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1 概要 
 
本ライブラリ(ThreadX-μITRON)は、米国の Express Logic 社の組み込み向けリアルタ

イム OS(RTOS)の ThreadX とリンクし、μITRON4.0 仕様の OS として使用するもので

す。 
ThreadX-μITRON は以下の特徴を持っています。 
・μITRON4.0 仕様スタンダードプロファイルに準拠 
・μITRON4.0 仕様スタンダードプロファイル以外の機能もサポート 
・高度な移植性 
・コンパクトで高速 
・コンフィギュレータツールを標準装備 
・複数のプロセッサに対応 
 
ThreadX-μITRON の大部分は、理解しやすい C 言語で記述されています。各種プロセ

ッサ用の共通コードとして実績のあるコードを使用していますので、新しいプロセッサや

コンパイラへの対応もいち早く可能です。レジスタの割り付けなどは、コンパイラによっ

て内部での待避や復元が 小かつ高速にできますので、すべてアセンブラで記述された

OS と比較しても、性能は劣りません。 
また ThreadX-μITRON は、μITRON4.0 スタンダードプロファイルのサービスコール

以外にも、ミューテックス、メッセージバッファ、ランデブなども提供していますので、

幅広いアプリケーションに対応できます。 
OS およびアプリケーションが使用するリソースの定義は、C 言語の広域変数によるデー

タ定義で行います。標準装備されているコンフィギュレータツールにより、この定義を自

動生成できます。 
ThreadX-μITRON を使用するには、μITRON4.0 仕様で規定されているサービスコー

ルを使用したアプリケーションを作成し、ThreadX-μITRON ライブラリおよび ThreadX
ライブラリとリンクします。生成した実行イメージは、ターゲットにダウンロードするか

ROM 中に置き、ターゲットに実装します。 
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1.1 ThreadX との関連 
 

ThreadX-μITRON は、米国 Express Logic 社の組み込み向けリアルタイム OS(RTOS)
の ThreadX を利用し、μITRON4.0 仕様の OS として使用するインタフェースライブラリ

として作成されています。 
ThreadX は類似したサービスコールを排除することにより、非常にコンパクトな構成の

OS です。大部分のコードは C 言語で記述されていますので、簡単に追跡・検証すること

が可能です。 
ThreadX-μITRON のμITRON タスク(以下タスク)は、ThreadX のスレッド(以下スレ

ッド)として実現されています。このため、タスク側から ThreadX のサービスコールを呼

出すことも、スレッド側からμITRON サービスコールを呼出すことも可能です。このこ

とにより、ThreadX 用ミドルウェアをタスクで利用することや、μITRON 用のミドルウ

ェアをスレッドから利用することも可能です。 
また ThreadX の割込み処理は基本機能の提供のみになりますが、ThreadX-μITRON で

はμITRON 仕様の割込み処理を提供します。新しいプロセッサやターゲットボードでも、

簡単な記述を追加するだけで、割込み処理を作成できます。 
ThreadX-μITRON の割込み処理は、ThreadX の割込み基本機能をそのまま使用してい

ますので、ThreadX 用のドライバなどは、そのまま使用することができます。 
 

1.2 全体構成 
 

ThreadX-μITRON は ThreadX と一緒にリンクして使用します。ThreadX のサービス

コールのうち、μITRON4.0 仕様に必要な基本的な処理だけを使用していますので、一緒

にリンクされる ThreadX の機能は、必要 小限のものになります。 
 

ThreadX ライブラリ 

ThreadX サービスコール 
インタフェース関数 

オブジェクト管理 
サスペンド 
レジューム 

... 

μITRON サービスコール 
インタフェース関数 

ThreadX-μITRON ライブラリ  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1全体構成 
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1.3 リンクされるファイル 
 
一般的なリンカでは、ライブラリファイルから必要なオブジェクトファイルだけをリン

クしますので、アプリケーションに必要なオブジェクトだけが、ターゲットシステムに自

動的に組み込まれることになります。つまり、OS のどの部分がリンクされるかを気にせ

ずに、ユーザーのアプリケーションを作成することができます。 
 
 

tx_ba.o 

tx_efg.o 

ThreadX ライブラリ 

get_mpf.o 

slp_tsk.o 
アプリケーション 

リンカ cre_tsk() 

cre_tsk.o tx_tc.o 

 
 
 
 

アプリケーション 

cre_tsk.o 

tx_tc.o  
 
 
 ThreadX-μITRON ライブラリ 

 
 

実行イメージ 
図 2リンクされるファイル 

 
1.4 非タスクコンテキストからのサービスコール呼出し 

 
タスクの処理の一部とみなすことのできるコンテキストを総称してタスクコンテキスト、

そうでないコンテキストを総称して非タスクコンテキストと呼びます。タスクの実行され

るコンテキストはタスクコンテキストに分類され、割込みハンドラ、CPU 例外ハンドラお

よびタイムイベントハンドラが実行されるコンテキストは、非タスクコンテキストになり

ます。 
μITRON4.0 仕様では、"i"から始まるサービスコールおよび"sns"で始まるサービスコー

ルが規定されています。 
ThreadX-μITRONでは、"i"および"sns"で始まるサービスコール以外にも、一部のサー

ビスコールは非タスクコンテキストで使用できます。使用できるサービスコールについて、

詳しくは5 サービスコールリファレンスを参照してください。 
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2 スタートアップ 
 

2.1 フォルダ 
 

ThreadX および ThreadX-μITRON をインストールした直後の標準的なフォルダ構成は、

次のようになっています。 
 

/ThreadX    ThreadX のソースファイルとヘッダファイル 

/uitron4    ThreadX-μITRON のソースファイルとヘッダファイル 

/uitron4/demo   サンプルプログラム環境 

/uitron4/docs   ドキュメント 

 
ThreadX および ThreadX-μITRON はさまざまなツールおよびプロセッサに対応してい

ますので、上記以外のフォルダやファイルが含まれている場合もあります。ツールおよび

プロセッサ固有の情報については、ターゲット固有マニュアルを参照してください。 
 

2.2 コンパイルとリンクの手順 
 
アプリケーションを作成する標準的な手順は以下のようになります。ただしビルド環境

を含むツールに対応した製品では、そのツールの操作に従った手順になります。ツール固

有の操作手順については、ターゲット固有マニュアルを参照してください。 
 

2.2.1 ThreadX ライブラリと ThreadX-μITRON ライブラリの作成 
 

/ThreadX フォルダに、build_threadx.bat という ThreadX ライブラリ作成

用のバッチファイルがあり、また/uitron4 フォルダに、build_txi.bat という

ThreadX-μITRON ライブラリ作成用のバッチファイルがあります。これら

のバッチファイルを起動することにより、簡単に ThreadX ライブラリおよび

ThreadX-μITRON ライブラリを作成することができます。 
 
カーネル設定を変更した場合には、再度ライブラリの作成を行う必要があ

りますが、通常は何度も作成し直す必要はありません。 
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2.2.2 コンフィギュレーションファイル 
 

タスクなどの資源をカーネルに要求するために、コンフィギュレーション

ファイル(system.cfg)に静的 API を使用して記述することが出来ます。 
コンフィギュレーションファイルに記述された内容により、コンフィギュ

レータ(/uitron4/txiCfg.exe)がカーネル構成・初期化ファイル(kernel_cfg.c)と、

ID 番号を自動的に割り付けたインクルードファイル(kernel_id.h)を出力しま

す。出力されたファイルは ThreadX 用のスタートアップルーチン(main と

tx_application_define)を含んでいます。出力されるファイルは C のソースフ

ァイルですので、ユーザーが直接編集してカスタマイズすることも可能です。 
tx_application_define では、OS が起動する直前の、タスク生成処理など

が記述されています。この処理の中では、 低１つのタスクが生成されてい

る必要があります。 
 
サンプルプログラム環境(/uitron4/demo)には、デモンストレーション用の

コンフィギュレーションファイル(system.cfg)と、出力されたカーネル構成・

初期化ファイル(kernel_cfg.c)および自動 ID 割り付け結果ヘッダファイル

(kernel_id.h)が含まれています。 
 
コンフィギュレータおよび静的 API について、詳細はコンフィギュレータ

の章を参照してください。 
 

2.2.3 サンプルアプリケーションプログラム 
 

μITRON4.0 仕様では、以下のヘッダファイルが定義されています。 
 

・itron.h 
ITRON 仕様共通定義で規定されるデータ型、定数、マクロの

定義などを含むヘッダファイル 
・kernel.h 

カーネル仕様で定められるすべてのサービスコールの宣言と、

データ型、定数、マクロの定義などを含むヘッダファイル 
・kernel_id.h 

カーネルのコンフィギュレータが生成する自動割付け結果ヘッ

ダファイル 
 
itron.h は kernel.h の中からインクルードされますので、アプリケーショ

ンプログラムを作成する場合、itron.h をインクルードする必要はありません。

通常は kernel.h と kernel_id.h をインクルードすることにより、μITRON
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仕様のアプリケーションプログラムを作成することができます。 
 
サンプルプログラム環境には、これらのファイルを使用するデモンストレ

ーション用のアプリケーションプログラム(demo_itron.c)が含まれています。 
 

2.2.4 サンプルプログラムの作成 
 

/uitron4/demo フォルダに、build_demo.bat というサンプルプログラム作

成用のバッチファイルがあります。このバッチファイルを起動することによ

り、簡単にサンプルプログラムの実行イメージを作成することができます。 
 
サンプルプログラム作成用のバッチファイルでは、カーネル構成・初期化

ファイル、ターゲット依存の初期化ファイルおよびサンプルプログラムをコ

ンパイルし、ThreadX ライブラリおよび ThreadX-μITRON ライブラリとリ

ンクします。 
 
ユーザーアプリケーションプログラムを作成する場合、このバッチファイ

ルを参考にして、新たに作成していただく事ができます。 
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2.3 ライブラリとアプリケーションプログラム 
 
アプリケーションプログラムを作成する時の、各ライブラリとアプリケーションプログ

ラムの関係を以下に示します。 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 ThreadX ライブラリ用ファイル 

コンパイラ 

ThreadX-μITRON ライブラリ用ファイル 
 
 

コンフィギュレーション 
ファイル 

 
コンパイラ  

 
 

アーカイバ アーカイバ  

 
 

 

コンフィギュレータ 

kernel_id.h 

アプリケーションプログラム 
リンカ 

実行イメージ 

ThreadX ライブラリ ThreadX-μITRON ライブラリ 

コンパイラ 

kernel_cfg.c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3ライブラリとアプリケーションプログラム 
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μITRON 形式のアプリケーションを作成する場合、kernel.h をインクルードすること

により、アプリケーションに必要な定義をすべて取り込むことができます。また ID 自動

割付け結果ヘッダファイルには、コンフィギュレータが自動的に割付けた ID 番号が定義

されていますので、このファイルをインクルードすることにより、ID 番号について必要な

定義をすべて取り込むことができます。 
つまり、kernel.h と自動割付け結果ヘッダファイル(kernel_id.h)をインクルードするだ

けで、アプリケーションプログラムを作成することが可能です。 
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3 カーネルの動作 
 

ThreadX-μITRON はマルチタスク機能とリアルタイム性を持っています。ThreadX-μ
ITRON を使用したアプリケーションを作成する場合、システム設計者はこれらの機能や

性質について、十分に理解しておく必要があります。 
 

3.1 マルチタスク 
 
マルチタスクとは同時に複数の処理を実行する能力です。複数のタスクと呼ばれる実行

単位を切り替えながら、アプリケーション全体を効率良く高速に実行できます。また機能

毎にタスク分割する事ができますので、プログラム構造を簡潔にでき、複雑なアプリケー

ションを効率よく設計する事ができます。 
 
タスク切り替えの実現方法は次のようになります。CPU がタスクを処理している間には

レジスタと呼ばれるメモリを使用していますので、単純にタスクを切り替えてはメモリの

内容が上書きされてしまいます。まず、今動作しているタスクを中断させます。この中断

処理の時には、後で今の状態を復元できるようにレジスタの内容を保存します。この他に

も OS がタスクを管理するのに必要な情報も同時に保存します。プログラムの実行される

環境をコンテキストと呼び、タスクはそれぞれ独立したコンテキストで実行されます。 
ThreadX-μITRON はマルチタスク OS ですので、マルチタスク機能を活用したプログ

ラミングが可能です。 
 

3.2 リアルタイム性 
 
リアルタイム性とは決められた時間内に処理する能力です。ThreadX-μITRON はリア

ルタイム OS として、アプリケーションの構成に影響されず、タスク切り替えが一定の処

理時間となるように設計されています。事象に対して高速に応答することができますので、

プロセッサパワーを有効に引き出すことができます。 
 

3.3 オブジェクトと ID 番号 
 
カーネルが操作対象とする資源を、オブジェクトと総称します。オブジェクトは、その

種類毎に、番号によって識別します。オブジェクトを識別する番号を ID 番号と呼びます。

カーネルはこの ID 番号を使用して、オブジェクトを識別します。 
ユーザーオブジェクトは 1 から連続した正の ID 番号を使用できます。また 大の ID 番

号は、カーネルコンフィギュレーションによって決まります。 
ThreadX-μITRON ではコンフィギュレータを使用して、ユーザーオブジェクトの ID

番号を自動的に割付けることが可能です。 
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3.4 優先順位と優先度 
 
処理が実行される順序を決める順序関係を優先順位と呼び、優先順位の低い処理を実行

中に、優先順位の高い処理が実行できる状態になった場合、原則として優先順位の高い処

理を先に実行します。 
優先度は、タスクやメッセージの処理順序を制御するために、アプリケーションによっ

て与えられるパラメータです。タスク間の優先順位は、タスクの優先度に基づいて定めら

れます。優先度には、1 から連続した正の値を用い、値が小さいほど優先して処理されま

す。 
 

3.5 タスク状態 
 
タスク状態は大きく次の 5 つに分類されます。この内、広義の待ち状態は、さらに 3 つ

の状態に分類される。また実行状態と実行可能状態を総称して、実行できる状態と呼びま

す。 
 

(a)実行状態(RUNNING) 
現在そのタスクを実行中であるという状態。ただし、非タスクコンテキストを

実行している間は、別に規定されている場合を除いて、非タスクコンテキストの

実行を開始する前に実行していたタスクが実行状態であるものとする。 
(b)実行可能状態(READY) 

そのタスクを実行する準備は整っているが、そのタスクよりも優先順位の高い

タスクが実行中であるために、そのタスクを実行できない状態。言い換えると、

実行できる状態のタスクの中で 高の優先順位になればいつでも実行できる状態。 
(c)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。言い換

えると、何らかの条件が満たされるのを待っている状態。タスクが広義の待ち状

態にある間、プログラムカウンタやレジスタなどのプログラムの実行状態を表現

する情報は保存されている。タスクを広義の待ち状態から実行再開する時には、

プログラムカウンタやレジスタなどを広義の待ち状態になる直前の値に戻す。広

義の待ち状態は、さらに次の 3 つの状態に分類される。 
(c.1)待ち状態(WAITING) 

何らかの条件が整うまで自タスクの実行を中断するサービスコールを呼

出したことにより、実行が中断された状態。 
(c.2)強制待ち状態(SUSPENDED) 

他のタスクによって、強制的に実行を中断させられた状態。ただしμ

ITRON4.0 仕様では、自タスクを強制待ち状態にすることもできる。 
(c.3)二重待ち状態(WAITING-SUSPENDED) 

待ち状態と強制待ち状態が重なった状態。待ち状態にあるタスクに対し
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て、強制待ち状態への移行が要求されると、二重待ち状態に移行させる。 
(d)休止状態(DOMANT) 

タスクがまだ起動されていないか、実行を終了した後の状態。タスクが休止状

態にある間は、実行状態を表現する情報は保存されていない。タスクを休止状態

から起動する時には、タスクの起動番地から実行を開始する。また、別に規定さ

れている場合を除いて、レジスタの内容は保証されない。 
(e)未登録状態(NON-EXISTENT) 

タスクがまだ生成されていないか、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。 
 
 ディスパッチ 

実行可能状態 
READY 

実行状態 
RUNNING 

待ち状態 
WAITING 

二重待ち状態 
WAITING- 

SUSPENDED 

強制待ち状態 
SUSPENDED 

休止状態 
DORMANT 

未登録状態 
NON-EXISTENT 

生成

終了と削除 

強制終了

再開 

起動

再開

強制待ち

強制待ち

待ち待ち解除 

プリエンプト 

削除 終了 

強制終了 

強制待ち 
待ち解除

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4タスクの状態遷移 
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3.6 スレッド状態(Thread State) 
 

ThreadX のスレッド状態は、次の 5 つに分類されます。ThreadX-μITRON では、１つ

のタスクを１つのスレッドに割り当てますので、内部的にタスクはいずれかのスレッド状

態になっています。μITRON 形式のタスクのみでシステムを構築される場合には、これ

らは特に意識する必要はありません。 
 

(a)Ready 
タスク状態の実行可能状態に相当。サービスコールの内部処理では、一時的に

スレッド状態が Ready の場合もある。 
(b)Suspended 

タスク状態の待ち状態、二重待ち状態または強制待ち状態に相当。ThreadX-
μITRON では、別途タスク状態を内部で持ち、それぞれの状態を管理している。 

(c)Executing 
タスク状態の実行状態に相当。 

(d)Completed 
タスク状態の休止状態に相当。 

(e)Terminated 
タスクの休止状態に相当。ThreadX ではスレッドが終了する状況により、スレ

ッド状態は Completed と Terminated の 2 種類がある。タスク状態は

Completed も Terminated も休止状態として扱う。 
 
スレッド状態について、詳しくは ThreadX USER GUIDE をご覧ください。 
 

3.7 スケジューリング規則 
 

ThreadX-μITRON は、タスクに与えられた優先度に基づくプリエンプティブな優先度

ベーススケジューリング方式の RTOS です。同じ優先度を持つタスク間では、 初に実行

可能状態になったタスクから、優先的に実行されます。具体的には以下のようになります。 
 
実行できるタスクが複数ある場合には、その中で も優先順位の高いタスクが実行状態

となり、他は実行可能状態となります。タスク間の優先順位は、異なる優先度を持つタス

ク間では、高い優先度を持つタスクの方が高い優先順位を持ちます。同じ優先度を持つタ

スク間では、先に実行できる状態になったタスクの方が高い優先順位を持ちます。ただし、

サービスコールの呼出しにより、同じ優先度を持つタスク間の優先順位が変更される場合

があります。 
も高い優先順位を持つタスクが変化した場合には、ただちにディスパッチが起こり、

実行状態のタスクが切り替わります。ディスパッチが起こらない状態になっている場合に

は、実行状態のタスクの切り替えは、ディスパッチが起こる状態となるまで保留されます。
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また、ディスパッチが起こらない状態になっている場合、呼出したサービスコールで待ち

状態になる条件が揃った場合、そのサービスコールは E_CTX エラーになります。 
 

3.8 割込みと CPU 例外 
 

ThreadX-μITRON はμITRON4.0 仕様の、割込みハンドラ機能とシステム構成管理機

能の CPU 例外ハンドラをサポートしています。割込みハンドラはプロセッサの機能のみ

に依存して起動することを基本とします。したがって、割込みコントローラがあるターゲ

ットの場合、割込みコントローラの操作は割込みハンドラで行う必要があります。 
また、割込みに対して特に高速な応答が必要な場合、カーネルの管理外の割込みをユー

ザーが独自で作成することも可能です。 
割込みおよび CPU 例外は各プロセッサおよび各ツールによって違います。詳細はター

ゲット固有マニュアルを参照してください。 
 

3.9 CPU ロックの状態とディスパッチ禁止の状態 
 

ThreadX-μITRON はμITRON4.0 仕様に基づき、内部で CPU ロックの状態とディス

パッチ禁止の状態を持っています。 
CPU ロック状態は、割込みハンドラ(カーネルの管理外の割込みによって起動されるも

のを除く)やタイムイベントハンドラは起動されず、ディスパッチも起こりません。初期化

処理では CPU ロック解除状態に設定されます。 
ディスパッチ禁止状態は、ディスパッチは起こりません。初期化処理ではディスパッチ

許可状態に設定されます。また CPU ロックの状態とディスパッチ禁止の状態は別々に管

理されています。 
CPU ロック状態とディスパッチ禁止状態ではディスパッチが起こらない状態ですので、

呼出したサービスコールで待ち状態になる条件が揃った場合、そのサービスコールは

E_CTX エラーになります。 
 

3.10 初期化処理 
 

ThreadX-μITRON は ThreadX の初期化処理をそのまま使用して、カーネルを初期化し

ます。 
標準的な ThreadX のポーティングでは、アセンブラの初期化処理の中で、割込み設定な

どのレジスタの初期化、RAM 領域のクリア、ROM 領域から RAM 領域へデータのコピー

などが行われます。また 初の割込み設定では、割込み禁止状態に設定されます。 
アセンブラの初期化処理が終了した後、main 関数が呼ばれます。この main 関数の中か

ら tx_kernel_enter(ThreadX の初期化関数)を呼出すと、ThreadX の上位初期化処理が呼

ばれ、その後アプリケーション初期化関数の tx_application_define が呼ばれます。 
ThreadX-μITRON では、tx_application_define の中から txi_init(ThreadX-μITRON
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の初期化関数)を呼出し、その後初期タスクなどの生成を行うようにします。 
tx_application_define から戻ってきた後、システム時刻を初期化し、割り込み許可に設

定したあと、生成されたタスクの情報によって OS が動作開始します。 
これら一連の初期化処理は、コンフィギュレータを使用して自動的に生成することが可

能ですが、出力されたファイルを基にユーザーが修正することも可能です。 
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4 カーネルの機能 
 
カーネルの機能には、タスク管理機能、タスク付属同期管理機能、タスク例外処理機能、

同期・通信機能、拡張同期・通信機能、メモリプール管理機能、時間管理機能、システム

状態管理機能、割込み管理機能、システム構成管理機能があります。それぞれの機能のサ

ービスコールは、5サービスコールリファレンスを参照してください。 
 

4.1 タスク管理機能 
 
タスク管理機能は、タスクの状態を直接的に操作/参照するための機能です。タスクを生成

/削除する機能、タスクを起動/終了する機能、タスクに対する起動要求をキャンセルする

機能、タスクの優先度を変更する機能、タスクの状態を参照する機能が含まれます。タス

クはID番号で識別されるオブジェクトです。タスクのID番号をタスクIDと呼びます。タ

スク状態とスケジューリング規則については、3.5タスク状態および3.7スケジューリング

規則を参照してください。 
タスクは、実行順序を制御するために、ベース優先度と現在優先度を持ちます。単にタ

スクの優先度といった場合には、タスクの現在優先度を指します。 
タスクに対する起動要求はキューイングされます。すなわち、すでに起動しているタス

クを再度起動しようとすると、後でそのタスクが終了した時に、タスクを自動的に再起動

します。ただし、起動コードを指定してタスクを起動するサービスコール(sta_tsk)では、

起動要求はキューイングされません。 
タスクを起動する際には、そのタスクの拡張情報(exinf)をパラメータとして渡します。

ただし、起動コードを指定してタスクを起動するサービスコール(sta_tsk)によってタスク

が起動された場合には、拡張情報に代えて、指定された起動コードを渡します。 
タスクの C 言語による記述形式は次の通りです。 
 

void task(VP_INT exinf) 
{ 
 タスク本体 
 ext_tsk(); 
} 

 
タスクのメインルーチンからリターンした場合には、ext_tsk を呼出した場合と同じ振舞

いします(すなわちタスクを終了する)。また、exd_tsk を呼出すことにより、タスクの終了

と同時にタスクを削除することもできます。 
 

4.2 タスク付属同期機能 
 
タスク付属同期機能は、タスクの状態を直接的に操作することによって同期を行うため

の機能です。タスクを起床待ちにする機能とそこから起床する機能、タスクの起床要求を
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キャンセルする機能、タスクの待ち状態を強制解除する機能、タスクを強制待ち状態へ移

行する機能とそこから再開する機能、自タスクの実行を遅延する機能が含まれます。 
タスクに対する起床要求はキューイングされます。すなわち、起床待ち状態でないタス

クを起床しようとすると、後でそのタスクが起床待ちに移行しようとした時に、タスクを

起床待ち状態にはしません。 
タスクに対する強制待ち要求はネストされます。すなわち、すでに強制待ち状態(二重待

ち状態を含む)になっているタスクを再度強制待ち状態に移行させようとすると、そのタス

クを強制待ち状態(二重待ち状態を含む)から再開させようとした時に、強制待ちからの再

開を行いません。 
 

4.3 タスク例外処理機能 
 
タスク例外処理は、タスクに発生した例外事象の処理を、タスクコンテキストで行うた

めの機能です。タスク例外処理ルーチンを定義する機能、タスク例外処理を要求する機能、

タスク例外処理を禁止/許可する機能、タスク例外処理に関する状態を参照する機能が含ま

れます。 
タスクに対してタスク例外処理を要求する場合には、要求する例外処理の種類をあらわ

すタスク例外要因を指定します。カーネルは、タスク毎に、要求されたがまだ処理されて

いないタスク例外要因を管理します。これを保留例外要因と呼びます。保留例外要因は、

処理されていない例外処理要求がない時には 0 となります。処理されていない例外処理要

求があるタスクに対して、再度タスク例外処理が要求された場合には、タスクの保留例外

要因を、新たに要求された例外処理のタスク例外要因とのビット毎の論理和に更新します。 
タスク例外処理許可状態であり、保留例外要因が 0 でなく、タスクが実行状態であり、

非タスクコンテキストまたは CPU 例外ハンドラが実行されていないという 4 つの条件が

揃うと、タスク例外処理ルーチンを起動します。起動するタスク例外処理ルーチンには、

起動時の保留例外要因(texptn)とタスクの拡張情報(exinf)をパラメータとして渡します。

またこの時、タスクをタスク例外処理禁止状態に移行させ、保留例外要因を 0 にクリアし

ます。 
タスク例外処理ルーチンからリターンすると、タスク例外処理ルーチンを起動する前に

実行していた処理の実行を継続します。 
タスク例外処理ルーチンの C 言語による記述形式は次の通りです。 
 

void texrtn(TEXPTN texptn, VP_INT exinf) 
{ 
 タスク例外処理ルーチン本体 
} 

 
またタスク例外処理について、以下のマクロが定義されています。 
 

TBIT_TEXPTN タスク例外要因のビット数(TEXPTN 型のビット数) 
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4.4 同期・通信機能 
 
同期・通信機能は、タスクとは独立したオブジェクトにより、タスク間の同期・通信を

行うための機能です。セマフォ、イベントフラグ、データキュー、メールボックスの各機

能が含まれます。 
 

4.4.1 セマフォ 
 

セマフォは、使用されていない資源の有無や数量を数値で表現すること

により、その資源を使用する際の排他制御や同期を行うためのオブジェク

トです。セマフォ機能には、セマフォを生成/削除する機能、セマフォの資

源を獲得/返却する機能、セマフォの状態を参照する機能が含まれます。セ

マフォの ID 番号をセマフォ ID と呼びます。 
セマフォは、対応する資源の有無や数量を表現する資源数と、資源の獲

得を待つタスクの待ち行列を持っています。資源を返却する側では、セマ

フォの資源を 1 つ増やします。一方、資源を獲得側では、セマフォの資源

を 1 つ減らします。セマフォの資源数が足りなくなった場合、資源を獲得

しようとしたタスクは、次に資源が返却されるまで、セマフォ資源の獲得

待ち状態になります。 
 

4.4.2 イベントフラグ 
 

イベントフラグは、イベントの有無をビット毎のフラグで表現すること

により、同期を行うためのオブジェクトです。イベントフラグ機能には、

イベントフラグを生成/削除する機能、イベントフラグをセット/クリアする

機能、イベントフラグで待つ機能、イベントフラグの状態を参照する機能

が含まれます。イベントフラグの ID 番号をイベントフラグ ID と呼びます。 
イベントフラグは、対応するイベントの有無をビット毎に表現するビッ

トパターンと、そのイベントフラグで待つタスクの待ち行列を持っていま

す。イベントフラグのビットパターンを、単にイベントフラグと呼ぶ場合

もあります。イベントを知らせる側では、イベントフラグのビットパター

ンの指定したビットをセットないしはクリアすることが可能です。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の指定したビッ

トのすべてまたはいずれかがセットされるまで、タスクをイベントフラグ

待ち状態にすることができます。 
イベントフラグについて、以下のマクロが定義されています。 
 

TBIT_FLGPTN イベントフラグのビット数 
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4.4.3 データキュー 
 

データキューは、1 ワードのメッセージ(これをデータと呼びます)を受渡

しすることにより、同期と通信を行うためのオブジェクトです。データキ

ュー機能には、データキューを生成/削除する機能、データキューに対して

データを送信/強制送信/受信する機能、データキューの状態を参照する機能

が含まれます。データキューの ID 番号をデータキューID と呼びます。 
データキューは、データの送信を待つタスクの待ち行列(送信待ち行列)と

データの受信を待つタスクの待ち行列(受信待ち行列)を持っています。ま

た、送信されたデータを格納するためのデータキュー領域を持っています。

データを送信する側では、送信したいデータをデータキュー領域に入れま

す。データキュー領域に空きがない場合は、データキュー領域に空きがで

きるまでデータキューへの送信待ち状態になります。一方、データを受信

する側では、データキューに入っているデータを 1 つ取り出します。デー

タキューにデータが入っていない場合は、次にデータが送られてくるまで

データキューからの受信待ち状態になります。またデータキュー領域に格

納できるデータの数を 0 にすることで、同期メッセージ機能を実現するこ

とができます。送受信されるデータは、送信側から受信側にコピーされま

す。 
データキューについて、以下のマクロが定義されています。 
 

SIZE dtqsz = TSZ_DTQ(UINT dtqcnt) 
 
dtqcnt 個のデータを格納するのに必要なデータキュー領域のサイズ(バイ

ト数)になります。 
 

4.4.4 メールボックス 
 

メールボックスは、共有メモリ上に置かれたメッセージを受渡しするこ

とにより、同期と通信を行うためのオブジェクトです。メールボックス機

能には、メールボックスを生成/削除する機能、メールボックスに対してメ

ッセージを送信/受信する機能、メールボックスの状態を参照する機能が含

まれます。メールボックスの ID 番号をメールボックス ID と呼びます。 
メールボックスは、送信されたメッセージを入れるためのメッセージキ

ューと、メッセージの受信を待つタスクの待ち行列を持っています。メッ

セージを送信する側では、送信したいメッセージをメッセージキューに入

れます。一方、メッセージを受信する側では、メッセージキューに入って

いるメッセージを 1 つ取り出します。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メールボックスか
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らの受信待ち状態になります。 
メールボックスによって実際に送受信されるのは、送信側と受信側で共

有しているメモリ上に置かれたメッセージの先頭番地のみです。すなわち、

送受信されるメッセージの内容のコピーは行われません。 
カーネルは、メッセージキューに入っているメッセージを、リンクリス

トで管理します。アプリケーションプログラムは、送信するメッセージの

先頭に、カーネルがリンクリストに用いるための領域を確保しなければな

りません。この領域をメッセージヘッダと呼びます。メッセージヘッダの

データ型として T_MSG が定義されています。また、メッセージヘッダと、

それに続くアプリケーションがメッセージを入れるための領域をあわせて、

メッセージパケットと呼びます。メールボックスへメッセージを送信する

サービスコールは、メッセージパケットの先頭番地をパラメータとします。

また、メールボックスからメッセージを受信するサービスコールは、メッ

セージパケットの先頭番地をリターンパラメータとして返します。メッセ

ージキューをメッセージの優先度順にする場合には、メッセージの優先度

を入れるための領域も、メッセージヘッダ中に持つ必要があります。メッ

セージの優先度付きメッセージヘッダのデータ型として T_MSG_PRI が定

義されています。 
メッセージヘッダの内容はカーネルが管理しますので、メッセージヘッ

ダ(メッセージ優先度のための領域を含む)の内容を書き換えてはなりませ

ん。メッセージヘッダの内容が書き換えられた場合、正常に動作できなく

なります。またすでにメッセージキューに入っているメッセージを再度メ

ールボックスに送信した場合も、正常にメッセージを送信できなくなりま

す。 
メッセージパケットの C 言語による記述形式は次の通りです。 
 

struct 
{ 

T_MSG msghdr; 
アプリケーションがメッセージを入れるための領域 

} message_packet; 
 
優先度付きメッセージパケットの C 言語による記述形式は次の通りです。 
 

struct 
{ 

T_MSG_PRI msghdr; 
アプリケーションがメッセージを入れるための領域 

} priority_message_packet; 

 19 



4.5 拡張同期・通信機能 
 
拡張同期・通信機能は、タスクとは独立したオブジェクトにより、タスク間の高度な同

期・通信を行うための機能です。ミューテックス、メッセージバッファ、ランデブの各機

能が含まれます。 
 

4.5.1 ミューテックス 
 

ミューテックスは、共有資源を使用する際にタスク間で排他制御を行う

ためのオブジェクトです。ミューテックスは、排他制御に伴う上限のない

優先度逆転を防ぐための機構として、優先度継承プロトコル (priority 
inheritance protocol)と優先度上限プロトコル(priority ceiling protocol)を
サポートしています。ミューテックス機能には、ミューテックスを生成/削
除する機能、ミューテックスをロック/ロック解除する機能、ミューテック

スの状態を参照する機能が含まれます。ミューテックスの ID 番号をミュ

ーテックス ID と呼びます。 
ミューテックスは、ロックされているかどうかの状態と、ロックを待つ

タスクの待ち行列を持っています。また、カーネルは、各ミューテックス

に対してそれをロックしているタスクを、各タスクに対してそれがロック

しているミューテックスの集合を管理します。タスクは、資源を使用する

前に、ミューテックスをロックします。ミューテックスが他のタスクにロ

ックされていた場合には、ミューテックスがロック解除されるまで、ミュ

ーテックスのロック待ち状態となります。タスクは、資源の使用を終える

と、ミューテックスのロックを解除します。 
ミューテックスは、ミューテックス属性に TA_INHERIT を指定するこ

とにより優先度継承プロトコルを、TA_CEILING を指定することにより優

先度上限プロトコルをサポートします。TA_CEILING 属性のミューテック

スに対しては、そのミューテックスをロックする可能性のあるタスクの中

で も高いベース優先度を持つタスクのベース優先度を、ミューテックス

生成時に上限優先度として設定します。TA_CEILING 属性のミューテック

スを、その上限優先度よりも高いベース優先度を持つタスクがロックしよ

うとした場合、E_ILUSE エラーとなります。また TA_CEILING 属性のミ

ューテックスをロックしているタスクのベース優先度を、chg_pri によっ

てそのミューテックスの上限優先度よりも高く設定しようとした場合、

chg_pri が E_ILUSE エラーを返します。 
これらのプロトコルを用いた場合、上限のない優先度逆転を防ぐために、

ミューテックスの操作に伴ってタスクの現在優先度を変更します。優先度

継承プロトコルと優先度上限プロトコルでは、タスクの現在優先度を、次

の状況の時に変更します。 
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・タスクがロックしている TA_INHERIT 属性のミューテックス

を、そのタスクよりも高い現在優先度を持つタスクが待ち始め

た時、ミューテックスをロックしているタスクの現在優先度を、

ミューテックスを待ち始めたタスクの優先度に変更 
・タスクがロックしている TA_INHERIT 属性のミューテックス

を待っているタスクが、前者のタスクよりも高い現在優先度に

変更された時、ミューテックスをロックしているタスクの現在

優先度を指定された優先度に変更 
・タスクが、そのタスクの現在優先度よりも高い上限優先度を持

つ TA_CEILING 属性のミューテックスをロックした時、ミュ

ーテックスをロックしたタスクの現在優先度を、ロックしたミ

ューテックスに設定されている上限優先度に変更 
・タスクがロックしているミューテックスがなくなった時、ミュ

ーテックスをロック解除したタスクの現在優先度を、そのタス

クに設定されているベース優先度に変更 
 

これらはμITRON4.0 仕様のミューテックスの簡略化した優先度制御規

則になります。タスクの優先度を変更した時、変更後の優先度と同じ優先

度を持つタスクの間での優先順位は、優先度を変更したタスクは、 低の

優先順位になります。 
ミューテックスは、ロックしたタスク以外はロック解除できません。ま

たタスク終了時には自動的にロック解除されます。 
 

4.5.2 メッセージバッファ 
 

メッセージバッファは、可変長のメッセージを受渡しすることにより、

同期と通信を行うためのオブジェクトです。メッセージバッファ機能には、

メッセージバッファを生成/削除する機能、メッセージバッファに対してメ

ッセージを送信/受信する機能、メッセージバッファの状態を参照する機能

が含まれます。メッセージバッファの ID 番号をメッセージバッファ ID と

呼びます。 
メッセージバッファは、メッセージの送信を待つタスクの待ち行列とメ

ッセージの受信を待つタスクの待ち行列を持っています。また、送信され

たメッセージを格納するためのメッセージバッファ領域を持っています。

メッセージを送信する側では、送信したいメッセージをメッセージバッフ

ァにコピーします。メッセージバッファの空き領域が足りなくなった場合、

メッセージバッファ領域に十分な空きが出来るまでメッセージバッファへ

の送信待ち状態になります。一方、メッセージを受信する側では、メッセ

ージバッファに入っているメッセージを一つ取り出します。メッセージバ
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ッファ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

るまでメッセージバッファからの受信待ち状態になります。またメッセー

ジバッファ領域のサイズを 0 にすることで、同期メッセージ機能を実現す

ることができます。 
メッセージバッファについて、以下のマクロが定義されています。 
 

SIZE mbfsz = TSZ_MBF(UINT msgcnt, UINT msgsz) 
 
サイズが msgsz バイトのメッセージを msgcnt 個格納できるのに必要な

メッセージバッファのサイズ(バイト数)になります。このマクロは、あく

までもメッセージバッファ領域のサイズを決める際の目安として使うため

のものです。 
 

4.5.3 ランデブ 
 

ランデブ機能は、タスク間で同期通信を行うための機能で、あるタスク

から別のタスクへの処理依頼と、後者のタスクから前者のタスクへの処理

結果の返却を、一連の手順としてサポートします。双方のタスクが待ち合

わせるためのオブジェクトをランデブポートと呼びます。ランデブ機能は、

典型的にはクライアント/サーバモデルのタスク間通信を実現するために用

いられますが、クライアント/サーバモデルよりも柔軟な同期通信モデルを

提供します。 
ランデブ機能には、ランデブポートを生成/削除する機能、ランデブポー

トに対して処理の依頼を行う機能(ランデブの呼出し)、ランデブポートで

処理を受け付ける機能(ランデブの受付)、処理結果を返す機能(ランデブの

終了)、受け付けた処理依頼を他のランデブポートに回送する機能(ランデ

ブの回送)、ランデブポートおよびランデブの状態を参照する機能が含まれ

ます。ランデブポートの ID 番号をランデブポート ID と呼びます。 
ランデブポートに対して処理依頼を行う側のタスクは、ランデブポート

とランデブ条件、依頼する処理に関する情報を入れたメッセージ(これを呼

出しメッセージと呼びます)を指定して、ランデブの呼出しを行います。一

方、ランデブポートで処理依頼を受け付ける側のタスクは、ランデブポー

トとランデブ条件を指定して、ランデブの受付を行います。 
ランデブ条件は、ビットパターンで指定します。あるランデブポートに

対して、呼出したタスクのランデブ条件のビットパターンと、受け付けた

タスクのランデブ条件のビットパターンをビット毎に論理積をとり、結果

が 0 以外の場合にランデブが成立します。ランデブを呼出したタスクは、

ランデブが成立するまでランデブ呼出し待ち状態となります。逆に、ラン

デブを受け付けるタスクは、ランデブが成立するまでランデブ受付待ち状
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態となります。 
ランデブが成立すると、ランデブを呼出したタスクから受け付けたタス

クへ、呼出しメッセージが渡されます。ランデブを呼出したタスクはラン

デブ終了待ち状態へ移行し、依頼した処理が完了するのを待ちます。一方、

ランデブを受け付けたタスクは待ち解除され、依頼された処理を行います。

ランデブを受け付けたタスクが依頼された処理を完了すると、処理結果を

返答メッセージの形で呼出したタスクに渡し、ランデブを終了します。こ

の時点で、ランデブを呼出したタスクが、ランデブ終了待ち状態から待ち

解除されます。 
ランデブポートは、ランデブ呼出し待ち状態のタスクをつなぐための呼

出し待ち行列と、ランデブ受付待ち状態のタスクをつなぐための受付待ち

行列を持ちます。それに対して、ランデブが成立した後は、ランデブした

双方のタスクはランデブポートから切り離されます。すなわち、ランデブ

ポートは、ランデブ終了待ち状態のタスクをつなぐための待ち行列を持ち

ません。また、ランデブを受け付け、依頼された処理を実行しているタス

クに関する情報も持ちません。 
カーネルは、同時に成立しているランデブを識別するために、オブジェ

クト番号を付与します。ランデブのオブジェクト番号をランデブ番号と呼

びます。ランデブ番号は、同じタスクが呼出したランデブであっても、1
回目のランデブと 2 回目のランデブで異なるランデブ番号が付与されます。 
ランデブについて、以下のマクロが定義されています。 
 

TBIT_RDVPTN ランデブ条件のビット数(RDVPTN 型のビット数) 
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4.6 メモリプール管理機能 
 
メモリプール管理機能は、ソフトウェアによって動的なメモリ管理を行うための機能で

す。固定長メモリプール、可変長メモリプールの各機能が含まれます。 
 

4.6.1 固定長メモリプール 
 

固定長メモリプールは、固定されたサイズのメモリブロックを動的に管

理するためのオブジェクトです。固定長メモリプール機能には、固定長メ

モリプールを生成/削除する機能、固定長メモリプールに対してメモリブロ

ックを獲得/返却する機能、固定長メモリプールの状態を参照する機能が含

まれます。固定長メモリプールの ID 番号を固定長メモリプール ID と呼び

ます。 
固定長メモリプールは、固定長メモリプールとして利用する領域と、メ

モリブロックの獲得を待つタスクの待ち行列を持っています。固定長メモ

リプールからメモリブロックを獲得するタスクは、メモリプール領域に空

きがなくなった場合、次にメモリブロックが返却されるまで固定長メモリ

ブロックの獲得待ち状態になります。 
固定長メモリプールについて、以下のマクロが定義されています。 
 

SIZE mpfsz = TSZ_MPF(UINT blkcnt, UINT blksz) 
 
サイズが blksz バイトのメモリブロックを blkcnt 個獲得できるのに必要

な固定長メモリプールのサイズ(バイト数)になります。 
 

4.6.2 可変長メモリプール 
 

可変長メモリプールは、任意のサイズのメモリブロックを動的に管理す

るためのオブジェクトです。可変長メモリプール機能には、可変長メモリ

プールを生成/削除する機能、可変長メモリプールに対してメモリブロック

を獲得/返却する機能、可変長メモリプールの状態を参照する機能が含まれ

ます。可変長メモリプールの ID 番号を可変長メモリプール ID と呼びます。 
可変長メモリプールは、可変長メモリプールとして利用するメモリ領域

と、メモリブロックの獲得を待つタスクの待ち行列を持っています。可変

長メモリプールからメモリブロックを獲得するタスクは、メモリプール領

域の空き領域が足りなくなくなった場合、十分なサイズのメモリブロック

が返却されるまで可変長メモリブロックの獲得待ち状態になります。 
可変長メモリプールでは、フラグメントが起こった場合などには、指定

した数のメモリブロックが獲得できない場合もあります。 
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可変長メモリプールについて、以下のマクロが定義されています。 
 

SIZE mplsz = TSZ_MPL(UINT blkcnt, UINT blksz) 
 
サイズが blksz バイトのメモリブロックを blkcnt 個獲得できるのに必要

な可変長メモリプールのサイズ(バイト数)になります。このマクロは、あ

くまでもメモリプール領域のサイズを決める際の目安として使うためのも

のです。 
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4.7 時間管理機能 
 
時間管理機能は、時間に依存した処理を行うための機能です。システム時刻管理、周期

ハンドラ、アラームハンドラの各機能が含まれます。 
 

4.7.1 システム時刻管理 
 

システム時刻管理機能は、システム時刻を操作するための機能です。シ

ステム時刻を設定/参照する機能が含まれます。 
システム時刻は、システム初期化時に 0 に初期化され、以降、ポーティ

ングされたタイマ処理によって更新されます。 
システム時刻に依存して、タイムアウト処理、dly_tsk による時間経過待

ち状態からの解除、周期ハンドラの起動、アラームハンドラの起動の各処

理を行います。同じタイムティックで行うべき処理が複数ある場合、それ

らは処理が登録された順序に実行されます。 
 

4.7.2 周期ハンドラ 
 

周期ハンドラは、一定周期で起動されるタイムイベントハンドラです。

周期ハンドラ機能には、周期ハンドラを生成/削除する機能、周期ハンドラ

の動作を開始/停止する機能、周期ハンドラの状態を参照する機能が含まれ

ます。周期ハンドラの ID 番号を周期ハンドラ ID と呼びます。 
周期ハンドラの起動周期と起動位相は、周期ハンドラの生成時に、周期

ハンドラ毎に設定することができます。カーネルは、周期ハンドラの操作

時に、設定された起動周期と起動位相から、周期ハンドラを次に起動すべ

き時刻を決定します。周期ハンドラの生成時には、周期ハンドラを生成し

た時刻に起動位相を加えた時刻を、次に起動すべき時刻とします。周期ハ

ンドラを起動すべき時刻になると、その周期ハンドラの拡張情報(exinf)を
パラメータとして、周期ハンドラを起動します。またこの時、周期ハンド

ラの起動すべき時刻に起動周期を加えた時刻を、次に起動すべき時刻とし

ます。 
周期ハンドラの起動位相は、起動周期以下である必要があります。起動

位相に、起動周期よりも長い時間が指定された場合、パラメータエラー

(E_PAR)となります。 
周期ハンドラは、動作している状態か動作していない状態かのいずれか

の状態をとります。周期ハンドラが動作していない状態の時には、周期ハ

ンドラを起動すべき時刻となっても周期ハンドラを起動せず、次に起動す

べき時刻の決定のみを行います。周期ハンドラの動作を開始するサービス

コール(sta_cyc)が呼出されると、周期ハンドラを動作している状態に移行
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させ、周期ハンドラを次に起動すべき時刻を決定しなおします。周期ハン

ドラの動作を停止するサービスコール(stp_cyc)が呼出されると、周期ハン

ドラを動作していない状態に移行させます。周期ハンドラを生成した後に

どちらの状態になるかは、周期ハンドラ属性によって決めることができま

す。 
周期ハンドラの起動位相は、周期ハンドラを生成するサービスコールが

呼出された時刻(静的 API で生成する場合にはシステム初期化時)を基準に、

周期ハンドラを 初に起動する時刻を指定する相対時間になります。周期

ハンドラの起動周期は、周期ハンドラを起動すべきであった時刻を基準に、

周期ハンドラを次に起動する時刻を指定する相対時間になります。そのた

め、周期ハンドラが起動される間隔は、個々には起動周期よりも短くなる

場合があります。 
周期ハンドラの C 言語による記述形式は次の通りです。 
 

void cychdr(VP_INT exinf) 
{ 
 周期ハンドラ本体 
} 

 
周期ハンドラの動作コンテキストは、タスクとは独立したコンテキスト

(非タスクコンテキスト)になります。 
 

4.7.3 アラームハンドラ 
 

アラームハンドラは、指定した時刻に起動されるタイムイベントハンド

ラです。アラームハンドラ機能には、アラームハンドラを生成/削除する機

能、アラームハンドラの動作を開始/停止する機能、アラームハンドラの状

態を参照する機能が含まれます。アラームハンドラの ID 番号をアラーム

ハンドラ ID と呼びます。 
アラームハンドラを起動する時刻は、アラームハンドラ毎に設定するこ

とができます。アラームハンドラを起動すべき時刻になると、そのアラー

ムハンドラの拡張情報(exinf)をパラメータとして、アラームハンドラを起

動します。 
アラームハンドラの生成直後には、アラームハンドラの起動時刻は設定

されておらず、アラームハンドラの動作は停止しています。アラームハン

ドラの動作を開始するサービスコール(sta_alm)が呼出されると、アラーム

ハンドラの起動時刻を、サービスコールが呼出された時刻から指定された

相対時間後に設定します。アラームハンドラの動作を停止するサービスコ

ール(stp_alm)が呼出されると、アラームハンドラの起動時刻の設定を解除

します。また、アラームハンドラを起動する時にも、アラームハンドラの
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起動時刻の設定を解除し、アラームハンドラの動作を停止します。 
アラームハンドラの C 言語による記述形式は次の通りです。 
 

void almhdr(VP_INT exinf) 
{ 
 アラームハンドラ本体 
} 

 
アラームハンドラの動作コンテキストは、タスクとは独立したコンテキ

スト(非タスクコンテキスト)になります。 
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4.8 システム状態管理機能 
 
システム状態管理機能は、システムの状態を変更/参照するための機能です。タスクの優

先順位を回転する機能、実行状態のタスク ID を参照する機能、CPU ロック状態へ移行/解
除する機能、タスクディスパッチを禁止/解除する機能、コンテキストやシステム状態を参

照する機能が含まれます。 
 

4.9 割込み管理機能 
 
割込み状態管理機能は、外部割込みによって起動される割込みハンドラを管理するため

の機能です。割込みハンドラを定義する機能および割込みを制御する機能が含まれます。 
 

4.10 システム構成管理機能 
 
システム構成管理機能には、CPU 例外ハンドラを定義する機能、バージョン情報を参照

する機能、初期化ルーチンを定義する機能が含まれます。 
初期化ルーチンの C 言語による記述形式は次の通りです。 
 

void inirtn(VP_INT exinf) 
{ 
 初期化ルーチン本体 
} 

 
初期化ルーチンは、カーネルが起動する前に実行されるルーチンです。初期化ルーチン

はカーネルの管理外の割込みを除くすべての割込みを禁止した状態で実行されます。カー

ネルが起動する時に割込みを許可しますので、初期化ルーチン内では割込みを許可しない

でください。 
また初期化ルーチン内で使用できるサービスコールは限られています。使用できるサー

ビスコールについては、5サービスコールリファレンスを参照してください。 
 

4.11 システムインタフェースレイヤ 
 
ThreadX-μITRON では、Device Interface Component(以下、DIC)(ドライバとも呼ば

れています)用の、システムインタフェースレイヤ API を用意しています。システムイン

タフェースレイヤ API を使用した汎用 DIC プログラムを、簡単な変更作業のみで移植す

ることが可能です。また新たな DIC プログラムの作成も、システムインタフェースレイヤ

API を使用することにより簡単に作成することができます。 
システムインタフェースレイヤ API を使用する場合、sil.h をインクルードする必要があ

ります。 
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5 サービスコールリファレンス 
 
名称に以下の記号が記されたものは、それぞれ以下の意味があります。 
【S】  μITRON4.0 仕様のスタンダードプロファイルで規定されてい

るもの 
【I】  初期化処理で使用可能 
【V】  μITRON4.0 仕様以外の独自仕様 
 

またリファレンスには、以下の項目があります。 
【静的 API】 静的 API のコンフィギュレーションファイル中での記述形式。 
【C 言語 API】 サービスコールの C 言語からの呼出し形式。 
【パラメータ】 サービスコールおよび静的 API に渡すパラメータの、それぞれの

パラメータのデータ型と名称および簡単な説明。 
【リターンパラメータ】 
 サービスコールが返すリターンパラメータの、それぞれのリター

ンパラメータのデータ型と名称および簡単な説明。 
【エラーコード】 サービスコールが返すエラーコードの、それぞれのエラーコード

を返す簡単な理由。 
【機能】 サービスコールおよび静的 API の機能についての説明。オブジェ

クト属性やサービスコールの動作モードなどのパラメータで、い

くつかの値を選択して設定する場合には、次のような記述方法に

なる。 
[x]  x を指定しても指定しなくてもよい 
x | y x と y をビット毎の論理和をとって指定する 
x || y x または y のいずれか片方を指定できる 

 
 

 30 



5.1 タスク管理機能 
5.1.1 CRE_TSK タスクの生成(静的 API)【S】 
5.1.2 cre_tsk タスクの生成【I】 
5.1.3 acre_tsk タスクの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_TSK(ID tskid, {ATR tskatr, VP_INT exinf, FP task, 
PRI itskpri, SIZE stksz, VP stk }); 

【C 言語 API】 
ER ercd = cre_tsk(ID tskid, T_CTSK*pk_ctsk); 
ER_ID tskid = acre_tsk(T_CTSK*pk_ctsk); 

【パラメータ】 
ID  tskid 生成対象のタスク番号の ID 番号 
T_CTSK* pk_ctsk タスク生成情報を入れたパケットへのポインタ(CRE_TSK では

パケットの内容を直接記述する) 
pk_ctsk の内容(T_CTSK 型) 
ATR  tskatr タスク属性 
VP_INT  exinf タスクの拡張情報 
FP  task タスクの起動番地 
PRI  itskpri タスクの起動時優先度 
SIZE  stksz タスクのスタック領域のサイズ(バイト数) 
VP  stk タスクのスタック領域の先頭番地 

【リターンパラメータ】 
cre_tsk の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_tsk の場合 
 ER_ID tskid 生成したタスクの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された; cre_tsk のみ) 
E_NOID  ID 番号不足(割り付け可能なタスク ID がない; acre_tsk のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_ctsk,task,itskpri,stksz が不正) 
E_RSATR 予約属性エラー(サポートしていない属性) 
E_NOMEM メモリ不足(stk に NULL が指定されたがスタック領域が確保できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが登録済み) 

【機能】 
tskid で指定される ID 番号を持つタスクを、指定されたタスク生成情報に基づいて

生成します。 
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tskatr はタスク属性、exinf はタスクを起動する際にパラメータとして渡す拡張情報、

task はタスク起動番地、itskpri はタスク起動時のベース優先度の初期値を指定する

起動時優先度、stksz はタスクのスタック領域のサイズ(バイト数)、stk はタスクの

スタック領域の先頭番地になります。 
tskatr には、((TA_HLNG || TA_ASM) | [TA_ACT]) の指定ができます。 
TA_HLNG(=0x00) が指定された場合には高級言語のインタフェースで、

TA_ASM(=0x01)が指定された場合にはアセンブリ言語用のインタフェースでタスク

を起動します。 
本バージョンではアセンブラ言語インタフェースによるタスク起動はサポートして

おりませんので、この設定は省略可能です。 
対象タスクの生成後の状態は、TA_ACT(0x02)が指定された場合には実行可能状態、

そうでない場合には休止状態にします。 
acre_tsk は、生成するタスクの ID 番号をタスクが登録されていない ID 番号の中か

ら割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
stk で指定された番地から stksz バイトのメモリ領域を、タスクを実行するためのス

タック領域として使用します。stk に NULL(=0)が指定された場合には、CRE_TSK
では stksz で指定されたバイト数のメモリ領域をコンフィギュレータが確保します。

cre_tsk および acre_tsk ではカーネルが確保します。 
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5.1.4 del_tsk タスクの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_tsk(ID tskid); 
【パラメータ】 

ID tskid 削除対象のタスクの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態でない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定される ID 番号を持つタスクを削除します。対象タスクに自タスクを指

定することはできません。自タスクが指定された場合には、E_OBJ エラーになりま

す。 
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5.1.5 act_tsk タスクの起動【S】 
5.1.6 iact_tsk タスクの起動(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd=act_tsk(ID tskid); 
ER ercd=iact_tsk(ID tskid); 

【パラメータ】 
ID tskid 起動対象のタスクの ID 番号 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された; iact_tsk の場合、TSK_SELF が指定された) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外からコールされた 
E_QOVR キューイングオーバーフロー(起動要求キューイング数のオーバーフロ

ー) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクを起動します。対象タスクが休止状態でない場合には、タ

スクに対する起動要求をキューイングします。 
tskid に TSK_SELF(=0)が指定されると、自タスクを対象タスクとします。ただし非

タスクコンテキストからの呼出しでこの指定が行われた場合には、E_ID エラーにな

ります。 
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5.1.7 can_act タスク起動要求のキャンセル【S】 
 
【C 言語 API】 

ER_UINT actcnt = can_act(ID tskid); 
【パラメータ】 

ID tskid 起動要求のキャンセル対象のタスクの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER_UINT actcnt キューイングされていた起動要求の回数(正の値または 0)または

エラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクに対してキューイングされている起動要求をキャンセルし、

キューイングされていた起動要求の回数を返します。tskid に TSK_SELF(=0)が指定

されると、自タスクを対象タスクとします。 
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5.1.8 sta_tsk タスク起動要求(起動コード指定) 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = sta_tsk(ID tskid, VP_INT stacd); 
【パラメータ】 

ID  tskid 起動対象のタスクの ID 番号 
VP_INT  stacd タスクの起動コード 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態でない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクを起動します。タスクを起動する際のパラメータとして、

stacd の値を渡します。対象タスクが休止状態でない場合には、タスクに対する起動

要求をキューイングしません。自タスクが指定された場合には、E_OBJ エラーにな

ります。 
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5.1.9 ext_tsk 自タスクの終了【S】 
 
【C 言語 API】 

void ext_tsk(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

このサービスコールからリターンしない 
【機能】 

自タスクを終了させます。自タスクに対する起動要求がキューイングされている場

合、起動要求キューイング数から 1 を減じ、自タスクを実行可能状態に移行させま

す。これにより、自タスクが再起動します。 
内部でエラーを検出した場合、グローバル変数の_kernel_syserr_id に、実行時のタ

スク ID が、また_kernel_syserr_fn に機能コード TFN_EXT_TSK が設定されます。 
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5.1.10 exd_tsk 自タスクの終了と削除 
 
【C 言語 API】 

void exd_tsk(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

このサービスコールからリターンしない 
【機能】 

自タスクを終了させ、さらに自タスクを削除します。自タスクに対する起動要求が

キューイングされているかどうかにかかわらず、自タスクを終了させ、削除します。 
内部でエラーを検出した場合、グローバル変数の_kernel_syserr_id に、実行時のタ

スク ID が、また_kernel_syserr_fn に機能コード TFN_EXD_TSK が設定されます。 
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5.1.11 ter_tsk タスクの強制終了【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ter_tsk(ID tskid); 
【パラメータ】 

ID tskid 強制終了対象のタスクの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_ILUSE サービスコール不正使用(対象タスクが自タスク) 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクを強制的に終了させます。対象タスクに対する起動要求が

キューイングされている場合には、起動要求キューイング数から 1 を減じ、対象タ

スクを実行可能状態に移行させます。これにより、指定されたタスクは再起動しま

す。 
本サービスコールで自タスクを終了させることはできません。 
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5.1.12 chg_pri タスク優先度の変更【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = chg_pri(ID tskid,PRI tskpri); 
【パラメータ】 

ID tskid 変更対象のタスクの ID 番号 
PRI tskpri 変更後のベース優先度 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_PAR  パラメータエラー(tskpri が不正) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 
E_ILUSE サービスコール不正使用(上限優先度の違反) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクのベース優先度を、tskpri で指定される値に変更します。

tskpri に TPRI_INI(=0)が指定されると、対象タスクのベース優先度を、タスク起動

時優先度に変更します。 
対象タスクがミューテックスを使用していない場合、タスクの現在優先度も変更し

ます。対象タスクが何らかのタスク優先度順の待ち行列につながれている場合には、

その待ち行列の中での順序を、変更後の優先度にしたがって変化させます。 
tskid に TSK_SELF(=0)が指定されると、自タスクを対象タスクとします。 
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5.1.13 get_pri タスク優先度の参照【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = get_pri(ID tskid,PRI*p_tskpri); 
【パラメータ】 

ID tskid 参照対象のタスクの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 
PRI* p_tskpri  対象タスクの現在優先度を格納する変数へのポインタ 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_PAR  パラメータエラー(p_tskpri が不正) 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクの現在優先度を参照し、p_tskpri で指定される領域に格納

します。 
tskid に TSK_SELF(=0)が指定されると、自タスクを対象タスクとします。 
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5.1.14 ref_tsk タスクの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_tsk(ID tskid,T_RTSK*pk_rtsk); 
【パラメータ】 

ID  tskid 状態参照対象のタスクの ID 番号 
T_RTSK* pk_rtsk タスク情報を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
T_RTSK* pk_rtsk の内容 
 STAT tskstat タスク状態 以下のいずれかの値を返す 
  TTS_RUN 0x01 実行状態 
  TTS_RDY 0x02 実行可能状態 
  TTS_WAI 0x04 待ち状態 
  TTS_SUS 0x08 強制待ち状態 
  TTS_WAS 0x0C 二重待ち状態 
  TTS_DMT 0x10 休止状態 
PRI tskpri タスクの現在優先度 
PRI tskbpri タスクのベース優先度 
STAT tskwait 待ち要因 対象タスクが待ち状態でない時値は 0。対象タスクが待ち

状態の時は以下のいずれかの値を返す。 
 TTW_SLP 0x0001 起床待ち状態 
 TTW_DLY 0x0002 時間経過待ち状態 
 TTW_SEM 0x0004 セマフォ資源の獲得待ち状態 
 TTW_FLG 0x0008 イベントフラグ待ち状態 
 TTW_SDTQ 0x0010 データキューへの送信待ち状態 
 TTW_RDTQ 0x0020 データキューからの受信待ち状態 
 TTW_MBX 0x0040 メールボックスからの受信待ち状態 
 TTW_MTX 0x0080 ミューテックスからのロック待ち状態 
 TTW_SMBF 0x0100 メッセージバッファへの送信待ち状態 
 TTW_RMBF 0x0200 メッセージバッファからの受信待ち状態 
 TTW_CAL 0x0400 ランデブの呼出し待ち状態 
 TTW_ACP 0x0400 ランデブの受付待ち状態 
 TTW_RDV 0x0800 ランデブの終了待ち状態 
 TTW_MPF 0x2000 固定長メモリブロックの獲得待ち状態 
 TTW_MPL 0x4000 可変長メモリブロックの獲得待ち状態 
ID wobjid 待ち対象のオブジェクト ID 番号。 
TMO lefttmo タイムアウトするまでの時間。 
UINT actcnt 起動要求キューイング数 
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UINT wupcnt 起床要求キューイング数 
UINT suscnt 強制待ち要求ネスト数 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rtsk が不正) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクに関する状態を参照し、pk_rtsk で指定される領域に格納

します。 
tskid に TSK_SELF(=0)が指定されると、自タスクを対象タスクとします。 
また対象タスクが休止状態の場合であっても、現在設定されている値を返します。 
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5.1.15 ref_tst タスクの状態参照(簡易版) 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_tst(ID tskid,T_RTST*pk_rtst); 
【パラメータ】 

ID  tskid 状態参照対象のタスクの ID 番号 
T_RTST* pk_rtst タスク情報を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
T_RTST* pk_rtst の内容 
 STAT tskstat タスク状態 以下のいずれかの値を返す 
  TTS_RUN 0x01 実行状態 
  TTS_RDY 0x02 実行可能状態 
  TTS_WAI 0x04 待ち状態 
  TTS_SUS 0x08 強制待ち状態 
  TTS_WAS 0x0C 二重待ち状態 
  TTS_DMT 0x10 休止状態 
STAT tskwait 待ち要因 対象タスクが待ち状態でない時値は 0。対象タスクが待ち

状態の時は以下のいずれかの値を返す。 
 TTW_SLP 0x0001 起床待ち状態 
 TTW_DLY 0x0002 時間経過待ち状態 
 TTW_SEM 0x0004 セマフォ資源の獲得待ち状態 
 TTW_FLG 0x0008 イベントフラグ待ち状態 
 TTW_SDTQ 0x0010 データキューへの送信待ち状態 
 TTW_RDTQ 0x0020 データキューからの受信待ち状態 
 TTW_MBX 0x0040 メールボックスからの受信待ち状態 
 TTW_MTX 0x0080 ミューテックスからのロック待ち状態 
 TTW_SMBF 0x0100 メッセージバッファへの送信待ち状態 
 TTW_RMBF 0x0200 メッセージバッファからの受信待ち状態 
 TTW_CAL 0x0400 ランデブの呼出し待ち状態 
 TTW_ACP 0x0400 ランデブの受付待ち状態 
 TTW_RDV 0x0800 ランデブの終了待ち状態 
 TTW_MPF 0x2000 固定長メモリブロックの獲得待ち状態 
 TTW_MPL 0x4000 可変長メモリブロックの獲得待ち状態 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rtst が不正) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 
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【機能】 
tskid で指定されるタスクに関する状態を参照し、pk_rtst で指定される領域に格納

します。 
tskid に TSK_SELF(=0)が指定されると、自タスクを対象タスクとします。 
本サービスコールは ref_tsk()の簡易版です。 
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5.2 タスク付属同期機能 
5.2.1 slp_tsk 起床待ち【S】 
5.2.2 tslp_tsk 起床待ち(タイムアウトあり)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = slp_tsk(); 
ER ercd = tslp_tsk(TMO tmout); 

【パラメータ】 
TMO tmout タイムアウト指定(tslp_tsk のみ) 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_PAR  パラメータエラー(tmout が不正; tslp_tsk のみ) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた、またはディスパッチできな

い状態 
E_RLWAI 待ち状態が強制解除された(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_TMOUT ポーリング失敗またはタイムアウト(tslp_tsk のみ) 

【機能】 
自タスクを起床待ち状態に移行します。ただし、自タスクに対する起床要求がキュ

ーイングされている場合、起床要求キューイング数から 1 を減じ、自タスクを待ち

状態に移行させず、そのまま実行を継続します。 
tslp_tsk の場合、tmout には正の値のタイムアウト値に加えて、TMO_POL(=0)と
TMO_FEVR(=-1)を指定することができます。 
 

【補足】 
このサービスにより待ち状態になった後、wup_tsk の受付により待ち状態が解除さ

れた場合は E_OK が、rel_wai の受付により待ち状態が解除された場合は E_RLWAI
が返ります。 
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5.2.3 wup_tsk タスクの起床【S】 
5.2.4 iwup_tsk タスクの起床(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = wup_tsk(ID tskid); 
ER ercd = iwup_tsk(ID tskid); 

【パラメータ】 
ID tskid 起床対象のタスクの ID 番号 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された; iwup_tsk の場合、TSK_SELF が指定された) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外からコールされた 
E_QOVR キューイングオーバーフロー(起床要求キューイング数のオーバーフロ

ー) 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクを、起床待ち状態から待ち解除します。待ち解除されたタ

スクに対しては、待ち状態に入ったサービスコールの返り値として E_OK を返しま

す。 
対象タスクが起床待ち状態でない場合には、タスクに対する起床要求をキューイン

グします。キューイング数の 大値を超える場合には、E_QOVR を返します。 
tskid に TSK_SELF(=0)が指定されると、自タスクを対象タスクとします。ただし、

非タスクコンテキストからの呼出しでこの指定が行われた場合には、E_ID を返しま

す。 
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5.2.5 can_wup タスクの起床要求のキャンセル【S】 
 
【C 言語 API】 

ER_UINT wupcnt = can_wup(ID tskid); 
【パラメータ】 

ID tskid 起床要求のキャンセル対象のタスクの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER_UINT wupcnt キューイングされていた起床要求の回数(正の値または 0)または

エラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクに対してキューイングされている起床要求をキャンセルし、

キューイングされていた起床要求の回数を返します。 
tskid に TSK_SELF(=0)が指定されると、自タスクを対象タスクとします。 
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5.2.6 rel_wai 待ち状態の強制解除【S】 
5.2.7 irel_wai 待ち状態の強制解除(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = rel_wai(ID tskid); 
ER ercd = irel_wai(ID tskid); 

【パラメータ】 
ID tskid 待ち状態の強制解除対象のタスク ID 番号 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが待ち状態でない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクが待ち状態にある場合に、強制的に待ち解除を行います。

すなわち、対象タスクが待ち状態の時は実行可能状態に、二重待ち状態の時は強制

待ち状態に移行します。本サービスコールにより待ち解除されたタスクに対しては、

待ち状態に入ったサービスコールの返り値として E_RLWAI を返します。 
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5.2.8 sus_tsk 強制待ち状態への移行【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd=sus_tsk(ID tskid); 
【パラメータ】 

ID tskid 移行対象のタスクの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた、またはディスパッチできな

い状態 
E_QOVR キューイングオーバーフロー(強制待ち要求ネスト数のオーバーフロー) 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態) 
E_NOEXS  対象タスクが見つからない 

【機能】 
tskid で指定されるタスクを強制待ち状態にして、タスクの実行を中断します。 
tskid に TSK_SELF(=0)を指定されると、自タスクを対象タスクとします。 
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5.2.9 rsm_tsk 強制待ち状態からの再開【S】 
5.2.10 frsm_tsk 強制待ち状態からの強制再開【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = rsm_tsk(ID tskid); 
ER ercd = frsm_tsk(ID tskid); 

【パラメータ】 
ID tskid 再開対象のタスクの ID 番号 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが強制待ち状態でない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクの強制待ちを解除し、タスクの実行を再開します。 
rsm_tsk は、対象タスクの強制待ち要求ネスト数から 1 を減じ、減じた後の強制待

ち要求ネスト数が 0 になった場合、対象タスクが強制待ち状態の時は実行可能状態

に、二重待ち状態の時は待ち状態に移行します。 
frsm_tsk は、対象タスクの強制待ち要求ネスト数を 0 にとし、対象タスクが強制待

ち状態の時は実行可能状態に、二重待ち状態の時は待ち状態に移行します。 
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5.2.11 dly_tsk 自タスクの遅延【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = dly_tsk(RELTIM dlytim); 
【パラメータ】 

RELTIM dlytim 自タスクの遅延時間(相対時間) 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた、またはディスパッチできな

い状態 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 

【機能】 
自タスクを時間経過待ち状態に移行させ、dlytim で指定される時間の間、実行を一

時的に停止します。 
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5.3 タスク例外処理機能 
5.3.1 DEF_TEX タスク例外処理ルーチンの定義(静的 API)【S】 
5.3.2 def_tex タスク例外処理ルーチンの定義【I】 

 
【静的 API】 

DEF_TEX(ID tskid, {ATR texatr, FP texrtn}); 
【C 言語 API】 

ER ercd=def_tex(ID tskid, T_DTEX*pk_dtex); 
【パラメータ】 

ID  tskid 定義対象のタスクの ID 番号 
T_DTEX* pk_dtex タスク例外処理ルーチン定義情報を入れたパケットへのポイン

タ 
pk_dtex の内容(T_DTEX 型) 
 ATR texatr タスク例外処理ルーチン属性 
 FP texrtn タスク例外処理ルーチンの起動番地 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_dtex,texrtn が不正) 
E_RSATR 予約属性エラー(サポートしていない属性) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクに、タスク例外処理ルーチン定義情報に基づいて、タスク

例外処理ルーチンを定義します。 
texatr には、(TA_HLNG)の指定ができます。TA_HLNG の指定は高級言語のインタ

フェースでタスク例外処理ルーチンを起動します。本バージョンではアセンブラ言

語インタフェースによるタスク例外処理ルーチン起動はサポートしておりませんの

で、この指定は省略可能です。 
なお対象タスクは、コンフィギュレーションファイル中で、DEF_TEX(def_tex)より

前に記述された CRE_TSK(cre_tsk)で生成されたものでなければなりません。 
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5.3.3 ras_tex タスク例外処理の要求【S】 
5.3.4 iras_tex タスク例外処理の要求(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = ras_tex(ID tskid, TEXPTN rasptn); 
ER ercd = iras_tex(ID tskid, TEXPTN rasptn); 

【パラメータ】 
ID tskid 要求対象のタスクの ID 番号 
TEXPTN rasptn 要求するタスク例外処理のタスク例外要因 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された; iras_tex の場合、TSK_SELF が指定された) 
E_PAR  パラメータエラー(rasptn が 0) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態、対象タスクにタスク例

外処理ルーチンが定義されていない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクに対して、rasptn で指定されるタスク例外要因によって、

タスク例外処理を要求します。保留例外要因は、指定された rasptn の値のビット毎

の論理和に更新されます。 
tskid に TSK_SELF(=0)を指定されると、自タスクを対象タスクとします。ただし、

非タスクコンテキストからの呼出しでこの指定が行われた場合には、E_ID エラーを

返します。 
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5.3.5 dis_tex タスク例外処理の禁止【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = dis_tex(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(自タスクにタスク例外処理ルーチンが定義され

ていない) 
【機能】 

自タスクを、タスク例外処理禁止状態に移行します。 
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5.3.6 ena_tex タスク例外処理の許可【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ena_tex(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(自タスクにタスク例外処理ルーチンが定義され

ていない) 
【機能】 

自タスクを、タスク例外処理可能状態に移行します。 
本サービスコールにより、タスク例外処理ルーチンを起動する条件が揃った場合に

は、タスク例外処理ルーチンが起動します。 
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5.3.7 sns_tex タスク例外処理禁止状態の参照【S】 
 
【C 言語 API】 

BOOL state = sns_tex(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

BOOL state タスク例外禁止状態 
【機能】 

実行状態のタスクが、タスク例外処理禁止状態の場合に TRUE、タスク例外処理許

可状態の場合に FALSE を返します。非タスクコンテキストから呼出された場合で、

実行状態のタスクがない時には、TRUE を返します。 
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5.3.8 ref_tex タスク例外処理の状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_tex(ID tskid, T_RTEX *pk_rtex); 
【パラメータ】 

ID  tskid 状態参照対象のタスクの ID 番号 
T_RTEX* pk_rtex タスク例外処理状態を返すパケットへのポインタ 
pk_rtex の内容(T_RTEX 型) 
 STAT  texstat タスク例外処理の状態 
 TEXPTN pndptn 保留例外要因 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大タスク数を超えるタスク ID を指定した、または負の

値がタスク ID に指定された) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rtex が不正) 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象タスクが休止状態) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象タスクが未登録) 

【機能】 
tskid で指定されるタスクの、タスク例外処理に関する情報を参照し、pk_rtex で指

定される領域に格納します。 
texstat は、次のいずれかの値を返します。 
 TTEX_ENA 0x00 タスク例外処理許可状態 
 TTEX_DIS 0x01 タスク例外処理禁止状態 
pndptn には、保留例外要因を返します。処理されていない例外処理要求が無い場合、

pndptn は 0 を返します。 
tskid に TSK_SELF(=0)を指定されると、自タスクを対象タスクとします。 
対象タスクが休止状態の時には E_OBJ を返します。 
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5.4 同期・通信機能 セマフォ 
5.4.1 CRE_SEM セマフォの生成(静的 API)【S】 
5.4.2 cre_sem セマフォの生成【I】 
5.4.3 acre_sem セマフォの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_SEM(ID semid, {ATR sematr, UINT isemcnt, UINT maxsem}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_sem(ID semid, T_CSEM*pk_csem); 
ER_ID semid = acre_sem(T_CSEM*pk_csem); 

【パラメータ】 
ID  semid  生成対象のセマフォの ID 番号 
T_CSEM* pk_csem  セマフォ生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_csem の内容(T_CSEM 型) 
 ATR sematr セマフォ属性 
 UINT isemcnt セマフォの資源数の初期値 
 UINT maxsem セマフォの 大資源数 

【リターンパラメータ】 
cre_sem の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_sem の場合 
 ER_ID tskid 生成したセマフォの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大セマフォ数を超える ID を指定した、または負の値が

ID に指定された; cre_sem のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_csem の isemcnt,maxsem が不正) 
E_RSATR 予約属性(sematr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象セマフォが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なセマフォ ID がない; acre_sem のみ) 

【機能】 
semid で指定される ID 番号を持つセマフォを、指定されたセマフォ生成情報に基づ

いて生成します。 
sematr には、(TA_TFIFO||TA_TPRI)の指定ができます。セマフォの待ち行列は、

TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)が指定された

場合にはタスクの優先度順となります。 
acre_sem は、生成するセマフォの ID 番号をセマフォが登録されていない ID 番号の

中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.4.4 del_sem セマフォの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_sem(ID semid); 
【パラメータ】 

ID semid 削除対象のセマフォの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(semid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象セマフォが未登録) 

【機能】 
semid で指定されるセマフォを削除します。セマフォを待っているタスクがある場

合、そのサービスコールのエラーコードには、E_DLT を返します。 
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5.4.5 sig_sem セマフォ資源の返却【S】 
5.4.6 isig_sem セマフォ資源の返却(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = sig_sem(ID semid); 
ER ercd = isig_sem(ID semid); 

【パラメータ】 
ID semid 資源返却対象のセマフォの ID 番号 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(semid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外からコールされた 
E_QOVR キューイングオーバーフロー( 大資源数を超える返却; sig_sem のみ) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象セマフォが未登録) 

【機能】 
semid で指定されるセマフォに対して、資源を１つ返却します。 
isig_sem は非タスクコンテキスト専用です。 
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5.4.7 wai_sem セマフォ資源の獲得【S】 
5.4.8 pol_sem セマフォ資源の獲得(ポーリング)【S】 
5.4.9 twai_sem セマフォ資源の獲得(タイムアウトあり)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = wai_sem(ID semid); 
ER ercd = pol_sem(ID semid); 
ER ercd = twai_sem(ID semid,TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID semid 資源獲得対象のセマフォの ID 番号 
TMO tmout タイムアウト指定(twai_sem のみ) 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(semid が不正あるいは使用できない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象セマフォが未登録) 
E_PAR  パラメータエラー(tmout が不正; twai_sem のみ) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_TMOUT ポーリング失敗(pol_sem)またはタイムアウト(twai_sem) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象セマフォが削除) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、またはディ

スパッチできない状態 
【機能】 

semid で指定されるセマフォから、資源を１つ獲得します。 
獲得できる資源が無い場合、セマフォ資源の獲得待ち状態に移行します。他のタス

クがすでに待ち行列につながっている場合、セマフォ属性に従って自タスクを待ち

行列の所定の位置につなぎます。 
pol_sem は、wai_sem の処理をポーリングで行うサービスコールです。twai_sem は、

wai_sem にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の

値のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定するこ

とができます。 
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5.4.10 ref_sem セマフォの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_sem(ID semid,T_RSEM*pk_rsem); 
【パラメータ】 

ID  semid  状態参照対象のセマフォの ID 番号 
T_RSEM* pk_rsem  セマフォ状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
T_RSEM* pk_rsem の内容 
 ID wtskid セマフォの待ち行列の先頭のタスク ID 
 UINT semcnt セマフォの現在の資源数。 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(semid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rsem に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象セマフォが未登録) 

【機能】 
semid で指定されるセマフォに関する状態を参照し、pk_rsem で指定される領域に

格納します。資源の獲得を待っているタスクがない場合には、wtskid は

TSK_NONE(=0)になります。 
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5.5 同期・通信機能 イベントフラグ 
5.5.1 CRE_FLG イベントフラグの生成【S】 
5.5.2 cre_flg イベントフラグの生成【I】 
5.5.3 acre_flg イベントフラグの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_FLG(ID flgid,{ATR flgatr,FLGPTN iflgptn}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_flg(ID flgid,T_CFLG*pk_cflg); 
ER_ID flgid = acre_flg(T_CFLG*pk_cflg); 

【パラメータ】 
ID  flgid 生成対象のイベントフラグの ID 番号 
T_CFLG* pk_cflg イベントフラグ生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_cflg の内容(T_CFLG 型) 
ATR  flgatr イベントフラグ属性 
FLGPTN iflgptn イベントフラグのビットパターンの初期値 

【リターンパラメータ】 
cre_flg の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_flg の場合 
 ER_ID flgid 生成したイベントフラグの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大イベントフラグ数を超える ID を指定した、または負

の値が ID に指定された; cre_flg のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cflg が不正) 
E_RSATR 予約属性(flgatr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象イベントフラグが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なイベントフラグ ID がない; acre_flg のみ) 

【機能】 
flgid で指定される ID 番号を持つイベントフラグを、指定されたイベントフラグ生

成情報に基づいて生成します。 
flgatr には、((TA_TFIFO||TA_TPRI) | (TA_WSGL||TA_WMUL) | [TA_CLR])の
指定ができます。イベントフラグの待ち行列は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場

合には FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)が指定された場合にはタスクの優先度順となりま

す。TA_WSGL(=0x00)が指定された場合には、１つのイベントフラグで同時に複数

のタスクが待ち状態となることを許しません。TA_WMUL(=0x02)が指定された場合

には、同時に複数のタスクが待ち状態となることを許します。TA_CLR(=0x04)が指

定された場合には、タスクをイベント待ち状態から待ち解除する時に、イベントフ
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ラグのビットパターンのすべてのビットをクリアします。 
acre_flg は、生成するイベントフラグの ID 番号をイベントフラグが登録されていな

い ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.5.4 del_flg イベントフラグの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_flg(ID flgid); 
【パラメータ】 

ID flgid 削除対象のイベントフラグの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(flgid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象セマフォが未登録) 

【機能】 
flgid で指定されるイベントフラグを削除します。 
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5.5.5 set_flg イベントフラグのセット【S】 
5.5.6 iset_flg イベントフラグのセット(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = set_flg(ID flgid,FLGPTN setptn); 
ER ercd = iset_flg(ID flgid,FLGPTN setptn); 

【パラメータ】 
ID  flgid セット対象のイベントフラグの ID 番号 
FLGPTN setptn セットするビットパターン 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(flgid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象イベントフラグが未登録) 

【機能】 
flgid で指定されるイベントフラグに対して、setptn で指定されるビットをセットし

ます。全ビットが 0 の場合には何もせずに E_OK を返します。 
対象イベントフラグのビットパターンが更新された結果、そのイベントフラグで待

っているタスクの待ち条件を満たした場合には、当該タスクを待ち解除します。ま

たこの時、対象イベントフラグ属性に TA_CLR が指定されている場合には、イベン

トフラグのビットパターンのすべてのビットをクリアし、サービスコールを終了し

ます。イベントフラグ属性に TA_WMUL が指定されおり、TA_CLR が指定されて

いない場合、本サービスコール 1 回の呼出しで複数のタスクが待ち解除される可能

性があります。 
iset_flg は非タスクコンテキスト専用です。 
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5.5.7 clr_flg イベントフラグのクリア【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = clr_flg(ID flgid, FLGPTN clrptn); 
【パラメータ】 

ID  flgid セット対象のイベントフラグの ID 番号 
FLGPTN clrptn クリアするビットパターン(ビット毎の反転値) 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(flgid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象イベントフラグが未登録) 

【機能】 
flgid で指定されるイベントフラグに対して、clrptn の対応するビットが 0 になって

いるビットをクリアします。全ビットが 1 の場合には何もせずに E_OK を返します。 
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5.5.8 wai_flg イベントフラグ待ち【S】 
5.5.9 pol_flg イベントフラグ待ち(ポーリング)【S】 
5.5.10 twai_flg イベントフラグ待ち(タイムアウトつき)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = wai_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, 
FLGPTN*p_flgptn); 

ER ercd = pol_flg(ID flgid,FLGPTN waiptn,MODE wfmode, 
FLGPTN*p_flgptn); 

ER ercd = twai_flg(ID lgid,FLGPTN waiptn,MODE wfmode, 
FLGPTN*p_flgptn,TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID  flgid 待ち対象のイベントフラグの ID 番号 
FLGPTN waiptn 待ちビットパターン 
MODE  wfmode 待ちモード 
TMO  tmout タイムアウト指定(twai_flg のみ) 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
FLGPTN* p_flgptn 待ち解除時のビットパターンを格納する変数へのポインタ 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(flgid が不正あるいは使用できない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象イベントフラグが未登録) 
E_PAR  パラメータエラー(waiptn,wfmode,p_flgptn,tmout が不正) 
E_ILUSE サービスコール不正使用(TA_WSGL 属性が指定されたイベントフラグで

待ちタスクあり) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_TMOUT ポーリング失敗(pol_flg)またはタイムアウト(twai_flg) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象イベントフラグが削除) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、またはディ

スパッチできない状態 
【機能】 

flgid で指定されるイベントフラグのビットパターンが、waiptn と wfmode で指定さ

れる待ち解除条件を満たすのを待ちます。本サービスコールが呼出された時、対象

イベントフラグのビットパターンが待ち解除条件を満たしていた場合には、自タス

クを待ち状態とせずにサービスコールを終了します。 
wfmode に は 、 (TWF_ANDW||TWF_ORW) の 指 定 が で き ま す 。

TWF_ANDW(=0x00)が指定された場合には、waiptn で指定されるビットのすべて

がセットされた時、また TWF_ORW(=0x01)が指定された場合には、waiptn で指定

されるビットのいずれかがセットされた時、待ち解除されます。 
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pol_flg は、wai_flg の処理をポーリングで行うサービスコールです。twai_flg は、

wai_flg にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の値

のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定すること

ができます。 
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5.5.11 ref_flg イベントフラグの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_flg(ID flgid,T_RFLG *pk_rflg); 
【パラメータ】 

ID flgid 状態参照対象のイベントフラグの ID 番号 
T_RFLG* pk_rflg イベントフラグ状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
T_RFLG* pk_rflg の内容 
 ID  wtskid イベントフラグの待ち行列の先頭のタスク ID 
 FLGPTN flgptn イベントフラグの現在のビットパターン 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(flgid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rflg*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象イベントフラグが未登録) 

【機能】 
flgid で指定されるイベントフラグに関する状態を参照し、pk_rflg で指定される領域

に格納します。 
対象イベントフラグの待ち行列に、待っているタスクがない場合には、wtskid は

TSK_NONE(=0)がセットされます。 
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5.6 同期・通信機能 データキュー 
5.6.1 CRE_DTQ データキューの生成【S】 
5.6.2 cre_dtq データキューの生成【I】 
5.6.3 acre_dtq データキューの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_DTQ(ID dtqid,{ATR dtqatr,UINT dtqcnt,VP dtq}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_dtq(ID dtqid,T_CDTQ*pk_cdtq); 
ER_ID dtqid = acre_dtq(T_CDTQ*pk_cdtq); 

【パラメータ】 
ID  dtqid 生成対象のデータキューの ID 番号 
T_CDTQ* pk_cdtq データキュー生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_cdtq の内容(T_CDTQ 型) 
 ATR dtqatr データキュー属性 
 UINT dtqcnt データキュー領域の容量(データの個数) 
 VP dtq データキュー領域の先頭番地 

【リターンパラメータ】 
cre_dtq の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_dtq の場合 
 ER_ID dtqid 生成したデータキューの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大データキュー数を超える ID を指定した、または負の

値が ID に指定された; cre_dtq のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cdtq が不正) 
E_RSATR 予約属性(dtqatr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象データキューが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なデータキューID がない; acre_dtq のみ) 

【機能】 
dtqid で指定される ID 番号を持つデータキューを、pk_cdtq で指定されるデータキ

ュー生成情報に基づいて生成します。 
dtqatr には、(TA_TFIFO||TA_TPRI)の指定ができます。データキューの待ち行列

は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)が指定さ

れた場合にはタスクの優先度順となります。dtq に NULL が指定された場合、必要

な領域をカーネルが確保します。 
データキューの受信待ち行列は、常に FIFO 順になります。また、データキューに

送信されるデータは優先度を持たず、データキュー中のデータの順序も FIFO 順に
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なります。 
acre_dtq は、生成するイベントフラグの ID 番号をデータキューが登録されていない

ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.6.4 del_dtq データキューの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_dtq(ID dtqid); 
【パラメータ】 

ID dtqid 削除対象のデータキューの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(dtqid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象データキューが未登録) 

【機能】 
dtqid で指定されるデータキューを削除します。データキュー領域をカーネルで確保

した場合には、その領域も解放されます。 
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5.6.5 snd_dtq データキューへの送信【S】 
5.6.6 psnd_dtq データキューへの送信(ポーリング)【S】 
5.6.7 ipsnd_dtq データキューへの送信(ポーリング;非タスクコンテキスト)【S】 
5.6.8 tsnd_dtq データキューへの送信(タイムアウトあり)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = snd_dtq(ID dtqid,VP_INT data); 
ER ercd = psnd_dtq(ID dtqid,VP_INT data); 
ER ercd = ipsnd_dtq(ID dtqid,VP_INT data); 
ER ercd = tsnd_dtq(ID dtqid,VP_INT data,TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID  dtqid 送信対象のデータキューの ID 番号 
VP_INT  data データキューへ送信するデータ 
TMO tmout タイムアウト指定 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(dtqid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、または

ディスパッチできない状態 
E_TMOUT ポーリング失敗 (psnd_dtq または ipsnd_dtq)またはタイムアウト

(tsnd_dtq) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付; snd_dtq または

tsnd_dtq) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象データキューが削除 ; 
snd_dtq または tsnd_dtq) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象データキューが未登録) 

【機能】 
dtqid で指定されるデータキューに、data で指定されるデータを送信します。対象

データキューで受信を待っているタスクがある場合には、待ち行列の先頭タスクに

送信するデータを渡し、そのタスクを待ち解除します。受信を待っているタスクが

ない場合は、送信するデータをデータキューの末尾に入れます。データキュー領域

に空きがない場合には、自タスクを送信待ち行列につなぎ、データキューへの送信

待ち状態に移行します。 
psnd_dtq は、snd_dtq の処理をポーリングで行うサービスコールです。ipsnd_dtq
は非タスクコンテキスト専用です。tsnd_dtq は、snd_dtq にタイムアウト機能を付

け加えたサービスコールです。tmout には、正の値のタイムアウト時間に加えて、

TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定することができます。 
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5.6.9 fsnd_dtq データキューへの強制送信【S】 
5.6.10 ifsnd_dtq データキューへの強制送信(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = fsnd_dtq(ID dtqid,VP_INT data); 
ER ercd = ifsnd_dtq(ID dtqid,VP_INT data); 

【パラメータ】 
ID dtqid 送信対象のデータキューの ID 番号 
VP_INT data データキューへ送信するデータ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(dtqid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_ILUSE サービスコール不正使用(対象データキューのデータキュー領域の容量が

0) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象データキューが削除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象データキューが未登録) 

【機能】 
dtqid で指定されるデータキューに、data で指定されるデータを強制送信します。

対象データキューで受信を待っているタスクがある場合には、待ち行列の先頭タス

クに送信するデータを渡し、そのタスクを待ち解除します。受信を待っているタス

クがない場合は、送信するデータをデータキューの末尾に入れます。データキュー

領域に空きがない場合には、データキューの先頭のデータを抹消し、データキュー

領域に必要な領域を確保します。 
本サービスコールは、データキュー領域の容量が 0 のデータキューに対して、使用

する事はできません。 
ifsnd_dtq は非タスクコンテキスト専用です。 
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5.6.11 rcv_dtq データキューからの受信【S】 
5.6.12 prcv_dtq データキューからの受信(ポーリング)【S】 
5.6.13 trcv_dtq データキューからの受信(タイムアウト付き)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = rcv_dtq(ID dtqid,VP_INT* p_data); 
ER ercd = prcv_dtq(ID dtqid,VP_INT* p_data); 
ER ercd = trcv_dtq(ID dtqid,VP_INT* p_data,TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID dtqid 受信対象のデータキューの ID 番号 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
VP_INT* p_data データキューから受信したデータ 
TMO  tmout タイムアウト指定 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(dtqid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(p_data が NULL) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、または

ディスパッチできない状態 
E_TMOUT ポーリング失敗(prcv_dtq)またはタイムアウト(trcv_dtq) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象データキューが削除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象データキューが未登録) 

【機能】 
dtqid で指定されるデータキューからデータを受信し、p_data で指定される領域に

格納します。 
対象データキューにデータが入っている場合には、その先頭データを取り出します。

データキューで送信を待っているタスクがある場合には、送信待ち行列の先頭タス

クが送信しようとしているデータを受け取ります。 
データが入っていない状態で、送信を待っているタスクもない場合には、自タスク

を受信待ち行列につなぎ、データキューからの受信待ち状態に移行します。 
prcv_dtq は、rcv_dtq の処理をポーリングで行うサービスコールです。trcv_dtq は、

rcv_dtq にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の値

のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定すること

ができます。 
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5.6.14 ref_dtq データキューの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_dtq(ID dtqid,T_RDTQ*pk_rdtq); 
【パラメータ】 

ID  dtqid 状態参照対象のデータキューの ID 番号 
T_RDTQ* pk_rdtq データキュー状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rdtq の内容(T_RDTQ 型) 
 ID stskid データキューの送信待ち行列の先頭のタスク ID 
 ID rtskid データキューの受信待ち行列の先頭のタスク ID 
 UINT sdtqcnt データキューのに入っているデータ個数。 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(dtqid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rdtq*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象データキューが未登録) 

【機能】 
dtqid で指定されるデータキューに関する状態を参照し、pk_rdtq で指定される領域

に格納します。 
対象データキューの送信待ち行列に待っているタスクがない場合には、stskid は

TSK_NONE(=0)がセットされます。対象データキューの受信待ち行列に待っている

タスクがない場合には、rtskid は TSK_NONE(=0)がセットされます。 
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5.7 同期・通信機能 メールボックス 
5.7.1 CRE_MBX メールボックスの生成(静的 API)【S】 
5.7.2 cre_mbx メールボックスの生成【I】 
5.7.3 acre_mbx メールボックスの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_MBX(ID mbxid,{ATR mbxatr,PRI maxmpri,VP mbrihd}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_mbx(ID mbxid,T_CMBX*pk_cmbx); 
ER_ID mbxid = acre_mbx(T_CMBX*pk_cmbx); 

【パラメータ】 
ID  mbxid 生成対象のメールボックスの ID 番号 
T_CMBX* pk_cmbx メールボックス生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_cmbx の内容(T_CMBX 型) 
 ATR mbxatr  メールボックス属性 
 PRI maxmpri メッセージ優先度の 大値 
 VP mprihd  優先度別のメッセージキューヘッダ領域の先頭番地 

【リターンパラメータ】 
cre_mbx の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_mbx の場合 
 ER_ID mbxid 生成したメールボックスの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大メールボックス数を超える ID を指定した、または負

の値が ID に指定された; cre_mbx のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cmbx が不正) 
E_RSATR 予約属性(mbxatr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象メールボックスが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なメールボックス ID がない; acre_mbx の

み) 
【機能】 

mbxid で指定される ID 番号を持つメールボックスを、pk_cmbx で指定されるメー

ルボックス生成情報に基づいて生成します。 
maxmpri と mprihd は、mbxatr に TA_MPRI(=0x02)が指定された場合にのみ有功

です。 
mbxatr には、((TA_TFIFO||TA_TPRI) | (TA_MFIFO||TA_MPRI))の指定ができ

ます。メールボックスの待ち行列は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には

FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)が指定された場合にはタスクの優先度順となります。ま
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た、メールボックスのメッセージキューは、TA_MFIFO(=0x00)が指定された場合に

は FIFO 順、TA_MPRI(=0x02)が指定された場合にはメッセージの優先度順となり

ます。なお、本ライブラリでは mprihd を使用しませんので、mprihd の内容を検査

しません。 
acre_mbx は、生成するメールボックスの ID 番号をメールボックスが登録されてい

ない ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.7.4 del_mbx メールボックスの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_mbx(ID mbxid); 
【パラメータ】 

ID mbxid 削除対象のメールボックスの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mbxid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メールボックスが未登録) 

【機能】 
mbxid で指定されるメールボックスを削除します。 
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5.7.5 snd_mbx メールボックスへの送信【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = snd_mbx(ID mbxid,T_MSG*pk_msg); 
【パラメータ】 

ID   mbxid 送信対象のメールボックスの ID 番号 
T_MSG* pk_msg  メールボックスへ送信するメッセージパケットの先頭番地 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mbxid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_msg が不正,メッセージパケット中のメッセージ優

先度(msgpri)が不正) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メールボックスが未登録) 

【機能】 
mbxid で指定されるメールボックスに、pk_msg を先頭番地とするメッセージを送

信します。 
対象メールボックスで受信を待っているタスクがある場合には、pk_msg で指定され

たメッセージパケットの先頭番地を渡し、そのタスクを待ち解除します。受信を待

っているタスクがない場合は、pk_msg を先頭番地とするメッセージをメッセージキ

ューの末尾に入れます。メールボックス属性に TA_MPRI(=0x02)が指定されている

場合には、メッセージを優先度順でメッセージキューに入れます。 
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5.7.6 rcv_mbx メールボックスからの受信【S】 
5.7.7 prcv_mbx メールボックスからの受信【S】 
5.7.8 trcv_mbx メールボックスからの受信【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = rcv_mbx(ID mbxid, T_MSG**ppk_msg); 
ER ercd = prcv_mbx(ID mbxid, T_MSG**ppk_msg); 
ER ercd = trcv_mbx(ID mbxid, T_MSG**ppk_msg, TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID mbxid 受信対象のメールボックスの ID 番号 
TMO tmout タイムアウト指定 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
T_MSG* pk_msg メールボックスから受信したメッセージパケットの先頭番地 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mbxid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(ppk_msg が NULL) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、または

ディスパッチできない状態 
E_TMOUT ポーリング失敗(prcv_mbx)またはタイムアウト(trcv_mbx) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象メールボックスが削除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メールボックスが未登録) 

【機能】 
mbxid で指定されるメールボックスからメッセージを受信し、その先頭番地を

ppk_msg で指定される領域に格納します。 
対象メールボックスのメッセージキューにメッセージが入っている場合には、その

先頭のメッセージパケットを取り出します。メッセージが入っていない場合は、自

タスクを待ち行列につなぎ、メールボックスからの受信待ち状態に移行します。

tmout に は 、 正 の 値 の タ イ ム ア ウ ト 時 間 に 加 え て 、 TMO_POL(=0) と
TMO_FEVR(=-1)を指定することができます。 
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5.7.9 ref_mbx メールボックスの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_mbx(ID mbxid,T_RMBX*pk_rmbx); 
【パラメータ】 

ID  mbxid  状態参照対象のメールボックスの ID 番号 
T_RMBX* pk_rmbx メールボックス状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rmbx の内容(T_RMBX 型) 
 ID  wtskid メールボックスの待ち行列の先頭タスクの ID 番号 
 T_MSG*  pk_msg メッセージキューの先頭のメッセージパケットの先頭

番地 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mbxid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rmbx*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メールボックスが未登録) 

【機能】 
mbxid で指定されるメールボックスに関する状態を参照し、pk_rmbx で指定される

領域に格納します。 
対象メールボックスの待ち行列に待っているタスクがない場合には、wtskid は

TSK_NONE(=0)がセットされます。 
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5.8 拡張同期・通信機能 ミューテックス 
5.8.1 CRE_MTX ミューテックスの生成(静的 API)【S】 
5.8.2 cre_mtx ミューテックスの生成【I】 
5.8.3 acre_mtx ミューテックスの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_MTX(ID mtxid,{ATR mtxatr,PRI ceilpri}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_mtx(ID mtxid,T_CMTX*pk_cmtx); 
ER_ID mtxid = acre_mtx(T_CMTX*pk_cmtx); 

【パラメータ】 
ID  mbxid 生成対象のミューテックスの ID 番号 
T_CMTX* pk_cmtx ミューテックス生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_cmtx の内容(T_CMTX 型) 
 ATR mtxatr  ミューテックス属性 
 PRI ceilpri  ミューテックスの上限優先度 

【リターンパラメータ】 
cre_mtx の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_mtx の場合 
 ER_ID mtxid 生成したミューテックスの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大ミューテックス数を超える ID を指定した、または負

の値が ID に指定された; cre_mtx のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cmtx が不正または TA_CEILING が指定された時

に、ceilpri が不正) 
E_RSATR 予約属性(mtxatr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象メールボックスが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なミューテックス ID がない; acre_mtx の

み) 
【機能】 

mtxid で指定される ID 番号を持つミューテックスを、pk_cmtx で指定されるミュー

テックス生成情報に基づいて生成します。 
ceilpri は、mtxatr に TA_CEILING(=0x03)が指定された場合にのみ有功です。 
mtxatr には、(TA_TFIFO||TA_TPRI||TA_INHERIT||TA_CEILING)の指定がで

きます。ミューテックスの待ち行列は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には

FIFO 順、その他が指定された場合にはタスクの優先度順となります。また、

TA_INHERIT(=0x02) が 指 定 さ れ た 場 合 に は 優 先 度 継 承 プ ロ ト コ ル 、
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TA_CEILING(=0x03)が指定された場合には優先度上限プロトコルにしたがって、タ

スクの現在優先度を制御します。 
acre_mtx は、生成するミューテックスの ID 番号をミューテックスが登録されてい

ない ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.8.4 del_mtx ミューテックスの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_mtx(ID mtxid); 
【パラメータ】 

ID mtxid 削除対象のミューテックの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mtxid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ミューテックスが未登録) 

【機能】 
mtxid で指定されるミューテックスを削除します。 
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5.8.5 loc_mtx ミューテックスのロック 
5.8.6 ploc_mtx ミューテックスのロック(ポーリング) 
5.8.7 tloc_mtx ミューテックスのロック(タイムアウトつき) 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = loc_mtx(ID mtxid); 
ER ercd = ploc_mtx(ID mtxid); 
ER ercd = tloc_mtx(ID mtxid, TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID mtxid ロック対象のミューテックスの ID 番号 
TMO tmout タイムアウト指定 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mtxid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_ILUSE サービスコール不正使用(ミューテックスの多重ロック、上限優先度の違

反) 
E_TMOUT ポーリング失敗(ploc_mtx)またはタイムアウト(tloc_mtx) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象ミューテックスが削除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ミューテックスが未登録) 

【機能】 
mtxid で指定されるミューテックスをロックします。対象ミューテックスがロック

されていない場合には、自タスクがミューテックスをロックした状態にし、自タス

クを待ち状態とせずにサービスコールの処理を終了します。対象ミューテックスが

ロックされている場合には、自タスクを待ち行列につなぎ、ミューテックスのロッ

ク待ち状態に移行します。 
ploc_mtx は、loc_mtx の処理をポーリングで行うサービスコール、tloc_mtx は、

loc_mtx にタイムアウトの処理を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の

値のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定するこ

とができます。 
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5.8.8 unl_mtx ミューテックスのロック解除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = unl_mtx(ID mtxid); 
【パラメータ】 

ID mtxid ロック解除対象のミューテックスの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mtxid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_ILUSE サービスコール不正使用(対象ミューテックスをロックしていない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ミューテックスが未登録) 

【機能】 
mtxid で指定されるミューテックスをロック解除します。対象ミューテックスに対

してロックを待っているタスクがある場合には、待ち行列の先頭のタスクを待ち解

除し、待ち解除されたタスクが対象ミューテックスをロックした状態にします。 
対象ミューテックスを自タスクがロックしていない場合には、E_ILUSE エラーを返

します。 
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5.8.9 ref_mtx ミューテックスの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_mtx(ID mtxid,T_RMTX*pk_rmtx); 
【パラメータ】 

ID  mtxid  状態参照対象のミューテックスの ID 番号 
T_RMTX* pk_rmtx  ミューテックス状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rmtx の内容(T_RMTX 型) 
 ID htskid ミューテックスをロックしているタスクの ID 番号 
 ID wtskid ミューテックスの待ち行列の先頭タスクの ID 番号 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mtxid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rmtx*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ミューテックスが未登録) 

【機能】 
mtxid で指定されるミューテックスに関する状態を参照し、pk_rmtx で指定される

領域に格納します。 
htskid には、対象ミューテックスをロックしているタスクのタスク ID 番号を返しま

す。対象ミューテックスがロックしていない場合には、TSK_NONE(=0)がセットさ

れます。 
wtskid には、対象メールボックスの待ち行列の先頭タスクの ID 番号を返します。

ロックを待っているタスクがない場合には、TSK_NONE(=0)がセットされます。 
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5.9 拡張同期・通信機能 メッセージバッファ 
5.9.1 CRE_MBF メッセージバッファの生成【S】 
5.9.2 cre_mbf メッセージバッファの生成【I】 
5.9.3 acre_mbf メッセージバッファの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_MBF(ID mbfid,{ATR mbfatr,UINT maxmsz,SIZE mbfsz, VP mbf}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_mbf(ID mbfid,T_CMBF*pk_cmbf); 
ER_ID mbfid = acre_mbf(T_CMBF*pk_cmbf); 

【パラメータ】 
ID  mbfid 生成対象のメッセージバッファの ID 番号 
T_CMBF* pk_cmbf メッセージバッファ生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_cmbf の内容(T_CMBF 型) 
 ATR mbfatr メッセージバッファ属性 
 UINT maxmsz メッセージの 大サイズ(バイト数) 
 SIZE mbfsz メッセージバッファ領域のサイズ(バイト数) 
 VP mbf メッセージバッファ領域の先頭番地 

【リターンパラメータ】 
cre_mbf の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_mbf の場合 
 ER_ID mbfid 生成したメッセージバッファの ID 番号(正の値)またはエラーコ

ード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号( 大メッセージバッファ数を超える ID を指定した、また

は負の値が ID に指定された; cre_mbf のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cmbf が不正) 
E_RSATR 予約属性(mbfatr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象メッセージバッファが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なメッセージバッファ ID がない; acre_mbf
のみ) 

【機能】 
mbfid で指定される ID 番号を持つメッセージバッファを、pk_cmbf で指定されるメ

ッセージバッファ生成情報に基づいて生成します。 
mbfatr には、(TA_TFIFO||TA_TPRI)の指定ができます。メッセージバッファの待

ち行列は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)が
指定された場合にはタスクの優先度順となります。mbf に NULL が指定された場合、
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必要な領域をカーネルが確保します。 
メッセージバッファ領域内には、メッセージを管理するための情報も置くため、メ

ッセージバッファ領域のすべてをメッセージを格納するために使えるわけではあり

ません。 
acre_mbf は、生成するメッセージバッファの ID 番号をメッセージバッファが登録

されていない ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.9.4 del_mbf メッセージバッファの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_mbf(ID mbfid); 
【パラメータ】 

ID mbfid 削除対象のメッセージバッファの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mbfid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メッセージバッファが未登録) 

【機能】 
mbfid で指定されるメッセージバッファを削除します。メッセージバッファ領域をカ

ーネルで確保した場合には、その領域も解放されます。 
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5.9.5 snd_mbf メッセージバッファへの送信 
5.9.6 psnd_mbf メッセージバッファへの送信(ポーリング) 
5.9.7 tsnd_mbf メッセージバッファへの送信(タイムアウトあり) 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = snd_mbf(ID mbfid,VP msg, UINT msgsz); 
ER ercd = psnd_mbf(ID mbfid,VP msg, UINT msgsz); 
ER ercd = tsnd_mbf(ID mbfid,VP msg, UINT msgsz,TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID mbfid 送信対象のメッセージバッファの ID 番号 
VP msg 送信メッセージの先頭番地 
UINT msgsz 送信メッセージのサイズ(バイト数) 
TMO tmout タイムアウト指定(tsnd_mbf のみ) 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mbfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(msg が NULL, tmout が不正; tsnd_mbf のみ) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、またはディ

スパッチできない状態 
E_TMOUT ポーリング失敗(psnd_mbf)またはタイムアウト(tsnd_mbf) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付; snd_mbf または

tsnd_mbf) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象メッセージバッファが削

除; snd_mbf または tsnd_mbf) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メッセージバッファが未登録) 

【機能】 
mbfid で指定されるメッセージバッファに、msg で指定される番地から msgsz で指

定されるバイト数のメモリ領域に格納されたメッセージを送信します。対象メッセ

ージバッファで受信を待っているタスクがある場合には、待ち行列の先頭タスクに

送信するメッセージをコピーし、そのタスクを待ち解除します。受信を待っている

タスクがない場合は、送信するメッセージをメッセージバッファの末尾に入れます。

メッセージバッファ領域に空きがない場合には、自タスクを送信待ち行列につなぎ、

メッセージバッファへの送信待ち状態に移行します。 
psnd_mbf は、snd_mbf の処理をポーリングで行うサービスコールです。tsnd_mbf
は、snd_mbf にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、

正の値のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定す

ることができます。 
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5.9.8 rcv_mbf メッセージバッファからの受信 
5.9.9 prcv_mbf メッセージバッファからの受信(ポーリング) 
5.9.10 trcv_mbf メッセージバッファからの受信(タイムアウトあり) 

 
【C 言語 API】 

ER_UINT msgsz = rcv_mbf(ID mbfid, VP msg); 
ER_UINT msgsz = prcv_mbf(ID mbfid, VP msg); 
ER_UINT msgsz = trcv_mbf(ID mbfid, VP msg, TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID mbfid 受信対象のメッセージバッファの ID 番号 
VP msg 受信メッセージを格納する先頭番地 
TMO tmout タイムアウト指定(trcv_mbf のみ) 

【リターンパラメータ】 
ER_UINT msgsz 受信メッセージのサイズ(バイト数、正の値)またはエラーコー

ド 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mbfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(msg が NULL, , tmout が不正; trcv_mbf のみ) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、またはディ

スパッチできない状態 
E_TMOUT ポーリング失敗(prcv_mbf)またはタイムアウト(trcv_mbf) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象メッセージバッファが削

除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メッセージバッファが未登録) 

【機能】 
mbfid で指定されるメッセージバッファからメッセージを受信し、msg で指定され

る番地以降に格納します。受信したメッセージのバイト数は、msgsz に返します。

対象メッセージバッファにメッセージが格納されている場合には、その先頭のメッ

セージを msg で指定される番地以降にコピーし、そのメッセージサイズを msgsz に

返します。コピーしたメッセージは、メッセージバッファ領域から削除されます。

メッセージが入っていない場合は、自タスクを待ち行列につなぎ、メッセージバッ

ファからの受信待ち状態に移行します。 
prcv_mbf は、rcv_mbf の処理をポーリングで行うサービスコールです。trcv_mbf は、

rcv_mbf にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の

値のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定するこ

とができます。 
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ref_mbf メッセージバッファの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_mbf(ID mbfid,T_RMBF*pk_rmbf); 
【パラメータ】 

ID  mbfid  状態参照対象のメッセージバッファの ID 番号 
T_RMBF* pk_rmbf  メッセージバッファ状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rmbf の内容(T_RMBF 型) 
 ID stskid メッセージバッファの送信待ち行列の先頭タスクの ID 番号 
 ID rtskid メッセージバッファの受信待ち行列の先頭タスクの ID 番号 
 UINT smsgcnt メッセージバッファに入っているメッセージの数 
 SIZE fmbfsz メッセージバッファ領域の空き領域のサイズ(バイト数) 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mbfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rmbf に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象メッセージバッファが未登録) 

【機能】 
mbfid で指定されるメッセージバッファに関する状態を参照し、pk_rmbf で指定さ

れる領域に格納します。 
stskid には、対象メッセージバッファの送信待ち行列の先頭タスクの ID 番号を返し

ます。送信をを待っているタスクがない場合には、TSK_NONE(=0)がセットされま

す。rtskid には、対象メッセージバッファの受信待ち行列の先頭タスクの ID 番号を

返します。受信を待っているタスクがない場合には、TSK_NONE(=0)がセットされ

ます。smsgcnt には、対象メッセージバッファに現在入っているメッセージの個数

を返します。fmbfsz には、対象メッセージバッファ領域の空き領域のサイズ(バイト

数)から、 低限の管理領域のサイズを引いた値を返します。 
 
 

 96 



5.10 拡張同期・通信機能 ランデブ 
5.10.1 CRE_POR ランデブポートの生成【S】 
5.10.2 cre_por ランデブポートの生成【I】 
5.10.3 acre_por ランデブポートの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_POR(ID porid,{ATR poratr,UINT maxcmsz, UINT maxrmsz}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_por(ID porid,T_CPOR*pk_cpor); 
ER_ID porid = acre_por(T_CPOR*pk_cpor); 

【パラメータ】 
ID  porid 生成対象のランデブポートの ID 番号 
T_CPOR* pk_cpor ランデブポート生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_cpor の内容(T_CPOR 型) 
 ATR poratr  ランデブポート属性 
 UINT maxcmsz 呼出しメッセージの 大サイズ(バイト数) 
 UINT maxrmsz 返答メッセージの 大サイズ(バイト数) 

【リターンパラメータ】 
cre_por の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_por の場合 
 ER_ID porid 生成したランデブポートの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号( 大ランデブポート数を超える ID を指定した、または負

の値が ID に指定された; cre_por のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cpor が不正) 
E_RSATR 予約属性(poratr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象ランデブポートが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なランデブポート ID がない; acre_por の

み) 
【機能】 

porid で指定される ID 番号を持つランデブポートを、pk_cpor で指定されるランデ

ブポート生成情報に基づいて生成します。 
poratr には、(TA_TFIFO||TA_TPRI)の指定ができます。ランデブポートの呼出し

待ち行列は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)
が指定された場合にはタスクの優先度順となります。maxcmsz と maxrmsz に 0 を

指定することも可能です。 
acre_por は、生成するランデブポートの ID 番号をランデブポートが登録されていな
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い ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.10.4 del_por ランデブポートの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_por(ID porid); 
【パラメータ】 

ID porid 削除対象のランデブポートの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(porid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ランデブポートが未登録) 

【機能】 
porid で指定されるランデブポートを削除します。 
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5.10.5 cal_por ランデブの呼出し 
5.10.6 tcal_por ランデブの呼出し(タイムアウトあり) 

 
【C 言語 API】 

ER_UINT rmsgsz = cal_por(ID porid, RDVPTN calptn, VP msg, 
UINT cmsgsz); 

ER_UINT rmsgsz = tcal_por(ID porid, RDVPTN calptn, VP msg, 
UINT cmsgsz, TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID  porid 呼出し対象のランデブポートの ID 番号 
RDVPTN calptn 呼出し側のランデブ条件を示すビットパターン 
VP msg 呼出しメッセージの先頭番地/返答メッセージを格納する先頭番地 
UINT cmsgsz 呼出しメッセージのサイズ(バイト数) 
TMO tmout タイムアウト指定(tcal_por のみ) 

【リターンパラメータ】 
ER_UINT rmsgsz 返答メッセージのサイズ(バイト数、正の値または 0)またはエラ

ーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mbfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(calptn、msg、cmsgsz、tmout が不正) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、またはディ

スパッチできない状態 
E_TMOUT タイムアウト(tcal_por) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象ランデブポートが削除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ランデブポートが未登録) 

【機能】 
porid で指定されるランデブポートに対して、calptn で指定されるランデブ条件によ

り、ランデブを呼出します。msg で指定される番地から cmsgsz で指定されるバイト

数のメモリ領域に格納されたメッセージを、呼出しメッセージとします。また、返

答メッセージを msg で指定される番地以降に格納し、返答メッセージのバイト数を

rmsgsz に返します。 
対象ランデブポートにランデブ受付待ち状態のタスクがあり、そのタスクのランデ

ブ条件と calptn で指定されたランデブ条件が成立する場合には、ランデブを成立さ

せる。この時成立したランデブにランデブ番号を付与し、自タスクをランデブ終了

待ち状態に移行させます。また、成立したランデブの相手タスクが呼出しメッセー

ジを格納する領域に、msg と cmsgsz で指定される呼出しメッセージをコピーし、そ

のタスクを待ち解除します。待ち解除されたタスクに対しては、待ち状態に入った

サービスコールの返値として呼出しメッセージのサイズ(cmsgsz)を返し、付与した
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ランデブ番号を成立したランデブ番号として返します。 
tcal_por は、cal_por にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout
には、正の値のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を
指定することができます。 
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5.10.7 acp_por ランデブの受付 
5.10.8 pacp_por ランデブの受付(ポーリング) 
5.10.9 tacp_por ランデブの受付(タイムアウトあり) 

 
【C 言語 API】 

ER_UINT cmsgsz = acp_por(ID porid, RDVPTN acpptn, 
RDVNO *p_rdvno, VP msg); 

ER_UINT cmsgsz = pacp_por(ID porid, RDVPTN acpptn, 
RDVNO *p_rdvno, VP msg); 

ER_UINT cmsgsz = tacp_por(ID porid, RDVPTN acpptn, 
RDVNO *p_rdvno, VP msg, TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID  porid 受付対象のランデブポートの ID 番号 
RDVPTN acpptn 受付側のランデブ条件を示すビットパターン 
VP msg 呼出しメッセージを格納する先頭番地 
TMO tmout タイムアウト指定(tacp_por のみ) 

【リターンパラメータ】 
ER_UINT cmsgsz 呼出しメッセージのサイズ(バイト数、正の値または 0)またはエ

ラーコード 
RDVNO  rdvno 成立したランデブ番号 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mbfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(calptn、msg、cmsgsz、tmout が不正) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた、またはディ

スパッチできない状態 
E_TMOUT ポーリング失敗(pacp_por)またはタイムアウト(tacp_por) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象ランデブポートが削除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ランデブポートが未登録) 

【機能】 
porid で指定されるランデブポートに対して、acpptn で指定されるランデブ条件に

より、ランデブを受け付けます。呼出しメッセージは msg で指定される番地以降に

格納し、呼出しメッセージのバイト数を cmsgsz に、成立したランデブ番号を rdvno
に返します。 
対象ランデブポートにランデブ呼出し待ち状態のタスクがあり、そのタスクのラン

デブ条件と acpptn で指定されたランデブ条件とそのタスクのランデブ条件が成立す

る場合には、ランデブを成立させます。この時、成立したランデブにランデブ番号

を付与し、それを rdvno に返します。また、成立したランデブの相手タスクの呼出

しメッセージを msg で指定された番地以降にコピーし、そのメッセージのサイズを
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cmsgsz に返します。ランデブの相手はタスクは、ランデブ呼出し待ちからランデブ

終了待ち状態に移行させます。 
pacp_mbf は、acp_por の処理をポーリングで行うサービスコールです。tacp_por は、

acp_por にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の値

のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定すること

ができます。 
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5.10.10 fwd_por ランデブの回送 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = fwd_por(ID porid, RDVPTN calptn, RDVNO rdvno, 
VP msg, UINT cmsgsz); 

【パラメータ】 
ID  porid 回送先のランデブポートの ID 番号 
RDVPTN calptn 呼出し側のランデブ条件を示すビットパターン 
RDVNO  rdvno 回送するランデブ番号 
VP msg 呼出しメッセージの先頭番地 
UINT cmsgsz 呼出しメッセージのサイズ(バイト数) 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mbfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(acpptn、msg、cmsgsz が不正) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_ILUSE サービスコールの不正使用(回送先のランデブポートの返答メッセージの

大サイズが大きすぎる) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ランデブポートが未登録) 

【機能】 
rdvno で指定されるランデブ番号を付与されたランデブを、porid で指定されるラン

デブポートに対して、calptn で指定されるランデブ条件により回送します。msg で

指定される番地から cmsgsz で指定されるバイト数のメモリ領域に格納されたメッセ

ージを、回送後のメッセージとします。 
fwd_por を呼出すと、rdvno で指定されるランデブを呼出したタスクが、porid で指

定されるランデブポートに対して、fwd_por のパラメータとして指定されたランデ

ブ条件と呼出しメッセージにより、ランデブを呼出したのと同じになります。 
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5.10.11 rpl_rdv ランデブの終了 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = rpl_rdv(RDVNO rdvno, VP msg, UINT rmsgsz); 
【パラメータ】 

RDVNO  rdvno 終了させるランデブ番号 
VP msg 返答メッセージの先頭番地 
UINT rmsgsz 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 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_PAR  パラメータエラー(rdvno、msg、rmsgsz が不正) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  rdvno で指定されたランデブを呼出したタスクがランデブの終了待ちで

ない 
【機能】 

rdvno で指定されるランデブ番号を付与されたランデブを終了させます。msg で指

定される番地から rmsgsz で指定されるバイト数のメモリ領域に格納されたメッセー

ジを、返答メッセージとします。rdvno で指定されたランデブを呼出したタスクが、

指定されたランデブの終了待ち状態である場合には、相手タスクが返答メッセージ

を格納する領域に msg と rmsgsz で指定される返答メッセージをコピーし、相手タ

スクを待ち解除します。 
rmsgsz に 0 を指定することは可能です。 
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5.10.12 ref_por ランデブポートの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_por(ID porid,T_RPOR*pk_rpor); 
【パラメータ】 

ID  porid  状態参照対象のランデブポートの ID 番号 
T_RPOR* pk_rpor  ランデブポート状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rpor の内容(T_RPOR 型) 
 ID ctskid ランデブポートの呼出し待ち行列の先頭タスクの ID 番号 
 ID atskid ランデブポートの受付待ち行列の先頭タスクの ID 番号 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(porid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rpor に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象ランデブポートが未登録) 

【機能】 
porid で指定されるランデブポートに関する状態を参照し、pk_rpor で指定される領

域に格納します。 
ctskid には、対象ランデブポートの呼出し待ち行列の先頭タスクの ID 番号を返しま

す。呼出しをを待っているタスクがない場合には、TSK_NONE(=0)がセットされま

す。atskid には、対象ランデブポートの受付待ち行列の先頭タスクの ID 番号を返し

ます。受付を待っているタスクがない場合には、TSK_NONE(=0)がセットされます。 
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5.10.13 ref_rdv ランデブの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_rdv(RDVNO rdvno,T_RRDV*pk_rrdv); 
【パラメータ】 

RDVNO  rdvno  状態参照対象のランデブ番号 
T_RRDV* pk_rrdv  ランデブ状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rrdv の内容(T_RRDV 型) 
 ID wtskid ランデブ終了待ち状態のタスクの ID 番号 

【エラーコード】 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rrdv に NULL が指定された) 

【機能】 
rdvno で指定されるランデブ番号を付与されたランデブに関する状態を参照し、

pk_rrdv で指定される領域に格納します。rdvno で指定されたランデブを呼出したタ

スクが、指定されたランデブの終了待ち状態である場合には、そのタスクの ID 番号

を wtskid に返します。そのタスクが指定されたランデブの終了待ち状態でない場合

や、rdvno に指定された値がランデブ番号として解釈できない場合、wtskid には

TSK_NONE(=0)を返します。 
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5.11 メモリプール管理機能 固定長メモリプール 
5.11.1 CRE_MPF 固定長メモリプールの生成(静的 API)【S】 
5.11.2 cre_mpf 固定長メモリプールの生成【I】 
5.11.3 acre_mpf 固定長メモリプールの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_MPF(ID mpfid,{ATR mpfatr,UINT blkcnt,UINT blksz,VP mpf}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_mpf(ID mpfid,T_CMPF*pk_cmpf); 
ER_ID mpfid = acre_mpf(T_CMPF*pk_cmpf); 

【パラメータ】 
ID mpfid 生成対象の固定長メモリプールの ID 番号 
T_CMPF* pk_cmpf 固定長メモリプール生成情報を入れたパケットへのポインタ    
pk_cmpf の内容(T_CMPF 型) 
 ATR mpfatr 固定長メモリプール属性 
 UINT blkcnt 獲得できるメモリブロック数(個数) 
 UINT blksz メモリブロックのサイズ(バイト数) 
 VP mpf 固定長メモリプール領域の先頭番地 

【リターンパラメータ】 
cre_mpf の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_mpf の場合 
 ER_ID mpfid 生成した固定長メモリプールの ID 番号(正の値)またはエラーコ

ード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mpfid が不正あるいは使用できない; cre_mpf のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cmpf,blkcnt,blksz,mpf が不正) 
E_RSATR 予約属性(mpfatr が不正あるいは使用できない) 
E_NOMEM メモリ不足(メモリプール領域などが確保できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象固定長メモリプールが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足 (割付け可能な固定長メモリープール ID がない ; 
acre_mpf のみ) 

【機能】 
mpfid で指定される ID 番号を持つ固定長メモリプールを、pk_cmpf で指定される固

定長メモリプール生成情報に基づいて生成します。 
mpfatr には、(TA_TFIFO||TA_TPRI)の指定ができます。固定長メモリプールの待

ち行列は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)が
指定された場合にはタスクの優先度順となります。mpf に NULL が指定された場合、
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必要な領域をカーネルが確保します。 
acre_mpf は、生成する固定長メモリプールの ID 番号を固定長メモリプールが登録

されていない ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.11.4 del_mpf 固定長メモリプールの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_mpf(ID mpfid); 
【パラメータ】 

ID mpfid 削除対象の固定長メモリプールの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mpfid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象固定長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mpfid で指定される固定長メモリプールを削除します。固定長メモリプール領域を

カーネルで確保した場合には、その領域も解放されます。 
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5.11.5 get_mpf 固定長メモリブロックの獲得【S】 
5.11.6 pget_mpf 固定長メモリブロックの獲得(ポーリング)【S】【I】 
5.11.7 tget_mpf 固定長メモリブロックの獲得(タイムアウトつき)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = get_mpf(ID mpfid,VP*p_blk); 
ER ercd = pget_mpf(ID mpfid,VP*p_blk); 
ER ercd = tget_mpf(ID mpfid,VP*p_blk,TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID mpfid メモリブロック獲得対象の固定長メモリプールの ID 番号 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
VP* p_blk 獲得したメモリブロックの先頭番地を格納する変数へのポインタ 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mpfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(p_blk が NULL) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_TMOUT ポーリング失敗(pget_mpf)またはタイムアウト(tget_mpf) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付; get_mpf または

tget_mpf) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象固定長メモリプールが削

除; get_mpf または tget_mpf) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象固定長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mpfid で指定される固定長メモリプールから、固定長メモリプール生成時に指定さ

れたサイズのメモリブロックを獲得し、その先頭番地を p_blk で指定される領域に

格納します。 
空きメモリブロックがない場合には、自タスクを待ち行列につなぎ、固定長メモリ

ブロックの獲得待ち状態に移行します。pget_mpf に場合には、空きメモリブロック

がない場合には E_TMOUT を返します。 
pget_mpf は、get_mpf の処理をポーリングで行うサービスコールです。また

pget_mpf は割込み処理の中から使用することができますが、別途 ipget_mpf が用意

されていますので、そちらを使用してください。tget_mpf は、get_mpf にタイムア

ウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の値のタイムアウト時

間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定することができます。 
なお pget_mpf は非タスクコンテキストからも使用可能です。このため pget_mpf は
E_CTX エラーを返しません。 
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5.11.8 ipget_mpf 固定長メモリブロックの獲得(非タスクコンテキスト)【V】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ipget_mpf(ID mpfid,VP*p_blk); 
【パラメータ】 

ID mpfid メモリブロック獲得対象の固定長メモリプールの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
VP* p_blk 獲得したメモリブロックの先頭番地を格納する変数へのポインタ 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mpfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(p_blk が NULL) 
E_CTX  非タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_TMOUT ポーリング失敗 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象固定長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mpfid で指定される固定長メモリプールから、固定長メモリプール生成時に指定さ

れたサイズのメモリブロックを獲得し、その先頭番地を p_blk で指定される領域に

格納します。空きメモリブロックがない場合には E_TMOUT を返します。 
本サービスコールは非タスクコンテキスト用サービスコールです。 
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5.11.9 rel_mpf 固定長メモリブロックの返却【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = rel_mpf(ID mpfid,VP blk); 
【パラメータ】 

ID mpfid メモリブロック返却対象の固定長メモリプールの ID 番号 
VP blk 返却するメモリブロックの先頭番地 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mpfid が不正あるいは使用できない) 
E_NOEXS  オブジェクト未生成(対象固定長メモリプールが未登録) 
E_PAR  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，獲得した

メモリブロックの先頭番地以外の返却) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 

【機能】 
mpfid で指定される固定長メモリプールに対して、blk を先頭番地とするメモリブロ

ックを返却します。 
対象固定長メモリプールでメモリブロック獲得を待っているタスクがある場合には、

返却したメモリブロックを待ち行列の先頭タスクに獲得させ、そのタスクを待ち解

除します。 
メモリブロックを返却する対象の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りません。また、返却するメモ

リブロックの先頭番地は、get_mpf, pget_mpf, tget_mpf のいずれかのサービスコー

ルが、獲得したメモリブロックの先頭番地として返したもので、まだ返却されてい

ないものでなければなりません。それ以外の値を blk に指定した場合、E_PAR エラ

ーを返します。 
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5.11.10 ref_mpf 固定長メモリプールの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_mpf(ID mpfid,T_RMPF*pk_rmpf); 
【パラメータ】 

ID  mpfid 状態参照対象の固定長メモリプールの ID 番号 
T_RMPF* pk_rmpf 固定長メモリプール状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rmpf の内容(T_RMPF 型) 
 ID wtskid 固定長メモリプールの待ち行列の先頭タスクの ID 番号 
 UINT fblkcnt 固定長メモリプールの空きメモリブロック数(個数) 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mpfid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rmpf*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象固定長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mpfid で指定される固定長メモリプールに関する状態を参照し、pk_rmpf で指定さ

れる領域に格納します。対象固定長メモリプールの待ち行列に待っているタスクが

ない場合には、wtskid は TSK_NONE(=0)がセットされます。 
 
 
 

 114 



5.12 メモリプール管理機能 可変長メモリプール 
5.12.1 CRE_MPL 可変長メモリプールの生成(静的 API) 
5.12.2 cre_mpl 可変長メモリプールの生成(静的 API)  【I】 
5.12.3 acre_mpl 可変長メモリプールの生成(静的 API)  【I】 

 
【静的 API】 

CRE_MPL(ID mplid,{ATR mplatr, SIZE mplsz,VP mpl}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_mpl(ID mplid,T_CMPL*pk_cmpl); 
ER_ID mplid = acre_mpl(T_CMPL*pk_cmpl); 

【パラメータ】 
ID  mplid 生成対象の可変長メモリプールの ID 番号 
T_CMPL* pk_cmpl 可変長メモリプール生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_cmpl の内容(T_CMPL 型) 
 ATR mplatr 可変長メモリプール属性 
 SIZE mplsz 可変長メモリプールの領域サイズ(バイト数) 
 VP mpl 可変長メモリプール領域の先頭番地 

【リターンパラメータ】 
cre_mpl の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_mpl の場合 
 ER_ID mpfid 生成した可変長メモリプールの ID 番号(正の値)またはエラーコ

ード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mplid が不正あるいは使用できない; cre_mpl のみ) 
E_NOMEM メモリ不足(メモリプール領域などが確保できない) 
E_RSATR 予約属性(mplatr が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_cmpl,mplsz,mpl が不正) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象可変長メモリプールが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足 (割付け可能な可変長メモリープール ID がない ; 
acre_mpl のみ) 

【機能】 
mplid で指定される ID 番号を持つ可変長メモリプールを、pk_cmpl で指定される可

変長メモリプール生成情報に基づいて生成します。 
mplatr には、(TA_TFIFO||TA_TPRI)の指定ができる。可変長メモリプールの待ち

行列は、TA_TFIFO(=0x00)が指定された場合には FIFO 順、TA_TPRI(=0x01)が指

定された場合にはタスクの優先度順となります。mpl に NULL が指定された場合、

必要な領域をカーネルが確保します。 
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acre_mpl は、生成する可変長メモリプールの ID 番号を可変長メモリプールが登録

されていない ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.12.4 del_mpl 可変長メモリプールの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_mpl(ID mplid); 
【パラメータ】 

ID mplid 削除対象の可変長メモリプールの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(mplid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象可変長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mplid で指定される可変長メモリプールを削除します。可変長メモリプール領域をカ

ーネルで確保した場合には、その領域も解放されます。 
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5.12.5 get_mpl 可変長メモリブロックの獲得 
5.12.6 pget_mpl 可変長メモリブロックの獲得(ポーリング) 【I】 
5.12.7 tget_mpl 可変長メモリブロックの獲得(タイムアウトつき) 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = get_mpl(ID mplid,UINT blksz,VP*p_blk); 
ER ercd = pget_mpl(ID mplid, UINT blksz, VP*p_blk); 
ER ercd = tget_mpl(ID mplid, UINT blksz, VP*p_blk,TMO tmout); 

【パラメータ】 
ID mplid メモリブロック獲得対象の可変長メモリプールの ID 番号 
UINT blksz 獲得するメモリブロックのサイズ(バイト数) 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
VP* p_blk 獲得したメモリブロックの先頭番地を格納する変数へのポインタ 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mplid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(p_blk が NULL) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_TMOUT ポーリング失敗(pget_mpl)またはタイムアウト(tget_mpl) 
E_RLWAI 待ち状態の強制解除(待ち状態の間に rel_wai を受付) 
E_DLT  待ちオブジェクトの削除(待ち状態の間に対象可変長メモリプールが削

除) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象可変長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mplid で指定される可変長メモリプールから、blksz で指定されたサイズのメモリブ

ロックを獲得し、その先頭番地を p_blk で指定される領域に格納します。 
十分な空きメモリブロックがない場合には、自タスクを待ち行列につなぎ、可変長

メモリブロックの獲得待ち状態に移行します。pget_mpl に場合には、空きメモリブ

ロックがない場合には E_TMOUT を返します。 
pget_mpl は、get_mpl の処理をポーリングで行うサービスコールです。tget_mpl は、

get_mpl にタイムアウト機能を付け加えたサービスコールです。tmout には、正の

値のタイムアウト時間に加えて、TMO_POL(=0)と TMO_FEVR(=-1)を指定するこ

とができます。 
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5.12.8 rel_mpl 可変長メモリブロックの返却 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = rel_mpl(ID mplid,VP blk); 
【パラメータ】 

ID mplid メモリブロック返却対象の可変長メモリプールの ID 番号 
VP blk 返却するメモリブロックの先頭番地 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mplid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  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，獲得した

メモリブロックの先頭番地以外の返却) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS  オブジェクト未生成(対象可変長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mpfid で指定される可変長メモリプールに対して、blk を先頭番地とするメモリブロ

ックを返却します。対象可変長メモリプールでメモリブロック獲得を待っているタ

スクがある場合には、メモリブロックを返却した結果、待ち行列の先頭のタスクが

獲得しようとしているサイズのメモリブロックが獲得できるようになったかを調べ

ます。獲得できる場合には、そのタスクにメモリブロックを獲得させ、そのタスク

を待ち解除します。 
メモリブロックを返却する対象の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りません。また、返却するメモ

リブロックの先頭番地は、get_mpl, pget_mpl, tget_mpl のいずれかのサービスコー

ルが、獲得したメモリブロックの先頭番地として返したもので、まだ返却されてい

ないものでなければなりません。それ以外の値を blk に指定した場合、E_PAR エラ

ーを返します。 
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5.12.9 ref_mpl 可変長メモリプールの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_mpl(ID mplid,T_RMPL*pk_rmpl); 
【パラメータ】 

ID  mplid 状態参照対象の可変長メモリプールの ID 番号 
T_RMPL* pk_rmpl 可変長メモリプール状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rmpl の内容(T_RMPL 型) 
 ID wtskid  可変長メモリプールの待ち行列の先頭タスクの ID 番号 
 SIZE fmplsz  可変長メモリプールの空き領域の合計サイズ(バイト数) 
 UINT fblksz すぐに獲得可能な 大メモリブロックサイズ(バイト数) 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(mplid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rmpl*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象可変長メモリプールが未登録) 

【機能】 
mplid で指定される可変長メモリプールに関する状態を参照し、pk_rmpl で指定さ

れる領域に格納します。対象可変長メモリプールの待ち行列に待っているタスクが

ない場合には、wtskid は TSK_NONE(=0)がセットされます。 
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5.13 時間管理機能 
5.13.1 set_tim システム時刻の設定【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = set_tim(SYSTIM* p_systim); 
【パラメータ】 

SYSTIM  systim システム時刻に設定する時刻 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_PAR  パラメータエラー(p_systim が不正) 
【機能】 

現在のシステム時刻を、p_systim で指定される領域に格納されている時刻に設定し

ます。 
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5.13.2 get_tim システム時刻の参照【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = get_tim(SYSTIM* p_system); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

ER   ercd   正常終了(E_OK)またはエラーコード 
SYSTIM* p_systim 現在のシステム時刻を格納する変数へのポインタ 

【エラーコード】 
E_PAR  パラメータエラー(p_systim が不正) 

【機能】 
現在のシステム時刻を呼出し、p_systim で指定される領域に格納します。 
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5.14 時間管理機能 周期ハンドラ 
5.14.1 CRE_CYC 周期ハンドラの生成【S】 
5.14.2 cre_cyc 周期ハンドラの生成【I】 
5.14.3 acre_cyc 周期ハンドラの生成(ID 番号自動割付け)【I】 

 
【静的 API】 

CRE_CYC(ID cycid, {ATR cycatr, VP_INT exinf, FP cychdr, 
RELTIM cyctim, RELTIM cycphs}); 

【C 言語 API】 
ER ercd = cre_cyc(ID cycid,T_CCYC* pk_ccyc); 
ER_ID cycid = acre_cyc(T_CCYC* pk_ccyc); 

【パラメータ】 
ID  cycid 生成対象の周期ハンドラの ID 番号 
T_CCYC* pk_ccyc 周期ハンドラ生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_ccyc の内容(T_CCYC 型) 
 ATR  cycatr 周期ハンドラ属性 
 VP_INT  exinf 周期ハンドラの拡張情報 
 FP   cychdr 周期ハンドラの起動番地 
 RELTIM cyctim 周期ハンドラの起動周期 
 RELTIM cycphs 周期ハンドラの起動位相 

【リターンパラメータ】 
cre_cyc の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_cyc の場合 
 ER_ID cycid 生成した周期ハンドラの ID 番号(正の値)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(cycid が不正あるいは使用できない; cre_cyc のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_ccyc,cychdr,cytim,cycphs が不正) 
E_RSATR 予約属性(cycatr が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象周期ハンドラが登録済み;) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能な周期ハンドラ ID がない; acre_cyc のみ) 

【機能】 
cycid で指定される ID 番号を持つ周期ハンドラを、pk_ccyc で指定される周期ハン

ドラ生成情報に基づいて生成します。 
cycatr には、((TA_HLNG) | [TA_STA] | [TA_PHS])の指定ができます。 
TA_HLNG(0x00)の指定は高級言語のインタフェースで周期ハンドラを起動します。

本バージョンではアセンブラ言語インタフェースによる周期ハンドラ起動はサポー

トしておりませんので、この指定は省略可能です。 

 123 



TA_STA(0x02)が指定された場合には、周期ハンドラを生成した後に、周期ハンドラ

を動作している状態になります。そうでない場合には、周期ハンドラを動作してい

ない状態になります。 
TA_PHS(=0x04)が指定された場合には、周期ハンドラの動作を開始する時に、周期

ハンドラの起動位相を保持して、次に起動すべき時刻を決定します。 
周期ハンドラを 初に起動すべき時刻は、本サービスコールが呼出された時刻に、

指定された起動位相を加えた時刻とします。 
cycphs に cyctim よりも大きい値が指定された場合は、E_PAR を返します。 
acre_cyc は、生成する周期ハンドラの ID 番号を周期ハンドラが登録されていない

ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.14.4 del_cyc 周期ハンドラの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_cyc(ID cycid); 
【パラメータ】 

ID cycid 削除対象の周期ハンドラの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(cycid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象周期ハンドラが未登録) 

【機能】 
cycid で指定される周期ハンドラを削除します。 
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5.14.5 sta_cyc 周期ハンドラの動作開始【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = sta_cyc(ID cycid); 
【パラメータ】 

ID cycid 動作開始対象の周期ハンドラの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(cycid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象周期ハンドラが未登録) 

【機能】 
cycid で指定される周期ハンドラを動作している状態に移行します。 
周期ハンドラ属性に TA_PHS(=0x04)が指定されていない場合には、本サービスコー

ルが呼出された時刻に、周期ハンドラの起動周期を加えた時刻を、周期ハンドラを

次に起動すべき時刻とします。 
対象周期ハンドラに、周期ハンドラ属性に TA_PHS が指定されていない動作してい

る状態の周期ハンドラが指定された場合には、次に起動すべき時刻の再設定のみを

行います。対象周期ハンドラに、周期ハンドラ属性に TA_PHS が指定されている動

作している状態の周期ハンドラが指定された場合には何もしません。 
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5.14.6 stp_cyc 周期ハンドラの動作停止【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = stp_cyc(ID cycid); 
【パラメータ】 

ID cycid 動作停止対象の周期ハンドラの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(cycid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象周期ハンドラが未登録) 

【機能】 
cycid で指定される周期ハンドラを動作していない状態に移行します。 
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5.14.7 ref_cyc 周期ハンドラの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_cyc(ID cycid,T_RCYC*pk_rcyc); 
【パラメータ】 

ID  cycid 状態参照対象の周期ハンドラの ID 番号 
T_RCYC* pk_rcyc 周期ハンドラ状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_rcyc の内容(T_RCYC 型) 
 STAT  cycstat 周期ハンドラの動作状態 
 RELTIM lefttim 周期ハンドラを次に起動する時刻までの時間 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(cycid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rcyc*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象周期ハンドラが未登録) 

【機能】 
cycid で指定される周期ハンドラに関する状態を参照し、pk_rcyc で指定される領域

に格納します。 
cycstat は、次のいずれかの値を返します。 
 TCYC_STP 0x00 周期ハンドラが動作していない 
 TCYC_STA 0x01 周期ハンドラが動作している 
対象周期ハンドラが動作していない状態の場合、lefttim は 0 になります。 
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5.15 時間管理機能 アラームハンドラ 
5.15.1 CRE_ALM アラームハンドラの生成(静的 API) 
5.15.2 cre_alm アラームハンドラの生成 
5.15.3 acre_alm アラームハンドラの生成(ID 番号自動割付け) 

 
【静的 API】 

CRE_ALM(ID almid,{ATR almatr,VP_INT exinf,FP almhdr}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = cre_alm(ID almid,T_CALM* pk_calm); 
ER_ID almid = acre_alm(T_CALM*pk_calm); 

【パラメータ】 
ID   almid  生成対象のアラームハンドラの ID 番号 
T_CALM* pk_calm  アラームハンドラ生成情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_calm の内容(T_CALM 型) 
 ATR  almatr アラームハンドラ属性 
 VP_INT  exinf アラームハンドラの拡張情報 
 FP   almhdr アラームハンドラの起動番地 

【リターンパラメータ】 
cre_alm の場合 
 ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
acre_alm の場合 
 ER_ID cycid 生成したアラームハンドラの ID 番号(正の値)またはエラーコー

ド 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(almid が不正あるいは使用できない; cre_alm のみ) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_calm,almhdr が不正) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 
E_RSATR 予約属性(almatr が不正あるいは使用できない) 
E_OBJ  オブジェクト状態エラー(対象アラームハンドラが登録済み) 
E_NOID  ID 番号不足(割付け可能なアラームハンドラ ID がない; acre_alm の

み) 
【機能】 

almid で指定される ID 番号を持つアラームハンドラを、pk_calm で指定されるアラ

ームハンドラ生成情報に基づいて生成します。 
almid は自動割付け非対応整数値パラメータ、almatr はプリプロセッサ定数式パラ

メータを指定します。 
almatr には、TA_HLNG の指定ができます。 
TA_HLNG(0x00)の指定は高級言語のインタフェースでアラームハンドラを起動しま

す。本バージョンではアセンブラ言語インタフェースによるアラームハンドラ起動
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はサポートしておりませんので、この指定は省略可能です。 
acre_alm は、生成するアラームハンドラの ID 番号をアラームハンドラが登録され

ていない ID 番号の中から割り付け、割り付けた ID 番号を返します。 
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5.15.4 del_alm アラームハンドラの削除 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = del_alm(ID almid); 
【パラメータ】 

ID almid 削除対象のアラームハンドラの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(almid が不正あるいは使用できない) 
E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象アラームハンドラが未登録) 

【機能】 
almid で指定されるアラームハンドラを削除します。 
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5.15.5 sta_alm アラームハンドラの動作開始 
5.15.6 ista_alm アラームハンドラの動作開始(非タスクコンテキスト)【V】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = sta_alm(ID almid, RELTIM almtim); 
ER ercd = ista_alm(ID almid, RELTIM almtim); 

【パラメータ】 
ID almid 動作開始対象のアラームハンドラの ID 番号 
RELTIM almtim アラームハンドラの起動時間(相対時間) 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(cycid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(almtim が不正) 
E_NOEXS  オブジェクト未生成(対象アラームハンドラが未登録) 

【機能】 
almid で指定されるアラームハンドラの起動時刻を、サービスコールが呼出された時

刻から almtim で指定された相対時間後に設定し、アラームハンドラの動作を開始し

ます。 
対象アラームハンドラに、すでに動作しているアラームハンドラが指定された場合

には、以前の起動時刻の設定を解除し、新しい起動時刻を設定します。 
ista_alm は独自仕様です。 
なお sta_alm は非タスクコンテキストからも使用可能です。ista_alm は、sta_alm
にマクロ定義で置き換えられます。 
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5.15.7 stp_alm アラームハンドラの動作停止 
5.15.8 istp_alm アラームハンドラの動作停止(非タスクコンテキスト)【V】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd=stp_alm(ID almid); 
【パラメータ】 

ID almid 動作停止対象のアラームハンドラの ID 番号 
【リターンパラメータ】 

ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_ID  不正 ID 番号(almid が不正あるいは使用できない) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象アラームハンドラが未登録) 

【機能】 
almid で指定されるアラームハンドラの起動時刻の設定を解除し、アラームハンドラ

の動作を停止します。 
istp_alm は独自仕様です。 
なお stp_alm は非タスクコンテキストからも使用可能です。istp_alm は、stp_alm
にマクロ定義で置き換えられます。 
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5.15.9 ref_alm アラームハンドラの状態参照 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ref_alm(ID almid,T_RALM*pk_ralm); 
【パラメータ】 

ID   almid  状態参照対象のアラームハンドラの ID 番号 
T_RALM* pk_ralm  アラームハンドラ状態を返すパケットへのポインタ 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 
pk_ralm の内容(T_RALM 型) 
 STAT  almstat アラームハンドラの動作状態 
 RELTIM lefttim アラームハンドラの起動時刻までの時間 

【エラーコード】 
E_ID  不正 ID 番号(cycid が不正あるいは使用できない) 
E_PAR  パラメータエラー(pk_rcyc*に NULL が指定された) 
E_NOEXS オブジェクト未生成(対象周期ハンドラが未登録) 

【機能】 
almid で指定されるアラームハンドラに関する状態を参照し、pk_ralm で指定され

る領域に格納します。 
almstat は、次のいずれかの値を返します。 
 TALM_STP 0x00 アラームハンドラが動作していない 
 TALM_STA 0x01 アラームハンドラが動作している 
対象アラームハンドラが動作していない状態の場合、lefttim は 0 になります。 
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5.16 システム状態管理機能 
5.16.1 rot_rdq タスクの優先順位の回転【S】 
5.16.2 irot_rdq タスクの優先順位の回転(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = rot_rdq(PRI tskpri); 
ER ercd=irot_rdq(PRI tskpri); 

【パラメータ】 
PRI tskpri 優先順位を回転する対象の優先度 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_PAR  パラメータエラー(tskpri が不正) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 

【機能】 
tskpri で指定される優先度のタスクの優先順位を回転します。 
tskpri に TPRI_SELF(=0)が指定されると、自タスクのベース優先度を対象優先度と

します。ただし、非タスクコンテキストからの呼出しでこの指定が行われた場合に

は、E_PAR エラーを返します。 
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5.16.3 get_tid 実行状態のタスク ID の参照【S】 
5.16.4 iget_tid 実行状態のタスク ID の参照(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = get_tid(ID*p_tskid); 
ER ercd = iget_tid(ID*p_tskid); 

【パラメータ】 
なし 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 
ID*  p_tskid 実行状態のタスク ID 番号を格納する変数へのポインタ 

【エラーコード】 
E_PAR     パラメータエラー(p_tskid が不正) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 

【機能】 
自タスクの ID 番号を参照し、pk_tskid で指定される領域に格納します。アプリケ

ーションが用意したタスクがどれも実行できる状態でない場合、TSK_NONE が返

ります。 
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5.16.5 loc_cpu CPU ロック状態への移行【S】 
5.16.6 iloc_cpu CPU ロック状態への移行(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = loc_cpu(); 
ER ercd = iloc_cpu(); 

【パラメータ】 
なし 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 

【機能】 
CPU ロック状態に移行します。CPU ロック状態で呼出された場合には何もしません。 
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5.16.7 unl_cpu CPU ロック状態の解除【S】 
5.16.8 iunl_cpu CPU ロック状態の解除(非タスクコンテキスト)【S】 

 
【C 言語 API】 

ER ercd = unl_cpu(); 
ER ercd = iunl_cpu(); 

【パラメータ】 
なし 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 

【機能】 
CPU ロック状態解除に移行します。CPU ロック解除状態で呼出された場合には何も

しません。 
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5.16.9 dis_dsp ディスパッチの禁止【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = dis_dsp(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】  

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
【機能】 

ディスパッチ禁止状態に移行します。ディスパッチ禁止状態で呼出された場合には

何もしません。 
 
 

 139 



5.16.10 ena_dsp ディスパッチの許可【S】 
 
【C 言語 API】 

ER ercd = ena_dsp(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
【エラーコード】 

E_CTX  タスクコンテキスト以外からコールされた 
【機能】 

ディスパッチ許可状態に移行します。ディスパッチ許可状態で呼出された場合には

何もしません。 
 
 

 140 



5.16.11 sns_ctx コンテキストの参照【S】 
 
【C 言語 API】 

BOOL state = sns_ctx(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

BOOL state コンテキスト 
【機能】 

非タスクコンテキストから呼出された場合に TRUE、タスクコンテキストから呼出

され場合は FALSE を返します。 
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5.16.12 sns_loc CPU ロック状態の参照【S】 
 
【C 言語 API】 

BOOL state = sns_loc(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

BOOL state CPU ロック状態 
【機能】 

システムが、CPU ロック状態場合に TRUE、CPU ロック解除状態の場合に FALSE
を返します。 
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5.16.13 sns_dsp ディスパッチ禁止状態の参照【S】 
 
【C 言語 API】 

BOOL state = sns_dsp(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

BOOL state ディスパッチ禁止状態 
【機能】 

システムが、ディスパッチ禁止状態の場合に TRUE、ディスパッチ許可状態の場合

に FALSE を返します。 
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5.16.14 sns_dpn ディスパッチ保留状態の参照【S】 
 
【C 言語 API】 

BOOL state = sns_dpn(); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

BOOL state ディスパッチ保留状態 
【機能】 

システムが、ディスパッチ保留状態の場合に TRUE、そうでない場合に FALSE を

返します。 
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5.17 割込み管理機能 
5.17.1 DEF_INH 割込みハンドラの定義(静的 API)【S】 
5.17.2 def_inh 割込みハンドラの定義【I】 

 
【静的 API】 

DEF_INH(INHNO inhno,{ATR inhatr,FP inthdr}); 
【C 言語 API】 

ER ercd = def_inh(INHNO inhno,T_DINH*pk_dinh); 
【パラメータ】 

INHNO  inhno 定義対象割込みハンドラ番号 
T_DINH* pk_dinh 割込みハンドラ定義情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_dihn の内容(T_DINH 型) 
 ATR inhatr 割込みハンドラ属性 
 FP  inthdr 割込みハンドラの起動番地 

【リターンパラメータ】 
ER  ercd  正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_PAR  パラメータエラー(inhno,pk_dinh,inthdr が不正) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 

【機能】 
inhno で指定される割込みハンドラ番号に対して、pk_dinh で指定される割込みハ

ンドラ定義情報に基づいて、割込みハンドラを定義します。 
本サービスコールでは inhatr を使用していません。 
inhno は CPU およびターゲット依存です。詳しくはターゲット固有マニュアルを参

照してください。 
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5.17.3 vdis_int 割込みの禁止【V】 
5.17.4 ivdis_int 割込みの禁止(非タスクコンテキスト)【V】 

 
【C 言語 API】 

UINT posture = vdis_int(void); 
UINT posture = ivdis_int(void); 

【パラメータ】 
なし 

【リターンパラメータ】 
UINT posture   サービスコール呼出し前の割込み設定 

【エラーコード】 
なし 

【機能】 
CPU に対して割込み禁止設定を行い、以前の設定値を返します。 
設定値は CPU およびターゲット依存です。詳しくはターゲット固有マニュアルを参

照してください。 
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5.17.5 vena_int 割込みの許可【V】 
5.17.6 ivena_int 割込みの許可(非タスクコンテキスト)【V】 

 
【C 言語 API】 

UINT posture = vena_int(void); 
UINT posture = ivena_int(void); 

【パラメータ】 
なし 

【リターンパラメータ】 
UINT  posture   サービスコール呼出し前の割込み設定 

【エラーコード】 
なし 

【機能】 
CPU に対して割込み許可設定を行い、以前の設定値を返します。 
設定値は CPU およびターゲット依存です。詳しくはターゲット固有マニュアルを参

照してください。 
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5.17.7 vset_int 割込みの設定【V】 
5.17.8 ivset_int 割込みの設定(非タスクコンテキスト)【V】 

 
【C 言語 API】 

UINT new_posture = vset_int(UINT posture); 
UINT new_posture = ivset_int(UINT posture); 

【パラメータ】 
UINT  posture   新たに設定する割込み設定 

【リターンパラメータ】 
UINT  new_posture  サービスコール呼出し前の割込み設定 

【エラーコード】 
なし 

【機能】 
CPU に対して割込み設定を行い、以前の設定値を返します。 
設定値は CPU およびターゲット依存です。詳しくはターゲット固有マニュアルを参

照してください。 
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5.18 システム構成管理機能 
5.18.1 DEF_EXC CPU 例外ハンドラの定義(静的 API)【S】 
5.18.2 def_exc CPU 例外ハンドラの定義【I】 

 
【静的 API】 

DEF_EXC(EXCNO excno,{ATR excatr,FP exchdr}); 
【C 言語 API】 

ER ercd=def_exc(EXCNO excno,T_DEXC*pk_dexc); 
【パラメータ】 

EXCNO excno 定義対象の CPU 例外ハンドラ番号 
T_DEXC* pk_dexc CPU 例外ハンドラ定義情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_dexc の内容(T_DEXC 型) 
 ATR excatr CPU 例外ハンドラ属性 
 FP  exchdr CPU 例外ハンドラの起動番地 

【リターンパラメータ】 
ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 

【エラーコード】 
E_PAR  パラメータエラー(excno,pk_dexc,exchdr が不正) 
E_CTX  使用できるコンテキスト以外のコンテキストからコールされた 

【機能】 
excno で指定される CPU 例外ハンドラ番号に対して、指定された CPU 例外ハンド

ラ定義情報に基づいて、CPU 例外ハンドラを定義します。 
本サービスコールでは excatr を使用していません。 
excno は CPU およびターゲット依存です。詳しくはターゲット固有マニュアルを参

照してください。 
 
 

 149 



5.18.3 ref_ver バージョン情報の参照 
 
【サービスコール】 

ER ercd = ref_ver(T_RVER* pk_rver); 
【パラメータ】 

なし 
【リターンパラメータ】 

ER ercd 正常終了(E_OK)またはエラーコード 
T_RVER* pk_rver バージョン情報を入れたパケットへのポインタ 
pk_rver の内容(T_RVER 型) 
 UH  maker カーネルのメーカーコード 
 UH  prid  カーネルの識別番号 
 UH  spver ITRON 仕様のバージョン番号 
 UH  prver カーネルのバージョン番号 
 UH  prno[4] カーネル製品の管理情報 

【エラーコード】 
E_PAR パラメータエラー(pk_rver が不正) 

【機能】 
使用しているカーネルのバージョン情報を参照し、pk_rver で指定されるパケットに

返します。 
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5.18.4 ATT_INI 初期化ルーチンの追加(静的 API)【S】 
 
【静的 API】 

ATT_INI({ATR iniatr,VP_INT exinf,FP inirtn}); 
【パラメータ】 

ATR  iniatr 初期化ルーチン属性 
VP_INT  exinf 初期化ルーチンの拡張情報 
FP   inirtn 初期化ルーチンの起動番地 

【機能】 
初期化ルーチンを、指定される各パラメータに基づいて追加します。 
追加された初期化ルーチンは、システム初期化時に静的 API の処理の一環として実

行されます。 
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5.19 システムインタフェースレイヤ 
5.19.1 SIL_PRE_LOC 割り込みロック状態の定義 

 
【C 言語 API】 

SIL_PRE_LOC; 
【機能】 

割り込みロック状態関数(SIL_LOC_INT(),SIL_UNL_INT(),ISIL_LOC_INT())を使

用する前に、割り込みロック状態の保存領域を定義します。 
以下のような使い方になります。 
 
void isr_function(void) 
{ 
 SIL_PRE_LOC; 
 
 SIL_LOC_INT(); 
 
 /* ISR 処理 */ 
 
 SIL_UNL_INT(); 
} 
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5.19.2 SIL_LOC_INT() 割り込みロック状態の設定 
5.19.3 ISIL_LOC_INT() 割り込みロック状態の設定(非タスクコンテキスト) 

 
【C 言語 API】 

SIL_LOC_INT(); 
【機能】 

割り込みロック状態を設定します。本 API を使用する前に、SIL_PRE_LOC の定義

が必要です。ISIL_LOC_INT()は非タスクコンテキスト用 API です。 
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5.19.4 SIL_UNL_INT() 割り込みロック状態の解除 
 
【C 言語 API】 

SIL_UNL_INT() 
【機能】 

割り込みロック状態を解除します。本 API を使用する前に、SIL_PRE_LOC の定義

が必要です。 
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5.19.5 sil_dly_nse 微小時間の遅延 
 
【C 言語 API】 

void sil_dly_nse(UINT dlytim); 
【機能】 

微小時間の遅延を行います。dlytim は ns 単位の時間で、おおよその指定時間を遅延

します。なお微小時間とは、100μs 程度以下の時間を指し、それ以上の微小時間よ

り長い遅延をデバイスが要求するなら、sil_dly_nse ではなく、タスクでの機能ある

いはタイマ割込みを利用してください。 
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5.19.6 8bit のデータアクセス 
 
【C 言語 API】 

VB data = sil_reb_mem(VP mem); 
void sil_wrb_mem(VP mem, VB data); 

【機能】 
8bit のメモリマップド I/O に対して、読み込みおよび書き込みを行います。 
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5.19.7 16bit のデータアクセス 
 
【C 言語 API】 

VH data = sil_reh_mem(VP mem); 
VH data = sil_reh_lem(VP mem); 
VH data = sil_reh_bem(VP mem); 
void sil_wrh_mem(VP mem, VH data); 
void sil_wrh_lem(VP mem, VH data); 
void sil_wrh_bem(VP mem, VH data); 

【機能】 
16bit のメモリマップド I/O に対して、読み込みおよび書き込みを行います。_mem
で終わる API は自然なエンディアン、_lem で終わる API はリトルエンディアン、

_bem で終わる API はビッグエンディアンでのアクセスになります。 
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5.19.8 32bit のデータアクセス 
 
【C 言語 API】 

VW data = sil_rew_mem(VP mem); 
VW data = sil_rew_lem(VP mem); 
VW data = sil_rew_bem(VP mem); 
void sil_wrw_mem(VP mem, VW data); 
void sil_wrw_lem(VP mem, VW data); 
void sil_wrw_bem(VP mem, VW data); 

【機能】 
32bit のメモリマップド I/O に対して、読み込みおよび書き込みを行います。_mem
で終わる API は自然なエンディアン、_lem で終わる API はリトルエンディアン、

_bem で終わる API はビッグエンディアンでのアクセスになります。 
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6 コンパイル時の定義 
 
本体ライブラリのコンパイル時に以下の定義を追加することで、ユーザーアプリケーシ

ョンに応じたカスタマイズが可能です。必要に応じて使用してください。 
 

6.1 TX_DISABLE_ERROR_CHECKING 
 

TX_DISABLE_ERROR_CHECKING を定義した場合、サービスコールのほとんどのエ

ラーチェックを削除します。これにより、サービスコールの処理速度が上がるのとコード

サイズを小さくすることができます。ただしエラーチェックがありませんので、ユーザー

アプリケーションで不適当な使い方をした場合には、問題が発生する可能性もあります。 
この定義は ThreadX と共通です。 
 

6.2 TXI_DISABLE_INLINE 
 
内部でコントロールブロックを操作する処理は、インライン展開の共通操作処理を行っ

ています。TX_DISABLE_INLINE を定義することにより、関数形式の操作処理に置き換

わり、コードサイズを小さくすることができます。 
 

6.3 STANDARD_PROFILE 
 

STANDARD_PROFILE を定義した場合、 kernel.h の中に記述されている、μ

ITRON4.0 仕様のサービスコール関数定義のうち、スタンダードプロファイルの関数定義

だけが有効になります。この定義はカーネルを変更するものではありません。ユーザーア

プリケーションをスタンダードプロファイルの範囲内のみで作成する時に、コンパイラの

エラーチェックなどを利用することができます。 
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7 ライブラリポーティング項目 
 
本ライブラリに含まれる target_def.h ファイルは、ユーザーの環境によって変更可能な

定義がまとめられています。そのままでも使用可能ですが、ターゲット環境によって、そ

れぞれの定義を調整することが可能です。これらの定義を変更した場合、ライブラリの再

構築が必要です。なお各プロセッサとツールについての固有なポーティング項目は、それ

ぞれのターゲット固有マニュアルをご覧ください。 
 

7.1 HARDWARE_TIMETIC 
 
実際にポーティングされたタイムティックの時間間隔を指定します。この定義により、

本ライブラリの時間定義が決定されます。本ライブラリの内部ではこの定義を使用して、

サービスコールに与えられる時間を計算し、実際のタイムティックへ変換します。 
ThreadX の標準的なティックタイムは 10ms ですので、本定義を 10 と指定することに

より、本ライブラリのサービスコールの時間単位を 1ms で扱うことができます。また本定

義を 1 と指定することにより、時間単位はポーティングされたティックタイムになります。 
 

7.2 TIC_NUME 
 
タイムティックの周期の分子を指定します。本定義はμITRON4.0 仕様で決められてい

ます。HARDWARE_TIMETIC が定義されていた場合、本定義は無視されます。標準では

target_def.h に定義されていません。 
HARDWARE_TIMETIC が定義されていた場合には、TIC_NUME は kernel.h の中で

HARDWARE_TIMETIC に設定されます。 
 

7.3 TIC_DENO 
 
タイムティックの周期の分母を指定します。本定義はμITRON4.0 仕様で決められてい

ます。HARDWARE_TIMETIC が定義されていた場合、本定義は無視されます。標準では

target_def.h に定義されていません。 
HARDWARE_TIMETIC が定義されていた場合には、TIC_DENO は kernel.h の中で 1

に設定されます。 
 

7.4 SYSTEM_QUEUE_SIZE 
 

act_tsk/ exd_tsk/ ext_tsk/ iact_tsk/ ter_tsk の各サービスコールおよび、タスクエント

リ関数から戻った際には、内部スレッドでコントロールブロックの操作を行います。この

内部スレッドに対する、キューイング数を定義します。標準では 10 となります。 
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7.5 SYSTEM_STACK_SIZE 
 
内部スレッドが使用するスタックサイズを定義します。スタック領域はカーネル内部で

確保します。標準では 1024 となります。 
 

7.6 SYSTEM_INHNO_MAX 
 
割込み処理の INHNO の 大値を定義します。この定義より大きい inhno がカーネルの

割込み処理から与えられた場合には、その割込み処理は無視されます。実際に使用する

inhno よりも大きい値が定義されていた場合でも、特に問題はありません。 
 

7.7 SYSTEM_EXC_MAX 
 

CPU 例外処理の EXCNO の 大値を定義します。この定義より大きい excno がカーネ

ルの CPU 例外処理から与えられた場合には、その CPU 例外処理は無視されます。実際に

使用する excno よりも大きい値が定義されていた場合でも、特に問題はありません。 
 

7.8 SYSTEM_MEMORY_SIZE 
 

cre_tsk で stk に NULL が指定された場合などに使用される、カーネル内部で使用する

メモリプールのサイズを定義します。アプリケーションが使用するすべての領域をユーザ

ーが定義した場合、SYSTEM_MEMORY_SIZE の定義は 0 でも問題ありません。コンフ

ィギュレータでカーネルコンフィギュレーションファイルを生成した場合には、コンフィ

ギュレーションファイルに記述されているすべての領域は、コンフィギュレータが自動的

に生成します。 
 

7.9 SIL_ENDIAN 
 
システムインタフェースレイヤのエンディアンを指定します。未定義の場合は、

SIL_ENDIAN はリトルエンディアン(SIL_ENDIAN_LITTLE)になります。ビッグエンデ

ィアンの場合、sil.h の以下の記述の SIL_ENDIAN_LITTLE を SIL_ENDIAN_BIG に変

更します。 
 
#ifndef SIL_ENDIAN 
 #define SIL_ENDIAN SIL_ENDIAN_LITTLE 
#endif 
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8 プロセッサへのポーティング 
 
本ライブラリを使用する場合、ThreadX がターゲット環境にポーティングされているこ

とが前提になります。その上で ThreadX-μITRON として各プロセッサ用にポーティング

しなければならない項目があります。ただしポーティングされた ThreadX-μITRON を御

購入いただいた場合には、これらの項目はすべて処理されています。各プロセッサへの対

応内容について、詳しくはターゲット固有マニュアルをご覧ください。 
 

8.1 割込み処理 
 

ThreadX の割込み処理は簡単なテンプレート形式で提供されます。ユーザーはこのテン

プレートを使用して独自の割込み処理を記述することもできますが、μITRON4.0 仕様の

割込み管理機能を使用する場合、ThreadX-μITRON の割込み管理機能を呼出す必要があ

ります。 
一般的な ThreadX の割込み処理手順は、割込みが発生した時にコンテキスト保存処理

(_tx_thread_context_save)を呼出し、割込みを処理し、終了時にコンテキスト復帰処理

(_tx_thread_context_restore)を呼出します。ThreadX-μITRON では、割込みを処理する

部分で、ThreadX-μITRON の割込み処理エントリ関数(_txi_inh_handler_entry)を割込

みハンドラ番号と共に呼出します。割込み処理エントリ関数を呼出すことにより、μ

ITRON 仕様の割込み管理機能を使用することができます。 
簡単な割込み処理手順は以下のようになります。 
 
 

コンテキスト復帰 

_txi_inh_handler_entry 

コンテキスト保存 

割込みハンドラ番号決定 

割込み発生 

要因チェック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

割込み発生 
 

図 5割込み手順 
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8.2 CPU 例外処理処理 
 

ThreadX の CPU 例外処理は簡単なテンプレート形式で提供されます。ユーザーはこの

テンプレートを使用して独自の CPU 例外処理処理を記述することもできますが、μ

ITRON4.0 仕様の CPU 例外処理機能を使用する場合、ThreadX-μITRON の CPU 例外処

理機能を呼出す必要があります。 
ThreadX の CPU 例外処理の具体的な手順は、割込み処理と同様になっていますので、

割 込 み 処 理 と 同 様 に 、 ThreadX- μ ITRON の CPU 例 外 処 理 エ ン ト リ 関 数

(_txi_exc_handler_entry)を CPU 例外ハンドラ番号と共に呼出します。CPU 例外処理エ

ントリ関数を呼出すことにより、μITRON4.0 仕様の CPU 例外処理機能を使用すること

が出来ます。 
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9 コンフィギュレータ 
 
本ライブラリには標準でμITRON4.0 仕様のコンフィギュレータが添付されています。

静的 API で記述されたコンフィギュレーションファイルをコンフィギュレータに通すこと

により、簡単にカーネル構成・初期化ファイルと ID 自動割付け結果ヘッダファイルを生

成することが出来ます。 
 

コンフィギュレータ：txiCfg.exe 
動作環境：Windows95/98/Me/NT4/2000/XP 

 
9.1 コマンドライン 

 
以下のコマンドライン形式でコンフィギュレータを起動できます。 
 
txiCfg 
[-Ipath][-Cfilename][-Hfilename][-N][-L][-V][-Ddefine][-d][-noinc] [configurationfile] 
 

-Ipath 
インクルードファイルのパスを指定します。';'もしくは','で区切ること

により、複数のフォルダを指定する事もできます。 

-Cfilename 
カーネル構成・初期化ファイルのファイル名を指定します。指定が無い場

合、ファイル名は kernel_cfg.c になります。 

-Hfilename 
ID 自動割付け結果ヘッダファイルのファイル名を指定します。指定が無い

場合、ファイル名は kernel_id.h になります。 

-N 
静的 API の内部処理で、エラーチェックを生成しないようにします。 

-L 
カーネル内部で使用するメモリプールを、カーネル構成・初期化ファイル

内 部 に 用 意 し ま す 。 こ の 指 定 が な い 場 合 、 ThreadX の

first_unused_memory を使用します。 
first_unused_memory については ThreadX のマニュアルを参照してくだ

さい。 
-V 

コンフィギュレータのバージョンを表示します。 
-Ddefine 

定義を追加します。 
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-d 
コンフィギュレーションファイルとカーネル構成・初期化ファイルの日付

と時刻を確認し、更新されていた場合に新しいカーネル構成・初期化ファイ

ルと ID 自動割付け結果ヘッダファイルを生成します。指定が無い場合、無

条件にファイルを生成します。 
-include 

#include ディレクティブをカーネル構成・初期化ファイルに出力します。 
configurationfile 

コンフィギュレーションファイルを指定します。指定が無い場合、ファイ

ル名は system.cfg になります。 
 

9.2 環境変数 
 

#include で指定されたファイルは、環境変数 TXI_INCLUDE で定義されているフォル

ダを使って検索します。また、';'もしくは','で区切ることにより、複数のフォルダを指定す

る事ができます。コマンドライン引数'-I'により指定されたフォルダの方が、優先度が高く

なります。 
 

9.3 プリプロセッサ ディレクティブ 
 
以下のプリプロセッサ ディレクティブがコンフィギュレータで解析可能です。 

#define/#error/#undef/#if/#include/#else/#ifdef/#endif/#ifndef 
ANSI C 言語規格で定義されている#elif/#line/#pragma については、処理が行われず、

コンフィギュレータの処理では無視されますが、カーネル構成・初期化ファイルにそのま

ま出力されます。また#definde ディレクティブもそのまま出力されます。 
また組み込みマクロとして、CONFIGURATOR が定義されます。#include でファイル

を取り込む場合、コンフィギュレータが解釈できない構文等が含まれる場合は、#ifndef 
CONFIGURATOR と#endif で囲むことにより、回避することができます。 
コンフィギュレータがコンフィギュレーションファイルを解析して出力したカーネル構

成・初期化ファイルは、コンフィギュレーションファイルに記述されたプリプロセッサ 
ディレクティブもそのまま出力されますので、実際にアプリケーションに組み込む時には、

これらのプリプロセッサ ディレクティブはコンパイラのプリプロセッサが処理します。 
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9.4 静的 API 
 
本コンフィギュレータでは、以下の静的APIをサポートしています。各静的APIのパラメ

ータや機能については、5サービスコールリファレンス 
 
を参照してください。 
 

ATT_INI  初期化ルーチンの追加 
CRE_ALM  アラームハンドラの生成 
CRE_CYC  周期ハンドラの生成 
CRE_DTQ  データキューの生成 
CRE_FLG  イベントフラグの生成 
CRE_MBF メッセージバッファの生成 
CRE_MBX  メールボックスの生成 
CRE_MPF 固定長メモリプールの生成 
CRE_MPL 可変長メモリプールの生成 
CRE_MTX ミューテックスの生成 
CRE_POR ランデブポートの生成 
CRE_SEM セマフォの生成 
CRE_TSK  タスクの生成 
DEF_EXC  CPU 例外ハンドラの定義 
DEF_INH  割込みハンドラの定義 
DEF_TEX  タスク例外処理ルーチンの定義 
INCLUDE インクルードファイルの指定 

図 6コンフィギュレータで使用できる静的 API 

 
9.5 静的 API のエラーチェック 

 
コンフィギュレータが静的 API を解析する時にエラーが発生した場合、コンフィギュレ

ータの標準エラー出力に、エラーが発生したファイル名と、エラーが発生した行が表示さ

れます。コンフィギュレータは以下のエラーを検査します。 
Missing parameter define.(パラメータ定義が判断不能) 
Missing comment.(コメント定義が判断不能) 
Many recursive files included.(64 段以上のファイルのインクルード) 
Missing end of file.(ファイルの終了が見つからない) 
Missing end of line.(行の終了が見つからない) 
Missing data or format of static API.(静的 API のデータが違うかフォーマッ

トが違う) 
また静的 API に指定されているパラメータのチェックはコンフィギュレータでは行いま

せんが、出力されたカーネル構成・初期化ファイルではエラーチェックを行うようにコン
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フィギュレータが出力します。カーネル構成・初期化ファイルのエラーチェックは、コン

フィギュレータ実行時にコマンドラインで -N を指定することで抑止できます。 
 

9.6 生成されるデータ領域定義 
 
コンフィギュレータは、コンフィギュレーションファイルで指定されたオブジェクトに

必要な領域のみを確保する定義を ID 自動割付け結果ヘッダファイルに出力します。 
またコンフィギュレーションファイルまたはコンフィギュレーションファイルに記述さ

れた#include ディレクティブで展開されるファイル中に、管理用データ領域サイズの指定

があった場合、コンフィギュレータは管理用データ領域サイズ指定の定義を出力しません。

以下の定義が対象になります。 
 

TMAX_ALM_OBJ アラームハンドラの 大割付け ID 
TMAX_CYC_OBJ 周期ハンドラの 大割付け ID 
TMAX_DTQ_OBJ データキューの 大割付け ID 
TMAX_FLG_OBJ イベントフラグの 大割付け ID 
TMAX_MBF_OBJ メッセージバッファの 大割付け ID 
TMAX_MBX_OBJ メールボックスの 大割付け ID 
TMAX_MPF_OBJ 固定長メモリプールの 大割付け ID 
TMAX_MPL_OBJ 可変長メモリプールの 大割付け ID 
TMAX_MTX_OBJ ミューテックスの 大割付け ID 
TMAX_POR_OBJ ランデブポートの 大割付け ID 
TMAX_SEM_OBJ セマフォの 大割付け ID 
TMAX_TSK_OBJ タスクの 大割付け ID 
 
記述例： 
#define TMAX_TSK_OBJ 20 /* タスク ID を 20 用意します */ 

 
これらの定義をユーザが行う場合、カーネル構成・初期化ファイル (標準では

kernel_cfg.c)の中で領域を確保するため使用されますので、コンフィギュレーションファ

イルまたは#include ディレクティブで展開されるファイル中に記述してください。 
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9.7 ID 番号の自動割付けの抑制 
 
コンフィギュレータはコンフィギュレーションファイルに記述にしたがって、ID 番号を

1 から順に割付けます。ID 番号を自動的に割付ける時に、ユーザーが ID 番号を確保し、

コンフィギュレータが自動的に割付ける ID を制御することができます。コンフィギュレ

ーションファイルまたはコンフィギュレーションファイルに記述された#include ディレク

ティブで展開されるファイル中に ID を制御する定義があった場合、コンフィギュレータ

はその ID を使用しません。 
以下の定義が対象になります。各定義の後ろに、割付けを抑制する ID 番号を指定しま

す。 
 

TALM_RES_ID アラームハンドラの ID 
TCYC_RES_ID 周期ハンドラの ID 
TDTQ_RES_ID データキューの ID 
TFLG_RES_ID イベントフラグの ID 
TMBF_RES_ID メッセージバッファの ID 
TMBX_RES_ID メールボックスの ID 
TMPF_RES_ID 固定長メモリプールの ID 
TMPL_RES_ID 可変長メモリプールの ID 
TMTX_RES_ID ミューテックスの ID 
TPOR_RES_ID ランデブポートの ID 
TSEM_RES_ID セマフォの ID 
TTSK_RES_ID タスクの ID 
 
記述例： 
/* タスク ID 5 と 6 をコンフィギュレータが出力しないようにします */ 
#define TTSK_RES_ID5 
#define TTSK_RES_ID6 
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9.8 出力サンプル 
 

system.cfg 
 

/*************************************/ 

 

INCLUDE("demo_itron.h"); 

 

#define STACK_SIZE 2048 

 

CRE_TSK(DTQ_TSK, {TA_HLNG|TA_ACT, DTQ_TSK, dtqwait_tsk, 25, STACK_SIZE, NULL}); 

CRE_TSK(TASK_MAIN, {TA_HLNG|TA_ACT, TASK_MAIN, main_tsk, 20, STACK_SIZE, NULL}); 

CRE_TSK(TEST_TSK1, {TA_HLNG|TA_ACT, TEST_TSK1, test_tsk, 15, STACK_SIZE, NULL}); 

CRE_TSK(TEST_TSK2, {TA_HLNG|TA_ACT, TEST_TSK2, test_tsk, 15, STACK_SIZE, NULL}); 

CRE_TSK(FIN_TSK, {TA_HLNG|TA_ACT, FIN_TSK, fin_tsk, 10, STACK_SIZE, NULL}); 

 

CRE_FLG(ID_FLG1, {TA_TFIFO|TA_CLR|TA_WMUL, 0}); 

CRE_SEM(ID_SEM1, {TA_TFIFO, 0, 10}); 

CRE_DTQ(ID_DTQ1, {TA_TPRI, 10, NULL}); 

CRE_MBX(ID_MBX1, {TA_MFIFO, 10, NULL}); 

CRE_MPF(ID_MPF1, {TA_TFIFO, 1, MSG_PACKET, NULL}); 

 

CRE_CYC(ID_CYC1, {TA_HLNG|TA_STA, ID_CYC1, cyc_func, 4000, 2000}); 

 

DEF_TEX(TASK_MAIN, {TA_HLNG, main_exp}); 

 

/* User initialize function */ 

ATT_INI({TA_HLNG, 0, initDemo}); 

/* Sample configuration file         */ 

/* ThreadX-μITRON Demo program      */ 

/*************************************/  
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kernel_cfg.c(その 1) 
 

#include "kernel_id.h" 

#include "txi_ddef.h" 

 

#include "demo_itron.h" 

 

#define STACK_SIZE 2048 

 

char _tsk_stack_DTQ_TSK[STACK_SIZE]; 

char _tsk_stack_TASK_MAIN[STACK_SIZE]; 

char _tsk_stack_TEST_TSK1[STACK_SIZE]; 

char _tsk_stack_TEST_TSK2[STACK_SIZE]; 

char _tsk_stack_FIN_TSK[STACK_SIZE]; 

VP_INT _dtq_data_ID_DTQ1[10]; 

char _mpf_data_ID_MPF1[TSZ_MPF(1, MSG_PACKET)]; 

 

/* Define main entry point. */ 

int main() 

{ 

    /* Enter the ThreadX kernel. */ 

    tx_kernel_enter(); 

} 

 

/* Define what the initial system looks like. */ 

void tx_application_define(void *first_unused_memory) 

{ 

    ER ercd; 

    T_CTSK ctsk; 

    T_DTEX dtex; 

    T_CSEM csem; 

    T_CFLG cflg; 

    T_CDTQ cdtq; 

    T_CMBX cmbx; 

    T_CMPF cmpf; 

    T_CCYC ccyc; 

 

    txi_init(first_unused_memory, SYSTEM_MEMORY_SIZE); 

 

/* Generated by txiCfg */ 

 

#define _KERNEL_CFG_DATADEFINE_ 
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kernel_cfg.c(その 2) 
 

    ctsk.task = (FP)dtqwait_tsk; 

    ctsk.itskpri = 25; 

    ctsk.stksz = STACK_SIZE; 

    ctsk.stk = _tsk_stack_DTQ_TSK; 

    ercd = cre_tsk(DTQ_TSK, &ctsk); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    ctsk.tskatr = TA_HLNG|TA_ACT; 

    ctsk.exinf = (VP_INT)TASK_MAIN; 

    ctsk.task = (FP)main_tsk; 

    ctsk.itskpri = 20; 

    ctsk.stksz = STACK_SIZE; 

    ctsk.stk = _tsk_stack_TASK_MAIN; 

    ercd = cre_tsk(TASK_MAIN, &ctsk); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    ctsk.tskatr = TA_HLNG|TA_ACT; 

    ctsk.exinf = (VP_INT)TEST_TSK1; 

    ctsk.task = (FP)test_tsk; 

    ctsk.itskpri = 15; 

    ctsk.stksz = STACK_SIZE; 

    ctsk.stk = _tsk_stack_TEST_TSK1; 

    ercd = cre_tsk(TEST_TSK1, &ctsk); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    ctsk.tskatr = TA_HLNG|TA_ACT; 

    ctsk.exinf = (VP_INT)TEST_TSK2; 

    ctsk.task = (FP)test_tsk; 

    ctsk.itskpri = 15; 

    ctsk.stksz = STACK_SIZE; 

    ctsk.stk = _tsk_stack_TEST_TSK2; 

    ercd = cre_tsk(TEST_TSK2, &ctsk); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    ctsk.tskatr = TA_HLNG|TA_ACT; 

    ctsk.exinf = (VP_INT)FIN_TSK; 

    ctsk.task = (FP)fin_tsk; 

    ctsk.itskpri = 10; 

    ctsk.stksz = STACK_SIZE; 

    ctsk.stk = _tsk_stack_FIN_TSK; 

    ercd = cre_tsk(FIN_TSK, &ctsk); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

 

    ctsk.tskatr = TA_HLNG|TA_ACT; 

    ctsk.exinf = (VP_INT)DTQ_TSK; 
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kernel_cfg.c(その 3) 
 

    ercd = cre_flg(ID_FLG1, &cflg); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    csem.sematr = TA_TFIFO; 

    csem.isemcnt = 0; 

    csem.maxsem = 10; 

    ercd = cre_sem(ID_SEM1, &csem); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    cdtq.dtqatr = TA_TPRI; 

    cdtq.dtqcnt = 10; 

    cdtq.dtq = _dtq_data_ID_DTQ1; 

    ercd = cre_dtq(ID_DTQ1, &cdtq); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    cmbx.mbxatr = TA_MFIFO; 

    cmbx.maxmpri = 10; 

    cmbx.mprihd = NULL; 

    ercd = cre_mbx(ID_MBX1, &cmbx); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    cmpf.mpfatr = TA_TFIFO; 

    cmpf.blkcnt = 1; 

    cmpf.blksz = MSG_PACKET; 

    cmpf.mpf = _mpf_data_ID_MPF1; 

    ercd = cre_mpf(ID_MPF1, &cmpf); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    ccyc.cycatr = TA_HLNG|TA_STA; 

    ccyc.exinf = (VP_INT)ID_CYC1; 

    ccyc.cychdr = (FP)cyc_func; 

    ccyc.cyctim = 4000; 

    ccyc.cycphs = 2000; 

    ercd = cre_cyc(ID_CYC1, &ccyc); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    dtex.texatr = TA_HLNG; 

    dtex.texrtn = (FP)main_exp; 

    ercd = def_tex(TASK_MAIN, &dtex); 

    if(ercd!=E_OK) while(1); 

 

    ((void (*)(VP_INT))initDemo)(0); 

} 

 

 

    cflg.flgatr = TA_TFIFO|TA_CLR|TA_WMUL; 

    cflg.iflgptn = 0; 
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kernel_id.h 
 

 

#define TMAX_TSK_OBJ        5 

#define TMAX_SEM_OBJ        1 

#define TMAX_FLG_OBJ        1 

#define TMAX_DTQ_OBJ        1 

#define TMAX_MBX_OBJ        1 

#define TMAX_MPF_OBJ        1 

#define TMAX_CYC_OBJ        1 

 

#define DTQ_TSK             1 

#define TASK_MAIN           2 

#define TEST_TSK1           3 

#define TEST_TSK2           4 

#define FIN_TSK             5 

#define ID_FLG1             1 

#define ID_SEM1             1 

#define ID_DTQ1             1 

#define ID_MBX1             1 

#define ID_MPF1             1 

#define ID_CYC1             1 

 

/* Generated by txiCfg */ 

/* Data define file. */ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 その他 
 
コンフィギュレータは改良のため、予告なく変更される場合があります。 
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10 データ定義 
10.1 データ型 

 
typedef char B; 

typedef short H; 

typedef long W; 

 

typedef unsigned char UB; 

typedef unsigned short UH; 

typedef unsigned long UW; 

 

typedef char VB; 

typedef short VH; 

typedef long VW; 

 

typedef void* VP; 

 

#define INT  int 

#define UINT unsigned int 

 

typedef void* VP_INT; 

 

typedef int BOOL; 

 

typedef int    FN; 

typedef int    ER; 

typedef int    ID; 

 

typedef unsigned int ATR; 

typedef unsigned int STAT; 

typedef unsigned int MODE; 

typedef int    PRI; 

 

#define SIZE  unsigned long 

 

typedef long   TMO; 

typedef unsigned long RELTIM; 

typedef unsigned long SYSTIM; 

 

typedef int    ER_BOOL; 

typedef int    ER_ID; 

typedef int    ER_UINT; 

 

typedef unsigned int TEXPTN; 

typedef unsigned long FLGPTN; 

 

typedef void (*FP)(); 
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typedef unsigned int RDVPTN; 

typedef int    RDVNO; 

typedef unsigned long OVRTIM; 

typedef int    INHNO; 

typedef int    INTNO; 

typedef int    EXCNO; 

 

 
10.2 構造体 

 
typedef struct _tagT_MSG 

{ 

  struct _tagT_MSG* next; /* next pointer */ 

} T_MSG; 

 

typedef struct 

{ 

 T_MSG msgque;  /* message header */ 

 PRI  msgpri;  /* message priority */ 

} T_MSG_PRI; 

 

typedef struct t_dtex 

{ 

    ATR texatr; /* attribute */ 

    FP  texrtn; /* start address */ 

} T_DTEX; 

 

typedef struct t_rtex 

{ 

    STAT    texstat;    /* status */ 

    TEXPTN  pndptn;     /* suspension exception factor */ 

} T_RTEX; 

 

typedef struct t_rtsk 

{ 

    STAT    tskstat;    /* status */ 

    PRI     tskpri;     /* now priority */ 

    PRI     tskbpri;    /* base priority */ 

    STAT    tskwait;    /* waiting factor */ 

    ID      wobjid;     /* waiting object id */ 

    TMO     lefttmo;    /* timeout time */ 

    UINT    actcnt;     /* queuing count of start demand */ 

    UINT    wupcnt;     /* queuing count of wake up demand */ 

    UINT    suscnt;     /* nest count of suspend */ 

} T_RTSK; 
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typedef struct t_ctsk 

{ 

    ATR     tskatr;     /* attribute */ 

    VP_INT  exinf;      /* extended information */ 

    FP      task;       /* start address */ 

    PRI     itskpri;    /* start priority */ 

    SIZE    stksz;      /* stack size */ 

    VP      stk;        /* stack top address */ 

 

    /* and other */ 

} T_CTSK; 

 

typedef struct t_rtst 

{ 

    STAT    tskstat;    /* status */ 

    STAT    tskwait;    /* waiting factor */ 

} T_RTST; 

 

typedef struct t_csem 

{ 

    ATR     sematr;     /* attribute */ 

    UINT    isemcnt;    /* start resources count */ 

    UINT    maxsem;     /* max resources count */ 

} T_CSEM; 

 

typedef struct t_rsem 

{ 

    ID      wtskid;     /* head task id of waiting queue */ 

    UINT    semcnt;     /* now resources count */ 

} T_RSEM; 

 

typedef struct t_cflg 

{ 

    ATR     flgatr;     /* attribute */ 

    FLGPTN  iflgptn;    /* start value of eventflag */ 

} T_CFLG; 

 

typedef struct t_rflg 

{ 

    ID      wtskid;     /* head task id of waiting queue */ 

    FLGPTN  flgptn;     /* now value of eventflag */ 

} T_RFLG; 
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typedef struct t_cdtq 

{ 

    ATR     dtqatr;     /* attribute */ 

    UINT    dtqcnt;     /* capacity of dataqueue */ 

 

    VP      dtq;        /* start address of dataqueue */ 

} T_CDTQ; 

 

typedef struct t_rdtq 

{ 

    ID      stskid;     /* head task id of send waiting queue */ 

    ID      rtskid;     /* head task id of receive waiting queue */ 

    UINT    sdtqcnt;    /* data count of dataqueue */ 

} T_RDTQ; 

 

typedef struct t_cmbx 

{ 

    ATR     mbxatr;     /* attribute */ 

    PRI     maxmpri;    /* max value of priority */ 

    VP      mprihd;     /* start address of message queue header domain by the 

priority */ 

} T_CMBX; 

 

typedef struct t_rmbx 

{ 

    ID      wtskid;     /* head task id of waiting queue */ 

    T_MSG*  pk_msg;     /* address of top message packet */ 

} T_RMBX; 

 

typedef struct t_cmtx 

{ 

    ATR     mtxatr;     /* attribute */ 

    PRI     ceilpri;    /* max value of priority */ 

} T_CMTX; 

 

typedef struct t_rmtx 

{ 

    ID      htskid;     /* task id of mutex lock */ 

    ID      wtskid;     /* head task id of waiting queue */ 

} T_RMTX; 
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typedef struct t_cmbf 

{ 

    ATR     mbfatr;     /* attribute */ 

    UINT    maxmsz;     /* max size of message(byte) */ 

    SIZE    mbfsz;      /* size of message buffer */ 

    VP      mbf;        /* start address of message buffer */ 

} T_CMBF; 

 

typedef struct t_rmbf 

{ 

    ID      stskid;     /* head task id of send waiting queue */ 

    ID      rtskid;     /* head task id of receive waiting queue */ 

    UINT    smsgcnt;    /* data count of message buffer */ 

    SIZE    fmbfsz;     /* free size of message buffer(byte) */ 

} T_RMBF; 

 

typedef struct t_cpor 

{ 

    ATR     poratr;     /* attribute */ 

    UINT    maxcmsz;    /* max size of calling message(byte) */ 

    UINT    maxrmsz;    /* max size of reply message(byte) */ 

} T_CPOR; 

 

typedef struct t_rpor 

{ 

    ID      ctskid;     /* head task id of call waiting queue */ 

    ID      atskid;     /* head task id of reply waiting queue */ 

} T_RPOR; 

 

typedef struct t_rrdv 

{ 

    ID      wtskid;     /* task id of waiting */ 

} T_RRDV; 

 

typedef struct t_cmpf 

{ 

    ATR     mpfatr;     /* attribute */ 

    UINT    blkcnt;     /* number of memory blocks which can be gained */ 

    UINT    blksz;      /* size of memory blocks(byte) */ 

    VP      mpf;        /* start address of fixed length memory pool */ 

} T_CMPF; 

 

 178 



typedef struct t_rmpf 

{ 

    ID      wtskid;     /* head task id of waiting queue */ 

    UINT    fblkcnt;    /* number of free memory blocks */ 

} T_RMPF; 

 

typedef struct t_cmpl 

{ 

    ATR     mplatr;     /* attribute */ 

    SIZE    mplsz;      /* size of memory pool(byte) */ 

    VP      mpl;        /* start address of variable length memory pool */ 

} T_CMPL; 

 

typedef struct t_rmpl 

{ 

    ID      wtskid;     /* head task id of waiting queue */ 

    SIZE    fmplsz;     /* size of free memory pool(byte) */ 

    UINT    fblksz;     /* max size of free memory blocks(byte) */ 

} T_RMPL; 

 

typedef struct t_ccyc 

{ 

    ATR     cycatr;     /* attribute */ 

    VP_INT  exinf;      /* extended information */ 

    FP      cychdr;     /* start address */ 

    RELTIM  cyctim;     /* starting cycle */ 

    RELTIM  cycphs;     /* starting phase */ 

} T_CCYC; 

 

typedef struct t_rcyc 

{ 

    STAT    cycstat;    /* status */ 

    RELTIM  lefttim;    /* time to next starting */ 

} T_RCYC; 

 

typedef struct t_calm 

{ 

    ATR     almatr;     /* attribute */ 

    VP_INT  exinf;      /* extended information */ 

    FP      almhdr;     /* start address */ 

} T_CALM; 
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typedef struct t_ralm 

{ 

    STAT    almstat;    /* status */ 

    RELTIM  lefttim;    /* time to next starting */ 

} T_RALM; 

 

typedef struct t_dinh 

{ 

    ATR     inhatr;     /* attribute */ 

    FP      inthdr;     /* start address */ 

} T_DINH; 

 

typedef struct t_dexc 

{ 

    ATR     excatr;     /* attribute */ 

    FP      exchdr;     /* start address */ 

} T_DEXC; 

 

typedef struct t_rver 

{ 

    UH  maker;      /* maker code */ 

    UH  prid;       /* kernel id */ 

    UH  spver;      /* ITRON version */ 

    UH  prver;      /* kernel version */ 

    UH  prno[4];    /* management information */ 

} T_RVER; 

 

 180 



10.3 マクロ定義 
 

#define ERCD(mercd, sercd)  (((sercd)<<8) | ((mercd)&0xff)) 

#define MERCD(ercd)    ((ER)(B)(ercd)) 

#define SERCD(ercd)    ((ercd)>>8) 

 

#define TMO_POL         0       /* poling */ 

#define TMO_FEVR        -1      /* forever */ 

#define TMO_NBLK        -2      /* nonblocking */ 

 

/*---------- Error code ----------*/ 

#define E_OK        0       /* operation successful */ 

#define E_SYS       -5      /* system error */ 

#define E_NOSPT     -9      /* no support */ 

#define E_RSFN      -10     /* reserved function code */ 

#define E_RSATR     -11     /* reserved attribute */ 

#define E_PAR       -17     /* parameter */ 

#define E_ID        -18     /* injustice ID */ 

#define E_CTX       -25     /* context */ 

#define E_MACV      -26     /* memory access */ 

#define E_OACV      -27     /* object access */ 

#define E_ILUSE     -28     /* illegal use */ 

#define E_NOMEM     -33     /* insufficient memory */ 

#define E_NOID      -34     /* insufficient ID */ 

#define E_OBJ       -41     /* object state */ 

#define E_NOEXS     -42     /* object no generating */ 

#define E_QOVR      -43     /* overflow queuing */ 

#define E_RLWAI     -49     /* compulsive release of waiting state */ 

#define E_TMOUT     -50     /* timeout */ 

#define E_DLT       -51     /* compulsive delete of waiting object */ 

#define E_CLS       -52     /* state change of waiting object */ 

#define E_WBLK      -57     /* nonblocking receptionist */ 

#define E_BOVR      -58     /* buffer over flow */ 
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11 C++言語を使用する時の注意 
 

C++言語でアプリケーション開発を行う場合、いくつか注意すべき点があります。以下

の注意点を参考にしてください。 
 

11.1 グローバルオブジェクトのコンストラクタ 
 

ThreadX はアプリケーションの初期化処理は独自のものを使用します。これらはポーテ

ィング項目の１つです。 
C++の場合、グローバルオブジェクトのコンストラクタ処理はコンパイラ標準処理を使

用する方法が一般的ですが、ThreadX のポーティングではコンパイラの標準スタートアッ

プルーチンを使用していないものもあります。その場合、C++でプログラミングする場合、

グローバルオブジェクトのコンストラクタ処理の呼出しを追加する必要があります。また、

グローバルオブジェクトのコンストラクタが動作するタイミングでは、まだ OS の初期化

が終わっていませんので、コンストラクタ内部でタスクの生成等の OS にかかわる処理を

行うことはできません。動的に生成されるオブジェクトのコンストラクタについては、こ

の問題は発生しません。 
グローバルオブジェクトのコンストラクタ処理については、ご使用になるコンパイラの

マニュアルを参照してください。 
 

11.2 new/delete 演算子 
 

new/delete 演算子は、コンパイラの動作に依存します。 
new//delete のメモリ確保/開放機能がリエントラントでない場合、ThreadX では標準の

new/delete 演算子を使用できません。また new を使用する場合、別途初期化処理を追加

する必要がある場合もあります。 
ただし独自に new 演算子をオーバーライドし、get_mpl()を使用することは可能ですの

で、アプリケーションに応じた変更が可能です。 
new/delete 演算子の仕様については、ご使用になるコンパイラのマニュアルを参照して

ください。 
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12 資源の最大値 
 
以下の表は、プロセッサやターゲットに共通の、本ライブラリの資源の 大値です。 
 

各オブジェクトの 大数 32766 
タスクの優先度 1～31(出荷時[max:1023]) 

(ThreadX のポーティングによる) 
メールボックスのメッセージ優先度 1～31(出荷時[max:1023]) 

(ThreadX のポーティングによる) 
255 大起動要求(act_tsk)キューイング数 
255 大起床要求(wup_tsk)キューイング数 
255 大強制待ち要求(sus_tsk)ネスト数 
32767 セマフォの 大資源数 

表 1 資源の 大値 
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