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ITRON向けネットワークミドルウェアの標準化
Standardization of Network Middleware for ITRON

近年，組み込み機器の多くにネットワーク機能が標準的に搭載され，遠隔地から容易に機器の操作や設定を

できるようになってきた。Windows CEや組み込み用のLinuxといった比較的新しい組み込み機器向けのOSで

は，ネットワーク機能が標準で含まれているが，従来から組み込み機器向けに広く用いられ，高いリアルタイ

ム性を実現可能なOSであるITRON（Industrial Real-time Operating system Nucleus）には，標準で含まれて

いないため，製品毎にそれらの必要な機能を，各開発者が実装しなければならない。

本稿では，このような開発作業の重複やノウハウの分散をなるべく少なくし，各製品にスムースに搭載する

ための，ITRONを対象としたネットワークミドルウェアの実装方法の共通化手法およびその実績を紹介する。
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Recently, a lot of embedded devices have network functions generally, and we can easily operate and

control equipments from remote PCs. New embedded operating systems such as Windows CE and

embedded Linux provide network functions normally, however, ITRON (Industrial Real-time Operating

system Nucleus), which has been used for embedded devices conventionally and also been able to

supply superior real-time operating systems, does not provide the network functions. Consequently,

we have to develop it for each product, and then we might have a redundant development in each

project and dispersion of technical know-hows for projects.

Therefore, in order to reduce such development waste and add the network functions in each product

smoothly, this paper presents a method of middleware development for ITRON and its verification.

1. は　じ　め　に

組み込み機器用のオペレーティングシステムは，多岐

にわたっている。近年では，ネットワーク接続機能を標

準でサポートする組み込み用のLinuxやWindows CEな

どが注目されているが，リアルタイム性・パフォーマン

ス・過去の資産の有効活用などの理由で，日本国内では

ITRONが選択されるケースが多い。

しかし，ITRONには，TCP/IPをはじめとするネット

ワークミドルウェアが標準で搭載されていない。これら

の機能を搭載するためには，製品開発者が個々に実装す

るかライセンス（ソース）購入するなどの必要がある。

製品のリードタイム短縮が求められる中，このような

汎用機能を製品毎に実装していたのでは，開発期間が長

期化し開発コストの増加につながる。また，ある製品で

既に実装済みのものを別の製品で新たに実装してしまう

といった重複開発も発生する。市販品の購入では，その

市販品の動作の検証や，構造解析を開発毎に行う必要が

ある。さらには，得られたノウハウの共有や継承が難し

いなど，問題は数多い。

より効率的かつ品質の高い製品を安価に素早く開発す

るためには，製品間で共通に使えるミドルウェアと情報

共有の仕組みを構築することが必要不可欠である。

このような背景のもと，我々は多くの製品が必要とす

るITRON向けネットワークミドルウェアについて，そ

の開発手法とインタフェースを統一し，横河グループ内

の標準のネットワークミドルウェア（以下，標準ミドル

ウェアと略記する）とした。

本稿では，RFC（Request for Comments）に規定されて

いる通信プロトコルを実装したソフトウェアを，“ネット

ワークミドルウェア”と呼ぶ。

2. 標準ミドルウェアの開発手順

図1に，標準ミドルウェアの開発の流れを示す。図中

の網掛け部が，標準ミドルウェア開発の対象となる部分

である。
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2.1 ソース選択および入手

まず第1ステップとして，実装方針の検討を行う。具

体的には以下の3つの選択肢から，搭載予定機種や市場規

模，実装・検証に必要な工数，将来性などといった各種情

報から，どの手法が最良であるかを総合的に判断する。

・独自に開発

・他システムから移植

・ライセンス契約を行いソース購入

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり，開

発期間やコストに大きく影響するため，慎重な検討が必

要である。表1に各方式のメリットおよびデメリットを

示した。

2.2 リファレンスプラットフォームへの実装・検証

第2ステップとして，リファレンスとなるハードウェ

アとITRONを設定し，開発環境を標準化する。

①リファレンスハードウェア：

日立超LSIシステムズ社製

Solution Engine （MS7750SE01）

②リファレンスOS：

日立超LSIシステムズ社製

MS7750HAE02 （μ ITRON4.0仕様）

リファレンスハードウェアとリファレンスOSを総称

して，本稿ではリファレンスプラットフォームと呼ぶ。

各ミドルウェアの実装を，1つのリファレンスプラット

フォーム上にて行うことで，ミドルウェアのインタ

フェースを共通化することができる。

ミドルウェアのソースコードを入手した後（新規開発の

場合を除く），リファレンスプラットフォーム上へミドル

ウェアの実装を開始する。

TCP/UDP/IPとのインタフェースは，可能な限り標準

的に用いられているソケットインタフェースに準拠した。

ファイルシステムへのアクセスはANSI C準拠のインタ

フェースを用いることで，他システムへの移植性を高め

ている。ITRONのサービスコールはμITRON4.0にて定

義されているスタンダードプロファイル指定のものだけ

を使用し，各社のμITRON OS間で高い互換性を確保し

ている。

ITRONはUNIXなどのOSに比べ，組み込み用途にい

くつかの機能が簡素化されている。簡素な機能でも複雑

なアプリケーションに利用できるよう，標準ミドルウェア

の実装において，次の事項について十分な検討を行った。

（1）関数のリエントラント性の考慮

ANSI Cにて定義されている関数の中には非リエン

トラント関数が多く含まれており，各タスク間でメ

モリを共有するITRON（最近，メモリを共有しない

ITRONの仕様が定義されつつある）ではこれらの関

数を不用意に使用することはトラブルの要因となる。

（2）動的なメモリの割り当ての考慮

プロセスモデルのOSでは，該当のプロセスが終了

したとき使用していたメモリ全て開放されるため，

フラグメントについて検討しないアプリケーション

が多い。しかし，ITRONの場合タスク間でメモリ空

間を共有する上，多くの場合タスクの起動停止とメ

図1　開発手順

独自方式�

購入方式�

移植方式�

メリット� デメリット�

・ライセンスが不要�
・組み込み向けに設計ができる�
　�
�

・バージョンアップ対応などは移植元の情報を参考にできる�
�
�
�
・メーカサポートを受けることができる�
・組み込み向け実装になっている�
・開発期間を短縮できる�

・仕様の十分な理解が不可欠であり実装までに時間がかかる�
・検証に工数が多くかかる�
�
・ライセンス条項の変更により製品出荷に影響が出ること
がある�

・組み込み向け実装になっていないことが多く，チューニ
ングに多くの工数がかかる　�

　　�
・ライセンス料が発生する�
・機種やプロジェクト限定でしか使えない場合がある�

表1　各実装方式のメリット・デメリット

ソース選択／入手�

リファレンスプラット�
フォーム上で実装／検証�

製品への実装／検証�

保守�

情報共有�
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モリの取得・開放は無関係である。このため，動的

に割り当てるメモリ空間のフラグメント化には十分

注意が必要である。

標準ミドルウェアにおいては，動的なメモリ割り当

ては可能な限り行わないようにした。動的メモリ割

り当てを使わざるをえない場合には，OSが提供する

サービスコールを直接使用せず，独自にメモリ管理

システムを実装した。これによってフラグメントだ

けでなくメモリリークなど，メモリに関するトラブ

ルが発生しないような仕組みを取り入れている。

リファレンスプラットフォーム上にて実装が完了した

時点で，内部検証を行う。検証用のアプリケーションを

作成し，実装したミドルウェアが正常に動作するかどう

か，異常処理が正しく行われるかどうか確認を行う。

2.3 製品への実装・検証

内部検証が完了した時点でソースコードおよび関連ド

キュメントを発行する。製品担当者は発行資料を参考に，

本ミドルウェアを製品に組み込む。

異なったプラットフォーム間で広く適用可能にするた

めに，図2のような構成で，インタフェースを定義した。

図中の網掛け部が，標準ミドルウェア群とその検証に必

要なアプリケーションである。

TCP/IPやファイルシステムを使ったアプリケーショ

ンを持つ製品では，下位レイヤ（TCP/IPやファイルシス

テム）のインタフェースが既に決まっていて，搭載機器毎

にそのインタフェースが異なる可能性が高い。このため，

標準ミドルウェアが要求する外部インタフェースと，製

品に用いられている下位システムとのインタフェースを

変換するための層（ラッパー）を，製品毎に製品開発者が

用意する必要がある。

図2のように共通インタフェースを定め，標準ミドル

ウェアを製品に組み込む作業を次のように標準化した。

・標準ミドルウェアを利用したアプリケーションの作成

（Webの場合はCGIなど）（図2-①）

・標準ミドルウェアを呼び出すレイヤの作成（アプリケー

ションが標準ミドルウェアの要求する外部インタ

フェースに準拠した実装である場合は不要）（図2-②）

・標準ミドルウェアがコールする下位レイヤとのインタ

フェースの作成（図2-③）

2.4 保守

製品搭載後は，保守のフェーズに入る。

保守フェーズに入った標準ミドルウェアでは，性能改

善，トラブル対応などの情報をITプロジェクトセンター

に集約することでノウハウの共有を図っている。

3. 開発した標準ミドルウェア

表2に，開発・管理している標準ミドルウェアとその

実装方式を示す。実装の形態は2.1に示した選択基準を基

に決定した。また，通信規約には分類されないが，ITRON

向けScript Engineの実装も行っている。

上記ミドルウェアの中で，TCP/UDP/IPおよびPPPに

ついては，そのプロトコルの性質上，下位レイヤに依存

する部分が多い。下位レイヤのインタフェースが異なる

製品に実装する場合，大きな変更を行わなくてはならな

いことがある。一方，その他の標準ミドルウェアについ

ては，汎用的に適用できるような構成をとっているため，

製品に搭載する場合は大きな変更なく利用できる。

表3に，代表的な標準ミドルウェアの仕様（抜粋）を示す。

検証用アプリケーション�

ネットワークミドルウェア�

リファレンス�
TCP/IP

リファレンス�
ファイルシステム�

リファレンスITRON

リファレンスハードウェア�

搭載機器ITRON

搭載機器ハードウェア�

搭載機器�
TCP/IP

搭載機器�
ファイルシステム�

搭載機器アプリケーション�

ネットワークミドルウェア�

標準インタフェース規定�

標準インタフェース規定�

リファレンス�
TCP/IP・ファイル�
システム用ラッパー�

搭載機器�
TCP/IP・ファイル�
システム用ラッパー�

（担当：製品開発部署）�

①�

②�

③�

図2　標準ミドルウェアの実装および検証環境
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4. 搭　載　実　績

本ミドルウェアの搭載実績として，HTTP（Web）サー

バについて例示する。

HTTPサーバは，当社機器に広く採用され，現在以下

の製品に搭載されている（2002年 10月現在）。

・ディジタルオシロスコープ

（DL750, DL1600シリーズ）

・ペーパレスレコーダ

（DX100/200, CX1000/2000, MV100/200）

・FA-M3イーサーネットインタフェースモジュール

（F3LE11-0T）

また，HTTPサーバ実装の場合，本ミドルウェアを利

用して搭載したことによる工数の削減効果は，以下の通

りである。

・HTTPサーバコンポーネント実装検証工数：5人月

・本ミドルウェアを各製品に搭載するために必要な工数

（標準インタフェースの実装検証工数）：0.5人月

機器毎にHTTPサーバを実装した場合，それぞれ5人

月相当の工数が必要となると予測される。標準ミドル

ウェアを導入することにより，ミドルウェア部分の実装

および検証作業を省くことができるため，開発工数は規

定されたインタフェース部分のみの開発・検証工数であ

る0.5人月になると予測される。この結果，HTTPサーバ

を製品に搭載する場合，標準ミドルウェアを採用するこ

とでその開発工数は，A;1程度と大幅に短縮できると予測

される。

5. お　わ　り　に

本稿で示した ITRON向けネットワークミドルウェア

は，当社の計測・制御関連機器を中心に搭載が進んでお

り，ITRONにて動作するソフトウェア部品として再利用

されている。また当初目標としていた情報共有化の仕組

みを整備し，より早くより高品質なミドルウェアが提供

できるようになった。
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* Solution Engineは，日立超LSIシステムズ（株），Windows, Windows

CEは，マイクロソフト（株）の登録商標です。その他，本文中の製

品名，名称は，各社の商標または登録商標です。

独自方式�

購入方式�

移植方式�

WebDAVサーバ�
SMTPクライアント�
POP3クライアント�
SNMPv1エージェント�
SNTPクライアント�
PPP�
�
TCP/UDP/IP�
SMB/CIFSサーバ/クライアント�
Script Engine�
�
HTTPサーバ�

Telnetサーバ�
FTPサーバ�
FTPクライアント�
DNSリゾルバ�
DHCPクライアント�
LPRクライアント�

HTTPサーバ�

SNMPv1�
エージェント�

SMTP/POP3�
クライアント�

・HTTP/1.0準拠�
・実装ステップ数：約2 ｋステップ�
・必要RAMサイズ：15 kB（推奨設定の場合）�
・認証機能，CGI実行機能搭載�
�
・実装ステップ数：約3 kステップ（SMTP, POPの合計）�
・必要RAMサイズ：2 kB（SMTP, POPの合計）�
・MIME対応�
・漢字コード変換機能搭載�
�
・実装ステップ数：約2 kステップ�
・必要RAMサイズ：6 kB（最小構成の場合）�
・MIBⅡ対応（System, SNMPグループMIBのみ標
準で対応）�
・拡張MIBの登録可能   

表3　標準ミドルウェアの仕様（抜粋）表2　標準ミドルウェアとその実装方式


