近年、産業⽤機器の制御装置に⼯業⽤PCが広く使われています。PC技術はグローバルスタン
ダードな技術で、これを⽤いた製品の製造やシステム導⼊に伴う⼈・物・予算・時間等の総合的
なコスト削減が可能です。 さらに製品およびサービスの品質安定が期待でき、技術的進歩にも
容易に対応できます。
INtime はPCを産業⽤制御に利⽤するためにリアルタイム性と信頼性を提供するリアルタイム
OSです。 Windows operating systemと共存/協調して動作するので、ソフトウェア・
ハードウェア両⾯で使いやすく、また将来的にも安⼼してお使いいただけます。

モーション制御・機器制御・画像処理・Windows
INtime

の機能が、⼀台のPCハードウェア上で実現します。

の特⻑

● Windows

と協調動作

● Windows Embedded対応
● 豊富なリアルタイムスケジューリング
・256段階のプライオリティレベル
・アプリケーションプログラムとしての割込みハンドラー
IRQ / MSI対応
・マルチプロセス、マルチスレッド機能
・多彩なシステムオブジェクト
（メールボックス、セマフォ、アラーム、リージョン、
共有メモリ、メッセージキュー）
● マルチコアCPUでは１つのシステム上で複数のリアルタイム
カーネル並列動作を実現
● Windows

なしでも動作可能

● Microsoft Visual Studioの開発環境と統合（Visual C/C++）
● ユーザーモードによる完全メモリ保護、アドレス分離
● ソースレベルのダイナミックデバッガをMicrosoft
統合
・OSを⽌めずにデバッグ可能

Visual Studioに

・Windows とINtime のアプリケーションを同期デバッグ
● リアルタイムTCP/IPドライバ/ライブラリ標準装備
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INtimeⓀの動作モード

Quad Core CPU

WindowsⓀ

INtimeⓀシステムでは、PCプラットフォーム上に、ユーザーのニーズ
にあわせ様々な動作モードを実現することが可能です。

共有モード
Shared Mode

共有モード︓

INtimeⓀ

１つのCPU上でWindowsⓀとINtimeⓀリアルタイムカーネルを同時に
動作させるモードです。Intel CPUのハードウェアマルチタスク機能
を利⽤してWindows ⓀとINtimeの切り替えを⾏なっているので、
シングルコアCPUのPCにおいてもWindowsⓀとINtimeⓀの共存が実現
可能です。

WindowsⓀ

専有モード
Dedicated Mode

専有モード︓

物理コアを２つ以上実装しているCPUでは、コア⼀つを丸ごとINtimeⓀ
リアルタイムカーネルに割り当てる専有モードを実現することが可能
です。共有モードと⽐較するとOS切り替えが発⽣しないため、応答
性能が向上します。

INtimeⓀ
WindowsⓀ

マルチカーネルモード︓

マルチカーネル
モード
Multi Kernel Mode

クアッドコア以上のCPUの場合は、１つのシステム上に２つ以上の
リアルタイムカーネルを動作させることができます。 それぞれの
リアルタイムカーネルは、⾮同期に動作します。このモードを利⽤
することで、処理負荷の⾼いアプリケーションを独⽴したカーネル
へと移すなどの負荷分散を実現できます。

INtimeⓀ
WindowsⓀ

dRTOSモード︓

お客様のニーズにあわせて、WindowsⓀが無い状態のスタンドアロ
ーンでの動作環境も構築できます。 これによりリアルタイム制御だ
けを⾏うLowEndシステムも構成可能です。 また、WindowsⓀの
有無を問わず、ソフトウェアの資産を共通してご利⽤いただくこと
ができますので、ソフトウェアの開発効率が向上します。

INtimeⓀ

dRTOSモード
dRTOS Mode
INtimeⓀ

-2-

USBアクセスサポート

ライブラリサポート

CとC++のフルサポート

INtimeⓀのC99互換CライブラリとANSI C++ライブラリはSTLのため
のフルサポートを含んでいます。INtime RtClassライブラリは標準
リアルタイム・オブジェクトにC++インターフェースを供給します。

Shared real-time libraries(RSL)

USB3.0ホストコントローラーインターフェースのReal-time stack
サポートが実装されています。このスタックを利⽤することで、
INtimeアプリケーションはUSB機器に対してダイレクトアクセスを
⾏います。

各種フィールドバス対応

INtimeでは各種フィールドバスのドライバソフトウェアを幅広く対
応しています。
EtherCATⓀ、CC-Link、CC-Link IE、FL-net、MECHATROLINKなど
多数のドライバが、マイクロネットやサードパーティによって提供
されます。

INtime Real-time Shared Libraries(RSL)は、WindowsⓀのDLLの
ような存在となります。RSLは、複数のリアルタイムプロセスに
⼀つのリアルタイムコードライブラリを共有する⼿段を提供します。

SSE Library

デバッグおよびランタイムサポート

IntelⓀIntegrated Performance Primitive Static libraries
(IntelⓀIPP)を利⽤することで、開発者はINtimeⓀのリアルタイム
プラットフォーム上での演算スピードを向上できます。

充実のデバッグ機能

I/Oサポート
INtimeⓀアプリケーションのために、I/Oハードウェアに対してのダイ
レクトなアクセス⼿段が⽤意されています。I/Oハードウェアアクセス
のための困難なカーネルデバッグ技術を習得する必要も固有のデバイ
スドライバを作成する必要もありません。

PCI&PCI Express

INtime APIには、PCIまたはPCI Expressデバイスを検出して初期化を
⾏う関数が実装されています。またINtimeⓀアプリケーションがハード
ウェアにアクセスを⾏うサンプルコードおよびテンプレートも⽤意
されています。

Real-time TCP/IPネットワークアクセス

INtimeⓀはWindowsⓀに依存しない、INtimeⓀ上で駆動するネット
ワークドライバが付属しています。INtimeⓀアプリケーションは
ソケットAPIを使⽤することで、このネットワードライバを利⽤して、
外部機器との通信を⾏うことができます。INtimeⓀのTCP/IPドライバ
は、リアルタイムスレッドとして稼動するため、WindowsⓀのTCP/IP
（WinSock）通信と⽐較して、性能の安定化が望め、信頼性⾯でも
向上が⾒込めます。

INtimeⓀはMicrosoftⓀVisual Studio開発環境と完全統合され、コー
ディング、ビルドに加えて、INtimeⓀアプリケーションのデバッグ
実⾏が可能です。
また、シリアル経由のデバッガとしてSDM（System Debugging
Monitor）を標準装備し、外部シリアル端末にハードウェア例外ト
ラップ情報を出⼒して、現在のシステム状態を参照したり、端末から
の⼊⼒によりデバッグ作業を進めることも可能です。
この他、INtimeⓀオブジェクトの状態監視オブジェクトブラウザ
INtime Explorer、カーネル上で実⾏されるスレッドのタイムチャ
ートを収集するINscopeなどのデバッグツールが標準実装されて
おります。

例外ハンドリングと障害管理

INtimeⓀはデバッグ効率を改善すると共にランタイムに信頼性を提供
するため、幾つかのレベルの例外処理および障害管理機能を実装
しています。例外がアプリケーションによって構造化した例外処理
あるいはC++例外処理の使⽤によって扱われない場合、設定された
デバッグ⽅法で処理されます。
もっとも低レベルの場合は、例外が発⽣したスレッドを単純にサス
ペンドし、他のシステムの実⾏の継続を確保します。

ダイナミックオブジェクトブラウザ
INtime Explorer

統合開発環境
MicrosoftⓀVisual Studio

INtime Explorerツールは、INtimeⓀの
管理するプロセス、スレッド、メール
ボックス、セマフォ、メモリ他の全て
のReal-timeオブジェクトの情報をユー
ザーに提供します。
ユーザーはこれらの情報をダイナミッ
クに参照し、管理することができます。
また、アプリケーションエラーのレ
ポーティング機能も持っています。

INtimeⓀアプリケーションのため
の統合開発環境はMicrosoftⓀ
Visual Studioを利⽤します。
MicrosoftⓀVisual Studioのパワ
フルな開発機能は勿論、デバッグ
機能もそのまま利⽤することがで
きるため、Real-timeプロセスや
変数のモニタリングは勿論、
Breakpointを⽤いたステップ実⾏
も可能です。
さらに、ページ例外、スタック例外、
バッドポインタアクセスやゼロ除算
などのリアルタイムプロセスで発⽣
したエラーの位置をMicrosoftⓀ
Visual Studio上で指し⽰しますの
で、デバッグ作業を⾮常に効率的に
⾏うことが可能です。

Real-timeシステムアナライザ
INscope

INscopeは、INtimeⓀのReal-time
パフォーマンスのアナライザツール
です。 Real-timeスレッドのシー
ケンスデータを正確な時間で計測
します。
このツールを使⽤することで、Realtimeスレッドの処理時間、スレッド
切り替え状況、APIコール履歴など
を分析することができます。
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