INtime を利⽤した磁気カードリーダ式⼊退場管理システム構築例
１．概要
磁気カードを利⽤した⼊退場管理システム（図１．１）は、インテリジェント機能を持った磁気カードリーダと制御コントローラ（マイコン）で⼊退場の判定、
制御を⾏います。また、⼊退場の許可情報並びに⼊退場の実績履歴情報等は、制御コントローラ（マイコン）と接続した管理 PC 上で管理されています。機器間
のインターフェースは、通信プロトコルを⽤いて⾏っています。
本書では、⼊退場管理システムを INtime 搭載 PC で構築する例を記載します。（図１．２）

図１．１

制御コントローラを利⽤したシステム構成例

図１．２

INtime を利⽤したシステム構成例

２．構成比較
制御コントローラ（マイコン）を利⽤したシステム構成と INtime を利⽤したシステム構成において、各デバイスにおける機能分担を表２に記載します。
システム

デバイス

機能

制御コントローラ利⽤

インテリジェント

①磁気カード情報読込み機能

システム構成時

磁気カードリーダ

②カード情報生成機能

制御コントローラ

①カード情報合否判定機能

（マイコン）

②電気錠制御機能
③LED ランプ制御機能
④実績情報通知機能

管理 PC

①実績情報格納機能
②実績情報参照機能
③⼊退場許可カード情報管理機能

INtime 利⽤

制御管理 PC

INtime 側

①磁気カード情報読込み機能

システム構成時

②カード情報生成機能
③電気錠制御機能
④LED ランプ制御機能
⑤実績情報通知機能
Windows 側

①カード情報合否判定機能
②実績情報格納機能
③実績情報参照機能
④⼊退場許可カード情報管理機能
表２

システム構成比較

３．システム構成
図３に INtime を利⽤したシステム構成を記載します。
本システムでは、外部デバイスとインターフェースする⼊出⼒信号の点数が少ない為、LPT ポートを利⽤します。

図３

システム構成図

システム構成図を元にした処理の流れ
①磁気カードリーダに磁気カード挿⼊することでカード読込処理が起動（LPT ポートの割込みでデータ取得）
②読込んだ【カード情報】を状態管理処理が待つメールボックス③へメール送信
③状態管理処理が待つメールボックスにメールが届くと、送られてきた情報を元に各動作を⾏う
【カード情報】受信時

：カード照合を⾏う為、画⾯制御処理が待つメールボックス④にメール送信

【カード照合結果】受信時

：カード照合結果 OK 時、電気錠を解錠する為、電気錠制御処理が待つメールボックス⑦にメール送信
：カード照合結果表⽰を⾏う為、画⾯制御処理が待つメールボックス④にメール送信

【ドア状態】受信時

：ドア状態表⽰を⾏う為、画⾯制御処理が待つメールボックス④にメール送信

【電気錠制御結果】受信時

：電気錠の通過結果を実績保存する為、画⾯制御処理が待つメールボックス④にメール送信

④画⾯制御処理が待つメールボックスにメールが届くと、送られてきた情報を元に各動作を⾏う
【カード情報】受信時

：カード情報を元に⑤カード照合処理を実⾏

【ドア状態】受信時

：ドア状態を表す変数に状態を保存し、表⽰画⾯の更新を⾏う

【電気錠制御結果】受信時

：電気錠の通過結果を実績保存する為、MDB に情報保存

⑤カード照合を⾏う。データベース（カード照合 MDB）に登録されているか SQL ⽂で検索し、結果を呼び元に返す
⑥【カード照合結果】を状態管理処理が待つメールボックス③へメール送信
⑦電気錠制御処理が待つメールボックスにメールが届くと、要求に応じた電気錠の施錠、解錠動作を⾏う。
【電気錠制御結果】を状態管理処理が待つメールボックス③へメール送信
⑧状態管理処理内で状態を判断し、LED の出⼒（READY/OK/NG）制御を⾏う
⑨カード照合結果、ドア状態をモニタ画⾯に表⽰

４．ハードウェア情報
INtime を利⽤したシステムで利⽤する外部デバイス情報となります。

４．１

磁気カードリーダ情報

メーカー

NEC トーキン㈱

カードデータ種

JIS-Ⅱ型

詳細

記録密度：210BPI

電源

DC５V

詳細

DC３〜５V

PinNo

信号名称

信号内容

１

RDD

読出データ

２

RCP

データサンプリング⽤パルス

３

CLS

カード⾛⾏信号

４

Vcc

電源電圧

５

GND

グランド

インターフェース

４．２

型式

MCS-1303P-1
ビット構成：8BIT/キャラクタ

電気錠情報

メーカー

ー

電源

DC 24V

インターフェース

型式

ー

詳細

ー

I/O

信号名称

信号内容

IN

SOL

OUT

MSW1

扉開閉信号（マイクロスイッチ）※２

OUT

MSW2

扉施錠信号（マイクロスイッチ）※２

解錠動作（ソレノイド）※１

※１：⼊⼒信号は、4.8V 以上で ON、0V 以下で OFF となります。
※２：出⼒信号は、3.3V 以上で ON、0V 以下で OFF となります。

データ量：72 キャラクタ

４．３

LPT ポート情報

本システムでは、LPT ポートを利⽤します。LPT ポートのピン番号に対応する情報となります。
ピン番号

信号名

I/O

Add

Bit

割付信号

内容

1

nStrobe

ー

0x37A

0

未使⽤

2

Data 0

O

0x378

0

施錠指令(ON：解錠

3

Data 1

O

0x378

1

READY 点灯指令(ON：点灯

4

Data 2

O

0x378

2

OK 点灯指令(ON：点灯

OFF：消灯)

OK ランプを点灯する場合に ON

5

Data 3

O

0x378

3

NG 点灯指令(ON：点灯

OFF：消灯)

NG ランプを点灯する場合に ON

6

Data 4

ー

0x378

4

未使⽤

7

Data 5

ー

0x378

5

未使⽤

8

Data 6

ー

0x378

6

未使⽤

9

Data 7

ー

0x378

7

未使⽤

10

nAck

I

0x379

6

RCP サンプリングパルス

11

Busy

ー

0x379

7

未使⽤

12

PE

I

0x379

5

13

nSelect

I

0x379

14

nAuto LF

ー

15

nERROR

16
17

OFF：施錠)
OFF：消灯)

電気錠を解錠する場合に ON

信号名称

SOL

READY ランプを点灯する場合に ON

カードリーダがカード情報１ビット分取得時に OFF

RCP

RDD カード情報パルスデータ

カードリーダが取得した１ビット分のカード情報

RDD

4

ドア開閉(ON：開状態)

ドアの開閉状態情報（ON:開状態）

0x37A

１

未使⽤

I

0x379

3

CLS カード通過中信号(LOW：通過中)

nInit

ー

0x37A

2

未使⽤

nSelectIN

ー

0x37A

3

未使⽤

18-24

Ground

ー

未使⽤

25

Ground

ー

GND アース

カードリーダに対し、カード通過中の間 OFF

MSW1

CLS

５．INtime を利⽤したシステムのソフトウェア構成
INtime を利⽤したシステムのソフトウェア構成は、図５となります。各スレッドは、⾃⾝に要求を受け付けるメールボックスがあり、メールボックスに要求を受
信すると要求に対応した処理を⾏います。
磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ

コンソール
画面
カード登録
画面

電気錠

MDB
編集

ｶｰﾄﾞ情報
TBL

カード
照合処理

読込み

②カードリーダ
読込ハンドラ

施錠/解錠出力
ドア開閉
状態取得

施錠/解錠状態取得

照合要求
入退場
履歴画面

参照

履歴記録
処理

入退場
履歴TBL

実績情報
書込み
ドア開閉
履歴画面

参照

モニタ
画面

参照

③カードリーダ
読込スレッド

④電気錠制御
スレッド

照合結果
M

ﾄﾞｱ開閉
履歴TBL

状態
情報

⑤ドア監視
スレッド

カタログ名
”KanriMail”
更新
⑥画⾯制御
ｽﾚｯﾄﾞ

M
カタログ名
”WinMail”

画面遷移、処理要求

①管理
ｽﾚｯﾄﾞ

M

LEDランプ出力
READY
OK
NG

図５

ソフトウェア構成図

M メールボックス

５．１

INtime 側構成

INtime 側で動作するアプリケーションは、システムの管理及び H/W に関わる制御機能となります。スレッド単位の機能は、以下となります。
No

スレッド名

要求（起動）元

要求（応答）先

動作内容

①

管理スレッド

③ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ読込スレッド

⑥画⾯制御スレッド

読取ったカード情報の合否判定要求を発⾏

⑥画⾯制御スレッド

④電気錠制御スレッド

合否判定結果を元に解錠/施錠要求通知

④電気錠制御スレッド

⑥画⾯制御スレッド

解錠／施錠動作時の通過結果を通知

⑤ドア監視スレッド

⑥画⾯制御スレッド

ドア状態変化時に通知

H/W（磁気カードリーダ）

③カードリーダ読込スレッド

RCP サンプリングパルス及び CLS カード通過中信号を割込

②

カードリーダ読込
ハンドラ

信号として監視し、割込発生時に RDP カード情報パルスデー
タをメモリに格納後、カードリーダ読込スレッドに通知

③

カードリーダ読込

②カードリーダ読込ハンドラ

①管理スレッド

スレッド
④

⑤

電気錠制御スレッド

ドア監視スレッド

CLS カード通過中信号を判定し、カード通過完了でカード情
報を組⽴後、カード情報とカード情報組⽴て結果を通知

①管理スレッド

定周期起動（100ms）

H/W(電気錠)

電気錠の解錠／施錠動作

①管理スレッド

解錠／施錠動作時の通過結果を通知

①管理スレッド

定周期でドアの開閉状態を監視し、変化検出で通知

５．２

Windows 側構成

Windows 側で動作するアプリケーションは、主にコンソール表⽰機能（状態表⽰⽤モニタ画⾯、各履歴表⽰画⾯）
、MDB(データベース)に登録された⼊退場許可
情報を基にした判定機能、履歴情報格納機能があります。これらの機能は、画⾯制御スレッドが制御して実⾏されます。
No

スレッド名/機能

要求（起動）元

要求（応答）先

動作内容

⑥

画⾯制御スレッド

①管理スレッド

状態情報（テーブル）

画⾯表⽰⽤の状態情報テーブルに最新情報を格納

(INtime 側)

（カード情報、ドアの開閉状態及び電気錠の解錠/施錠状態の更新）
カード照合処理

通知されたカード情報が MDB に登録されている許可されたカード情報
か照合処理を実⾏（SQL）し、照合結果を①管理スレッドに通知

履歴記録処理

MDB 内にある⼊退場履歴テーブル及びドア開閉履歴テーブルに対し、
実績情報書込み

ー

コンソール画⾯

モニタ画⾯

①管理スレッド(INtime 側)

モニタ画⾯から電気錠の強制解錠/施錠要求通知

カード登録画⾯

MDB

MDB 内にあるカード情報テーブルの参照、編集

⼊退場履歴画⾯

MDB

MDB 内にある⼊退場履歴テーブルの参照、表⽰

ドア開閉履歴画⾯

MDB

MDB 内にあるドア開閉履歴テーブルの参照、表⽰

モニタ画⾯

状態表⽰テーブル

状態表⽰テーブルの参照、表⽰

５．３

スレッド間通信

INtime 側及び Windows 側ともスレッド間のデータ授受は、１２８バイトまでのデータを直接扱えるデータ型メールボックスを利⽤して⾏います。
送受信するデータは、以下構造体の形式で渡され、下記のコマンドに処理コマンドデータが格納されます。
No

変数名

型

配列数

内容

1

lMachineNo

long

ー

機器No

2

lDetailNo

long

ー

画⾯No（100:INtime側からの要求

3

lCommand

その他:Windows側の画⾯からの要求）

コマンド
long

ー

4

lYobi

long

ー

5

cData

BYTE

112

５．４

（通常は０のみ）

100：扉開閉状態イベント

101：カード照合イベント

102：実績保存イベント

103：受付可・不可イベント

104：強制解錠コマンド

105：強制施錠コマンド

106：通過結果コマンド

200：解錠要求コマンド

500：カード情報割込みコマンド

予備
データ（内容は、カード情報、電気錠開閉要求等コマンドによる）

INtime／Windows 間について

INtime 側と Windows 側とのインターフェースを⾏うメールボックスは、生成時のハンドルを INtime のルートプロセスに任意のカタログ名でカタログを⾏いま
す。参照側は、ルートプロセスにカタログしたカタログ名でルックアップすることで、メールボックスのハンドルが取得できます。
カタログ名(最大１２⽂字)
"KanriMail"

INtime 側管理スレッドが待つメールボックスハンドルカタログ名

"WinMail"

Windows 側画⾯制御スレッドが待つメールボックスハンドルカタログ名

５．５

アプリケーションの起動

本システムは、INtime 側のアプリケーションと Windows 側のアプリケーションが存在し、両アプリケーションが起動することでシステムが成り⽴ちます。
アプリケーションの起動方法は多種多様ですが、本システムでは INtime 側は INtime Auto Load（図５．５．１）、Windows 側は Windows のスタートアップ
（図５．５．２）に登録して起動する方式をとります。また、アプリケーションの起動に関して INtime と Windows の同期が取れない為、アプリケーション内
での同期処理が実装されています。
INtime 側アプリケーション

：EntMng.RTA

図５．５．１ INtime AutoLoad 画⾯
※INtime のカーネルは⾃動起動にしています。

Windows 側アプリケーション

：DoorCtrl.EXE

図５．５．２ スタートアップ画⾯

６．システムのソフトウェア詳細
６．１

管理スレッド【INtime 側】
管理スレッドは、⾃⾝の待つメールボックスに他スレッドから送信された要求通知を待ちます。
要求通知受信時、現在の動作ステータスと受信データ内にある要求コマンドにより、該当処理を⾏います。
その際、該当処理を⾏うスレッドの待つメールボックスに要求を発⾏します。

動作ステータス
待機中

要求コマンド

動作内容

カード読込

READYランプ消灯、判定前のカード情報取得が正常なら①、異常なら②へ
①Windows側カード照合スレッドに通知し動作ステータス「照合中」
②動作ステータスは「待機中」のままとし、NGランプ点滅後、Windows側履歴記録スレッドにNG実績を通知後、READYランプ点灯

強制解錠
照合中

カード照合

電気錠制御スレッドに強制解錠コマンドを通知後、動作ステータスを「強制解錠中」し、READYランプ消灯
Windows側からカード照合応答を受信時、OK判定なら①、NG判定なら②へ
①OKランプを点灯し、動作ステータス「通過中」
②動作ステータスを「待機中」とし、NGランプ点滅後、Windows側履歴記録スレッドにNG実績を通知後、READYランプ点灯

通過中

通過完了

電気錠監視スレッドから通過完了なら動作ステータスを「待機中」、Windows側履歴記録スレッドに動作実績を通知後、READYランプ点灯

強制解錠中

強制施錠

電気錠制御スレッドに強制施錠コマンドを通知後、動作ステータスを「待機中」し、READYランプ点灯

常時

ドア状態

Windows側画⾯制御スレッドにドア状態更新を通知

管理スレッドの待つメールボックスは、Windows 側からの通知も
受けるため、カタログ処理を⾏います。カタログ処理を⾏う前に
アンカタログ処理を⾏っていますが、再起動等により、カタログ
名が残っている可能性がある為、削除を⾏います。
また、メインスレッドに対し、セマフォのリリースと受信待ちを
⾏っていますが、これは他スレッドと同期を取りながら開始する
為の手法です。

６．２

カードリーダ読込ハンドラ・スレッド【INtime 側】
カードリーダ読込ハンドラ・スレッドは、磁気カードリーダの読込みで起動する割込ハンドラ及び割込スレ
ッドとなります。LPT ポートを利⽤して磁気カードリーダの情報を取得します。
カード情報取得後、管理スレッドの待つメールボックスに通知します。

カードリーダ読込（割込）ハンドラ例
__INTERRUPT void Int1Handler( void )
{
__INTERRUPT_PROLOG();
// 割込みハンドラ開始

カードリーダ読込（割込）スレッド例
void Int1Thread(void)
{
if (!SetRtInterruptHandler(IRQ7_LEVEL, 1, Int1Handler))
Fail("Cannot set interrupt task for IRQ7");

EnterRtInterrupt(IRQ7_LEVEL);

// LPT割込許可、受信バッファの初期化処理等
bData[受信データ数] = inbyte( LPT );
受信データ数++;

while (1){
// 割込ハンドラからのイベント待ち
bStatus = WaitForRtInterrupt( IRQ7_LEVEL, 100);
if (bStatus == TRUE){
// 割込有
割込フラグ = 1;
continue;
}

// 割込スレッドにシグナル
SignalRtInterruptThread(IRQ7_LEVEL);
__INTERRUPT_RETURN();

// 割込みハンドラ終了

}

// 割込フラグが立ち、かつ受信データあるか？
if ((割込フラグ == 1) && (受信データ数 > 0)){
//カード通過完了確認(CLS信号がLOW)
if ((inbyte( LPT ) & CLS) == LOW){
//カード情報成型処理
//受付可なら管理スレッドにカード情報送信
//受信バッファ等初期化
}
}

※LPT ポートの割込みは、IRQ７、ベースアドレスは、０ｘ３７９となります。
※画⾯はサンプルの為、実際のコードとは異なります。
}
}

INtime アプリケーションの動作トレース機能 INScope を利⽤し、磁気カードリーダに磁気カード挿⼊時の動作状態となります。（図６．２）

404ms

704回の程度の割込みが発生しています。

割込みハンドラに該当する箇所です。
割込みスレッドに該当する箇所です。

51ns

図６．２

磁気カード挿⼊時の割込み動作トレース

INScope を利⽤することにより、カードリーダ読込（割込み）ハンドラとカードリーダ読込（割込み）スレッドが連続して動作していることがわかります。
このように、各スレッドの動作状況を確認することが可能です。

６．３

電気錠制御スレッド【INtime 側】
電気錠制御スレッドは、⾃⾝の待つメールボックスに管理スレッドから送信された要求を待ちます。
要求受信時、受信データ内にある要求コマンドにより、該当処理を⾏います。
該当処理完了後、管理スレッドに実⾏結果を通知します。
※解錠コマンドは、カード情報の可否判定にて OK 判定となった場合の動作となります。

要求コマンド
解錠

動作内容
電気錠の解錠を実⾏し、以下の動作を⾏う。
①ドア開状態になるのを最大１０秒待ち、開状態になれば②、閉状態のままなら実⾏結果を未通過異常とし④へ
②ドア閉状態になるのを最大１０秒待ち、閉状態になれば電気錠の施錠を⾏う。但し、１０秒以上閉状態にならない場合で施錠を⾏う。
③実⾏結果を正常通過とする。
④実⾏結果を管理スレッドに通知する。

強制解錠

強制解錠を実⾏

強制施錠

強制施錠を実⾏

６．４

ドアの状態監視スレッド【INtime 側】
ドア監視スレッドは、ドアの状態を定周期（100ms）で監視しています。取得した状態と前回の状態が
異なれば、管理スレッドに状態情報を通知します。

ドア監視スレッド例
void DoorCheckThread(void)
{
while (1){
//最大1秒待つ
for( カウンタ = 0; カウンタ < 10; カウンタ++ ){
最新状態 = (inbyte( LPT ) & DOORSTATUS);
if ( 最新状態 != 前回状態){
前回状態 = 最新状態;
break;
}
RtSleep(100);
//0.1秒に1回扉状態をチェック
}
//管理スレッドにドアの状態送信
}
}

１００ｍｓ周期でドアの状態を取得し、前回の状態と比較しています。
変化があれば、即座に管理スレッドに状態を通知します。
また、１秒間状態変化が無い場合にも、管理スレッドに状態を通知します。

６．５

画⾯制御機能【Windows 側】
画⾯制御機能は Windows 側で動作し、INtime 側から要求された処理並びに MDB に登録されたカ

構成

M

更新

⑥画⾯制御
ｽﾚｯﾄﾞ
通知

参照

書込

M
書込

ｶｰﾄﾞ情報
TBL

入退場
履歴TBL

ﾄﾞｱ開閉
履歴TBL

ード情報、蓄積された実績情報等の参照等の機能を有します。
画⾯制御スレッドは、INtime 側から Windows 側に対する処理要求を待つメールボックスで待機
します。INtime 側管理スレッドからの要求受信時、処理コマンドに対応する処理並びに結果情報
等をモニタ画⾯に表⽰します。また、モニタ画⾯から電気錠を強制的に解錠／施錠をする場合、
INtime 側の管理スレッドが待つメールボックスに対し要求を発⾏することで実⾏されます。

MDB

機能
カード判定機能

内容
INtime側から通知されたカード情報を元に、カード情報TBL（MDB）に登録されているかSQLを発⾏して確認します。
判定結果をINtime側に通知すると共にコンソール画⾯表⽰⽤情報も生成し、表⽰します。
また、モニタ画⾯以外にカード情報TBL（MDB）の編集可能なコンソール画⾯があります。

⼊退場履歴保存機能

INtime側から通知された⼊退場履歴情報を⼊退場履歴TBL（MDB）に追記します。
また、モニタ画⾯以外に⼊退場履歴TBL（MDB）の参照可能なコンソール画⾯があります。

ドア開閉履歴保存機能

INtime側から通知されたドア開閉履歴情報をドア開閉履歴TBL（MDB）に追記します。
また、モニタ画⾯以外にドア開閉履歴TBL（MDB）の参照可能なコンソール画⾯があります。

※コンソール画⾯、MDB に対する処理は割愛します。

Windows 側から INtime 側メールボックスハンドル取得例
INtime 側のアプリケーションがルートプロセスにカタログしたメールボックスハンドルを取得する⼀例となります。
Windows 側アプリケーションから INtime 側のアプリケーシ
ョンとのインターフェースを⾏う為には、いくつかの手順が必
要です。
①接続先ロケーションハンドルの取得
②ロケーションハンドルからルートプロセスハンドル取得
③ルートプロセスにカタログされた該当メールボックスハンド
ルの取得
取得したメールボックスハンドルを利⽤することにより、
INtime 側のメールボックスに対して要求が発⾏可能となりま
す。

７．INtime 側サンプルコード
７．1 定数等宣言
INtime側で動作するアプリケーションの定数、変数の宣言です。EntMng.Hファイルに追加定義します。
RTHANDLE

hInit;

// 同期開始準備完了セマフォハンドル

RTHANDLE

hStart;

// 同期開始セマフォ

#define

KANRI_CATALOG

"KanriMail"

// INtime 側 MBOX カタログ名

#define

LPT

0x379

//プリンタポートアドレス

#define

CLS

0x08

//CLS の Bit

#define

RDD

0x20

//RDD の Bit

#define

DOORSTATUS

0x10

//扉開閉状態

#define

PRY

0x80

//先頭 Bit
//LOW 状態

// グローバル定数

#define

LOW

0x00

#define
#define
#define
#define

OK
NG
OPEN
CLOSE

0
-1
1
0

#define

LED_OK

0x04

// OK ランプ出⼒

#define

LED_NG

0x08

// NG ランプ出⼒

#define

LED_READY

0x02

// READY ランプ出⼒

#define

WAIT_STATUS

1

// 待機状態

#define

SHOUGOU_STATUS

2

// 照合状態

#define

TUKACHU_STATUS

3

// 通過中状態

#define

KYOUSEIKAIJYO_STATUS

4

// 強制解錠中状態

// 状態

// 共通メッセージ番号
#define

CMD_DOOR_STATUS

100

//扉開閉状態イベント

#define

CMD_CARD_SHOUGOU

101

//カード照合イベント

#define

CMD_JISSEKI_WRITE

102

//実績保存イベント

#define

CMD_UKETUKE_STATUS

103

//受付可・不可イベント

#define

CMD_KYOUSEI_KAIJYO

104

//強制解錠コマンド

#define

CMD_KYOUSEI_SEJYO

105

//強制施錠コマンド

#define

CMD_TUKA_KEKA

106

//通過結果コマンド

#define

CMD_DOOR_LOCK

200

//解錠要求

#define

CMD_CARD_WARIKOMI

500

//割り込み

#define

PARITY_NG

100

//パリティチェックエラー

#define

CARD_START_NG

101

//カードデータに最初の FF がない

#define

CARD_END_NG

102

//カードデータに最後の FF がない

#define

CARD_BCC_NG

103

//カードデータに BCC が書込まれていない

#define

BCC_NG

104

//BCC コードチェックエラー

#define

SHOUGOU_ERR

200

//照合エラー

#define

DOOR_NOTOPEN

300

//解錠したが扉開けてない

#define

SEND_FAIL

900

//送信失敗

#define

MAX

2150

// 読込み Bit 情報格納最大数

#define

CARD_MAX

72

// 磁気カードデータ最大数

// ErrorCode

long

glDataCount;

//カードデータ配列⽤

long

lClsFlg;

// CLS カード挿⼊中状態フラグ

// データ格納変数
DWORD

dwStatus;

BYTE

bData[MAX];

//カード生データ

BYTE

bWorkData[MAX];

//ワーク⽤

BYTE

bCardData[CARD_MAX];

//成型したカードデータ

//

共通メッセージフォーマット

typedef struct tagMsgCmnFrmt

// メッセージ共通の構造体宣言

{
long

lMachineNo;

//機器 No

long

lDetailNo;

//画⾯ No

long

lCommand;

//コマンド

long

lYobi;

//予備

BYTE

cData[112];

//データ

}MESSAGE_COMMON_FORMAT;

※共通メッセージ番号、共通メッセージフォーマットは、Windows 側でも利⽤します。

７．２

メインスレッド

本スレッドは、INtimeアプリケーションの起動時、最初に呼ばれるスレッドです。本スレッドは、アプリケーション内で動作する各スレッドが利⽤するメールボ
ックス、セマフォ等のオブジェクト並びにスレッドの生成を⾏います。
// 同期⽤オブジェクトの生成
hInit = CreateRtSemaphore( 0, 3, FIFO_QUEUING);
hStart = CreateRtSemaphore( 0, 3, FIFO_QUEUING);
// スレッドを生成します
strInit.hThreadDoorLock = CreateRtThread(170, ThreadDoorLock, 4096, 0);

// 電気錠制御スレッド

strInit.hThreadDoorStatus = CreateRtThread(170, ThreadDoorStatus, 4096, 0);

// ドア監視スレッド

strInit.hThreadManager = CreateRtThread(170, ThreadManager, 4096, 0);

// 管理スレッド

WaitForRtSemaphore(hInit, 3, WAIT_FOREVER);

// ３スレッド初期化完了待ち

ReleaseRtSemaphore(hStart,3);

// ３スレッドに同期スタート要求

// カードリーダ読込みスレッド（割り込みスレッド、ハンドラ）を生成します
if (!InterruptHndlr1Init()){
Fail("Cannot initialize interrupt IRQ7");

// 生成失敗エラー

強制終了

}

メインスレッド内で、本プロセスのハンドルをルートプロセスにカタログする処理後に、追加します。このコードを追加することで、各スレッドの生成並びに同
期した開始が可能となります。
※メインスレッドが記述されるファイルの宣言部に、各スレッドの宣言が必要です。また、strInit 内にも各スレッドを生成したハンドル値を格納する変数を追加
します。
※生成等に関するエラー判定処理は、本来必要となりますが、本サンプルでは割愛します。

７．３

管理スレッド

本スレッドは、INtimeアプリケーションのメインスレッドから生成されます。
ファイル名：Management.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <rt.h>
#include "EntMng.h"
RTHANDLE
extern
extern
#define

hKanriMail
RTHANDLE
RTHANDLE
NO_SET

= BAD_RTHANDLE;
hCardControl;
hDoorLock;
0x80000000

// Windows 側へ要求送信
void Win_Send( long loMNo, long loDNo, long loCmd, long loDt, void *voDt )
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT *lpCommMsg;
RTHANDLE
hdWMbox;
lpCommMsg = voDt;
lpCommMsg->lMachineNo = loMNo;
lpCommMsg->lDetailNo = loDNo;
lpCommMsg->lCommand = loCmd;
if( loDt != NO_SET) lpCommMsg->lYobi = loDt;
// Windows 側 MBOX のハンドル取得
hdWMbox = LookupRtHandle( hRootProcess, "WinMail", 0 );
if( MAILBOX_TYPE != GetRtHandleType(hdWMbox)){
// Error
return;
}
// Windows 側へメール送信
if( TRUE != SendRtData( hdWMbox, voDt, sizeof(MESSAGE_COMMON_FORMAT))){
// Error
}
}
// 初期化
void knrInit()
{
outbyte( LPT - 1 , 0x00);
}

// LED 点灯
void LED_ON( BYTE bBit)
{
BYTE
bPort;
bPort = inbyte(LPT-1);
bPort = bPort | bBit;
outbyte( LPT-1 ,bPort );
}
// LED 消灯
void LED_OFF( BYTE bBit)
{
BYTE
bPort;
bPort = inbyte(LPT-1);
bPort = bPort ^ bBit;
outbyte( LPT-1 ,bPort );
}
// LED 点滅
void LED_ONOFF( BYTE bBit)
{
long lLoop;
for ( lLoop = 0; lLoop < 3; lLoop++){

//1 秒間に点灯→消灯を 3 回繰り返す

LED_ON( bBit);

//点灯する

RtSleep(150);

//0.15 秒待つ

LED_OFF( bBit );

//消灯する

RtSleep(150);

//0.15 秒待つ

}
}
// 磁気カードの受付可・不可を LED 出⼒
long KnrtoCardSendReceiveData(long lData)
{
//受付可・不可要求を受信
if (lData == 1){
LED_ON( LED_READY );

// LED:READY 点灯

LED_OFF( LED_READY );

// LED:READY 消灯

}
else{
}
return OK;
}

// 解錠要求を電気錠タスクへ送信
long KnrtoDoorSendReceiveData(long lRet,long lCommand)
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT lpstCommMsg;
memset( &lpstCommMsg, 0, sizeof( MESSAGE_COMMON_FORMAT ));

// バッファ初期化

lpstCommMsg.lMachineNo

= 0;

// 送信データ成型

lpstCommMsg.lDetailNo
lpstCommMsg.lCommand
lpstCommMsg.lYobi

= 100;
= lCommand;
= lRet;

if(GetRtHandleType(hDoorLock) != MAILBOX_TYPE){
return SEND_FAIL;
}
if (!SendRtData( hDoorLock, &lpstCommMsg, 128)){
return SEND_FAIL;
}
return OK;
}
// 受付可不可状態通知
void fnReadyInfoSnd( long loSts )
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT stCommMsg;
memset( &stCommMsg, 0, sizeof(stCommMsg));
Win_Send( 0, 100,CMD_UKETUKE_STATUS, loSts, &stCommMsg );

// Windows 側へ送信

}
// 強制解錠中処理
void KyouseikaijyoProcess(MESSAGE_COMMON_FORMAT *lpCommMsg)
{
if (lpCommMsg->lCommand == CMD_KYOUSEI_SEJYO){

// 強制施錠コマンドか？

dwStatus = WAIT_STATUS;

// 待機状態へ

KnrtoDoorSendReceiveData(0,CMD_KYOUSEI_SEJYO);

// 強制施錠要求

knrInit();

// 初期化処理

KnrtoCardSendReceiveData(1);

// 受付可にする

}
else if (lpCommMsg->lCommand == CMD_UKETUKE_STATUS){

//受付可・不可状態取得イベント時

// 受付可・不可状態取得せずに無条件で NG
fnReadyInfoSnd(0);
}
}

// Windows 側に受付可・不可状態を送信

// 待機中処理
void WaitProcess(MESSAGE_COMMON_FORMAT *lpCommMsg)
{
long lRet;
if( lpCommMsg->lCommand == CMD_CARD_WARIKOMI){

//カードデータ読み取りイベント時

KnrtoCardSendReceiveData(0);

// 受⼊れ不可要求

if (lpCommMsg->lYobi == OK){

// カードフォーマットチェック OK

dwStatus = SHOUGOU_STATUS;

// 照合状態へ

//カード照合要求
Win_Send( 0, 100 ,CMD_CARD_SHOUGOU, 0, lpCommMsg );
}
else{
dwStatus = WAIT_STATUS;

//待機状態へ

LED_ONOFF( LED_NG );

//LED

NG 点灯、消灯

//実績保存要求
Win_Send( 0, 100 ,CMD_JISSEKI_WRITE, NO_SET, lpCommMsg );
knrInit();

//初期化処理

KnrtoCardSendReceiveData(1);

//受付可にする

}
}
else if (lpCommMsg->lCommand == CMD_KYOUSEI_KAIJYO){
dwStatus = KYOUSEIKAIJYO_STATUS;

//強制解錠イベント時
//強制解錠状態へ

//電気錠へ送信
KnrtoDoorSendReceiveData(0,CMD_KYOUSEI_KAIJYO);
}
else if (lpCommMsg->lCommand == CMD_UKETUKE_STATUS){

}
}

//受付可・不可状態取得イベント時

lRet = (inbyte(LPT-1) & LED_READY);

//受付可・不可状態取得

fnReadyInfoSnd(lRet);

// Windows 側に受付可・不可状態を送信

// 照合中処理
void ShougouProcess(MESSAGE_COMMON_FORMAT *lpCommMsg)
{
long lRet;
if (lpCommMsg->lCommand == CMD_CARD_SHOUGOU){

// 照合結果イベント時

lRet = 0;

// 照合結果クリア

memcpy(&lRet,lpCommMsg->cData, sizeof(long));

// 照合結果セット

if (lRet == OK){

// 照合 OK 時

dwStatus = TUKACHU_STATUS;

// 通過中状態へ

LED_ON( LED_OK );

// OK 点灯

KnrtoDoorSendReceiveData(lRet,CMD_DOOR_LOCK);

// 解錠要求

}
// 照合 NG 時

else{
dwStatus = WAIT_STATUS;

// 待機状態へ

LED_ON( LED_NG );

// NG 点灯

// カード情報セット
memcpy( lpCommMsg->cData, bCardData, sizeof(bCardData));
//実績保存要求
Win_Send( 0, 100 ,CMD_JISSEKI_WRITE, SHOUGOU_ERR, lpCommMsg );
RtSleep(1000);
knrInit();

// 初期化処理

KnrtoCardSendReceiveData(1);

// 受付可にする

}
}
else if (lpCommMsg->lCommand == CMD_UKETUKE_STATUS){

//受付可・不可状態取得イベント時

//受付可・不可状態取得せずに無条件で NG
fnReadyInfoSnd(0);
}
}

// Windows 側に受付可・不可状態を送信

// 通過中処理
void TukachuProcess(MESSAGE_COMMON_FORMAT *lpCommMsg)
{
//通過完了通知か？
if (lpCommMsg->lCommand == CMD_TUKA_KEKA){
// 待機状態へ

dwStatus = WAIT_STATUS;
// 実績保存要求
Win_Send( 0, 100 ,CMD_JISSEKI_WRITE, NO_SET, lpCommMsg );
knrInit();

// 初期化処理

KnrtoCardSendReceiveData(1);

// 受付可にする

}
else if (lpCommMsg->lCommand == CMD_UKETUKE_STATUS){

//受付可・不可状態取得イベント時

//受付可・不可状態取得せずに無条件で NG
fnReadyInfoSnd(0);
}
}
//*********************************************************************************
// スレッド名 : ThreadManager
// 機

能 : 状態に応じた処理を⾏う管理スレッドとなります。

// 引

数 : なし

//*********************************************************************************
void
ThreadManager(void)
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT lpstCommonMsg;
WORD
woRtn;
// データ型メールボックス作成
hKanriMail = CreateRtMailbox( DATA_MAILBOX | FIFO_QUEUING );
if (hKanriMail == BAD_RTHANDLE){
Fail("Cannot create object mailbox hKanriMail");
}
//クリエイトしたハンドルをルートプロセスにカタログ
UncatalogRtHandle(hKanriMail,KANRI_CATALOG);
if(!Catalog(hRootProcess,hKanriMail,KANRI_CATALOG)){
Fail("Cannot Catalog object mailbox hKanriMail");
}

// Windows 側に受付可・不可状態を送信

ReleaseRtSemaphore(hInit,1);

// 初期化完了フラグ⽴てる

WaitForRtSemaphore(hStart,1,WAIT_FOREVER);

// スタート待ち

knrInit();

//初期化

dwStatus = WAIT_STATUS;

//状態を待機中にする

KnrtoCardSendReceiveData(1);

//受付可にする

while (1) {
// バッファ初期化
memset( &lpstCommonMsg, 0, sizeof( MESSAGE_COMMON_FORMAT ));
// 各スレッドからのイベントを受け付ける
woRtn = ReceiveRtData( hKanriMail, &lpstCommonMsg, WAIT_FOREVER);
if ( woRtn == 0 )

// 受信状態チェック

Fail("Receive from Data mailbox KanriMail failed");
switch(dwStatus){

// 状態遷移動作

case

// 待機中

WAIT_STATUS:
WaitProcess(&lpstCommonMsg);
break;

case

SHOUGOU_STATUS:

// 照合中

ShougouProcess(&lpstCommonMsg);
break;
case

TUKACHU_STATUS:

// 通過中

TukachuProcess(&lpstCommonMsg);
break;
case

KYOUSEIKAIJYO_STATUS:

// 強制解除中

KyouseikaijyoProcess(&lpstCommonMsg);
break;
default:
break;
}
// ドア状態コマンド時のみ常時実⾏
if (lpstCommonMsg.lCommand == CMD_DOOR_STATUS) {
// Windows 側に扉状態を送る
Win_Send( 0, 100 ,CMD_DOOR_STATUS, NO_SET, &lpstCommonMsg );
}
}
}

７．４

カードリーダ読込みハンドラ、スレッド

本スレッドは、INtimeアプリケーションのメインスレッドから生成されます。
ファイル名：InterruptHndlr1.c

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <rt.h>
#include "EntMng.h"
#define wLevel

// 割込レベルのデータ変数

IRQ7_LEVEL

extern RTHANDLE
extern RTHANDLE

hCardControlPoolMbx;
hKanriMail;

// 割込許可
void SetInterruption(void)
{
outbyte( LPT+1, 0x10);

// 0x37A の 4Bit 目を 1 ⽴てる

}
// Init(初期化)する
void Init(void)
{
glDataCount = 0;

// データカウンタ

lClsFlg = 0;

// CLS フラグ

memset( bData,

}

0, sizeof(bData));

// 生カードデータ配列を初期化

memset( bCardData, 0, sizeof(bCardData));

// 成型カードデータ配列を初期化

memset( bWorkData, 0, sizeof(bWorkData));

// ワーク⽤配列初期化

//*****************************************************************************
//* 1Byte データ格納
引数 : lCount

//*

格納データ添え字

//*

: lLoop

生データ添え字

//*

: lBitShift

ビットシフトする値

戻り値 : 格納データ配列の添え字

//*

//*****************************************************************************
long ByteStorage(long lCount, long lLoop, long* lBitShift)
{
long lIndex;
BYTE bBit;
= lCount / 8;

// データ添え字取得

*lBitShift = lCount % 8;

// シフトする値取得

bBit = (bData[lLoop] & RDD) >> 5;

// 生データから RDD だけを取得

lIndex

// シフト演算

bBit <<= *lBitShift;
bWorkData[ lIndex ]

|= bBit;

// 1Bit のデータをワークに格納

return lIndex;
}
//*****************************************************************************
//* 成型データ格納開始位置を取得
戻り値 : 成型開始位置（生データ配列の添え字）

//*

//*****************************************************************************
long ByteStartPoint()
{
long lRet;
long lLoop;
lLoop = 0;
while( lLoop < glDataCount ){
//RDD が 1 か？
if (RDD == (bData[lLoop] & RDD)) break;
lLoop++;
}
lRet = lLoop;
return lRet;
}

// 生データから最初の 1 を探す

// パリティチェック
long ParityCheak( long lIndex )
{
long lLoop;
long lCheak;
long lSum;
long lBit;
lBit = 0;
lSum = 0;
// 8Bit 分回まわす

for (lLoop = 0;lLoop < 8;lLoop++){
if (lLoop == 7){
lCheak = (bWorkData[lIndex] & PRY) >> lLoop;

//パリティビットを格納

lBit = (long)pow(2,lLoop);

// 各 Bit を出す

lSum = lSum + ((bWorkData[lIndex] & lBit) >> lLoop);

//各 Bit の 1 か 0 を求めて格納

}
else{

}
}
//チェック
if ( lCheak == lSum % 2 )
else{

return OK;
return PARITY_NG;

}
// BCC チェック
long BCCCheak(long lDataCount)
{
long lLoop;
long lBCC;
long lCheak;
lBCC = bCardData[lDataCount-1];

// BCC の値

lCheak = bCardData[1] ^ bCardData[2];
for( lLoop = 3; lLoop < ( lDataCount - 4); lLoop++){
lCheak = lCheak ^ bCardData[lLoop];
}
lCheak = (BYTE)~lCheak;

// 反転する

if (lCheak == lBCC){

// BCC チェック OK

return OK;
}
else{
return BCC_NG;
}
}

// エラー【処理は任意】
void ErrorKind( long lRet )
{
switch(lRet){
case PARITY_NG:

// パリティチェックエラー

break;
case CARD_START_NG:

// カードデータに最初の FF がない

break;
case CARD_END_NG:

// カードデータに最後の FF がない

break;
case CARD_BCC_NG:

// カードデータに BCC が書込まれていない

break;
case BCC_NG:

// BCC チェックエラー

break;
// その他エラー

default:
break;
}
}
// カードデータ成型
long MakeCardData(void)
{
long lDataCount;

// データ配列添え字

long lCount;

// 生データ数

long lLoop;

// ループカウンタ

long lIndex;

// ワーク配列添え字

long lBitShift;

// ビットシフト値

long lStatus;

// 終端ステータス

long lRet;

// 結果

long lCheck;
lDataCount = 0;
lCount = 0;
lLoop = 0;
lRet = 0;
lStatus = 0;
lCheck = 0;
memset(bCardData, 0, sizeof(bCardData));
memset(bWorkData, 0, sizeof(bWorkData));
//データ成型開始位置を取得
lLoop = ByteStartPoint();

while (lCount < glDataCount){
lIndex = ByteStorage(lCount,lLoop,&lBitShift);

// 1Bit のデータをワークに格納
// 1Byte 分格納した

if (lBitShift == 7 ){
lRet = ParityCheak(lIndex);

// パリティチェック

if (lRet == OK){

// 結果

if((bWorkData[ lIndex ] == 0xFF) && (lStatus == 0)){
lStatus = 1;

//データが 0xFF かつステータスが 0
// STS:格納開始

lCheck = CARD_END_NG;
}
else if((bWorkData[ lIndex ] == 0xFF) && (lStatus == 1)){
lStatus = 2;

//データ 0xFF でステータスが 1(最後の FF データ)

// STS:格納終了ひとつ前

lCheck = CARD_BCC_NG;
}
else if (lStatus == 2){
lStatus = 3;

//最後のデータ格納
// STS:最後のデータステータス

}
}
else{
return lRet;

//抜ける

}
if (lStatus > 0){

//格納データあり？

bCardData[ lDataCount ] = bWorkData[ lIndex ];

//データ格納

lDataCount++;
if (lStatus == 3){
lStatus = -1;
lRet = OK;
break;
}
}
}
lCount++;
lLoop++;
}
// 水平パリティチェック XOR する
lRet = BCCCheak(lDataCount);
if (lRet != OK)
return lRet;
if (lStatus == -1)
return OK;
return lCheck;
}

//最後データ格納した

// データを管理スレッドに送信
long KnrSendReceiveData(long lRet)
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT lpstCommMsg;
// バッファ初期化
memset( &lpstCommMsg, 0, sizeof( MESSAGE_COMMON_FORMAT ));
//送信データ成型
lpstCommMsg.lMachineNo = 0;
lpstCommMsg.lDetailNo = 0;
lpstCommMsg.lCommand
= CMD_CARD_WARIKOMI;
lpstCommMsg.lYobi
= lRet;
// カード情報セット
memcpy(lpstCommMsg.cData ,bCardData, sizeof(bCardData));
if (!SendRtData( hKanriMail, &lpstCommMsg, 128)){

// 管理スレッドに送信

return SEND_FAIL;
}
return OK;
}

//*********************************************************************************
// スレッド名 : InterruptHndlr1
// 機

能 : カードリーダ読込（割込み）ハンドラです。磁気カードリーダからの割込み
イベントにて、割込スレッドに対し、シグナルイベントを発⾏します。

//
// 引

数 : なし

//*********************************************************************************
__INTERRUPT void InterruptHndlr1(void)
{
__INTERRUPT_PROLOG();
EnterRtInterrupt(wLevel);

// ハンドラ内でグローバス変数域にアクセス可能

bData[glDataCount] = inbyte( LPT );

// 受信データ格納

glDataCount++;

// 受信データ数加算

SignalRtInterruptThread(wLevel);

// 割込みスレッドにシグナル通知

__INTERRUPT_RETURN();
}

//*********************************************************************************
// スレッド名 : InterruptHndlr1Thread
// 機

能 : カードリーダ読込（割込み）スレッドです。割込ハンドラからのシグナル
に対応してカード情報を取得し、取得完了後、管理スレッドに通知します。

//
// 引

数 : なし

//*********************************************************************************
void
InterruptHndlr1Thread( void *context)
{
BOOL
bStatus;
BYTE
bCLS;
long
lRet;
// 割込みハンドラの生成
if(!SetRtInterruptHandler(wLevel, 1, InterruptHndlr1))
Fail("Cannot set interrupt handler for IRQ7");
SetInterruption();

// プリンタポートの割込み許可

Init();

// データ格納⽤バッファの初期化

while(1){
bStatus = WaitForRtInterrupt(wLevel, 100);

// シグナル待ち

if( bStatus == TRUE ){

// 割り込み起きたか？
// CLS フラグを⽴てる（カード通過有）

lClsFlg = 1;
continue;
}

// CLS フラグ⽴っているか？かつデータあるか？

if ((lClsFlg == 1) && (glDataCount > 0)){
bCLS = inbyte( LPT );

// 現在状態取得

if ((bCLS & CLS) == LOW){

// カード通過完了？(CLS 信号が LOW)

lRet = MakeCardData();

// カード情報成型関数

if (LED_READY == (inbyte(LPT-1) & LED_READY)){

// 受付可なら管理に渡す

lRet = KnrSendReceiveData(lRet);

// 管理スレッドにカード情報送信

if (lRet != OK){
ErrorKind(lRet);

// エラー種別

}
}
Init();
}
}
}
}

// データ格納⽤バッファの初期化処理

//*********************************************************************************
// 関

数

名 : InterruptHndlr1Init

// 機

能 : カードリーダ読込（割込み）スレッドを生成します。

// 引

数 : なし

//*********************************************************************************
BOOL
InterruptHndlr1Init(void)
{
SetRtProcessMaxPriority(NULL_RTHANDLE, 0);
return (CreateRtThread(0, InterruptHndlr1Thread, 4096, 0) != BAD_RTHANDLE);
}
//*********************************************************************************
// 関

数

名 : InterruptHndlr1Kill

// 機

能 : カードリーダ読込（割込み）ハンドラをリセットします。

// 引

数 : なし

//*********************************************************************************
BOOL InterruptHndlr1Kill(void)
{
return ResetRtInterruptHandler(wLevel);
}

７．５

電気錠制御スレッド

本スレッドは、INtimeアプリケーションのメインスレッドから生成されます。
ファイル名：Door.c
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <rt.h>
#include "EntMng.h"
RTHANDLE
hDoorLock
RTHANDLE
hDoorStatus
extern RTHANDLE hKanriMail;

= BAD_RTHANDLE;
= BAD_RTHANDLE;

// 解錠処理
void DoorOpen()
{
BYTE

bPort;

bPort = inbyte(LPT-1);
bPort = bPort | 0x01;
outbyte( LPT-1 ,bPort );
}
// 強制解錠処理
void KyouseiDoorOpen()
{
outbyte( LPT-1 ,0x01 );
}
// 施錠処理
void DoorLock()
{
outbyte( LPT-1 ,0x00 );
}
// 扉状態取得
long DoorStatus()
{
BYTE bStatus;
bStatus = inbyte( LPT );
if ( (bStatus & DOORSTATUS) == DOORSTATUS)
return OPEN;
return CLOSE;
}

// 開状態か？
// 戻り値

開

// 戻り値

閉

// 扉開チェック
long DoorOpenCheak()
{
long lLoop;
long lRet;
for (lLoop = 0; lLoop < 10;lLoop++){

// 最大 10 秒待つ

lRet = DoorStatus();

// 扉状態チェック

if (lRet == OPEN)

// 開いているか？

return OPEN;
RtSleep(1000);

// 扉開状態の為、OPEN リターン
// 1 秒待機

}
return DOOR_NOTOPEN;

// 未開のまま予定時間経過

}
// 扉閉チェック
long DoorCloseCheak()
{
long lLoop;
long lRet;
for (lLoop = 0; lLoop < 10;lLoop++){

// 最大 10 秒待つ

lRet = DoorStatus();

// 扉状態チェック

if (lRet == CLOSE)

// 閉じているか？

return OK;
RtSleep(1000);

// 扉閉状態の為、OK リターン
// 1 秒待機

}
return OK;
}

// 閉じなくても OK としてリターン

// 電気錠制御処理
long DoorControl()
{
long lRet;
DoorOpen();

// 解錠

lRet = DoorOpenCheak();

// 扉開チェック

if (lRet == OPEN)
lRet = DoorCloseCheak();
DoorLock();
return lRet;
}
// 管理スレッドに送信
long DoorSendReceiveData(long lRet)
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT lpstCommMsg;
//送信データ成型
lpstCommMsg.lMachineNo = 0;
lpstCommMsg.lDetailNo = 0;
lpstCommMsg.lCommand
= CMD_TUKA_KEKA;
lpstCommMsg.lYobi
= lRet;
memcpy(lpstCommMsg.cData , bCardData, sizeof(bCardData));
if (!SendRtData( hKanriMail, &lpstCommMsg, 128)){
return SEND_FAIL;
}
return OK;
}

// 扉が開いた？
// 扉閉チェック
// 施錠

//*********************************************************************************
// スレッド名 : ThreadDoorLock
// 機

能 : 電気錠の解錠／施錠の制御を⾏います。

// 引

数 : なし

//*********************************************************************************
void
ThreadDoorLock(void)
{
WORD
woRtn;
long
lRet;
MESSAGE_COMMON_FORMAT lpstCommonMsg;
// データ型メールボックス作成
hDoorLock = CreateRtMailbox( DATA_MAILBOX | FIFO_QUEUING );
if (hDoorLock == BAD_RTHANDLE)
Fail("Cannot create object mailbox DoorLock");
ReleaseRtSemaphore(hInit,1);

// 初期化完了フラグ⽴てる

WaitForRtSemaphore(hStart,1,WAIT_FOREVER);

// 全スレッドの準備完了待ち

while (1) {
// バッファ初期化
memset( &lpstCommonMsg, 0, sizeof( MESSAGE_COMMON_FORMAT ));
woRtn = ReceiveRtData( hDoorLock, &lpstCommonMsg, WAIT_FOREVER);
if ( woRtn == 0 )
Fail("Receive from object mailbox DoorLock failed");
if (lpstCommonMsg.lCommand == CMD_DOOR_LOCK){

//解錠要求か？

lRet = DoorControl();

//解錠要求を受けた

DoorSendReceiveData(lRet);

//施錠した事を管理に送信

}
//強制解錠要求か？
else if(lpstCommonMsg.lCommand == CMD_KYOUSEI_KAIJYO){
KyouseiDoorOpen();

// 強制解錠処理

}
//強制施錠要求か？
else if (lpstCommonMsg.lCommand == CMD_KYOUSEI_SEJYO){
DoorLock();
}
}
}

// 施錠処理

７．６

ドア監視スレッド

本スレッドは、INtimeアプリケーションのメインスレッドから生成されます。ソースコードは、電気錠制御スレッドの下に追記します。
ファイル名：Door.c
// 管理スレッドに送信
long DoorStatusSendReceiveData(long lRet,long lCommand)
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT lpstCommMsg;
memset( &lpstCommMsg, 0, sizeof( MESSAGE_COMMON_FORMAT ));
lpstCommMsg.lMachineNo = 0;
lpstCommMsg.lDetailNo = 0;
lpstCommMsg.lCommand
= lCommand;
lpstCommMsg.lYobi
= lRet;
if (!SendRtData( hKanriMail, &lpstCommMsg, 128)) {
return SEND_FAIL;
}
return OK;
}

// バッファ初期化
//送信データ成型

//*********************************************************************************
// スレッド名 : ThreadDoorStatus
// 機

能 : ドアの開閉状態を管理スレッドに通知します。

// 引

数 : なし

//*********************************************************************************
void
ThreadDoorStatus(void)
{
BYTE
bOldPort;
BYTE
bNowPort;
long
lTimerCount;
ReleaseRtSemaphore(hInit,1);

// 初期化完了フラグ⽴てる

WaitForRtSemaphore(hStart,1,WAIT_FOREVER);

// 全スレッドの準備完了待ち

bOldPort = (inbyte( LPT ) & DOORSTATUS);

// 起動時（前回状態）の扉状態取得

lTimerCount = 0;
while (1) {
while (lTimerCount < 10){
bNowPort = (inbyte( LPT ) & DOORSTATUS);

// 最大 1 秒待つ
// 現在の扉状態取得

lTimerCount = lTimerCount + 1;
if (bNowPort != bOldPort){

//前回値と今回値が違う

bOldPort = bNowPort;
lTimerCount = 10;

// タイマーカウントを 10

}
RtSleep(100);

// 0.1 秒に 1 回扉状態をチェック

}
//管理に扉の状態情報送信
DoorStatusSendReceiveData((long)bNowPort,CMD_DOOR_STATUS);
lTimerCount = 0;
}
}

// タイマーカウントを 0

８．Windows 側サンプルコード
Windows 側のサンプルコードは、INtime 側とインターフェースを⾏うスレッド部のみ記載します。その他、画⾯制御、MDB に対する SQL を利⽤した処理等は
別途実装して下さい。
※INtime 側でヘッダーファイルに記述した共通メッセージ番号、共通メッセージフォーマットは、Windows 側でも利⽤しますので、Windows 側のヘッダーフ
ァイルに追記します。
※INtime 側アプリケーションとのインターフェースに必要なインクリュードヘッダーファイル［ntx.h］以外は、必要に応じて定義して下さい。
※サンプルコード内のエラー処理は割愛します。

８．1 画⾯制御スレッド
本スレッドは、Windows側のメインスレッドから生成しれます。
ファイル名：DoorCtrl.cpp
// INtime 側とのインターフェースを可能とするヘッダ

#include <ntx.h>
NTXHANDLE

hdWinMbx;

// Windows 側が要求を待つメールボックスハンドル

NTXHANDLE

hdRqMbx;

// INtime 側管理スレッドが待つメールボックスハンドル

// INtime 側管理スレッドに送信
long fnCtrlDataSend( long loCmd, long loData)
{
MESSAGE_COMMON_FORMAT lpstCommMsg;
memset( &lpstCommMsg, 0, sizeof( MESSAGE_COMMON_FORMAT ));

// バッファ初期化

lpstCommMsg.lMachineNo

// 送信データ成型

= 0;

lpstCommMsg.lDetailNo
= 0;
lpstCommMsg.lCommand
= loCmd;
lpstCommMsg.lYobi
= 0;
memcpy( &lpstCommMsg.cData[0], &loData, 4);
if ( !ntxSendRtData( hdRqMbx, &lpstCommMsg, 128)){
return 1;
}
return 0;
}

// INtime 側管理スレッドに送信

unsigned __stdcall DoorCtrl(void *p)
{
NTXLOCATION
hLoc;
long
loCnt;
long
loChk;
NTXHANDLE
hdRoot;
NTXSTATUS
ntSts;
WORD
woCnt;
MESSAGE_COMMON_FORMAT stMsg;
// NodeA ロケーションハンドル取得

hLoc = ntxGetLocationByName("NodeA");
while(1){
hdRoot = ntxGetRootRtProcess( hLoc );

// NodeA のルートプロセス取得（カーネル起動待ち）

if( hdRoot != NTX_BAD_NTXHANDLE ){

// ハンドル値は正常値か？

// INtime カーネルは起動されているので、AP のハンドルの検出（AP 起動待ち）
hdRqMbx = ntxLookupNtxHandle( hdRoot, "KanriMail", 1000 );
if( hdRqMbx != NTX_BAD_NTXHANDLE ){

// ハンドル値は正常値か？

if( ntxGetType( hdRqMbx ) == NTX_TYPE_MAILBOX ){
break;
}
}
}
Sleep(100);
}
// 登録済みカタログ削除

エラーでも無視

hdWinMbx = 0;
ntSts = ntxUncatalogNtxHandle( hdRoot, hdWinMbx, "WinMail");
// Windows 側で要求待ちを⾏う MailBox の生成及びカタログ
hdWinMbx = ntxCreateRtMailbox( hLoc, NTX_DATA_MAILBOX);
if( ntxGetType( hdWinMbx ) != NTX_TYPE_MAILBOX ){
// 生成失敗の為、エラー処理
}
ntSts = ntxCatalogNtxHandle( hdRoot, hdWinMbx, "WinMail");
if( ntSts != 0 ){
// カタログ失敗の為、エラー処理
}
loCnt = 0;

// INtime 側 AP の起動確認完了

while(1){
memset( &stMsg, 0, sizeof(stMsg));
// INtime 側からの受信待ち
woCnt = ntxReceiveRtData( hdWinMbx, &stMsg, INFINITE);
if( woCnt != NTX_ERROR ){
switch(stMsg.lCommand){
case 100:

// 扉開閉状態イベント
// 扉の状態を格納する変数に状態格納
break;

case 101:

// カード照合イベント
// 受信したカード情報が MDB に登録されているか検索処理
// SQL ⽂を⽤い、照合可否を返す関数を準備する
// loChk = 照合可否関数( stMsg.cData );
// 戻り値

loChk： 0:照合 OK

fnCtrlDataSend( 101, loChk);

1:照合 NG
// 照合結果応答

break;
case 102:

// 実績保存イベント
// 受信した⼊退出情報を MDB 書込処理
// SQL ⽂を⽤い、実績情報等を MDB に書込む関数を準備する
break;

case 103:

// 受付可・不可イベント
// 受付状態を格納する変数に状態格納
break;

default:
break;
}
}
}
_endthreadex(0);
return 0;
}

その他、INtime 側とのインターフェースを必要としない処理に関しては、別途記述します。

９．配線図

