setptn, clrptnの値として対象ノードでサポー
トされていない範囲を指定した場合には、EN̲PARのエラーとなる。
小さなシステムでメモリ領域やパラメータ領域を節約したい場合には、
他のシステムとの互換性が保証されないという条件で、1ビットイベントフ
ラグを導入することができる。
1ビットイベントフラグに対するset̲flg, clr̲flgでは、setptn, clrptn
のパラメータが無くなる。また、接続機能により1ビットのイベントフラグ
と1ワードのイベントフラグが混在した場合は、1ワードのイベントフラグ
のLSB（最下位ビット）が1ビットのイベントフラグに対応する。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（flgidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（flgidのイベントフラグが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
flgid＜(‑4), インプリメント依存）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の

行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のsetptn, clrptnを指定）
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[SN] wai̲flg
イベントフラグ待ち
[SN] pol̲flg
イベントフラグ待ち（ポーリング）
[EN] twai̲flg
イベントフラグ待ち（タイムアウト有）

wai̲flg:

Wait EventFlag

pol̲flg:

Poll EventFlag

twai̲flg:

Wait EventFlag with Timeout

【パラメータ（wai̲flg, pol̲flgの場合）
】
ID

flgid

EventFlagID

イベントフラグID

UINT

waiptn

WaitBitPattern

待ちビットパターン

UINT

wfmode

WaitEventFlagMode

待ちモード

【パラメータ（twai̲flgの場合）
】
ID

flgid

EventFlagID

イベントフラグID

UINT

waiptn

WaitBitPattern

待ちビットパターン

UINT

wfmode

WaitEventFlagMode

待ちモード

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

UINT

flgptn

EventFlagBitPattern

待ち解除時のビットパターン

【言語Cインタフェース】
ER ercd = wai̲flg ( UINT *p̲flgptn, ID flgid, UINT waiptn, UINT
wfmode ) ;
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ER ercd = pol̲flg ( UINT *p̲flgptn, ID flgid, UINT waiptn, UINT
wfmode ) ;
ER ercd =twai̲flg ( UINT *p̲flgptn, ID flgid, UINT waiptn, UINT
wfmode, TMO tmout ) ;
【解説】
wai̲flgでは、wfmodeで示される待ち解除の条件にしたがって、flgidで
示されるイベントフラグがセットされるのを待つ。
flgidで示されるイベントフラグが、既にwfmodeで示される待ち解除条件
を満たしている場合には、発行タスクは待ち状態にならずに実行を続ける。
イベントフラグは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトであ
る。接続機能に対応したインプリメントの場合、flgidは「オブジェクト所
在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換さ
れ、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上の
イベントフラグをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テー
ブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
wfmodeでは、次のような指定を行う。
wfmode := (TWF̲ANDW ‖ TWF̲ORW) ｜ [TWF̲CLR]
TWF̲ANDW

H'0...00

AND待ち

TWF̲ORW

H'0...02

OR待ち

TWF̲CLR

H'0...01

クリア指定

TWF̲ORWを指定した場合には、flgidで示されるイベントフラグのうち、
waiptnで指定したビットのいずれかがセットされるのを待つ（OR待ち）。ま
た、TWF̲ANDWを指定した場合には、flgidで示されるイベントフラグのうち、
waiptnで指定したビットのすべてがセットされるのを待つ（AND待ち）。
TWF̲CLRの指定が無い場合には、条件が満足されてこのタスクが待ち解除
となった場合にも、イベントフラグの値はそのままである。一方、TWF̲CLR
の指定がある場合には、条件が満足されてこのタスクが待ち解除となった
場合、イベントフラグの値（全部のビット）が0にクリアされる。
flgptnは、本システムコールによる待ち状態が解除される時のイベント
フラグの値（TWF̲CLR指定の場合は、イベントフラグがクリアされる前の値）
を示すリターンパラメータである。flgptnで返る値は、このシステムコー
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ルの待ち解除の条件を満たすものになっている。
pol̲flgは、wai̲flgから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、wai̲flgを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。pol̲flgシステムコールのパラメータの意味はwai̲flgと同じであ
る。具体的なpol̲flgの動作は次のようになる。
‑ 対象イベントフラグが既にwfmodeで示される待ち解除の条件を満たし
ている場合には、wai̲flg と同様の処理をして（TWF̲CLRの指定がある
場合はイベントフラグをクリアして）
、システムコールは正常終了する。
‑ 対象イベントフラグがwfmodeで示される待ち解除の条件を満たしてい
ない場合には、ポーリング失敗の意味でE̲TMOUTのエラーを返し、シス
テムコールが終了する。wai̲flgとは異なり、この場合にも待ち状態に
は入らない。また、この場合は、TWF̲CLRの指定があってもイベントフ
ラグのクリアは行われない。
twai̲flgは、wai̲flgにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れないままtmoutの時間が経過すると、タイムアウトエラーE̲TMOUTとなっ
てシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
また、他ノード上のオブジェクトで待つ場合のタイムアウトの基準時間と
しては、対象ノードの基準時間ではなく、要求ノードの基準時間が適用さ
れる。
twai̲flgのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、pol̲flgと全く同じ動作をする。また、
twai̲flgのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、wai̲flgと全く同じ動作をする。
waiptnを0とした場合は、パラメータエラーE̲PARになる。
既に待ちタスクの存在するTA̲WSGL属性のイベントフラグに対して、別の
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タスクがwai̲flg, twai̲flg, pol̲flgを実行することはできない。この場合
は、後からwai̲flg（またはtwai̲flg）を実行したタスクが待ち状態に入る
かどうか（待ち解除条件が満たされているかどうか）にかかわらず、後か
らwai̲flgを実行したタスクはE̲OBJのエラーとなる。また、別のタスクが
pol̲flgを実行した場合にも、pol̲flgに対する待ち解除条件が満たされて
いるかどうかにかかわらず、pol̲flgはE̲OBJのエラーとなる。
一方、TA̲WMULの属性を持つイベントフラグに対しては、同一のイベント
フラグに対して複数のタスクが同時に待つことができる。したがって、イ
ベントフラグでもタスクが待ち行列を作ることになる。この場合、一回の
set̲flgで複数のタスクが待ち解除となることがある。なお、TA̲WMULによ
り複数タスクの待ちを許す機能は、互換性や接続性の保証されない拡張機
能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
TA̲WMUL属性を持つイベントフラグに対して複数のタスクが待ち行列を作
った場合、次のような動作をする。
‑ 待ち行列の順番はFIFOである。（ただし、waiptnやwfmodeとの関係によ
り、必ずしも行列先頭のタスクから待ち解除になるとは限らない）
‑ 待ち行列中にクリア指定のタスクがあれば、そのタスクが待ち解除に
なる時に、フラグをクリアする。
‑ クリア指定(TWF̲CLR)を行っていたタスクよりも後ろの待ち行列にあっ
たタスクは、既にクリアされた後のイベントフラグを見ることになる
ため、待ち解除とはならない。
set̲flgによって同じ優先度を持つ複数のタスクが同時に待ち解除となる
場合、待ち解除後のレディキュー中のタスクの順序は、元のイベントフラ
グの待ち行列の順序を保存する。
【補足事項】
対象ノードのイベントフラグのビット数よりも要求ノードのイベントフラ
グのビット数の方が大きく、waiptn, tmoutの値として対象ノードでサポー
トされていない範囲を指定した場合には、EN̲PARのエラーとなる。
要求ノードのイベントフラグのビット数よりも対象ノードのイベントフ
ラグのビット数の方が大きく、要求ノードで表現できる範囲を越えた値が
flgptnとして返ってきた場合は、EN̲RPARのエラーとなる。
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wai̲flgの待ち解除条件として全ビットの論理和を指定すれば、
(waiptn＝H'fff...ff, wfmode＝TWF̲ORW)、set̲flgと組み合わせることに
よって、1ワードのビットパターンによるメッセージ転送を行なうことがで
きる。ただし、この場合、全部のビットが0というメッセージを送ることは
できない。また、前のメッセージがwai̲flgで読まれる前にset̲flgにより
次のメッセージが送られると、前のメッセージは消えてしまう。すなわち、
メッセージのキューイングはできない。
waiptn＝0の指定はE̲PARのエラーになるので、イベントフラグで待つタ
スクのwaiptnは0でないことが保証されている。したがって、set̲flgで全
ビットをセットすれば、どのような条件でイベントフラグを待つタスクで
あっても、待ち行列の先頭にあるタスクは必ず待ち解除となる。
イベントフラグに対する複数タスク待ちの機能は、次のような場合に有
効である。例えば、タスクAが

のset̲flgを実行するまで、タスクB、タス

クCを②、③のwai̲flgで待たせておく場合に、イベントフラグの複数待ち
が可能であれば、①②③のどのシステムコールが先に実行されても結果は
同じになる（図27）。一方、イベントフラグの複数待ちができなければ、②
→③→①の順でシステムコールが実行された場合に、③のwai̲flgがE̲OBJ
のエラーになる。

［タスクA］

［タスクB］

［タスクC]

① set̲flg

② wai̲flg

③ wai̲flg

（クリア無）

（クリア無）

図27. イベントフラグに対する複数タスク待ちの機能

pol̲flg, wai̲flgは、twai̲flgのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
twai̲flgのみをインプリメントし、pol̲flg, wai̲flgはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（flgidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（flgidのイベントフラグが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
flgid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR
E̲OBJ

パラメータエラー（waiptn＝0,wfmodeが不正, tmout≦(‑2)）
オブジェクトの状態が不正（TA̲WSGL属性のイベントフラグ
に対する複数タスクの待ち）

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象イベント
フラグが削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のwaiptn, tmoutを指定）

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（flgptnが要求ノー
ドで表現できる値の範囲外）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
タイムアウトの機能を別のシステムコールに分離し、t???̲???の名称と
した。待ち状態に入る他のシステムコールも同様である。
説明を正確にするため、「待ち条件を満たす」という記述を「待ち解除条
件を満たす」という記述に変更した。
【仕様決定の理由】
waiptn＝0の指定をE̲PARのエラーとしたのは、waiptn＝0の指定を許した
場合に、それ以後イベントフラグがどのような値に変わっても待ち状態か
ら抜けることができなくなるためである。
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[EN] ref̲flg
イベントフラグ状態参照
ref̲flg:

Refer EventFlag Status

【パラメータ】
ID

flgid

EventFlagID

T̲RFLG* pk̲rflg

イベントフラグID

Packet to Refer Eventflag
イベントフラグ状態を返すパケットアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

BOOL̲ID wtsk

WaitTaskInformation

待ちタスクの有無

UINT

EventFlagBitPattern

pk̲rflgの内容
VP

exinf
flgptn

イベントフラグのビットパターン
―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲flg ( T̲RFLG *pk̲rflg, ID flgid ) ;
【解説】
flgidで示された対象イベントフラグの各種の状態を参照し、リターンパ
ラメータとして現在のフラグ値(flgptn)、待ちタスクの有無(wtsk)、拡張
情報(exinf)を返す。
イベントフラグは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトであ
る。接続機能に対応したインプリメントの場合、flgidは「オブジェクト所
在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換さ
れ、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上
のイベントフラグをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テ
ーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
flgidが他ノードのイベントフラグを指す場合でも、読み出されたイベン
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トフラグ状態（パケット内容）は、対象ノードから要求ノードに自動的に
転送される。
wtskは、このイベントフラグで待っているタスクの有無を示す。待ちタ
スクが無い場合はwtsk＝FALSE＝0となる。待ちタスクがある場合は、wtsk
として0以外の値が返る。
インプリメントによっては、待ちタスクがある場合のwtskの値として、
このイベントフラグで待っているタスクのID（0以外の値になる）を返す場
合がある。このイベントフラグで複数のタスクが待っている場合（TA̲WMUL
属性のときのみ）には、待ち行列の先頭のタスクのIDを返す。ただし、こ
の機能は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用でき
るとは限らない。また、wtskに待ちタスクのIDを返すインプリメントであ
っても、待ちタスクが別ノードのタスクであった場合には、wtskの値が正
しくならない（0以外の不定値になる）ことがある。待ちタスクのIDを返す
ことが可能な場合は、ref̲flgの対象イベントフラグが属するノードのアク
セス環境から見たタスクIDを返すのが望ましい。
ref̲flgで、対象イベントフラグが存在しない場合には、エラーE̲NOEXS
となる。
【補足事項】
要求ノードのイベントフラグのビット数よりも対象ノードのイベントフ
ラグのビット数の方が大きく、要求ノードで表現できる範囲を越えた値が
exinf, wtsk, flgptnとして返ってきた場合は、EN̲RPARのエラーとなる。
ref̲flgとpol̲flgは、いずれも待ち状態に入ることなくイベントフラグ
の値(flgptn)を知るシステムコールである。しかし、ref̲flgが単にイベン
トフラグの値(flgptn)を参照するシステムコールであるのに対して、
pol̲flgの場合は待ち解除条件が満たされている時にwai̲flgと同様の動作
をする（TWF̲CLRの指定がある場合はイベントフラグをクリアする）という
点が異なっている。
wtskに待ちタスクのIDを返す機能［レベルX］において、別ノードのタス
クが待っている場合にwtskの値が正しくならないのは、接続機能のインプ
リメント上の制約によるものである。すなわち、接続機能を対象ノード上
の別タスク（接続機能処理タスク）で処理する場合、待ちタスクのIDとし
て表われるのは接続機能処理タスクのIDであって、wai̲flgを発行したタス
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クのIDにはならない（なお、wai̲flgを発行したタスクが別ノードのタスク
の場合には、wtskで正しいタスクIDが返されたとしても、そのIDによって
同一のタスクをアクセスできるとは限らない。すなわち、wtskが正しいタ
スクIDを返しても、意味のない場合がある）。
インプリメントによっては、wtsk, flgptn以外の追加情報（イベントフ
ラグ属性flgatrなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（flgidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（flgidのイベントフラグが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
flgid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（exinf, wtsk,
flgptnが要求ノードで表現できる値の範囲外）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をflg̲stsからref̲flgに変更した。
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[E] cre̲mbx
メイルボックス生成
cre̲mbx:

Create Mailbox

【パラメータ】
ID

mbxid

T̲CMBX* pk̲cmbx

MailboxID

メイルボックスID

Packet to Create Mailbox
メイルボックス生成情報

pk̲cmbxの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

mbxatr

MailboxAttribute

メイルボックス属性

―（☆以下の情報の有無はインプリメント依存である）―

INT

bufcnt

BufferMessageCount

リングバッファの大きさ
（メッセージの個数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲mbx ( ID mbxid, T̲CMBX* pk̲cmbx ) ;
【解説】
cre̲mbxでは、mbxidで指定されたID番号を持つメイルボックスを生成す
る。具体的には、生成するメイルボックスに対して管理ブロックやバッファ
領域を割り付ける。
正のID番号のメイルボックスはユーザ用メイルボックス、負のID番号の
メイルボックスはシステム用メイルボックスである。ユーザタスク（タス
クIDが正のタスク）はシステム用メイルボックスをアクセスすることがで
きない。ユーザタスクがシステム用メイルボックスを対象としたシステム
コールを発行した場合には、E̲OACVのエラーとなる。ただし、このエラー
の検出はインプリメント依存である。
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ID番号が(‑4)〜0のメイルボックスは生成できない。mbxidにこれらの値
を指定した場合は、E̲IDのエラーとなる。
exinfは、対象メイルボックスに関する情報を入れておくためにユーザが
自由に利用できる。ここで設定した情報は、ref̲mbxで取り出すことができ
る。なお、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場合や、
途中で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保し、そ
のメモリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容につい
て関知しない。
mbxatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。mbxatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
mbxatr:= (TA̲TFIFO ‖ TA̲TPRI) ｜ (TA̲MFIFO ‖ TA̲MPRI)
TA̲TFIFO

待ちタスクのキューイングは FIFO

TA̲TPRI

待ちタスクのキューイングは優先度順［レベルX］

TA̲MFIFO

メッセージのキューイングは FIFO

TA̲MPRI

メッセージのキューイングは優先度順［レベルX］

TA̲TFIFO, TA̲TPRIでは、メッセージを受信するタスクがメイルボックス
の待ち行列に並ぶ際の並び方を指定することができる。属性がTA̲TFIFOで
あればタスクの待ち行列はFIFOとなり、属性がTA̲TPRIであればタスクの待
ち行列はタスクの優先度順となる。TA̲TPRIの指定は互換性の保証されない
拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
一方、TA̲MFIFO, TA̲MPRIでは、メッセージがメッセージキュー（受信さ
れるのを待つメッセージの待ち行列）に入る際の並び方を指定することが
できる。属性がTA̲MFIFOであればメッセージキューはFIFOとなり、属性が
TA̲MPRIであればメッセージキューはメッセージの優先度順となる。メッセ
ージの優先度は、メッセージパケットの中の特定領域で指定する。TA̲MPRI
の指定も互換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用でき
るとは限らない。
mbxatrのフォーマットは図28のようになる。
【補足事項】
pk̲cmbxのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性や接続性を制限しても構わないので
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上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ MP

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ MP

上位ビット

下位ビット

システム属性
AT Rが8bit
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ MP

※ mbxat rのビット数が16ビット以下の場 合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ P=1によってタスクの待ち行列が優先度順であること(TA̲TPRI )を示す。
※ M=1によってメッセージが優先度順であること(TA̲MPRI )を示す。

図28. mbxatrのフォーマット

あれば、個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。ま
た、線形リストによってメッセージキューを実現する場合には、リングバ
ッファの大きさの指定(bufcnt)が不要である。
bufcntを指定する場合、その単位はバイト数ではなく、リングバッファ
に入るメッセージ数である。
メイルボックスで送受信されるメッセージの本体は共有メモリ上に置か
れており、実際に送受信されるのはその先頭アドレスのみである。したが
って、共有メモリを持たない異なるノードの間では、メイルボックスの機
能を使うことができない。メイルボックスの機能が接続機能に対応してい
ないのは、このためである。異なるノードの間でメッセージ転送を行う場
合は、拡張同期・通信機能のメッセージバッファを利用する。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロックやバッファ用の領域が確保でき
ない）

E̲ID

不正ID番号（mbxidが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（mbxatrが不正あるいは利用できない）
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E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号のメイルボックス
が既に存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbxid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲cmbxが不正）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
リングバッファを用いてメッセージキューを実現する場合のために、バッ
ファの大きさを指定するパラメータbufcntを設けた。
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[E] del̲mbx
メイルボックス削除
del̲mbx:

Delete Mailbox

【パラメータ】
ID

mbxid

MailboxID

メイルボックスID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲mbx ( ID mbxid ) ;
【解説】
mbxidで示されたメイルボックスを削除する。
本システムコールの発行により、対象メイルボックスの管理ブロック用
の領域およびバッファ領域は解放される。また、このシステムコールが終
了した後は、同じID番号のメイルボックスを再び新しく生成することがで
きる。
対象メイルボックスにおいてメッセージを待っているタスクがあった場
合にも、本システムコールは正常終了するが、待ち状態にあったタスクに
はエラーE̲DLTが返される。また、対象メイルボックスの中にメッセージが
残っている場合でも、エラーとはならず、メイルボックスの削除が行なわ
れ、中にあったメッセージは消滅する。
【補足事項】
複数のタスクが待っているメイルボックスを削除した場合に、待ち解除
後のレディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間では
インプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbxidが不正あるいは利用できない）
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E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbxidのメイルボックスが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbxid＜(‑4), インプリメント依存）
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[S] snd̲msg
メイルボックスへ送信
snd̲msg:

Send Message to Mailbox

【パラメータ】
ID

mbxid

T̲MSG* pk̲msg

MailboxID

メイルボックスID

Packet of Message
メッセージパケットの先頭アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = snd̲msg ( ID mbxid, T̲MSG *pk̲msg ) ;
【解説】
mbxidで示された対象メイルボックスに、pk̲msgを先頭アドレスとするメ
ッセージパケットを送信する。メッセージパケットの内容はコピーされず、
受信時には先頭アドレス（pk̲msgの値）のみが渡される。
対象メイルボックスで既にメッセージを待っているタスクがあった場合
には、待ち行列の先頭のタスクの待ち状態が解除され、snd̲msgで指定した
pk̲msgがそのタスクに送信されて、rcv̲msgのリターンパラメータとなる。
一方、対象メイルボックスでメッセージを待っているタスクが無ければ、
送信されたメッセージは、メイルボックスの中のメッセージキュー（メッ
セージの待ち行列）に入れられる。どちらの場合にも、snd̲msg発行タスク
は待ち状態とはならない。
また、メッセージキューをリングバッファによって実現した場合に、リ
ングバッファが一杯になってメッセージのキューイングができなくなって
も、snd̲msg発行タスクは待ち状態とはならない。この場合、snd̲msg発行
タスクはE̲QOVRのエラーを返して即座にリターンする。
［レベルE］のcre̲mbxが実装されていないシステムの場合、メイルボック
スの生成はシステム起動時に静的に行う。メイルボックス生成時に必要な
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メイルボックス属性(mbxatr)などのパラメータも、システム起動時に静的
に指定する。
【補足事項】
pk̲msgは、メッセージヘッダをも含めたメッセージパケットの先頭アド
レスである。メッセージヘッダには、OSで使用する予約領域やメッセージ
の優先度が含まれている場合があり、実際にユーザがメッセージを入れる
ことができるのは、メッセージヘッダの後の部分からである。
snd̲msgによるメッセージ送信は、受信側のタスクの状態とは無関係に行
われる。すなわち、非同期のメッセージ送信が行われる。待ち行列につな
がれるのは、そのタスクの発行したメッセージであって、タスクそのもの
ではない。すなわち、メッセージの待ち行列（メッセージキュー）や受信
タスクの待ち行列は存在するが、送信タスクの待ち行列は存在しない。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbxidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbxidのメイルボックスが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbxid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲msgが使用できない値、メッセージ
ヘッダ中のパラメータ（msgpriなど）が不正）

E̲QOVR

キューイングまたはネストのオーバーフロー（メッセージ
キューのオーバーフロー, インプリメント依存）
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[S] rcv̲msg
メイルボックスから受信
[S] prcv̲msg
メイルボックスから受信（ポーリング）
[E] trcv̲msg
メイルボックスから受信（タイムアウト有）

rcv̲msg:

Receive Message from Mailbox

prcv̲msg:

Poll and Receive Message from Mailbox

trcv̲msg:

Receive Message from Mailbox with Timeout

【パラメータ（rcv̲msg, prcv̲msgの場合）
】
ID

mbxid

MailboxID

メイルボックスID

【パラメータ（trcv̲msgの場合）
】
ID

mbxid

MailboxID

メイルボックスID

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

T̲MSG* pk̲msg

Packet of Message
メッセージパケットの先頭アドレス

【言語Cインタフェース】
ER ercd = rcv̲msg ( T̲MSG **ppk̲msg, ID mbxid ) ;
ER ercd =prcv̲msg ( T̲MSG **ppk̲msg, ID mbxid ) ;
ER ercd =trcv̲msg ( T̲MSG **ppk̲msg, ID mbxid, TMO tmout ) ;
【解説】
rcv̲msgでは、mbxidで示されたメイルボックスからメッセージを受信する。
対象メイルボックスにまだメッセージが送信されていない場合（メッセー
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ジキューが空の場合）には、本システムコールを発行したタスクは待ち状
態となり、メッセージの到着を待つ待ち行列につながれる。一方、対象メ
イルボックスに既にメッセージが入っている場合には、メッセージキュー
の先頭にあるメッセージを1つ取り出して、それをリターンパラメータ
pk̲msgとする。
prcv̲msgは、rcv̲msgから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、rcv̲msgを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。prcv̲msgシステムコールのパラメータの意味はrcv̲msgと同じであ
る。具体的なprcv̲msgの動作は次のようになる。
‑ 対象メイルボックスにメッセージが入っている場合には、rcv̲msgと同
様の処理をして（メッセージキューの先頭のメッセージを取り出して）、
システムコールは正常終了する。
‑ 対象メイルボックスにメッセージが無い場合には、ポーリング失敗の
意味でE̲TMOUTのエラーを返し、システムコールが終了する。rcv̲msg
とは異なり、この場合にも待ち状態には入らない。また、この場合は、
メイルボックスやメッセージキューの状態は不変である。
trcv̲msgは、rcv̲msgにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（メッセージが到着しない）ままtmoutの時間が経過すると、タイム
アウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
trcv̲msgのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、prcv̲msgと全く同じ動作をする。また、
trcv̲msgのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、rcv̲msgと全く同じ動作をする。
【補足事項】
pk̲msgは、メッセージヘッダをも含めたメッセージパケットの先頭アド
レスである。メッセージヘッダには、OSで使用する予約領域やメッセージ
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の優先度が含まれている場合があり、実際にユーザがメッセージを入れる
ことができるのは、メッセージヘッダの後の部分からである。
prcv̲msg, rcv̲msgは、trcv̲msgのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
trcv̲msgのみをインプリメントし、prcv̲msg, rcv̲msgはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbxidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbxidのメイルボックスが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbxid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー(tmout≦(‑2))

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象メイルボ
ックスが削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
タイムアウトの機能を別のシステムコールに分離し、t???̲???の名称と
した。待ち状態に入る他のシステムコールも同様である。
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[E] ref̲mbx
メイルボックス状態参照
ref̲mbx:

Refer Mailbox Status

【パラメータ】
ID

mbxid

MailboxID

T̲RMBX* pk̲rmbx

メイルボックスID

Packet to Refer Mailbox
メイルボックス状態を返すパケットアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

BOOL̲ID wtsk

WaitTaskInformation

待ちタスクの有無

T̲MSG* pk̲msg

Packet of Message

pk̲rmbxの内容
VP

exinf

次に受信されるメッセージパケットの先頭アドレス
―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲mbx ( T̲RMBX *pk̲rmbx, ID mbxid ) ;
【解説】
mbxidで示された対象メイルボックスの各種の状態を参照し、リターンパ
ラメータとして次に受信されるメッセージ（メッセージキューの先頭のメッ
セージ）
、待ちタスクの有無(wtsk)、拡張情報(exinf)を返す。
wtsk は、このメイルボックスで待っているタスクの有無を示す。待ちタ
スクが無い場合はwtsk＝FALSE＝0となる。待ちタスクがある場合は、wtsk
として0以外の値が返る。
インプリメントによっては、待ちタスクがある場合のwtskの値として、
このメイルボックスで待っているタスクのID（0以外の値になる）を返す場
合がある。このメイルボックスで複数のタスクが待っている場合には、待
ち行列の先頭のタスクのIDを返す。ただし、この機能は互換性の保証され
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ない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
ref̲mbxで、対象メイルボックスが存在しない場合には、エラーE̲NOEXS
となる。
pk̲msgは、次にrcv̲msgを実行した場合に受信されるメッセージである。
メッセージキューにメッセージが無い時は、pk̲msg＝NADR＝(‑1)となる。
また、どんな場合でも、pk̲msg＝NADRとwtsk＝FALSEの少なくとも一方は成
り立つ。
【補足事項】
ref̲mbxとprcv̲msgは、いずれも待ち状態に入ることなく次のメッセージ
を知るシステムコールである。しかし、ref̲mbxが単に次のメッセージを参
照するシステムコールであるのに対して、prcv̲msgの場合はメッセージが
ある時にrcv̲msgと同様の動作をする（メッセージを取り出してメッセージ
キューから削除する）という点が異なっている。
インプリメントによっては、pk̲msg, wtsk以外の追加情報（メッセージ
キューの中のメッセージの個数など）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbxidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbxidのメイルボックスが
存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbxid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をmbx̲stsからref̲mbxに変更した。
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「拡張同期・通信機能」は、タスクとは独立した同期機能および通信機能
のうちで高度な機能を持つものであり、メッセージバッファとポート（ラ
ンデブ）の2つの機能が含まれている。
メッセージバッファは、メッセージを渡すことにより同期と通信を同時
に行う機能である。メッセージバッファでは、メイルボックスとは異なり、
可変長のメッセージ内容をコピーして送受信する機能を持っている。その
ため、共有メモリが無くてもメッセージを渡すことが可能である。この機
能は、疎結合のネットワークで接続された異なるノードの間でメッセージ
を送受信する場合に、特に有効である。また、メッセージバッファでは、
バッファが一杯の場合に、メッセージ送信側も待ち状態に入る機能がある。
ポートは、ランデブ機能を実現するためのオブジェクトである。ランデ
ブ機能は、ADAの言語仕様に導入されている同期／通信機能であり、その元
に な っ て い る の は Hoareの 提 唱 し た CSP(Communicating Sequential
Processes)である。
ランデブでは、ランデブ呼出cal̲por、ランデブ受付acp̲por、ランデブ
返答rpl̲rdvの3つのプリミティブを利用し、次のような動作を行なう。
1)図29で、タスクAとタスクBは非同期に動いている。もし、タスクAが先
に①に到達し、cal̲por(porid)を実行した場合には、タスクBが②に到
達するまでタスクAは待ち状態になる。この時のタスクAの状態をラン
デブ呼出待ち状態と呼ぶ。この状態のタスクAを対象としてref̲tskを
発行すると、tskwait＝TTW̲CALとなる。逆に、タスクBが先に②に到達
し、acp̲por(porid)を実行した場合には、タスクAが①に到達するまで
タスクBは待ち状態になる。この時のタスクBの状態をランデブ受付待
ち状態と呼ぶ。この状態のタスクBを対象としてref̲tskを発行すると、
tskwait＝TTW̲ACPとなる。
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2)タスクAがcal̲por(porid)を実行し、タスクBがacp̲por(porid)を実行
した時点でランデブが成立し、タスクAが待ち状態のままタスクBの③
〜④が実行される。この時のタスクAの状態をランデブ終了待ち状態と
呼ぶ。この状態のタスクAを対象としてref̲tskを発行すると、
tskwait＝TTW̲RDVとなる。④のrpl̲rdvが実行された時点で、タスクA
が待ち状態から解放され、タスクAは⑤より、タスクBは⑥より、再び
実行を始める。
3)③〜④の間ではタスクAとタスクB が同時に動かないということが保証
されるので、タスク間で共有するデータを操作することができる。ま
た、インプリメントの観点から見ると、データの授受が済むまで双方
のタスクを待たせておくことになるため、データ（メッセージ）のキ
ューイングやバッファリングが不要になるという利点がある。
［タスクA］

［タスクB］

②
acp̲po r (porid)
③
①
cal̲po r (porid)
⑤
④
rpl̲rdv
⑥

①で待ちに入る場合がランデブ呼出待ち(TTW̲CAL)
②で待ちに入る場合がランデブ受付待ち(TTW̲ACP)
［タスクB］が③〜④にいる間、［タスクA］の状態
はランデブ終了待ち(TTW̲RDV )となる。

ランデブの機能は、他の同期・通信機能の組み合せで実現することも可
能だが、アクノレッジを伴う通信を行なう場合や、サーバ等の用途に用い
る場合には、他の同期・通信機能を組み合せるよりも効率を上げることが
できると考えられる。
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【補足事項】
ADAのランデブは言語仕様に含まれているのに対して、ITRONはOSである
ため、ランデブの機能やランデブの対象とするものは、厳密には両者の間
で異なっている。
ITRONの「ポート」は、ADAのランデブを実現するために用意されたOSの
プリミティブに相当する。ただし、μITRON 3.0のポートにより実現される
ランデブとADAのランデブでは、次の点が異なっている。
‑ μITRON 3.0のポートにより実現されるランデブは、タスク独立である。
すなわち、cal̲porによるランデブ呼出時には、相手タスクの指定は行
なわず、ポートの指定のみを行う。
‑ μITRON 3.0のランデブでは、呼出側(cal̲por)のタスク、受付側
(acp̲por)のタスクがともに待ち行列を作ることがある。すなわち、ポ
ートにはランデブ呼出待ちタスクの待ち行列と、ランデブ受付待ちタ
スクの待ち行列とが付属している。呼出側の待ち行列、受付側の待ち
行列はともにFIFOであるが、後述する条件付きランデブの機能により、
必ずしも行列先頭のタスクから待ち解除になるとは限らない。同一条
件のタスク間でのみFIFOの規則が適用される。なお、条件付きランデ
ブ機能は、ADAの選択受付機能(select)を実現するためのものである。
‑ ランデブ成立後の呼出側タスクおよび受付側タスクは、ポートとは切
り離された状態になる。ポートは、ランデブ成立までの処理を行うオ
ブジェクトである。ランデブ成立後からランデブ終了まで処理は、ポー
トとは無関係に、呼出側タスクと受付側タスクの間で行われる。
‑ 一つのポートで複数のランデブを同時に行うことが可能である。すな
わち、前に成立したランデブのrpl̲rdvが実行される前に、同じポート
に対して別のタスクがacp̲porを実行することも可能である。これは、
ランデブ受付側で複数のサーバタスクを走らせることを考慮したもの
である。
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[EN] cre̲mbf
メッセージバッファ生成
cre̲mbf:

Create MessageBuffer

【パラメータ】
ID

mbfid

T̲CMBF* pk̲cmbf

MessageBufferID

メッセージバッファID

Packet to Create MessageBuffer
メッセージバッファ生成情報

pk̲cmbfの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

mbfatr

MessageBufferAttribute メッセージバッファ属性

INT

bufsz

BufferSize

INT

maxmsz

MaxMessageSize

メッセージバッファのサ
イズ（バイト数）
メッセージの最大長
（バイト数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲mbf ( ID mbfid, T̲CMBF *pk̲cmbf ) ;
【解説】
cre̲mbfでは、mbfidで指定されたID番号を持つメッセージバッファを生
成する。具体的には、生成するメッセージバッファに対して管理ブロック
を割り付ける。また、bufszの情報を元に、メッセージキュー（受信される
のを待つメッセージの待ち行列）として利用するためのリングバッファの
領域を確保する。
メッセージバッファは、可変長メッセージの送受信の管理を行なうオブ
ジェクトである。メイルボックス(mbx)との違いは、送信時と受信時に可変
長のメッセージ内容がコピーされるということである。したがって、共有
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メモリを持たない疎結合ネットワークにおけるメッセージ転送のために、
この機能を利用することができる。また、バッファが一杯の場合に、メッ
セージ送信側も待ち状態に入る機能がある。
メッセージバッファは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクト
である。接続機能に対応したインプリメントの場合、mbfidは「オブジェク
ト所在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に
変換され、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）
の上のメッセージバッファをアクセスするために用いられる。「オブジェク
ト所在テーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
正のID番号のメッセージバッファはユーザ用メッセージバッファ、負の
ID番号のメッセージバッファはシステム用メッセージバッファである。ユ
ーザタスク（タスクIDが正のタスク）はシステム用メッセージバッファを
アクセスすることができない。ユーザタスクがシステム用メッセージバッ
ファを対象としたシステムコールを発行した場合には、E̲OACV のエラーと
なる。ただし、このエラーの検出はインプリメント依存である。
ID番号が(‑4)〜0のメッセージバッファは生成できない。mbfidにこれら
の値を指定した場合は、E̲IDのエラーとなる。このうち、特にmbfid＝
TMBF̲OS＝(‑4)のメッセージバッファは、システム(OS)のエラーログ用（シ
ステムコール発行タスクには通知できないエラーの記録用）として用いら
れる。また、mbfid＝TMBF̲DB＝(‑3)のメッセージバッファは、デバッグサ
ポート機能との情報交換のために用いられる。ただし、これらの機能は互
換性や接続性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できる
とは限らない。
ユーザタスクがTMBF̲OSやTMBF̲DBのメッセージバッファを対象としたシ
ステムコール（snd̲mbf, rcv̲mbfなど）を発行することはできないが、エラ
ーチェックの有無やエラーコードについてはインプリメント依存である。
exinfは、対象メッセージバッファに関する情報を入れておくためにユー
ザが自由に利用できる。ここで設定した情報は、ref̲mbfで取り出すことが
できる。なお、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場
合や、途中で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保
し、そのメモリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容
について関知しない。
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mbfatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。mbfatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
mbfatr:= (TA̲TFIFO ‖ TA̲TPRI)
TA̲TFIFO

受信待ちタスクのキューイングはFIFO

TA̲TPRI

受信待ちタスクのキューイングは優先度順［レベルX］

TA̲TFIFO, TA̲TPRIでは、メッセージを受信するタスクがメッセージバッ
ファの待ち行列に並ぶ際の並び方を指定することができる。属性が
TA̲TFIFOであればタスクの待ち行列はFIFOとなり、属性がTA̲TPRIであれば
タスクの待ち行列はタスクの優先度順となる。TA̲TPRIの指定は互換性や接
続性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限ら
ない。なお、メッセージキューの順序はFIFOのみである。また、バッファ
が一杯の場合には、メッセージの送信側も待ち状態（送信待ち状態）とな
ることがあるが、この場合の送信側タスクの待ち行列の順序はFIFOのみで
ある。
mbfatrのフォーマットは図30のようになる。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、exinf,
mbfatr, bufsz, maxmszの値として対象ノードでサポートされていない範囲

上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P
☆依存属性
上位ビット
ATRが8bit

下位ビット

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

※ mbfatrのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ P=1によって待ち行列が優先度順であること(TA̲TPRI )を示す。
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を指定した場合には、EN̲PARのエラーとなる。
pk̲cmbfのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性や接続性を制限しても構わないので
あれば、個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
メッセージキューを入れるリングバッファの中には、一つ一つのメッセ
ージを管理する情報も入るため、bufszで指定されたリングバッファのサイ
ズとキューに入るメッセージのサイズの合計とは、一般には一致しない。
後者の方が小さい値をとるのが普通である。その意味で、bufszの情報は厳
密な意味をもつものではない。
bufsz＝0のメッセージバッファを生成することは可能である。この場合、
このメッセージバッファでは送受信側が完全に同期した通信を行うことに
なる。すなわち、snd̲mbfとrcv̲mbfの一方のシステムコールが先に実行さ
れると、それを実行したタスクは待ち状態となる。もう一方のシステムコ
ールが実行された段階で、メッセージの受け渡し（コピー）が行われ、そ
の後双方のタスクが実行を再開する。
bufsz＝0のメッセージバッファの場合、具体的な動作は次のようになる。
1)図31で、タスクAとタスクBは非同期に動いている。もし、タスクAが先
に①に到達し、snd̲mbf(mbfid)を実行した場合には、タスクBが②に到
達するまでタスクAはメッセージ送信待ち状態になる。この状態のタス

［タスクA］

［タスクB］

①
snd̲mb f (mbfid)
②
rcv̲mb f (mbfid)

①で待ちに入る場合がメッセージ送信待ち(TTW̲SMBF)
②で待ちに入る場合がメッセージ受信待ち(TTW̲MBF)
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クAを対象としてref̲tskを発行すると、tskwait＝TTW̲SMBFとなる。逆
に、タスクBが先に②に到達し、rcv̲mbf(mbfid)を実行した場合には、
タスクAが①に到達するまでタスクBはメッセージ受信待ち状態になる。
この状態のタスクBを対象としてref̲tskを発行すると、tskwait＝
TTW̲MBFとなる。
2)タスクAがsnd̲mbf(mbfid)を実行し、かつタスクBがrcv̲mbf(mbfid)を
実行した時点でタスクAからタスクBにメッセージが送信され、どちら
のタスクも待ち解除となって実行を再開する。
なお、bufsz＝0のメッセージバッファであっても、接続機能に対応した
場合には、接続機能を処理するためのタスクの中でメッセージ格納用のバ
ッファをとる必要が生じる。これは、接続機能のインプリメント上の問題
である。
タスクがメッセージ送信待ちの行列を作った場合に、送信しようとする
メッセージサイズの小さいタスクを優先するか、待ち行列先頭のタスクを
優先するかについては、インプリメント依存である。例えば、あるメッセー
ジバッファに対して、送信メッセージサイズ=40のタスクAと送信メッセー
ジサイズ=10のタスクBがこの順で待っており、別のタスクのrcv̲mbfにより
バッファサイズ=20の空き領域ができたとする。このとき、行列の先頭では
ないが送信メッセージサイズの小さいタスクBが先にメッセージを送信する
かどうかはインプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロックやリングバッファ用の領域が確
保できない）

E̲ID

不正ID番号（mbfidが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（mbfatrが不正あるいは利用できない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号のメッセージバッ
ファが既に存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbfid＜(‑4),インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー(pk̲cmbfが不正, bufsz, maxmszが負また
は不正）
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EN̲OBJNO
EN̲CTXID

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定
タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のexinf, mbfatr, bufsz, maxmszを指定）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
パラメータ名称maxbmszをmaxmszに変更した。
【仕様決定の理由】
メッセージの最大長を指定する仕様となっているのは、メッセージ転送
時のリアルタイム性を確保するため、およびメッセージ送受信時のバッフ
ァの割り付けを容易にするためである。指定以上のサイズのメッセージを
送信しようとした場合は、snd̲mbfがE̲PARのエラーとなる。
ITRONの基本方針として、TCBを軽くするために、できるだけタスク従属
の機能を設けないという考え方がある。メッセージバッファをタスク従属
ではなくタスク独立としているのは、このためである。また、エラーログ
の目的では、タスク独立にした方が都合がよい。
メイルボックスとメッセージバッファは、似た用途で使用されるが、シ
ステムコールのパラメータや内部構成が異なるため、別のオブジェクトと
して扱っている。
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[EN] del̲mbf
メッセージバッファ削除
del̲mbf:

Delete MessageBuffer

【パラメータ】
ID

mbfid

MessageBufferID

メッセージバッファID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲mbf ( ID mbfid ) ;
【解説】
mbfidで示されたメッセージバッファを削除する。
メッセージバッファは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクト
である。接続機能に対応したインプリメントの場合、mbfidは「オブジェク
ト所在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変
換され、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）
の上のメッセージバッファをアクセスするために用いられる。「オブジェク
ト所在テーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
本システムコールの発行により、対象メッセージバッファの管理ブロッ
ク用の領域およびメッセージを入れるバッファ領域は解放される。また、
このシステムコールが終了した後は、同じID番号のメッセージバッファを
再び新しく生成することができる。
対象メッセージバッファにおいてメッセージ受信またはメッセージ送信
を待っているタスクがあった場合にも、本システムコールは正常終了する
が、待ち状態にあったタスクにはエラーE̲DLTが返される。また、対象メッ
セージバッファの中にメッセージが残っている場合でも、エラーとはなら
ず、メッセージバッファの削除が行なわれ、中にあったメッセージは消滅
する。
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【補足事項】
複数のタスクが待っているメッセージバッファを削除した場合に、待ち
解除後のレディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間
ではインプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbfidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbfidのメッセージバッフ
ァが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbfid＜(‑4), インプリメント依存）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
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[EN] snd̲mbf
メッセージバッファへ送信
[EN] psnd̲mbf
メッセージバッファへ送信（ポーリング）
[EN] tsnd̲mbf
メッセージバッファへ送信（タイムアウト有）

snd̲mbf:

Send Message to MessageBuffer

psnd̲mbf:

Poll and Send Message to MessageBuffer

tsnd̲mbf:

Send Message to MessageBuffer with Timeout

【パラメータ（snd̲mbf, psnd̲mbfの場合）
】
ID

mbfid

MessageBufferID

INT

msgsz

SendMessageSize

メッセージバッファID
送信メッセージのサイズ
（バイト数）

VP

msg

Packet of SendMessage

送信メッセージの先頭
アドレス

【パラメータ（tsnd̲mbfの場合）
】
ID

mbfid

MessageBufferID

メッセージバッファID

INT

msgsz

SendMessageSize

送信メッセージのサイズ
（バイト数）

VP

msg

Packet of SendMessage

送信メッセージの先頭
アドレス

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd
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【言語Cインタフェース】
ER ercd = snd̲mbf ( ID mbfid, VP msg, INT msgsz ) ;
ER ercd =psnd̲mbf ( ID mbfid, VP msg, INT msgsz ) ;
ER ercd =tsnd̲mbf ( ID mbfid, VP msg, INT msgsz, TMO tmout ) ;
【解説】
snd̲mbfでは、mbfidで示されたメッセージバッファに対して、msgのアドレ
スに入っているメッセージを送信する。メッセージのサイズはmsgszで指定
される。すなわち、msg以下のmsgszバイトが、mbfidで指定されたメッセー
ジバッファのメッセージキューにコピーされる。メッセージキューは、リン
グバッファによって実現される。
メッセージバッファは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクト
である。接続機能に対応したインプリメントの場合、mbfidは「オブジェク
ト所在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変
換され、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の
上のメッセージバッファをアクセスするために用いられる。「オブジェクト
所在テーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
msgszが、cre̲mbfで指定したmaxmszよりも大きい場合は、エラーE̲PAR
となる。
バッファの空き領域が少なく、msgのメッセージをメッセージキューに入
れられない場合、本システムコールを発行したタスクはメッセージ送信待
ち状態となり、バッファの空きを待つための待ち行列（送信待ち行列）に
つながれる。待ち行列の順序はFIFOである。
psnd̲mbfは、snd̲mbfから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、snd̲mbfを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。psnd̲mbfシステムコールのパラメータの意味はsnd̲mbfと同じであ
る。具体的なpsnd̲mbfの動作は次のようになる。
‑ バッファに十分な空き領域がある場合には、snd̲mbfと同様の処理をし
て（メッセージを送信して）、システムコールは正常終了する。
‑ バッファが一杯で十分な空き領域が無い場合には、ポーリング失敗の
意味でE̲TMOUTのエラーを返し、システムコールが終了する。snd̲mbf
とは異なり、この場合にも待ち状態には入らない。また、この場合は、
メッセージバッファやメッセージキューの状態は不変である。
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tsnd̲mbfは、snd̲mbfにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（バッファに十分な空き領域ができない）ままtmoutの時間が経過す
ると、タイムアウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
また、他ノード上のオブジェクトで待つ場合のタイムアウトの基準時間と
しては、対象ノードの基準時間ではなく、要求ノードの基準時間が適用さ
れる。
tsnd̲mbfのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、psnd̲mbfと全く同じ動作をする。また、
tsnd̲mbfのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、snd̲mbfと全く同じ動作をする。
長さが0のメッセージは送信することができない。msgsz≦0の場合には、
エラーE̲PARとなる。
psnd̲mbfおよびtsnd̲mbf(tmout=TMO̲POL)については、タスク独立部やデ
ィスパッチ禁止状態からも実行できる場合がある。ただし、この機能は互
換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限ら
ない。実際に実行可能かどうかはインプリメント依存である。また、この
場合の対象メッセージバッファは自ノード内のものに限られ、他ノード上
のメッセージバッファを対象とした場合はEN̲CTXIDのエラーとなる。
一方、snd̲mbf, tsnd̲mbf(tmout≠TMO̲POL)をタスク独立部やディスパッ
チ禁止状態から実行した場合のエラーはE̲CTXである。また、上記の［レベ
ルX］の機能をサポートしないインプリメントにおいて、psnd̲mbfおよび
tsnd̲mbf(tmout=TMO̲POL)をタスク独立部やディスパッチ禁止状態から実行
した場合のエラーもE̲CTXである。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、msgsz,
tmoutの値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定した場合に
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は、EN̲PARのエラーとなる。
psnd̲mbf, snd̲mbfは、tsnd̲mbfのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
tsnd̲mbfのみをインプリメントし、psnd̲mbf, snd̲mbfはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbfidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbfidのメッセージバッフ
ァが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbfid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（msgsz≦0, msgsz＞maxmsz, msgが使用で
きない値, tmout≦(‑2)）

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象メッセー
ジバッファが削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行（ただしpsnd̲mbfおよびtsnd̲mbf
(tmout=TMO̲POL)ではインプリメント依存））

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから
発行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを
指定（インプリメント依存,psnd̲mbfおよびtsnd̲mbf
(tmout=TMO̲POL)の場合に限る）

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のmsgsz, tmoutを指定）
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【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
バッファが一杯の場合に送信側も待ちに入る機能を導入し、このシステ
ムコールの名称をsnd̲mbfとした。待ち状態に入らない従来のsnd̲mbfは、
psnd̲mbfとした。これに関連して、E̲QOVRのエラーは発生しなくなった。
パラメータ名称をmsg, msgszに変更した。なお、メイルボックス(snd̲msg,
rcv̲msg)で扱うメッセージは、ヘッダが付くため、pk̲msgのままの名称で
ある。
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[EN] rcv̲mbf
メッセージバッファから受信
[EN] prcv̲mbf
メッセージバッファから受信（ポーリング）
[EN] trcv̲mbf
メッセージバッファから受信（タイムアウト有）

rcv̲mbf:

Receive Message from MessageBuffer

prcv̲mbf:

Poll and Receive Message from MessageBuffer

trcv̲mbf:

Receive Message from MessageBuffer with Timeout

【パラメータ（rcv̲mbf, prcv̲mbfの場合）
】
ID

mbfid

MessageBufferID

メッセージバッファID

VP

msg

Packet of ReceiveMessage
受信メッセージを入れるアドレス

【パラメータ（trcv̲mbfの場合）
】
ID

mbfid

MessageBufferID

VP

msg

Packet of ReceiveMessage

メッセージバッファID
受信メッセージを入れるアドレス

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

INT

msgsz

ReceiveMessageSize

受信したメッセージの
サイズ（バイト数）

【言語Cインタフェース】
ER ercd = rcv̲mbf ( VP msg, INT *p̲msgsz, ID mbfid ) ;
ER ercd =prcv̲mbf ( VP msg, INT *p̲msgsz, ID mbfid ) ;
ER ercd =trcv̲mbf ( VP msg, INT *p̲msgsz, ID mbfid, TMO tmout ) ;
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【解説】
rcv̲mbfでは、mbfidで示されたメッセージバッファからメッセージを受信
し、msgで指定した領域に入れる。すなわち、mbfidで指定されたメッセー
ジバッファのメッセージキューの先頭のメッセージの内容を、msg以下の
msgszバイトにコピーする。
メッセージバッファは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクト
である。接続機能に対応したインプリメントの場合、mbfidは「オブジェク
ト所在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変
換され、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）
の上のメッセージバッファをアクセスするために用いられる。「オブジェク
ト所在テーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
mbfidで示されたメッセージバッファにまだメッセージが送信されていな
い場合（メッセージキューが空の場合）には、本システムコールを発行し
たタスクは待ち状態となり、メッセージの到着を待つ待ち行列（受信待ち
行列）につながれる。
prcv̲mbfは、rcv̲mbfから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、rcv̲mbfを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。prcv̲mbfシステムコールのパラメータの意味はrcv̲mbfと同じであ
る。具体的なprcv̲mbfの動作は次のようになる。
‑ 対象メッセージバッファにメッセージが入っている場合には、rcv̲mbf
と同様の処理をして（メッセージキューの先頭のメッセージを取り出
して）、システムコールは正常終了する。
‑ 対象メッセージバッファにメッセージが無い場合には、ポーリング失
敗の意味でE̲TMOUTのエラーを返し、システムコールが終了する。
rcv̲mbfとは異なり、この場合にも待ち状態には入らない。また、この
場合は、メッセージバッファやメッセージキューの状態は不変である。
trcv̲mbfは、rcv̲mbfにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（メッセージが到着しない）ままtmoutの時間が経過すると、タイム
アウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
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（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
また、他ノード上のオブジェクトで待つ場合のタイムアウトの基準時間と
しては、対象ノードの基準時間ではなく、要求ノードの基準時間が適用さ
れる。
trcv̲mbfのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、prcv̲mbfと全く同じ動作をする。また、
trcv̲mbfのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、rcv̲mbfと全く同じ動作をする。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、tmout
の値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定した場合には、
EN̲PARのエラーとなる。
要求ノードのビット数よりも対象ノードのビット数の方が大きく、要求
ノードで表現できる範囲を越えた値がmsgszとして返ってきた場合は、
EN̲RPARのエラーとなる。
rcv̲mbfでは、メッセージ受信時にもメッセージ内容のコピーが行なわれ
るため、msgはリターンパラメータではなくパラメータとなっている。
prcv̲mbf, rcv̲mbfは、trcv̲mbfのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
trcv̲mbfのみをインプリメントし、prcv̲mbf, rcv̲mbfはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
複数のタスクが送信待ちをしているメッセージバッファからメッセージ
を受信する場合、受信したメッセージサイズとの関係により、複数のタス
クが同時にメッセージ送信可能となり、待ち解除されることがある。この
場合の、メッセージバッファ中でのメッセージの順序は、インプリメント
依存である。また、待ち解除後のレディキュー中のタスクの順序について
も、同じ優先度を持つタスクの間ではインプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbfidが不正あるいは利用できない）
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E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbfidのメッセージバッフ
ァが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbfid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（msgが使用できない値,tmout≦(‑2)）

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象メッセー
ジバッファが削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のtmoutを指定）

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（msgszが要求ノー
ドで表現できる値の範囲外）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
タイムアウトの機能を別のシステムコールに分離し、t???̲???の名称と
した。待ち状態に入る他のシステムコールも同様である。
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[EN] ref̲mbf
メッセージバッファ状態参照
ref̲mbf:

Get MessageBuffer Status

【パラメータ】
ID

mbfid

MessageBufferID

T̲RMBF* pk̲rmbf

メッセージバッファID

Packet to Refer MessageBuffer
メッセージバッファ状態を返すパケットアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

BOOL̲ID wtsk

WaitTaskInformation

受信待ちタスクの有無

BOOL̲ID stsk

SendTaskInformation

送信待ちタスクの有無

INT

MessageSize

次に受信されるメッセージ

pk̲rmbfの内容
VP

exinf

msgsz

のサイズ（バイト数）
INT

frbufsz

FreeBufferSize

空きバッファのサイズ
（バイト数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲mbf ( T̲RMBF *pk̲rmbf, ID mbfid ) ;
【解説】
mbfidで示された対象メッセージバッファの各種の状態を参照し、リター
ンパラメータとして送信待ちタスクの有無(stsk)、次に受信されるメッセ
ージのサイズ(msgsz)、空きバッファのサイズ(frbufsz)、受信待ちタスク
の有無(wtsk)、拡張情報(exinf)を返す。
メッセージバッファは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクト
である。接続機能に対応したインプリメントの場合、mbfidは「オブジェク
ト所在テーブル」によって（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変
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換され、ネットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）
の上のメッセージバッファをアクセスするために用いられる。「オブジェク
ト所在テーブル」は、各ノードのコンフィグレーション時に指定される。
mbfidが他ノードのメッセージバッファを指す場合でも、読み出されたメ
ッセージバッファ状態（パケット内容）は、対象ノードから要求ノードに
自動的に転送される。
wtsk, stskは、このメッセージバッファで待っているタスクの有無を示
す。待ちタスクが無い場合はwtsk＝FALSE＝0, stsk=FALSE=0となる。待ちタ
スクがある場合は、wtsk, stskとして0以外の値が返る。
インプリメントによっては、待ちタスクがある場合のwtsk, stskの値と
して、このメッセージバッファで待っているタスクのID（0以外の値になる）
を返す場合がある。このメッセージバッファで複数のタスクが待っている
場合には、待ち行列の先頭のタスクのIDを返す。ただし、この機能は互換
性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らな
い。また、wtsk, stskに待ちタスクのIDを返すインプリメントであっても、
待ちタスクが別ノードのタスクであった場合には、wtsk, stskの値が正しく
ならない（0以外の不定値になる）ことがある。待ちタスクのIDを返すこと
が可能な場合は、ref̲mbfの対象メッセージバッファが属するノードのアク
セス環境から見たタスクIDを返すのが望ましい。
ref̲mbfで、対象メッセージバッファが存在しない場合には、エラー
E̲NOEXSとなる。
msgszには、メッセージキューの先頭のメッセージ（次に受信されるメッ
セージ）のサイズが返る。メッセージキューにメッセージが無い場合には、
msgsz＝FALSE＝0となる。なお、サイズが0のメッセージを送ることはでき
ない。
どんな場合でも、msgsz＝FALSEとwtsk＝FALSEの少なくとも一方は成り
立つ。
frbufszは、メッセージキューを構成するリングバッファの空き領域のサ
イズを示すものである。この値は、あとどの程度の量のメッセージを送信
できるかを知る手掛かりになる。
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【補足事項】
要求ノードのビット数よりも対象ノードのビット数の方が大きく、要求
ノードで表現できる範囲を越えた値がexinf, wtsk, stsk, msgsz, frbufszと
して返ってきた場合は、EN̲RPARのエラーとなる。
wtskに待ちタスクのIDを返す機能［レベルX］において、別ノードのタス
クが待っている場合にwtskの値が正しくならないのは、接続機能のインプ
リメント上の制約によるものである。すなわち、接続機能を対象ノード上
の別タスク（接続機能処理タスク）で処理する場合、待ちタスクのIDとし
て表われるのは接続機能処理タスクのIDであって、rcv̲mbfを発行したタス
クのIDにはならない（なお、rcv̲mbfを発行したタスクが別ノードのタスク
の場合には、wtskで正しいタスクIDが返されたとしても、そのIDによって
同一のタスクをアクセスできるとは限らない。すなわち、wtskが正しいタ
スクIDを返しても、意味のない場合がある）。
stskについても同様である。
インプリメントによっては、wtsk, stsk, msgsz, frbufsz以外の追加情報
（メッセージの最大長maxmszなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mbfidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mbfidのメッセージバッフ
ァが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mbfid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の

行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
値がリターンパラメータとして返された（exinf, wtsk,
stsk, msgsz, frbufszが要求ノードで表現できる値の範囲外）
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【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をmbf̲stsからref̲mbfに変更した。
【仕様決定の理由】
ref̲mbfでは、メッセージのサイズに関する情報は返るが、メッセージの
内容についての情報は返らない。これは、次の理由による。
‑ リングバッファ中のメッセージの先頭アドレスを返しても、内容を読
むためにはリングバッファの構造（インプリメント依存）を知らなけ
ればならない。
‑ rcv̲mbfのようにメッセージ内容をコピーする仕様とするのは、オーバ
ーヘッドが大きく、ref̲mbfの利用目的とは合わない場合がある。
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[EN] cre̲por
ランデブ用のポート生成
cre̲por:

Create Port for Rendezvous

【パラメータ】
ID

porid

T̲CPOR* pk̲cpor

PortID

ランデブ用ポートのID

Packet to Create Port

ランデブ用ポートの生成
情報

pk̲cporの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

poratr

PortAttribute

ポート属性

INT

maxcmsz

MaxCallMessageSize

呼出時のメッセージの最
大長（バイト数）

INT

maxrmsz

MaxReplyMessageSize

返答時のメッセージの最
大長（バイト数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲por ( ID porid, T̲CPOR *pk̲cpor ) ;
【解説】
poridで指定されたID番号を持つランデブ用のポートを生成する。具体的
には、生成されたランデブ用のポートに対して管理ブロックを割り付ける。
ポートは、ランデブを実現するためのプリミティブとなるオブジェクトで
ある。
ポートは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、poridは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のポー
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トをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
正のID番号のポートはユーザ用ポート、負のID番号のポートはシステム
用ポートである。ユーザタスク（タスクIDが正のタスク）はシステム用ポー
トをアクセスすることができない。ユーザタスクがシステム用ポートを対
象としたシステムコールを発行した場合には、E̲OACVのエラーとなる。た
だし、このエラーの検出はインプリメント依存である。
ID番号が(‑4)〜0のポートは生成できない。poridにこれらの値を指定し
た場合は、E̲IDのエラーとなる。
exinfは、対象ポートに関する情報を入れておくためにユーザが自由に利
用できる。ここで設定した情報は、ref̲porで取り出すことができる。なお、
ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場合や、途中で内
容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保し、そのメモリ
パケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容について関知し
ない。
poratrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依
存属性を表わす。poratrのシステム属性の部分は、現在のところすべて予
約されているため、TA̲NULL＝0を入れておく必要がある。
poratrのフォーマットは図32のようになる。

上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

上位ビット
AT Rが8bit

下位ビット

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

※ porat rのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
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【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、exinf,
poratr, maxcmsz, maxrmszの値として対象ノードでサポートされていない範
囲を指定した場合には、EN̲PARのエラーとなる。
pk̲cporのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性や接続性を制限しても構わないので
あれば、個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲ID

不正ID番号（poridが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（poratrが不正あるいは利用できない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号のポートが既に存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
porid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲cporが不正, maxcmsz, maxrmszが負
または不正）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の

行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のexinf, poratr, maxcmsz, maxrmszを指定）
【仕様決定の理由】
ポートをタスク独立としたのは、ITRONにおいて、タスク従属の機能をで
きるだけ入れないという方針に基づいている。
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[EN] del̲por
ランデブ用のポート削除
del̲por:

Delete Port for Rendezvous

【パラメータ】
ID

porid

PortID

ランデブ用ポートのID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲por ( ID porid ) ;
【解説】
poridで示されたランデブ用のポートを削除する。
ポートは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、poridは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のポー
トをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
本システムコールの発行により、対象ポートの管理ブロック用の領域は
解放される。また、このシステムコールが終了した後は、同じID番号のポー
トを再び新しく生成することができる。
対象ポートにおいてランデブ受付(acp̲por)や呼出(cal̲por)を待ってい
るタスクがあった場合にも、本システムコールは正常終了するが、待ち状
態にあったタスクにはエラーE̲DLTが返される。
del̲porによりポートが削除されても、既にランデブ成立済のタスクに対し
ては、影響を与えない。ランデブ受付側タスク（待ち状態ではない）には何
も通知されないし、ランデブ呼出側タスク（ランデブ終了待ち状態）の状態
もそのままである。ランデブ受付側タスクがrpl̲rdvを行う時に、ランデブ
成立に使ったポートが既に削除されていても、rpl̲rdvは正常に実行される。
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【補足事項】
複数のタスクが待っているランデブ用ポートを削除した場合に、待ち解
除後のレディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間で
はインプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（poridが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（poridのポートが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
porid＜(‑4), インプリメント依存）

EN̲OBJNO
EN̲CTXID

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定
タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
ランデブ成立後のdel̲porは、ランデブ中のタスクに対して影響を与えな
いものとした。これは、ランデブ成立後のタスクがポートとは無関係にな
るという方針に基づいている。
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[EN] cal̲por
ポートに対するランデブの呼出
[EN] pcal̲por
ポートに対するランデブの呼出（ポーリング）
[EN] tcal̲por
ポートに対するランデブの呼出（タイムアウト有）

cal̲por:

Call Port for Rendezvous

pcal̲por:

Poll and Call Port for Rendezvous

tcal̲por:

Call Port for Rendezvous with Timeout

【パラメータ（cal̲por, pcal̲porの場合）
】
ID

porid

PortID

ポートID

UINT

calptn

CallBitPattern

呼出側選択条件を表わす
ビットパターン

VP

msg

Packet of Message

メッセージを入れる
アドレス

INT

cmsgsz

CallMessageSize

呼出メッセージのサイズ
（バイト数）

【パラメータ（tcal̲porの場合）
】
ID

porid

PortID

ポートID

UINT

calptn

CallBitPattern

呼出側選択条件を表わす
ビットパターン

VP

msg

Packet of Message

メッセージを入れる
アドレス

INT

cmsgsz

CallMessageSize

呼出メッセージのサイズ
（バイト数）

TMO

tmout

Timeout
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【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

INT

rmsgsz

ReplyMessageSize

エラーコード
返答メッセージのサイズ
（バイト数）

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cal̲por ( VP msg, INT *p̲rmsgsz, ID porid, UINT calptn,
INT cmsgsz ) ;
ER ercd =pcal̲por ( VP msg, INT *p̲rmsgsz, ID porid, UINT calptn,
INT cmsgsz ) ;
ER ercd =tcal̲por ( VP msg, INT *p̲rmsgsz, ID porid, UINT calptn,
INT cmsgsz, TMO tmout ) ;
【解説】
ポートに対するランデブ呼出を行なう。
ポートは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、poridは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号）の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のポー
トをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
cal̲porの具体的な動作は次のようになる。poridで指定したポートにお
いてランデブ受付待ち状態のタスクがあり、そのタスクとcal̲por発行タス
クとの間でランデブ成立条件が満たされた場合は、ランデブ成立となる。
この場合、ランデブ受付待ちだったタスクはREADY状態となり、cal̲por発
行タスクはランデブ終了待ちの状態になる。ランデブ終了待ちの状態にな
ったタスクは、ランデブの相手のタスク（ランデブ受付タスク）がrpl̲rdv
を実行することにより待ち状態が解除される。この時点でcal̲porのシステ
ムコールが終了する。
poridで指定したポートに受付待ちタスクが無かった場合や、受付待ちタ
スクがあってもランデブ成立条件が満たされなかった場合には、cal̲por発
行タスクはこのポートの呼出側待ち行列の最後に入り、ランデブ呼出待ち
の状態となる。
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ランデブ成立条件は、受付側タスクのacpptnと呼出側タスクのcalptnと
の論理積が0かどうかによって判定される。論理積が0でない場合にランデ
ブ成立となる。calptnが0の場合は、決してランデブが成立しなくなるので、
パラメータエラーE̲PARとする。
ランデブ成立時には、呼出側タスクから受付側タスクに対してメッセー
ジ（呼出メッセージ）を送ることができる。呼出メッセージのサイズは
cmsgszで指定される。具体的には、呼出側タスクがcal̲porで指定したmsg
以下の領域のcmsgszバイトが、受付側タスクがacp̲porで指定したmsg以下
の領域にコピーされる。
逆に、ランデブ終了時には、受付側タスクから呼出側タスクに対してメ
ッセージ（返答メッセージ）を送ることができる。具体的には、受付側タ
ス ク が r p l ̲ r d v で 指 定 し た 返 答 メ ッ セ ー ジ の 内容が、呼出側タスクが
cal̲porで指定したmsg以下の領域にコピーされる。また、返答メッセージ
のサイズrmsgszは、cal̲porのリターンパラメータとなる。結局、cal̲por
のmsgパラメータで指定されたメッセージ領域は、rpl̲rdv実行の際に送ら
れてくるメッセージによって破壊されることになる。
なお、ランデブが回送された場合は、cal̲porで指定したmsgのアドレス
から最大でmaxrmszの領域をバッファとして使用するため、その内容を破壊
する可能性がある。したがって、cal̲porで要求したランデブが回送される
可能性がある場合は、期待する返答メッセージのサイズにかかわらず、msg
以下に少なくともmaxrmszのサイズの領域を確保しておかなければならない
（詳細はfwd̲porの項を参照）。
cmsgszが、cre̲porで指定したmaxcmszよりも大きい場合は、エラーE̲PAR
となる。また、長さが0のメッセージを送信することはできない。cmsgsz≦
0の場合にもエラーE̲PARとなる。このエラーはランデブ呼出待ち状態に入
る前にチェックされ、エラーの場合、cal̲porを実行したタスクはランデブ
呼出待ち状態には入らない。
pcal̲porは、cal̲porから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、cal̲porを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。pcal̲porシステムコールのパラメータの意味はcal̲porと同じであ
る。具体的なpcal̲porの動作は次のようになる。
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‑ 対象ポートにランデブ受付待ちタスクがあり、ランデブ成立条件が満
たされた場合には、cal̲porと同様の処理をして（ランデブが成立して）、
システムコール発行タスクはランデブ終了待ちの状態になる。
‑ 対象ポートにランデブ受付待ちタスクが無いか、ランデブ成立条件が
満たされない場合には、ポーリング失敗の意味でE̲TMOUTのエラーを返
し、システムコールが終了する。cal̲porとは異なり、この場合には待
ち状態には入らない。また、この場合は、ポートや待ち行列の状態は
不変である。
tcal̲porは、cal̲porにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（ランデブが成立しない）ままtmoutの時間が経過すると、タイムア
ウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
また、他ノード上のオブジェクトで待つ場合のタイムアウトの基準時間と
しては、対象ノードの基準時間ではなく、要求ノードの基準時間が適用さ
れる。
tcal̲porのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、pcal̲porと全く同じ動作をする。また、
tcal̲porのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、cal̲porと全く同じ動作をする。
いずれにしても、tmoutの指定はランデブ成立までの時間に関するタイム
アウトを意味するものであり、ランデブ成立からランデブ終了までの時間
には関係しない。
cal̲porは接続機能に対応することが可能であり、他ノードのポートを対
象としたcal̲porも許される。ただし、他ノードのポートに対してcal̲por
を行った場合、ランデブ呼出待ちとランデブ終了待ちの状態を区別するこ
とができない。他ノードのポートに対してcal̲porを行ったタスクのタスク
状態は、「ランデブ呼出待ちまたは終了待ちの状態（両者のどちらかを特定
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できない状態）」となる。このタスクを対象としたref̲tskで返される
tskwaitの値は、ランデブ呼出待ちまたは終了待ちのどちらか特定できない
状態を意味する(TTW̲CAL｜TTW̲RDV)になる。また、その後ランデブが成立
したり、回送によりランデブ未成立の状態に戻ったりしても、ref̲tskで返
されるtskwaitの値は変わらない。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、calptn,
cmsgsz, tmoutの値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定し
た場合には、EN̲PARのエラーとなる。
要求ノードのビット数よりも対象ノードのビット数の方が大きく、要求
ノードで表現できる範囲を越えた値がrmsgszとして返ってきた場合は、
EN̲RPARのエラーとなる。
他ノードのポートに対するcal̲porでも、通信プロトコルを変更してパケ
ットのやり取りを増やせば、自ノード内の処理と同じように、ランデブ呼
出待ちとランデブ終了待ちを区別することが可能になる。μITRON 3.0標準
の通信プロトコルではここまでサポートしていないが、インプリメント依
存でこのような拡張を行うことは許すので、tskwaitの値を比較する際には
注意が必要である。すなわち、他ノードに対してランデブを行っているタ
スクの状態を見る時には、tskwaitと(TTW̲CAL｜TTW̲RDV)が等しいかどうか
を見るのではなく、tskwaitと(TTW̲CAL｜TTW̲RDV)の論理積を調べるような
プログラミングを行うべきである。そうしないと、ランデブ呼出待ちとラ
ンデブ終了待ちを区別できるようなOSを使った場合に、判定条件を間違っ
てしまう。なお、他ノード上にあったポートを自ノード内に移した場合を
想定しても、同じ注意が必要である。
pcal̲por, cal̲porは、tcal̲porのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
tcal̲porのみをインプリメントし、pcal̲por, cal̲porはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（poridが不正あるいは利用できない）
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E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（poridのポートが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
porid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（cmsgsz≦0, cmsgsz＞maxcmsz,
calptn＝0, msgが使用できない値,tmout≦(‑2)）

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象ポートが
削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

EN̲OBJNO

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のcalptn, cmsgsz, tmoutを指定）

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（rmsgszが要求ノー
ドで表現できる値の範囲外）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
タイムアウトの機能を別のシステムコールに分離し、t???̲???の名称と
した。待ち状態に入る他のシステムコールも同様である。
メッセージ送受信のインタフェースをメッセージバッファと同じにした。
具体的な変更点は以下の通りである。
‑ メッセージの最大サイズは、cal̲por, acp̲porのシステムコールでランデ
ブ毎に指定するのではなく、cre̲porでポート単位に一括して指定する。
‑ cre̲porで指定した最大サイズを越えるメッセージを送ろうとした場
合、ランデブは成立しない。また、このエラーはメッセージを受け取
る側ではなく、メッセージを送る側に通知される。これに伴って、
E̲AROVRのエラーが廃止された。
‑ メッセージのサイズは、メッセージ先頭の4バイトではなく、別のパラ
メータやリターンパラメータとして指定される。
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【仕様決定の理由】
他ノードのポートを対象としたcal̲porにおいて、ランデブ呼出待ちとラ
ンデブ終了待ちの状態を区別できないのは、状態変化を知らせる通信パケ
ットを省略するためである。ランデブという複合機能を導入したメリット
を生かすためには、不必要なパケットのやり取りをできるだけ省く方がよ
い。また、もしランデブ呼出待ちとランデブ終了待ちの状態変化を知ろう
とすると、ランデブ受付時およびランデブ回送時にのみ使用される特殊な
パケットを用意しなければならない。
状態変化をきちんと知りたい用途では、ランデブではなく、メッセージ
バッファの機能を組み合わせて使えば良いと考えられる。
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[E] acp̲por
ポートに対するランデブ受付
[E] pacp̲por
ポートに対するランデブ受付（ポーリング）
[E] tacp̲por
ポートに対するランデブ受付（タイムアウト有）

acp̲por:

Accept Port for Rendezvous

pacp̲por:

Poll and Accept Port for Rendezvous

tacp̲por:

Accept Port for Rendezvous with Timeout

【パラメータ（acp̲por, pacp̲porの場合）
】
ID

porid

PortID

ポートID

UINT

acpptn

AcceptBitPattern

受付側選択条件を表わす
ビットパターン

VP

msg

Packet of CallMessage

呼出メッセージを入れる
アドレス

【パラメータ（tacp̲porの場合）】
ID

porid

PortID

ポートID

UINT

acpptn

AcceptBitPattern

受付側選択条件を表わす
ビットパターン

VP

msg

Packet of CallMessage

呼出メッセージを入れる
アドレス

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

RNO

rdvno

RendezvousNumber

ランデブ番号
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INT

cmsgsz

CallMessageSize

呼出メッセージのサイズ
（バイト数）

【言語Cインタフェース】
ER ercd = acp̲por ( RNO *p̲rdvno, VP msg, INT *p̲cmsgsz, ID
porid, UINT acpptn ) ;
ER ercd =pacp̲por ( RNO *p̲rdvno, VP msg, INT *p̲cmsgsz, ID
porid, UINT acpptn ) ;
ER ercd =tacp̲por ( RNO *p̲rdvno, VP msg, INT *p̲cmsgsz, ID
porid, UINT acpptn, TMO tmout ) ;
【解説】
ポートに対するランデブ受付を行なう。
acp̲porの具体的な動作は次のようになる。poridで指定したポートの呼
出側待ち行列に入っているタスクと、このタスクとの間で、ランデブ成立
条件が満たされた場合は、ランデブ成立となる。この場合、呼出側待ち行
列にあったタスクは行列から外れ、ランデブ呼出待ち（ランデブ成立待ち）
の状態からランデブ終了待ちの状態に変わる。acp̲porの発行タスクは、実
行を継続する。
poridで指定したポートの呼出側待ち行列にタスクが無かった場合や、タ
スクがあってもランデブ成立条件が満たされなかった場合、acp̲porの発行
タスクはそのポートに対するランデブ受付待ち状態になる。この時、既に
別のタスクがランデブ受付待ち状態であったとしても、エラーとはならず、
acp̲porを発行したタスクはランデブ受付待ち行列につながれる。また、
μITRON 3.0のランデブでは、一つのポートを使って、複数のタスクが同時
にランデブを行うことが可能である。そのため、poridで指定したポートで
別のタスクがランデブを行っている間に（前に成立したランデブに関する
rpl̲rdvが実行される前に）に次のランデブを行っても、エラーとはなら
ない。
ランデブ成立条件は、受付側タスクのacpptnと呼出側タスクのcalptnと
の論理積が0かどうかによって判定される。論理積が0でない場合にランデ
ブ成立となる。先頭のタスクが条件を満たさなければ、待ち行列の次のタ
スクについて順にチェックを行なう。calptnとacpptnに0以外の同じ値を指
定すれば、条件が無い（無条件）のと同じになる。また、acpptnが0の場合
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は、決してランデブが成立しなくなるので、パラメータエラーE̲PARとする。
ランデブ成立までの処理に関しては、ランデブ呼出側とランデブ受付側で
完全に対称である。
ランデブ成立時には、呼出側タスクから受付側タスクに対して呼出メッ
セージを送ることができる。呼出側タスクが指定した呼出メッセージの内
容は、受付側タスクがacp̲porで指定したmsg以下の領域にコピーされる。
また、呼出メッセージのサイズcmsgszは、acp̲porのリターンパラメータと
なる。
ランデブ受付側のタスクが、同時に複数のランデブを行うことも可能で
ある。具体的には、acp̲porによりあるランデブを受け付けたタスクが、
rpl̲rdvを実行する前に、もう一度acp̲porを実行しても構わない。また、
この時のacp̲porは、前と異なるポートを対象としたものであっても、前と
同じポートを対象としたものであっても構わない。特殊な例であるが、ラ
ンデブ中のタスクが同じポートに対してもう一度acp̲porを実行してランデ
ブが成立した場合、同一のタスクが同一のポートに対して複数の（多重の）
ランデブを行っているという状態になる。もちろん、この場合にランデブ
の相手（呼出側タスク）は異なっている。
acp̲porのリターンパラメータとして返されるrdvnoは、同時に成立して
いる複数のランデブを区別するための情報であり、ランデブ終了時に
rpl̲rdvのパラメータとして使用する。また、ランデブ回送時にはfwd̲por
のパラメータとして使用する。rdvnoの具体的な内容はインプリメント依存
であるが、ランデブ成立相手の呼出側タスクを指定するための情報を含ん
でいるはずである。
pacp̲porは、acp̲porから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、acp̲porを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。pacp̲porシステムコールのパラメータの意味はacp̲porと同じであ
る。具体的なpacp̲porの動作は次のようになる。
‑ 対象ポートにランデブ呼出待ちタスクがあり、ランデブ成立条件が満
たされた場合には、acp̲porと同様の処理をして（ランデブが成立して）、
システムコールは正常終了する。
‑ 対象ポートにランデブ呼出待ちタスクが無いか、ランデブ成立条件が
満たされない場合には、ポーリング失敗の意味でE̲TMOUTのエラーを返
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し、システムコールが終了する。acp̲porとは異なり、この場合にも待
ち状態には入らない。また、この場合は、ポートや待ち行列の状態は
不変である。
tacp̲porは、acp̲porにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（ランデブが成立しない）ままtmoutの時間が経過すると、タイムア
ウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
また、他ノード上のオブジェクトで待つ場合のタイムアウトの基準時間と
しては、対象ノードの基準時間ではなく、要求ノードの基準時間が適用さ
れる。
tacp̲porのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、pacp̲porと全く同じ動作をする。また、
tacp̲porのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、acp̲porと全く同じ動作をする。
acp̲porは接続機能には対応しない。すなわち、他ノードのポートに対す
る acp̲porは許さない。ランデブ受付タスクと対象ポートは同一ノードに
限られる。poridとして他ノードのポートを指定した場合は、EN̲NOSPTのエ
ラーとなる。
【補足事項】
ランデブ受付側のタスクも待ち行列を作る機能は、同じ処理をするサー
バを複数個並列に走らせるような時に有用である。また、ポートをタスク
独立にしたという特徴を生かすことができる。
ランデブを受け付けたタスクが、何らかの理由でランデブ終了前
（rpl̲rdv実行前）に異常終了したような場合は、cal̲porを実行したランデ
ブ呼出側のタスクがランデブ終了待ち状態から解放されないまま残ること
になる。このようなケースを避けるためには、ランデブ受付側タスクの異
常終了時にrpl̲rdvまたはrel̲waiを実行し、ランデブがエラーで終了した
2.4 拡張同期・通信機能

200
ことをランデブ呼出側のタスクにも通知しておく必要がある。
rdvnoにはランデブ成立相手の呼出側タスクを指定する情報を含むが、そ
の番号の割り当て方法は、できるだけユニークになるように配慮しなけれ
ばならない。同一タスク間のランデブであっても、1回目のランデブと2回
目のランデブでは異なるrdvnoを割り当てる必要がある。この配慮により、
以下のような問題を回避できる。
cal̲porを実行してランデブ終了待ちのタスクが、rel̲waiやter̲tsk＋
sta̲tsk等によって強制的に待ち解除となり、再度cal̲porを実行してラン
デブが成立した場合を考える。最初のランデブに対するrdvnoと後のランデ
ブに対するrdvnoが同じ値であると、最初のランデブに対するrpl̲rdvによ
って後のランデブが終了してしまう。rdvnoの割り当てをユニークにし、ラ
ンデブ終了待ちタスクの側で期待するrdvnoを覚えておけば、最初のランデ
ブに対するrpl̲rdvのエラーを検出することができる。
rdvnoの具体的な実現方法としては、たとえば、rdvnoの下位バイトを呼
出側タスクのID（他ノードからのcal̲porの場合は接続機能処理タスクのタ
スク番号またはID）、上位バイトをシーケンシャルな番号とすればよい。
pacp̲por, acp̲porは、tacp̲porのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
tacp̲porのみをインプリメントし、pacp̲por, acp̲porはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
calptn, acpptnによるランデブ成立条件の機能を使えば、ランデブの選
択受付（ADAのselectに相当）の機能が実現可能となる。ADAのselect文の
例（図33(a)）に対するITRONの具体的な処理方法を図33(b)に示す。
ADAの選択機能は受け付け側にしか用意されていないが、ITRONのランデ
ブでは、calptnで複数のビットを指定することにより、呼出側に選択機能
を持たせることも可能である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（poridが不正あるいは利用できない, poridが他
ノードのポート）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（poridのポートが存在しない）
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select
when condition̲A
accept entry̲A do ... end;
or
when condition̲B
accept entry̲B do ... end;
or
when condition̲C
accept entry̲C do ... end;
end select;

‑ entry̲A, entry̲B entry̲Cがそれぞれ一つのポートに対応するのではなく、
select全体が一つのポートに対応する。
‑ entry̲A, entry̲B, entry̲Cを、calptn, acpptnの2＾0, 2＾1, 2＾2のビッ
トに対応させる。
‑ ADAのプログラム例の中のselect文は、次のようになる。
ptn := 0;
if condition̲A then ptn := ptn + 2＾0 endif;
if condition̲B then ptn := ptn + 2＾1 endif;
if condition̲C then ptn := ptn + 2＾2 endif;
acp̲por(acpptn := ptn);
‑ もし、プログラム例中のselect文以外に、select無しの単なるentry̲Aの
acceptがあれば、
acp̲por(acpptn :=2＾0);
を実行すれば良い。また、entry̲A, entry̲B, entry̲Cを無条件にORで待ち
たい時は、
acp̲por(acpptn :=2＾2 + 2＾1 + 2＾0);
を実行すれば良い。
‑ 一方、これを呼び出す側は、entry̲Aの呼び出しであれば
cal̲por(calptn :=2＾0);
を実行し、entry̲Cの呼び出しであれば
cal̲por(calptn :=2＾2);
を実行すれば良い。
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E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
porid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（acpptn＝0, msgが使用できない値,
tmout≦(‑2)）

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象ポートが
削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

EN̲NOSPT

サポートされていない接続機能

【μITRON 2.0, ITRON2 との相違点】
タイムアウトの機能を別のシステムコールに分離し、t???̲???の名称と
した。待ち状態に入る他のシステムコールも同様である。
rdvnoは、ITRON2のctskidに相当するリターンパラメータであるが、具体
的な内容をインプリメント依存とした。
【仕様決定の理由】
ランデブ成立条件に関して呼出側と受付側が全く対称であるにもかかわ
らず、cal̲porとacp̲porが別システムコールとなっているのは、ランデブ
成立後の処理が異なるからである。すなわち、呼出側はランデブ成立後に
待ち状態になるのに対して、受付側はランデブ成立後にREADY状態となる。
acp̲por, fwd̲porが接続機能に対応していないのは、これを実現しよう
とした場合に、特殊な意味を持つ通信パケットが必要になり、ノード間の
通信が複雑化するためである。なお、他のシステムとの互換性や接続性を
制限してもよいのであれば、インプリメント依存の仕様でacp̲por, fwd̲por
を接続機能に対応させても構わない。
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[E] fwd̲por
ポートに対するランデブ回送
fwd̲por:

Forward Rendezvous to Other Port

【パラメータ】
ID

porid

PortID

回送先のポートID

UINT

calptn

CallBitPattern

呼出側選択条件を表わす
ビットパターン

RNO

rdvno

RendezvousNumber

回送前のランデブ番号

VP

msg

Packet of CallMessage

呼出メッセージを入れる
アドレス

INT

cmsgsz

CallMessageSize

呼出メッセージのサイズ
（バイト数）

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = fwd̲por ( ID porid, UINT calptn, RNO rdvno, VP msg, INT
cmsgsz ) ;
【解説】
一旦受け付けたランデブを別のポートに回送する。
このシステムコールを発行したタスク（タスクXとする）は、現在ランデ
ブ中の状態（acp̲porを実行した後の状態）でなければならない。また、ラ
ンデブ相手の呼出側タスクはタスクY、acp̲porのリターンパラメータとし
て返されたランデブ番号はrdvnoであるものとする。その状態で fwd̲por
を実行すると、タスクXとタスクYとの間のランデブ状態が解除され、その
後 poridで示される別のポート（ポートB）に対してタスクYがランデブ呼
出を行ったのと同じ状況になる。
fwd̲porの具体的な動作は次のようになる。
1. rdvnoで示されるランデブを解除する。
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2.タスクYを、poridのポートに対してランデブ呼出待ちの状態にする。
この時、ランデブ成立のための呼出側選択条件を表わすビットパター
ンcalptnは、タスクYがcal̲porで指定したものではなく、タスクXが
fwd̲porで指定したものが使用される。タスクYから見ると、ランデブ
終了待ちの状態からランデブ呼出待ちの状態に戻ることになる。
3.その後、poridのポートに対するランデブが受け付けられれば、それを
受け付けたタスクとタスクYとの間でランデブ成立となる。もちろん、
poridのポートに既にランデブ受付待ちタスクが存在し、ランデブ成立
条件が満たされていれば、fwd̲porの実行により即座にランデブ成立と
なることもある。
ここで、ランデブ成立時に受付側に送られるメッセージは、タスクYが
cal̲porで指定したものではなく、タスクXがfwd̲porで指定したものが
使用される（calptnと同様）
。
4.新しいランデブが終了した際にrpl̲rdvで返されるメッセージは、タス
クXがfwd̲porで指定したmsg以下の領域ではなく、タスクYがcal̲porで
指定したmsg以下の領域にコピーされる。
基本的には、
「cal̲por(porid=portA, calptn=ptnA, msg=mesA)の後で
fwd̲por(porid=portB, calptn=ptnB, msg=mesB)が実行された状態」
と、
「cal̲por(porid=portB, calptn=ptnB, msg=mesB)が実行された状態」
とは全く同じ状態になる。ランデブ回送の履歴を覚えておく必要はない。
fwd̲porによってランデブ呼出待ち状態に戻ったタスクに対してref̲tsk
を実行した場合、tskwaitはTTW̲CALとなる。また、widも回送先のポートの
ID番号になる。
fwd̲porの実行は即座に終了する。このシステムコールで待ち状態になる
ことはない。また、fwd̲porの実行が終わった後のfwd̲por発行タスクは、
回送前のランデブが成立したポート、回送後のポート（poridのポート）、
それらの上でランデブを行ったタスクのいずれとも無関係になる。
cmsgszが、回送後のポートのmaxcmszよりも大きい場合は、エラーE̲PAR
となる。また、長さが0のメッセージを送信することはできない。cmsgsz≦

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

205
0の場合にもエラーE̲PARとなる。このエラーはランデブの回送を行う前に
チェックされる。エラーの場合、ランデブの回送は行われず、rdvnoで示さ
れるランデブも解除されない。
fwd̲porで指定した送信メッセージは、fwd̲por実行時に他の領域（たと
えばcal̲porで指定したメッセージ領域）にコピーされる。したがって、回
送されたランデブが成立する前にfwd̲porのmsgで示されるメッセージ領域
の内容が変更されても、回送されたランデブはその影響を受けない。
fwd̲porでランデブを回送する場合、回送後のポート（poridのポート）
のmaxrmszは、回送前のランデブの成立したポートのmaxrmszと等しいか、
それよりも小さくなければならない。回送後のポートのmaxrmszが回送前の
ポートのmaxrmszよりも大きかった場合は、回送先のポートが不適当である
という意味で、E̲OBJのエラーとなる。ランデブ呼出側では、回送前のポー
トのmaxrmszに合わせて返答メッセージ受信領域を用意しているため、ラン
デブの回送によって返答メッセージの最大サイズが大きくなると、呼出側
に対して予期せぬ大きさの返答メッセージを返す可能性を生じ、問題を起
こす。maxrmszの大きなポートにランデブを回送できないのは、このような
理由による。
また、fwd̲porで送信するメッセージのサイズcmsgszについても、回送前
のランデブの成立したポートのmaxrmszと等しいか、それよりも小さくなけ
ればならない。これは、fwd̲porのインプリメント方法として、cal̲porで
指定したメッセージ領域を送信メッセージのバッファとして使うことを想
定しているためである。cmsgszが回送前のポートのmaxrmszより大きかった
場合には、E̲PARのエラーとなる（詳細は【補足事項】を参照）。
タスク独立部からfwd̲por, rpl̲rdvを発行する必要はないが、ディスパッ
チ禁止中あるいは割込み禁止中のタスクからfwd̲por, rpl̲rdvを発行するこ
とは可能である。この機能は、fwd̲porやrpl̲rdvと不可分に何らかの処理
を行う場合に利用できる。なお、タスク独立部からfwd̲por, rpl̲rdvが発行
された場合のエラーチェックはインプリメント依存である。
fwd̲porにより、ランデブ終了待ち状態であったタスクYがランデブ呼出
待ちの状態に戻った場合、次にランデブが成立するまでのタイムアウトは、
常に永久待ち(TMO̲FEVR)として扱われる。これは、タスクYがtcal̲porでタ
イムアウト指定を行っていた場合や、pcal̲porを使ってランデブを呼び出
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していた場合にも同様である。
回送先のポートは、前のランデブに使っていたポート（rdvnoのランデブ
が成立したポート）と同じポートであっても構わない。この場合は、
fwd̲porによって、一旦受け付けたランデブの受付処理をとりやめることに
なる。ただし、この場合でも、呼出メッセージやcalptnは、呼出側タスク
がcal̲porで指定したものではなく、受付側タスクがfwd̲porで指定したも
のに変更される。
一旦回送されてきたランデブを、さらに回送することも可能である。
fwd̲porは接続機能には対応しない。すなわち、他ノードのポートに対す
るfwd̲porは許さない。ランデブ回送先のポートは同一ノード内に限られる。
poridとして他ノードのポートを指定した場合は、EN̲NOSPTのエラーとなる。
【補足事項】
fwd̲porを使ったサーバタスクの動作イメージを図34に示す。
要求タスクX

???̲???

拡張SV C

cal̲por

SV C
受付
ポート

サーバ分配タスク

acp̲por

前処理

.. .

fwd̲por

ランデブ
呼出待ち
または
終了待ち

fwd̲por

fwd̲por

処理A
処理B
処理C
サーバ用 サーバ用 サーバ用 . . .
ポート
ポート
ポート
acp̲por

acp̲por

処理A
サーバ
タスク

rpl̲rdv

処理B
サーバ
タスク

rpl̲rdv

acp̲por
処理C
サーバ
タスク

rpl̲rdv
.. .

※ 太枠内はポート（ランデブエントリ）を表す。
※ fwd̲po rの代わりにcal̲po rを使うことも可能である が、その場合はランデブがネスト
する。処理A 〜Cのサーバタスクの処理終了後にそのまま要求タスクX の実行を再開
して構わないのであれば、fwd̲po rを利用することによってランデブのネストが不要
となり、効率良い動作をすることができる。
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一般に、fwd̲porを実行するのは、図に示されるようなサーバ分配タスク
（サーバの受け付けた処理を別のタスクに分配するためのタスク）である。
したがって、fwd̲porを実行したサーバ分配タスクは、回送したランデブの
成立の可否にかかわらず、次の要求を受け付ける処理に移らなければなら
ない。その場合、fwd̲porのメッセージ領域は次の要求を処理するために利
用されるので、メッセージ領域の内容を変更しても、前に処理したランデ
ブの回送には影響しないようにしなければならない。このため、fwd̲porの
実行後は、回送されたランデブの成立前であっても、fwd̲porのmsgで示さ
れるメッセージ領域の内容を変更することが可能でなければならない。
インプリメント上は、この仕様を実現するために、cal̲porで指定したメ
ッセージ領域をバッファとして使うことが許される。すなわち、fwd̲porの
処理では、fwd̲porで指定した呼出メッセージをcal̲porのmsgで指定したメ
ッセージ領域にコピーし、fwd̲por発行タスクがメッセージ領域の内容を変
更しても構わないようにする。ランデブ成立時には、ランデブが回送された
ものかどうかにかかわらず、cal̲porのメッセージ領域に置かれていたメッ
セージが受付側に渡される。また、cal̲porの発行タスクが他ノードであっ
た場合にも、接続機能を処理するタスクが呼出メッセージや返答メッセー
ジを入れるバッファ領域があるはずなので、それを利用して回送時の呼出
メッセージを保存する。
このようなインプリメント方法を適用できるように、以下のような仕様
を設けている。
‑ cal̲porで要求したランデブが回送される可能性がある場合は、期待す
る返答メッセージのサイズにかかわらず、cal̲porのmsg以下に少なく
ともmaxrmszのサイズの領域を確保しておかなければならない。
‑ fwd̲porで送信するメッセージのサイズcmsgszは、回送前のポートの
maxrmszと等しいか、それよりも小さくなければならない。
‑ fwd̲porによりランデブが回送される場合に、回送後のポートの
maxrmszが回送前のポートのmaxrmszより大きくなることはない。等し
い値をとるか、小さくなっていく。
この様子を次のページの図35に示す。

2.4 拡張同期・通信機能

208
(1) 呼出側タスクC1がcal̲por(porid=P1 , msg=Cmsg, cmsgsz=Csize )を実行する。
呼出側タスクC1
Cms g →

呼出
メッセージ

Csiz e
maxr msz
of P1

(2) 受付側（サーバー側）タスクA1(サーバ分配タスク)が
acp̲po r (porid=P1 , msg=Amsg) を実行し、P 1でランデブ成立する。
呼出側タスクC1

［P 1でランデブ］

Cmsg → △

呼出
メッセージ
Csiz e
（Amsgにコピー）
maxr ms z

Am sg →

受付側タスクA1
※ 呼出
メッセージ
のコピー

Csiz e

of P1

△: OS が メッ セ ー ジを 読 み だし 済 (コ ピー 済 )の ため 、 変 更可 能 な メモ リ 領 域
※: 該 当タ ス ク がメ ッ セ ージ を 読 み出 し た後 に 、該 当タ ス ク が自 由 に 使っ て
よい (変 更可 能 な )メ モリ 領 域

(3) 受付側タスクA1がfwd̲por(porid=P2,msg=Fmsg,cmsgsz=Fsize )を実行し、
C1とのランデブをP2に回送する。
呼出側タスクC1

受付側タスクA1

Cmsg → △

呼出
メッセージ
Csiz e
（Ams gにコピー）
maxr ms z

Am s g →

※ 呼出
メッセージ
のコピー

Csiz e

of P1

C1から要求された処理を
別タスクに分配
メッセージを適宜変更

Fms g →

回送
メッセージ
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る。

(4) P2に回送されたランデブがすぐに受付られない場合でも、受付側（サーバー側）
タスクA 1は、次の要求を処理するために、Fms g以下の領域を変更しても構わない。
この仕様を実現するために、OSは回送メッセージをC1のCms gに待避することがで
きる。
この際、Fsize ≦ (maxrms z of P1)でなければならない。
呼出側タスクC1
Cms g →

回送
メッセージ
のコピー

受付側タスクA1
Am sg →

※ 呼出
メッセージ
のコピー

Csiz e
Fsize

Csiz e

maxr msz
of P1

Fmsg →

回送
△
Fsize
メッセージ
（Cmsgにコピー）

Csiz e

(5) 回送先ポートの受付側タスクA2(C1の要求を実際に処理するタスク) が
acp̲po r (porid=P2,msg=Emsg )を実行し、P 2でランデブ成立する。
呼出側タスクC1

受付側タスクA1

Cms g → △

回送
Am sg →
メッセージ
Csiz e
のコピー
Fsize
（Emsgにコピー）
maxr msz
of P1

、

［P2でランデブ］

Em sg →

※ 回送
メッセージ
のコピー

Csiz e

回送
メッセージ
Fsize
（Cmsgにコピー）

Fmsg → △

受付側タスクA2

Csiz e

※ 呼出
メッセージ
のコピー

Fsize

理を
更

Fsize

(6) 回送先ポートの受付側タスクA2が acp̲por (msg=Rmsg,rmsgsz=Rsize ) を実行し、
ランデブを終了する。
この際、fwd̲po r の仕様により (maxrms z o f P2) ≦ (maxrms z of P1) が、
rpl̲rd v の仕様により Rsize ≦ (maxrms z of P2) が成立するため、
Rsize ≦ (maxrms z of P1) となり、返答メッセージがC1の用意したメモリに
収まることが保証される。
受付側タスクA2

呼出側タスクC1
Cms g →

返答
メッセージ

Em sg →
Csiz e
maxr msz
Fsize
of P2
Rsiz e
maxr ms z
of P1

Rms g →
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※ 回送
メッセージ
のコピー

△ 返答
メッセージ

Fsize

Rsiz e

210
fwd̲porでは、他ノードのポートに対するランデブの回送を許していない
ため、レベルもE（ENではない）となっている。しかし、rdvnoのランデブ
の相手であった呼出側タスクは、他ノード上のタスクという可能性がある。
他ノード上のタスクのランデブ終了待ち状態をランデブ呼出待ち状態に変
更するという意味では、fwd̲porでも接続機能に関する処理が必要である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（poridが不正あるいは利用できない, poridが他
ノードのポート）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（poridのポートが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
porid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（cmsgsz≦0, cmsgsz＞回送後のmaxcmsz,
cmsgsz＞回送前のmaxrmsz, calptn＝0, msgが使用できな
い値）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（rdvnoが不正, 回送後のmaxrmsz
＞回送前のmaxrmsz）

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部から発行, インプリメント
依存）

EN̲NOSPT

サポートされない接続機能

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
ランデブの回送に関する動作を明確化した。
呼出メッセージサイズのパラメータcmsgszを分離したのに合わせて、言
語Cインタフェースにおけるcalptnのパラメータの順序も変更した。
【仕様決定の理由】
システム全体で持つべき状態の数を減らすため、fwd̲porの仕様は、ラン
デブ回送の履歴を保存しないという前提で設計されている。ランデブ回送
の履歴を覚える必要がある用途では、fwd̲porではなく、cal̲por〜acp̲por
の組をネストして使えばよい。

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

211

[E] rpl̲rdv
ランデブ返答
rpl̲rdv:

Reply Rendezvous

【パラメータ】
RNO

rdvno

RendezvousNumber

ランデブ番号

VP

msg

Packet of ReplyMessage 返答メッセージを入れる
アドレス

INT

rmsgsz

ReplyMessageSize

返答メッセージのサイズ
（バイト数）

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = rpl̲rdv ( RNO rdvno, VP msg, INT rmsgsz ) ;
【解説】
ランデブの相手のタスク（呼出側タスク）に対して返答を返し、ランデ
ブを終了する。
このシステムコールを発行したタスク（タスクXとする）は、ランデブ中
の状態（acp̲porを実行した後の状態）でなければならない。また、ランデ
ブ相手の呼出側タスクはタスクY、acp̲porのリターンパラメータとして返
されたランデブ番号はrdvnoであるものとする。その状態でrpl̲rdvを実行
すると、タスクXとタスクYとの間のランデブ状態が解除され、ランデブ終
了待ち状態にあった呼出側タスクYはREADY状態に戻る。
rpl̲rdvでランデブを終了する時には、受付側タスクXから呼出側タスクY
に対して返答メッセージを送ることができる。受付側タスクが指定した返
答メッセージの内容は、呼出側タスクがcal̲porで指定したmsg以下の領域
にコピーされる。また、返答メッセージのサイズ rmsgsz は、cal̲porのリ
ターンパラメータとなる。
rmsgszが、cre̲porで指定したmaxrmszよりも大きい場合は、エラー
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E̲PARとなる。また、長さが0のメッセージを送信することはできない。
rmsgsz≦0の場合にもエラーE̲PARとなる。このエラーが検出された場合、
ランデブは終了せず、cal̲porを実行したタスクのランデブ終了待ち状態は
解除されない。
タスク独立部からfwd̲por, rpl̲rdvを発行する必要はないが、ディスパッ
チ禁止中あるいは割込み禁止中のタスクからfwd̲por, rpl̲rdvを発行するこ
とは可能である。この機能は、fwd̲porやrpl̲rdvと不可分に何らかの処理
を行う場合に利用できる。なお、タスク独立部からfwd̲por, rpl̲rdvが発行
された場合のエラーチェックはインプリメント依存である。
【補足事項】
rpl̲rdvはID番号のパラメータを含まないため、ID番号からオブジェクト
所在テーブルを参照する必要はないし、他ノードのオブジェクトを直接操
作することもない。その意味で、このシステムコールのインタフェースを
接続機能に対応させる必要はなく、レベルもE（ENではない）となっている。
しかし、ランデブ相手の呼出側タスクは他ノード上のタスクという可能性
がある。他ノード上のタスクのランデブ終了待ち状態を解除するという意
味では、rpl̲rdvでも接続機能に関する処理が必要である。
なお、あるノードが他ノード上のタスクとの間のランデブ機能をインプ
リメントしていない場合、rpl̲rdvがエラーとなる以前に、他ノードから発
行されたcal̲porがEN̲RSFNのエラーとなっているはずである。
ランデブを呼び出したタスクが、何らかの理由でランデブ終了前
（rpl̲rdv実行前）に異常終了したような場合にも、ランデブ受付側のタス
クは直接それを知ることができない。この場合は、ランデブ受付側のタス
クがrpl̲rdvを実行する時にE̲OBJのエラーとなる。
ランデブ成立後は、原則としてタスクとポートとが切り離されてしまう
（相互に情報を参照する必要がない）が、rpl̲rdvのメッセージ長のチェッ
クに使用するmaxrmszのみは、ポートに依存した情報であるため、ランデブ
中のタスクがどこかに覚えておく必要がある。インプリメント上の工夫と
しては、待ち状態になっている呼出側タスクのTCB、あるいはTCBから参照
可能な領域（スタック等）に入れておくことが考えられる。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK
E̲PAR

正常終了
パラメータエラー（rmsgsz≦0,rmsgsz＞maxrmsz,msgが使用
できない値）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（rdvnoが不正）

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部から発行、インプリメ
ント依存）

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから
発行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを
指定（ディスパッチ禁止状態からの発行で呼出側タスクが
他ノード上、インプリメント依存）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
rpl̲rdvはポートを操作するシステムコールではないので、rpl̲porを
rpl̲rdvの名称に変更した。
【仕様決定の理由】
rpl̲rdvやfwd̲porのパラメータでは、成立中のランデブを区別する情報
としてrdvnoを指定するが、ランデブ成立に利用したポートのID(porid)は
指定しない。これは、ランデブ成立後のタスクがポートとは無関係になる
という方針に基づいたものである。
rdvnoが不正値の場合のエラーコードとして、E̲PARではなくE̲OBJを使用
している。これは、rdvnoの実体が呼出側タスクを示しているという理由に
よる。
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[EN] ref̲por
ポート状態参照
ref̲por:

Refer Port Status

【パラメータ】
ID

porid

T̲RPOR* pk̲rpor

PortID

ポートID

Packet to Refer Port

ポート状態を返すパケッ
トの先頭アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

BOOL̲ID wtsk

WaitTaskInformation

呼出待ちタスクの有無

BOOL̲ID atsk

AcceptTaskInformation

受付待ちタスクの有無

pk̲rporの内容
VP

exinf

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲por ( T̲RPOR *pk̲rpor, ID porid ) ;
【解説】
poridで示された対象ポートの各種の状態を参照し、リターンパラメータ
として受付待ちタスクの有無(atsk)、呼出待ちタスクの有無(wtsk)、拡張
情報(exinf)を返す。
ポートは接続機能（第3章参照）を利用可能なオブジェクトである。接続
機能に対応したインプリメントの場合、poridは「オブジェクト所在テーブ
ル」によって （所在ノード番号, オブジェクト番号） の組に変換され、ネ
ットワーク上のあるノード（自ノードでも他ノードでもよい）の上のポー
トをアクセスするために用いられる。「オブジェクト所在テーブル」は、各
ノードのコンフィグレーション時に指定される。
poridが他ノードのポートを指す場合でも、読み出されたポート状態（パ
ケット内容）は、対象ノードから要求ノードに自動的に転送される。

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

215
wtskは、このポートでランデブ呼出待ちになっているタスクの有無を示
す。ランデブ呼出待ちタスクが無い場合はwtsk＝FALSE＝0となる。ランデ
ブ呼出待ちタスクがある場合は、wtskとして0以外の値が返る。一方、atsk
は、このポートでランデブ受付待ちになっているタスクの有無を示す。ラ
ンデブ受付待ちタスクが無い場合はatsk＝FALSE＝0となる。ランデブ受付
待ちタスクがある場合は、atskとして0以外の値が返る。
インプリメントによっては、ランデブ呼出待ちタスクがある場合のwtsk
の値として、このポートでランデブ呼出待ちになっているタスクのID（0以
外の値になる）を返す場合がある。また、ランデブ受付待ちタスクがある
場合のatskの値として、このポートでランデブ受付待ちになっているタス
クのID（0以外の値になる）を返す場合がある。このポートで複数のタスク
が呼出待ち状態または受付待ち状態になっている場合には、それぞれ呼出
待ち行列または受付待ち行列の先頭のタスクのIDを返す。ただし、この機
能は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できると
は限らない。また、wtskに呼出待ちタスクのIDを返すインプリメントであ
っても、呼出待ちタスクが別ノードのタスクであった場合には、wtskの値
が正しくならない（0以外の不定値になる）ことがある。呼出待ちタスクの
IDを返すことが可能な場合は、ref̲porの対象ポートが属するノードのアク
セス環境から見たタスクIDを返すのが望ましい。
ref̲porで、対象ポートが存在しない場合には、エラーE̲NOEXSとなる。
【補足事項】
要求ノードのビット数よりも対象ノードのビット数の方が大きく、要求
ノードで表現できる範囲を越えた値がexinf, wtsk, atskとして返ってきた
場合は、EN̲RPARのエラーとなる。
wtskに呼出待ちタスクのIDを返す機能［レベルX］において、別ノードの
タスクが待っている場合にwtskの値が正しくならないのは、接続機能のイ
ンプリメント上の制約によるものである。すなわち、接続機能を対象ノー
ド上の別タスク（接続機能処理タスク）で処理する場合、呼出待ちタスク
のIDとして表われるのは接続機能処理タスクのIDであって、cal̲porを発行
したタスクのIDにはならない（なお、cal̲porを発行したタスクが別ノード
のタスクの場合には、wtskで正しいタスクIDが返されたとしても、そのID
によって同一のタスクをアクセスできるとは限らない。すなわち、wtskが
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正しいタスクIDを返しても、意味のない場合がある）。
このシステムコールでは、現在ランデブ中のタスクに関する情報を知る
ことはできない。
インプリメントによっては、wtsk, atsk以外の追加情報（メッセージの最
大長maxcmsz, maxrmszなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（poridが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（poridのポートが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
porid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

EN̲OBJNO
EN̲CTXID

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定
タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲RPAR

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された（exinf, wtsk,
atskが要求ノードで表現できる値の範囲外）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をpor̲stsからref̲porに変更した。
ランデブ成立後のタスクがポートとは無関係になるという方針にしたた
め、現在ランデブ中のタスクに関する情報を得るシステムコール(rdv̲sts)
は廃止した。
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「割込み管理機能」は、外部割込みに対するハンドラを定義したり、外部
割込みの禁止／許可などの操作を行う機能である。
ITRONやμITRONの割込みハンドラは、タスク独立部として扱われる。タ
スク独立部でも、タスク部と同じ形式でシステムコールを発行することが
可能であるが、タスク独立部で発行できるシステムコールには以下のよう
な制限がつく。
‑ 暗黙に自タスクを指定するシステムコールや自タスクを待ち状態にす
るシステムコールは発行することができない。E̲CTXのエラーとなる。
‑ 他ノードのオブジェクトを操作するシステムコールも発行することが
できない。EN̲CTXIDのエラーとなる。
‑ そのほかのシステムコールも、インプリメントの制限によってタスク
独立部から発行できない場合がある。タスク独立部から発行できるシ
ステムコールはインプリメント依存である。ただし、割込みハンドラ
から何らかのシステムコールを発行することによって、タスクを起床
する（タスクの待ち状態を解除する）手段が存在しなければならない。
‑ タスク独立部から発行するシステムコールは、処理を高速化するため、
タスク部から発行する通常のシステムコールと分離して、i???̲???の
名称を使う場合がある。この点もインプリメント依存である。
タスク独立部の実行中はタスクの切り換え（ディスパッチ）は起らず、
システムコールの処理の結果ディスパッチの要求が出されても、タスク独
立部を抜けるまでディスパッチが遅らされる。これを遅延ディスパッチ
(delayed dispatching)の原則と呼ぶ。
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[C] def̲int
割込みハンドラ定義
def̲int:

Define Interrupt Handler

【パラメータ】
UINT

dintno

InterruptDefineNumber

T̲DINT* pk̲dint

割込み定義番号

Packet to Define InterruptHandler
割込みハンドラ定義情報

pk̲dintの内容
ATR

intatr

InterruptHandlerAttribute

FP

inthdr

InterruptHandlerAddress

割込みハンドラ属性

割込みハンドラアドレス
―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = def̲int ( UINT dintno, T̲DINT *pk̲dint ) ;
【解説】
dintnoで示される割込み番号に対して割込みハンドラを定義し、割込み
ハンドラを使用可能にする。すなわち、dintnoで示される割込み番号と割
込みハンドラのアドレスや属性との対応付けを行う。
dintnoの具体的な意味はCPU依存であり、割込みベクトル番号、割込みデ
バイス番号などを表わす。また、CPUによっては、intatr, inthdr以外のパ
ラメータ（割込みハンドラ起動時の割込みマスクの値など）の指定も行う
場合がある。
intatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。intatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
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intatr := (TA̲ASM ‖ TA̲HLNG)
TA̲ASM

対象ハンドラがアセンブラで書かれている

TA̲HLNG

対象ハンドラが高級言語で書かれている

intatrのフォーマットは図36のようになる。
ITRONやμITRONでは、原則として、割込みハンドラの起動時にはOSが介
入しない。割込み発生時には、CPUハードウェアの割込み処理機能により、
このシステムコールで定義した割込みハンドラが直接起動される。したが
って、割込みハンドラの先頭と最後では、割込みハンドラで使用するレジ
スタの退避と復帰を行う必要がある。
割込みハンドラは、ret̲intまたはret̲wupシステムコールによって終了
する。
割込みハンドラの中でシステムコールを発行することにより、それまで
RUN状態（実行状態）であったタスクがその他の状態に移行し、代わりに別
のタスクがRUN状態となるべき状況となっても、割込みハンドラ実行中はデ
ィスパッチ（実行タスクの切り替え）が起こらない。ディスパッチングが
必要になっても、まず割込みハンドラを最後まで実行することが優先され、
割込みハンドラを終了する時にはじめてディスパッチが行われる。すなわ
ち、割込みハンドラ実行中に生じたディスパッチ要求はすぐに処理されず、
割込みハンドラ終了までディスパッチが遅らされる。これを遅延ディスパ
上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

上位ビット

下位ビット

システム属性
ATRが8bit
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

※ intat rのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ H=1によって対象ハンドラが高級言語で書かれていること(TA̲HLNG )を示す。
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ッチの原則と呼ぶ。
割込みハンドラはタスク独立部として実行される。したがって、割込み
ハンドラの中では、待ち状態に入るシステムコールや、自タスクの指定を
意味するシステムコールを実行することはできない。
割込みハンドラ内において使用可能なシステムコールは、インプリメン
ト依存である。ただし、割込みハンドラから何らかのシステムコールを発
行することによって、タスクを起床する（タスクの待ち状態を解除する）
手段が存在しなければならない。また、インプリメント依存の仕様として、
次のような制限を設けることが許される。
‑ あるシステムコールをタスク独立部（割込みハンドラなど）のみから
発行できるように制限する。
‑ タスク部から発行するシステムコールとタスク独立部（割込みハンド
ラなど）から発行するシステムコールを分離することによって、性能
を上げる。この場合、タスク部から発行するシステムコールの名称が
???̲???であれば、タスク独立部から発行するシステムコールの名称は
i???̲???となる。
たとえば、割込みハンドラの中からセマフォ資源返却を行うシステム
コールとしてisig̲semを用意し、普通のタスクから同じ機能を実現す
るシステムコールsig̲semと区別する。
pk̲dint＝NADR＝(‑1)とした場合には、前に定義した割込みハンドラの定
義解除を行う。
既に定義済みの割込み番号に対して、割込みハンドラを再定義すること
も可能である。再定義のときにも、あらかじめその番号のハンドラの定義
解除を行なっておく必要はない。既に割込みハンドラが定義されたdintno
に対して新しいハンドラを再定義しても、エラーにはならない。
ITRONやμITRONでは、割込みハンドラを定義する機能が必須である。し
かし、割込みハンドラの定義は、必ずしもこのシステムコールを使って動
的に行う必要はない。オブジェクトの生成と同様に、システム起動時に静
的にハンドラを定義するという仕様であっても構わない。すなわち、他の
方法で割込みハンドラを定義することが可能であれば、必ずしもこのシス
テムコールをサポートする必要はない。
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【補足事項】
pk̲dintのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性を制限しても構わないのであれば、
個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
TA̲HLNGの指定を行った場合には、必要に応じて、高級言語の環境設定プ
ログラム（高級言語対応ルーチン）を通してからinthdrのアドレスにジャ
ンプする。この指定は、システム属性のうちの最下位のビット(LSB)によっ
て行われる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲RSATR

予約属性（intatrが不正あるいは利用できない）

E̲PAR

パラメータエラー（dintno, pk̲dint, inthdrが不正あるい
は利用できない）
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[R] ret̲int
割込みハンドラから復帰
ret̲int:

Return from Interrupt Handler

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
※システムコールを発行したコンテキストには戻らない
【言語Cインタフェース】
void ret̲int ( ) ;
【解説】
割込みハンドラを終了する。
ITRONやμITRONでは、割込みハンドラの中でシステムコールを実行して
もディスパッチは起らず、ret̲intによって割込みハンドラを終了するまで
ディスパッチが遅延させられる（遅延ディスパッチの原則）。そのため、
ret̲intでは、割込みハンドラの中から発行されたシステムコールによるデ
ィスパッチ要求がまとめて処理される。
ITRONやμITRONでは、原則として、割込みハンドラの起動時にはOSが介
入しない。割込み発生時には、CPUハードウェアの割込み処理機能により、
割込みハンドラが直接起動される。そのため、割込みハンドラで使用する
レジスタの退避や復帰は割込みハンドラの中で行わなければならない。
また、この理由により、ret̲intを発行した時のスタックやレジスタの状
態は、割込みハンドラへ入った時と同じでなければならず、この関係で
ret̲intでは機能コードを使用できないことがある。この場合は、他のシス
テムコールとは別ベクトルのトラップ命令を用いてret̲intを実現する。
上記の点は、割込みハンドラをアセンブリ言語で記述し、アセンブライ
ンタフェースでret̲intを利用する場合の注意点である。割込みハンドラを
高級言語で記述する場合は、高級言語対応ルーチンや高級言語とのインタ
フェースルーチンの中で上記の処理が行われる。
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【補足事項】
ret̲intは発行元のコンテキストに戻らないシステムコールである。した
がって、何らかのエラーを検出した場合にエラーコードを返しても、これ
らのシステムコールを呼んだ側ではエラーのチェックを行なっていないの
が普通であり、プログラムが暴走する可能性がある。そこで、これらのシ
ステムコールでは、エラーを検出した場合にも、システムコール発行元へ
は戻らないものとする。検出したエラーについての情報は、エラーログ用
のメッセージバッファに残すのが望ましい。
割込みハンドラから戻っても、ディスパッチが起こらない（必ず同じタ
スクが実行を継続する）ことがはっきりしている場合には、ret̲intではな
く、アセンブラの割込みリターン命令によって割込みハンドラを終了して
も構わない。
また、CPUのアーキテクチャやOSの構成法によっては、アセンブラの割込
みリターン命令によって割込みハンドラを終了しても、遅延ディスパッチ
が可能となる場合がある。たとえば、TRON仕様チップ上に実装したITRONや
μITRONの場合は、アセンブラの割込みリターン命令（REIT命令）によって
遅延割込み機能（DI機能）を起動し、それによって遅延ディスパッチを含
めたret̲intの処理を行うことができる。このような場合は、アセンブラの
REIT命令がそのままret̲intのシステムコールであると解釈しても構わない。
インプリメントによっては、割込みハンドラを高級言語で書いた場合に、
高級言語のリターン命令（言語Cのreturnや関数の最後）によって、自動的
にret̲intを実行できる（高級言語対応ルーチン）
。
割込みハンドラの中から別の関数やサブルーチンを呼び出し、その中で
ret̲intを実行した場合の動作は保証されない。システムコール機能の通り
に割込みハンドラから戻る場合、その関数を呼んだところに戻る場合、エ
ラーを返す場合がある。
また、タイマハンドラからret̲intを呼んだ場合のE̲CTXのエラーチェッ
クはインプリメント依存である。インプリメントによっては、種類の違う
ハンドラからそのままリターンしてしまう場合がある。
ret̲intがアセンブラの割込みリターン命令やサブルーチンリターン命令
で実現されている場合、高級言語からこのシステムコールを呼び出すと、
スタックの操作が面倒になる。そのため、高級言語で書いたret̲intを単な
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るreturn文と解釈し、リターン先の高級言語対応ルーチンにおいて、アセ
ンブラの割込みリターン命令やサブルーチンリターン命令を実行するよう
なインプリメントも可能としている。上記の仕様は、このようなインプリ
メントを許すための仕様である。
どうインプリメントされたOSでも実行できる割込みハンドラ（互換性を
もったプログラム）を書くためには、割込みハンドラのトップレベル（別
の関数やサブルーチンが呼ばれていない状態）においてret̲intを実行する
必要がある。
μITRON 3.0において、ハンドラの終わりを示すシステムコールの名称は、
すべて

ret

で始まるようになっている。また、元のコンテキストに戻ら

ないシステムコールは、すべてret̲???またはext̲???(exd̲???)の名称とな
っている。
【エラーコード】
※次のようなエラーを検出する可能性があるが、エラーを検出した場合
でも、システムコールを発行したコンテキストには戻らない。したが
って、システムコールのリターンパラメータとして直接エラーコード
を返すことはできない。万一エラーを検出した場合の動作は、インプ
リメント依存となる。
E̲CTX

コンテキストエラー（割込みハンドラ以外から発行、イン
プリメント依存）
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[E] ret̲wup
割込ハンドラ復帰とタスク起床
ret̲wup:

Return and Wakeup Task

【パラメータ】
ID

tskid

TaskID

起床タスクID

【リターンパラメータ】
※システムコールを発行したコンテキストには戻らない
【言語Cインタフェース】
void ret̲wup ( ID tskid ) ;
【解説】
tskidで示されるタスクがslp̲tsk（またはtslp̲tsk）の実行による待ち
状態であった場合に、その待ち状態を解除し、その後で割込みハンドラを
終了する。
ret̲wupにおいて、対象タスクがまだslp̲tsk（またはtslp̲tsk）を実行
していない場合には、要求がキューイングされる。
ret̲wupは、wup̲tskとret̲intの複合機能である。
ret̲wupは割込みハンドラの中から実行されるシステムコールなので、
tskidとして他ノード上のタスクを指定することはできない。このため、
ret̲wupはレベルENではなくレベルEとなっている。
【補足事項】
ret̲wupの対象となるタスクは、通常、割込みの処理をするためのタスク
（割込みタスク）である。ret̲wupは、割込みハンドラから効率よく割込み
タスクを動かすためのシステムコールである。
ret̲wupは発行元のコンテキストに戻らないシステムコールである。した
がって、何らかのエラーを検出した場合にエラーコードを返しても、これ
らのシステムコールを呼んだ側ではエラーのチェックを行なっていないの
が普通であり、プログラムが暴走する可能性がある。そこで、これらのシ
ステムコールでは、エラーを検出した場合にも、システムコール発行元へ
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は戻らないものとする。検出したエラーについての情報は、エラーログ用
のメッセージバッファに残すのが望ましい。
【エラーコード】
※次のようなエラーを検出する可能性があるが、エラーを検出した場合
でも、システムコールを発行したコンテキストには戻らない。したが
って、システムコールのリターンパラメータとして直接エラーコード
を返すことはできない。万一エラーを検出した場合の動作は、インプ
リメント依存となる。
E̲CTX

コンテキストエラー（割込みハンドラ以外から発行、イン
プリメント依存）

E̲ID

不正ID番号（tskidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（tskidのタスクが存在しない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（対象タスクがDORMANT状態）

E̲QOVR

キューイングまたはネストのオーバーフロー（キューイン
グ数wupcntのオーバーフロー）

EN̲CTXID

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
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[R] loc̲cpu
割込みとディスパッチの禁止
loc̲cpu:

Lock CPU

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = loc̲cpu ( ) ;
【解説】
外部割込みとタスクのディスパッチを禁止する。
これ以後unl̲cpuが実行されるまでの間は割込みおよびディスパッチ禁止
状態となり、loc̲cpuを発行したタスクが割込みハンドラや他のタスクによっ
てプリエンプト（CPUの実行権の横取り）される可能性はなくなる。
割込みおよびディスパッチ禁止状態の間は、具体的に次のような動作を
する。
‑ 外部割込みが禁止される。すなわち、割込みの要求があっても、
unl̲cpuによって割込み禁止状態が解除されるまで、割込みハンドラの
起動は遅延される。
‑ loc̲cpuを実行したタスクから発行されたシステムコールによって、
loc̲cpuを実行したタスクがプリエンプトされるべき状況となっても、
新たに実行すべき状態となったタスクにはディスパッチされない。新
たに実行すべき状態となったタスクへのディスパッチは、unl̲cpuによ
ってディスパッチ禁止状態が解除されるまで遅延される。
‑ loc̲cpuを実行したタスクが、自タスクを待ち状態に移す可能性のある
システムコール（slp̲tsk, wai̲semなど）を発行した場合には、E̲CTX
のエラーとなる。
‑ loc̲cpuを実行したタスクが、他ノードのオブジェクトを操作しようと
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した場合（発行したシステムコールのIDのパラメータが他ノード上の
オブジェクトを指す場合）には、EN̲CTXIDのエラーとなる。
‑ ref̲sysによってシステム状態を参照した場合、sysstatとしてTSS̲LOC
が返る。
既に割込みおよびディスパッチ禁止状態にあるタスクがloc̲cpuを発行し
た場合は、同じ状態がそのまま継続するだけで、エラーとはならない。た
だし、loc̲cpuを何回か発行しても、その後unl̲cpuを1回発行するだけで割
込みおよびディスパッチ禁止状態が解除される。したがって、loc̲cpu〜
unl̲cpuの対がネストした場合の動作は、必要に応じてユーザ側で管理しな
ければならない。
dis̲dspによりディスパッチを禁止した状態でloc̲cpu, unl̲cpuのシステ
ムコールを発行することは可能である。dis̲dspの後でloc̲cpuを発行した
場合には、ディスパッチを禁止した状態から、割込みおよびディスパッチ
を禁止した状態に移行する。この場合、loc̲cpuを発行する前にdis̲dspを
実行しているかどうかということは、loc̲cpu実行後の状態には影響しない。
したがって、たとえばdis̲dsp〜loc̲cpu〜unl̲cpuの順でシステムコールを
発行した場合、unl̲cpuの実行後には割込みもディスパッチも許可された状
態となる。dis̲dsp〜ena̲dspの中にloc̲cpu〜unl̲cpuの対をネストできる
わけではない。
一方、dis̲dspの後でunl̲cpuを発行した場合には、ディスパッチを禁止
した状態から、割込みもディスパッチも許可した状態に移行する。この場
合、unl̲cpuは ena̲dspと同じ働きをする。
逆に、loc̲cpuとunl̲cpuの間（割込みおよびディスパッチを禁止した状
態）でdis̲dspまたはena̲dspを発行した場合には、E̲CTXのエラーとなる。
上記の状態遷移をまとめると表7のようになる。
【補足事項】
割込みおよびディスパッチ禁止状態では、実行状態のタスクがDORMANT状態
やNON‑EXISTENT状態に移行することはできない。割込みおよびディスパッチ
禁止状態で、実行状態のタスクがext̲tskまたはexd̲tskを発行した場合に
は、E̲CTXのエラーを検出する。ただし、ext̲tskやexd̲tskは元のコンテキ
ストに戻らないシステムコールなので、これらのシステムコールのリター
ンパラメータとしてエラーを通知することはできない。検出したエラーに
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状態
番号

ref̲sys
で返る値

状態の内容
割込み ディスパッチ

dis̲dsp
を実行

ena̲dsp
を実行

loc̲cpu
を実行

unl̲cpu
を実行

1

TSS̲TSK

許可

許可

→2

→1

→3

→1

2

TSS̲DDSP

許可

禁止

→2

→1

→3

→1

3

TSS̲LOC

禁止

禁止

E̲CTX

E̲CTX

→3

→1

4

インプリ
メント依存

禁止

許可

この状態の有無や詳細はインプリメント依存
（dis̲int , chg̲iX Xの仕様に関係す る）

ついての情報は、エラーログ用のメッセージバッファに残すのが望ましい。
マルチプロセッサ構成でない場合に限り、loc̲cpuを利用して、タスクと
割込みハンドラまたは他のタスクとの間で排他制御を行うことができる。
loc̲cpuと同じ機能は、dis̲dspとdis̲intの組み合わせや、chg̲iXXでも
実現できる場合がある。しかし、dis̲intやchg̲iXXの仕様はプロセッサ依
存なので、CPUに依存しないプログラムを書きたい場合には、loc̲cpu,
unl̲cpuを使う。ディスパッチ禁止の必要がなく、割込みの禁止のみを目的
とする場合にも、CPUに依存しないプログラムを書きたければloc̲cpu,
unl̲cpuを使う。
loc̲cpuを使わず、ユーザがPSW中の割込みマスク（割込み禁止フラグ）
を直接操作して割込みを禁止しようとした場合には、CPU依存またはインプ
リメント依存の動作をする。具体的には、割込み禁止中にディスパッチも
禁止される場合とそうでない場合がある。実行効率を上げる目的でこの方
法を使うことはやむを得ないものの、CPUに依存しないプログラムを書く場
合には、PSW中の割込みマスク（割込み禁止フラグ）を直接操作するのでは
なく、できるだけloc̲cpu, unl̲cpuを使うべきである。
逆に、CPUのアーキテクチャやOSの構成法によっては、割込みマスク（割
込み禁止フラグ）のセットによって、自動的にディスパッチも禁止される
ことが保証できる場合がある。たとえば、TRON仕様チップ上に実装した
ITRONやμITRONにおいて遅延割込み機能（DI機能）によってディスパッチ
を実現する場合は、PSW中の割込みマスク(IMASK)の変更によって、自動的
にディスパッチも禁止することができる。このような場合は、アセンブラ
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loc̲cp uを実行した状態

タスク独立部

外部割込み禁止

より優先度の高い外部割込み以外は禁止

ディスパッチ禁 止（遅延）

ディスパッチ禁 止（遅延）

get̲ti dでtskidが返る

get̲ti dで0が返る

システムコールはすべて発行可能
（待ちに入るものを除 く）

発行可能なシステムコールはインプリメント依存
（待ちに入るものを除 く）

ref̲sy sのsyssta tではTSS̲LO Cが入る

ref̲sy sのsyssta tではTSS̲IND Pが返る

によるIMASK変更命令がそのままloc̲cpuのシステムコールであると解釈し
ても構わない。
loc̲cpuによって割込みおよびディスパッチを禁止した状態は、タスク独
立部に近い状態であるが、完全に同じではない。両者の状態の比較を表8に
示す。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部から発行）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
追加機能である。
【仕様決定の理由】
タスク独立部（割込みハンドラ）からloc̲cpuを発行できないのは、ネス
トの管理ができないためである。
ディスパッチを禁止せず、割込みのみを禁止するシステムコールとして
dis̲intがある。しかし、dis̲intでは、割込み禁止中にディスパッチが起
こった場合の動作を明確にすることができない（詳細はdis̲intの項を参
照）。割込み禁止区間中のディスパッチについては、CPU依存性が残る仕様
となるため、dis̲intはレベルCとなっている。一方、loc̲cpuのように割込
みもディスパッチも禁止してしまえば、動作にインプリメント依存性がな
くなる。割込み禁止とディスパッチ禁止の複合機能を持つloc̲cpuがレベルR
となり、割込み禁止のみを行うdis̲intがレベルCとなっているのは、こう

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

231
いった理由による。
loc̲cpuとunl̲cpuの間でdis̲dspまたはena̲dspを発行した場合にE̲CTXの
エラーとするのは、次のような理由による。loc̲cpuは割込みおよびディス
パッチを禁止した状態に移行し、ena̲dspはディスパッチを許可した状態に
移行する。したがって、loc̲cpuの後にena̲dspを実行した場合、割込みは
禁止するがディスパッチは許可した状態に移行するのが自然である。しか
し、上で述べたように、割込み禁止区間中のディスパッチについてはCPU依
存の仕様とならざるを得ない。したがって、仕様の瞹昧さを避けるために、
loc̲cpuの後にena̲dspを実行するのはエラーとした。ena̲dspに合わせて
dis̲dspもエラーとした。
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[R] unl̲cpu
割込みとディスパッチの許可
unl̲cpu:

Unlock CPU

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = unl̲cpu ( ) ;
【解説】
外部割込みとタスクのディスパッチを許可する。すなわち、loc̲cpuによ
って設定されていた割込みおよびディスパッチ禁止状態を解除する。
割込みもディスパッチも禁止されていない状態でunl̲cpuを発行した場合
は、同じ状態がそのまま継続するだけで、エラーとはならない。
dis̲dspによりディスパッチを禁止した状態でunl̲cpuを発行した場合は、
ディスパッチを禁止した状態から、割込みもディスパッチも許可した状態
に移行する。この場合、unl̲cpuはena̲dspと同じ働きをする。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部から発行）
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[C] dis̲int
割込み禁止
dis̲int:

Disable Interrupt

【パラメータ】
UINT

eintno

InterruptEnableNumber

割込み許可番号

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = dis̲int ( UINT eintno ) ;
【解説】
割込み番号eintnoで指定される割込みを禁止する。
eintnoの具体的な意味はCPUおよびインプリメント依存であり、割込みベク
トル番号、割込みデバイス番号などを表わす。eintnoは、def̲intのパラメー
タdintnoと同じものを表わす場合もあるし、違うものを表わす場合もある。
また、eintnoのパラメータ指定を行わずに（あるいは特殊な値を指定する
ことにより）、すべての外部割込みを禁止する仕様となっている場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（eintnoが不正あるいは利用できない）

【仕様決定の理由】
dis̲intをCPU依存のレベルCとしたのはCPUアーキテクチャやハードウェ
ア構成への依存度が大きいからであるが、具体的な理由は次のようになっ
ている。
1)dis̲intでeintnoを指定し、特定のデバイス（あるいはベクトル）の割
込みのみを禁止するのであれば、eintnoの意味がCPUまたはインプリメ
ント依存となってしまう。
2)dis̲intでeintnoを指定せず、すべての外部割込みを禁止する場合には、
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割込み禁止中のディスパッチの扱いに関して仕様を標準化することが
難しい。具体的には、dis̲intによる割込み禁止中にディスパッチが生
じた場合、割込み禁止状態を保ったまま他のタスクにディスパッチす
るかどうかが問題となる。この点に関してさらに詳しい検討を行うと、
次のようになる。
2a)「ディスパッチ禁止」と「割込み禁止」を独立な状態と解釈すれば、
割込み禁止状態を保ったまま他のタスクにディスパッチするべきで
ある。
たとえば、一つ一つのタスクを軽くし、サブルーチン呼びだしと同
じような感覚で他のタスクに処理を依頼するようになれば、割込み
禁止にしながらディスパッチしたいケースが生じるかもしれない。
この場合、クリティカルセクションが複数のタスクにまたがる。す
なわち、緊密度の強い複数のタスクが共同で1つのクリティカルセ
クションを構成することになる。このような用途では、ディスパッ
チ禁止と割込み禁止を独立して考える方が自然である。
しかし、一般的なインプリメントでは「割込み禁止状態」を表現す
るためにPSW中の割込みマスク（割込み禁止フラグ）を使っている。
ディスパッチ禁止と割込み禁止を独立させるためには、ディスパッチ
でPSWを入れ替える際に、割込み禁止フラグのみは入れ替えないよ
うにしなければならない。このためにインプリメントの負担を伴う。
2b) 2a)で述べたインプリメントの負担を避けるため、ディスパッチ時
に割込みマスク（割込み禁止フラグ）を含めたPSW全体を入れ替え
るようにすると、「割込み禁止状態」がタスクに従属した状態とな
り、ディスパッチによって割込み禁止状態（PSW中の割込み禁止フ
ラグの値）が変わってしまう。このため、dis̲intで「割込みは禁
止」「ディスパッチは許可」という設定をしたつもりだったのに、
ディスパッチが起こったとたんに、ディスパッチ先のタスクのPSW
の値によっては自動的に割込み禁止が解除されてしまうことがあ
る。このような仕様では誤解を生みやすく、問題がある。
2c) CPUのアーキテクチャやハードウェアの構成によって、割込みマス
ク（割込み禁止ビット）がPSWと別になっていれば、2a), 2b)のよ
うな問題は生じない。しかし、CPUアーキテクチャやハードウェア
構成に特定の条件がつくので、常に利用できる方法であるとは限ら
ない。
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上記の問題点とloc̲cpu, dis̲intの実現方法について、一般的なハード
ウェア構成のモデルを図37に示しながら説明する。
図37のハードウェア構成において、loc̲cpuやdis̲intではどの部分のパ
ラメータを設定すべきかを考える。なお、以下で述べる内容はITRONの仕様
ではなく、インプリメントのためのガイドラインである。
①CPUのPSW中の割込みマスク（割込み禁止フラグ）
例：TRON仕様チップのIMASK, iAPX86のIFLAG
‑

PSWの中に含まれているため、ディスパッチ時には自然に入れ替え
が行われる。すなわち、ディスパッチによって状態が変わってしま
う。したがって、PSW中の割込みマスクによって割込み禁止状態を
表現するのであれば、ディスパッチも同時に禁止してしまう方が間
違いが少ない。dis̲intよりもloc̲cpuに対応した機能である。

‑

多重割込みの優先度を管理できる場合がある。（TRON仕様チップ，
モトローラM68000系）

‑

TRON仕様チップの場合は遅延割込み機能（DI機能）と連動する。

②割込みコントローラによる外部割込み全体のマスク
‑

PSWの中に含まれないため、タスクのディスパッチ時にも内容は変
化しない。すなわち、割込み禁止とディスパッチ禁止は独立になる。

周辺チップ
CPU

割込みコントローラ

周辺チップ
周辺チップ
...
周辺チップ

① PSW中の
割込みマスク

② システム全体の
割込みマスク
③ 周辺チップ別の
割込みマスク

④ 周辺チップ全体の
割込みマスク
⑤ ポート別の
割込みマスク

※ ①〜⑤は各パーツで設定可能なパラメータである。

2.5 割込み管理機能

236
dis̲intですべての外部割込みを禁止する場合には、この部分を操
作するのが適している（上記の2c)に対応）。
‑

CPUや割込みコントローラのアーキテクチャによっては、利用でき
ない場合がある。

‑

CPU内のPSWではなく、外部の割込みコントローラをアクセスするの
で、処理に時間のかかる場合がある。

③割込みコントローラによる周辺チップ別のマスク
‑

PSWの中に含まれないため、タスクのディスパッチ時にも内容は変
化しない。すなわち、割込み禁止とディスパッチ禁止は独立になる。
dis̲intでeintnoを指定し、特定デバイスの外部割込みを禁止する
場合には、この部分を操作するのが適している。

‑

CPU内のPSWではなく、外部の割込みコントローラをアクセスするの
で、処理に時間のかかる場合がある。
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[C] ena̲int
割込み許可
ena̲int:

Enable Interrupt

【パラメータ】
UINT

eintno

InterruptEnableNumber

割込み許可番号

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ena̲int ( UINT eintno ) ;
【解説】
割込み番号eintnoで指定される割込みを許可する。
eintnoの具体的な意味はCPUおよびインプリメント依存であり、割込みベ
クトル番号、割込みデバイス番号などを表わす。
また、eintnoのパラメータ指定を行わずに（あるいは特殊な値を指定する
ことにより）、すべての外部割込みを許可する仕様となっている場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（eintnoが不正あるいは利用できない）
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[C] chg̲iXX
割込みマスク（レベル、優先度）変更
chg̲iXX:

Change Interrupt XXXX

【パラメータ】
UINT

iXXXX

Interrupt XXXX

割込みマスク
（レベル、優先度）

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = chg̲iXX ( UINT iXXXX ) ;
【解説】
CPUの割込みマスク（割込みレベル、割込み優先度）を、iXXXXで指定した
値に変更する。
システムコール名称およびパラメータ名称の一部のXXXXには、対象CPUの
アーキテクチャに応じて適当な名前を入れる。具体的なシステムコール名
は、例えばchg̲ims, chg̲ipl, chg̲ilv等となる。また、CPUによっては、こ
のシステムコールが、iXXXXに加えて割込み番号(intno)等のパラメータを
持つ場合がある。
【補足事項】
このシステムコールによって割込みの禁止を行なっている間は、割込み
ハンドラ実行中と同じように、割込み禁止が解除されるまでディスパッチ
を遅延する場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（iXXXXが不正あるいは利用できない）
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[C] ref̲iXX
割込みマスク（レベル、優先度）参照
ref̲iXX:

Refer XXXX Status

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

UINT

iXXXX

Interrupt XXXX

エラーコード
割込みマスク
（レベル、優先度）

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲iXX ( UINT *p̲iXXXX ) ;
【解説】
CPUの割込みマスク（割込みレベル、割込み優先度）を参照し、リターン
パラメータiXXXXとして返す。
システムコール名称およびパラメータ名称の一部のXXXXには、対象CPUの
アーキテクチャに応じて適当な名前を入れる。具体的なシステムコール名
は、例えばref̲ims, ref̲ipl, ref̲ilv等となる。また、CPUによっては、こ
のシステムコールが割込み番号(intno)等のパラメータを持つ場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了
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「メモリプール管理機能」は、ソフトウェアによってメモリプールの管理
やメモリブロックの割り当てを行う機能である。
メモリプールには、固定長メモリプールと可変長メモリプールがある。
両者は別のオブジェクトであり、操作のためのシステムコールが異なって
いる。固定長メモリプールから獲得されるメモリブロックはサイズが固定
されているのに対して、可変長メモリプールから獲得されるメモリブロッ
クでは、任意のブロックサイズを指定することができる。
μITRON 3.0の接続機能では、共有メモリを持たない疎結合のネットワー
クを前提としているため、メモリプール管理機能の操作対象は自ノード内
のメモリのみである。すなわち、メモリプール管理機能は接続機能に対応
していない。
ハードウェアのMMU(Memory Management Unit)に関する操作（MMUサポート
機能）は、メモリプール管理機能には含まれない。
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[E] cre̲mpl
可変長メモリプール生成
cre̲mpl:

Create Variable‑size MemoryPool

【パラメータ】
ID

mplid

T̲CMPL* pk̲cmpl

MemoryPoolID

可変長メモリプールID

Packet to Create MemoryPool
可変長メモリプール生成情報

pk̲cmplの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

mplatr

MemoryPoolAttribute

メモリプール属性

INT

mplsz

MemoryPoolSize

メモリプール全体の
サイズ（バイト数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲mpl ( ID mplid, T̲CMPL *pk̲cmpl ) ;
【解説】
mplidで指定されたID番号を持つ可変長メモリプールを生成する。具体的
には、mplszの情報を元に、メモリプールとして利用するメモリ領域を確保
する。また、生成したメモリプールに対して管理ブロックを割り付ける。
正のID番号のメモリプールはユーザ用メモリプール、負のID番号のメモ
リプールはシステム用メモリプールである。ユーザタスク（タスクIDが正
のタスク）はシステム用メモリプールをアクセスすることができない。ユー
ザタスクがシステム用メモリプールを対象としたシステムコールを発行し
た場合には、E̲OACVのエラーとなる。ただし、このエラーの検出はインプ
リメント依存である。
ID番号が(‑4)〜0のメモリプールは生成できない。mplidにこれらの値を
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指定した場合は、E̲IDのエラーとなる。
exinfは、対象メモリプールに関する情報を入れておくためにユーザが自
由に利用できる。ここで設定した情報は、ref̲mplで取り出すことができる。
なお、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場合や、途
中で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保し、その
メモリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容について
関知しない。
mplatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。mplatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
mplatr:= (TA̲TFIFO ‖ TA̲TPRI)
TA̲TFIFO

メモリ獲得待ちタスクのキューイングはFIFO

TA̲TPRI

メモリ獲得待ちタスクのキューイングは優先度順
［レベルX］

TA̲TFIFO, TA̲TPRIでは、タスクがメモリ獲得のためにメモリプールの待
ち行列に並ぶ際の並び方を指定することができる。属性がTA̲TFIFOであれ
ばタスクの待ち行列はFIFOとなり、属性がTA̲TPRIであればタスクの待ち行
列はタスクの優先度順となる。TA̲TPRIの指定は互換性の保証されない拡張
機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
mplatrのフォーマットは図38のようになる。
上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

上位ビット
ATRが8bit

下位ビット

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

※ mplat rのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ P=1によって待ち行列が優先度順であること(TA̲TPRI )を示す。

図38. mplatrのフォーマット
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【補足事項】
pk̲cmplのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性を制限しても構わないのであれば、
個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
メモリプールの生成のために必要なメモリ領域や、各オブジェクトの管
理ブロックを割り当てるために必要なメモリ領域は、システム生成時に確
保される。このために必要なパラメータはコンフィグレーションで指定する。
タスクがメモリ獲得待ちの行列を作った場合に、要求メモリサイズの少
ないタスクを優先するか、待ち行列先頭のタスクを優先するかについては、
インプリメント依存である。例えば、ある可変長メモリプールに対して要
求メモリサイズ＝400のタスクAと要求メモリサイズ＝100のタスクBがこの
順で待っており、別のタスクのrel̲blkにより メモリサイズ＝200の連続空
きメモリ領域ができたとする。このとき、行列の先頭ではないが要求サイ
ズの少ないタスクBが先にメモリを獲得するかどうかはインプリメント依存
である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロックやメモリプール用の領域が確保
できない）

E̲ID

不正ID番号（mplidが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（mplatrが不正あるいは利用できない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号の可変長メモリプ
ールが既に存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mplid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲cmplが不正, mplszが負または不正）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
固定長メモリプールと可変長メモリプールを別のオブジェクトとした。
また、可変長メモリプールのブロックサイズの指定を廃止し、直接バイト数
で指定するようにした。可変長メモリブロックに対するblk̲stsを廃止した。
属性を整理し、TA̲TPRIの指定は［レベルX］とした。また、TA̲CNTと
TA̲FIRSTの区別はインプリメント依存とした。
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【仕様決定の理由】
固定長メモリプールと可変長メモリプールを別のオブジェクトとしたの
は、メモリ割り当てのアルゴリズムやシステムコールのパラメータがかな
り違っているためである。
複数個のメモリプールを設ける機能は、エラー処理時や緊急時などにメ
モリを確保するためのメモリプールを分離しておくために利用できる。
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[E] del̲mpl
可変長メモリプール削除
del̲mpl:

Delete Variable‑size MemoryPool

【パラメータ】
ID

mplid

MemoryPoolID

可変長メモリプールID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲mpl ( ID mplid ) ;
【解説】
mplidで示される可変長メモリプールを削除する。
このメモリプールからメモリを獲得しているタスクが存在しても、その
チェックや通知は行われない。すべてのメモリブロックが返却されていな
くても、このシステムコールは正常終了する。
本システムコールの発行により、対象メモリプールの管理ブロック用の
領域およびメモリプール本体の領域は解放される。また、このシステムコー
ルが終了した後は、同じID番号のメモリプールを再び新しく生成すること
ができる。
対象メモリプールにおいてメモリ獲得を待っているタスクがあった場合
にも、本システムコールは正常終了するが、待ち状態にあったタスクには
エラーE̲DLTが返される。
【補足事項】
複数のタスクが待っている可変長メモリプールを削除した場合に、待ち
解除後のレディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間
ではインプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了
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E̲ID

不正ID番号（mplidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mplidの可変長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mplid＜(‑4), インプリメント依存）
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[E] get̲blk
可変長メモリブロック獲得
[E] pget̲blk
可変長メモリブロック獲得（ポーリング）
[E] tget̲blk
可変長メモリブロック獲得（タイムアウト有）

get̲blk:

Get Variable‑size Memory Block

pget̲blk:

Poll and Get Variable‑size Memory Block

tget̲blk:

Get Variable‑size Memory Block with Timeout

【パラメータ（get̲blk, pget̲blkの場合）
】
ID

mplid

MemoryPoolID

可変長メモリプールID

INT

blksz

MemoryBlockSize

メモリブロックサイズ
（バイト数）

【パラメータ（tget̲blkの場合）
】
ID

mplid

MemoryPoolID

可変長メモリプールID

INT

blksz

MemoryBlockSize

メモリブロックサイズ

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

エラーコード

（バイト数）

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

VP

blk

BlockStartAddress

メモリブロックの先頭
アドレス

【言語Cインタフェース】
ER ercd = get̲blk ( VP *p̲blk, ID mplid, INT blksz ) ;
ER ercd =pget̲blk ( VP *p̲blk, ID mplid, INT blksz ) ;
ER ercd =tget̲blk ( VP *p̲blk, ID mplid, INT blksz, TMO tmout ) ;
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【解説】
mplidで示される可変長メモリプールから、blkszで指定されるサイズ
（バイト数）のメモリブロックを獲得する。獲得したメモリブロックの先頭
アドレスがblkに返される。
獲得したメモリのゼロクリアは行われず、獲得されたメモリブロックの
内容は不定となる。
get̲blkの場合、指定したメモリプールからメモリブロックが獲得できな
ければ、get̲blk発行タスクがそのメモリプールのメモリ獲得待ち行列につ
ながれ、メモリを獲得できるようになるまで待つ。
pget̲blkは、get̲blkから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、get̲blkを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。pget̲blkシステムコールのパラメータの意味はget̲blkと同じであ
る。具体的なpget̲blkの動作は次のようになる。
‑ 空きメモリがあって即座にメモリを獲得できる場合には、get̲blkと同
様の処理をして（必要なメモリを獲得して）、システムコールは正常終
了する。
‑ 空きメモリが無い場合には、ポーリング失敗の意味でE̲TMOUTのエラー
を返し、システムコールが終了する。get̲blkとは異なり、この場合に
も待ち状態には入らない。また、この場合は、発行タスクはメモリを
獲得できない。
tget̲blkは、get̲blkにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（空きメモリができない）ままtmoutの時間が経過すると、タイムア
ウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
tget̲blkのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、pget̲blkと全く同じ動作をする。また、
tget̲blkのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
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として無限大の時間を指定したことを示し、get̲blkと全く同じ動作をする。
［レベルE］のcre̲mplが実装されていないシステムの場合、可変長メモリ
プールの生成はシステム起動時に静的に行う。可変長メモリプール生成時
に必要なメモリプール属性(mplatr)、サイズ(mplsz)などのパラメータも、
システム起動時に静的に指定する。
メモリブロック獲得待ちを行う場合の待ち行列の順序は、メモリプール
の属性によって、FIFOまたはタスク優先度順のいずれかとなる。ただし、
タスク優先度順の指定は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、
常に利用できるとは限らない。また、タスクがメモリ獲得待ちの行列を作
った場合に、要求メモリサイズの少ないタスクを優先するか、待ち行列先
頭のタスクを優先するかについては、インプリメント依存である。
資源獲得を行うシステムコールのうち、pget̲blk, pget̲blf, psnd̲mbf
（バッファの空き領域を資源とみなす）に限っては、例外的にタスク独立部
やディスパッチ禁止状態からも実行できる場合がある。tmout=TMO̲POLを指
定したtget̲blk, tget̲blf, tsnd̲mbfについても同様である。ただし、この
機能は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できる
とは限らない。実際に実行可能かどうかはインプリメント依存である。
【補足事項】
リアルタイムOSの場合は、メモリ獲得待ちでタスクの実行を止めるとい
う使い方をすることは少ない。したがって、get̲blkよりもpget̲blkの方が
必要性が高い。
pget̲blk, get̲blkは、tget̲blkのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
tget̲blkのみをインプリメントし、pget̲blk, get̲blkはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mplidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mplidの可変長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mplid＜(‑4), インプリメント依存）
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E̲PAR
E̲DLT

パラメータエラー(tmout≦(‑2), blkszが負または不正)
待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象メモリプー
ルが削除）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行（ただしpget̲blkおよびtget̲blk
(tmout=TMO̲POL)ではインプリメント依存））

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
タイムアウトの機能を別のシステムコールに分離し、t???̲???の名称と
した。待ち状態に入る他のシステムコールも同様である。
【仕様決定の理由】
資源獲得を行うシステムコールのうち、pget̲blk, pget̲blf, psnd̲mbf
およびtmout=TMO̲POLを指定したtget̲blk, tget̲blf, tsnd̲mbfのみがタス
ク独立部からも実行できる場合があるのは、次のような理由による。
‑ 一般的には、セマフォカウント値やメモリブロックなどの「資源」は、
タスクに与えられるものである。したがって、割込みハンドラ等のタ
スク独立部では、資源を確保することができず、タスク独立部から
wai̲sem等を発行することはできない。
‑ しかし、タスク独立部が資源を確保したとしても、タスク独立部を終
了する前に資源を返してしまう（あるいは他のタスクやメイルボック
スに渡してしまう）ことにすれば、矛盾は生じない。たとえば、割込
みハンドラの中からメッセージを送る場合には、メッセージを送る前
にメッセージ用のメモリブロックを確保する必要が生じる。もちろん、
割込みハンドラの中では待ち状態になることができないので、get̲blk
ではなく、pget̲blkを発行しなければならない。
また、psnd̲mbfの場合は、バッファの空き領域という資源を消費する
だけである。
‑ pget̲blk, pget̲blf, psnd̲mbf以外のpol̲flg, preq̲sem, prcv̲msgなど
をタスク独立部から実行する必要性はない。これらのシステムコール
をタスク独立部から発行した場合は、E̲CTXのエラーとする。
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[E] rel̲blk
可変長メモリブロック返却
rel̲blk:

Release Variable‑size Memory Block

【パラメータ】
ID

mplid

MemoryPoolID

VP

blk

BlockStartAddress

可変長メモリプールID
メモリブロックの先頭
アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = rel̲blk ( ID mplid, VP blk ) ;
【解説】
blkで示されるメモリブロックを、mplidで示される可変長メモリプール
へ返却する。
rel̲blkの実行により、mplidのメモリプールでメモリを待っていた別の
タスクがメモリを獲得し、そのタスクの待ち状態が解除される場合がある。
メモリブロックの返却を行う可変長メモリプールは、メモリブロックの
獲得を行った可変長メモリプールと同じものでなければならない。メモリ
ブロックの返却を行うメモリプールが、メモリブロックの獲得を行ったメモ
リプールと異なっていることが検出された場合には、E̲PARのエラーとなる。
【補足事項】
複数のタスクが待っている可変長メモリプールに対してメモリを返却す
る場合は、要求メモリ数との関係により、複数のタスクが同時に待ち解除
となることがある。この場合の待ち解除後のレディキュー中のタスクの順
序は、同じ優先度を持つタスクの間ではインプリメント依存である。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mplidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mplidの可変長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mplid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（blkが不正、異なるメモリプールへの返却）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
E̲ILBLKのエラーをE̲PARに統合した。
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[E] ref̲mpl
可変長メモリプール状態参照
ref̲mpl:

Refer Variable‑size MemoryPool Status

【パラメータ】
ID

mplid

T̲RMPL* pk̲rmpl

MemoryPoolID

可変長メモリプールID

Packet to Refer MemoryPool
メモリプール状態を返すパケットアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

BOOL̲ID wtsk

WaitTaskInformation

待ちタスクの有無

INT

FreeMemorySize

pk̲rmplの内容
VP

exinf
frsz

空き領域の合計サイズ
（バイト数）

INT

maxsz

MaxMemorySize

最大の空き領域のサイズ
（バイト数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲mpl ( T̲RMPL *pk̲rmpl, ID mplid ) ;
【解説】
mplidで示された対象可変長メモリプールの各種の状態を参照し、リター
ンパラメータとして現在の空き領域の合計サイズfrsz、すぐに獲得可能な
最大の空き領域のサイズmaxsz、待ちタスクの有無(wtsk)、拡張情報
(exinf)を返す。
wtskは、この可変長メモリプールで待っているタスクの有無を示す。待
ちタスクが無い場合は wtsk＝FALSE＝0となる。待ちタスクがある場合は、
wtskとして0以外の値が返る。
インプリメントによっては、待ちタスクがある場合のwtskの値として、
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この可変長メモリプールで待っているタスクのID（0以外の値になる）を返
す場合がある。この可変長メモリプールで複数のタスクが待っている場合
には、待ち行列の先頭のタスクのIDを返す。ただし、この機能は互換性の
保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
ref̲mplで、対象可変長メモリプールが存在しない場合には、エラー
E̲NOEXSとなる。
【補足事項】
mplid＝TMPL̲OS＝(‑4)の可変長メモリプールは、OS（システム）用のメ
モリプールとして扱い、余っているメモリはそこに所属すると解釈する場
合がある。この場合、mplid＝TMPL̲OS＝(‑4)のメモリプールに対して状態
参照のシステムコール(ref̲mpl)を発行することにより、OSの残りのメモリ
容量などを知ることができる。この時、ref̲mplの有効なリターンパラメー
タはfrszとmaxszのみであり、exinfとwtskのリターンパラメータの値は不
定となる。なお、この機能は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］で
あり、常に利用できるとは限らない。
さらに、mplid＝(‑3)〜(‑2)のメモリプールを、インプリメント依存のOS
用メモリプール（スタック専用のメモリプールなど）として、ref̲mplの対
象メモリプールにできる場合がある。mplid＝(‑3)〜(‑2)のメモリプールを
細かく使い分ければ、残りのメモリ容量に関してより詳細な情報を提供す
ることができる。この機能の有無や詳細もインプリメント依存である。
なお、mplid＝(‑1), mplid＝0は予約されたID番号であり、指定した場合
にはE̲IDのエラーとなる。
インプリメントによっては、wtsk, frsz, maxsz以外の追加情報（空きブ
ロックのフラグメント数fragcntなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mplidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mplidの可変長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mplid＜(‑4), インプリメント依存）
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※ mplid＝TMPL̲OS＝(‑4)のメモリプールの機能が提供されている場
合、これに対するref̲mplをユーザタスクから発行することは可能
である。mplid＝(‑3)〜(‑2)に対するref̲mplをユーザタスクから発
行できるかどうかについてはインプリメント依存である。
E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をmpl̲stsからref̲mplに変更した。
ITRON2のmpl̲stsでは空きブロックのフラグメント数(fragcnt)の情報を
返していたが、μITRON 3.0の標準インタフェースではこれを廃止した。
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[E] cre̲mpf
固定長メモリプール生成
cre̲mpf:

Create Fixed‑size MemoryPool

【パラメータ】
ID

mpfid

MemoryPoolID

T̲CMPF* pk̲cmpf

固定長メモリプールID

Packet to Create MemoryPool
固定長メモリプール生成情報

pk̲cmpfの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

mpfatr

MemoryPoolAttribute

メモリプール属性

INT

mpfcnt

MemoryPoolBlockCount

メモリプール全体の
ブロック数

INT

blfsz

MemoryBlockSize

固定長メモリブロックサ
イズ（バイト数）

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = cre̲mpf ( ID mpfid, T̲CMPF *pk̲cmpf ) ;
【解説】
mpfidで指定されたID番号を持つ固定長メモリプールを生成する。具体的
には、mpfcnt, blfszの情報を元に、メモリプールとして利用するメモリ領
域を確保する。また、生成したメモリプールに対して管理ブロックを割り
付ける。ここで生成されたメモリプールに対してget̲blfシステムコールを
発行することにより、blfszのサイズ（バイト数）をもつメモリブロックを
獲得することができる。
正のID番号の固定長メモリプールはユーザ用メモリプール、負のID番号
の固定長メモリプールはシステム用メモリプールである。ユーザタスク
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（タスクIDが正のタスク）はシステム用メモリプールをアクセスすることが
できない。ユーザタスクがシステム用メモリプールを対象としたシステム
コールを発行した場合には、E̲OACVのエラーとなる。ただし、このエラー
の検出はインプリメント依存である。
ID番号が(‑4)〜0の固定長メモリプールは生成できない。mpfidにこれら
の値を指定した場合は、E̲IDのエラーとなる。
exinfは、対象メモリプールに関する情報を入れておくためにユーザが自
由に利用できる。ここで設定した情報は、ref̲mpfで取り出すことができる。
なお、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほしい場合や、途
中で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを確保し、その
メモリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの内容について
関知しない。
mpfatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。mpfatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
mpfatr:= (TA̲TFIFO ‖ TA̲TPRI)
TA̲TFIFO

メモリ獲得待ちタスクのキューイングはFIFO

TA̲TPRI

メモリ獲得待ちタスクのキューイングは優先度順
［レベルX］

TA̲TFIFO, TA̲TPRIでは、タスクがメモリ獲得のためにメモリプールの待
ち行列に並ぶ際の並び方を指定することができる。属性がTA̲TFIFOであれ
ばタスクの待ち行列はFIFOとなり、属性がTA̲TPRIであればタスクの待ち行
列はタスクの優先度順となる。TA̲TPRIの指定は互換性の保証されない拡張
機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
mpfatrのフォーマットは図39のようになる。
【補足事項】
pk̲cmpfのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性を制限しても構わないのであれば、
個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
メモリプールの生成のために必要なメモリ領域や、各オブジェクトの管
理ブロックを割り当てるために必要なメモリ領域は、システム生成時に確
保される。このために必要なパラメータはコンフィグレーションで指定する。

2.6 メモリプール管理機能

258
上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

上位ビット

下位ビット

システム属性
ATRが8bit
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ P

※ mpfatrのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ P=1によって待ち行列が優先度順であること(TA̲TPRI )を示す。

図39. mpfatrのフォーマット

固定長メモリプールの場合、ブロックサイズを変えるためには別のメモ
リプールを用意しなければならない。すなわち、何種類かのメモリブロッ
クサイズが必要となる場合は、サイズごとに複数のメモリプールを設ける
必要がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロックやメモリプール用の領域が確保
できない）

E̲ID

不正ID番号（mpfidが不正あるいは利用できない）

E̲RSATR

予約属性（mpfatrが不正あるいは利用できない）

E̲OBJ

オブジェクトの状態が不正（同一ID番号の固定長メモリプー
ルが既に存在）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mpfid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲cmpfが不正, mpfsz, blfszが負また
は不正）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
可変長メモリプールと固定長メモリプールを別のオブジェクトとした。
属性を整理し、TA̲TPRIの指定は［レベルX］とした。
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[E] del̲mpf
固定長メモリプール削除
del̲mpf:

Delete Fixed‑size MemoryPool

【パラメータ】
ID

mpfid

MemoryPoolID

固定長メモリプールID

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = del̲mpf ( ID mpfid ) ;
【解説】
mpfidで示される固定長メモリプールを削除する。
このメモリプールからメモリを獲得しているタスクが存在しても、その
チェックや通知は行われない。すべてのメモリブロックが返却されていな
くても、このシステムコールは正常終了する。
本システムコールの発行により、対象メモリプールの管理ブロック用の
領域およびメモリプール本体の領域は解放される。また、このシステムコー
ルが終了した後は、同じID番号のメモリプールを再び新しく生成すること
ができる。
対象メモリプールにおいてメモリ獲得を待っているタスクがあった場合
にも、本システムコールは正常終了するが、待ち状態にあったタスクには
エラーE̲DLTが返される。
【補足事項】
複数のタスクが待っている固定長メモリプールを削除した場合に、待ち
解除後のレディキュー中のタスクの順序は、同じ優先度を持つタスクの間
ではインプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了
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E̲ID

不正ID番号（mpfidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mpfidの固定長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mpfid＜(‑4), インプリメント依存）
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[E] get̲blf
固定長メモリブロック獲得
[E] pget̲blf
固定長メモリブロック獲得（ポーリング）
[E] tget̲blf
固定長メモリブロック獲得（タイムアウト有）

get̲blf:

Get Fixed‑size Memory Block

pget̲blf:

Poll and Get Fixed‑size Memory Block

tget̲blf:

Get Fixed‑size Memory Block with Timeout

【パラメータ（get̲blf, pget̲blfの場合）
】
ID

mpfid

MemoryPoolID

固定長メモリプールID

【パラメータ（tget̲blfの場合）
】
ID

mpfid

MemoryPoolID

固定長メモリプールID

TMO

tmout

Timeout

タイムアウト指定

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

VP

blf

BlockStartAddress

メモリブロックの先頭
アドレス

【言語Cインタフェース】
ER ercd = get̲blf ( VP *p̲blf, ID mpfid ) ;
ER ercd =pget̲blf ( VP *p̲blf, ID mpfid ) ;
ER ercd =tget̲blf ( VP *p̲blf, ID mpfid, TMO tmout ) ;
【解説】
mpfidで示される固定長メモリプールからメモリブロックを獲得する。獲
得したメモリブロックの先頭アドレスがblfに返される。獲得されるメモリ
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ブロックのサイズは、固定長メモリプール生成時に blfsz パラメータで指
定された値となる。
獲得したメモリのゼロクリアは行われず、獲得されたメモリブロックの
内容は不定となる。
get̲blfの場合、指定したメモリプールからメモリブロックが獲得できな
ければ、get̲blf発行タスクがそのメモリプールのメモリ獲得待ち行列につ
ながれ、メモリを獲得できるようになるまで待つ。
pget̲blfは、get̲blfから待ち状態に入る機能を取り除いたシステムコー
ルであり、get̲blfを実行した場合に待ち状態に入るかどうかのポーリング
を行う。pget̲blfシステムコールのパラメータの意味はget̲blfと同じであ
る。具体的なpget̲blfの動作は次のようになる。
‑ 空きメモリがあって即座にメモリを獲得できる場合には、get̲blfと同
様の処理をして（必要なメモリを獲得して）、システムコールは正常終
了する。
‑ 空きメモリが無い場合には、ポーリング失敗の意味でE̲TMOUTのエラー
を返し、システムコールが終了する。get̲blf とは異なり、この場合
にも待ち状態には入らない。また、この場合は、発行タスクはメモリ
を獲得できない。
tget̲blfは、get̲blfにタイムアウトの機能を付け加えたシステムコール
であり、tmoutにより待ち時間の最大値（タイムアウト値）を指定すること
ができる。タイムアウト指定が行なわれた場合、待ち解除の条件が満足さ
れない（空きメモリができない）ままtmoutの時間が経過すると、タイムア
ウトエラーE̲TMOUTとなってシステムコールが終了する。
tmoutとしては、正の値のみを指定することができる。tmoutの基準時間
（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨1ミリ秒）と同じで
あることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場
合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
tget̲blfのtmoutとしてTMO̲POL＝0を指定した場合は、タイムアウト値と
して0を指定したことを示し、pget̲blfと全く同じ動作をする。また、
tget̲blfのtmoutとしてTMO̲FEVR＝(‑1)を指定した場合は、タイムアウト値
として無限大の時間を指定したことを示し、get̲blfと全く同じ動作をする。
［レベルE］のcre̲mpfが実装されていないシステムの場合、固定長メモリ
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プールの生成はシステム起動時に静的に行う。固定長メモリプール生成時
に必要なメモリプール属性(mpfatr)、メモリプールサイズ(mpfsz)、ブロッ
クサイズ(blfsz)などのパラメータも、システム起動時に静的に指定する。
メモリブロック獲得待ちを行う場合の待ち行列の順序は、メモリプール
の属性によって、FIFOまたはタスク優先度順のいずれかとなる。ただし、
タスク優先度順の指定は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、
常に利用できるとは限らない。
資源獲得を行うシステムコールのうち、pget̲blk, pget̲blf, psnd̲mbf
（バッファの空き領域を資源とみなす）に限っては、例外的にタスク独立部
やディスパッチ禁止状態からも実行できる場合がある。tmout=TMO̲POLを指
定したtget̲blk, tget̲blf, tsnd̲mbfについても同様である。ただし、この
機能は互換性の保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できる
とは限らない。実際に実行可能かどうかはインプリメント依存である。
【補足事項】
リアルタイムOSの場合は、メモリ獲得待ちでタスクの実行を止めるとい
う使い方をすることは少ない。したがって、get̲blfよりもpget̲blfの方が
必要性が高い。
pget̲blf, get̲blfは、tget̲blfのtmoutとして特定の値（TMO̲POLまたは
TMO̲FEVR）を指定した場合と同じ動作をする。そのため、カーネル内には
tget̲blfのみをインプリメントし、pget̲blf, get̲blfはそれを呼び出すマ
クロとして実現してもよい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mpfidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mpfidの固定長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mpfid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー(tmout≦(‑2))

E̲DLT

待ちオブジェクトが削除された（待ちの間に対象メモリプー
ルが削除）
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E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）

E̲TMOUT

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行（ただしpget̲blfおよびtget̲blf
(tmout=TMO̲POL)ではインプリメント依存））
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[E] rel̲blf
固定長メモリブロック返却
rel̲blf:

Release Fixed‑size Memory Block

【パラメータ】
ID

mpfid

MemoryPoolID

VP

blf

BlockStartAddress

固定長メモリプールID
メモリブロックの先頭
アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = rel̲blf ( ID mpfid, VP blf ) ;
【解説】
blfで示されるメモリブロックを、mpfidで示される固定長メモリプール
へ返却する。
rel̲blfの実行により、mpfidのメモリプールでメモリを待っていた別の
タスクがメモリを獲得し、そのタスクの待ち状態が解除される場合がある。
メモリブロックの返却を行う固定長メモリプールは、メモリブロックの獲得
を行った固定長メモリプールと同じものでなければならない。メモリブロッ
クの返却を行うメモリプールが、メモリブロックの獲得を行ったメモリプール
と異なっていることが検出された場合には、E̲PARのエラーとなる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mpfidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mpfidの固定長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mpfid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（blfが不正、異なるメモリプールへの返却）
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【μITRON 2.0, ITRON2 との相違点】
E̲ILBLKのエラーをE̲PARに統合した。
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[E] ref̲mpf
固定長メモリプール状態参照
ref̲mpf:

Refer Fixed‑size MemoryPool Status

【パラメータ】
ID

mpfid

T̲RMPF* pk̲rmpf

MemoryPoolID

固定長メモリプールID

Packet to Refer MemoryPool
メモリプール状態を返すパケットアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

BOOL̲ID wtsk

WaitTaskInformation

待ちタスクの有無

INT

FreeBlockCount

空き領域のブロック数

pk̲rmpfの内容
VP

exinf
frbcnt

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲mpf ( T̲RMPF *pk̲rmpf, ID mpfid ) ;
【解説】
mpfidで示された対象固定長メモリプールの各種の状態を参照し、リター
ンパラメータとして現在の空きブロック数frbcnt、待ちタスクの有無
(wtsk)、拡張情報(exinf)を返す。
wtskは、この固定長メモリプールで待っているタスクの有無を示す。待
ちタスクが無い場合はwtsk＝FALSE＝0となる。待ちタスクがある場合は、
wtskとして0以外の値が返る。
インプリメントによっては、待ちタスクがある場合のwtskの値として、
この固定長メモリプールで待っているタスクのID（0以外の値になる）を返
す場合がある。この固定長メモリプールで複数のタスクが待っている場合
には、待ち行列の先頭のタスクのIDを返す。ただし、この機能は互換性の
保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
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ref̲mpfで、対象固定長メモリプールが存在しない場合には、エラー
E̲NOEXSとなる。
どんな場合でも、frbcnt＝0とwtsk＝FALSEの少なくとも一方は成り立つ。
【補足事項】
ref̲mplのfrszではメモリの空き領域の合計サイズがバイト数で返るのに
対して、ref̲mpfのfrbcntでは空きブロックの数が返る。
インプリメントによっては、wtsk, frbcnt以外の追加情報（メモリプー
ル属性mpfatrなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲ID

不正ID番号（mpfidが不正あるいは利用できない）

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（mpfidの固定長メモリプー
ルが存在しない）

E̲OACV

オブジェクトアクセス権違反（ユーザタスクからの発行で
mpfid＜(‑4), インプリメント依存）

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）
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「時間管理機能」は、時間に依存した処理を行う機能である。
具体的には、システムクロックの設定や参照を行う機能、タスクを遅延
させる機能、一定時間ごとに起動されるハンドラ（周期起動ハンドラ）を
扱う機能、指定時刻に起動されるハンドラ（アラームハンドラ）を扱う機
能などが含まれている。
時間関係の機能で利用されるデータタイプには、以下のようなものがある。
‑ SYSTIME (System Time)
システムクロック、get̲tim、set̲timで使用するデータタイプ
基準時間1ミリ秒、48ビットを推奨する。
パケットを利用したインタフェースとなる。
‑ CYCTIME (Cycle Time)
def̲cycでハンドラ起動の周期を指定するためのデータタイプ
システムクロックと同じく48ビットを推奨するが、それより少ない
ビット数になる場合もある。
基準時間はシステムクロックと同じである。
パケットを利用したインタフェースとなる。
‑ ALMTIME (Alarm Time)
def̲almでハンドラ起動の時刻（相対または絶対時刻）を指定する
ためのデータタイプ
システムクロックと同じく48ビットを推奨するが、それより少ない
ビット数になる場合もある。また、def̲cycの周期時間の指定と異
なるビット数になる場合もある。
基準時間はシステムクロックと同じである。
パケットを利用したインタフェースとなる。
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‑ DLYTIME (Delay Time)
dly̲tskでタスク遅延時間を指定するためのデータタイプ
INTと同じビット数となる。
基準時間はシステムクロックと同じであることを推奨するが、ビッ
ト数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場合は、システムクロ
ックの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
パケットを使用しないインタフェースとなる。
‑ TMO (Timeout)
待ち状態に入るシステムコール(t???̲???)でタイムアウト時間を指
定するためのデータタイプ
INTと同じビット数となる。
基準時間はシステムクロックと同じであることを推奨するが、ビッ
ト数の少ない（8〜16ビット）プロセッサの場合は、システムクロッ
クの基準時間よりも大きくなっている場合がある。
パケットを使用しないインタフェースとなる。
TMO̲FEVR＝(‑1)で永久待ちを指定できる。
他ノード上のオブジェクトで待つシステムコールを発行した場合の
タイムアウトの基準時間としては、対象ノードの基準時間ではなく、
要求ノードの基準時間が適用される。
【補足事項】
時刻や時間を表わすパラメータにはSYSTIME, TMOなど何種類かのデータ
タイプやビット数が用意されているが、これらは以下のような考え方で決
められている。
1ミリ秒を単位とする場合、32ビット符号付き整数で表現できる時間は24
日間程度なので、システムクロックを表現するためには32ビットでは不足
し、48ビット必要である。したがって、システムクロックを扱うシステム
コール(get̲tim, set̲tim)では48ビットをプロセッサのビット数に応じてい
くつかに分割し、パケットを利用したインタフェースを用いる。
周期起動ハンドラを定義するシステムコール(def̲cyc)とアラームハンド
ラを定義するシステムコール(def̲alm)の場合は、ハンドラアドレスなど他
のパラメータがパケットを用いたインタフェースになっているため、時間関
係のパラメータもやはりパケットを用いる。ビット数はシステムクロックと
同じく48ビットを使うのが標準であるが、それより少なくても構わない。ま
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た、絶対時刻を扱うdef̲almの時刻指定パラメータのビット数と、周期時間
を扱うdef̲cycの時間指定パラメータのビット数が異なっている場合もある。
待ち状態に入るシステムコール(t???̲???)におけるタイムアウト指定の
パラメータと、タスク遅延(dly̲tsk)における遅延時間のパラメータは、い
ずれも相対的な時間を指定するものであり、正確さ（分解能）もそれほど
要求されない。そのため、インタフェースの簡便さを考慮し、パケットを
用いないインタフェースとなっている。これらの時間指定のパラメータは、
普通の整数と同じビット数を持つ。また、ビット数の不足を補うため、こ
れらの時間指定パラメータの単位（基準時間）は、システムクロックの基
準時間（＝推奨1ミリ秒）よりも大きくなっている場合がある。
接続機能（第3章参照）の利用により、他ノード上のオブジェクトで待つ
システムコールを発行した場合のタイムアウトの基準時間としては、対象
ノードの基準時間ではなく、要求ノードの基準時間が適用される。この場
合の具体的な動作とインプリメント手法は次のようになる。
各システムでは、各ノードの基準時間(xT)以外に、ネットワーク全体の
基準時間（NT＝原則として1ms）を決める。各ノードの基準時間は、CPUの
ビット数に依存して1msにできない場合もあるが、ネットワーク全体の基準
時間は、標準パケットフォーマット（原則として32ビット）で表現できれ
ばよいので、原則として1msとなる。
あるノードX（基準時間XT）で、ノードY（基準時間YT）のオブジェクト
を対象としたタイムアウト付きのシステムコールを発行した場合、以下の
処置を行う。
‑

ノードXでは、以下で算出される値(N̲tmout)をノードYに送るパケ
ットに入れる。
パケット内のタイムアウト値 = N̲tmout = ((tmout * XT) / NT)

‑

ノードYでは、ノードXから送られてきたパケットの中のタイムアウ
ト値(N̲tmout)に対して、以下の計算を行い、その値を自ノード内
のシステムコールのタイムアウトパラメータで利用する。
ノードY内のタイムアウト値 = ((N̲tmout * NT) / YT)

たとえば、
タスクA

が 基準時間＝XT＝10msecのノードX上に存在

セマフォB

が 基準時間＝YT＝20msecのノードY上に存在
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セマフォC

が 基準時間＝ZT＝50msecのノードZ上に存在

ネットワークの基準時間＝NT＝1msec
の条件で、タスクAが
twai̲sem（semid＝セマフォB, tmout＝30）
を実行すると、タイムアウト時間は 30×10msec＝300msecとなる。この時、
N̲tmout = ((30 × 10msec)) / 1msec = 300
である。対象ノードYの内部の接続機能処理タスクでは、この要求を受けて
twai̲sem（semid＝セマフォB, tmout＝(300*1msec)/20msec＝15）
のシステムコールが発行される。
また、タスクXが
twai̲sem（semid＝セマフォC, tmout＝30）
を実行すると、タイムアウト時間は、セマフォBの場合と同じく30msec×
10＝300msecとなる。この時、
N̲tmout = ((30 × 10msec)) / 1msec = 300
である。ここまではセマフォBを対象とした場合と同じである。対象ノード
Zの内部の接続機能処理タスクでは、この要求を受けて
twai̲sem（semid＝セマフォC,tmout＝(300*1msec)/50msec＝6）
のシステムコールが発行される。
このように、対象ノードが変わっても、要求ノードが同じであれば、タ
イムアウトの基準時間は同じになる。
【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
μITRON 2.0の「時間管理・タイマハンドラ機能」を「時間管理機能」とした。
時間関係のデータタイプを上記のように整理した。また、それに合わせ
てデータタイプの名称やパラメータの名称を変更した。
【仕様決定の理由】
タイムアウトを伴うシステムコールにおいて、インプリメント上の特別
な処置をしなければ、対象ノード（待ちオブジェクトの存在するノード）
における基準時間が適用されることになる。しかし、これでは1つのプログ
ラム（同じノードで実行されるプログラム）の中でも、待ちオブジェクト
の存在するノードに依存してタイムアウトの基準時間が変わり、使いにく
く、誤解の元になる。そのため、上記のような処置を行い、常に要求ノー
ドの基準時間を適用できるようにした。
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[S] set̲tim
システムクロック設定
set̲tim:

Set Time

【パラメータ】
SYSTIME *pk̲tim

Packet of CurrentTime

現在時刻を示すパケット
アドレス

pk̲timの内容
SYSTIME systim

CurrentSystemTime

システム設定用の現在時刻

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = set̲tim ( SYSTIME *pk̲tim ) ;
【解説】
システムクロックの値をsystimで示される値に設定する。
システムクロックおよびsystimのビット数はインプリメント依存である
が、48ビットとすることを推奨する。また、システムクロックの意味や単
位については、1985年1月1日0時(GMT)からの通算のミリ秒数とすることを
推奨する。
systimの表現に必要なビット数が通常の整数のビット数よりも大きく、
systimとして必要なビット数のデータを一度に扱えないプロセッサの場合
は、systimを上位ビットと下位ビット（必要ならさらに中位ビット）に分
割し、パケット構造体の別々のメンバとして扱う。たとえば、16ビットの
プロセッサで48ビットのsystimを利用する場合は、systimを上位16ビット
(usystim)、中位16ビット(msystim)、下位16ビット(lsystim)の3つに分割
し、それぞれをpk̲timのパケットのメンバとする。また、32ビットのプロ
セッサで48ビットのsystimを利用する場合は、systimを上位16ビット
(usystim)と下位32ビット(lsystim)の2つに分割し、それぞれをpk̲timのパ
ケットのメンバとする。
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【補足事項】
システムの動作中にset̲timを使ってシステムクロックを変更した場合に
は、それまで時間待ちをしていたタスクや、起動を待っていたハンドラ
（周期起動ハンドラやアラームハンドラ）の動作のタイミングが狂う可能性
がある。このような場合の動作はインプリメント依存である。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲timが不正、設定時間が不正）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
インタフェースをパケット化した。
タイムアウトをチェックするシステムコールが分離され、これに合わせ
てE̲TNOSPTのエラーが廃止されたため、set̲timでE̲TNOSPTのエラーを返す
ことはなくなった。タイマが利用できない場合、このシステムコールの存
在意義がないので、システムコール全体がサポートされないという意味で
E̲RSFNのエラーとなる。時間管理の他のシステムコールも同様である。
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[S] get̲tim
システムクロック参照
get̲tim:

Get Time

【パラメータ】
SYSTIME *pk̲tim

Packet of CurrentTime

現在時刻を返すパケット
アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

CurrentSystemTime

システムの現在時刻

pk̲timの内容
SYSTIME systim

【言語Cインタフェース】
ER ercd = get̲tim ( SYSTIME *pk̲tim ) ;
【解説】
システムクロックの現在の値を読み出し、リターンパラメータsystimに返す。
システムクロックおよびsystimのビット数はインプリメント依存である
が、48ビットとすることを推奨する。また、システムクロックの意味や単
位については、1985年1月1日0時(GMT)からの通算のミリ秒数とすることを
推奨する。
systimの表現に必要なビット数が通常の整数のビット数よりも大きく、
systimとして必要なビット数のデータを一度に扱えないプロセッサの場合
は、systimを上位ビットと下位ビット（必要ならさらに中位ビット）に分
割し、パケット構造体の別々のメンバとして扱う。たとえば、16ビットの
プロセッサで48ビットのsystimを利用する場合は、systimを上位16ビット
(usystim)、中位16ビット(msystim)、下位16ビット(lsystim)の3つに分割
し、それぞれをpk̲timのパケットのメンバとする。また、32ビットのプロ
セッサで48ビットのsystimを利用する場合は、systimを上位16ビット
(usystim)と下位32ビット(lsystim)の2つに分割し、それぞれをpk̲timのパ
ケットのメンバとする。
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【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（pk̲timが不正）
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[S] dly̲tsk
タスク遅延
dly̲tsk:

Delay Task

【パラメータ】
DLYTIME dlytim

DelayTime

遅延時間

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = dly̲tsk ( DLYTIME dlytim ) ;
【解説】
自タスクの実行を一時的に停止し、時間経過待ちの状態に入る。タスク
の実行を停止する時間は、dlytimにより指定される。
時間経過待ちの状態は待ち状態の一つであり、rel̲waiにより時間経過待
ちを解除することができる。
このシステムコールを発行したタスクがSUSPEND状態（WAIT‑SUSPEND状態）
になっている間も、時間経過のカウントは行われる。
dlytimの基準時間（時間の単位）はシステムクロックの基準時間（＝推奨
1ミリ秒）と同じであることを推奨するが、ビット数の少ない（8〜16ビット）
プロセッサの場合は、システムクロックの基準時間よりも大きくなってい
る場合がある。
【補足事項】
このシステムコールは、tslp̲tskとは異なり、遅延して終了した場合に
正常終了となる。また、遅延時間中にwup̲tskが実行されても、待ち解除と
はならない。遅延時間が経過する前にdly̲tskが終了するのは、ter̲tskや
rel̲waiが発行された場合に限られる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了
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E̲NOMEM

メモリ不足

E̲PAR

パラメータエラー(dlytim＜0)

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

E̲RLWAI

待ち状態強制解除（待ちの間にrel̲waiを受け付け）
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[E] def̲cyc
周期起動ハンドラ定義
def̲cyc:

Define Cyclic Handler

【パラメータ】
HNO

cycno

T̲DCYC* pk̲dcyc

CyclicHandlerNumber

周期起動ハンドラ指定番号

Packet to Define CyclicHandler
周期起動ハンドラ定義情報

pk̲dcycの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

cycatr

CyclicHandlerAttribute 周期起動ハンドラ属性

FP

cychdr

CyclicHandlerAddress

UINT

cycact

CyclicHandlerActivation

周期起動ハンドラアドレス
周期起動ハンドラ活性状態

CYCTIME cyctim

CycleTime

周期起動時間間隔

ErrorCode

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = def̲cyc ( HNO cycno, T̲DCYC *pk̲dcyc ) ;
【解説】
cycnoで指定された番号に対する周期起動ハンドラを定義する。周期起動
ハンドラは、指定した時間間隔で動くタスク独立部のハンドラである。
cycnoは複数の周期起動ハンドラを区別するための番号であり、act̲cyc,
ref̲cycなどのシステムコールで使用される。
exinfは、対象となる周期起動ハンドラに関する情報を入れておくために
ユーザが自由に利用できる。ここで設定した情報は、ref̲cycで取り出すこ
とができる。なお、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほし
い場合や、途中で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを
確保し、そのメモリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの
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内容について関知しない。
cycatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。cycatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
cycatr := (TA̲ASM ‖ TA̲HLNG)
TA̲ASM

対象ハンドラがアセンブラで書かれている

TA̲HLNG

対象ハンドラが高級言語で書かれている

cycatrのフォーマットは図40のようになる。
cycadrは周期起動ハンドラの先頭アドレス、cyctimは周期起動の時間間
隔、cycactは周期起動ハンドラの一時的なON/OFFの選択（活性状態）を表
わす。cycactでは、次のような値を指定する。
cycact := (TCY̲OFF ‖ TCY̲ON)
TCY̲OFF

H'0...00

周期起動ハンドラは起動されない

TCY̲ON

H'0...01

周期起動ハンドラは起動される

cycact＝TCY̲OFFは周期起動ハンドラの一時的な中断を意味し、この間は
ハンドラが起動されない。
cyctimのビット数はインプリメント依存である。システムクロックと同
じく48ビットを推奨するが、それより少ないビット数になる場合もある。
cyctimの表現に必要なビット数が通常の整数のビット数よりも大きく、

上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

上位ビット
ATRが8bit

下位ビット

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

※ cycat rのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ H=1によって対象ハンドラが高級言語で書かれていること(TA̲HLNG )を示す。

図40. cycatrのフォーマット
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cyctimとして必要なビット数のデータを一度に扱えないプロセッサの場合
は、cyctimを上位ビットと下位ビット（必要ならさらに中位ビット）に分
割し、パケット構造体の別々のメンバとして扱う。たとえば、16ビットの
プロセッサで48ビットのcyctimを利用する場合は、cyctimを上位16ビット
(ucyctim)、中位16ビット(mcyctim)、下位16ビット(lcyctim)の3つに分割
し、それぞれをpk̲dcycのパケットのメンバとする。また、32ビットのプロ
セッサで48ビットのcyctimを利用する場合は、cyctimを上位16ビット
(ucyctim)と下位32ビット(lcyctim)の2つに分割し、それぞれをpk̲dcycの
パケットのメンバとする。
周期起動ハンドラとアラームハンドラを合わせてタイマハンドラと呼ぶ。
タイマハンドラは、ret̲tmrシステムコールによって終了する。タイマハン
ドラの先頭と最後では、タイマハンドラで使用するレジスタの退避と復帰
を行う必要がある。
周期起動ハンドラの中でシステムコールを発行することにより、それま
で RUN状態（実行状態）であったタスクがその他の状態に移行し、代わり
に別のタスクがRUN状態となるべき状況となっても、周期起動ハンドラ実行
中はディスパッチ（実行タスクの切り替え）が起こらない。ディスパッチ
ングが必要になっても、まず周期起動ハンドラを最後まで実行することが
優先され、周期起動ハンドラを終了する時にはじめてディスパッチが行わ
れる。すなわち、周期起動ハンドラ実行中に生じたディスパッチ要求はす
ぐに処理されず、周期起動ハンドラ終了までディスパッチが遅らされる。
これを遅延ディスパッチの原則と呼ぶ。
周期起動ハンドラはタスク独立部として実行される。したがって、周期
起動ハンドラの中では、待ち状態に入るシステムコールや、自タスクの指
定を意味するシステムコールを実行することはできない。
周期起動ハンドラ内において使用可能なシステムコールは、インプリメ
ント依存である。ただし、周期起動ハンドラから何らかのシステムコール
を発行することによって、タスクを起床する（タスクの待ち状態を解除す
る）手段が存在しなければならない。また、インプリメント依存の仕様と
して、次のような制限を設けることが許される。
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‑ あるシステムコールをタスク独立部（周期起動ハンドラなど）のみか
ら発行できるように制限する。
‑ タスク部から発行するシステムコールとタスク独立部（周期起動ハン
ドラなど）から発行するシステムコールを分離することによって、性
能を上げる。この場合、タスク部から発行するシステムコールの名称
が???̲???であれば、タスク独立部から発行するシステムコールの名称
はi???̲???となる。
たとえば、周期起動ハンドラの中からセマフォ資源返却を行うシステ
ムコールとしてisig̲semを用意し、普通のタスクから同じ機能を実現
するシステムコールsig̲semと区別する。
pk̲dcyc＝NADR＝(‑1)とした場合には、前に定義した周期起動ハンドラの
定義解除を行う。
既に定義済みの周期起動ハンドラ番号に対して、周期起動ハンドラを再
定義することも可能である。再定義のときにも、あらかじめその番号のハ
ンドラの定義解除を行なっておく必要はない。既に周期起動ハンドラが定義
されたcycnoに対して新しいハンドラを再定義しても、エラーにはならない。
周期起動ハンドラの定義は、必ずしもこのシステムコールを使って動的
に行う必要はない。オブジェクトの生成と同様に、システム起動時に静的
にハンドラを定義するという仕様であっても構わない。
【補足事項】
def̲cycの実行により周期カウントがクリアされるため、def̲cycを実行
してからちょうどcyctimで指定された時間が経った後に、最初のハンドラ
起動が起こることになる。
def̲cycでは回数の指定が無いので、一旦定義された周期起動ハンドラは、
act̲cycによってcycactをTCY̲OFFにするか、ハンドラを定義解除するまで
周期起動が繰り返される。
タイマハンドラからdef̲cycを呼び出せるインプリメントでは、ハンドラ
内で同じ番号の周期起動ハンドラを再定義することができる。
周期起動ハンドラはオブジェクトではないため、ID番号ではなく、ハン
ドラ番号(cycno)によって複数のハンドラの区別を行なっている。
複数のタイマハンドラや割込みハンドラが同時に動く場合に、それらの
ハンドラがシリアルに起動される（1つのハンドラの実行を終了してから別
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のハンドラの実行を始める）か、ネストして起動される（1つのハンドラの
実行を中断して別のハンドラを実行し、そのハンドラが終了した後で前の
ハンドラの続きを実行する）かということはインプリメント依存である。
いずれにしても、タイマハンドラや割込みハンドラはタスク独立部なので、
遅延ディスパッチの原則が適用される。
pk̲dcycのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性を制限しても構わないのであれば、
個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
TA̲HLNGの指定を行った場合には、必要に応じて、高級言語の環境設定プ
ログラム（高級言語対応ルーチン）を通してからcychdrのアドレスにジャ
ンプする。この指定は、システム属性のうちの最下位のビット(LSB)によっ
て行われる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲RSATR

予約属性（cycatrが不正あるいは利用できない）

E̲PAR

パラメータエラー（cycno, pk̲dcyc, cychdr, cycact,
cyctimが不正あるいは利用できない）

【仕様決定の理由】
周期起動ハンドラやアラームハンドラをタスク独立部としたのは、周期
起動ハンドラやアラームハンドラの定義が有効な間に、def̲cyc, def̲alm
を発行したタスクが終了、削除される可能性を考えたためである。
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[E] act̲cyc
周期起動ハンドラ活性制御
act̲cyc:

Activate Cyclic Handler

【パラメータ】
HNO

cycno

CyclicHandlerNumber

UINT

cycact

CyclicHandlerActivation

周期起動ハンドラ指定番号
周期起動ハンドラ活性状態

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = act̲cyc ( HNO cycno, UINT cycact ) ;
【解説】
周期起動ハンドラの活性状態(cycact)を変更する。
cycactの具体的な指定方法は次のようになっている。
cycact := (TCY̲OFF ‖ TCY̲ON) ｜ [TCY̲INI]
TCY̲OFF

H'0...00

周期起動ハンドラは起動されない

TCY̲ON

H'0...01

周期起動ハンドラは起動される

TCY̲INI

H'0...02

周期起動ハンドラのカウントが初
期化される

cycact＝TCY̲OFFの指定を行うと、周期の経過とは独立に活性状態をOFF
にする。活性状態がOFFの間に指定周期に達しても、周期起動ハンドラは起
動されない。
cycact＝TCY̲ONの指定を行うと、周期の経過とは独立に活性状態をON に
する。OS内部の動作としては、活性状態がOFFの間も指定周期のカウントを
行っているため、act̲cycを実行してから最初に周期起動ハンドラが実行さ
れるまでの時間は一定しない。
一方、cycact＝(TCY̲ON ｜ TCY̲INI)の指定を行うと、活性状態をONにす
るのと同時に周期カウントをクリアする。したがって、act̲cycを実行して
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からちょうど指定周期(cyctim)が経った後に、最初の周期起動ハンドラが
実行される。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（cycnoの周期起動ハンドラ
が定義されていない）

E̲PAR

パラメータエラー（cycnoが利用できない, cycactが不正）
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[E] ref̲cyc
周期起動ハンドラ状態参照
ref̲cyc:

Refer Cyclic Handler Status

【パラメータ】
HNO

cycno

CyclicHandlerNumber

T̲RCYC* pk̲rcyc

周期起動ハンドラ指定番号

Packet to Refer CyclicHandler
周期起動ハンドラの状態を返すパケットの先頭アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

ExtendedInformation

拡張情報

CYCTIME lfttim

LeftTime

次のハンドラ起動までの

UINT

CyclicHandlerActivation

pk̲rcycの内容
VP

exinf

残り時間
cycact

周期起動ハンドラ活性状態
―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲cyc ( T̲RCYC *pk̲rcyc, HNO cycno ) ;
【解説】
cycnoで示された周期起動ハンドラの状態を参照し、周期起動ハンドラ活
性状態cycact、次のハンドラ起動までの残り時間lfttim、拡張情報exinf
をリターンパラメータとして返す。
このうち、cycactでは、TCY̲ONとTCY̲OFFの情報のみが返され、TCY̲INI
の情報が返ることはない。
ref̲cycで、cycnoの周期起動ハンドラが定義されていない場合には、エ
ラーE̲NOEXSとなる。
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【補足事項】
インプリメントによっては、cycact, lfttim以外の追加情報（周期
cyctimなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（cycnoの周期起動ハンドラ
が定義されていない）

E̲PAR

パラメータエラー（cycnoが利用できない, リターンパラメー
タ用のパケットアドレスが使用できない値）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をcyh̲stsからref̲cycに変更した。
インタフェースをパケット化した。
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[E] def̲alm
アラームハンドラ定義
def̲alm:

Define Alarm Handler

【パラメータ】
HNO

almno

AlarmHandlerNumber

T̲DALM* pk̲dalm

アラームハンドラ指定番号

Packet to Define AlarmHandler
アラームハンドラ定義情報

pk̲dalmの内容
VP

exinf

ExtendedInformation

拡張情報

ATR

almatr

AlarmHandlerAttribute

アラームハンドラ属性

FP

almhdr

AlarmHandlerAddress

アラームハンドラアドレス

UINT

tmmode

TimeMode

起動時刻指定モード

AlarmTime

ハンドラ起動時刻

ErrorCode

エラーコード

ALMTIME almtim
【リターンパラメータ】
ER

ercd

【言語Cインタフェース】
ER ercd = def̲alm ( HNO almno, T̲DALM *pk̲dalm ) ;
【解説】
almnoで指定された番号に対するアラームハンドラを定義する。アラーム
ハンドラ（指定時刻起動ハンドラ）は、指定した時刻に起動されるタスク
独立部のハンドラである。
almnoは複数のアラームハンドラを区別するための番号であり、ref̲alm
などのシステムコールで使用される。
exinfは、対象となるアラームハンドラに関する情報を入れておくために
ユーザが自由に利用できる。ここで設定した情報は、ref̲almで取り出すこ
とができる。なお、ユーザの情報を入れるためにもっと大きな領域がほし
い場合や、途中で内容を変更したい場合には、自分でそのためのメモリを
確保し、そのメモリパケットのアドレスをexinfに入れる。OSではexinfの
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内容について関知しない。
almatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。almatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
almatr := (TA̲ASM ‖ TA̲HLNG)
TA̲ASM

対象ハンドラがアセンブラで書かれている

TA̲HLNG

対象ハンドラが高級言語で書かれている

almatrのフォーマットは図41のようになる。
almhdrは起動されるアラームハンドラの先頭アドレス、almtimはアラー
ムハンドラの起動時刻を表わす。tmmodeにより、次のようにして絶対時刻
と相対時刻の指定が可能である。
tmmode := (TTM̲ABS ‖ TTM̲REL)
TTM̲ABS

H'0...00

絶対時刻での指定

TTM̲REL

H'0...01

相対時刻での指定

TTM̲ABSの場合は、almtimで指定した時刻になった時にアラームハンドラ
が起動される。TTM̲RELの場合は、def̲almを実行してからalmtimで指定し
た時間が経った後でアラームハンドラが起動される。almtimで指定した時
刻が過去の時刻であった場合（TTM̲RELではalmtim＜0の場合）には、E̲PAR
のエラーとなる。

上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

☆インプリメント依存属性

上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

上位ビット

下位ビット

システム属性
ATRが8bit
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

※ almat rのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ H=1によって対象ハンドラが高級言語で書かれていること(TA̲HLNG )を示す。

図41. almatrのフォーマット
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almtimのビット数はインプリメント依存である。システムクロックと同
じく48ビットを推奨するが、それより少ないビット数になる場合もある。
almtimの表現に必要なビット数が通常の整数のビット数よりも大きく、
almtimとして必要なビット数のデータを一度に扱えないプロセッサの場合
は、almtimを上位ビットと下位ビット（必要ならさらに中位ビット）に分
割し、パケット構造体の別々のメンバとして扱う。たとえば、16ビットの
プロセッサで48ビットのalmtimを利用する場合は、almtimを上位16ビット
(ualmtim)、中位16ビット(malmtim)、下位16ビット(lalmtim)の3つに分割
し、それぞれをpk̲dalmのパケットのメンバとする。また、32ビットのプロ
セッサで48ビットのalmtimを利用する場合は、almtimを上位16ビット
(ualmtim)と下位32ビット(lalmtim)の2つに分割し、それぞれをpk̲dalmの
パケットのメンバとする。
周期起動ハンドラとアラームハンドラを合わせてタイマハンドラと呼ぶ。
タイマハンドラは、ret̲tmrシステムコールによって終了する。タイマハン
ドラの先頭と最後では、タイマハンドラで使用するレジスタの退避と復帰
を行う必要がある。
アラームハンドラの中でシステムコールを発行することにより、それま
で RUN状態（実行状態）であったタスクがその他の状態に移行し、代わり
に別のタスクがRUN状態となるべき状況となっても、アラームハンドラ実行
中はディスパッチ（実行タスクの切り替え）が起こらない。ディスパッチ
ングが必要になっても、まずアラームハンドラを最後まで実行することが
優先され、アラームハンドラを終了する時にはじめてディスパッチが行わ
れる。すなわち、アラームハンドラ実行中に生じたディスパッチ要求はす
ぐに処理されず、アラームハンドラ終了までディスパッチが遅らされる。
これを遅延ディスパッチの原則と呼ぶ。
アラームハンドラはタスク独立部として実行される。したがって、アラ
ームハンドラの中では、待ち状態に入るシステムコールや、自タスクの指
定を意味するシステムコールを実行することはできない。
アラームハンドラ内において使用可能なシステムコールは、インプリメ
ント依存である。ただし、アラームハンドラから何らかのシステムコール
を発行することによって、タスクを起床する（タスクの待ち状態を解除す
る）手段が存在しなければならない。また、インプリメント依存の仕様と
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して、次のような制限を設けることが許される。
‑ あるシステムコールをタスク独立部（アラームハンドラなど）のみか
ら発行できるように制限する。
‑ タスク部から発行するシステムコールとタスク独立部（アラームハン
ドラなど）から発行するシステムコールを分離することによって、性
能を上げる。この場合、タスク部から発行するシステムコールの名称
が???̲???であれば、タスク独立部から発行するシステムコールの名称
はi???̲???となる。
たとえば、アラームハンドラの中からセマフォ資源返却を行うシステ
ムコールとしてisig̲semを用意し、普通のタスクから同じ機能を実現
するシステムコールsig̲semと区別する。
pk̲dalm＝NADR＝(‑1)とした場合には、前に定義したアラームハンドラの
定義解除を行う。
既に定義済みのアラームハンドラ番号に対して、アラームハンドラを再
定義することも可能である。再定義のときにも、あらかじめその番号のハ
ンドラの定義解除を行なっておく必要はない。既にアラームハンドラが定義
されたalmnoに対して新しいハンドラを再定義しても、エラーにはならない。
アラームハンドラの定義は、指定した時刻になってそのハンドラが起動
されるのと同時に、自動的に解除される。
アラームハンドラの定義は、必ずしもこのシステムコールを使って動的
に行う必要はない。オブジェクトの生成と同様に、システム起動時に静的
にハンドラを定義するという仕様であっても構わない。
【補足事項】
アラームハンドラの中で、待ち状態のタスクを対象としたrel̲wai（また
はirel̲wai）を発行し、タスクの待ち状態を強制解除することにより、タ
イムアウトに似た機能を実現することができる。
アラームハンドラはオブジェクトではないため、ID番号ではなく、ハン
ドラ番号(almno)によって複数のハンドラの区別を行なっている。
複数のタイマハンドラや割込みハンドラが同時に動く場合に、それらの
ハンドラがシリアルに起動される（1つのハンドラの実行を終了してから別
のハンドラの実行を始める）か、ネストして起動される（1つのハンドラの
実行を中断して別のハンドラを実行し、そのハンドラが終了した後で前の
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ハンドラの続きを実行する）かということはインプリメント依存である。
いずれにしても、タイマハンドラや割込みハンドラはタスク独立部なので、
遅延ディスパッチの原則が適用される。
pk̲dalmのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性を制限しても構わないのであれば、
個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
TA̲HLNGの指定を行った場合には、必要に応じて、高級言語の環境設定プ
ログラム（高級言語対応ルーチン）を通してからalmhdrのアドレスにジャ
ンプする。この指定は、システム属性のうちの最下位のビット(LSB)によっ
て行われる。
アラームハンドラが起動された時点では、そのハンドラの定義はすでに
解除されているものとする。つまり、ハンドラ内でref̲almにより起動され
たハンドラの情報を参照すると、E̲NOEXSエラーとなる。また、タイマハン
ドラからdef̲almを呼び出せるインプリメントでは、ハンドラ内で同じ番号
のアラームハンドラを再定義することができる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲RSATR

予約属性（almatrが不正あるいは利用できない）

E̲PAR

パラメータエラー（almno, pk̲dalm, almhdr, tmmode,
almtimが不正あるいは利用できない）
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[E] ref̲alm
アラームハンドラ状態参照
ref̲alm:

Refer Alarm Handler Status

【パラメータ】
HNO

almno

AlarmHandlerNumber

T̲RALM* pk̲ralm

アラームハンドラ指定番号

Packet to Refer AlarmHandler
アラームハンドラの状態を返すパケットの先頭アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

pk̲ralmの内容
VP

exinf

ALMTIME lfttim

ExtendedInformation 拡張情報
LeftTime

ハンドラ起動までの残り時間

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲alm ( T̲RALM *pk̲ralm, HNO almno ) ;
【解説】
almnoで示されたアラームハンドラの状態を参照し、ハンドラ起動までの
残り時間lfttim、拡張情報exinfをリターンパラメータとして返す。
ref̲almで、almnoのアラームハンドラが定義されていない場合には、エ
ラーE̲NOEXSとなる。
【補足事項】
インプリメントによっては、lfttim以外の追加情報（アラームハンドラ
属性almatrなど）も参照できる場合がある。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOEXS

オブジェクトが存在していない（almnoのアラームハンドラ
が定義されていない）
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E̲PAR

パラメータエラー（almnoが利用できない, リターンパラメー
タ用のパケットアドレスが使用できない値）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
システムコールの名称をalh̲stsからref̲almに変更した。

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

295

[E] ret̲tmr
タイマハンドラから復帰
ret̲tmr:

Return from Timer Handler

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
※ システムコールを発行したコンテキストには戻らない
【言語Cインタフェース】
void ret̲tmr ( ) ;
【解説】
タイマハンドラ（周期起動ハンドラ、アラームハンドラ）を終了する。
ITRONやμITRONでは、タイマハンドラの中でシステムコールを実行して
もディスパッチは起らず、ret̲tmrによってタイマハンドラを終了するまで
ディスパッチが遅延させられる（遅延ディスパッチの原則）。そのため、
ret̲tmrでは、タイマハンドラの中から発行されたシステムコールによるデ
ィスパッチ要求がまとめて処理される。
タイマハンドラの先頭と最後では、タイマハンドラで使用するレジスタ
の退避と復帰を行う必要がある。また、このため、ret̲tmrを発行した時の
スタックやレジスタの状態は、タイマハンドラへ入った時と同じでなけれ
ばならず、この関係でret̲tmrでは機能コードを使用できないことがある。
この場合は、他のシステムコールとは別ベクトルのトラップ命令を用いて
ret̲tmrを実現する。
【補足事項】
ret̲tmrは発行元のコンテキストに戻らないシステムコールである。した
がって、何らかのエラーを検出した場合にエラーコードを返しても、これ
らのシステムコールを呼んだ側ではエラーのチェックを行なっていないの
が普通であり、プログラムが暴走する可能性がある。そこで、これらのシ
ステムコールでは、エラーを検出した場合にも、システムコール発行元へ
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は戻らないものとする。検出したエラーについての情報は、エラーログ用
のメッセージバッファに残すのが望ましい。
OSの構成法によっては、サブルーチンリターン命令や割込みリターン命
令によって、このシステムコールを実現できる場合がある。このような場
合は、アセンブラのリターン命令がそのままret̲tmrのシステムコールであ
ると解釈しても構わない。
インプリメントによっては、タイマハンドラを高級言語で書いた場合に、
高級言語のリターン命令（言語Cのreturnや関数の最後）によって、自動的
にret̲tmrを実行できる（高級言語対応ルーチン）。
タイマハンドラの中から別の関数やサブルーチンを呼び出し、その中で
ret̲tmrを実行した場合の動作は保証されない。システムコール機能の通り
にタイマハンドラから戻る場合、その関数を呼んだところに戻る場合、エ
ラーを返す場合がある。
また、割込みハンドラからret̲tmrを呼んだ場合のE̲CTXのエラーチェッ
クはインプリメント依存である。インプリメントによっては、種類の違う
ハンドラからそのままリターンしてしまう場合がある。
ret̲tmrがアセンブラの割込みリターン命令やサブルーチンリターン命令
で実現されている場合、高級言語からこのシステムコールを呼び出すと、
スタックの操作が面倒になる。そのため、高級言語で書いたret̲tmrを単な
るreturn文と解釈し、リターン先の高級言語対応ルーチンにおいて、アセ
ンブラの割込みリターン命令やサブルーチンリターン命令を実行するよう
なインプリメントも可能としている。上記の仕様は、このようなインプリ
メントを許すための仕様である。
どうインプリメントされたOSでも実行できるタイマハンドラ（互換性を
もったプログラム）を書くためには、タイマハンドラのトップレベル（別
の関数やサブルーチンが呼ばれていない状態）においてret̲tmrを実行する
必要がある。
ret̲tmrとret̲intは、いずれもタスク独立部から戻るシステムコールで
あるが、両者を統合しないのは、ハンドラ起動時にOSが介入するかどうか
という点で違いがあるためである。すなわち、ret̲intはCPUハードウェア
によって直接起動されたタスク独立のハンドラからのリターンを表わすの
に対して、ret̲tmrはOSから起動されたタスク独立のハンドラからのリター
ンを表わす。
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【エラーコード】
※次のようなエラーを検出する可能性があるが、エラーを検出した場合
でも、システムコールを発行したコンテキストには戻らない。したが
って、システムコールのリターンパラメータとして直接エラーコード
を返すことはできない。万一エラーを検出した場合の動作は、インプ
リメント依存となる。
E̲CTX

コンテキストエラー（タイマハンドラ以外から発行、イン
プリメント依存）
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「システム管理機能」は、システム全体の環境を設定したり参照したりす
る機能である。
具体的には、OSのバージョンを得る機能、システムの動的な状態を参照
する機能、コンフィグレーションの情報（システムの静的な状態）を参照
する機能、ユーザ定義のシステムコール（拡張SVCハンドラ）を定義する機
能、ゼロ除算などのCPU例外のためのハンドラを定義する機能が含まれてい
る。なお、コンフィグレーションの情報を参照するref̲cfg、例外ハンドラ
を定義するdef̲exc、拡張SVCハンドラを定義するdef̲svcは、CPU依存のレ
ベルCになっている。
【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
例外管理機能もシステム管理機能に含めた。また、例外ハンドラを定義
するdef̲excと拡張SVCハンドラを定義するdef̲svcは、CPU依存のレベルCと
した。
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[R] get̲ver
バージョン参照
get̲ver:

Get Version Information

【パラメータ】
T̲VER* pk̲ver

Packet of Version Information
バージョン情報を返すパケットの先頭アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

pk̲verの内容
UH

maker

Maker

OS製造メーカー

UH

id

ID Number

OS形式番号

UH

spver

Specification Version
ITRON・μITRON仕様書バージョン番号

UH

prver

Product Version

OS製品バージョン番号

UH

prno[4]

Product Number

製品番号、製品管理情報

UH

cpu

CPU Information

CPU情報

UH

var

Variation

バリエーション記述子

【言語Cインタフェース】
ER ercd = get̲ver ( T̲VER *pk̲ver ) ;
【解説】
現在実行中のITRON仕様OSやμITRON仕様OSのメーカー、OSの形式番号、
準拠しているITRON・μITRON仕様書のバージョン番号、製品のバージョン
番号などを得る。
バージョン情報を得るためのパケットの形式や構造体の各メンバのフォー
マットは、ITRON1、ITRON2、μITRON 2.0、μITRON 3.0、およびBTRONの間
でほぼ共通になっている。また、プロセッサのビット数が異なってもほぼ
共通になっている。
makerでは、このOSを作ったメーカーを表わす。makerのフォーマットを
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図42(a)に示す。具体的なメーカーコードの割り当てについては付録を参照
のこと。

[maker]
MAKER
図42(a). makerのフォーマット

idは、OSの種類を区別する番号である。idのフォーマットを図29(b)に示
す。1つのメーカーの中で、MMU対応版とMMU非対応版のような複数の種類の
製品を作った場合、それらを区別するためにidを用いることができる。
idの番号の付け方はメーカーの自由とする。ただし、製品の区別はあく
までもこの番号のみで行なうので、各メーカーにおいて番号の付け方を十
分に検討した上、体系づけて使用するようにしなければならない。
[id]
id

図42(b). idのフォーマット

spverでは、ITRON, μITRON, BTRON, CTRON, TRON仕様チップの区別と、こ
の製品のもとになった仕様書のバージョン番号を表わす。spverのフォーマッ
トを図42(c)に示す。
たとえばμITRON 3.0のVer 3.02.xxの仕様書に対応するspverは次のよう
になる。
MAGIC

= H'5

(μITRON)

SpecVer

= H'302

(Ver 3.02)

spver

= H'5302

また、μITRON 3.0仕様書のドラフト版であるVer 3.A1.xxの仕様書に対応
するspverは次のようになる。
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MAGIC

= H'5

(μITRON)

SpecVer

= H'3A1

(Ver 3.A1)

spver

= H'53A1

[spver]
SpecVer

MAGIC
MAGIC :

TRONのシリーズを区別する番号
H 0 TRON共通（TAD等)
H 1 ITRON1 , ITRON2
H 2 BTRON
H 3 CTRON
H 4 reserved
H 5 μITRON
H 6 μBTRON
SpecVer : この製品のもとになっ たTRON仕様書のバージョン番 号。3桁のパックト
形式BCDコードで入れ る。
ドラフトの仕様書の場合 は、上から2桁目また は3桁目がA, B, Cとなる
場合もあ る。
この場合 は、対応す る16進数のA, B, Cを入れ る。
図42(c). spverのフォーマット

prverでは、内部インプリメント上のバージョン番号を表わす。prverの
フォーマットを図42(d)に示す。MAJORはバージョン番号の大きな区別、
MINORはバージョン番号の小さな区別を表わす。番号の付け方はメーカーの
自由である。
[prver]
MAJOR

MINOR

図42(d). prverのフォーマット

prnoは、製品管理情報や製品番号などを入れるために、各メーカーが自
由に使用してもよい部分である。prnoのフォーマットを図42(e)に示す。
cpuは、このOSを実行するプロセッサを表わす。cpuのフォーマットを図
42(f)に示す。汎用性の高いプロセッサの場合は図42(f)①のフォーマット
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[prno]
prno[0]

prno[1]

prno[2]

prno[3]

図42(e). prnoのフォーマット

を使用し、それ以外の各社独自アーキテクチャのプロセッサの場合には、
図42(f)②のフォーマットを使用する。
図42(f)①のフォーマットにおけるCPU1のコード割当ては、ITRON、μITRON
とBTRONで共通である。また、TRON仕様チップ上に実装したBTRON仕様OSの
標準オブジェクトフォーマットのCPUタイプの部分にも、これと同じ番号が
入る。
一方、図42(f)②のフォーマットを利用する場合、MAKER1のコードの割当
ては、makerの項で説明したMAKERの値の下位8ビットを取り出したものにな
る。CPU2のコードの割当ては該当メーカーが決める。
具体的なCPUコードの割り当てについては付録を参照のこと。
[cpu]
①

②

0

0

0

0

0

0

0

0

CPU1

CPU2

MAKER1
図42(f). cpuのフォーマット

varでは、このOSで利用できる機能の概要を表わす。varのフォーマット
を図42(g)に示す。現在の仕様では、M, V, Pのフィールドは常に0となる。
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[var]
LEV

‑

M

V

P

‑

FIL

‑:

reserve d （0が返る）

LEV:

カーネル仕様および接続機能のレベル分け
B 0000 reserved
B 0001 reserved
B 0010 reserved
B 0011 reserved
B 0100 μITRO N レベルR
B 0101 μITRO N レベルRN
B 0110 μITRO N レベルRNs
B 0111 μITRO N レベルRNe
B 1000 μITRO N レベルS
B 1001 μITRO N reserved
B 1010 μITRO N レベルSN
B 1011 μITRO N レベルSNe
B 1100 μITRO N レベルE
B 1101 μITRO N reserved
B 1110 μITRO N reserved
B 1111 μITRO N レベルEN

M:

マルチプロセッ サ(ITRON‑MP )対応
M=1
密結合マルチプロセッサ用
M=0
シングルプロセッサ用

V:

仮想記憶への対応
V=1
仮想記憶サポートあり
V=0
仮想記憶サポートなし

P:

MMUへの対応
P=1
MMUサポートあり
P=0
MMUサポートなし

FIL:

ファイル仕 様(ITRON/FILE )のレベル分け
B 000
ファイルサポートなし
B 001
<<FI0> >仕様
B 010
<<FI1> >仕様
B 011〜B 111
reserved
図42(g). varのフォーマット
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【補足事項】
OSの製品の種類の区別は、あくまでもidの部分で行なう。var, cpuによ
る表示は便宜的なものに過ぎない。すなわち、var, cpuが異なり、かつid
の等しい製品が存在してはいけない。
get̲verのSpecVerとして得られるのは仕様書のバージョン番号の上位3桁
であるが、これより下位の桁はミスプリントの修正などといった表記上の
変更を表わす桁なので、get̲verで得られる情報には含めていない。仕様書
の内容との対応という意味では、仕様書のバージョン番号の上位3桁を知る
ことが必要十分である。
ドラフト版の仕様書を対象としてインプリメントされたOSでは、SpecVer
の2桁目または3桁目がA, B, Cとなることがある。この場合、仕様書のリリ
ース順序とSpecVerの大小関係が必ずしも一致しないので、注意が必要であ
る。仕様書のリリース順は、たとえば
Ver 3.A1 → Ver 3.A2 → Ver 3.B1 → Ver 3.C1 → Ver 3.00 →
Ver 3.01 → ...
となるが、SpecVerの大小関係はドラフト版から正式版に移る部分（Ver
3.Cx → Ver 3.00の部分）で逆転する。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
メーカーコードやCPUコードの具体的な割り当ての説明は付録に移動した。
varのLEVフィールドのビット数を増やし、R, S, Eおよび接続機能の各レ
ベルを割り当てた。
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[E] ref̲sys
システム状態参照
ref̲sys:

Refer System Status

【パラメータ】
T̲RSYS* pk̲rsys

Packet to Refer System システム状態を返すパケッ
トアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

SystemState

システム状態

pk̲rsysの内容
INT

sysstat

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲sys ( T̲RSYS *pk̲rsys ) ;
【解説】
要求ノードにおけるCPUやOSの実行状態を参照し、ディスパッチ禁止中、
タスク独立部実行中などといった情報をリターンパラメータとして返す。
sysstatは次のような値をとる。
sysstat := (TSS̲TSK ‖ TSS̲DDSP ‖ TSS̲LOC ‖ TSS̲INDP)
TSS̲TSK

0

TSS̲DDSP

1

TSS̲LOC

3

TSS̲INDP

4

タスク部実行中でディスパッチを許可した
通常の状態
タスク部実行中でdis̲dspを実行した後の
状態（ディスパッチ禁止中）
タスク部実行中でloc̲cpuを実行した後の
状態（割込みおよびディスパッチ禁止中）
タスク独立部（割込みハンドラ、タイマハ
ンドラ）実行中

このシステムコールを実装する場合には、割込みハンドラやタイマハン
ドラからも発行できなければならない。
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【補足事項】
割込み禁止状態とsysstatで返す状態との関係については、プロセッサ依
存である。たとえば、dis̲dsp実行後の状態(TSS̲DDSP)から、さらに
dis̲intあるいはchg̲iXXを実行した場合に、ref̲sysのsysstatで返る値が
TSS̲DDSPになるか、TSS̲LOCになるかということはインプリメント依存であ
る。また、システムコールを使わず、プロセッサのPSW中の割込みマスク
（割込み禁止フラグ）を直接セットすることによって割込みを禁止した場合
にも、ref̲sysのsysstatで返る値はインプリメント依存となる。これは、
dis̲intやchg̲iXXの仕様が、プロセッサの割込み関係のアーキテクチャに
依存しているためである。
インプリメントによっては、sysstat以外に次のような追加情報を参照で
きる場合がある。
iXXXX

割込み禁止状態または割込みマスク（レベル、優先度）

runtskid

現在実行状態にあるタスクのID

runtskpri

現在実行状態にあるタスクの優先度

ring

実行リング（特権モード）

psw

プロセッサのPSW値

その他CPUアーキテクチャに依存した情報
マルチプロセッサ構成に拡張した場合、ref̲sysでは、このシステムコー
ルを発行したプロセッサの状態を返す。また、他のプロセッサの状態を返
すシステムコールが追加される。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
ITRON2のpsw̲stsに相当するが、CPUアーキテクチャに依存しない仕様と
した。
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[C] ref̲cfg
コンフィグレーション情報参照
ref̲cfg:

Refer Configuration Information

【パラメータ】
T̲RCFG* pk̲rcfg

Packet to Refer Configuration
コンフィグレーション情報を返すパケットアドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

pk̲rcfgの内容
―（☆CPUおよびインプリメント依存の情報が入る）―

【言語Cインタフェース】
ER ercd = ref̲cfg ( T̲RCFG *pk̲rcfg ) ;
【解説】
システムの静的な情報やコンフィグレーションで指定された情報を参照
する。
ref̲cfgで参照できる具体的な情報としては、以下のようなものがある。
各情報の有無や詳細はインプリメント依存である。
接続機能には関係しない情報
‑ 各オブジェクトのID番号の範囲
‑ suscnt, wupcntなどの最大値
‑ メモリマップの概要や利用可能なメモリ量
‑ 周辺チップ、入出力装置などに関する情報
‑ SYSTIME, DLYTIME, TMOなどの基準時間の値
接続機能に関係した情報
‑ オブジェクトの所在ノードに関する情報
‑ ルーティング、入出力、通信関係の情報
どのノード宛のパケットはどう処理するか、といった情報。
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パケットの送信先ノードと、使用する入出力装置、入出力ハン
ドラ、下位のプロトコルなどとの対応に関する情報。
‑ 接続機能応答待ち状態に対するタイムアウト時間の指定
他ノードに処理を依頼した場合に、応答パケット（TRパケッ
トまたはTAパケット）が返ってくるまでのタイムアウト時間
の指定。
このタイムアウト時間の指定は、発行システムコールの種類
とは無関係で構わないが、対象ノードごとに別々に指定可能
となっているのが望ましい。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
追加機能である。
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[C] def̲svc
拡張SVCハンドラ定義
def̲svc:

Define SupervisorCall Handler

【パラメータ】
FN

s̲fncd

T̲DSVC* pk̲dsvc

SVCFunctionCode

拡張機能コード

Packet to Define SVCHandler
拡張SVCハンドラ定義情報

pk̲dsvcの内容
ATR

svcatr

SVCHandlerAttribute

拡張SVCハンドラ属性

FP

svchdr

SVCHandlerAddress

拡張SVCハンドラアドレス

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = def̲svc ( FN s̲fncd, T̲DSVC *pk̲dsvc ) ;
【解説】
s̲fncdで示される機能コードに対して拡張システムコールハンドラ（拡張
SVCハンドラと呼ぶ）を定義する。具体的には、s̲fncdで示される機能コー
ド番号と拡張SVCハンドラのアドレスsvchdrや属性との対応付けを行う。
def̲svcにより、μITRON 3.0のシステムコールを発行するのと同様のインタ
フェースで、ユーザ定義の拡張SVCハンドラを実行できるようになる。
svcatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。svcatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
svcatr := (TA̲ASM ‖ TA̲HLNG)
TA̲ASM

対象ハンドラがアセンブラで書かれている

TA̲HLNG

対象ハンドラが高級言語で書かれている

svcatrのフォーマットは図43のようになる。
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上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

☆インプリメント依存属性
上位ビット
ATRが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

上位ビット

下位ビット

システム属性
ATRが8bit
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

※ svcat rのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ H=1によって対象ハンドラが高級言語で書かれている(TA̲HLNG )を示す。

図43. svcatrのフォーマット

拡張SVCハンドラの機能の有無や詳細動作はすべてインプリメント依存で
ある。具体的には、以下のような点がインプリメント依存となっている。
‑ パラメータの渡し方
‑ 汎用レジスタの退避
‑ 拡張SVCハンドラからの戻り方
‑ 拡張SVCハンドラがネストした場合の動作
‑ タスク独立部からの実行の可否
‑ 拡張SVCハンドラの不可分性
‑ 拡張SVCハンドラを再定義した場合の動作
【補足事項】
pk̲dsvcのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性を制限しても構わないのであれば、
個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
一般に、拡張SVCハンドラは高い特権レベル（内側のリング、特権モード、
スーパバイザモード）で実行される。また、tskid＞0のユーザタスクであ
っても、拡張SVCハンドラの中ではID＜0のシステムオブジェクトにアクセ
ス可能であり、E̲OACVのエラーにはならない。
TA̲HLNGの指定を行った場合には、必要に応じて、高級言語の環境設定プ

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

311
ログラム（高級言語対応ルーチン）を通してからsvchdrのアドレスにジャ
ンプする。この指定は、システム属性のうちの最下位のビット(LSB)によっ
て行われる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲RSATR

予約属性（svcatrが不正あるいは利用できない）

E̲PAR

パラメータエラー（s̲fncd, pk̲dsvc, svchdrが不正あるい
は利用できない）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
拡張SVCハンドラの機能はすべてインプリメント依存とした。
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[C] def̲exc
例外ハンドラ定義
def̲exc:

Define Exception Handler

【パラメータ】
INT

exckind

ExceptionKind

T̲DEXC* pk̲dexc

例外の種類

Packet to Define ExceptionHandler
例外ハンドラ定義情報

pk̲dexcの内容
ATR

excatr

ExceptionHandlerAttribute

例外ハンドラ属性

FP

exchdr

ExceptionHandlerAddress

例外ハンドラアドレス

―（☆以下にCPUおよびインプリメント依存の情報が付加される場合がある）―

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

【言語Cインタフェース】
ER ercd = def̲exc ( UINT exckind, T̲DEXC *pk̲dexc ) ;
【解説】
exckindで示される例外の種類に対して例外ハンドラを定義する。例外ハ
ンドラは、ゼロ除算などのCPU例外やシステムの異常が発生した際に、これ
らの異常事態に対する処理を行うことを目的としてOSが起動するハンドラ
である。
exckindでは、以下のような例外の原因を区別する。
CPU例外
メモリアクセスに関するエラー
ゼロ除算や不正パラメータ
未定義命令の実行
特権命令の実行
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タスクの異常
ter̲tskによる異常終了（終了ハンドラ）
システム全体の異常
回復できない重大なエラー
エラーコードの通知先のない重大なエラー
OS実行中のデータの矛盾の検出
タスク独立部実行中の重大なエラー
上記の例外の原因をどの程度細かく区別し、どのような例外ハンドラを
定義できるかということは、インプリメント依存である。上記のすべての
例外に対して例外ハンドラを定義できるとは限らない。また、上記の例外
と exckindの実際の値との対応についてもインプリメント依存である。
excatrは、下位側がシステム属性を表わし、上位側がインプリメント依存
属性を表わす。excatrのシステム属性の部分では、次のような指定を行う。
excatr := (TA̲ASM ‖ TA̲HLNG)
TA̲ASM

対象ハンドラがアセンブラで書かれている

TA̲HLNG

対象ハンドラが高級言語で書かれている

excatrのフォーマットは図44のようになる。

上位ビット
ATRが32bit

下位ビット
システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

☆インプリメント依存属性

上位ビット
AT Rが16bit

下位ビット

インプリメント
☆依存属性

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

上位ビット
ATRが8bit

下位ビット

システム属性
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ H

※ excatrのビット数が16ビット以下の場合、システム属性とインプリメント
依存属性の明確な区別はない。
※ H=1によって対象ハンドラが高級言語で書かれている(TA̲HLNG )を示す。

図44. excatrのフォーマット
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例外ハンドラの機能の有無や詳細動作はすべてインプリメント依存であ
る。具体的には、以下のような点がインプリメント依存となっている。
‑ exckindの意味
‑ パラメータ（エラーコードなど）の渡し方
‑ 汎用レジスタの退避
‑ 例外ハンドラからの戻り方
‑ 例外ハンドラがネストした場合の動作
‑ 定義した例外ハンドラの適用範囲（タスク毎に定義できるか、拡張
SVCハンドラに対する例外ハンドラを別にするか）
‑ タスク独立部から起動した場合の動作
‑ 例外ハンドラの実行モード（特権モード、リング、レベル）
‑ 例外ハンドラを再定義した場合の動作
【補足事項】
pk̲dexcのパケット形式（各メンバの順序やビット数）は上記のものを標
準とするが、他のシステムとの互換性を制限しても構わないのであれば、
個々のシステムに適応化してパケット形式を変更してもよい。
TA̲HLNGの指定を行った場合には、必要に応じて、高級言語の環境設定プ
ログラム（高級言語対応ルーチン）を通してからexchdrのアドレスにジャ
ンプする。この指定は、システム属性のうちの最下位のビット(LSB)によっ
て行われる。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲NOMEM

メモリ不足（管理ブロック用の領域が確保できない）

E̲RSATR

予約属性（excatrが不正あるいは利用できない）

E̲PAR

パラメータエラー（exckind, pk̲dexc, exchdrが不正あるい
は利用できない）

【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
例外ハンドラや終了ハンドラの機能はすべてインプリメント依存とした。
また、例外ハンドラ定義のシステムコールを1つにまとめた。
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「ネットワークサポート機能」は、μITRON 3.0の接続機能で対象として
いる疎結合ネットワークの管理やサポートを行う機能である。μITRON 3.0
では、通常のシステムコールでも他ノード上のオブジェクトを操作するこ
とが可能であるが、この場合はノードの区別を意識する必要は少ない。こ
れに対して、ネットワークサポート機能では、ノードの区別を明示的に意
識した処理を行う。
【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
追加機能である。
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[SN] nrea̲dat
他ノードからのデータ読み出し
nrea̲dat:

Read Data from other Node

【パラメータ】
NODE

srcnode

SourceNode

転送元のノード番号

VP

srcadr

SourceAddress

転送元のアドレス

VP

dstadr

DestinationAddress

転送先の自ノード内アドレス

INT

datsz

DataSize

転送データのサイズ（バイト数）

エラーコード

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

INT

reasz

ReadDataSize
実際に読めたデータのサイズ（バイト数）

【言語Cインタフェース】
ER ercd = nrea̲dat ( INT *p̲reasz, VP dstadr, NODE srcnode, VP
srcadr, INT datsz ) ;
【解説】
srcnodeで示されるノードのsrcadrで示されるアドレスからdatszのバイ
ト数のデータを、自ノードのdstadrで示されるアドレス以下に転送する。
reaszには、実際に転送の行われたデータのバイト数が返る。システムコー
ルが正常に実行されれば、reaszはdatszと等しくなる。一方、何らかの理
由によって途中までしか転送できなかった場合、reaszはdatszよりも小さ
くなる。後者の場合でも、エラーコードは E̲OK が返る。
srcnodeにTND̲SELF＝0を指定した場合は、自ノードの指定を表わす。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、
srcadr, datszの値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定し
た場合には、EN̲PARのエラーとなる。

第2章 µITRON 3.0 のシステムコール

317
srcnodeで自ノードを指定し、かつ転送元の領域と転送先の領域の一部が
重なっていた場合には、正しく転送されない場合がある。
srcnodeにTND̲OTHR＝(‑1)を指定することにより、デフォルトの他ノード
の指定を表わす場合がある。この機能は、接続機能の対象ノードが一意的
に決まっている場合、たとえばスター結合の周辺ノードから中心ノードを
見るような場合に有用な機能である。また、2つのノードを1本の回線でつ
ないだような簡単なネットワークでは、TND̲OTHR＝(‑1)の指定によって、
もう一方の相手側のノードを表わすことができる。TND̲OTHRの指定を利用
できるかどうかは、ネットワーク構成やインプリメントに依存する。
なお、TND̲SELFとTND̲OTHRの指定は、n???̲???システムコールのパラメー
タとしてのみ利用されるものであり、他ノードとの通信パケットの中に出
てくるものではない。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（dstadr, datszが使用できない値）

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のsrcadr, datszを指定）
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[SN] nwri̲dat
他ノードへのデータ書き込み
nwri̲dat:

Write Data to other Node

【パラメータ】
VP

srcadr

SourceAddress

転送元の自ノード内アドレス

NODE

dstnode

DestinationNode

転送先のノード番号

VP

dstadr

DestinationAddress 転送先のアドレス

INT

datsz

DataSize

転送データのサイズ（バイト数）

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

INT

wrisz

WriteDataSize

実際に書き込めたデータのサ
イズ（バイト数）

【言語Cインタフェース】
ER ercd = nwri̲dat ( INT *p̲wrisz, NODE dstnode, VP dstadr, VP
srcadr, INT datsz ) ;
【解説】
自ノードのsrcadrで示されるアドレスからdatszのバイト数のデータを、
dstnodeで示されるノードのdstadrで示されるアドレス以下に転送する。
wriszには、実際に転送の行われたデータのバイト数が返る。システムコ
ールが正常に実行されれば、wriszはdatszと等しくなる。一方、何らかの
理由によって途中までしか転送できなかった場合、wriszはdatszよりも小
さくなる。後者の場合でも、エラーコードはE̲OKが返る。
dstnodeにTND̲SELF＝0を指定した場合は、自ノードの指定を表わす。
【補足事項】
対象ノードのビット数よりも要求ノードのビット数の方が大きく、
dstadr, datszの値として対象ノードでサポートされていない範囲を指定し
た場合には、EN̲PARのエラーとなる。
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dstnodeで自ノードを指定し、かつ転送元の領域と転送先の領域の一部が
重なっていた場合には、正しく転送されない場合がある。
dstnodeにTND̲OTHR＝(‑1)を指定することにより、デフォルトの他ノード
の指定を表わす場合がある。この機能は、接続機能の対象ノードが一意的
に決まっている場合、たとえばスター結合の周辺ノードから中心ノードを
見るような場合に有用な機能である。また、2つのノードを1本の回線でつ
ないだような簡単なネットワークでは、TND̲OTHR＝(‑1)の指定によって、
もう一方の相手側のノードを表わすことができる。TND̲OTHRの指定を利用
できるかどうかは、ネットワーク構成やインプリメントに依存する。
なお、TND̲SELFとTND̲OTHRの指定は、n???̲???システムコールのパラメー
タとしてのみ利用されるものであり、他ノードとの通信パケットの中に出
てくるものではない。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（srcadr, datszが使用できない値）

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）

EN̲PAR

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した（対象ノードでサポートさ
れていない範囲のdstadr, datszを指定）
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[SN] nget̲nod
自ノード番号参照
nget̲nod:

Get Node number

【パラメータ】
なし
【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

NODE

node

Node

自ノードのノード番号

【言語Cインタフェース】
ER ercd = nget̲nod ( NODE *p̲node ) ;
【解説】
自ノードのノード番号を得る。
【補足事項】
ノード番号の付け方は個々のネットワークやシステムに依存しており、
絶対的なノード番号（どのノードから見ても同じように使えるノードアド
レス）が利用できるとは限らない。そのため、このシステムコールで得ら
れたノード番号を他のノードに送っても、それが意味を持つとは限らない。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了
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[SN] nget̲ver
他ノードのバージョン参照
nget̲ver:

Get Version Information of Other Node

【パラメータ】
NODE

node

T̲VER* pk̲ver

Node

バージョンを得る対象ノード

Packet of Version Information
バージョン情報を返すパケットの先頭アドレス

【リターンパラメータ】
ER

ercd

ErrorCode

エラーコード

pk̲verの内容
UH

maker

Maker

OS製造メーカー

UH

id

ID Number

OS形式番号

UH

spver

Specification Version
ITRON・μITRON仕様書バージョン番号

UH

prver

Product Version

OS製品バージョン番号

UH

prno[4]

Product Number

製品番号、製品管理情報

UH

cpu

CPU Information

CPU情報

UH

var

Variation

バリエーション記述子

【言語Cインタフェース】
ER ercd = nget̲ver ( T̲VER *pk̲ver, NODE node ) ;
【解説】
他ノードで実行中のITRON仕様OSやμITRON仕様OSのメーカー、OSの形式
番号、準拠しているITRON・μITRON仕様書のバージョン番号、サポートレ
ベルなどの情報を得る。
OS製造メーカー(maker)、OS形式番号(id)、ITRON・μITRON仕様書バージ
ョン番号(spver)、OS製品バージョン番号(prver)、製品番号、製品管理情
報(prno)、CPU情報(cpu)、バリエーション記述子(var)の意味やフォーマッ
トは、get̲verで得られる同名の情報の意味やフォーマットと全く同じであ
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る。これらの情報（パケット内容）は、対象ノードから要求ノードに自動
的に転送される。
nodeにTND̲SELF＝0を指定した場合は、自ノードの指定を表わす。
【補足事項】
nget̲verで得られる情報は、データサイズが固定されているので、
EN̲RPARのエラーが発生することはない。
nodeにTND̲OTHR＝(‑1)を指定することにより、デフォルトの他ノードの
指定を表わす場合がある。この機能は、接続機能の対象ノードが一意的に
決まっている場合、たとえばスター結合の周辺ノードから中心ノードを見
るような場合に有用な機能である。また、2つのノードを1本の回線でつな
いだような簡単なネットワークでは、TND̲OTHR＝(‑1)の指定によって、も
う一方の相手側のノードを表わすことができる。TND̲OTHRの指定を利用で
きるかどうかは、ネットワーク構成やインプリメントに依存する。
なお、TND̲SELFとTND̲OTHRの指定は、n???̲???システムコールのパラメー
タとしてのみ利用されるものであり、他ノードとの通信パケットの中に出
てくるものではない。
【エラーコード(ercd)】
E̲OK

正常終了

E̲PAR

パラメータエラー（リターンパラメータ用のパケットアド
レスが使用できない値）

E̲CTX

コンテキストエラー（タスク独立部またはディスパッチ禁
止状態で実行）
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本節では、システムコールの解説やレファレンスの中で使われているデ
ータタイプの名称について説明する。
汎用的なデータタイプ
B

符号付き8ビット整数

H

符号付き16ビット整数

W

符号付き32ビット整数

UB

符号無し8ビット整数

UH

符号無し16ビット整数

UW

符号無し32ビット整数

VB

データタイプが一定しないもの（8ビットサイズ）

VH

データタイプが一定しないもの（16ビットサイズ）

VW

データタイプが一定しないもの（32ビットサイズ）

VP

データタイプが一定しないものへのポインタ

FP

プログラムのスタートアドレス一般

※VB, VH, VWとB, H, Wとの違いは、前者はビット数のみが分かっており、
データタイプの中身が分からないものを表すのに対して、後者は整数
を表わすことがはっきりしているという点である。
ITRONに依存した意味を持つデータタイプ
パラメータの意味を明確にするため、出現頻度の高いデータタイプや特
殊な意味を持つデータタイプに対して、以下のような名称を使用する。
INT

符号付き整数（プロセッサのビット幅）
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UINT

符号無し整数（プロセッサのビット幅）

BOOL

ブール値。FALSE（0 ‑ 偽）またはTRUE（1 ‑ 真）

FN

機能コード。符号付き整数である。最大2バイトである。

ID

オブジェクトのID番号(???id)
値の範囲はシステムに依存して決まる。一般には符号
付き整数である。
接続機能をサポートしている場合は、特定のID値が他
ノード上のオブジェクトを指す場合がある。

BOOL̲ID

ブール値またはID番号

HNO

ハンドラ番号

RNO

ランデブ番号

NODE

ノード番号。一般には符号付き整数である。

ATR

オブジェクト属性、ハンドラ属性。符号無し整数である。

ER

エラーコード。符号付き整数である。

PRI

タスク優先度。符号付き整数である。

T̲MSG

メイルボックス用のメッセージパケットの構造体

TMO

タイムアウト。符号付き整数である。
TMO̲POL＝0でポーリング、TMO̲FEVR＝(‑1)で永久待ち
を示す。

SYSTIME, CYCTIME, ALMTIME
時間指定のためのデータタイプ。実際には上位と下位
に分けて扱うことが多い。詳細は2.7節の説明を参照。
DLYTIME
タスク遅延時間を指定するためのデータタイプ。詳細
は2.7節の説明を参照。
※これらのデータタイプのビット数、値の範囲などは、対象プロセッサ
およびインプリメントに依存する。
※μITRON 3.0では対象プロセッサのビット数を固定していないため、言
語Cインタフェースの説明の中では、ビット数を明確にしたW, H, UW,
UHのような記述はあまり使用されず、INT, UINTを使用している場合が
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多い。しかし、μITRON 3.0の個々のインプリメントでは、対象プロセ
ッサのビット数がわかっているので、製品のマニュアル等において
INT, UINTの代りにW, H, UW, UH等を使用することは構わない。
※例えば、16ビットのプロセッサを対象とした場合には、INTとH、およ
びUINTとUHが同じ意味を表わす。つまり、以下のように書くことがで
きる。
typedef H

INT;

/* 16ビットプロセッサの場合 */

typedef UH

UINT;

/* 16ビットプロセッサの場合 */

※個々のインプリメントでは、上記のデータタイプと実際のビット数と
の対応について明らかにする必要がある。
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μITRON 3.0では、各システムコールで発生するエラーに対して、それを
表わすニモニックとエラーコードの標準値を設けている。エラーコードの
標準値は負の数になっている。
μITRON 3.0で使用するエラーコードのフォーマットを図45に示す。
インプリメント依存のエラー(EV̲????)のためのエラーコードとしては、
図のercd③のフォーマットのうち、次の値を使用する。
errno = 225〜255, ERRNO = B'000????? （インプリメント依存）
ercd

= B'11...111000?????

また、ユーザ用（拡張SVCハンドラなど）のエラーコードとしては、図の
ercd③のフォーマットのうち、次の値を使用する。
errno = 193〜223, ERRNO = B'001????? （ユーザ用）
ercd

= B'11...111001?????

ercd①

0

RETURN̲CODE

ercd②

0. . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正常終了(＝0)

ercd③

1. . . 1 1 1 1 1

ERRNO

正常終了(＞0)

エラー発生(＜0)

※ ercd①のフォーマットは、µITRON 3. 0の範囲では使用してい
ないが、ITRON/FILE では使用されている。
※ ercd③のフォーマットにおいて、errno＝ercd×(-1)とすると、
1≦errno≦255であり、ERRNOはerrnoの2の補数になる。
図45. エラーコードのフォーマット
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ただし、これらの値を8ビットの符号付き整数として見た場合には、正の
値になってしまうので、8ビットのCPUで利用する場合には注意が必要である。
μITRON 3.0で使用するエラーコードのニモニックとその標準値につい
て、以下に説明する。
E C ̲ N O N E , e r r n o : 0）
正常終了のエラークラス (E
E̲OK

errno=0（10進数）ercd=‑0（10進数）=‑H'00 [H'0..0000]
正常終了

E C ̲ S Y S , e r r n o : 5〜 8 )
システムエラーのエラークラス (E
E̲SYS

errno=5（10進数） ercd=‑5（10進数）=‑H'05

[H'f..fffb]

システムエラー
原因不明のエラーであり、システム全体に影響するエラーである。
E C ̲ N O M E M , e r r n o : 9〜 1 6 )
メモリ不足のエラークラス (E
E̲NOMEM errno=10（10進数）ercd=‑10（10進数）=‑H'0a

[H'f..fff6]

メモリ不足
オブジェクト管理ブロック領域、ユーザスタック領域、メモリプー
ル領域、メッセージバッファ領域などを獲得する時のメモリ不足
(no memory)
(μITRON 2.0, ITRON2のエラーコードとの関係)
ITRON2, μITRON 2.0のE̲NOSMEMを含む。
E C ̲ R S V , e r r n o : 1 7〜 3 2 )
予約機能エラーのエラークラス (E
E̲NOSPT errno=17（10進数）ercd=‑17（10進数）=‑H'11

[H'f..ffef]

未サポート機能
システムコールの一部の機能（［レベルX］の部分など）がサポー
トされていない場合に、その機能を指定すると、E̲RSATRまたは
E̲NOSPTのエラーを発生する。E̲RSATRに該当しない場合には、
E̲NOSPTのエラーとなる。
E̲INOSPT errno=18（10進数）ercd=‑18（10進数）=‑H'12

ITRON/FILEでの未サポート機能
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E̲RSFN

errno=20（10進数）ercd=‑20（10進数）=‑H'14

[H'f..ffec]

予約機能コード番号
予約機能コード（未定義の機能コード）を指定してシステムコー
ルを実行しようとした場合に、このエラーが発生する。未定義の
拡張SVCハンドラを実行しようとした場合（機能コードが正の場合）
にも、このエラーが発生する。
E̲RSATR errno=24（10進数）ercd=‑24（10進数）=‑H'18

[H'f..ffe8]

予約属性
未定義やサポートしていないオブジェクト属性を指定した場合に
発生する。
システム依存の適応化を行う場合、このエラーのチェックは省略
されることがある。
E C ̲ P A R , e r r n o : 3 3〜 4 8 )
パラメータエラーのエラークラス (E
※ ほぼ静的にチェック可能なエラーである。
E̲PAR

errno=33（10進数）ercd=‑33（10進数）=‑H'21

[H'f..ffdf]

パラメータエラー
システム依存の適応化を行う場合、このエラーのチェックは省略
されることがある。
(μITRON 2.0, ITRON2のエラーコードとの関係)
ITRON2, μITRON 2.0のE̲ILADR, E̲TPRI, E̲VECN, E̲IMS, E̲ILBLK,
E̲ILTIME, E̲RSMD, E̲SZOVR, E̲ILFNを含む。
E̲ID

errno=35（10進数）ercd=‑35（10進数）=‑H'23

[H'f..ffdd]

不正ID番号
なお、E̲IDはID番号を持つオブジェクトに対してのみ発生するエ
ラーであるため、割込みベクトル番号やハンドラ番号に関しては
これらのエラーが発生することはない。割込みベクトル番号やハ
ンドラ番号に関して、範囲外や予約番号といった静的なエラーが
検出された場合には、E̲PARのエラーが発生する。
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(μITRON 2.0, ITRON2のエラーコードとの関係)
ITRON2, μITRON 2.0のE̲IDOVR, E̲RSIDを含む。
E C ̲ O B J , e r r n o : 4 9〜 6 4 )
不正オブジェクト指定のエラークラス (E
E̲NOEXS errno=52（10進数）ercd=‑52（10進数）=‑H'34

[H'f..ffcc]

オブジェクトが存在していない
E̲OBJ

errno=63（10進数）ercd=‑63（10進数）=‑H'3f

[H'f..ffc1]

オブジェクトの状態が不正
（μITRON 2.0, ITRON2のエラーコードとの関係）
ITRON2, μITRON 2.0のE̲EXS, E̲NODMT, E̲DMT, E̲SELF, E̲NOWAI,
E̲NOSUS, E̲NORDVを含む。
E C ̲ A C V , e r r n o : 6 5 〜 6 8)
アクセス権違反のエラークラス (E
※ Access Violation
※ オブジェクト、メモリのアクセス違反を含む。ファイルのアク
セス違反は除く。
E̲MACV

errno=65（10進数）ercd=‑65（10進数）=‑H'41

[H'f..ffbf]

メモリアクセス不能，メモリアクセス権違反
E̲OACV

errno=66（10進数）ercd=‑66（10進数）=‑H'42

[H'f..ffbe]

オブジェクトアクセス権違反
ユーザタスクがシステムオブジェクトを操作した場合に発生する。
このエラーの検出はインプリメント依存である。
E C ̲ C T X , e r r n o : 6 9 〜 7 2)
コンテキストエラーのエラークラス (E
E̲CTX

errno=69（10進数）ercd=‑69（10進数）=‑H'45

[H'f..ffbb]

コンテキストエラー
このシステムコールを発行できるコンテキスト（タスク部／タス
ク独立部の区別やハンドラ実行状態） にはないということを示す
エラーである。
自タスクを待ち状態にするシステムコール（wai̲semなど）をタス
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ク独立部から発行した場合のように、システムコールの発行コン
テキストに関して意味的な間違いのある場合には、必ずこのエラ
ーが発生する。また、それ以外のシステムコールであっても、イ
ンプリメントの制約のため、あるコンテキスト（割込みハンドラ
など）からそのシステムコールを発行できない場合に、このエラ
ーが発生する。
（μITRON 2.0, ITRON2のエラーコードとの関係）
ITRON2, μITRON 2.0のE̲XNOSPTを含む。
E C ̲ E X E C , e r r n o : 7 3 〜 8 0)
実行時エラーのエラークラス (E
E̲QOVR

errno=73（10進数）ercd=‑73（10進数）=‑H'49

[H'f..ffb7]

キューイングまたはネストのオーバーフロー
E C ̲ E X C M P , e r r n o : 8 1 〜 8 4)
実行終了時エラーのエラークラス (E
※ Execution Completed
E̲DLT

errno=81（10進数）ercd=‑81（10進数）=‑H'51

[H'f..ffaf]

待ちオブジェクトが削除された
E C ̲ R L W A I , e r r n o : 8 5 〜 8 8)
待ち状態強制解除のエラークラス (E
※ Release Wait
E̲TMOUT errno=85（10進数）ercd=‑85（10進数）=‑H'55

[H'f..ffab]

ポーリング失敗またはタイムアウト
（μITRON 2.0, ITRON2のエラーコードとの関係）
ITRON2, μITRON 2.0のE̲PLFAILを含む。
E̲RLWAI errno=86（10進数）ercd=‑86（10進数）=‑H'56

[H'f..ffac]

待ち状態強制解除
E C ̲ N O D E , e r r n o : 1 1 3 〜 1 2 8)
接続機能に関するエラークラス (E
EN̲NOND

errno=113（10進数）ercd=‑113（10進数）=‑H'71[H'f..ff8f]

対象ノードが存在しない、対象ノードにアクセスできない
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要求ノード側のオブジェクト所在テーブル、コンフィグレーショ
ンテーブル、途中経路のルーティングテーブルを見て判断できる
エラーである。
EN̲OBJNO errno=114（10進数）ercd=‑114（10進数）=‑H'72[H'f..ff8e]

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定
要求ノード側では他ノードのオブジェクトをアクセスするつもり
でパケットを送信し、対象ノードに到着したのに、対象ノード側
でそのオブジェクト番号が使えない（存在しない，あるいは他ノ
ードからのアクセスができない）場合に発生するエラーである。
要するに、要求ノード側と対象ノード側のオブジェクト所在テー
ブルに矛盾があることを示す。
EN̲PROTO errno=115（10進数）ercd=‑115（10進数）=‑H'73[H'f..ff8d]

対象ノードでサポートされていないプロトコル
EN̲RSFN

errno=116（10進数）ercd=‑116（10進数）=‑H'74[H'f..ff8c]

対象ノードでサポートされていないシステムコール
接続機能を経由して、対象ノードで処理できないレベルのシステ
ムコールを発行した場合は、EN̲RSFNのエラーとなる。たとえば、
レベルSNの対象ノードに対してレベルENのシステムコールを発行
した場合は、EN̲RSFNのエラーとなる。
EN̲COMM

errno=117（10進数）ercd=‑117（10進数）=‑H'75[H'f..ff8b]

対象ノードからの応答が無い
より具体的な原因としては、対象ノードが稼働していない場合、
対象ノードが故障している場合、通信路が開通していない場合、
通信路で起きたエラーを回復できなかった場合などにこのエラー
が発生する。
EN̲RLWAI errno=118（10進数）ercd=‑118（10進数）=‑H'76[H'f..ff8a]

接続機能応答待ち状態の強制解除
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接続機能応答待ちのタスクや、他ノードのオブジェクトで待って
いるタスクに対してrel̲waiを実行した場合に、rel̲waiの対象タ
スクにはこのエラーが返る。このエラーが返った場合、rel̲wai
の対象タスクが資源を獲得（あるいは返却）せずに待ち解除とな
ったか、資源を獲得して待ち解除となったかは確定できない。
これに対して、E̲RLWAIのエラーが返った場合は、rel̲waiの対象
タスクが資源を獲得せずに待ち解除となったことが保証される
（資源を獲得して待ち解除となった場合は正常終了になる）。
EN̲PAR

errno=119（10進数）ercd=‑119（10進数）=‑H'77[H'f..ff89]

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の値をパ
ラメータとして指定した
EN̲RPAR

errno=120（10進数）ercd=‑120（10進数）=‑H'78[H'f..ff88]

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の値がリ
ターンパラメータとして返された
EN̲CTXID errno=121（10進数）ercd=‑121（10進数）=‑H'79[H'f..ff87]

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発行さ
れたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定
なお、このエラーが発生するのは、対象オブジェクトが自ノード
内にあれば実行可能な（エラーにならない）ケースに限られる。
対象オブジェクトが自ノード内か他ノード上かにかかわらず、タ
スク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発行され
たシステムコールが常に実行できない場合には、EN̲CTXIDではな
くE̲CTXのエラーとなる。
EN̲EXEC

errno=122（10進数）ercd=‑122（10進数）=‑H'7a[H'f..ff86]

対象ノードにおける資源不足のため実行できない
対象ノードにおいて接続機能を実現する際には、メモリ、タスク
などの資源を使う。そのため、現実的には、これらの資源が取れ
ないという理由で対象ノード上でのシステムコールを実行できな
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い可能性がある。すなわち、システムコールの使い方は間違って
いないのに、対象ノードにおける資源不足のためにシステムコー
ルを実行できないことがある。その場合に発生するのがこのエラ
ーである。
このエラーが検出された場合は、少し時間をおいてからリトライ
するといった対応をとるしかない。
EN̲NOSPT errno=123（10進数）ercd=‑123（10進数）=‑H'7b[H'f..ff85]

サポートされていない接続機能
【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
・エラーコードを大幅に統合した。
・エラーコードの値は、従来のITRON2、μITRON 2.0のシステムコールの
エラーコードの割り当てをそのまま生かした。
名称の変更されたエラーコードも、意味が対応していれば同じエ
ラーコード値を使っている。
・ただし、システムコール例外や例外マスクの機能が必要なくなるので、
下から2バイト目で例外クラスを表示する機能(EXCLS)は廃止した。こ
れによってエラーコードの構成を簡単にし、8ビットのCPUでも使いや
すくした。
errnoに(‑1)を掛けたものがそのままercdとなる。
エラーの分類を行うため、例外クラスの考え方は残すが、名称は
「エラークラス」に変更する。
・従来MMU用として予約されていたエラークラスを、接続機能に関するエ
ラーコード(EN̲xxxx)とした。MMU用のエラークラスとエラー番号は、
その後ろに移動する。
8ビットのCPUにおいて、エラーコードを負の数として解釈するた
めには、errnoをこの範囲に収める必要がある。この点については、
MMU用のエラーよりも接続機能に関するエラーを優先した。
・ITRON/FILEの機能に対するエラーコード(EF̲xxxx)は、従来と同じで
ある。
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ニモニック
ITRONでは、マシンの仮想化を行なっていないため、プロセッサが異なれ
ばオブジェクトコードの互換性はない。異なるプロセッサ間でITRONのアプ
リケーションプログラムを移植するためには、高級言語を使用してプログ
ラムを記述する必要がある。ITRONでは、現在、言語Cを標準的な高級言語
として使用することにしており、言語CからμITRON 3.0のシステムコールを
実行する場合のインタフェース方法を標準化している。
ITRONの言語Cインタフェースでは、次のような共通原則を設けている。
・システムコールはすべてCの関数として定義される。
・関数としての戻り値は、原則としてシステムコールのエラーコード
(ercd)になる。正常終了の場合はercdが0となり、エラーが発生した場
合はercdが0以外の値（標準は負の値）になる。
・エラーコード以外のリターンパラメータ(???)を返す場合には、リター
ンパラメータを入れる領域へのポインタ(p̲???)をパラメータとして指
定する。
・リターンパラメータへのポインタは、パラメータよりも先に置くもの
とする。
アセンブラインタフェースでの指定がポインタ（パケットアドレ
ス）になっているものについても、意味的にリターンパラメータ
に相当するものであれば、この原則が適用される（ref̲???など）。
言語Cで使用するニモニックの付与に関しては、次のような共通原則を設
けている。
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・パラメータ、リターンパラメータの名称
パラメータ、リターンパラメータの名称に関しては、次のような
原則を設けている。
p̲

リターンパラメータを入れる領域へのポインタ

pk̲

パケットアドレス

〜cd

〜コード

i〜

初期値

〜sz

サイズ（バイト数）

〜cnt

個数

パラメータ名が同じであれば、原則として同じデータタイプを持つ。
なお、μITRON 3.0では、〜szの名称を持つパラメータ（blksz,
frsz, msgsz, bufsz, stksz, datszなど）の単位はすべてバイト数
である。一方、バイト数ではなくブロック数やメッセージ数など
を単位とするパラメータでは、〜cntの名称を使う。
・データタイプの名称
データタイプの名称としては、構造体も含めてすべて大文字を使
用する。
ポインタのデータタイプは 〜Pの名称とする。
構造体については、T̲〜の名称とする。
・定数のニモニック
エラーコードはE̲〜またはEN̲〜の名称とする。
オブジェクト、ハンドラの属性は、TA̲〜の名称とする。
特定のシステムコールやパラメータでのみ使用するモードなどの
名称は、Txy̲〜とする。xyの部分は、システムコールやパラメー
タに応じて変化する。
データタイプおよび共通定数
μITRON 3.0で実際に使用するデータタイプについては2.10節に、定数の
ニモニックや標準値、構造体のパケット形式についてはレファレンスの5.5
節に示す。
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【補足事項】
stksz, wupcnt, メッセージサイズなど、明らかに負の数にならないパラ
メータも、μITRON 3.0の仕様では符号付き整数(INT)のデータタイプとなっ
ている。これは、整数はできるだけ符号付きの数として扱うというTRON全
般（特にTRON仕様チップやITRON2）のルールに基づいたものである。また、
タイムアウト(TMO tmout)のパラメータでは、これが符号付きの整数である
ことを利用し、TMO̲FEVR＝(‑1)を特殊な意味に使っている。符号無しのデ
ータタイプを持つパラメータは、ビットパターンとして扱われるもの（オ
ブジェクト属性やイベントフラグなど）に限られている。
しかし、8〜16ビット（特に8ビット）のプロセッサでμITRON 3.0を動か
す場合には、パラメータの範囲を広げるために、負にならない数は符号無
しの数として扱いたい場合がある。このような場合は、インプリメント依
存で（ノード単位で）このような解釈をすることも許す。ただし、接続機
能を実現するためのパケット形式については、他ノードとの互換性の維持
が重要なので、このような解釈は許さない。仕様書に書かれたデータタイ
プを厳密に守る必要がある。
高級言語対応ルーチン
μITRON 3.0では、タスクやハンドラを高級言語で記述した場合にもOSの
カーネルに関する処理と言語環境に関する処理を分離できるように、高級
言語対応ルーチンの機能を用意している。高級言語対応ルーチンの利用の有
無は、オブジェクト属性やハンドラ属性の一つ(TA̲HLNG)として指定される。
TA̲HLNGの指定が無い場合は、cre̲tskやdef̲???のパラメータで指定され
たスタートアドレスから直接タスクやハンドラを起動するが、TA̲HLNGの指
定がある場合は、最初に高級言語のスタートアップ処理ルーチン（高級言
語対応ルーチン）を起動し、その中からcre̲tskやdef̲???のパラメータで
指定されたタスク起動アドレスやハンドラアドレスに間接ジャンプするこ
とができる。この場合、OSから見ると、タスク起動アドレスやハンドラア
ドレスは高級言語対応ルーチンに対するパラメータとなる。こういった方
法をとることにより、カーネルに関する処理と言語環境に関する処理が分
離され、異なる言語環境にも容易に対応できる。
また、高級言語対応ルーチンを利用すれば、タスクやハンドラを言語Cの
関数として書いた場合に、単なる関数のリターン（returnや"}"）を行うだ
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けで、タスクを終了するシステムコールやハンドラから戻るシステムコー
ルを自動的に実行することが可能となる。このため、最後のext̲tskや
ret̲???を書き忘れたとしても、正常な実行を続けることができる。インプ
リメント上は、高級言語対応ルーチン(h̲???hdr)の中で、高級言語で書か
れたユーザ定義のハンドラ(???hdr)にサブルーチンジャンプし、そこから
戻ってきた後でret̲???やext̲tskのシステムコールを実行するようにすれ
ば良い。
高級言語対応ルーチンの内部動作は図46のようになる。
なお、言語Cの関数で記述したルーチンが、アセンブラで記述したルーチ
ンと同じインタフェースで呼び出せる場合には、TA̲HLNG指定を行った場合
にも、必ずしも高級言語対応ルーチンを使用する必要はない。

OSカーネルから見たタスク

OSカーネル

高級言語
対応ルーチン

タスクを表す
言語Cの関数

JSR等
OSカーネル

TRAPA[ext̲tsk]
return

図46. 高級言語対応ルーチンの動作

2.12 言語Cインタフェースとニモニック

338

μITRON 3.0の各システムコールのアセンブラインタフェースは、プロセッ
サごとに定める。ただし、機能コードなど一部の点については、この節で
述べるような原則を設けている。他の制約が無い場合には、できるだけこ
れらの原則に合わせた仕様にするのが望ましい。
パラメータの渡し方
アセンブラインタフェースにおけるパラメータの渡し方については、次
のような原則を設けている。性能面でのオーバーヘッドが少ない場合には、
できるだけこれらの原則に合わせるのが望ましい。
・システムコールのパラメータやリターンパラメータは、原則としてレ
ジスタに置く。このために4〜6個程度のレジスタを使用する。
・機能コードを用いてシステムコールの種類を示す場合には、通常アキュ
ムレータとして使われているレジスタに機能コードを置く。
・リターンパラメータとして使用しないレジスタは、すべて保存される
のが望ましい。
システムコール実行後のPSW中のフラグ変化
システムコール実行後のPSW中のフラグの値については、特に規定せず、
不定値になるものとする。
【仕様決定の理由】
ITRON1では、エラーの有無に応じてゼロフラグのセットを行うことを推
奨していた。しかし、OSがせっかくフラグをセットしても、必ずしも参照
されるとは限らないし、言語Cを使えば全く不要な機能である。また、フラ
グセットのためのオーバーヘッドも無視できない。
また、プロセッサによっては、OSで特にフラグの操作をしない場合に、
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トラップ命令のハードウェア処理によって自然にフラグを保存できること
がある。しかし、将来システムコールをハードウェア化することがあれば、
フラグのセットを行う方が望ましくなる可能性もあり、フラグを保存する
仕様にするのが良いとも言えない。そこで、現段階では、システムコール
実行後のフラグの値に関して規定を設けないことにする。
機能コード
ITRONでは、システムコールの種類を区別する番号として、
「機能コード」
を用いている。機能コードをあるレジスタに置き、それからトラップ命令
を発行することによって、対応するシステムコールが実行される。
μITRON 3.0の場合、プロセッサアーキテクチャや開発環境との関係によ
っては、トラップ命令（ソフトウェア割込み命令）ではなく、サブルーチ
ンジャンプ命令によって、OS内のシステムコール処理ルーチンに直接ジャ
ンプするケースがある。そのような場合には、機能コードを使用しなくて
も構わない。しかし、機能コードを使ったシステムコールインタフェース
とするのであれば、特に他の制約が無い限り、標準化された機能コードの
値を使うのが望ましい。また、接続機能の通信プロトコルでは、標準化さ
れた機能コード値を使うことが必須である。
機能コードの標準値の割当方針を以下に示す。
【機能コードの割当て方針】
− TRONの全体方針に合わせて、機能コードの標準値には負の値を使用
する。
− 8の倍数に対するアライメントや、共通機能（cre̲???,ref̲???など）
に対する共通ビットパターンを考慮している。
− できるだけ、仕様書の機能グループごとに、まとまった範囲の機能
コードを割当てる。
− 必ずしも、仕様書の出現順に機能コードを割り当てるわけではない。
仕様書での説明の順序は、機能コードとは直接関係しない。
− i???̲???, p???̲???などのシステムコールは、それぞれ一つのグルー
プを作るので、一般のシステムコールから分離して、番号を飛ばし
た別グループとしている。
各システムコールに対する実際の機能コードの値は、次ページ以下のよ
うになる。また、次の章のレファレンスに機能コード表を示す。
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タスク管理機能
システム

機能コード

コール

［16進］

［10進］

cre̲tsk

H'ffef

(‑17)

del̲tsk

H'ffee

sta̲tsk

H'ffe9

ext̲tsk

システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

chg̲pri

H'ffe5

(‑27)

(‑18)

ichg̲pri

H'ff8b

(‑117)

(‑23)

rot̲rdq

H'ffe4

(‑28)

H'ffeb

(‑21)

irot̲rdq

H'ff8a

(‑118)

exd̲tsk

H'ffea

(‑22)

rel̲wai

H'ffe1

(‑31)

ter̲tsk

H'ffe7

(‑25)

irel̲wai

H'ff81

(‑127)

dis̲dsp

H'ffe2

(‑30)

get̲tid

H'ffe8

(‑24)

ena̲dsp

H'ffe3

(‑29)

ref̲tsk

H'ffec

(‑20)

タスク付属同期機能
システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

sus̲tsk

H'ffdf

(‑33)

slp̲tsk

H'ffda

(‑38)

isus̲tsk

H'ff8f

(‑113)

tslp̲tsk

H'ffdb

(‑37)

rsm̲tsk

H'ffdd

(‑35)

wup̲tsk

H'ffd9

(‑39)

irsm̲tsk

H'ff8d

(‑115)

iwup̲tsk

H'ff87

(‑121)

frsm̲tsk

H'ffdc

(‑36)

can̲wup

H'ffd8

(‑40)

ifrsm̲tsk

H'ff8c

(‑116)

同期・通信機能
システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

cre̲sem

H'ffcf

(‑49)

cre̲mbx

H'ffc7

(‑57)

del̲sem

H'ffce

(‑50)

del̲mbx

H'ffc6

(‑58)

sig̲sem

H'ffc9

(‑55)

snd̲msg

H'ffc1

(‑63)

isig̲sem

H'ff85

(‑123)

isnd̲msg

H'ff84

(‑124)

wai̲sem

H'ffcb

(‑53)

rcv̲msg

H'ffc3

(‑61)

preq̲sem

H'ff95

(‑107)

prcv̲msg

H'ff94

(‑108)

twai̲sem

H'ff55

(‑171)

trcv̲msg

H'ff54

(‑172)

ref̲sem

H'ffcc

(‑52)

ref̲mbx

H'ffc4

(‑60)
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同期・通信機能（続き）
システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

cre̲flg

H'ffd7

(‑41)

del̲flg

H'ffd6

(‑42)

set̲flg

H'ffd0

(‑48)

iset̲flg

H'ff86

(‑122)

clr̲flg

H'ffd1

(‑47)

wai̲flg

H'ffd2

(‑46)

twai̲flg

H'ff56

(‑170)

pol̲flg
ref̲flg

H'ff96
H'ffd4

(‑106)
(‑44)

システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

拡張同期・通信機能
システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

cre̲mbf

H'ff67

(‑153)

del̲mbf

H'ff66

(‑154)

システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

cre̲por

H'ff6f

(‑145)

del̲por

H'ff6e

(‑146)

snd̲mbf

H'ff63

(‑157)

cal̲por

H'ff6b

(‑149)

psnd̲mbf

H'ff93

(‑109)

pcal̲por

H'ff91

(‑111)

ipsnd̲mbf

H'ff83

(‑125)

tcal̲por

H'ff51

(‑175)

tsnd̲mbf

H'ff53

(‑173)

acp̲por

H'ff6a

(‑150)

rcv̲mbf

H'ff62

(‑158)

pacp̲por

H'ff90

(‑112)

prcv̲mbf

H'ff92

(‑110)

tacp̲por

H'ff50

(‑176)

trcv̲mbf

H'ff52

(‑174)

fwd̲por

H'ff68

(‑152)

ref̲mbf

H'ff64

(‑156)

rpl̲rdv

H'ff69

(‑151)

ref̲por

H'ff6c

(‑148)
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割込み管理機能
システム

機能コード

コール

［16進］

def̲int

H'ffbf

ret̲int

H'ffbb

ret̲wup

［10進］

システム

機能コード

コール

［16進］

［10進］

(‑65)

dis̲int

H'ffb8

(‑72)

(‑69)

ena̲int

H'ffb9

(‑71)

H'ffba

(‑70)

chg̲iXX

H'ffbd

(‑67)

loc̲cpu

H'fff8

(‑8)

ref̲iXX

H'ffbc

(‑68)

unl̲cpu

H'fff9

(‑7)

メモリプール管理機能
システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

cre̲mpl

H'ff77

(‑137)

del̲mpl

H'ff76

(‑138)

システム
コール

機能コード
［16進］

［10進］

cre̲mpf

H'ffb7

(‑73)

del̲mpf

H'ffb6

(‑74)

get̲blk

H'ff73

(‑141)

get̲blf

H'ffb3

(‑77)

pget̲blk

H'ff98

(‑104)

pget̲blf

H'ff99

(‑103)

ipget̲blk

H'ff88

(‑120)

ipget̲blf

H'ff89

(‑119)

tget̲blk

H'ff58

(‑168)

tget̲blf

H'ff59

(‑167)

rel̲blk

H'ff71

(‑143)

rel̲blf

H'ffb1

(‑79)

ref̲mpl

H'ff74

(‑140)

ref̲mpf

H'ffb4

(‑76)

時間管理機能
システム

機能コード

コール

［16進］

set̲tim

H'ffad

get̲tim

H'ffac

dly̲tsk

H'ffab

［10進］

システム

機能コード

コール

［16進］

［10進］

(‑83)

def̲cyc

H'ffa6

(‑90)

(‑84)

act̲cyc

H'ffa2

(‑94)

(‑85)

ref̲cyc

H'ffa4

(‑92)

def̲alm

H'ffa7

(‑89)

ref̲alm

H'ffa5

(‑91)

ret̲tmr

H'ffa3

(‑93)
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システム管理機能
システム

機能コード

コール

［16進］

get̲ver

H'fff0

ref̲sys
ref̲cfg

［10進］

システム

機能コード

コール

［16進］

［10進］

(‑16)

def̲svc

H'fff7

(‑9)

H'fff4

(‑12)

def̲exc

H'fff5

(‑11)

H'fff2

(‑14)

ネットワークサポート機能
システム

機能コード

コール

［16進］

nrea̲dat

H'ff9d

nwri̲dat

H'ff9c

［10進］

システム

機能コード

コール

［16進］

［10進］

(‑99)

nget̲nod

H'ff9f

(‑97)

(‑100)

nget̲ver

H'ff9e

(‑98)
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接続機能の利用イメージ
μITRON 3.0では、ITRON同士の疎結合ネットワークをサポートする機能
（接続機能）が追加されている。ここでは、まず接続機能の利用イメージに
ついて説明する。
例として、ITRONを使ってロボットの制御を行うことを目的としたシステ
ムを考えてみる（図47）
。ノードAが頭や顔の部分を制御し、ノードBが手の
部分を制御し、ノードCが足の部分を制御する。ノードA〜Cが分かれている
のは、頭、手、足のそれぞれでローカルに制御すべき機器（モーターなど）
や処理すべき情報が多いためである。
図47で、頭の制御をしているノードAのタスクが、足の制御をしているノ
ードCのタスクeを起動したいという状況を考える。接続機能を使わない場
合は次のような方法をとる。
1)ユーザ（ITRONのアプリケーションプログラマ）がノードA〜ノードCの
通信プログラムを用意する。
2)その通信プログラムを使って、「タスクeを起動して欲しい」というメ
ッセージをノードAからノードCに送る。
3)ノードCでは、そのメッセージを受けてタスクeを起動するプログラム
（タスク）を動かしておく。
ノードA
タスクa

ノードB

タスクb

タスクc

タスクd

ノードC
タスクe

タスクf

µITRO N 3. 0

µITRON 3. 0

µITRON 3. 0

CPU, ハードウェア

CPU, ハードウェア

CPU, ハードウェア

図47. µITRON 3.0を実装したCPU同士の接続

3.1 接続機能の実際

348
これに対して、接続機能を使った場合は、ノードA上のプログラム（タス
ク）がシステムコールを1回発行することにより、直接ノードC上のタスクeを
起動することが可能である。上記の1), 3)に相当する部分は、μITRON 3.0
のOS内部で自動的に処理される。また、2)に相当する部分は、ユーザがメ
ッセージを送るという形式ではなく、タスク起動のシステムコール
(sta̲tsk)を発行することによって実現される。すなわち、自ノード内のタ
スクを起動するのと同じ手順で、他ノード内のタスクを起動することがで
きる。これがμITRON 3.0における接続機能である。
メッセージバッファにおける例
ここでは、例として、μITRON 3.0のメッセージバッファ（ITRON2のメッ
セージバッファと同様の機能を持つ）に接続機能を追加した場合の動作に
ついて説明を行う。
メッセージバッファのメッセージ送信(snd̲mbf)およびメッセージ受信
(rcv̲mbf)の仕様は次のようになっている。
ER ercd = snd̲mbf (ID mbfid, VP msg, INT msgsz)
ER ercd = rcv̲mbf (VP msg, INT *p̲msgsz, ID mbfid)
mbfid:

メッセージバッファID

msg:

メッセージ本体のアドレス(Packet of Message)

msgsz:

メッセージサイズ(MessageSize)

p̲msgsz:

メッセージサイズを返す領域へのポインタ

メッセージバッファでは、タスクIDの指定は行わず、メッセージバッファ
IDのみを指定する仕様である。そこで、このシステムコールで接続機能を
サポートするには、「どのノードに存在するメッセージバッファを対象にす
るか」という情報を追加すればよい。しかし、ノードを指定するパラメー
タを新たに追加すると、システムコールインタフェースが変わってしまい、
従来のITRONとの互換性が保ちにくい。
そこで、μITRON 3.0では、ノードを指定する情報もmbfidの一部に含め、
mbfidが特定の値をとる場合に、他ノードのメッセージバッファを意味する
ようにした。具体的には、ID番号を指定するパラメータに対して変換テー
ブルを導入し、システムコールで指定されたID番号からそのオブジェクト
の所在するノード番号を得ることにより、他ノードのオブジェクトをアク
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セスするようにした。この様子を図48に示す。なお、この変換テーブルは
「オブジェクト所在テーブル」と呼ばれ、各ノードのコンフィグレーション
時に指定される。
接続機能を含めたメッセージバッファの動作は、次のようになる。
(A) メッセージ送信時
A1. 送信で指定したメッセージバッファが自ノード内であった場合、ノー
ド内のメッセージ転送が行われる。すなわち、接続機能のない
ITRONのsnd̲mbfと同じ動作をする。
A2. 送信で指定したメッセージバッファが他ノードであった場合、送信
されたメッセージはメッセージバッファの存在するノードに転送さ
れ、その中のメッセージバッファで受信されるのを待つ。
この時、メッセージバッファが一杯で送信メッセージを入れられな
い場合は、メッセージ送信タスクが他ノードのメッセージバッファ
の送信待ち行列に入ることになる。
ID番号

ノードA

ノードB

ノードC

ノードD

☆

☆

☆

☆

☆

☆

.. .
M＋5

☆

☆

M＋4

☆

☆

M＋3

☆

M＋2

☆

☆
☆
☆

M＋1

☆

M

☆

☆

.. .
※ 1つ 1つ の 箱 が 同 一 の オ ブ ジ ェ ク ト を 表 す 。
は、オブジェクト所在テーブルにより他ノードのオブジェクト
をアクセスすることを示す。
☆が対象オブジェクトの所在ノードを示す。
た と え ば 、 ID=M の オ ブ ジ ェ ク ト の 実 体は ノ ー ド Cの 上 に の み 存 在
す る 。 ノ ー ド A, B , C, D か ら ID=M の オ ブ ジ ェ ク ト を ア ク セス し よ
う と し た 場 合 、 ノ ー ド Cの 上 に あ る オ ブ ジ ェ ク ト が 共 通 し て ア ク
セスされる。
ま た 、 ID=M +2の オ ブ ジ ェ ク トの 実 体 は ノ ード B と ノ ー ド Dの 上 に
存 在 す る 。 ノ ー ド A ま た は ノ ー ド Bか ら ID=M +2 の オ ブ ジ ェ ク ト
をアクセスした場合は、ノードBの上にあるオブジェクトが共通
し て ア ク セ ス さ れ る 。 ノ ー ド Cま た は ノ ー ド Dか ら ID=M +2 の オ
ブ ジ ェ ク ト を ア ク セ ス し た 場 合 は 、 ノ ー ド Dの 上 に あ る オ ブ ジ ェ
ク ト が 共 通 し て ア ク セ ス さ れ る 。 ノ ー ド C, Dか ら ノ ー ド B に あ る
ID=M +2の オ ブ ジ ェ ク ト を ア ク セ ス す る こ と は で き な い 。
ID=M +5の オ ブ ジ ェ ク ト は 各 ノ ー ド 上 に 独 立 し て 存 在 し て い る 。
他 の ノ ー ド に あ る ID=M +5 の オ ブ ジ ェ ク ト を ア ク セス す る こ と は
できない。

図48. 他ノード上のオブジェクトをアクセスする例
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(B) メッセージ受信時
B1. 受信で指定したメッセージバッファが自ノード内であった場合、
ノード内のメッセージバッファからメッセージを読み出す。すなわ
ち、接続機能のないITRONのrcv̲mbfと同じ動作をする。
B2. 受信で指定したメッセージバッファが他ノードであった場合、他ノー
ド内のメッセージバッファからメッセージを読み出す。この時、メッ
セージはメッセージバッファの存在するノードからメッセージを受
信したタスクの存在するノードに転送される。
メッセージの受信がメッセージの送信よりも先になった場合は、メッ
セージ受信タスクが他ノードのメッセージバッファの受信待ち行列
に入ることになる。
実際のメッセージ転送では、A1〜B1, A1〜B2, A2〜B1, A2〜B2の組み合わ
せが考えられる。他ノードのメッセージバッファから受信するB2.の機能は、
メッセージの宛先のノードを確定できない場合に有用な機能である。
接続機能の仕様の範囲
μITRON 3.0の接続機能では、システムコールインタフェースの標準化だ
けではなく、別機種や別メーカーのμITRON 3.0同士を接続することも考慮
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図49. µITRON 3.0の接続機能で定義される仕様

第3章 µITRON 3.0の接続機能

[B ]

351
している。そのため、通信手段を階層化し、OSの外部仕様（システムコー
ルの仕様）だけではなく、通信プロトコルやパケット形式についても標準
仕様を提示している。
μITRON 3.0の接続機能の仕様の階層をまとめると次のようになる
（図49）。
[A] 他ノードとの接続機能を提供するシステムコールの仕様
OSからアプリケーションに対して提供される機能に関する仕様。
たとえば、「他ノードのタスクを起動するシステムコール」の仕様
など。
この部分はアプリケーションプログラムから見える仕様である。
[B] ノード間の通信のためのパケットの仕様
通信の実現方法（プロトコル、パケット形式）に関する仕様。
この部分はアプリケーションプログラムには無関係で、μITRON 3.0
の接続機能のインプリメンタのみが知っていれば良い仕様である。
しかし、異なるインプリメンタの作ったμITRON 3.0同士を接続す
るためには、仕様の標準化が必要である。
なお、物理層やデータリンク層に関しては、ハードウェア（周辺チ
ップ）により実現されている既存のプロトコルを利用すれば済む場
合が多いので、この階層における主な内容はパケット形式の標準化
である。
μITRON 3.0では、システムコールの階層と通信プロトコルの階層を分離
しているため、通信プログラムを用意すれば、システムコールの仕様を変
えずにどのような接続方法にも対応することができる。CPU同士の接続方法
（密結合、疎結合、通信手段、プロトコル、トポロジーなど）は問わない。
接続機能のインプリメント方法については、特に規定しない。ただし、
リアルタイム性を良くするには、カーネルをできるだけ小さくし、実際の
ネットワーク通信機能などはサービスタスク（デーモン）で実現するのが望
ましい。仕様面でも、そのようなインプリメント方法が可能なように配慮
されている。
【補足事項】
μITRON 3.0の接続機能は、アドレス空間を共有しなくてもよいという前
提で仕様が設計されている。密結合のマルチプロセッサにおいてμITRON 3.0

3.1 接続機能の実際

352
の接続機能を利用することも可能であるが、この場合、密結合におけるア
ドレス空間共有といった性質を積極的に生かすことはできない。密結合
（アドレス空間共有）といった性質を積極的に生かして、より高性能な機能
や高度な機能を提供するのは、ITRON‑MPである。
接続機能応答待ち状態
接続機能を実現するには、ネットワークを経由して相手ノードと通信を
行う必要がある。したがって、接続機能を含むシステムコールの実行は、
一般には時間のかかるものであり、通信中も並行して他の処理を行う必要
が生じる。したがって、接続機能を含むシステムコールは、ユーザから見
て不可分の実行にはならない。
接続機能の実現のために相手ノード（対象ノード）と通信を行い、相手
ノードからの応答を待っている状態は、待ち状態の一種として扱い、「接続
機能応答待ち」の状態と呼ぶ。接続機能を含むシステムコールを発行し、
相手ノードからの応答を待っているタスクに対してref̲tskを発行すると、
tskstat＝TTS̲WAI（待ち状態）となる。また、ref̲tskでtskwait（待ち要
因）を返すことができるインプリメントであれば、tskwait＝TTW̲NOD（接
続機能応答待ち）となる。ただし、tskwaitを返す機能は互換性や接続性の
保証されない拡張機能［レベルX］であり、常に利用できるとは限らない。
セマフォ待ちのシステムコールwai̲semのように本当に待ち状態にはいる
システムコールの場合、相手ノードから最初の応答が返るまでの間（TAパ
ケットが返るまでの間）が「接続機能応答待ち」の状態であり、それ以後
他タスクのsig̲semによって待ち状態を解除されるまでの間が「セマフォ待
ち」の状態となる。最初の応答が返るまでの間は、本当に待ちに入るかど
うか分からない（セマフォのカウント値が正であればセマフォ待ち状態に
入らない）ので、「セマフォ待ち」の状態としては扱うのではなく、「接続
機能応答待ち」の状態として扱う。
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IMTRONとの関係
IMTRONは、TRONプロジェクトの最終ゴールであるHFDS(Highly
Functional Distributed Systems)を実現するためのOSであり、スケールの
非常に大きなものである。IMTRONでは、コンピュータネットワークを「開
いたネットワーク」と「閉じたネットワーク」に分けて考えている。
− 閉じたネットワーク
コンフィグレーションは人間が指定する。
立ち上げ後はネットワーク構成があまり変わらない。
ネットワーク全体が一つの目的を持って運営されており、ファイ
ルの共有など、大規模なデータ処理に向く。
自ノード（の資源）と他ノード（の資源）を区別しないのが望ま
しい。トランスペアレンシが重要である。
− 開いたネットワーク
コンフィグレーションは自動的に設定される。
たえずネットワーク構成の変更が行われることが前提である。
ネットワーク運営の目的は多種多様であり、最初から全部の目的
が分かっているわけではない。資源の共有だけではなく、環境制
御も目的の一つである。たとえば、部屋の中に置かれたセンサー
のネットワークを使って、電話がかかってきた時に自動的にAV機
器の音量を下げる。
従来のLANは「閉じたネットワーク」に近いものであるが、IMTRONで考え
ているのは「開いたネットワーク」であり、従来のLANとはかなり異なった
ものである。「開いたネットワーク」を実現するためには解決しなければな
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らない問題が多く、たとえば、各ノードに対して一意的なネットワークアド
レスを割り当てるだけでも、種々のアルゴリズムを検討する必要がある。
ところで、
「開いたネットワーク」を実現するためにはその前段階として、
「閉じたネットワーク」を実現しなければならない。このためには、従来の
ITRONにネットワーク対応の機能を追加する必要がある。これが
μITRON 3.0の接続機能である。また、μITRON 3.0の接続機能とは別に、
マルチプロセッサ版ITRON(ITRON‑MP)の検討も行われている。ITRON‑MP,
μITRON 3.0の接続機能, IMTRONの違いをまとめると次のようになる。
(a)ITRON‑MP
‑ マルチプロセッサ版ITRON
‑ 性能向上やフォールトトレラントを目的としてCPUを複数にしたもので
ある。
‑ 共有メモリを持つ（密結合）。そのため、プロセッサ間で共有可能なメ
イルボックスやメモリプールを設けることができる。
‑「接続機能応答待ち」が必要ない。
(b)μITRON 3.0の接続機能
‑ 他ノード上のオブジェクトの操作機能を持ったITRON
‑ 共有メモリを持たない（疎結合）
。
‑ 複数のITRON搭載ノードを結合し、通信手段を強化したものである。
‑ プロセッサの違いは意識する必要がある。
たとえば、タスクやセマフォなどのオブジェクトのID番号は、プロセッ
サ毎に独立して割り当てられる。プロセッサAにおけるID=1のタスクと、
プロセッサBにおけるID=1のタスクとは、一般には別のものである。共有
メモリを持たないため、メモリアドレスについても同様のことが言える。
(c)IMTRON
‑ μITRON 3.0の接続機能をHFDS対応にし、
「開いたネットワーク」を実現
したもの。
‑ 下位レベルの機能は μITRON 3.0と同様であるが、ネットワークへの登
録、ネットワークアドレスの割り当て、必要な情報の要求、時刻の同
期など、ネットワークの再構成の機能や用途に依存した上位プロトコ
ル、運用方法などの仕様が追加される。
‑ 既存のLANとは全く違った概念を目指している。
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他のネットワークシステムとの関係
ローカルエリアネットワーク(LAN)にリアルタイム・オペレーティングシ
ステムを接続する例として代表的なものは、Ethernet上でTCP/IPをサポー
トするものである。リアルタイムOSをこのような形態でLANに対応させるの
は、UNIXを使った開発システムとの接続などといった面でメリットがある。
しかし、EthernetのようなCSMA/CD方式では、他ノードとの通信に関する
実行時間の保証ができない。すなわち、ノード間にまたがる処理のリアル
タイム性が保証できないという問題がある。また、TCP/IPをフルに実装す
るだけで百キロバイト近くのプログラムが必要であり、低コストでコンパ
クトな組み込みシステムには向かない。
結局、TCP/IPやEthernetを使ったLANは、ある用途では便利であるが、す
べての用途をカバーできているわけではない。特に、プログラム容量、ト
ランシーバ、通信媒体（電線）の規格により、最低限のコストが決まってし
まうため、いわゆる組み込みシステムへの適用は難しい場合が多い。
一方、半導体技術の進歩により、プロセッサの価格の低下、高速化、集
積度の向上は相変わらず進んでいる。そのため、分散処理への要求は高く
なっている。
こういった背景から、μITRON 3.0の接続機能では、TCP/IPのように機能
の高い下位プロトコルが無くてもインプリメント可能であり、かつ適応化
の可能なノード間通信のための仕様を作成した。プロトコルの階層もでき
るだけ簡単化し、シングルチップマイコンやシリアル回線などを使ったローコス
トのコンピュータネットワークの構築を目指した。TCP/IPの上にμITRON 3.0
の接続機能を実現することも可能ではあるが、より簡単でローコストの通
信路も利用できるという点を重視した。この接続機能の利用例としては、
リモコン付き家電製品の本体とリモコンの間、ロボットの頭に入ったマイ
コンと関節に入ったマイコンの間、などといったものを想定している。
TRONで提唱しているHFDS(Highly Functional Distributed Systems)では、
身の回りの機器（家電製品、家具、住宅など）に組み込まれたあらゆるコ
ンピュータが情報を交換し、快適な環境を作ることを目標としている。
μITRON 3.0の接続機能は、これを実現するための基礎となる技術である。
このような目的で使用されるコンピュータネットワークは、きわめてロー
コストであることが要求されるため、EthernetやTCP/IPなど既存のLANの技
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術だけでは要求を満たせないことが多い。
従来のITRONと接続機能との関係
μITRON 3.0の接続機能を利用したシステムを構築する状況としては、大
きく分けて次の2つが考えられる。
A. これまで別々に設計され、独立に動いていた2つのノードの間を新規に接
続する。ノードの間で通信を行い、情報を交換することによって、新し
い機能を追加する。
B. これまで1つのノードとして設計されていたシステムを複数のノード（プ
ロセッサ）に分割し、マルチプロセッサ化することによって、性能を上
げる。
B.の状況であればITRON‑MP（密結合マルチプロセッサ用ITRON）の利用も
考えられるが、ローカルに済む処理が多く（分割されたノード間の共有メ
モリの必要性が少なく）、機能分散に近い形であれば、μITRON 3.0の接続機
能を利用できる。
A.とB.では、互換性に対する考え方にも差がある。A.の場合、接続機能
（他ノードのオブジェクトの操作機能）はあくまでも従来の追加機能である
ため、従来の機能と接続機能との互換性はあまり問題にならず、接続機能
以外の従来の機能についての互換性が重要である。一方、B.の場合には、
従来1つのノードの中で行われていた処理が、接続機能によって行われるの
であるから、接続機能と従来の機能との互換性が重要である。すなわち、
プロセッサの分割により、同じノードのオブジェクトに対して行っていた
操作を、別のノードのオブジェクトに対して行わなければならない。別の
ノードのオブジェクトに対する操作は接続機能によって行われるので、従
来の機能と接続機能との互換性が重要である。
「互換性」について論じる場合には、このような視点の違いに注意する必
要がある。
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他ノード上のオブジェクトのアクセス方法
接続機能がない従来のITRONでは、各システム（ノード）上のオブジェク
トは、ID番号によってユニークに識別されることになっていた。これに対
して、接続機能を持つμITRON 3.0では、ネットワーク上のすべてのオブジ
ェクトが（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組によってユニークに識
別される。「オブジェクト番号」は、一つのノード内でオブジェクトを区別
する番号である。この意味で、オブジェクト番号は、ITRON1, ITRON2,
μITRON 2.0のID番号に相当する。
μITRON 3.0の各システムコールのパラメータに含まれるID番号は、「オ
ブジェクト所在テーブル」によって、
（所在ノード番号, オブジェクト番号）
の組に変換され、ネットワークの各ノード（自ノードでも他ノードでもよ
い）の上のオブジェクトをアクセスするために用いられる。オブジェクト
所在テーブルは、オブジェクトの種類ごとに別々に存在する。
IDとオブジェクト番号では対象とする階層が違う。オブジェクト番号は、
アクセスアドレス（管理テーブルへのポインタ）の一種であると解釈する
こともできる。なお、接続機能の通信パケットに入るのはオブジェクト番
号である。
オブジェクト所在テーブルは、以下のようなマッピングの集合体である。
f
（アクセス環境, ID）｜
−−→（所在ノード番号, オブジェクト番号）
env
id
nod
objno
※「アクセス環境」とは、IDのスコープを分離するための環境である。
μITRON 3.0の場合は、ノードの区別と同じ意味になる。
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上記の対応は多対1である。すなわち、異なるアクセス環境（異なるノー
ド）の異なるID番号によって指定されたオブジェクトが、実は同一のオブ
ジェクトを指すことがある。
こ こ ま で の 考 え 方 は 、 I M T R O N に も そ の ま ま適用される予定である。
μITRON 3.0の接続機能の場合は、マッピング方法について以下のような制
限を設ける。
(1)オブジェクト所在テーブルは各ノードのコンフィグレーション時に設定
され、その内容は静的である。
(2)アクセス環境とノードが1対1に対応する。
すなわち、システムコールを発行したタスクの属するノードによって、
アクセス環境が決まる。たとえば、2つのタスクが同じノード上にあれば、
そのアクセス環境は同じである。
f
f
(3)(env1, id1)｜
−
−→ (nod1, objno1) と (env2, id2)｜
−
−→ (nod1, objno1)
の2つのマッピングが存在した場合、id1＝id2でなければならない。
すなわち、各オブジェクトは、（もし見えるならば）どの環境（ノード）
から見ても同じIDを持つ。
さらに、μITRON 3.0では、次のような運用上のガイドラインを設ける。
(4)他ノード上のオブジェクトを指すIDは、できるだけ絶対値の小さい部分
に集約する。
上記のうち、(3)の制限は、複数のノード（環境）にまたがるプログラム
を書きやすくすることと、従来1つのノード（環境）内で動いていたプログ
ラムを複数ノード（環境）にまたがるプログラムに移行しやすくすること
を目的としている。ただし、将来のIMTRONや大規模分散システム、HFDSな
どでは、動的なコンフィグレーションを行う必要があるので、IDとオブジ
ェクトの所在との対応関係をどのノードにおいても共通にするのは無理が
ある。そのため、(3)の制限は絶対的なものではなく、IMTRONへの拡張時に
は削除される。
また、(2)の制限がなければ、一つのノードの中に複数の環境を設け、同
じIDを使ったプログラムを共存して動かすことができる。このような機能
は、μITRON 3.0では導入しないが、将来の拡張時に導入される可能性があ
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る。たとえば、ノードの数が増え、システム全体の規模が大きくなると、
1人の設計者がシステム全体（全ノード）のオブジェクト（タスクやセマフ
ォなど）を管理し、それらに対して適当なID番号を割り当てることが難し
くなってくる。このような場合、ノード単位である程度独立した設計を行
い、あとでシステム全体を組み上げることができれば便利である。一つの
ノードの中に複数の環境を設ける手法は、このような場合に利用できる。
(4)のガイドラインは、オブジェクト所在テーブルのサイズを小さくする
ことを目的としている。
リターンパラメータの問題
ところで、IMTRONにおけるオブジェクト所在テーブル（マッピング）の
考え方を適用すると、次のような問題が生じる。
マッピングは多対1なので、オブジェクトの名前（ID番号）はどういう環
境から見るかによって変わる。すなわち、タスクなどのオブジェクトの名
前（ID番号）は、絶対的なものではなく、アクセスされる環境によって変
化する相対的なものである。たとえば、あるオブジェクトXが、ノードAか
ら見た場合にはID＝5によってアクセスされ、ノードBから見た場合には
ID＝8によってアクセスされるといった可能性がある。
結局、リターンパラメータにIDを返す場合、本来ならば「アクセス環境」
をパラメータとして指定しなければならない。オブジェクト所在テーブル
のマッピングが多対1である以上、オブジェクトのIDは絶対的なものではな
く、どの環境から見るかによって変わるからである。
しかし、μITRON 3.0の場合は、前項の(3)の制限があるために、このよ
うなことは起こらない。各オブジェクトは、（もし見えるならば）どのアク
セス環境（ノード）から見ても同じIDを持つ。したがって、リターンパラ
メータにIDを返す場合でも、「アクセス環境」のパラメータを省略すること
ができる。
リターンパラメータにIDの返るシステムコールとしては、get̲tidと
ref̲tskが存在するが、これらのシステムコールは「アクセス環境」のパラ
メータを省略したシステムコールであると解釈する。具体的には、get̲tid
のリターンパラメータは、get̲tidを発行したタスクのアクセス環境から見
たタスクID、すなわち自分自身の環境から見たタスクIDを返すものとする。
また、ref̲tskで返るwidについては、対象タスクの所属するアクセス環境
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から見たオブジェクトIDを返すものとする。
インプリメントによっては、ref̲???(???≠tsk)においても、リターンパラ
メータとして待ちタスクのIDを返すことがある。この場合は、ref̲???の対
象オブジェクトが属するアクセス環境から見たタスクIDを返すものとする。
μITRON 3.0の制限事項(3)により、あるオブジェクトを他の環境（ノー
ド）からもアクセスできるのであれば、IDは同じ値になる。したがって、
get̲tidやref̲tskで得られた値を、他の環境（他ノード）で発行するシス
テムコールのパラメータとして利用することができる。すなわち、従来1つ
のノード内で動いていたITRONのプログラムがget̲tidを利用していた場合
に、そのプログラムを複数ノードに分散させても、前項の(3)の制限があれ
ば互換性を維持することができる。
しかし、(3)の制限事項の無くなるIMTRONでは、同じようにget̲tidや
ref̲tskを利用することができない。「アクセス環境」のパラメータを指定
するシステムコールを新設し、それを利用しなければならない。すなわち、
IMTRONへの拡張のために(3)の制限を外す時には、get̲tidを使っていたプ
ログラムは従来との互換性を維持できなくなる。こういった背景から、
IMTRONへの移行を考えた場合には、get̲tidの利用を推奨しない。
IMTRONやHFDSを考えた場合、（所在ノード番号, オブジェクト番号）の組
があれば絶対的な名前として利用できる。しかし、実際には、すべてのイ
ンテリジェントオブジェクトにユニークなノード番号を与えることは難し
いであろう。現実的な対応としては、もともとユニークなIDを持たないイ
ンテリジェントオブジェクトの集合体に対して、ソフトウェア的にうまく
IDを割り当てるというアプローチになろう。このような状況を考えた場合
にも、名前（ID番号）は相対的なものであり、どういう環境からアクセス
されるかによって変わるものだと思わなければならない。
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通信プロトコルの位置付け
μITRON 3.0で標準化を行う通信プロトコルの位置付け図50に示す。
本書の範囲では、図50の②および④の部分のインタフェース（パケット
形式）を標準化しており、これを「接続インタフェース」と呼ぶ。また、
③の部分で流れるデータの内容（パケット形式）については、②や④のイ
ンタフェースで定めたものが準用される。一方、③の部分の下位プロトコ
ルとしては、ネットワークや通信媒体の下位プロトコルとして定まってい
るもの（シリアル回線であれば調歩同期のプロトコルなど）をそのまま利
用する。②および④と③との間の具体的な関係については、③で利用する
下位プロトコルごとに定める必要がある。これは本書の範囲には含まれな
いが、標準的なシステム構成に対する具体的なプロトコルについては、別
の仕様書で提示する予定である。
なお、図50の①の部分は、システムコールインタフェースの仕様として
標準化されている。

①
要求タスク

要求ノード

対象ノード

µITRON 3. 0
カーネル

µITRON 3. 0
カーネル

接続機能処理
②

接続機能処理
④

接続機能用
入出力ドライバ
（通信処理）

③

図50. 通信プロトコルの位置付け
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接続機能用
入出力ドライバ
（通信処理）
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接続インタフェースの設計方針
接続インタフェースの仕様設計は、次のような方針に基づいて行われて
いる。
・下位プロトコルによってサポートされる情報（パケットサイズなど）
とそうでない情報とを分離し、下位プロトコルによって使い分けがで
きるようにしておく。
・バッファを確保しやすくするため、固定長の部分と可変長の部分とを
分離する。
・パケットは32ビット単位（オブジェクト番号などを32ビットで表現）
を基本とするが、小規模なシステムをネットワーク接続する場合を考
慮し、16ビット単位のパケットも設ける。要求側と対象側の双方が合
意すれば、16ビットのパケットを利用できる。なお、プロセッサが8ビッ
トであっても、アドレスなどは16ビットで扱える場合が多いので、パ
ケットも最低16ビット単位とする（8ビットパケットも定義可能である
が、通常は利用しない）。
・endianはbig‑endianのみとする。
・待ち状態に入るシステムコールでは、待ち状態中の時間経過と通信路
のエラーとを区別するため、要求パケット（TPパケット）が対象ノー
ドに到達したらアクノリッジ（TAパケット）を返す。
・rel̲waiやter̲tskによる強制的な待ち解除からの回復処理を行うため、
要求をキャンセルするためのパケットを設ける。ただし、資源数など
が矛盾なく回復できることは保証しない。
パケットの種類
接続機能を実現する通信パケットの種類は以下の5つである。
TP

要求：パラメータパケット

TR

リターン：処理結果を返すパケット、リターンパケット

TE

エラー：処理結果がエラーだった場合に利用されるパケット

TA

アクノリッジ：待ち状態に入ったことを示すパケット

TC

キャンセル：待ち状態強制解除に伴う要求のキャンセル
他ノード上のオブジェクトで待っているタスクに対して
rel̲waiが発行された場合などに利用される。［レベルX］
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待ち状態に入る可能性のあるシステムコール（wai̲semなど）であっても、
実際に待ち状態に入らない場合（資源がすぐに確保できた場合やポーリン
グの場合）には、 TA

パケットは返らない。

パケット受信側におけるバッファの確保を行いやすくするため、可変長
の部分は別パケット（サブパケット）に分離する。たとえば、メッセージ
バッファへの送信を行う場合、まず対象メッセージバッファのオブジェク
ト番号やメッセージサイズなどのパラメータを含むパケット（メインパケッ
ト）を送信し、可変長のメッセージ本体部分は別のパケット（サブパケッ
ト）として送信する。この2つのパケットは、次のようなパラメータによっ
て関連づけられる。
‑ 要求番号(reqno)
メインパケットとサブパケットは同じ要求番号(reqno)を持つ。要
求番号の一致を調べることによって、メインパケットとサブパケッ
トを正しく組み合わせることができる。
また、同じ要求番号に対して、TP, TR, TE, TA, TCのパケットがそれ
ぞれ存在する（すべての種類のパケットが存在するとは限らない）
。
‑ シーケンス番号(seq)
パケット中のシーケンス番号(seq)により、メインパケットかサブ
パケットか、あるいは何番目のパケットかを示す。メインパケッ
トではseq=1, サブパケットではseq=2となる。複数のサブパケッ
トを持つ場合は、さらにseq=3, seq=4...となる。
サブパケットを分割しているのは、バッファの確保などといったインプ
リメント上の理由によるものであり、メインパケットとサブパケットを合
わせて一つの意味を表わす。また、シーケンス番号が異なっても、それら
のパケットは連続して送られ、パケット間に時間的な隔たりは生じない。
接続インタフェースの構成
接続インタフェースの構成を図51に示す。

サイズ
bodysz

送信先ノード
dst node

送信元ノード
srcnode

パケット本体. . .
body

図51. 接続インタフェースの構成
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下位のプロトコルは信頼性のあるバイトストリームであると考え、チェッ
クサムなどは設けていない。エラー回復は、必要に応じて下位のプロトコ
ルで行う。
また、次の情報については、下位のプロトコルでサポートされるものを
そのまま使える場合が多いため、パケット本体bodyの中には含めていない。
‑ 全体のバイト数bodysz（パケットサイズ）
‑ パケットの送信先ノード番号dstnode
TP, TCパケットの場合は対象ノードの番号
TR, TE, TAパケットの場合は要求ノードの番号
‑ パケットの送信元ノード番号srcnode
TP, TCパケットの場合は要求ノードの番号
TR, TE, TAパケットの場合は対象ノードの番号
図50の②, ④では、上記のすべての情報(bodysz, srcnode, dstnode,
body)がやりとりされる。bodysz, srcnode, dstnode, bodyの情報をどのよう
な形で下位プロトコル③に反映させるかについては、具体的な下位プロト
コル（シリアル回線、μBTRONバスなど）に依存するので、ここでは言及し
ない。この章の以下の部分では、bodyの内容に関して説明を行う。
下位プロトコルでいうノードアドレスと、μITRON 3.0でいうノード番号
（srcnode, dstnodeなど）は、一致する場合もあるし、異なる場合もある。
この点に関する具体的な仕様も、下位プロトコルとの関係によって決まる。
なお、パケット本体のフォーマットを解釈すれば、そのサイズを特定で
きる。その意味で、パケットのサイズbodyszは原則として冗長な情報であ
る。しかし、バッファの確保のしやすさやパケット本体のフォーマットの
柔軟性（変更や追加の可能性）を考え、パケットサイズbodyszの情報を別
に設けている。
パケット内データのビット数
パケット内のデータの単位となるビット数(bits)は、32ビットを基本と
するが、小規模な用途のために16ビット単位のパケットも用意されている。
各ノードがどのビット数のパケットまで受け付けられるか（受付可能ビッ
ト数＝acpbits）については、コンフィグレーション時に指定されるオブジェ
クト所在テーブルに並記され、ノード間で調整が行われる。CPUのビット数
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とacpbitsは、必ずしも一致しない。CPUは8ビットだがID番号やオブジェク
ト番号は16ビットであり、acpbitsも16ビットというケースがあり得る。ま
た、acpbitsにかかわらず、常に同じビット数を持つパラメータやリターン
パラメータ（nget̲verのリターンパラメータなど）も存在する。
ビット数が異なる場合のパケットの扱い方は、以下のようになる。
‑

μITRON 3.0の言語Cインタフェースで符号付き（INT, TMO, PRIなど）
のデータタイプとなっているものについては、ビット数が大きくな
る場合（小さいビット数のパケットが大きいacpbitsのノードに到
着した場合）に、符号拡張して解釈される。ビット数が小さくなる
場合（大きいビット数のノードで小さいビット数のパケットを生成
する場合）には、符号付きの数として同じ値を表わせば処理が続行
され、符号付きの数としてオーバーフローすればEN̲PARまたは
EN̲RPARのエラーとなる。

‑

μITRON 3.0の言語Cインタフェースで符号無し（UINTなど）のデー
タタイプとなっているものについては、ビット数が大きくなる場合
（小さいビット数のパケットが大きいacpbitsのノードに到着した場
合）に、ゼロ拡張して解釈される。ビット数が小さくなる場合（大
きいビット数のノードで小さいビット数のパケットを生成する場
合）に、符号無しの数として同じ値を表わせば処理が続行され、符
号無しの数としてオーバーフローすればEN̲PARまたはEN̲RPARのエ
ラーとなる。

‑

μITRON 3.0の言語Cインタフェースで符号の有無が決まらないデー
タタイプ（FP, VPなど）については、原則として上記の符号付きデー
タタイプ（INTなど）と同じ扱いにする。ただし、インプリメント
によっては、それ以外の扱いになる場合もある。

具体的なパケットの流れ
具体的なパケットの流れは次のようになる（図52）。
(1) 要求ノード（システムコール発行ノード）から対象ノード（システムコー
ル処理ノード）に対して要求パケット（TPパケット）を送信する。
可変長の部分があれば別パケット（TP2パケット）とする。
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(2) 要求パケットが対象ノードに到着後、待ち状態に入るシステムコー
ルの場合は、対象ノードから要求ノードに対してアクノリッジ（TA
パケット）を返す。
(3) 対象ノードにおけるシステムコール処理終了後、対象ノードから要
求ノードにリターンパケット（TRパケット）を返す。
可変長の部分があれば別パケット（TR2パケット）とする。
sig̲se mの場合
要求ノード
↓
sig̲se m発行
TP , seq=1 , 機能コー ド=sig̲sem , semno

対象ノード
↓

sig̲se m処理
TR

, seq=1 , 機能コード=sig̲sem, ercd=E̲OK

wai̲se mの場合
要求ノード
↓
wai̲se m発行

対象ノード
↓

TP , seq=1 , 機能コー ド=wai̲sem , semno
wai̲se m処理
TA

, seq=1 , 機能コード=wai̲sem , tskwait=TTW̲SEM , waino

待ち状態解除
TR

, seq=1 , 機能コード=wai̲sem, ercd=E̲OK

※プロトコルバージョ ン、要求番号などは略してい る。
※semnoは対象ノードにおける対象セマフォのオブジェクト番号
図52. sig̲sem, wai̲semにおけるパケットの流れ
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psnd̲mb fの場合
対象ノード
↓

要求ノード
↓
psnd̲mb f発行
TP

, seq=1 , 機能コード=psnd̲mbf, mbfno , msgsz

TP

, seq=2 , 機能コー ド=psnd̲mbf , メッセージ内容
psnd̲mb f処理

TR

, seq=1 , 機能コード=psnd̲mbf, ercd=E̲OK

rcv̲mb fの場合
要求ノード
↓
rcv̲mb f発行

対象ノード
↓

TP , seq=1 , 機能コー ド=rcv̲mbf , mbfno
rcv̲mb f処理
TA

, seq=1 , 機能コード=rcv̲mbf , tskwait=TTW̲MBF , waino

待ち状態解除
TR

, seq=1 , 機能コード=rcv̲mbf, ercd=E̲OK , msgsz

TR

, seq=2 , 機能コー ド=rcv̲mbf , メッセージ内容

※プロトコルバージョ ン、要求番号などは略してい る。
※mbfnoは対象ノードにおける対象メッセージバッファのオブジェクト番号
図53. psnd̲mbf, rcv̲mbfにおけるパケットの流れ
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パケット本体の内容
通信パケット本体(body)の内容は以下の通りである。
ヘッダ（全パケット共通）
offset

bytes

+0

1+1

内容
通信パケットの種類、マジックナンバ(magic)
TP ,
T ,

TR , TE ,
P ,

R ,

TA ,

E ,

TC のいずれかを入れる。

A ,

C はASCIIの文字コー

ドである。
T

が先に来るのはbig‑endianの意味を表わす。た

だし、little‑endianは原則として使用不可である。
BTRON/CHIPオブジェクトフォーマットのレコードID
に類似の形式となっている。
通信パケットのフォーマットが以下の標準仕様とは
異なり、インプリメント依存のフォーマットになっ
ている場合（ネットワーク全体でのチューニングを
行ってフォーマットを変えた場合など）には、 T
の代わりに
+2

1

I

を入れる。

単位となるビット数、サブパケットの有無
bits

total

seq

bits: B 00
8ビットパケット（実際には利用しない）
B 01 16ビットパケット
B 10 32ビットパケット（標準）
total: メインパケットとサブパケットの合計数
seq:
何番目のパケットかを表す数
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offset

bytes

内容
totalとseqは、可変長の内容を持つ部分をサブパケッ
トに分離する場合に使用する。サブパケットがなく、
メインパケットのみの場合はtotal=1, seq=1となる。
パケットは最大8個まで分割可能だが、実際は固定長
部分と可変長部分の2分割までを使用している。
メインパケットと全部のサブパケットは同じ要求番号
(reqno)を持つ。

+3

1

プロトコルのレベルとバージョン
proto̲lev

proto̲ver

proto̲lev: プロトコルのレベル
proto̲ver: プロトコルのバージョン

最初のバージョンではproto̲lev=H'1, proto̲ver=H'1
となる。
+4

4

要求番号(reqno)
この値は、パラメータパケットで指定した値が、リター
ンパケットでそのまま返ってくる。意味的には、要求
タスクIDに関する情報と、各要求をユニークに区別す
るための情報を含む。ただし、そのエンコード方法は
インプリメント依存である。たとえば、「要求番号」
の下位2バイトを要求タスクID、上位2バイトをシーケ
ンシャルな番号とすればよい。
対象ノードにおけるシステムコール処理終了後、要求
ノードでは、リターンパケット内の要求番号に含まれ
る要求タスクIDの情報を利用して、要求タスクに処理
結果を返す。また、rel̲waiや要求側のタイムアウト
などで要求がキャンセルされた場合、それらの要求を
区別するためにも要求番号を使用する。
1つのシステムコール要求に対するTP, TP2, TR, TR2,
TE, TA, TCパケットは、すべて同じ要求番号を持つ。
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offset

bytes

+8

2

内容
要求機能コード(reqfncd)
1つのシステムコール要求に対するTP, TP2, TR, TR2,
TE, TA, TCパケットは、すべて同じ要求機能コードを
持つ。TPパケット以外では冗長な情報となるが、要求
番号を補う意味で利用できる。また、TP2, TR, TR2パ
ケットでは、要求機能コードによってパケットの以下
の部分のフォーマットを判定でき、信頼性を上げるた
めに役立つ。対象ノード側でシステムコールを特定で
きず、EN̲RSFNのエラーを返す場合にも、TPパケット
内の要求機能コードがそのままTEパケットに入る。

+10

1

レベルX情報(levelx)
パケットが［レベルX］の情報を含むかどうかを示す
ビットマップである。
たとえばcre̲semのパラメータパケット場合、パケッ
トの以下の部分にisemcntやmaxsemの情報が含まれる
かどうかを示す。
［レベルX］の情報を含まない場合には0となる。
パラメータパケットのlevelxとリターンパケットの
levelxでは、独立した情報を表わす。たとえば、
ref̲???で［レベルX］の追加情報を返すということは、
パラメータパケットのlevelxでは表現されず、リター
ンパケットのlevelxでのみ表現される。

+11

1

reserved
0を入れる。

※ この部分までが12バイト固定長のヘッダである。これ以下のフォーマット
は、パケットの種類, bits, reqfncd, levelxの値に依存して変化する。
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TEパケット
offset/bytes
bits
16bit

32bit

+12/2B

+12/4B

内容
エラーコード(ercd)
エラーが発生した場合は、すべてこのフォーマットの
TEパケットを使って応答する。接続機能のエラーの場
合も、それ以外の一般的なエラーの場合も同様である。
他のリターンパラメータを同時に返すことはない。

TAパケット
offset/bytes
bits
16bit

32bit

+12/2B

+12/4B

内容
タスクの待ち要因(tskwait)
対象ノードにおける待ち要因を示す。中に入る値は、
ref̲tskのtskwaitとして参照される値と同じである。
この情報は符号無しの数として扱われる。

+14/2B

+16/4B

待ち番号(waino)［レベルX］
TCパケットを送る時にこの情報が利用される。
この情報を返す機能は［レベルX］であるが、この機
能がサポートされない場合でもTAパケットのフォーマ
ットは変わらない。この場合は、waino＝0を返す。

※ ポーリングのシステムコールp???̲???では、ポーリングが成功した場合
（資源が獲得できた場合）にTRパケットを返し、ポーリングが失敗した
場合（資源が獲得できなかった場合）にTEパケットを返す。いずれにし
ても、p???̲???でTAパケットを返すことはない（pcal̲porのみ例外）。
※ pcal̲porでは、ポーリングが成功した場合（ランデブが成立した場合）
にも待ち状態に入るため、一旦TAパケットが返される。
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TCパケット［レベルX］
offset/bytes
bits
16bit

32bit

+12/2B

+12/4B

内容
待ち番号(waino)
TAパケットで返された値をそのまま入れる。

TP, TRパケット（システムコール別）
※無印は符号付き、 〜+

は符号無し を表わす。

※ TP, TP2は要求（パラメータ）パケット、TR, TR2はリターンパケット
※ TP2, TR2はseq=2のパケット（これ以外はseq=1のメインパケット）
※ 以下のercd*の内容は、実際にはE̲OKに限られている（ITRON/FILEなど
に拡張した場合はE̲OKに限らない）。
bits=16bit
it
it
it
bits=32bit
it
cre̲tsk
del̲tsk
sta̲tsk
ext̲tsk
exd̲tsk
ter̲tsk
dis̲dsp
ena̲dsp
chg̲pri
rot̲rdq
rel̲wai
get̲tid

+12/2B +14/2B

+16/2B

+18/2B

+20/2B

+22/2B +24/2B +26/2B

+12/4B +16/4B

+20/4B

+24/4B

+28/4B

+32/4B +36/4B +40/4B

TP tskno exinf
TR ercd*
TP tskno
TR ercd*
TP tskno stacd
TR ercd*
接続機能なし
接続機能なし
TP tskno
TR ercd*
接続機能なし
接続機能なし
TP tskno tskpri
TR ercd*
接続機能なし
TP tskno
TR ercd*
接続機能なし

tskatr+

task

itskpri stksz
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bits=16bit
it
it
bits=32bit
it
it

+12/2B +14/2B

+16/2B

+18/2B

+20/2B

+22/2B +24/2B +26/2B

+12/4B +16/4B

+20/4B

+24/4B

+28/4B

+32/4B +36/4B +40/4B

ref̲tsk

TP tskno
TR ercd* exinf
tskpri
tskstat+ (tskwait+ wid wupcnt suscnt)
※ (〜)内は［レベルX］の機能に対応した部分

sus̲tsk

TP tskno
TR ercd*
TP tskno
TR ercd*
TP tskno
TR ercd*
接続機能なし
接続機能なし
TP tskno
TR ercd*
TP tskno
TR ercd* wupcnt
TP semno exinf
sematr+ (isemcnt maxsem)
TR ercd*
※ (〜)内は［レベルX］の機能に対応した部分

rsm̲tsk
frsm̲tsk
slp̲tsk
tslp̲tsk
wup̲tsk
can̲wup
cre̲sem

del̲sem
sig̲sem
wai̲sem
preq̲sem
twai̲sem
ref̲sem

cre̲flg
del̲flg

TP
TR
TP
TR
TP
TR
TP
TR
TP
TR
TP
TR

semno
ercd*
semno
ercd*
semno
ercd*
semno
ercd*
semno
ercd*
semno
ercd*

TP
TR
TP
TR

flgno
ercd*
flgno
ercd*

tmout

exinf

wtsk

semcnt

exinf

flgatr+ iflgptn+
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bits=16bit
it
it
bits=32bit
it
it

+12/2B +14/2B

+16/2B

+18/2B

+20/2B

+22/2B +24/2B +26/2B

+12/4B +16/4B

+20/4B

+24/4B

+28/4B

+32/4B +36/4B +40/4B

set̲flg

flgno
ercd*
flgno
ercd*
flgno
ercd*
flgno
ercd*
flgno
ercd*
flgno
ercd*

clr̲flg
wai̲flg
pol̲flg
twai̲flg
ref̲flg

TP
TR
TP
TR
TP
TR
TP
TR
TP
TR
TP
TR

setptn+
clrptn+
waiptn+ wfmode+
flgptn+
waiptn+ wfmode+
flgptn+
waiptn+ wfmode+
flgptn+
exinf

cre̲mbx
del̲mbx
snd̲msg
rcv̲msg
prcv̲msg
trcv̲msg
ref̲mbx

接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし

cre̲mbf

TP
TR
TP
TR
TP
TP2
TR
TP
TP2
TR
TP
TP2
TR
TP

del̲mbf
snd̲mbf

psnd̲mbf

tsnd̲mbf

rcv̲mbf

wtsk

tmout

flgptn+

mbfno exinf
mbfatr+ bufsz maxmsz
ercd*
mbfno
ercd*
mbfno msgsz
送信メッセージ本体（バイト数＝msgsz）
ercd*
mbfno msgsz
送信メッセージ本体（バイト数＝msgsz）
ercd*
mbfno msgsz
tmout
送信メッセージ本体（バイト数＝msgsz）
ercd*
mbfno

TR ercd* msgsz
TR2 受信メッセージ本体（バイト数＝msgsz）
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bits=16bit
it
it
bits=32bit
it
it

+12/2B +14/2B

+16/2B

+18/2B

+20/2B

+22/2B +24/2B +26/2B

+12/4B +16/4B

+20/4B

+24/4B

+28/4B

+32/4B +36/4B +40/4B

prcv̲mbf

TP
TR
TR2
TP
TR
TR2
TP
TR

mbfno
ercd* msgsz
受信メッセージ本体 (バイト数＝msgsz)
mbfno tmout
ercd* msgsz
受信メッセージ本体 （バイト数＝msgsz）
mbfno
ercd* exinf
wtsk
stsk
msgsz

TP
TR
TP
TR
TP
TP2
TR
TR2
TP
TP2
TR
TR2
TP
TP2
TR
TR2

porno exinf
poratr+ maxcmsz maxrmsz
ercd*
porno
ercd*
porno cmsgsz calptn+
呼出メッセージ本体（バイト数＝cmsgsz）
ercd* rmsgsz
返答メッセージ本体（バイト数＝rmsgsz）
porno cmsgsz calptn+
呼出メッセージ本体（バイト数＝cmsgsz）
ercd* rmsgsz
返答メッセージ本体（バイト数＝rmsgsz）
porno cmsgsz calptn+ tmout
呼出メッセージ本体（バイト数＝cmsgsz）
ercd* rmsgsz
返答メッセージ本体（バイト数＝rmsgsz）
※ msgsz, cmsgsz, rmsgszなどサブパケットのサイズを表わす情報
は2番目に統一した。

trcv̲mbf

ref̲mbf

cre̲por
del̲por
cal̲por

pcal̲por

tcal̲por

acp̲por
pacp̲por
tacp̲por
fwd̲por
rpl̲rdv
ref̲por

接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし （cal̲porのTRパケットを参照）
TP porno
TR ercd* exinf
wtsk
atsk
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bits=16bit
it
it
bits=32bit
it
it

+12/2B +14/2B

+16/2B

+18/2B

+20/2B

+22/2B +24/2B +26/2B

+12/4B +16/4B

+20/4B

+24/4B

+28/4B

+32/4B +36/4B +40/4B

def̲int
ret̲int
ret̲wup
loc̲cpu
unl̲cpu
dis̲int
ena̲int
chg̲iXX
ref̲iXX

接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし

cre̲mpl
del̲mpl
get̲blk
pget̲blk
tget̲blk
rel̲blk
ref̲mpl
cre̲mpf
del̲mpf
get̲blf
pget̲blf
tget̲blf
rel̲blf
ref̲mpf

接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし

set̲tim
get̲tim
dly̲tsk
def̲cyc
act̲cyc
ref̲cyc
def̲alm
ref̲alm
ret̲tmr

接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし

get̲ver
ref̲sys

接続機能なし
接続機能なし
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bits=16bit
it
it
it
bits=32bit
it
ref̲cfg
def̲svc
def̲exc
nrea̲dat

nwri̲dat

nget̲nod
nget̲ver

+12/2B +14/2B

+16/2B

+18/2B

+20/2B

+22/2B +24/2B +26/2B

+12/4B +16/4B

+20/4B

+24/4B

+28/4B

+32/4B +36/4B +40/4B

接続機能なし
接続機能なし
接続機能なし
TP srcadr datsz
TR ercd* reasz
TR2 読み出したメモリデータ（バイト数＝reasz）
※ TRのreaszは実際に読めたバイト数
TP dstadr datsz
TP2 書き込むメモリデータ（バイト数＝datsz）
TR ercd* wrisz
※ TRのwriszは実際に書けたバイト数
接続機能なし
TP （なし）
TR pk̲verの内容（バイト数＝20）
※ このパケットに限り、フォーマット（パケットのビット数）がノード
のビット数に依存しない。

レベルX情報
レベルX情報(levelx)に入れる値は次のようになる。
［ref̲tskのTRパケット］
tskwait

wid

無し
有り
有り
有り
有り

無し
無し
有り
有り
有り

wupcnt suscnt
無し
無し
無し
有り
有り

無し
無し
無し
無し
有り

levelxに入れる値
B'00000000＝H'00
B'00000001＝H'01
B'00000011＝H'03
B'00000111＝H'07
B'00001111＝H'0f

［cre̲semのTPパケット］
isemcnt maxsem levelxに入れる値
無し
有り
有り

無し
無し
有り

B'00000000＝H'00
B'00000001＝H'01
B'00000011＝H'03
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接続機能におけるエラー
対象ノードにおけるシステムコール実行において、E̲OK以外のEN̲xxxx,
E̲xxxxのエラーが返った場合は、TEパケットが返る。TEパケットは、シス
テムコールに依存しないフォーマットを持ち、エラーコードercdのみの情
報を返す。したがって、エラーが発生した時には、同時に他のリターンパ
ラメータが返ることはない。
接続機能におけるエラーとしては、TEパケットにより対象ノードから明
示的に返されるエラー以外に、パケット紛失や対象ノードのシステムダウ
ンといった原因により、要求ノード側で検出するエラーもある。これらの
エラーも含めて、パケットの流れやシステムコール実行の有無と各エラー
コードとの関係をまとめたものを表9に示す。
表9で、EN̲PARの(※1)は、要求ノードが8または16ビットの小さいサイズ
のパラメータパケットを使おうとしたが、パラメータのサイズがそれ以上
あったため、パケット生成段階でエラーとなったケースである。また、(※
2)は、パケットは生成できて対象ノードに要求を出したが、対象ノード側
ではパラメータのサイズが大きすぎて処理できないため、エラーを返すケー
スである。この違いを図54に示す。

表9. 接続機能のエラーコードとパケットの流れ

要求ノードで検出する
エラーコード
E̲OK
E̲xxx
EN̲NOND
EN̲OBJNO
EN̲PROTO
EN̲RSFN
EN̲COMM
EN̲RLWAI
EN̲PA R (※1)
(※2)
EN̲RPAR (※3)
(※4)
EN̲CTXID
EN̲EXEC

TPパケットの TR, TEパケットの
有無
有無と種類
有
有
無
有
有
有
有？(※5)
有？(※5)
無
有
有
有
無
有

TR,(＋TR2)
TE
無
TE
TE
TE
無？(※6)
無？(※6)
無
TE
TE
TR,(＋TR2)
無
TE
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対象ノードにおける
システムコール実行
実行して正常終了
実行した結果エラー
実行しない
実行しない
実行しない
実行しない
要求ノードからは不明確
要求ノードからは不明確
実行しない
実行しない
実行して正常終了
実行して正常終了
実行しない
実行しない
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(1)
要求ノード
ビット 数=a

(2)
パケットビット 数=p

対象ノード
ビット 数=b

(1)でオーバーフローが起こった場合のエラー がEN̲PAR (※1)
(2)でオーバーフローが起こった場合のエラー がEN̲PAR (※2)
図54. 2種類のEN̲PAR

表9で、EN̲RPARの(※3)は、対象ノードが8または16ビットの小さいサイ
ズのリターンパケットを使おうとしたが、リターンパラメータのサイズが
それ以上あったため、パケット生成段階でエラーとなったケースである。
また、(※4)は、リターンパケットは生成できて要求ノードに結果を返した
が、要求ノード側ではリターンパラメータのサイズが大きすぎて処理でき
ないため、要求ノード側でエラーとなったケースである。この場合、対象
ノード側ではエラーと解釈していない。
EN̲COMM, EN̲RLWAIの(※5)は、要求ノード側はパラメータパケットを送っ
たつもりでいるが、本当に送られたかどうかは不確定であることを示す。
また、(※6)は、要求ノード側はリターンパケットを受け取っていないと認
識しているが、本当にリターンパケットが来なかったかどうかは不確定で
あることを示す。この場合は、要求ノードがシステムコールをエラー終了
した後に、遅れてリターンパケットが来る可能性もある。
TCパケット
TCパケットは、オブジェクトに対する待ち状態を解除するために発行され
るパケットであり、接続機能応答待ちを解除するものではない。したがっ
て、TCパケットは必ずTAパケット受信後に返送されるパケットとなる。TC
パケット受信後の対象ノードでの処理を効率よくするため、対象ノードで
はTAパケットに待ち番号(waino)を入れ、要求ノードがTCパケットを返す時
には同じ待ち番号を通知する。待ち番号の内容はインプリメント依存であ
るが、たとえば、対象ノードにおいて接続機能の処理を行うタスク（接続
機能処理タスク）のIDを含めたり、接続機能の処理状況を示すテーブルへ
のインデクスとして使うことが可能である。
TCパケットは、システムコールの要求が途中でキャンセルされた場合に、
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対象ノード上で接続機能の処理を行うために使っていた資源（接続機能処
理タスクやそのタスクの使う各種の資源）をできるだけ解放し、再利用で
きるようにするための機能である。また、対象ノードにおける資源数の矛
盾をできるだけ減らすためにも利用される。ただし、TCパケットの仕様は
［レベルX］である。資源数の矛盾があまり問題とならないシステム（シス
テムコールの中断後に再スタートする場合など）では、要求ノード側にTC
パケットを送信する機能が無かったり、対象ノード側がTCパケットを無視
する仕様になっていても構わない。また、対象ノードできちんとTCパケッ
トを処理する場合でも、パケット送受信のタイミングによっては資源数の
矛盾を回避できない場合がある。いずれにしても、この場合は要求タスク
にEN̲RLWAIのエラーが返るので、資源数に矛盾を生じている可能性が通知
される。
TCパケットの基本的な利用方法を図55に示す。

wai̲se mで待ち状態に入った 後、rel̲wa iにより待ち解除となった場合
要求ノード
↓
wai̲se m発行

対象ノード
↓

TP , seq=1 , 機能コー ド=wai̲sem , semno
TTW̲NO Dの待ち状態
TA

OSのwai̲se m処理

, seq=1 , 機能コード=wai̲sem , waino, tskwait=TTW̲SEM

TTW̲SE Mの待ち状態

rel̲wai
TC , seq=1 , 機能コー ド=wai̲sem , waino
EN̲RLWA Iを返す

接続機能処理タスクの
待ち解 放（資源をとらずに中 断）
図55. TCパケットの利用方法
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要求ノード側のシステムコールがTAパケット受信前にrel̲waiにより中断
された場合、要求ノードから対象ノードには何も通知しない。オブジェク
ト 待 ち に 入 ら な い 他 ノ ー ド 対 象 の シ ス テ ム コ ール（sig̲semなど）を
rel̲waiで中断した場合にも同様である。ただし、対象ノードにおける資源
数の矛盾をできるだけ減らすためには、以下の処置を行うことが望ましい。
‑

システムコール要求のTPパケットが要求ノードの送信キューにたま
っている場合には、そのパケットを削除する。

‑

キャンセルされた要求に対するTAパケットを後から受け取った場
合、それに対するTCパケットを返す（対象ノード側で無駄な資源を
とらないようにするため）。

TCパケットに対して対象ノードから応答が返る可能性はないが、TCパケッ
トとTRパケットが入れ違いになる可能性はある。
【仕様決定の理由】
TCパケットは他ノード上でのオブジェクト待ち状態を解放するものであ
り、接続機能応答待ちの状態を解放するものではない。接続機能応答待ち
状態のタスクに対してrel̲waiが発行された場合でも、そのキャンセルを通
知するためのパケットは特に用意されていない。これは、次のような理由
による。
‑

パラメータパケットをキャンセルするパケットを用意し、それを送
信したとしても、両者のパケットが同じ速度で対象ノードに転送さ
れると、キャンセル処理が間に合わず、パケットを送付する意味が
ない。

‑

通信路または対象ノードの異常によってパラメータパケットの送信
が正常にできず、そのため接続機能の処理に時間がかかりすぎるの
で、rel̲waiにより要求を中断したいというケースは考えられる。
しかし、この場合は要求ノードからパラメータパケットを送信でき
ていない（送信用のキューにたまっている）可能性が高いので、要
求のキャンセル処理は要求ノードの内部で可能であり、キャンセル
のためのパケットを用意する意味が無い。

‑

中継用の途中ノードがあるネットワークでは、途中ノードや通信路
の一部の異常によって、通信路の途中でパケットが滞る可能性があ
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る。この場合、要求ノード側では正常にパラメータパケットを送っ
たと思っているのに、対象ノードに届いていないことになる。この
ケースでは、後から送ったキャンセル用パケットが途中でパラメー
タパケットに追い付き、キャンセル処理のできる可能性がある。し
かし、μITRON 3.0の用途としては複雑すぎるので、このための標
準パケット形式は用意しない（必要に応じて、後から機能追加され
る可能性はある）。
ランデブにおけるパケットの流れ
cal̲porは接続機能に対応しており、他ノードのポートを対象とした
cal̲porを実行することが可能である。
ただし、対象ノード上のランデブの状態がランデブ呼出待ちからランデ
ブ終了待ちに変わる時にも、これを通知するパケットは送信されない。そ

cal̲po rでランデブがすぐに成立した場合
要求ノード
cal̲po r発行タスクのノード

対象ノード
ポートの存在するノード

↓
cal̲po r発行

↓
acp̲por

TP

, seq=1 , 機能コー ド=cal̲por, porno , cmsgsz , calptn

TP

, seq=2 , 機能コー ド=cal̲por , 呼出メッセージ

TTW̲NO Dの待ち状態
TA

OSのランデブ呼出処理

, seq=1 , 機能コード=cal̲por , (TTW̲CAL￨TTW̲RDV) , waino

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態
本当はTTW̲RDV

ランデブ受付タスクの処理
rpl̲rd v発行

TR

, seq=1, 機能コー ド=cal̲por , ercd, rmsgsz

TR

, seq=2 , 機能コー ド=cal̲por , 返答メッセージ

図56. ランデブがすぐに成立したcal̲por
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のため、他ノードのポートを対象としてランデブを行っているタスクにつ
いては、ランデブ呼出待ちの状態とランデブ終了待ちの状態を区別するこ
とができない（図56, 図57）。詳細については2.4節のシステムコールの説
明を参照のこと。

cal̲po rでランデブがすぐに成立しなかった場合
要求ノード
cal̲po r発行タスクのノード

対象ノード
ポートの存在するノード

↓
cal̲po r発行

↓

TP

, seq=1 , 機能コー ド=cal̲por, porno , cmsgsz , calptn

TP

, seq=2 , 機能コー ド=cal̲por , 呼出メッセージ

TTW̲NO Dの待ち状態
TA

OSのランデブ呼出処理

, seq=1 , 機能コード=cal̲por , (TTW̲CAL￨TTW̲RDV) , waino

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態
本当はTTW̲CAL

ランデブ呼出待ち状態

（ランデブ成立が分からな い）

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態
本当はTTW̲RDV

ランデブ成立

acp̲por

ランデブ受付タスクの処理

rpl̲rd v発行
TR

, seq=1, 機能コー ド=cal̲por , ercd, rmsgsz

TR

, seq=2 , 機能コー ド=cal̲por , 返答メッセージ

図57. ランデブがすぐに成立しなかったcal̲por
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cal̲porに対するTCパケットは、ランデブ呼出待ち、ランデブ終了待ちの
いずれの状態にも適用される。そもそも、cal̲porを実行したノードでは、
ランデブ呼出待ちとランデブ終了待ちの違いが分からないので、前者に対
して送信するパケットと後者に対して送信するパケットを区別するわけに
はいかない。ランデブ呼出待ちおよびランデブ終了待ちの状態に対してTC
パケットを送信することは、対象ノードにおける接続機能処理タスクや関
連した資源を解放するために有用である（図58）。

cal̲porがrel̲waiにより待ち解除となり、TCパケットが送られる場合
要求ノード
（cal̲po r発行タスクのノー ド）

対象ノード
（ポートの存在するノー ド）

↓
cal̲po r発行

↓

'TP', seq=1 , 機能コー ド=cal̲por , porno , cmsgsz , calptn

'TP', seq=2 , 機能コー ド=cal̲por , call message

TTW̲NO Dの待ち状態

OSのランデブ呼出処理

'TA', seq=1 , 機能コー ド=cal̲por , (TTW̲CA L ￨ TTW̲RDV) , waino

(TTW̲CA L ￨ TTW̲RDV )の待ち状態
本当はTTW̲CAL

ランデブ呼出待ち状態

（ランデブ成立が分からな い）

ランデブ成 立 ※

acp̲por

rel̲wai
'TC', seq=1 , 機能コー ド=cal̲por , waino
EN̲RLWA Iを返す
※

接続機能処理タスクの待ち解放

対象ノード側 で acp̲po r が発行さ れ、ランデブが成立したかどうか は、
要求ノード側では分からな い。ランデブが成立したかどうかにかかわら ず、
要求ノード はTCパケットを送 る。

図58. cal̲por実行中断時のパケットの流れ

ランデブ機能に関するこのほかの具体的なパケットの流れを、図59〜図
62の例で示す。
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cal̲po rでランデブがすぐに成立した が、その後回送されて呼出待ちに戻った場合
要求ノード
cal̲po r発行タスクのノード

対象ノード
ポートの存在するノード

↓
cal̲po r発行

↓
acp̲por

TP

, seq=1 , 機能コー ド=cal̲por, porno , cmsgsz , calptn

TP

, seq=2 , 機能コー ド=cal̲por , 呼出メッセージ

TTW̲NO Dの待ち状態
TA

OSのランデブ呼出処理

, seq=1 , 機能コード=cal̲por , (TTW̲CAL￨TTW̲RDV) , waino

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態
本当はTTW̲RDV

回送前のランデブ
受付タスクの処理

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態
本当はTTW̲CAL

fwd̲por

ランデブ回送

（ランデブ回送が分からな い）

ランデブ呼出待ち状態

（ランデブ再成立が分からな い）

ランデブ再成立

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態
本当はTTW̲RDV

回送後のランデブ
受付タスクの処理
rpl̲rd v発行

TR

, seq=1, 機能コー ド=cal̲por , ercd, rmsgsz

TR

, seq=2 , 機能コー ド=cal̲por , 返答メッセージ

図59. 他ノード上でのランデブ回送

tcal̲po rでランデブ呼出待ちがタイムアウトした場合
要求ノード
tcal̲po r発行タスクのノード

対象ノード
ポートの存在するノード

↓
tcal‑po r発行

↓

TP

, seq=1 , 機能コード=tcal̲por, porno , cmsgsz, calptn , tmout
TP

, seq=2 , 機能コー ド=tcal̲por , 呼出メッセージ

TTW̲NO Dの待ち状態

TA

OSのランデブ呼出処理

, seq=1 , 機能コード=tcal̲por , (TTW̲CAL￨TTW̲RDV) , waino

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態

タイムアウト
TE

, seq=1 , 機能コード=tcal̲por, ercd=E̲TMOUT

※この場合は他のタイムアウト付きシステムコールと同じような処理にな

図60. タイムアウトになったtcal̲por
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pcal̲po rでランデブが成立した場合
要求ノード
pcal̲po r発行タスクのノード

対象ノード
ポートの存在するノード

↓
pcal̲po r発行

↓
acp̲por

TP

, seq=1 , 機能コー ド=pcal̲por, porno , cmsgsz , calptn

TP

, seq=2 , 機能コー ド=pcal̲por , 呼出メッセージ

TTW̲NO Dの待ち状態
TA

OSのランデブ呼出処理

, seq=1 , 機能コード=pcal̲por , (TTW̲CAL￨TTW̲RDV) , waino

(TTW̲CAL￨TTW̲RDV )の待ち状態

ランデブ受付
タスクの処理
rpl̲rd v発行

TR

, seq=1 , 機能コード=pcal̲por, ercd, rmsgsz

TR

, seq=2 , 機能コー ド=pcal̲por , 返答メッセージ

※pcal̲po rはポーリングのシステムコールである が、ポーリングが成功した場合
（ランデブが成立した場 合）にも待ち状態に入るた め、一旦TAパケットが返さ
れる。（pcal̲po r以外のポーリングシステムコー ルp???̲?? ?におい て、TAパケ
ットを返すことはな い。）

図61. ランデブが成立したpcal̲por

pcal̲po rでランデブが成立しなかった場合
要求ノード
pcal̲po r発行タスクのノード

対象ノード
ポートの存在するノード

↓
pcal‑po r発行

↓

TP

, seq=1 , 機能コー ド=pcal̲por, porno , cmsgsz , calptn

TP

, seq=2 , 機能コー ド=pcal̲por , 呼出メッセージ

TTW̲NO Dの待ち状態
TE

OSのランデブ呼出処理

, seq=1 , 機能コード=pcal̲por, ercd=E̲TMOUT

※TAパケットは送られ ず、TEパケットでエラーを返 す。この場合 は、他の
ポーリングシステムコールと同じような処理にな る。

図62. ランデブが成立しなかったpcal̲por
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ITRON仕様の保守体制と問い合わせ先
ITRONおよびμITRON仕様の作成／保守は、社団法人トロン協会 ITRON
専門委員会が行っている。仕様に関する問い合わせ先は、次の通りである。
〒108 東京都港区三田1-3-39 勝田ビル5F
社団法人トロン協会 ITRON専門委員会
TEL: 03-3454-3191
FAX: 03-3454-3224
ITRON専門委員会では、ITRONに関連する各種の情報やITRON専門委員
会の活動状況を広く知らせるために、インターネットのWWW上にITRON
ホームページを開設している。ITRONホームページのURLは次の通りである。

http://tron.um.u-tokyo.ac.jp/TRON/ITRON
ITRONニュースレター
ITRON専門委員会では、ITRONに関連する各種の情報やITRON専門委員
会の活動状況を広く知らせるために、ITRONニュースレターを隔月で発行
している。ITRON仕様の追加・訂正に関する情報や、ITRON専門委員会が
発行している書籍の訂正情報は、ITRONニュースレターに掲載する。また、
ITRON仕様に関連する製品の紹介、書籍や文献の紹介、展示会やセミナー
等のイベントのお知らせにも、ニュースレターを活用している。ITRONニ
ュースレターは、TRONWARE誌（後述）およびトロン協会の機関誌上に掲
載される。また、ITRONホームページからも、WWWを通して読むことが
できる。
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ITRON仕様準拠製品登録制度
ITRON専門委員会では、ITRON仕様の普及と発展を促進するため、
ITRON仕様準拠製品の登録制度を実施している。各社で開発されたITRON
仕様に準拠した製品を登録していただき、専門委員会の広報活動などを通
じて、ITRON仕様ならびに登録製品の普及を図ることを目的としている。
この制度により登録されているITRON仕様準拠製品のリストは、ITRON
ホームページから取得することができる。また、ITRON仕様準拠製品の登
録を希望される方は、ITRON専門委員会まで連絡されたい。
互換性チェックシート
μITRON3.0互換性チェックシート（μITRON3.0仕様：インプリメント依
存部分チェックシート）は、μITRON3.0仕様に準拠して実装されたOSの互
換性をチェックするための設問集である。ユーザがμITRON3.0仕様に準拠
したOSの比較検討を行う際の資料としたり、応用プログラムを移植する際
の目安とすることを主な利用目的として作成されている。
チェックシートおよび関連するドキュメントは、ITRONホームページか
ら取得することができる。なお、μITRON3.0仕様に準拠した製品をITRON
仕様準拠製品登録制度により登録する場合には、製品仕様をチェックシー
トに記入したものの提出を義務付けている。
参考文献
TRONプロジェクト全般についての説明資料として、トロン協会発行の
次の資料があり、各サブプロジェクトの活動まで含めて紹介している。
「The TRON Project 1995」, （社）トロン協会, 1995
（日本語版, 英語版あり）
TRONプロジェクトの最新情報については、パーソナルメディアが発行
している隔月刊のTRON関連技術情報誌「TRONWARE」が参考になる。ま
た、TRONプロジェクトの研究成果については、毎年開催されるTRONプロ
ジェクト国際シンポジウムの論文集を参考にされたい。最新の論文集は次
の通りである。この論文集の付録として、TRONプロジェクト関連の論文の
一覧がついている。
「Proceedings of the 13th TRON Project International Symposium」,
IEEE Computer Society Press, 1996 (ISBN 0-8186-7658-2).
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ITRON全般に関する参考書として、ITRON専門委員会では、次の書籍を
編集・発行している。この書籍には、ITRONについてさらに詳しく知りた
い方のために、解説付参考文献のページが設けられている。
坂村 健 監修, 「ITRON標準ガイドブック2」, パーソナルメディア,
1994(ISBN 4-89362-133-5).
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ここでは、get̲verシステムコールのmaker, cpuとして参照されるメーカー
コード、CPUコードについて説明する。これらのコードの割り当ては、社団
法人トロン協会が行う。
メーカーコード
メーカーコードのフォーマットを図63に示す。
MAKER

図63. get̲verで得られるmakerのフォーマット

1997年7月の時点で決まっている具体的なメーカーコードは次の通りで
ある。
MAKER:
H'0000

バージョンなし（実験システムなど）

H'0001

東京大学

...
H'0009

富士通株式会社

H'000a

株式会社日立製作所

H'000b

松下電器産業株式会社

H'000c

三菱電機株式会社

H'000d

日本電気株式会社

H'000e

沖電気工業株式会社

H'000f

株式会社東芝
※ 以上はABC順
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H'0010

アルプス電気株式会社

H'0011

株式会社ワコム

H'0012

パーソナルメディア株式会社

H'0013

ソニー株式会社
...

H'0101

オムロン株式会社

H'0102

株式会社精工舎

H'0103

株式会社システムアルゴ

H'0104

東京コンピュータサービス株式会社

H'0105

ヤマハ株式会社

H'0106

株式会社モアソンジャパン

H'0107

東芝情報システム

H'0108

宮崎システム設計事務所

H'0109

スリーエース・コンピュータ

なお、後述するCPUコードの割り当ての制約から、CPUを開発するメーカ
ーのメーカーコードはH'0000〜H'00ffの範囲を使う必要がある。
CPUコード
cpuのフォーマットを図64に示す。汎用性の高いプロセッサの場合は図64
①のフォーマットを使用し、それ以外の各社独自アーキテクチャのプロセッ
サの場合には、図64②のフォーマットを使用する。
図64①のフォーマットにおけるCPU1のコード割当ては、ITRONとBTRONで共
通である。また、TRON仕様チップ上に実装したBTRON仕様OSの標準オブジェ
クトフォーマットのCPUタイプの部分にも、これと同じ番号が入る。
一方、図64②のフォーマットを利用する場合、MAKER1のコードの割当て
は、makerの項で説明したMAKERの値の下位8ビットを取り出したものになる。

①

②

0

0

0

0

0

0

0

0

MAKER1

CPU1

CPU2

図64. get̲verで得られるcpuのフォーマット
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CPU2のコードの割当ては該当メーカーが決める。
1997年7月の時点で決まっている具体的なCPUコードは次の通りである。
CPU1:
B'00000000

(H'00)

CPUを特定しない， CPU情報を持たない

B'00000001

(H'01)

TRONCHIP32共通

B'00000010

(H'02)

reserved

B'00000011

(H'03)

reserved

B'00000100

(H'04)

reserved

B'00000101

(H'05)

reserved（<<L1R>>仕様のTRON仕様チップ）

B'00000110

(H'06)

reserved（<<L1>>仕様のTRON仕様チップ）

B'00000111

(H'07)

reserved（LSIDの機能を持つTRON仕様チップ)

※ B'00000000〜B'00000111の場合、CPUのメーカーを特定しない。
B'00001000

(H'08)

reserved

B'00001001

(H'09)

GMICRO/100

B'00001010

(H'0a)

GMICRO/200

B'00001011

(H'0b)

GMICRO/300

B'00001100

(H'0c)

reserved

B'00001101

(H'0d)

TX1

B'00001110

(H'0e)

TX2

B'00001111

(H'0f)

reserved

B'00010000

(H'10)

reserved

B'00010001

(H'11)

reserved

B'00010010

(H'12)

reserved

B'00010011

(H'13)

O32

B'00010100

(H'14)

reserved

B'00010101

(H'15)

MN10400

B'00010110

(H'16)

reserved

B'00010111

(H'17)

reserved

B'00011000

(H'18)

GMICRO/400

B'00011001

(H'19)

GMICRO/500

B'00011010

(H'1a)

reserved
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B'00011011〜B'00111111 (H'1b〜H'3f) ‑ reserved
※ GMICRO拡張用、TXシリーズ拡張用、TRONCHIP64用
B'01000000 (H'40) モトローラ68000
B'01000001 (H'41) モトローラ68010
B'01000010 (H'42) モトローラ68020
B'01000011 (H'43) モトローラ68030
B'01000100 (H'44) モトローラ68040
B'01000000〜B'01001111 (H'40〜H'4f) ‑ モトローラ68000 系
B'01010000 (H'50) ナショセミNS32032
B'01010000〜B'01011111 (H'50〜H'5f) ‑ ナショセミNS32000 系
B'01100000
B'01100001
B'01100010
B'01100011
B'01100100
B'01100101

(H'60)
(H'61)
(H'62)
(H'63)
(H'64)
(H'65)

インテル8086, 8088
インテル80186
インテル80286
インテル80386
インテル80486
インテル Pentium

B'01100110 (H'66) インテル Pentium Pro
B'01100000〜B'01101111 (H'60〜H'6f) ‑ インテルiAPX86 系
B'01110000〜B'01111111 (H'70〜H'7f) ‑ NEC Vシリーズ
B'10000000

(H'80)

IBM PowerPC601

B'10000001

(H'81)

IBM PowerPC602

B'10000010

(H'82)

IBM PowerPC603

B'10000011

(H'83)

IBM PowerPC604

B'10000110

(H'86)

IBM PowerPC401

B'10000111

(H'87)

IBM PowerPC403

B'10000000〜B'10001111 (H'80〜H'8f) ‑ IBM/モトローラ PowerPC 系
B'10010000〜B'11111111 (H'90〜H'ff) ‑ reserved
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バージョン番号の付け方
ITRONおよびμITRON仕様OSのバージョン番号は、次の形態をとる。
Ver X.YY.ZZ[.WW]
このうち、 X

はITRON仕様のメジャーなバージョンを示し、ITRON1,

ITRON2, μITRON 3.0などの区別を行う番号である。具体的な割り当ては次
のようになっている。
X

＝1 ITRON1
2 ITRON2またはμITRON 2.0
3 μITRON 3.0

YY

は、仕様内容の変更や追加を伴うようなバージョンの区別を示す番

号である。仕様公開後は、仕様のバージョンアップに合わせて

YY ＝00,

01, 02...の順に増加していく。一方、公開前の仕様(トロン協会内部で検討
中の仕様)や暫定仕様(ドラフト)の場合は、 YY
B ,

C

A

,

となる。

仕様書のバージョン番号のうち、 X.YY
報として得ることができる。 YY
進数の

のいずれかの桁が

A

,

B

,

C

が

A

の部分は、get̲verのspverの情
,

B

,

C

を含む場合は、16

を使う。

ZZ は、仕様書の表記に関するバージョンを区別するための番号である。
仕様書の構成や章立ての変更、ミスプリントの修正などがあった場合には、
この番号が

ZZ"＝00, 01, 02...の順に増加していく。なお、仕様書の表記に

関してさらにマイナーな区別を行いたい場合は、 ZZ
を設ける場合がある。 .WW

の下に

.WW

の桁

が省略されている場合は、WWが00であるもの

とみなされる。
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レベル
R
タ
ス
ク
管
理

dis̲dsp
ena̲dsp

タ
ス
ク
付
属
同
期

slp̲tsk

同
期
・
通
信

RN

S

SN

E

ext̲tsk
rot̲rdq
get̲tid

sta̲tsk
ter̲tsk
chg̲pri
rel̲wai

exd̲tsk

cre̲ts k
del̲tsk

sus̲tsk
rsm̲tsk
can̲wup

tslp̲tsk

frsm̲tsk

set̲flg
clr̲flg
wai̲flg
pol̲flg

cre̲mbx
del̲mbx
ref̲mbx
trcv̲msg

cre̲fl g
del̲fl g
ref̲fl g
twai̲fl g

cre̲sem
del̲sem
ref̲sem
twai̲sem

cre̲mb f
del̲mb f
ref̲mb f

snd̲mbf
psnd̲mbf
tsnd̲mbf
rcv̲mbf
prcv̲mbf
trcv̲mbf
cal̲por
pcal̲por
tcal̲por

wup̲tsk

sig̲sem
wai̲sem
preq̲sem

snd̲msg
rcv̲msg
prcv̲msg

拡
張
同
期
・
通
信

割
込
み
管
理

acp̲por
pacp̲por
tacp̲por
fwd̲por
rpl̲rdv
loc̲cpu
unl̲cpu
ret̲int

ret̲wup

メ
モ
リ
プ
Ｉ
ル
set̲tim
get̲tim
dly̲tsk

時
間
管
理
シ
ス
テ
ム
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

EN

get̲ver

cre̲mp f
del̲mp f
get̲bl f
pget̲bl f
tget̲bl f
rel̲bl f
ref̲mp f

cre̲mpl
del̲mpl
get̲blk
pget̲blk
tget̲blk
rel̲blk
ref̲mpl

def̲cy c
act̲cy c
ref̲cy c
ret̲tmr

def̲alm

cre̲po r
del̲po r
ref̲po r

C
ref̲tsk

dis̲int
ena̲int
def̲int
chg̲iXX
ref̲iXX

ref̲alm

ref̲sys

nrea̲dat
nwri̲dat
nget̲nod
nget̲ver

5.1 システムコールレベル分類表

ref̲cfg
def̲svc
def̲exc

400

=

の記号のついているものは、リターンパラメータである。

■ タスク管理機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

EN

cre̲tsk

tskid

タスク生成

EN

del̲tsk

tskid

SN

sta̲tsk

tskid

S

ext̲tsk

E

exd̲tsk

SN

ter̲tsk

R

dis̲dsp

R

ena̲dsp

SN

chg̲pri

tskid

S

rot̲rdq

tskpri

タスクのレディキュー回転

SN

rel̲wai

tskid

他タスクの待ち状態解除

S

get̲tid

tskid=

自タスクのタスクID参照

EN

ref̲tsk

tskid

pk̲ctsk

タスク削除
stacd

タスク起動
自タスク終了
自タスクの終了と削除

tskid

他タスク強制終了
ディスパッチ禁止
ディスパッチ許可
tskpri

pk̲rtsk

タスク優先度変更

タスク状態参照

■ タスク付属同期機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

SN

sus̲tsk

tskid

他タスクを強制待ち状態へ
移行

SN

rsm̲tsk

tskid

強制待ち状態のタスクを再開

EN

frsm̲tsk

tskid

強制待ち状態のタスクを強制
再開

R

slp̲tsk

E

tslp̲tsk

自タスクを起床待ち状態へ
移行
tmout

自タスクを起床待ち状態へ
移行（タイムアウト有）
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RN

wup̲tsk

tskid

SN

can̲wup

tskid

他タスクの起床
wupcnt=

タスクの起床要求を無効化

■ 同期・通信機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

EN

cre̲sem

semid

セマフォ生成

EN

del̲sem

semid

セマフォ削除

RN

sig̲sem

semid

セマフォ資源返却

RN

wai̲sem

semid

セマフォ資源獲得

RN

preq̲sem

semid

セマフォ資源獲得
（ポーリング）

EN

twai̲sem

semid

tmout

EN

ref̲sem

semid

pk̲rsem

セマフォ状態参照

EN

cre̲flg

flgid

pk̲cflg

イベントフラグ生成

EN

del̲flg

flgid

SN

set̲flg

flgid

setptn

イベントフラグのセット

SN

clr̲flg

flgid

clrptn

イベントフラグのクリア

SN

wai̲flg

flgid

waiptn flgptn= wfmode イベントフラグ待ち

SN

pol̲flg

flgid

waiptn flgptn= wfmode イベントフラグ待ち
（ポーリング）

EN

twai̲flg

flgid

waiptn flgptn= wfmode tmout
イベントフラグ待ち（タイムアウト有）

EN

ref̲flg

flgid

pk̲rflg

イベントフラグ状態参照

E

cre̲mbx

mbxid

pk̲cmbx

メイルボックス生成

E

del̲mbx

mbxid

S

snd̲msg

mbxid

pk̲msg

メイルボックスへ送信

S

rcv̲msg

mbxid

pk̲msg=

メイルボックスから受信

S

prcv̲msg

mbxid

pk̲msg=

メイルボックスから受信
（ポーリング）

E

trcv̲msg

mbxid

pk̲msg= tmout

メイルボックスから受信
（タイムアウト有）

E

ref̲mbx

mbxid

pk̲rmbx

pk̲csem

セマフォ資源獲得
（タイムアウト有）

イベントフラグ削除

メイルボックス削除

メイルボックス状態参照

■ 拡張同期・通信機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

EN

cre̲mbf

mbfid

メッセージバッファ生成

EN

del̲mbf

mbfid

pk̲cmbf

メッセージバッファ削除
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EN

snd̲mbf

mbfid

msgsz msg

メッセージバッファへ送信

EN

psnd̲mbf

mbfid

msgsz msg

メッセージバッファへ送信
（ポーリング）

EN

tsnd̲mbf

mbfid

msgsz msg tmout

メッセージバッファへ送信
（タイムアウト有）

EN

rcv̲mbf

mbfid

msgsz= msg

メッセージバッファから受信

EN

prcv̲mbf

mbfid

msgsz= msg

メッセージバッファから受信
（ポーリング）

EN

trcv̲mbf

mbfid

msgsz= msg tmout

メッセージバッファから受信
（タイムアウト有）

EN

ref̲mbf

mbfid

pk̲rmbf

メッセージバッファ状態参照

EN

cre̲por

porid

pk̲cpor

ランデブ用のポート生成

EN

del̲por

porid

EN

cal̲por

porid

calptn msg cmsgsz rmsgsz=
ポートに対するランデブの呼出

EN

pcal̲por

porid

calptn msg cmsgsz rmsgsz=
ポートに対するランデブの呼出（ポーリング）

EN

tcal̲por

porid

calptn msg cmsgsz rmsgsz= tmout
ポートに対するランデブの呼出（タイムアウト有）

E

acp̲por

porid

acpptn rdvno= msg cmsgsz=
ポートに対するランデブ受付

E

pacp̲por

porid

acpptn rdvno= msg cmsgsz=
ポートに対するランデブ受付（ポーリング）

E

tacp̲por

porid

acpptn rdvno= msg cmsgsz= tmout
ポートに対するランデブ受付（タイムアウト有）

E

fwd̲por

porid

calptn rdvno msg cmsgsz

E

rpl̲rdv

rdvno

msg rmsgsz

ランデブ返答

EN

ref̲por

porid

pk̲rpor

ポート状態参照

ランデブ用のポート削除

ポートに対するランデブ回送

■ 割込み管理機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

C

def̲int

dintno pk̲dint

割込みハンドラ定義

R

ret̲int

E

ret̲wup

R

loc̲cpu

R

unl̲cpu

C

dis̲int

割込みハンドラから復帰
tskid

割込ハンドラ復帰とタスク
起床
割込みとディスパッチの禁止
割込みとディスパッチの許可

eintno

割込み禁止
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C

ena̲int

eintno

割込み許可

C

chg̲iXX

iXXXX

割込みマスク（レベル、優
先度）変更

C

ref̲iXX

iXXXX=

割込みマスク（レベル、優
先度）参照

■ メモリプール管理機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

E

cre̲mpl

mplid

可変長メモリプール生成

E

del̲mpl

mplid

E

get̲blk

mplid

blksz blk=

可変長メモリブロック獲得

E

pget̲blk

mplid

blksz blk=

可変長メモリブロック獲得
（ポーリング）

E

tget̲blk

mplid

blksz blk= tmout

可変長メモリブロック獲得
（タイムアウト有）

E

rel̲blk

mplid

blk

可変長メモリブロック返却

E

ref̲mpl

mplid

pk̲rmpl

可変長メモリプール状態参照

E

cre̲mpf

mpfid

pk̲cmpf

固定長メモリプール生成

E

del̲mpf

mpfid

E

get̲blf

mpfid

blf=

固定長メモリブロック獲得

E

pget̲blf

mpfid

blf=

固定長メモリブロック獲得
（ポーリング）

E

tget̲blf

mpfid

blf= tmout

固定長メモリブロック獲得
（タイムアウト有）

E

rel̲blf

mpfid

blf

固定長メモリブロック返却

E

ref̲mpf

mpfid

pk̲rmpf

固定長メモリプール状態参照

pk̲cmpl

可変長メモリプール削除

固定長メモリプール削除

■ 時間管理機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

S

set̲tim

pk̲tim

システムクロック設定

S

get̲tim

pk̲tim

システムクロック参照

S

dly̲tsk

dlytim

E

def̲cyc

cycno

pk̲dcyc

周期起動ハンドラ定義

E

act̲cyc

cycno

cycact

周期起動ハンドラ活性制御

E

ref̲cyc

cycno

pk̲rcyc

周期起動ハンドラ状態参照

E

def̲alm

almno

pk̲dalm

アラームハンドラ定義

E

ref̲alm

almno

pk̲ralm

アラームハンドラ状態参照

E

ret̲tmr

タスク遅延

タイマハンドラから復帰
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■ システム管理機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

R

get̲ver

pk̲ver

バージョン参照

E

ref̲sys

pk̲rsys

システム状態参照

C

ref̲cfg

pk̲rcfg

C

def̲svc

s̲fncd

C

def̲exc

exckind pk̲dexc

コンフィグレーション情報参照
pk̲dsvc

拡張SVCハンドラ定義
例外ハンドラ定義

■ ネットワークサポート機能
ﾚﾍﾞﾙ

ｼｽﾃﾑｺｰﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ﾘﾀｰﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ（＝印）

機能説明

SN

nrea̲dat

srcnode srcadr dstadr datsz reasz=
他ノードからのデータ読み出し

SN

nwri̲dat

srcadr

SN

nget̲nod

node=

SN

nget̲ver

node

dstnode dstadr datsz wrisz=
他ノードへのデータ書き込み
自ノード番号参照
pk̲ver

他ノードのバージョン参照

※割込みマスク（レベル，優先度）の変更や参照を行うシステムコール
chg̲iXX, ref̲iXXでは、CPUのアーキテクチャに合わせて
の名称を決める。
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の部分
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【機能コードの割り当て範囲】
reserved:

H'fe00〜H'fe7f (‑512)〜(‑385) 128個

ファイル管理、デバイス管理: H'fe80〜H'febf (‑384)〜(‑321)

64個

デバッグサポート:

H'fec0〜H'feff (‑320)〜(‑257)

64個

システム構成用:

H'ff00〜H'ff1f (‑256)〜(‑225)

32個

標準システムコール（I/O, MMU含）:
H'ff20〜H'fffb (‑224)〜(‑5)
reserved:

H'fffc〜H'0000

ユーザ用（拡張SVC）:

H'0001〜

(‑4)〜0

220個
5個

1〜

※RN, SNレベルのシステムコールの機能コードは、H'ff80〜H'ffffの範囲
に収まるようにしている。
【機能コードの標準値】
※

‑

は、予約された機能コードである。

※CPUやインプリメントによっては、一部のシステムコール（ret̲intな
ど）で機能コードを用いない場合がある。また、インプリメントによっ
ては、全く機能コードを用いず、サブルーチンジャンプによってOSを
呼び出すものもある。
※「システム構成用」の［公開］と［非公開］の区別は、厳密なもので
はない。

5.3 機能コード一覧
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+H

0

+H

4

+H

8

+H

c

H

ff00

システム構成 用、インプリメント依 存 (v???̲??? )［公開］

H

ff10

システム構成 用、インプリメント依 存 (v???̲??? )［非公 開］

H

ff20

MMUサポー ト ‑ reserved
‑

H

H

ff30

H

H

ff50

H

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

rcv snd ref ‑
mbf mbf mbf

‑

‑

‑

‑

reserved
‑

‑

‑

‑

‑

reserved
‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

reserved
t

t
get get ‑

‑

‑

‑

‑

blk blf

ランデ ブ（ポー ト）
‑
del cre fwd rpl acp cal ref ref del cre
mbf mbf por rdv por por por rdv por por

可変長メモリプール管理
‑u
‑u
‑
rel rel get get ref ref del cre ‑
blk blk blk blk mpl blk mpl mpl

reserved
‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

タスク独立部専用
i
rel
wai

‑

ip i
i
i
i
ip ip i
i
if i
snd snd sig set wup get get rot chg rsm rsm
mbf msg sem flg tsk blk blf rdq pri tsk tsk

ポーリング
p
p
p
p
p
p
acp cal rcv snd rcv req pol ‑
por por mbf mbf msg sem flg

ffa0

ffb0

‑

‑

メッセージバッファ
‑

ff80

ff90

‑

タイムアウト
t
t
t
t
t
t
t
acp cal rcv snd rcv wai wai ‑
‑
por por mbf mbf msg sem flg

‑

H

‑

ff60

ff70

‑

ネットワーク

‑
H

‑

ff40

‑
H

‑

標準入出力管 理 ‑ reserved
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
put get put get ‑
‑
ctl ref req ‑
‑
lin lin chr chr
cio cio gio
‑

H

‑

‑

p

p
get get ‑
blk blf

時間管理
‑
‑
act ret ref ref def def can cyc ‑
cyc tmr cyc alm cyc alm cyc wup
名 名
V2 V2

n
‑

i
sus
tsk

‑

ネットワーク
n
n
n
wri rea get get
dat dat ver nod

dly get set ‑
tsk tim tim

‑

割込み管理

固定長メモリプール管理

‑u
‑u
‑
rel rel get get ref ref del cre dis ena ret ret ref chg ‑
blf blf blf blf mpf blf mpf mpf int int wup int iXX iXX
V2 名 V2 名 名 V2 名 名
名
H

H

ffc0

メイルボックス
‑u
‑u
snd snd rcv rcv ref ‑
msg msg msg msg mbx
V2
V2
名

ffd0

イベントフラグ
‑c
set clr wai wai ref ‑
flg flg flg flg flg
V2 名

H

セマフォ
‑u
‑u
del cre sig sig wai wai ref ‑
mbx mbx sem sem sem sem sem
V2
V2
名

ffe0

def
int

del cre
sem sem

タスク付属同期
t
f
del cre can wup slp slp rsm rsm ‑
flg flg wup tsk tsk tsk tsk tsk
名

sus
tsk

タスク管理
‑
‑
‑
ras rel dis ena rot chg abo ter get sta exd ext ref hdr del cre
ext wai dsp dsp rdq pri tsk tsk tid tsk tsk tsk tsk sts tsk tsk
V2
新 新
V2
名 V2

H

fff0

システム管 理、割込み管理
get ‑
ver

‑
‑s
ref ret ref def def def loc unl ‑
cfg svc sys exc svc svc cpu cpu
新 V2 名 新 V2
新 新

reserved
‑
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【μITRON 2.0, ITRON2との相違点】
・H'ffa0〜H'ffffの範囲に関しては、従来のITRON2、μITRON 2.0のシス
テムコールの機能コードの割り当てをそのまま活かし、値を変更してい
ない。
これは、従来のITRON2基本機能に相当する部分である（例外管理
を除く）。
H'ffb0〜H'ffb7のメモリプール管理には、固定長メモリプール管
理の機能を割り当てている。
名称の変更されたシステムコールも、機能が対応していれば同じ
機能コードを使っている。表では、これを

名

で示している

（???̲stsとref̲???など）。
また、μITRON 3.0で新設されたシステムコールを

新

で示し、

ITRON2やμITRON 2.0で使っていたが（予約されていたものを含む）
μITRON 3.0では使用していないシステムコールを

V2

で示して

いる。
・H'ff20〜H'ff9fの範囲に関しては、従来のITRON2、μITRON 2.0のシス
テムコールの機能コードの割り当てを全面変更している。
これは、例外管理、ITRON2拡張機能（ランデブ、メッセージバッ
ファ）、MMUサポート機能、ポーリング機能(p???̲???)などの範囲
に相当する部分である。μITRON 3.0では重要度の低い機能が多い
ため、見直しを行った。
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■ タスク管理機能
ER ercd = cre̲tsk ( ID tskid, T̲CTSK *pk̲ctsk );
ER ercd = del̲tsk ( ID tskid );
ER ercd = sta̲tsk ( ID tskid, INT stacd );
void ext̲tsk ( );
void exd̲tsk ( );
ER ercd = ter̲tsk ( ID tskid );
ER ercd = dis̲dsp ( );
ER ercd = ena̲dsp ( );
ER ercd = chg̲pri ( ID tskid, PRI tskpri );
ER ercd = rot̲rdq ( PRI tskpri );
ER ercd = rel̲wai ( ID tskid );
ER ercd = get̲tid ( ID *p̲tskid );
ER ercd = ref̲tsk ( T̲RTSK *pk̲rtsk, ID tskid );
■ タスク付属同期機能
ER ercd = sus̲tsk ( ID tskid );
ER ercd = rsm̲tsk ( ID tskid );
ER ercd =frsm̲tsk ( ID tskid );
ER ercd = slp̲tsk ( );
ER ercd =tslp̲tsk ( TMO tmout );
ER ercd = wup̲tsk ( ID tskid );
ER ercd = can̲wup ( INT *p̲wupcnt, ID tskid );

第5章 レファレンス

409
■ 同期・通信機能
ER ercd = cre̲sem ( ID semid, T̲CSEM *pk̲csem );
ER ercd = del̲sem ( ID semid );
ER ercd = sig̲sem ( ID semid );
ER ercd = wai̲sem ( ID semid );
ER ercd =preq̲sem ( ID semid );
ER ercd =twai̲sem ( ID semid, TMO tmout );
ER ercd = ref̲sem ( T̲RSEM *pk̲rsem, ID semid );
ER ercd = cre̲flg ( ID flgid, T̲CFLG *pk̲cflg );
ER ercd = del̲flg ( ID flgid );
ER ercd = set̲flg ( ID flgid, UINT setptn );
ER ercd = clr̲flg ( ID flgid, UINT clrptn );
ER ercd = wai̲flg ( UINT *p̲flgptn, ID flgid, UINT waiptn, UINT
wfmode );
ER ercd = pol̲flg ( UINT *p̲flgptn, ID flgid, UINT waiptn, UINT
wfmode );
ER ercd =twai̲flg ( UINT *p̲flgptn, ID flgid, UINT waiptn, UINT
wfmode, TMO tmout );
ER ercd = ref̲flg ( T̲RFLG *pk̲rflg, ID flgid );
ER ercd = cre̲mbx ( ID mbxid, T̲CMBX* pk̲cmbx );
ER ercd = del̲mbx ( ID mbxid );
ER ercd = snd̲msg ( ID mbxid, T̲MSG *pk̲msg );
ER ercd = rcv̲msg ( T̲MSG **ppk̲msg, ID mbxid );
ER ercd =prcv̲msg ( T̲MSG **ppk̲msg, ID mbxid );
ER ercd =trcv̲msg ( T̲MSG **ppk̲msg, ID mbxid, TMO tmout );
ER ercd = ref̲mbx ( T̲RMBX *pk̲rmbx, ID mbxid );
■拡張同期・通信機能
ER ercd = cre̲mbf ( ID mbfid, T̲CMBF *pk̲cmbf );
ER ercd = del̲mbf ( ID mbfid );
ER ercd = snd̲mbf ( ID mbfid, VP msg, INT msgsz );
ER ercd =psnd̲mbf ( ID mbfid, VP msg, INT msgsz );
ER ercd =tsnd̲mbf ( ID mbfid, VP msg, INT msgsz, TMO tmout );
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ER ercd = rcv̲mbf ( VP msg, INT *p̲msgsz, ID mbfid );
ER ercd =prcv̲mbf ( VP msg, INT *p̲msgsz, ID mbfid );
ER ercd =trcv̲mbf ( VP msg, INT *p̲msgsz, ID mbfid, TMO tmout);
ER ercd = ref̲mbf ( T̲RMBF *pk̲rmbf, ID mbfid );
ER ercd = cre̲por ( ID porid, T̲CPOR *pk̲cpor );
ER ercd = del̲por ( ID porid );
ER ercd = cal̲por ( VP msg, INT *p̲rmsgsz, ID porid, UINT
calptn, INT cmsgsz );
ER ercd =pcal̲por ( VP msg, INT *p̲rmsgsz, ID porid, UINT
calptn, INT cmsgsz );
ER ercd =tcal̲por ( VP msg, INT *p̲rmsgsz, ID porid, UINT
calptn, INT cmsgsz, TMO tmout );
ER ercd = acp̲por ( RNO *p̲rdvno, VP msg, INT *p̲cmsgsz, ID
porid, UINT acpptn );
ER ercd =pacp̲por ( RNO *p̲rdvno, VP msg, INT *p̲cmsgsz, ID
porid, UINT acpptn );
ER ercd =tacp̲por ( RNO *p̲rdvno, VP msg, INT *p̲cmsgsz, ID
porid, UINT acpptn, TMO tmout );
ER ercd = fwd̲por ( ID porid, UINT calptn, RNO rdvno, VP msg,
INT cmsgsz );
ER ercd = rpl̲rdv ( RNO rdvno, VP msg, INT rmsgsz );
ER ercd = ref̲por ( T̲RPOR *pk̲rpor, ID porid );
■割込み管理機能
ER ercd = def̲int ( UINT dintno, T̲DINT *pk̲dint );
void ret̲int ( );
void ret̲wup ( ID tskid );
ER ercd = loc̲cpu ( );
ER ercd = unl̲cpu ( );
ER ercd = dis̲int ( UINT eintno );
ER ercd = ena̲int ( UINT eintno );
ER ercd = chg̲iXX ( UINT iXXXX );
ER ercd = ref̲iXX ( UINT *p̲iXXXX );
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■ メモリプール管理機能
ER ercd = cre̲mpl ( ID mplid, T̲CMPL *pk̲cmpl );
ER ercd = del̲mpl ( ID mplid );
ER ercd = get̲blk ( VP *p̲blk, ID mplid, INT blksz ) ;
ER ercd =pget̲blk ( VP *p̲blk, ID mplid, INT blksz ) ;
ER ercd =tget̲blk ( VP *p̲blk, ID mplid, INT blksz, TMO tmout ) ;
ER ercd = rel̲blk ( ID mplid, VP blk );
ER ercd = ref̲mpl ( T̲RMPL *pk̲rmpl, ID mplid );
ER ercd = cre̲mpf ( ID mpfid, T̲CMPF *pk̲cmpf );
ER ercd = del̲mpf ( ID mpfid );
ER ercd = get̲blf ( VP *p̲blf, ID mpfid );
ER ercd =pget̲blf ( VP *p̲blf, ID mpfid );
ER ercd =tget̲blf ( VP *p̲blf, ID mpfid, TMO tmout );
ER ercd = rel̲blf ( ID mpfid, VP blf );
ER ercd = ref̲mpf ( T̲RMPF *pk̲rmpf, ID mpfid );
■ 時間管理機能
ER ercd = set̲tim ( SYSTIME *pk̲tim );
ER ercd = get̲tim ( SYSTIME *pk̲tim );
ER ercd = dly̲tsk ( DLYTIME dlytim );
ER ercd = def̲cyc ( HNO cycno, T̲DCYC *pk̲dcyc );
ER ercd = act̲cyc ( HNO cycno, UINT cycact );
ER ercd = ref̲cyc ( T̲RCYC *pk̲rcyc, HNO cycno );
ER ercd = def̲alm ( HNO almno, T̲DALM *pk̲dalm );
ER ercd = ref̲alm ( T̲RALM *pk̲ralm, HNO almno );
void ret̲tmr ( );
■ システム管理機能
ER ercd = get̲ver ( T̲VER *pk̲ver );
ER ercd = ref̲sys ( T̲RSYS *pk̲rsys );
ER ercd = ref̲cfg ( T̲RCFG *pk̲rcfg );
ER ercd = def̲svc ( FN s̲fncd, T̲DSVC *pk̲dsvc );
ER ercd = def̲exc ( UINT exckind, T̲DEXC *pk̲dexc );
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■ ネットワークサポート機能
ER ercd = nrea̲dat ( INT *p̲reasz, VP dstadr, NODE srcnode, VP
srcadr, INT datsz );
ER ercd = nwri̲dat ( INT *p̲wrisz, NODE dstnode, VP dstadr, VP
srcadr, INT datsz );
ER ercd = nget̲nod ( NODE *p̲node );
ER ercd = nget̲ver ( T̲VER *pk̲ver, NODE node );
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/*‑‑‑ 全体 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
NADR

(‑1)

TRUE

1

/* アドレスやポインタ値が無効 */
/* 真 */

FALSE

0

/* 偽 */

ATR tskatr, intatr, cycatr, almatr, svcatr, excatr:
TA̲ASM

H'0...00

/* アセンブラによるプログラム */

TA̲HLNG

H'0...01

/* 高級言語によるプログラム */

※TA̲ASMは、タスクやハンドラがアセンブラレベルから直接起動され
ることを表わす。TA̲ASMはTA̲HLNGと反対の意味を持つ属性である。
TMO tmout:
TMO̲POL

0

TMO̲FEVR

(‑1)

/* ポーリング */
/* 永久待ち */

/*‑‑‑ 機能コード ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
TFN̲CRE̲TSK

(‑17) H'ffef

/* タスク生成 */

TFN̲STA̲TSK

(‑23) H'ffe9

/* タスク起動 */

(‑65) H'ffbf

/* 割込みハンドラ定義 */

...
TFN̲DEF̲INT
...
※システムコールxxx̲yyyを呼び出すための機能コードをニモニック
で表わす場合には、TFN̲XXX̲YYYのニモニックを使用する。また、
システムコールzxxx̲yyyを呼び出すための機能コードをニモニッ
クで表わす場合には、TFN̲ZXXX̲YYYのニモニックを使用する。
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代表的なシステムコールの機能コードに対するニモニックは上記
のようになる。
/*‑‑‑ タスク管理関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* cre̲tsk */
typedef struct t̲ctsk {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

tskatr;

/* タスク属性 */

FP

task;

/* タスク起動アドレス */

PRI

itskpri;

/* タスク起動時優先度 */

INT

stksz;

/* スタックサイズ */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲CTSK;
tskatr:
TA̲ASM

H'0...00

/* アセンブラによるプログラム */

TA̲HLNG

H'0...01

/* 高級言語によるプログラム */

TA̲COP0

H'0...8000

/* ID=0 のコプロセッサを使用 */

TA̲COP1

H'0...4000

/* ID=1 のコプロセッサを使用 */

TA̲COP2

H'0...2000

/* ID=2 のコプロセッサを使用 */

TA̲COP3

H'0...1000

/* ID=3 のコプロセッサを使用 */

TA̲COP4

H'0...0800

/* ID=4 のコプロセッサを使用 */

TA̲COP5

H'0...0400

/* ID=5 のコプロセッサを使用 */

TA̲COP6

H'0...0200

/* ID=6 のコプロセッサを使用 */

TA̲COP7

H'0...0100

/* ID=7 のコプロセッサを使用 */

TSK̲SELF

0

/* 自タスク指定 */

FALSE

0

/* タスク独立部を表わす

tskid:

（リターンパラメータのみ） */
tskpri:
TPRI̲INI

0

/* タスク起動時の初期優先度を指定
(chg̲pri) */

TPRI̲RUN

0

/* その時実行中の最高優先度を指定
(rot̲rdq) */

第5章 レファレンス

415

/* ref̲tsk */
typedef struct t̲rtsk {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

PRI

tskpri;

/* 現在の優先度 */

UINT

tskstat;

/* タスク状態 */

/* 以下は［レベルX］の拡張機能（インプリメント依存） */
UINT

tskwait;

/* 待ち要因 */

ID

wid;

/* 待ちオブジェクトID */

INT

wupcnt;

/* 起床要求カウント */

INT

suscnt;

/* SUSPEND要求カウント */

ATR

tskatr;

/* タスク属性 */

FP

task;

/* タスク起動アドレス */

PRI

itskpri;

/* タスク起動時優先度 */

INT

stksz;

/* スタックサイズ */

...
} T̲RTSK;
tskstat:
TTS̲RUN

H'0...01

/* RUN */

TTS̲RDY

H'0...02

/* READY */

TTS̲WAI

H'0...04

/* WAIT */

TTS̲SUS

H'0...08

/* SUSPEND */

TTS̲WAS

H'0...0c

/* WAIT‑SUSPEND */

TTS̲DMT

H'0...10

/* DORMANT */

TTW̲SLP

H'0...0001

/* slp̲tsk, tslp̲tsk による待ち */

TTW̲DLY

H'0...0002

/* dly̲tsk による待ち */

TTW̲NOD

H'0...0008

/* 接続機能応答待ち */

TTW̲FLG

H'0...0010

/* wai̲flg, twai̲flg による待ち */

TTW̲SEM

H'0...0020

/* wai̲sem, twai̲sem による待ち */

TTW̲MBX

H'0...0040

/* rcv̲msg, trcv̲msg による待ち */

TTW̲SMBF

H'0...0080

/* snd̲mbf, tsnd̲mbf による待ち */

TTW̲MBF

H'0...0100

/* rcv̲mbf, trcv̲mbf による待ち */

TTW̲CAL

H'0...0200

/* ランデブ呼出待ち */

TTW̲ACP

H'0...0400

/* ランデブ受付待ち */

tskwait:
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TTW̲RDV

H'0...0800

/* ランデブ終了待ち */

TTW̲MPL

H'0...1000

/* get̲blk, tget̲blk による待ち */

TTW̲MPF

H'0...2000

/* get̲blf, tget̲blf による待ち */

※tskstat, tskwaitによるタスク状態の表現はビット対応になって
いるため、和集合の判定を行う(例えば、WAITまたはREADYである
ことを判定する)場合に便利である。
/*‑‑‑ セマフォ関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* cre̲sem */
typedef struct t̲csem {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

sematr;

/* セマフォ属性 */

/* 以下は［レベルX］の拡張機能 */
INT

isemcnt;

/* セマフォの初期値 */

INT

maxsem;

/* セマフォの最大値 */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲CSEM;
sematr:
TA̲TFIFO

H'0...00

/* 待ちタスクはFIFO */

TA̲TPRI

H'0...01

/* 待ちタスクは優先度順 */

/* ref̲sem */
typedef struct t̲rsem {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

BOOL̲ID wtsk;

/* 待ちタスクの有無 */

INT

/* 現在のセマフォカウント値 */

semcnt;
...

/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RSEM;
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/*‑‑‑ イベントフラグ関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* cre̲flg */
typedef struct t̲cflg {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

flgatr;

/* イベントフラグ属性 */

UINT

iflgptn;

/* イベントフラグの初期値 */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲CFLG;
flgatr:
TA̲WSGL

H'0...00

/* 複数タスクの待ちを許さない

TA̲WMUL

H'0...08

/* 複数タスクの待ちを許す

(Wait Single Task) */
(Wait Multiple Task) */
wfmode:
TWF̲ANDW

H'0...00

/* AND待ち */

TWF̲ORW

H'0...02

/* OR待ち */

TWF̲CLR

H'0...01

/* クリア指定 */

/* ref̲flg */
typedef struct t̲rflg {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

BOOL̲ID wtsk;

/* 待ちタスクの有無 */

UINT

/* イベントフラグのビットパターン */

flgptn;
...

/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RFLG;
/*‑‑‑ メイルボックス関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* cre̲mbx */
typedef struct t̲cmbx {
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VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

mbxatr;

/* メイルボックス属性 */

/* 以下はインプリメント依存の機能 */
INT

bufcnt;

/* リングバッファの大きさ */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲CMBX;
mbxatr:
TA̲TFIFO

H'0...00

/* 待ちタスクはFIFO */

TA̲TPRI

H'0...01

/* 待ちタスクは優先度順 */

TA̲MFIFO

H'0...00

/* メッセージはFIFO */

TA̲MPRI

H'0...02

/* メッセージは優先度順 */

typedef struct t̲msg {
/* インプリメントによっては、最初にOSの予約領域（ヘッダ）が入る */
...
VB

msgcont[];

} T̲MSG;
/* ref̲mbx */
typedef struct t̲rmbx {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

BOOL̲ID wtsk;

/* 待ちタスクの有無 */

T̲MSG* pk̲msg;

/* 次に受信されるメッセージ */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RMBX;
/*‑‑‑ メッセージバッファ関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* cre̲mbf */
typedef struct t̲cmbf {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

mbfatr;

/* メッセージバッファ属性 */
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INT

bufsz;

/* メッセージバッファのサイズ */

INT

maxmsz;

/* メッセージの最大長 */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲CMBF;
mbfatr:
TA̲TFIFO

H'0...00

/* 受信待ちタスクはFIFO */

TA̲TPRI

H'0...01

/* 受信待ちタスクは優先度順 */

TMBF̲OS

(‑4)

/* OSのエラーログ用のメッセージバッファ */

TMBF̲DB

(‑3)

/* デバッグ用のメッセージバッファ */

mbfid:

/* ref̲mbf */
typedef struct t̲rmbf {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

BOOL̲ID

wtsk;

/* 受信待ちタスクの有無 */

BOOL̲ID

stsk;

/* 送信待ちタスクの有無 */

INT

msgsz;

/* 次に受信されるメッセージのサイズ*/

INT

frbufsz;

/* 空きバッファのサイズ */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RMBF;
/*‑‑‑ ポート、ランデブ関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* cre̲por */
typeder struct t̲cpor {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

poratr;

/* ポート属性 */

INT

maxcmsz;

/* 呼出時のメッセージの最大長 */

INT

maxrmsz;

/* 返答時のメッセージの最大長 */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
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...
} T̲CPOR;
poratr:
TA̲NULL

0

/* 特別な属性を指定しない */

※TA̲NULLは、属性などの機能をすべてOFFにする場合に、0の代わり
に使用するニモニックである。
/* ref̲por */
typedef struct t̲rpor {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

BOOL̲ID wtsk;

/* 呼出待ちタスクの有無 */

BOOL̲ID atsk;

/* 受付待ちタスクの有無 */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RPOR;
/*‑‑‑ 割込み管理関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* def̲int */
typedef struct t̲dint {
ATR

intatr;

/* 割込みハンドラ属性 */

FP

inthdr;

/* 割込みハンドラアドレス */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲DINT;
/*‑‑‑ メモリプール関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* cre̲mpl */
typedef struct t̲cmpl {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

mplatr;

/* メモリプール属性 */

INT

mplsz;

/* メモリプール全体のサイズ */

...
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/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲CMPL;
mplatr:
TA̲TFIFO

H'0...00

/* 待ちタスクはFIFO */

TA̲TPRI

H'0...01

/* 待ちタスクは優先度順 */

TMPL̲OS

(‑4)

/* OS用のメモリプール */

mplid:

/* ref̲mpl */
typedef struct t̲rmpl {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

BOOL̲ID wtsk;

/* 待ちタスクの有無 */

INT

frsz;

/* 空き領域の合計サイズ */

INT

maxsz;

/* 最大の連続空き領域のサイズ */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RMPL;
/* cre̲mpf */
typedef struct t̲cmpf {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

mpfatr;

/* メモリプール属性 */

INT

mpfcnt;

/* メモリプール全体のブロック数 */

INT

blfsz;

/* 固定長メモリブロックサイズ */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲CMPF;
mpfatr:
TA̲TFIFO

H'0...00

/* 待ちタスクはFIFO */

TA̲TPRI

H'0...01

/* 待ちタスクは優先度順 */
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/* ref̲mpf */
typedef struct t̲rmpf {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

BOOL̲ID wtsk;

/* 待ちタスクの有無 */

INT

/* 空き領域のブロック数 */

frbcnt;
...

/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RMPF;
/*‑‑‑ 時間管理関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* 32ビットCPUの場合の例 */
typedef struct t̲systime {
H

utime;

/* 上位16ビット */

UW

ltime;

/* 下位32ビット */

} SYSTIME, CYCTIME, ALMTIME;
/* 16ビットCPUの場合の例 */
typedef struct t̲systime {
H

utime;

/* 上位16ビット */

UH

mtime;

/* 中位16ビット */

UH

ltime;

/* 下位16ビット */

} SYSTIME, CYCTIME, ALMTIME;
※メンバの構成はプロセッサのビット数やインプリメントに依存す
る。合計で48ビットを推奨している。
/* def̲cyc */
typedef struct t̲dcyc {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

cycatr;

/* 周期起動ハンドラ属性 */

FP

cychdr;

/* 周期起動ハンドラアドレス */

UINT

cycact;

/* 周期起動ハンドラ活性状態 */

CYCTIME cyctim;

/* 周期起動時間間隔 */

} T̲DCYC;
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cycact:
TCY̲OFF

H'0...00

/* 周期起動ハンドラが起動されない*/

TCY̲ON

H'0...01

/* 周期起動ハンドラが起動される */

TCY̲INI

H'0...02

/* 周期のカウントが初期化される */

/* ref̲cyc */
typedef struct t̲rcyc {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

CYCTIME lfttim;

/* 次のハンドラ起動までの残り時間*/

UINT

/* 周期起動ハンドラ活性状態 */

cycact;
...

/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RCYC;
/* def̲alm */
typedef struct t̲dalm {
VP

exinf;

/* 拡張情報 */

ATR

almatr;

/* アラームハンドラ属性 */

FP

almhdr;

/* アラームハンドラアドレス */

UINT

tmmode;

/* 起動時刻指定モード */

ALMTIME almtim;

/* ハンドラ起動時刻 */

} T̲DALM;
tmmode:
TTM̲ABS

H'0...00

/* 絶対時刻での指定 */

TTM̲REL

H'0...01

/* 相対時刻での指定 */

/* ref̲alm */
typedef struct t̲ralm {
VP

exinf;

ALMTIME lfttim;

/* 拡張情報 */
/* ハンドラ起動までの残り時間*/

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RALM;
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/*‑‑‑ システム管理関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
/* get̲ver */
typedef struct t̲ver {
UH

maker;

/* メーカー */

UH

id;

/* 形式番号 */

UH

spver;

/* 仕様書バージョン */

UH

prver;

/* 製品バージョン */

UH

prno[4];

/* 製品管理情報 */

UH

cpu;

/* CPU情報 */

UH

var;

/* バリエーション記述子 */

} T̲VER;
/* ref̲sys */
typedef struct t̲rsys {
INT

sysstat;

/* システム状態 */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲RSYS;
sysstat:
TSS̲TSK

0

/* タスク部実行中でディスパッチを許可した通常の
状態 */

TSS̲DDSP

1

/* タスク部実行中で dis̲dsp を実行した後の状態
（ディスパッチ禁止中）*/

TSS̲LOC

3

/* タスク部実行中で loc̲cpu を実行した後の状態
（割込みおよびディスパッチ禁止中） */

TSS̲INDP

4

/* タスク独立部（割込みハンドラ、タイマハンドラ）
実行中 */

/* ref̲cfg */
typedef struct t̲rcfg {
...
/* メンバの詳細はインプリメント依存である */
...
} T̲RCFG;
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/* def̲svc */
typedef struct t̲dsvc {
ATR

svcatr;

/* 拡張SVCハンドラ属性 */

FP

svchdr;

/* 拡張SVCハンドラアドレス */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲DSVC;
/* def̲exc */
typedef struct t̲dexc {
ATR

excatr;

/* 例外ハンドラ属性 */

FP

exchdr;

/* 例外ハンドラアドレス */

...
/* インプリメントによっては、以下に追加情報が入る */
...
} T̲DEXC;
/*‑‑‑ ネットワークサポート関係 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/
NODE srcnode, dstnode, node:
TND̲SELF

0

/* 自ノードの指定 */

TND̲OTHR

(‑1)

/* デフォルトの他ノードの指定 */

/*‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*/

【μITRON 2.0, ITRON2 との相違点】
TA̲HLNG, TA̲COPnの値（ビットパターン）を変更した。また、TTW̲MPL,
TA̲WMUL, TA̲WSGLの値（ビットパターン）を変更した。
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ニモニック

値

意味

E̲OK

0

正常終了

E̲SYS

(‑5)

システムエラー

E̲NOMEM

(‑10)

メモリ不足

E̲NOSPT

(‑17)

未サポート機能

E̲INOSPT

(‑18)

ITRON/FILEでの未サポート機能

E̲RSFN

(‑20)

予約機能コード番号

E̲RSATR

(‑24)

予約属性

E̲PAR

(‑33)

パラメータエラー

E̲ID

(‑35)

不正ID番号

E̲NOEXS

(‑52)

オブジェクトが存在していない

E̲OBJ

(‑63)

オブジェクトの状態が不正

E̲MACV

(‑65)

メモリアクセス不能，メモリアクセス権違反

E̲OACV

(‑66)

オブジェクトアクセス権違反

E̲CTX

(‑69)

コンテキストエラー

E̲QOVR

(‑73)

キューイングまたはネストのオーバーフロー

E̲DLT

(‑81)

待ちオブジェクトが削除された

E̲TMOUT

(‑85)

ポーリング失敗またはタイムアウト

E̲RLWAI

(‑86)

待ち状態強制解除
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ニモニック

値

意味

EN̲NOND

(‑113)

対象ノードが存在しない、対象ノードにアクセスできない

EN̲OBJNO

(‑114)

対象ノード側でアクセスできないオブジェクト番号を指定

EN̲PROTO

(‑115)

対象ノードでサポートされていないプロトコル

EN̲RSFN

(‑116)

対象ノードでサポートされていないシステムコールや機能

EN̲COMM

(‑117)

対象ノードからの応答が無い

EN̲RLWAI

(‑118)

接続機能応答待ち状態の強制解除

EN̲PAR

(‑119)

対象ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値をパラメータとして指定した

EN̲RPAR

(‑120)

要求ノードや通信パケットでサポートされていない範囲の
値がリターンパラメータとして返された

EN̲CTXID

(‑121)

タスク独立部あるいはディスパッチ禁止状態のタスクから発
行されたシステムコールで他ノード上のオブジェクトを指定

EN̲EXEC

(‑122)

対象ノードにおける資源不足のため実行できない

EN̲NOSPT

(‑123)

サポートされていない接続機能
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