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第一章 はじめに 

 

ハードリアルタイム OS(RTOS）のアプリケーション開発者たちは、最近まで独自の RTOS

環境に対応できる開発ツールが限定されていたため、作業が制限されていました。必要な

ツール、ソフトウェア機能などの資源が限られているために開発に取り組む中でコストや

開発範囲に限界が生じ、さらにはマーケットへの流通を遅らせていると RTOS を使用して

いる開発者のほとんどが感じています。 

 

Windows NT/2000/XP® オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム 用 の HyperKernel が あ れ ば 、   

Windowsの多様な開発環境を利用できるようになります。  

数多くの利用可能な資源を使いながら、より低コストでより短期間にハードリアルタイム

アプリケーションの開発が可能になりました。 
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1.1 HyperKernel™ とは 

 

Imagination Systems社は、航空宇宙用アプリケーションのデータ収集とコントロールソ

フトウェアに関する経験から、1992年に初めてHyperKernelのコンセプトを打ち出しまし

た。 

1993年後半、同社はアドバンスト32ビットWindows開発に関する業務に取り組みはじめま

す。産業用コントロールのランタイム実行に対して、従来のリアルタイムマイクロカーネ

ルターゲットシステムをサポートするものでした。 

1995年にNematron社とImagination Systems社が合併したあとは積極的に汎用32ビット

Windowsをベースにしたファクトリーオートメーション用アプリケーション開発計画をす

すめました。この計画にはHyperKernelのコンセプトが含まれていました。 

ハードリアルタイムアプリケーションを作成するために必要なツールをアプリケーショ

ン開発者に提供します。以下のHyperKernelの長所を利用して32ビットアプリケーション

の開発が可能になります。 

2005年以降は日本でXPバージョン(Ver5.7)アップを行い現在はバージョン5.9です。 

 

・マルチスレッドのスケジューリングをベースとするプリエンティブなラウンド 

ロビンの優先 

・高速なスレッド間通信 

・アプリケーションスレッドのダイナミックスタート／ストップ 

・Windows NT/2000/XP標準アプリケーションと同時実行 

・ハードウェアへのダイレクトなアクセス(Windows DDK不要) 

・Windows NT/2000/XPアプリケーション対応の共用メモリインターフェイス 

・同時スレッド用シグナル 

・インタラプトマネジメントサービス 

・Microsoft標準開発ツールの使用 

・高速で正確なタイマ 

 

HyperKernel の環境は独立型です。HyperKernel のスレッドは HyperKernel の環境で実行

されるので、Windows NT/2000/XP のスケジューリングが立ち遅れても、影響されること

はありません。 

Windows NT/2000/XP スケジューラは、HyperKernel のスレッドを感知しないようになって

います。 

HyperKernel は、スケジューラ、一連のサービス、及び内部カーネルを持っています。 
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第二章 概要 

2.1  HyperKernel スレッドの状態 

 

HyperKernel システムは、最大 1024 の独立型実行スレッドから成り立っています。 

スレッド ID により、個々のスレッドを識別することができます。 

システムのために保護されている 5つのスレッドには、$Main、$HyperGate、$DebugText、

$Idle、及び$NTtoHKSignal があります。 

残りの 1019 のスレッドに関しては、自由に定義して利用可能です。 

保護されているスレッドは以下のように定義されています。 

 

・$Mainは、ユーザーのメインスレッドです。 

・$HyperGateはWindows NT/2000/XPのサービス管理者であり、HyperKernelアプリケー

ションとWindows NT/2000/XP間のコミュニケーションを管理します。 

HyperKernelの観点からだと、ファイルI/Oサーバーとして機能します。 

・$DebugTextはバッファ付プリントステートメントを取り扱います。 

・$Idle は、優先度が低い状態で実行するスレッドであり、優先度が高いスレッドが他

に存在しない場合のみ実行されます。 

・$NTtoHKSignalは、Windows NT/2000/XPからHyperKernelに対するシグナルを処理する 

スレッドです。 

 

それぞれのアクティブスレッドの状態は、以下に記述した5つの内、常にいずれかの状態

になります。 

 

・READY ‐ スレッドはいつでも実行できます。 

・WAIT ‐ スレッドはスリープ状態です。（すなわちスレッドはhkSleepまた

はhkDelayステートメントを実行しています） 

・SEND ‐ スレッドは他のスレッドにメッセージを送信し、返信を待ってい

ます。 

・RECEIVE ‐ スレッドは他のスレッドからのメッセージやシグナルを待って

います。 

・SUSPEND ‐ 実行スレッドが一時中断されています。 

 

その他のスレッドの状態は、エラー状態になった場合のみ表示されます。例えば FREE（ス

レッド ID が未定義の場合）、ZOMBIE（スレッド内で内部エラーが発生した場合、及びス

レッドがシステムに正常に応答しなくなった場合）などです。  
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2.2 スケジューリングと優先度 

 

HyperKernel は、個々のスレッドに 0（最低）から 31（最高）までの優先度を指定します。

システムがスレッドを実行する方法やタイミング及びスレッドを他のスレッドに切り換

えるタイミングがスレッドの優先度の判断材料になります。 

 

例えば、システムスレッドの優先度は、 

 

・$Main は優先度 8で実行します。 

・$HyperGate は優先度 23 で実行します。 

・$DebugText は優先度 8で実行します。 

・$Idle は優先度 0で実行します。 

・$NTtoHKsignal は優先度 23 で実行します。 

 

優先度n のスレッドが実行可能な状態の場合、n より低いスレッドは実行されません。 

2つ以上の同じ優先度のスレッドが実行可能な状態で、それよりも高い優先度のスレッド

が実行可能な状態ではない場合、既に実行可能なスレッドはシステムにおいて1000分の2

秒毎に発生するプリエンティブなラウンドロビンで実行されます。 

 

システムの複数のイベントはスレッドより先にスケジューラを実行させます。 

例えば、 

 

・sleep、delay、または yield 関数の実行 

・ほかのスレッドへのメッセージ送信 

・メッセージまたはシグナル受信待ち 

・ISR（インタラプトサービスルーチン）からのシグナル受信 

・システムタイマの完了 
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2.3 共用メモリデータベース 

 

HyperKernelユーザーデータ領域は、HyperKernelアプリケーションを実行するときは常に

存在します。このデータ領域は、既に定義されたさまざまな種類の一連のグローバル変数

および数値から構成されており、これらはユーザー専用です。 

ほとんどのシステムでは、このデータ領域は、16K(16384)Bit、2K(2048)Byte、2K(2048)Word、

2K(2048)Long、および汎用バッファとしてユーザーが使用可能な52K(53248)バイトのメモ

リ領域から構成されています。 

 

hkNumberShared関数やhkUserSharedRam関数を呼び出して、ユーザーがデータの番号及び

サイズを確認することを強くお勧めします。ユーザーデータ領域のBit、Byte、Word、及

びLongは、変数の番号（例えば、Bit#3、Word#7など）を指定し、hkRead関数やhkWrite

関数でアクセスします。 

すべてのデータアクセス関数に関しては、HyperKernelAPIの中で詳しく説明します。 
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2.4 TCP/IPスタック 

 

HyperKernelでは、HyperKernelの環境で実行される高性能のTCP/IPスタックを提供してい

ます。Sockets APIを使用するHyperKernelプロセスが、このスタックにアクセスすること

ができます。スタックにはネットワークインターフェイスカード(NIC)用ドライバが含ま

れています。 

 

ネットワーク上のHyperKernelの通信は、Windows NT/2000/XPのネットワークとは完全に

独立しています。 

Windowsは、HyperKernelのNICカードをデバイスとして認識しません。 

Windowsは、ネットワークを所有する場合と所有しない場合があります。ネットワークを

Windowsで設定する場合は、2つ目のNICカードをWin32プロセスによる使用を目的としてイ

ンストールしなければなりません。 

 

 

注意 ： 両方に異なるIPアドレスを指定した場合、NICは同じネットワーク上に存在する

ことが可能です。 

 

 

NICのサポート 

 

HyperKernelは、現在2つのドライバをインストールすることが可能です。 

2つのドライバは、それぞれがオペレーティングシステムとネットワークカードをサポー

トしています。 

 

ドライバ カードの種類 バス OS 

NE2000 Novell NE2000 コンパチ式(ISA) ISA Windows 2000/XP 

ODI Intel82558 及び 82559 コンパチ式 PCI Windows NT 

 

株式会社笹川製作所は、今後HyperKernelをバージョンアップする際に、更に進化したネ

ットワークカード及びオペレーションシステムを提供する予定です。 
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2.5 終了要求 

 

hkQuitRequest関数によりHyperKernelアプリケーションは、システムのシャットダウンに

よるアプリケーション自身の終了するタイミングを決定します。 

hkQuitRequestコール周辺に、HyperKernelアプリケーションのメインループを設定するこ

とをお勧めします。 

アプリケーションが所定時間内（現在の設定は30秒）に、システムからの終了要求を認識

して終了しない場合、HyperKernelはアプリーションの状態にかかわらず、アプリケーシ

ョンの実行を停止させます。 
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2.6 デバッグトレース 

 

HyperKernelでは、デバッグをサポートするイベントトレース機能を提供しています。

HyperKernelトレースユーティリティによりカーネルのデバッグバージョンを実行し、さ

まざまな種類のイベントをリアルタイムで記録することができます。 

トレース機能に関して、Pentiumプロセッサまたはそれ以上のプロセッサではマイクロ秒

単位（百万分の1秒単位）の精度で、イベントをタイムスタンプします。（486 プロセッサ

では千分の1秒単位） 

トレース機能によって以下のイベントを記録します。 

・Enter Interrupt 

・Leave Interrupt 

・Enter Kernel Call 

・Leave Kernel Call 

・Enter System Timer 

・Leave System Timer 

・Enter User Timer 

・Leave User Timer 

・Context Switch To HyperKernel 

・Context Switch To Windows 

・Enter Processor Fault 

・Leave Processor Fault 

・User Defined Event 

HyperKernelトレースユーティリティは、トレース機能をコントロールすることができま

す。また、HyperKernel APIの関数を使用した実行中のHyperKernelアプリケーションのト

レースをプログラムに基づいてコントロールすることができます。 

・hkTraceDataAvailable  -  トレースバッファの使用可能なレコード数を取得 

・hkSetTraceBufferMode  -  トレースバッファのモード(one-shot/circular)を

設定 

・hkSetTraceBufferSize  -  トレースバッファのサイズを設定 

・hkStartTraceMonitoring  -  スタートトリガの検索開始 

・hkStopTracing  -  トレースの停止（トリガの検索停止） 

・hkSetTraceTriggers  -  トレースするイベントトリガを設定 

・hkDebugTraceEvent  -  ユーザー定義のトレースイベントを設定 

・hkDumpDebugTrace  -  トレースバッファ内容をファイルに出力 

・hkSetTraceDumpFile  -  トレースバッファ内容を出力するファイルを設定 

・hkGetTraceState  -  現在のトレース状態を取得 

・hkGetTraceBufferSize  -  トレースバッファのサイズを取得 

・hkGetTraceBufferMode  -  現在のバッファモードを取得 

・hkGetTraceTriggers  -  現在のスタートおよびストップトリガを取得 
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スタートおよびストップトリガはイベントのトレースをコントロールします。 

ユーザーは、複数のスタートトリガとストップトリガを設定することができます。 

（スタートトリガは最低 1つ設定します。ストップトリガは設定しなくてもかまいませ

ん。） 

トレースを開始するトリガを構成している要素は、トレース可能な通常のイベントです。 

スタートトリガによりトレースが開始されると以下のイベントのいずれかが発生するま

でトレース可能なすべてのイベントをトレースバッファに記録します。 

 

・バッファモードがone shot時のバッファフル 

・ストップトリガの発生 

・HyperKernelアプリケーションによるhkStopTracingの呼出し 

・WindowsアプリケーションによるHyperShare APIのhkStopTracingの呼出し 

・ユーザーによるHyperKernelトレースユーティリティ からのトレース停止 

 

 

デバッグトレースユーティリティ 

 

HyperKernelトレースユーティリティを使用してHyperKernelシステム内のさまざまなイ

ベントをリアルタイムでトレースすることができます。 

ユーティリティはメモリ内のトレースバッファにイベントを保存してからディスクに出

力します。 

トレースセッションが終了すると、ユーティリティはイベントを検査します。 

Pentiumプロセッサまたはそれ以上のプロセッサではマイクロ秒単位（百万分の1 秒単位）

の精度で、イベントをタイムスタンプします。（486プロセッサでは千分の1秒単位） 
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2.7 その他 

 

HyperKernelは、多くのユーザーにとって必要なファイルI/Oやハードウェアアクセスをは

じめとした多目的機能を備えています。ユーザーは、ハードウェアにアクセスするために

I/Oポートの読込み・書込みを行う場合があります。ハードウェア割込みを処理するイン

タラプトサービスルーチン(ISR)を登録する場合もあります。 

あるいはアドレスのマッピングやメモリの書込みを行い、メモリにマップされたデバイス

をアクセスすることもあります。 

このようなトピックは、提供しているサンプル内において説明があります。 

付録E Hyperkenelサンプルプログラムをご覧になるか、インストールディレクトリのソー

スファイルを参照してください。 

 

HyperKernelは、以下のような機能も提供しています。 

 

・INIファイルサポート 

HyperKernelは、新しい2つのAPI関数によりWindows INIファイルのサポートを提供し

ています。 

この新しい関数hkGetPrivateProfileString及び hkWritePrivateProfileStringは、

Win32 関数のGetPrivateProfileString及びWritePrivateProfileStringと同じ機能

です。 

 

・ファイルハンドリング関数 

HyperKernelは、hkCopyFile、hkRenameFile及びhkRemoveFileを含むいくつかのファ

イル処理関数を提供しています。 

 

・フロントエンドに依存しない実行 

HyperKernelは、Windows NT/2000/XPフロントエンドのコントロールとは独立して動

作します。 

HyperShare APIの2つの関数hkAttachDebugWindow及びhkDetachDebugWindowにより

HyperKernelアプリケーションの実行に影響することなくHyperKernelフロントエン

ドプログラムを開始及び停止することができます。 

 

・Windows NT/2000/XPからのスレッドコントロール 

Windows NT/2000/XPフロントエンドは、HyperShare APIの関数により実行中の

Hyperkernelアプリケーションのスレッド操作を確実にコントロールします。スレッ

ドの一時停止・終了・再開は、hkResume、hkSuspend、hkSetPriority及びhkKillThread

によりスレッドの優先度を変更して行います。さらにHyperKernelアプリケーション

の新しいプロセスの作成は、hkCreateProcessを使用します。 
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2.8 警告 

 

コンピュータのBIOSシステムの一部としてのアドバンストパワーマネジメント機能が実

行中のHyperKernelシステムと衝突してしまうことがあります。 

従って、起こり得る衝突をあらかじめ避けるために、コンピュータのすべてのパワーマネ

ージメントユーティリティを使用不可にしてからHyperKernelアプリケーションを起動し

てください。 
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2.9 プロセス間通信 

2.9.1 メッセージ 

 

メッセージとはスレッドから他のスレッドに送信されるユーザー定義のデータパケット

です。 

スレッドが他のスレッドにメッセージを送信する場合、受信側のスレッドがメッセージを

受信・応答するまで送信側のスレッドはブロック（一時停止および待機）されます。 

メッセージ受信待ちのスレッドは、他のスレッドがメッセージを送信するまでブロックさ

れます。応答操作は、スレッドをブロックすることはありません。 

 

以下の例では、スレッドBがスレッドAのメッセージ送信を待ち、メッセージにより実行を

再開し、そのあとに応答しています。色付の文はHyperKernelの関数です。 
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次の例では、スレッドAがメッセージ送信後、スレッドBがそのメッセージを受信し、その

あとに応答しています。 

スレッドBはブロックされません。 

 

 
 

メッセージを受信するスレッドは、ピアツーピアモード(P2P)で動作し、指定のスレッド

からのメッセージを受信することができます。もしくは、client/serverモードで動作し、

他のスレッドからのメッセージを受信することもできます。 

 

複数のスレッドが無限にブロックされる原因となる状況を避けるよう十分に注意してく

ださい。スレッドAがスレッドBにメッセージを送信、スレッドBがスレッドCにメッセージ

を送信、スレッドCがスレッドAにメッセージを送信する状況になると、無限ブロッキング

が容易に発生します。 

 

2.9.2 シグナル 

 

シグナルは、スレッド間通信の一種であり、メッセージより優先される基本的なノンブロ

ッキング同期式通信方法です。 

シグナルは、送信および受信スレッドがある点ではメッセージと非常に似ています。 

（スレッドXがhkSignal関数を使用してスレッドYにシグナルを送信することは、     

スレッドXがhkSend関数を使用してスレッドYにメッセージを送信することと同じです。） 

 

シグナルにはデータが存在しません。また、送信スレッドがブロックされません。この点

がメッセージとは異なります。 
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第三章 HyperKernelランタイムマネージャ 

 

Hyperkernel RunTime Manager(RTM)では、次にあげる機能を提供しています。 

 

・Windows NT/2000/XPユーザーレイヤ内からのHyperKernelアプリケーションの実行 

・HyperKernelアプリケーションからの出力メッセージのモニタリング 

・HyperKernelアプリケーション全スレッドの関数操作のステータスのモニタリング 

・Hyperkernel共有メモリのモニタリングおよび変更 

・DDEサーバとしての動作 

・プロセスの特徴的な機能の経過時間表示 

・Hyperkernelのバージョン情報・リソースのヘルプ・設定オプションの表示 

 

HyperKernel ランタイムマネージャ(RTM)は、複数の HyperKernel プロセスの識別・統計

データを表示するグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)です。 

RTM では Hyperkernel の共有メモリを全て検索・表示することが可能です。 
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3.1 WindowsからのHyperKernelアプリケーションの起動 

 

スタートメニューの[すべてのプログラム]-[Nematron Hyperkernel]-[Hyperkernel 

Runtime Manager]を選択して RTM を起動することができます。あるいはコマンドプロンプ

トから RTM を起動することもできます。 

起動時の HyperKernel ランタイムマネージャの画面は、Threads タブの画面を表示します。 

 
 

コマンドラインからの起動 

 

引数を使用してRTMを起動することができます。起動方法は以下の通りです。 

 

hkRTM.Exe [flag1 [arguments1]] [flag2 [argument2］］．．． 

 

RTMのパラメータ(フラグ)及び引数 

 

・/s <pathAndFileName.exe> 

・/c <pathAndFileName.exe> <stackSize> <processName> <priority> 

・/noconfirm 

 

引数で使用するパスは、絶対パスを使用してください。 
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/sスイッチ 

HyperKernelプロセスが実行していない場合、HyperKernelアプリケーションを起動すると

きに使用します。 

 

例えば、 

hkrtm.exe /s “c:\Program Files\nematron\Hyperkernel\bin\hksmpl3.exe” 

 

/cスイッチ 

HyperKernelが既に実行中の場合、Hyperkernelアプリケーションやプロセスを起動すると

きに使用します。 

この場合、スタックサイズ、スレッド（プロセス）名、及びスレッドの優先度を指定しま

す。 

/cスイッチは、hkCreateProcess関数を実行します。 

そのため、コマンドを入力する時にHyperKernelが実行されていなければなりません。 

/cコマンドは、/sコマンドに続いて入力する場合があります。これは、/sコマンドが

hkStartApplication関数を実行するためです。 

 

hkrtm.exe /s “c:\Program Files\nematron\Hyperkernel\bin\hksmpl3.exe” 

/c “c:\Program Files\nematron\Hyperkernel\bin\hksmpl1.exe“ 23000 sample1 9 

 

/noconfirmフラグ 

ユーザーがRTMを使用してHyperKernelアプリケーションを起動する場合、確認ダイアログ

を表示しません。 

/noconfirmフラグを使用している場合、“Are you sure you want to exit?”ダイアログ

は表示されません。 

/noconfirmコマンドは、コマンドのあとに続くプロセスにだけに適応されます。 

 

例えば、 

hkrtm.exe /noconfirm /s “c:\Program Files\nematron\Hyperkernel\bin\hksmpl3.exe” 

 

引数のはじめを示す/以外のデリミタ（区切り符号）は不要です。 

しかし、ファイル名のパスにスペースがある場合は二重引用符が必要です。 
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3.1.1 パスワード保護 

 

ThreadsタブのPasswordボタンをクリックして、スレッドを終了させるための Password 

Protectionポップアップダイアログボックスを表示して下さい。 

 

 
 

パスワード保護を設定するには、 

 

・Change statusボタンをクリックしてPassword protection statusダイアログボック

スを表示します。 

・Enable password protectionチェックボックスをチェックしOKをクリックして下さい。

現在のパスワード保護ステータスがENABLEDにかわります。 

 

パスワード保護ステータスがENABLEDの状態でChange Passwordボタンをクリックし、新し

いパスワードの入力あるいは既存のパスワードの変更を行ってください。 

 

Change Passwordダイアログボックスにおいて 

 

・確認のため、古いパスワード（設定している場合）を入力してください。 

・20文字以内で新しいパスワードを入力してください。 

・確認のため、再度新しいパスワードを入力しOKをクリックしてください。 

 

新しいパスワードの入力によりCurrent password statusがVALIDになります。 

Current password statusがVALIDの状態でパスワード保護を無効にする場合は、現在のパ

スワードを入力して確認することが必要です。 
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3.1.2 HyperKernelアプリケーションの起動と停止 

 

HyperKernelアプリケーションを起動するには、HyperKernel Application editボックス

において、プログラムの絶対パスとファイル名を入力します。 

ユーザーはBrowseボタンを使用し、ファイルを選択することもできます。Startボタンで

選択したアプリケーションを起動します。 

 

選択したファイルは、HyperShare APIを使用していないHyperkernelアプリケーションで

なくてはならないことに注意してください。 

HyperShare APIを使用しているWindows NT/2000/XPアプリケーション及びHyperKernelア

プリケーションは、RTMのユーザーインターフェイスから実行することはできません。 

 

HyperKernelシステムが稼動している場合、Start HK Treadダイアログボックスが表示さ

れ、（メインスレッドである）新しいアプリケーション用のパラメータを入力するよう指

示されます。Stack size、Thread Name（16文字以内）、及び0から31までのスレッドの

Priority（優先度）を入力して下さい。 

 

 

 

HyperKernelアプリケーションを停止するには、Stop Hyperkernelボタンをクリックしま

す。このボタンは全スクリーンに表示され、実行中のすべてのアプリケーションを停止し、

HyperKernelシステムをシャットダウンするためのものです。 
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3.2 出力メッセージの表示 

 

 

 

Hyperkernel RTMには、テキストウィンドウにプロセスの出力情報（デバッグ情報）を表

示するアウトプット表示画面があります。RTMウィンドウにあるOutputタブをクリックし

て画面にアクセスします。現在実行中のすべてのプロセスがこの画面に表示されます。

Print Displayボタンを使用して、現在表示されている画面の内容を印刷する事ができま

す。Clearボタンで画面をクリアにすることもできます。 
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3.3 スレッドステータスの表示と変更 

 

 
 

スレッドステータスのモニタリング 

 

Hyperkernel RTMでは、複数の処理とスレッドに関する識別・統計情報を同時に表示しま

す。Threadsタブにアクセスし、プロセスやスレッドを確認してください。 

次にあげるような個々のスレッド情報を確認することができます。 

 

・スレッド名(Thread name) 

・スレッド ID(TID ： 0-1023) 

・親スレッド ID(Parent TID) 

・スレッドの優先度(0-31) 

・スレッドの状態(READY, RECEIVE, SEND, SUSPEND, WAIT) 

・関連スレッド ID(AssocTID：送信によるブロックが発生していない場合、送信元の ID) 

・ペンディングシグナル(Signals) 

・スタックサイズ(Stack) 
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スレッド関数の操作 

 

Threadsタブウィンドウに表示されているスレッドを右クリックし、スレッドを編集する

ことができます。スレッドを終了・停止・再開するオプション及びスレッドの優先度を変

更するオプションを表示したポップアップウィンドウが表示されます。 

 

 

 

どのオプションを選択しても、選択したスレッドの編集に関する警告が表示されます。 
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3.4 メモリ内容の表示 

 

 

Hyperkernel RTMでは、様々な型のユーザー共有メモリの内容を表示します。Memoryタブ

をクリックし、HyperKernelのメモリ内容を表示してください。 

メモリ表示では、独特のコントロールをいくつか使用しています。このコントロールは、

Data Display Optionsです。画面の表示内容の変更及び実際のメモリの値の変更を行うこ

とができます。 

 

Typeの選択 

HyperKernelのメモリ及びユーザー共有メモリをＴypeのドロップダウンリストから選択

し表示することができます。 

 

Sizeの選択 

HyperKernelの4つのサイズのメモリを表示することができます。 

Bit・Byte・Word・Longの4種類です。 

Bitは16384個、Byte、Word、Longは2048個です。Sizeのドロップダウンリストから表示す

るサイズを選択してください。デフォルトはLongです。 

 

Formatの選択 

符号なし10進数、符号付10進数、16進数、2進数、8進数、またはBitのフォーマットを使

用して、選択したメモリのタイプやサイズを表示することができます。 

Formatのドロップダウンリストから表示したいメモリのフォーマットを選択して下さい。
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メモリ内容の変更 

 

アプリケーション実行中に、メモリ内容を変更することが可能です。メモリウィンドウの

Offset列に表示されているメモリ変数のアドレスを右クリックしてください。ポップアッ

プウィンドウには、変更するアドレスのオフセット値の選択が表示されます。 
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3.5 名前付メモリ 

 

Hyperkernel RTMでは、様々なフォーマットでHyperKernelの名前付メモリの値を表示する

ことができます。 

Named Memory SegmentsタブをクリックしてHyperKernelの名前付メモリの内容を表示して

ください。選択された名前付メモリの内容は、ウィンドウの右側に表示されます。Contents 

Display Optionsを使用して選択したメモリの表示方法を変更することができます。 

 

 

Sizeの選択 

HyperKernelの4つのサイズのメモリを確認することが可能です。 

Byte・Word・Long・Floatの4種類です。Byte、Word、Longは、2048個です。 

Data sizeのドロップダウンリストから表示したいメモリのサイズを選択して下さい。 

デフォルトはLongです。 

 

Formatの選択 

符号付10進数、16進数、2進数、8進数、Bit、またはFloatのフォーマットを使用して選択

した名前付メモリを表示することができます。 

Data Formatのドロップダウンリストから表示したいメモリのフォーマットを選択して下

さい。 
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3.6 ダイナミックデータエクスチェンジ(DDE) 

 

RTMは、ダイナミックデータエクスチェンジ(DDE)サーバーとして機能します。これは、他

のアプリケーションがHyperKernel共有メモリのデータを読み書きしてHyperKernelに関

する情報をリレーするものです。 RTMは、DDEMLとインターフェイスを取ることによって

Hyperkernelのデータを表示します。設定されたサービスネーム、トピック、アイテムの

文字列を使用することによりDDEクライアントソフトウェアを書き込むことが可能であり、

Microsoft社のExcelなどの既存のプログラムにネームを追加することも可能です。 

 

DDEからリレーされる情報のフォーマットは、以下のもので構成されています。 

 

service_name｜topic_name!'identifier' 

 

identifierの前後には引用符が必要ですので注意してください。 

 

 

 

サービスネーム 

 

DDE通信を確立する時にRTMは以下のサービスネームをサポートします。 

 

・HyperLink 

・HyperLnk  (8文字以内 ： DOSの実行可能ファイル名称の制限) 

・HKRTM  (8文字以内 ： DOSの実行可能ファイル名称の制限) 
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トピックネーム 

 

DDE通信を確立する時にHyperLinkは以下のトピックをサポートします。 

 

 
 

 

アイテムネーム 

 

・0 –  16384  Hyperkernel のビットメモリにアクセス 

・0 –  2047  Hyperkernel のバイト、ワード、ロングメモリにアクセス 

・0 –  53247  バイトとして Hyperkernel のユーザーメモリにアクセス 

・0 –  26623  ワードとして Hyperkernel のユーザーメモリにアクセス 

・0 –  13311  ロングとして Hyperkernel のユーザーメモリにアクセス 

 

16進数表現でも使用することが可能です。 

（アイテムネームの前には$が必要です。） 

 

例 

1番目のHyperKernelのロング変数の値のリクエストは下記のようになります。 

 

HKRTM|HL_Longs!’0’ 
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3.7 パフォーマンスの表示 

 

 
 

HyperKenel RTMでは一定時間、プロセスのパフォーマンスを表示します。 

RTMのPerformanceタブをクリックしてシステムパフォーマンス画面にアクセスしてくだ

さい。このシステムパフォーマンス画面では、その時点でのHyperKernelのプロセスに関

する統計を表示します。Turn On Perfomance MonitoringをチェックするとHyperkernel RTM

は、HyperKernelに割り当てられている CPU時間をベースにした統計を表示します。以下

のものは、絶えず更新されるフォーマットです。 

 

・% HyperKernel CPU Usage By Priority の棒グラフは、プロセスの優先度別に CPU を

占める HyperKernel の使用率を表示します。個々の棒グラフは 0 から 31までの優先

度を表します。 

 

・% HyperKernel CPU Usage の棒グラフは、現在実行中の HyperKernel プロセスが使用

している CPU の時間の割合を表します。 

 

・% HyperKernel CPU Usage History の折れ線グラフは、HyperKernel が使用した CPU

の履歴を表します。 
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3.8 HyperKernelシステム情報の取得と操作 

 

 

 

Hyperkernel RTMでは、HyperKernelのバージョン情報を表示するオプション画面がありま

す。RTMウィンドウのOptionタブをクリックしてオプション画面にアクセスしてください。 

オプション画面では次のことができます。 

 

・AboutボタンのクリックでRTMに関する情報を示すaboutボックスを表示します。 

 

・HelpボタンのクリックでHyperKernelオンラインヘルプを表示します。 

 

・ConfigureボタンのクリックでHyperKernel Configuration Wizardが起動します。 

HyperKernelシステムの環境設定を確認･変更することができます。 

 

・SettingsボタンのクリックでHyperKernel configuration Settingsのクイックビュー

を表示します。 

 

・TraceボタンのクリックでHyperKernel Trace Utilityが起動します。 
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第四章 HyperKernelトレースユーティリティ 

 

HyperKernelにはデバッグをサポートするイベントトレース機能があります。 

カーネルのデバッグバージョンは、HyperKernelトレースユーティリティにより起動され、

様々なイベントをリアルタイムで記録します。 

トレース機能は、HyperKernelトレースユーティリティによりコントロールされ、 

HyperKernel API機能を使用する実行中のHyperKernelアプリケーションをプログラムに

基づいてコントロールします。 

 

HyperKernelトレースユーティリティによりHyperKernelシステム内の様々なタイプのイ

ベントをリアルタイムにデバックすることが可能です。 

トレースユーティリティでは、メモリのトレースバッファにイベントを保存し、そのバッ

ファをトレースセッション終了後、検査してディスクへ書き込みます。 

このイベントは、Pentiumプロセッサまたはそれ以上のプロセッサではマイクロ秒単位（百

万分の1秒単位）の精度で、イベントをタイムスタンプします。（486プロセッサでは千分

の1秒単位） 
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4.1 トレースユーティリティを使用可能にする 

 

Trace UtilityのメインウィンドウにあるEnable Traceチェックボックスをチェックする

ことによりHyperKernelシステムは、カネールの特別なバージョンを実行するようになっ

ています。このカーネルは、トレース可能なイベントをトラップおよび記録するフックを

備えています。カーネルのトレースバージョンは、標準カーネルよりも実行速度が遅いた

め、デバッグを目的としたトレースセッションを実行する場合のみEnable Traceチェック

ボックスをチェックしてください。 

 

 

注意 ： HyperKernelアプリケーションを起動した時、HyperKernelシステムはカネール標

準バージョンとトレースバージョンの実行する・しないを決定します。そのため、

システムがHyperKernelアプリケーションを実行している間は、トレースを実行

することができません。実行中のHyperKernelアプリケーションを停止・再スタ

ートするまでは、トレースによる影響はありません。 
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4.2 トレースユーティリティの起動 

 

トレースカーネルは、イベントをトレースバッファに記録するタイミングを決定するため

にスタートトリガ及びストップトリガの両方を使用します。カーネルは、イベントのモニ

タリングを開始するまでデータをトレースバッファに記録しません。次の 3 つの方法の

内 、1 つを使用してイベントのモニタリングを開始することが可能です。（これらの方

法を行うには Enable Tracing チェックボックスをチェックしてください。） 

 

・Trace Utiliy ウィンドウの File メニューから Start Monitoring を選択します。 

あるいは、Start Monitoring ボタン をクリックします。 

このオプションは、HyperKenel アプリケーションが実行中の場合のみ操作可能です。 

 

・Trace Utility のメインウィンドウの Auto Start Monitoring チェックボックスをチェッ

クし、HyperKernel アプリケーションを実行してください。 

このオプションは、モニタリングの開始と共に HyperKernel アプリケーションを起動しま

す。 

これは、システムが起動してから最初の数秒内で起こるイベントを記録･検出するのに非

常に有効です。 

 

・HyperKernel API の関数 hkStartTraceMonitoring を使用している HyperKernel アプ

リケーションを実行してください。 
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4.3 開始・停止トリガの選択 

 

トレースが使用可能状態でモニタリングが開始されている時にHyperKernelアプリケーシ

ョンが起動されるとカネールは、スタートトリガイベントの検索を開始します。 

スタートトリガは、イベントをトレースバッファに記録しはじめるタイミングを決定しま

す。 

 

もっともシンプルな形のスタートイベントは、Start Monitoringイベントです。 

このイベントは特別なイベントであり、イベントのモニタリングを開始すると同時に    

トレースバッファにイベントの記録が開始されます。 

Start Monitoringイベントがスタートトリガとして設定していない場合は、設定したスタ

ートトリガの1つが発生するまでトレースバッファに記録されるイベントはありません。 

例えば、スタートトリガのイベントとしてEnter Interruptを設定する場合もあります。 

 

イベントの記録が開始されると、以下のイベントの1つが発生するまで一連のイベント   

すべてをトレースバッファに記録します。 

 

・バッファモードが one shot 時のバッファフル 

・ストップトリガの発生 

・HyperKernel アプリケーションによる hkStopTracing の呼出し 

・Windows アプリケーションによる HyperShare API の hkStopTracing の呼出し 

・HyperKernel トレースユーティリティのメインウィンドウからの File → Stop 

Monitoring 

・メニューオプションの選択、ツールバーボタンのStop Monitoringの のクリック 

 

トレースが停止されると記録されたイベントを設定した出力ファイルに出力します。 

トレースユーティリティが自動的にバイナリ出力ファイルを CSV テキストファイルに変

換後、適切なヘッダと共にテキストファイルを表示します。
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注意１： モニタリングを開始してある状態でHyperKernelプロジェクトの実行を停止し

た場合、ディスクに出力されるファイルはありません。出力ファイルを作成す

るためには、モニタリングを停止してから HyperKernel プロジェクトの実行を

停止してください。 

 

注意２： モニタリング開始後、既に複数のイベントが記録されている時に HyperKernel

アプリケーションのスレッド 0 においてプロセッサフォルトが発生した場合、

アプリケーションは正常にシャットダウンし、出力ファイルは自動的にディス

クへ出力されます。その後、ユーザーが出力ファイルを選択し、トレースユー

ティリティでファイルを表示することができます。ユーティリティは、このフ

ァイルをバイナリファイルであると認識し、表示するためにバイナリファイル

をテキストファイルへ自動的に変換します。スレッド 0 以外のスレッドにおい

てプロセッサフォルトが発生した場合、HyperKernel システムは引き続き実行

され、イベントのモニタリングや記録が通常通り続けられます。 
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4.3.1 スタートおよびストップトリガイベント 

 

下の表は、トレースカネールが記録することができるイベントです。これらのイベントは、

スタート及びストップトリガとしてすべて使用することができますが、特別なイベントで

あるStart Monitoringは、スタートトリガとしてのみ使用することができます。 

 

イベント 説 明 

Enter Interrupt HyperKernel割込みルーチンの開始 

Leave Interrupt HyperKernel割込みルーチンの終了 

Enter Kernel Call HyperKernelAPI コールの開始 

Leave Kernel Call HyperKernelAPI コールの終了 

Enter System Timer HyperKernelシステムタイマーの開始 

Leaves System Timer HyperKernelシステムタイマーの終了 

Enter User Timer ユーザー付属タイマ (hkAttachSystemTimer) の開始 

Leave User Timer ユーザー付属タイマ (hkAttachSystemTimer) の終了 

Context Switch To HyperKernel Windows NT/2000/XP→HyperKernelの切換え発生 

Context Switch To NT HyperKernel→Windows NT/2000/XPの切換え発生 

Enter Processor Fault プロセッサフォルトルーチンの開始 

Leave Processor Fault プロセッサフォルトルーチンの終了 

User Defined Event HyperKernelアプリケーションのhkDebugTraceEventの

呼び出し 

 

さらにHyperKernel API及びHyperShare APIには、イベントのトレースや記録をコントロ

ールすることができる多くの機能があります。 
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4.4 トレースユーティリティSettingsタブ 

 

 
 

メニューオプション 

 

Fileメニューには次のオプションがあります。 

 

・Start Monitoring トリガ/イベントのモニタリングの開始 

・Stop Monitoring トリガ/イベントのモニタリングの停止、イベントの記録の停止 

・Print File 情報タブに表示されているテキストファイルの内容の印刷 

（テキストファイルが表示されている場合に有効） 

・Exit  アプリケーションの終了 

 

Tool メニューの Runtime Manager オプションは HyperKernel RTM アプリケーショ

ンを起動するものです。 

Help メニューの About Hyperkernel Trace オプションはアプリケーションのバー

ジョン情報を表示するものです。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

トレースユーティリティの設定 

 

トレースユーティリティメインウィンドウのBuffer InformationにModeとNumber of 

Recordがあります。 

ModeはトレースバッファのモードをCircularまたはOne Shotから選択することができま

す。 

Circularモードはバッファをサイクリックに使用します。バッファの空きが無くなると一

番古いイベントを上書きし、引き続きイベントをモニタリングします。 

One shotモードは、バッファに空きが無くなるとイベントのモニタリングを停止します。 

Number of Recordはレコード数によってトレースバッファのサイズを決定します。 

また、Trace Utilityのメインウィンドウには、Debug Trace Informationにfilenameがあ

ります。Browseボタンをクリックしてダイアログボックスを表示してください。 

出力ファイルのファイル名を入力することができます。選択したファイル名は読み取り専

用として表示されます。 

 

トレースユーティリティトリガ 

 

Start Eventsとは、イベントのトレースバッファへの記録開始となるトリガの選択肢リス

トです。Stop Eventsは、イベントのトレースバッファへの記録停止となるトリガの選択

肢リストです。 
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4.5 Historical Trace File Informationタブ 

 

 

 

Historical Trace File Informationタブでは、出力ファイルのパスとファイル名、ファ

イル作成日時、ならびにファイル内の総記録数を表示します。 

 

出力ファイルには、記録No、記録したトリガの種類、トリガの詳細（トリガに関連してい

る関数呼び出しなど）、記録が書き込まれた時のマイクロ秒単位での実行時間、記録が書

き込まれた時に実行していたTID 、その他の情報（関数終了時の戻り値など）があります。 

 

他の出力ファイルを確認したい場合は Clear Grid ボタンをクリックして画面をクリア  

してから Open File ボタンをクリックし、表示する出力ファイルを選択します。 
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第五章 HyperKernel 設定ウィザード 

 

HyperKernel設定ウィザードはWindows NT/2000/XPのアプリケーションであり、

HyperKernelをシステムに設定することができます。HyperKernelをインストールするとウ

ィザード画面が表示され、システムをコントロールするWindows NT/2000/XPの変更を行う

ことができます。また、システムにインストールしたあとでも変更を行うために

HyperKernel設定ウィザードを実行することができます。HyperKernelランタイムマネージ

ャ(RTM)ウィンドウ上でOptionsタブをクリックしてください。このオプションウィンドウ

でconfigureボタンをクリックします。HyperKernel設定ウィザードを実行する時は、管理

ユーザー権限が与えられていることを確認してください。 
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5.1 HyperKernel設定ウィザードの開始 

 

 

 

HyperKernelのインストール中にHyperKernel設定ウィザードは自動的に実行されます。表

示されている値を直接変更するか、または値の右側にあるスピンコントロールを使用し変

更します。 

 

システム設定、標準タイミング設定、メモリボードの設定、Windowsのブートメニューの 

選択、及び通信用ポートの設定の各設定を行う事が可能です。 

設定が終了すると現在の設定が表示されます。必要であれば、変更したいウィンドウに戻

り変更してください。設定した内容が正しい場合はリブートシステムに進んでください。 

 

HyperKernelをインストールしたあとに設定をする場合、Hyperkernel設定ウィザードの  

ウィンドウのうちいくつかは、インストール中に表示されるウィンドウとは若干の違いが 

あることに注意してください。 

インストール中の場合、Cancelボタンはどのウィンドウにも表示されません。 

Hyperkernel RTMからウィザードを実行する場合はCancelボタンをクリックすると変更を

キャンセルしRTMに戻ります。 

 

Nextを押して、次のページに進んでください。 
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5.2 システム設定 

 

 

System Settingsウィンドウには、Windows NT/2000/XPで使用可能な全メモリ量の物理RAM 

の表示があります。 

Windows NT/2000/XPが全物理メモリの一部にのみアクセス可能なようにシステムが設定

されている場合があります。このウィンドウに表示されているメモリ量は、アクセス可能

なメモリのことではなく、システムにインストール済みの全物理RAMであるということを

必ずご確認ください。 

 

Floating Point Supportのオプションは、OpenControl 製品をインストールする場合や

OpenControlをモニタから実行する場合は、常に使用可能になるようにチェックしてくだ

さい。OpenControlを実行しないでカスタムHyperkernelアプリケーションの開発を行う場

合にフローティングポイントサポートが不要であるという場合は、このオプションのチェ

ックを外してください。 

 

Ethernet TCP/IP Supportのオプションは、Hyperkernelにすでに設定されているTCP/IP

スタックが使用可能かどうかをコントロールします。 

Sockets APIを使用するカスタムHyperkernelアプリケーションを開発・実行しようとする

場合は、このスタックが使用可能な状態でなければなりません。 

 

 

注意：このオプションがチェックされれば、ドライバメモリの設定も使用可能になります。 

（以下をご覧ください。） 
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System Memory設定では、システム起動時にHyperKernelへ割り当てられるメモリ量をコン

トロールします。 

  

 Physical RAMでは、システムにインストールされている全メモリ量を表示

します。 

Windowsが全物理メモリの一部にのみしかアクセス可能なようにシステム

が設定されている場合があります。表示されているメモリ量は、システム

にインストールされている全物理RAMであるということをご確認ください。 

 

 HyperKernel Memoryでは、ユーザーのアプリケーション用にHyperkernel

が使用可能なRAM量を設定することができます。デフォルト値は2MBですが、

特別大きい場合や複雑なコントロールアプリケーションを実行しようと

する場合は、値を上げることができます。 

 

 Driver Memoryは、TCP/IPサポートが可能である場合、イーサーネットNIC

ドライバに割り当てられるメモリ量です。（上図を参照してください）必

要なメモリ量は、選択されるドライバの種類によって変わります。（ドラ

イバ自体は、Ethernet TCP/IP Confiｇuration Wizardを使用して選択・

設定します） 

ODIドライバ用のドライバメモリは1MB必要です。NE2000ドライバ用の   

ドライバメモリは必要ありません。 

 

注意： HyperKernelに割り当てられた総メモリ＝(HyperKernelメモリ+ドライバメモリ)

です。このメモリは、システム起動中は保護され、どのような方法でもWindows

がアクセスすることはできません。 

 

Initial Thread Stack Sizeは、アプリケーションによって作成された第1スレッドの初期 

スタックサイズを示します。アプリケーションによって作成されたその他全てのスレッド

は、APIパラメータリストでスタックサイズの数値を入力しなくてはなりません。デフォ

ルト値は32Kです。 

 

Hyperkernel Signaling Interruptは、HyperkernelとWindows NT/2000/XP間の通信を扱う

ために使用されるシステム割込み(IRQ)を示します。この値はシステム内で未使用のIRQ

でなければなりません。この値は必ず選択してください。 

 

IRQを選択せずに次のウィンドウに進もうとした場合や、Detailsボタンをクリックした 

場合、Windows NT/2000/XPシステム情報ウィンドウのサンプルが表示されます。この説明

を読み、Nextを押して次に進んでください。 

Windows NT/2000/XPのシステム情報ページが表示されます。IRQを選択してシステムが現

在使用しているIRQを表示してください。 
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システムが現在使用しているIRQを確認し、ハイパーカーネルが使用可能な割込みを見つ

けてください。 

 

確認後、システム情報ウィンドウを閉じ、hyperkernel signaling interruptに使用可能

なIRQをセットしてください。 

 

Nextを押して次のページに進みます。 

Backを押すと前のページに戻ります。 

 

インストール時には、Cancelボタンは表示されません。 

RTMからウィザードを実行している場合にCancelを押した時は、全ての変更した内容をキ

ャンセルしRTMに戻ります。 
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5.3 標準タイミングの設定 

 

 

 

Standard Timing Settingsウィンドウでは、Windows NT/2000/XPとHyperKernelに与えら

れる処理時間の合計の値が表示されます。 

この数値により、HyperKernelとWindows NT/2000/XPのパフォーマンスを変更することが

できます。 

標準チック率を変更するには、スライダーコントロールを設定する数値の位置まで   

クリック・アンド・ドラッグします。 

デフォルト値は250μsです。 

 

Nextを押して次のページに進みます。 

Backを押すと前のページに戻ります。 

 

インストール時には、Cancelボタンは表示されません。  

RTMからウィザードを実行している場合にCancelを押した時は、全ての変更した内容をキ

ャンセルしRTMに戻ります。 
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5.4 メモリボードの設定 

 

 

 

Memory Board settings ウィンドウでは、リアルタイムサブシステムカードの設定を表示

します。 

カードの[使用可／不可]を設定するためには、Retentive Memory Enabled ボックスをチ

ェックします。 

カードの使用可を設定した場合、SRAM ベースアドレス及び I/O ベースアドレスはカード

のスペックシートを基本にして設定してください。 

SRAM ベースアドレスのデフォルト値は D8000、I/O ベースアドレスのデフォルト値は 300

です。 

 

Nextを押して次のページに進みます。 

Backを押すと前のページに戻ります。 

 

インストール時には、Cancelボタンは表示されません。  

RTMからウィザードを実行している場合にCancelを押した時は、全ての変更した内容をキ

ャンセルしRTMに戻ります。 
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5.5 Windows ブートメニューの選択 

 

 

 

Windows Boot Menu Selections ウィンドウでは、Hyperkernel Enable を含むすべての

Hyperkernel のメニュー選択肢が表示されます。  

システムの再起動時、Windows NT/2000/XP のブートメニューに表示されている選択用メ

ニューが表示されます。 

システムを起動してHyperKernelを実行しようとする場合、ブートメニューが表示されて

いる間にHyperKernel Enabledのメニューアイテムを選択してください。 

 

Nextを押して次のページに進みます。 

Backを押すと前のページに戻ります。 

 

インストール時には、Cancelボタンは表示されません。  

RTMからウィザードを実行している場合にCancelを押した時は、全ての変更した内容をキ

ャンセルしRTMに戻ります。 
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5.6 通信ポートの設定 

 

 

 

Communication Port Settings ウィンドウでは、Hyperkernel アプリケーションで使用可

能な COM ポートの設定をすることができます。 

アプリケーションは 1 つの使用可能な COM ポート（設定してあるベースＩ/O ポートアド

レス及び IRQ）によって通信することができます。 

初期設定では、すべての COM ポートが使用不可になっています。 

 

Nextを押して次のページに進みます。 

Backを押すと前のページに戻ります。 

 

インストール時には、Cancelボタンは表示されません。 

RTMからウィザードを実行している場合にCancelを押した時は、全ての変更した内容をキ

ャンセルしRTMに戻ります。 
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5.7 現在の設定 

 

 

 

Current Settings ウィンドウは、ユーザーが選択した設定内容が表示されます。 

変更箇所がある場合は、変更しようとしている設定のウィンドウが表示されるまで Back

ボタンをクリックし、現在の設定を変更することができます。 

変更後は Next ボタンをクリックして Current Settings ウィンドウに戻ってください。そ

して正しく変更されていることを確認してください。 

 

インストール時に Finish ボタンをクリックすると Rebooｔ Your System ウィンドウにな

ります。 

RTM からウィザードを実行してシステムメモリ設定を変更した場合のみ Finish ボタンを

クリックすると Reboot Your System ウィンドウが表示されます。 

システム設定を変更していない場合に Finish ボタンをクリックするとシステム設定以外

の変更を保存して RTM に戻ります。 

 

 

警告： Current Settings ウィンドウで Finish ボタンをクリックすると設定が保存され

ることに御注意ください。Finish ボタンをクリックすると変更前の設定に戻すこ

とができなくなります。 
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5.8 リブートシステム 

 

 

 

HyperKernel 設定ウィザードの最後のウィンドウです。 

Reboot Your System ウィンドウでは、システムを再起動して設定した内容を実行するこ

とができます。 

HyperKernel をインストール後に、この画面にて再起動を行わない場合はユーザーが再起

動をしなければなりません。  

 

 

警告： システムを再起動しない場合、正常に HyperKernel のシステムを実行できない場

合がありますので御注意ください。 

インストール後に再起動することをお勧めします。 

 

 

イーサーネットTCP/IPサポートをチェックした場合（System Settingsをご覧ください）、

イーサーネット TCP/IP 設定ウィザードがコンピュータの再起動後、自動的に起動されま

す。 
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5.9 イーサーネット TCP/IP 設定ウィザード 

 

HyperKernel 設定ウィザードの System Settings ウィンドウにおいてイーサーネット

TCP/IP サポートをチェック（使用可能）にした場合、イーサーネット TCP/IP 設定ウィザ

ードが自動的に起動されます。 

この設定ウィザードは、HyperKernel の TCP/IP スタックを使用するイーサーネット接続

を設定する時に使用します。 

 

このウィザードは、3つの基本的なステップから構成されています。 

 

1. ネットワークドライバ（ODI または NE2000）を選択します。 

2. 選択したドライバ専用のネットワークアダプタを設定します。 

3. TCP/IP 設定を決定します。 

（イーサーネット接続時の IP アドレス、デフォルトゲートウェイ） 

 

ステップ 1：ネットワークドライバに進んでください。 
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5.9.1 ネットワークドライバ 

 

 

 

イーサーネット TCP/IP 設定ウィザードの Network Drivers ウィンドウでは、TCP/IP スタ

ックで使用可能なドライバを選択することができます。 

現在 HyperKernel は、2種類のドライバをインストールすることができ、それぞれのドラ

イバは一定のオペレーティングシステムとネットワークカードのみをサポートしていま

す。 

 

ドライバ カードの種類 バス OS 

NE2000 Novell NE2000 コンパチ式(ISA) ISA Windows 2000/XP 

ODI Intel82558 及び 82559 コンパチ式 PCI Windows NT 

 

株式会社笹川製作所は、今後HyperKernelをバージョンアップする際に、更に進化したネ

ットワークカード及びオペレーションシステムを提供する予定です。 

 

 

注意： HyperKernel では、一度にロードできるネットワークドライバは 1 つです。 

そのため設定ウィザードでは、1つのドライバだけ設定することが可能です。ドラ

イバが既に設定されていて、さらに他のドライバに切り替えようとした場合は、エ

ラーメッセージが表示され、現在の設定を削除するように指示されます。 
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ドライバを選択するには： 

 

1. 希望するドライバ（NE2000 または ODI）のラジオボタンをクリックします。 

 

2. Properties ボタンをクリックして選択したドライバの設定を行ってく

ださい。ボタンをクリックすると、設定ダイアログが開きます。 

 

・NE2000 ドライバを選択した場合は、NE2000 Driver Configuration ダイアログ

に進みます。 

 

・ODI ドライバを選択した場合は、ODI Driver Configuration ダイアログに進み

ます。 

 

・ドライバの設定終了後、OK をクリックして変更を保存し、設定ウィザードを閉

じてください。 

 

ドライバが既に設定されていて、現在の設定を確認する場合は、Viewing Current Driver 

Settings に進んでください。 
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5.9.2 NE2000 ドライバ設定 

 

NE2000 Driver Configuration ダイアログにおいて NE2000 ドライバの設定を行います。 

このダイアログには 2つのタブがあります。 

Network Adapters と TCP/IP Settings です。 

 

NE2000 ドライバ ｜ ネットワークアダプタ 

 

 
 

Network Adapters タブは、NE2000 ドライバ内で実行される具体的なアダプタや NIC を追

加・設定するために使用します。必要な場合は、複数のアダプタの設定が可能です。 

 

 

注意： 同じ種類のものを2つ以上設定する場合、アダプタ同士の違いを明確にする為に

数字がアダプタの横に表示されます。図の例の場合、数字は4です。 
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ネットワークドライバに NE2000 ドライバを追加するには： 

 

1. Network Adapters タブにおいて Add ボタンをクリックしてください。 

Select Network Adapter ダイアログが表示されます。 

 

 

2. インストールしたハードウェアに適したアダプタを選択してください。 

（NE2000 ドライバで利用可能なアダプタは、Novell NE2000 アダプタだけです） 

 

3.  OK をクリックして選択したものを保存後、Network Adapters タブに戻ります。 

 

4. Network Adapters タブにおいて、Properties ボタンをクリックします。 

NE2000 設定パラメータダイアログが表示されます。 

 

 

5. インストールしたハードウェアに適切な IRQ 及び I/O ポートアドレスを選択してく

ださい。 

 

  

注意： インストールしたハードウェアに適切なパラメータがわからない場合は、

Windows のコントロールパネルのシステムで見つけることができます。 

 

 

6.  OK をクリックして選択したものを保存後、Network Adapters タブに戻ります。 

 

7. それぞれのネットワークアダプタに関しても、ステップ 1から 6までを繰り返して

ください。 
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この時点でユーザーが設定したアダプタが Network Adapters タブのリストに加えられて

いなければなりません。リストに加えられている場合は、TCP/IP settings タブに切り替

えてください。 

 

 

 

 

アダプタの削除 

 

NE2000 ドライバからネットワークアダプタから削除するには： 

 

1. Network Adapters タブにおいて削除したいアダプタを選択します。 

 

2. Remove をクリックしてください。選択したものを確認するよう指示されます。 

 

3. Yes をクリックします。 

 

削除したアダプタは、Network Adapters タブに表示されていません。 
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NE2000 ドライバ ｜ TCP/IP 設定 

 

 

 

TCP/IP Settingsタブは、設定してあるネットワークアダプタのパラメータ（IPアドレス、

デフォルトゲートウェイ、DNS 等）を定義するために使用します。 

 

ネットワークアダプタの TCP/IP 設定を定義するには、 

 

1. Adapter のドロップダウンリストからアダプタを選択します。 

 

2. DHCP サーバーが自動的にアダプタのアドレスを割り当てた場合は、デフォルトの設

定はそのままにしておき、ステップ 6に進んでください。それ以外はステップ 3 に

進みます。 

 

3. Specify an IP address をチェックします。 
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4. ネットワーク管理者から与えられた数値を使用して IP アドレス、サブネットマス

ク、及びデフォルトゲートウェイのフィールドを設定します。 

 

 
 

 

注意： 上の図は例です。設定を行う時に図の TCP/IP 設定値を使用しないでください。 

 

 

5. Advanced をクリックして Advanced Setting ダイアログを開きます。  

このダイアログでは、ネットワークアダプタ用のホストネーム、DNS、サフィック

スドメインを設定します。これらの設定は、ネットワーク管理者が行ってください。 

 

6. 他のネットワークアダプタに関しても、ステップ 1 から 5 を繰り返して設定してく

ださい。 

 

7. OK をクリックして設定内容を保存後、NE2000 ドライバ設定ダイアログを閉じてく

ださい。 

 

8. イーサーネット TCP/IP 設定ウィザードの Network Drivers ページに戻ります。 
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Advanced Settings に関する注意点 

 

ユーザーは 3つまで DNS サーバーを追加することができます。サーバーは、表示されてい

る順番で照会されます。DNS を選択し、Up/Down を使用して照会の順番を変更することが

できます。 

 

サフィックスドメイン（別名：サーチドメイン）は、6 つまで追加することができます。 

サフィックスは表示されている順番で検索されます。サフィックスを選択し、Up/Dowｎを

使用して検索の順番を変更することができます。 
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5.9.3 ODI ドライバ設定 

 

ODI Driver Configuration ダイアログにおいて、ODI ドライバの設定を行います。 

このダイアログには 2つのタブがあります。 

Network Adapters と TCP/IP Settings です。 

 

ODI ドライバ ｜ ネットワークアダプタ 

 

 

 

Network Adapters タブは、ODI ドライバ内で実行される具体的なアダプタや NIC を追加・

設定するために使用します。必要な場合は、複数のアダプタの設定が可能です。 

 

 

注意： 同じ種類のものを 2 つ以上設定する場合、アダプタ同士の違いを明確にする為に

数字がアダプタの横に表示されます。図の例の場合、数字は 4 です。 
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ネットワークアダプタに ODI ドライバを追加するには： 

 

1. Network Adapters タブにおいて、Add ボタンをクリックしてください。 

Select Network Adapter ダイアログが表示されます。 

 

 

2. HyperKernel で使用するアダプタを選択してください。 

 

  

注意：このアダプタのリストは、IntelEtherPciScan ユーティリティで取得したものです。 

最初に ODI ドライバを使用可能にした時に、このユーティリティは自動的に実行

されます。このユーティリティは、システム内のすべての Intel デバイスをスキ

ャンします。Windows で使用しているアダプタに注意し、HyperKernel に間違って

同じアダプタを設定しないようにしてください。  

 

 

3. OK をクリックして選択したものを保存後、Network Adapters タブに戻ります。 

 

4. Network Adapters タブにおいて、Properties ボタンをクリックします。 

ODI ドライバ設定パラメータダイアログが表示されます。 
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5. パラメータを確認したら OK をクリックして Network Adapters タブに戻ります。 

 

6. それぞれのネットワークドライバに関しても、ステップ 1 から 5 を繰り返して    

ください。 

 

この時点でユーザーの設定したアダプタが Network Adapters タブのリストに加えられて

いなければなりません。リストに加えられている場合は、TCP／IP Settings タブに切り

替えてください。 

 

 

 

 

アダプタの削除 

 

ODI ドライバをネットワークアダプタから削除するには、 

 

1. Network Adapters タブにおいて削除したいアダプタを選択します。 

 

2. Remove をクリックしてください。選択したものを確認するように指示されます。 

 

3. Yes をクリックします。 

 

削除したアダプタは、Network Adapters タブに表示されません。 
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ODI ドライバ ｜ TCP/IP 設定 

 

 

 

TCP/IP Settingsタブは、設定してあるネットワークアダプタのパラメータ（IPアドレス、

デフォルトゲートウェイ、DNS 等）を定義するときに使用します。 

 

ネットワークアダプタの TCP/IP 設定を定義するには、 

 

1. Adapter のドロップダウンリストからアダプタを選択します。 

 

2. DHCP サーバーが自動的にアダプタのアドレスを割り当てた場合は、デフォルトの設

定はそのままにしておき、ステップ 6に進んでください。それ以外はステップ 3 に

進みます。 

 

3. Specify an IP address をチェックします。 

 

4. ネットワーク管理者から与えられた数値を使用して IP アドレス、サブネットマス

ク、及びデフォルトゲートウェイのフィールドを設定します。 

 

 

注意： 上の図は例です。設定を行う時に図の TCP/IP 設定値を使用しないでください。 

 

 

5. Advanced をクリックして Advanced Settings ダイアログを開きます。 

このダイアログでは、ネットワークアダプタ用のホストネーム、DNS、サフィック

スドメインを設定します。これらの設定は、ネットワーク管理者が行ってください。 
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6. 他のネットワークアダプタに関しても、それぞれステップ 1 から 5 を繰り返してく

ださい。 

 

7. OK をクリックして設定内容を保存後、ODI ドライバ設定ダイアログを閉じてくださ

い。 

 

8. イーサーネット TCP/IP 設定ウィザードの Network Drivers ページに戻ります。 

 

 

 

 

Advanced Settings に関する注意点 

 

ユーザーは 3つまで DNS サーバーを追加することができます。サーバーは、表示されてい

る順番で照会されます。DNS を選択し、Up/Down を使用して照会の順番を変更することが

できます。 

 

サフィックスドメイン（別名：サーチドメイン）は、6 つまで追加することができます。 

サフィックスは表示されている順番で検索されます。 サフィックスを選択し、Up/Down

を使用して検索の順番を変更することができます。 
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5.9.4 現在のドライバ設定の確認 

 

現在のイーサーネットドライバ（NE2000 または ODI）の設定状況を確認することができま

す。イーサーネット TCP/IP 設定ウィザードにおいて確認したいタブをクリックしてくだ

さい。確認後は OK をクリックしてウィザードを閉じてください。 

 

確認 － NE2000 の現在の設定 

 

 

 

View - NE2000 Current Settings タブには、現在の設定が表示されます。  

NE2000 ドライバのアドレス及び変更した設定内容が反映されています。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

確認 － ODI ドライバスタック設定 

 

 

 

View － ODI Driver Stack Settings タブには、現在のイーサーネット TCP/IP スタック

の設定が表示されます。ODI ドライバの追加及び変更した設定内容が反映されています。 

 

ODI ドライバに設定したアダプタを確認するには、ODI Network Adapters をクリックして

ください。 
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確認 ― ODI ドライバアダプタ設定 

 

 

 

ODI ドライバアダプタ設定ダイアログには、現在の HyperKernel ODI ネットワークアダプ

タの設定が表示されます。 

追加及び変更した設定内容が反映されています。 
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5.9.5 TCP/IP スタックのテスト 

 

TCP/IP スタックが適切に設定され、使用可能な場合、RTM から HyperKernel アプリケーシ

ョンを起動すると、TCP/IP スタックは自動的にロードされます。 

 

スタックアプリケーション（\HyperKernel\Drivers\hktcpip.exe）の起動及び同一ネット  

ワーク上の他のコンピュータからのピングによりスタックの設定をテストすることが可

能です。 

必ず手動でスタックアプリケーションを終了後、他の HyperKernel アプリケーションを 

実行するようにしてください。 
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第六章 HyperKernel アプリケーションの開発 

 

HyperKernel アプリケーションは、標準 Cアプリケーションと同じ方法で作成してくださ

い。 

実行のコントロール及びユーザーが作成した他のサブルーチンの呼び出しを行う main() 

関数を記述してください。 

そしてコンパイルとリンクを行い、実行可能プログラム(.exe ファイル)を作成してくだ

さい。 

実行可能プログラム(.exe ファイル)は RTM ユーザーインターフェイスアプリケーション

から実行することができます。 

 

利用可能な関数については、6.1 HyperKernel API をご参照ください。 

 

Microsoft Developers Studio でコンパイルする HyperKernel プログラムの作成方法の例

に関しては、6.2 HyperKernel のプログラムを作成するをご参照ください。 

 

更に 6.3 システム関数の使用及び 6.4 コンパイラの設定もご覧ください。 
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6.1 HyperKernel API 

 

○ ： インタラプトサービスルーチンにおいて使用可能 

× ： インタラプトサービスルーチンにおいて使用不可 

 

メモリ 

× hkAlloc  メモリの割当て 

× hkFree  メモリの開放 

× hkMapMemory     メモリのデータ領域へのマップ 

× hkUnmapMemory    マップしたメモリの開放 

 

共有メモリ 

○ hkLocateMemory 名前付共有メモリの取得 

○ hkNumberSharedBits    Bit 領域数の取得 

○ hkNumberSharedBytes   Byte 領域数の取得 

○ hkNumberSharedLongs   Long 領域数の取得 

○ hkNumberSharedWords   Word 領域数の取得 

○ hkSharedRam        共有メモリ先頭ポインタの取得 

○ hkShareMemory       名前付共有メモリの作成 

○ hkUserSharedRam      ユーザー領域先頭ポインタの取得 

○ hkReadBit         Bit 領域からの読込み 

○ hkReadByte        Byte 領域からの読込み 

○ hkReadLong        Long 領域からの読込み 

○ hkReadWord        Word 領域からの読込み 

○ hkUnshareMemory      名前付共有メモリ領域の開放 

○ hkWriteBit       Bit 領域への書込み 

○ hkWriteByte      Byte 領域への書込み 

○ hkWriteLong      Long 領域への書込み 

○ hkWriteWord        Word 領域への書込み 

 

リテンティブメモリ 

× hkRetentＩnit      リテンティブメモリの初期化 

× hkRetentRead      リテンティブメモリからの読込み 

× hkRetentWrite      リテンティブメモリへの書込み 

× hkRetentExit     リテンティブメモリの開放 

× hkRetentQueryBatteryStatus バッテリの状態調査 
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ファイル I/O 

× hkCopyFile       ファイルのコピー 

× hkOpen        ファイルのオープン 

× hkClose       ファイルのクローズ 

× hkRead       ファイルからのデータの読込み 

× hkRemoveFile         ファイルの削除 

× hkRenameFile         ファイル名の変更 

× hkWrite         ファイルへのデータの書込み 

× hkTell         ファイル内の現在位置（オフセット）の取得 

× hkSizeOfFile      ファイルサイズの取得 

× hkSeek         ファイル内の指定オフセットへの移動 

× hkReadString      ファイルからの文字列の読込み 

× hkWriteString     ファイルへの文字列の書込み 

 

タイミング 

× hkDelay         スレッドの一時停止 

× hkMicroClock     システム起動時からの経過時間取得（マイクロ秒） 

× hkMicroSleep     スレッドのスリープ（マイクロ秒） 

× hkSleep                スレッドのスリープ（ミリ秒） 

○ hkHardwareCounter    プロセッサのカウンタレジスタの参照 

○ hkGetTicks       システムチック値の取得 

○ hkTime         1970 年 1月 1 日からの経過時間取得（秒） 

 

スレッドコントロール 

× hkCreateProcess     プロセスの作成 

× hkCreateProcessEx    パラメータ付プロセスの作成 

× hkCreateThread      スレッドの作成 

× hkCreateThreadEx     パラメータ付スレッドの作成 

× hkEnterCriticalSection  スレッドのスイッチング停止 

× hkExitThread       スレッドの終了 

× hkForceReady      ブロックされているスレッドの実行 

○ hkGetMainTid      メインスレッドのスレッド ID 取得 

× hkGetPriority     スレッド優先度の取得 

○ hkGetThreadData    hkCreateThreadEx，hkCreateProcessEx からのパラメー

タの取得 

○ hkGetTid       スレッド ID の取得 

× hkKillThread     スレッドの実行終了 

× hkLeaveCriticalSection スイッチングの停止解除 

× hkLocateThread   名前付スレッドのスレッド ID 取得 

× hkParetnTid      スレッドの親スレッド ID 取得 
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○ hkReleaseProcessor      CPU 資源の開放 

× hkResume        スレッドの実行再開 

○ hkSeizeProcessor    CPU 資源の独占（Windows NT/2000/XP 実行不可） 

○ hkSetPriority     スレッド優先度の設定 

× hkSuspend      スレッドの実行の一時停止 

○ hkThreadState     スレッドの実行状態の取得 

× hkYield       タイムスライス残部分の放棄 

 

スレッド間通信 ： メッセージ 

× hkCreceive     メッセージ及びシグナルの受信（ブロック無） 

× hkReceive       メッセージ及びシグナルの受信（ブロック有） 

× hkReply       メッセージ送信に対する応答 

× hkSend        メッセージの送信 

 

スレッド間通信 ： セマフォ 

× hkAllocSemaphore       セマフォの割当て 

× hkCreateSemaphore      名前付セマフォの作成 

× hkDestroySemaphore     セマフォの破棄 

× hkFreeSemaphore       セマフォの開放 

× hkLocateSemaphore      セマフォ作成スレッド ID の取得 

 

スレッド間通信 ： 新セマフォ関数 

× hkOpenSemaphore       セマフォのオープン 

× hkGetSemaphore        セマフォの所有権獲得（ブロック有） 

× hkTrySemaphore        セマフォの所有権獲得（ブロック無） 

× hkReleaseSemaphore     セマフォの所有権放棄 

× hkCloseSemaphore       セマフォのクローズ 

 

スレッド間通信 ： シグナル 

○ hkClearSignals    未処理シグナルのクリア 

○ hkReadSignals        未処理シグナル数の取得 

○ hkSignal        シグナルの送信 

 

デバッグ 

× hkDebug        デバッグ文字列の書込み 

× hkPrint        デバッグ文字列の送信 
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割込み 

× hkInterruptAttach    割込みサービスルーチン(ISR)のアタッチ 

× hkInterruptDetach  割込みサービスルーチン(ISR)のデタッチ 

○ hkInterruptDisable   割込みの禁止 

○ hkInterruptEnable  割込みの許可 

 

入出力 

○ hkInpd       I/O ポートからの Double Word の入力 

○ hkInp      I/O ポートからの Byte の入力 

○ hkInpw        I/O ポートからの Word の入力 

○ hkOutpd       I/O ポートへの Double Word の出力 

○ hkOutp       I/O ポートへの Byte の出力 

○ hkOutpw       I/O ポートへの Word の出力 

 

トレースデバッグ 

○ hkDebugTraceEvent     トレースバッファへのイベントの格納 

○ hkDumpDebugTrace     出力ファイルへのトレースバッファ内容出力 

○ hkGetTraceBufferMode   トレースバッファモードの取得 

○ hkGetTraceBufferSize    トレースバッファサイズの取得 

○ hkGetTraceState       トレースモニタリング状態の取得 

○ hkGetTraceTriggers     スタート・ストップトリガの取得 

○ hkSetTraceBufferMode   トレースバッファモードの設定 

○ hkSetTraceBufferSize    トレースバッファサイズの設定 

○ hkSetTraceDumpFile     出力ファイルの設定 

○ hkSetTraceTriggers      スタート・ストップトリガの設定 

○ hkStartTraceMonitoring   トリガ・イベントのモニタリング開始 

○ hkStopTracing      トリガ・イベントのモニタリング終了 

○ hkTraceDataAvailable    トレースバッファ内の記録数の取得 

 

その他 

○ hkAttachSystemTimer    システムタイマー関数のアタッチ 

○ hkDetachSystemTimer    システムタイマー関数のデタッチ 

○ hkGetPrivateProfileString 初期化ファイル（INI ファイル）からの文字列取得 

○ hkGetSystemDiretory     Windows システムディレクトリの文字列取得 

○ hkGetWndowsDirectory   Windows ディレクトリの文字列取得 

○ hkQuitRequest    シャットダウン要求の検出 

× hkSetGateSpeed      メッセージチェックスピードの設定 

× hkSystemCrash        Windows のクラッシュ検出 

× hkTextOut       ブルースクリーンクラッシュ後のテキスト出力 

× hkWritePrivateProfileString 初期化ファイル（INI ファイル）への文字列出力 
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6.2 HyperKernel プログラムの作成 

 

Microsoft Developers Studio 6.0 でコンパイルされる HyperKernel のプログラムを作成

します。（アスタリスクマーク(*)が付いているステップは重要であり、注意が必要です。 

間違って実行すると深刻なエラーを引き起こす可能性があります。） 

 

Microsoft Developers Studio を開いてください。 

 

・ファイルメニューから[新規作成]で[新規作成]ダイアログを開きます。 

 

・プロジェクトタブを開き、プロジェクト形式の一覧から Win Console Application

を選択してください。（すべての HyperKernel アプリケーションは、Win32 となりま

す）。 

 

・プロジェクトネームとファイル一式が保存されるフォルダの位置を入力して、OK を

クリックしてください。新しいワークスペースが作成されます 

 

・[Win32 Console Application ステップ 1/1]ダイアログにて、[空のプロジェクト]を

選択して、[終了]ボタンをクリックしてください。 

（新規プロジェクト情報ダイアログの OK ボタンのクリックにより、新規プロジェク

トが作成されます） 

 

* ・[ビルドメニュー]の[アクティブな構成で設定]にて[プロジェクトの標準構成]ダイア

ログを開きます。 

[プロジェクトの構成]で「xxx - Win32 Release」を選択して[OK]ボタンをクリック

します。（デフォルトは Debug です。Debug で HyperKernel のプロジェクトを作成し

ても機能しません。） 

※ xxx には、プロジェクト名が入ります。 

 

・[プロジェクトメニュー]の[設定]にて[プロジェクトの設定]ダイアログを開きます 

[ C/C++ ] タブの [カテゴリ] のドロップダウンリストから [コード生成] を選択し、 

[構造体メンバのアライメント]を 1バイトに設定してください。（推奨） 

 

・[C/C++]タブの[カテゴリ]から[プリプロセッサ]を選択し、[インクルードファイルの

パス]に HyperKernel SDK で用意されているインクルードファイルのディレクトリを

加えてください。 
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HyperKernel SDK の標準セットアップでは、インクルードファイルのディレクトリは 

  “c:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\Inc”です。 

 

・[リンク]タブの[カテゴリ]から[一般]を選択し、[オブジェクト/ライブラリモジュー

ル]を libc.lib, kernel32.lib, Hyperlib.lib の 3 つにしてください。 

Hyperlib.lib は、フルパスで入力する必要があります。 

通常は“c:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\Lib\HyperLib.lib”です。 

HyperKernelシリアルポート関数を使用する場合はhkSeriallib.libも加えてくださ

い。 

 

 

注意：パスの中にスペースが使用されている場合は、引用符で囲まれなければなりません。 
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* ・プロジェクトオプションの部分に[ /fixed：no]を追加してください。 

 

 

 

* ・[カテゴリ]から[アウトプット]を選択し、[エントリーポイントシンボル]に[hkMain]

と入力して[OK]をクリックしてください。 

 

以上で HyperKernel アプリケーションを作成するためのプロジェクトの設定が完了し

ました。 
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アプリケーションを作成するためには： 

 

・[ファイル]メニューより[新規作成]で[新規作成]ダイアログを開きます。 

 

・[ファイル]タブを開いて、ファイル形式の一覧から[テキストファイル]を選択し、作

成する C ソースコードの[ファイル名]を入力して[OK]ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

（ファイル名の最後には[.c]を必ず付けてください。） 

 

・ソースコードに[hKernel.h]をインクルードしてください。 

 

下記のサンプルソースは、毎秒画面にメッセージを表示するプログラムです。 

 

＃include “hkKernel．H” 

 

void main（void） 

｛ 

    while（ ! hkQuitRequest（）） 

｛ 

hkSleep(1000); 

hkDebug（”your Message”）; 

｝ 

｝ 

 

 

・[ビルド] メニューより [ビルド] を選択し、ビルドを行ってください。 
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・動作確認事項 

 

・HyperKernel Runtime Manager から HyperKernel プログラムを起動します。 

Windows の[スタートボタン]から[すべてのプログラム]-[Namatron Hyperkernel] 

-[Hyperkernel Runtime Manager]の順に選択してください。 

 

・HyperKernel RTM の画面にて[Browse]ボタンをクリックしてください。 

ファイル選択の画面が表示されます。 

 

・作成したプロジェクトのディレクトリに進み、Release フォルダ内の exe ファイルを

選択してください。 

[開く]ボタンのクリックによりパスとファイル名がHyperkernel Applicationに表示

されますので RTM ウィンドウの[Start]ボタンをクリックしてください。 

 

・サンプルプログラムを使用している場合は、RTM ウィンドウの[Output]タブを選択し

てください。 

プログラムのメッセージが[Output]ウィンドウに表示されます。 

 

・以上で、非常に簡単な Hyperkernel プログラムの開発と実行を行いました。 
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6.3 システム関数の使用 

 

HyperKernel アプリケーションを開発しているユーザーは、Windows NT/2000/XP オペレー

ティングシステムにアクセスするシステムのランタイムライブラリ関数を呼び出さない

ように注意してください。（例：malloc,fopen 等） 

 

オペレーティングシステムから独立している自己完結型のライブラリコールは、意図通り

に実行されます。（例：strcpy,sprintf 等） 
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6.4 コンパイラの設定 

 

Microsoft Visual C コンパイラを使用して HyperKernel アプリケーションを作成します。 

 

・Win32 コンソールアプリケーションプロジェクトを作成してください。 

 

・[プロジェクト]メニューの[設定]により[プロジェクトの設定]ダイアログを開き、

[C/C++]タブの[カテゴリ]から[プリプロセッサ]を選択してください。 

 

・HyperKernel SDK ディレクトリを[インクルードファイルのパス]に追加してください。

（例： C:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\Inc ） 

 

・[Link]タブの[カテゴリ]から[一般]を選択してください。 

 

・[オブジェクト/ライブラリモジュール]をlibc.lib, kernel32.libと HyperLib.lib の

3 つにしてください。 

（例： libc.lib, kernel32.lib,”C:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\Lib\ 

HyperLib.lib” ） 

HyperKernel シリアルポート関数を使用している場合は、hkSerialLib.lｉb もリンク

してください。パスに空白が含まれている場合は、引用符で囲んでください。 

 

・Microsoft Visual C++コンパイラの場合、[プロジェクト]メニューの[設定]により[プ

ロジェクトの設定]ダイアログを開き、[Link]タブの[カテゴリ]から[一般]を選択し、

/fixed：no をプロジェクトオプションに追加してください。 

 

・[Link]タブの[カテゴリ]から[アウトプット]を選択し、エントリーポイントシンボル

の部分を hkMain に変更してください。 

 

・ソースコードの中に hKernel．H をインクルードしてください。 

 

・Release version をコンパイルし、実行してください。Debug version ではないこと

にご注意ください。 
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第七章 HyperShare アプリケーションの開発 

 

HyperShare ライブラリは、Windows アプリケーションが HyperKernel のデータにアクセス

し、HyperKernelアプリケーションと相互に関連をもつことができるWindowsのDLLです。

このライブラリを使用することにより HyperKernel アプリケーションの開始・停止が行え

ます。また、HyperKernel データ領域の入出力、スレッド情報の取得、及び状態情報の取

得も行えます。 

 

HyperShare 関数を使用して Cプログラムを作成する場合は、Windows ディレクトリにある 

HyperShare.dll を使用します。 

（ 例： C:\Winnt\HyperShare.dll ） 

 

インクルードファイルと DLL は下記の場所にあります。 

 

C:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\Inc\HyperShare.h 

C:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\Lib\HyperShare.lib 

 

Microsoft Visual Basic 及びボーランド Delphi のサンプルアプリケーションもご覧くだ

さい。 
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7.1 HyperShare API 

 

HyperShare システム関数 

hkGetHKInstallDir HyperKernel インストールディレクトリの取得 

hkGetLastError 最後のエラー情報の取得 

hkStartApplication HyperKernel アプリケーションの開始 

hkStopApplication    HyperKernel アプリケーションの停止 

 

HyperShare データアクセス関数 

hkAttachSharedRam 共有メモリ領域のアタッチ 

hkDetachSharedRam   共有メモリ領域のデタッチ 

hkNumberSharedBits    Bit 領域数の取得 

hkNumberSharedBytes  Byte 領域数の取得 

hkNumberSharedLongs    Long 領域数の取得 

hkNumberSharedWords   Word 領域数の取得 

hkNumberUserSharedBytes  ユーザーByte 領域数の取得 

hkNumberUserSharedLongs  ユーザーLong 領域数の取得 

hkNumberUserSharedWords  ユーザーWord 領域数の取得 

hkReadBit        Bit 領域からの読込み 

hkReadByte       Byte 領域からの読込み 

hkReadLong       Long 領域からの読込み 

hkReadUserByte      ユーザーByte 領域からの読込み 

hkReadUserLong      ユーザーLong 領域からの読込み 

hkReadUserWord      ユーザーWord 領域からの読込み 

hkReadWord        Word 領域からの読込み 

hkSharedRam      共有メモリ先頭ポインタの取得 

hkUseｒSharedRam     ユーザー領域先頭ポインタの取得 

hkWriteBit       Bit 領域への書込み 

hkWriteByte       Byte 領域への書込み 

hkWriteLong      Long 領域への書込み 

hkWriteUserByte      ユーザーByte 領域への書込み 

hkWriteUserLong    ユーザーLong 領域への書込み 

hkWriteUserWord    ユーザーWord 領域への書込み 

hkWriteWord       Word 領域への書込み 
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HyperShare スレッド関連関数 

hkAwait       Windows スレッド（プロセス）側でのシグナルの受信 

（ブロック有） 

hkCreateProcess    Windows スレッド（プロセス）側からのプロセスの作成 

hkKillThread       スレッドの実行終了 

hkLocateMemory     名前付共有メモリの取得 

hkLocateThread     名前付スレッドのスレッド ID 取得 

hkMaxThreads    HyperKernel 内最大可能スレッド数の取得 

hkNameAttach      Windows スレッド（プロセス）名のアタッチ 

hkNameDetach      Windows スレッド（プロセス）名のデタッチ 

hkParentTid     スレッドの親スレッド ID 取得 

hkReadSignals    未処理シグナル数の取得 

hkResume       スレッドの実行再開 

hkSendTid      送信ブロックしているスレッド IDの取得 

hkSetPriority      スレッド優先度の設定 

hkSignal       Windows スレッド（プロセス）側からのシグナル送信 

hkStackSize      スタックサイズの取得 

hkStatusHeader    スレッド情報のヘッダー文字列取得 

hkStatusString    スレッド情報のステータス文字列取得 

hkSuspend       スレッドの実行の一時停止 

hkThreadName      スレッド名の取得 

hkThreadPriority    スレッドの優先度取得 

hkThreadState     スレッドの実行状態の取得 

 

HyperShare ブーリアンステータス関数 

hkKernelError    HyperKernel 内部エラーの検出 

hkProcessExit     HyperKernel アプリケーションの終了検出 

hkProcessorFault   プロセッサフォルトの検出 

hkSystemActive   HyperKernel システムの稼動検出 

 

スレッド間通信 ： セマフォ 

hkAllocSemaphoreEx   セマフォの割当て 

hkCreateSemaphore     名前付セマフォの作成 

hkDestroySemaphoreEx   セマフォの破棄 

hkFreeSemaphoreEx   セマフォの開放 

hkLocateSemaphore     セマフォ作成スレッド ID の取得 
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スレッド間通信 ： 新セマフォ関数 

hkCloseSemaphoreEx   セマフォのクローズ 

hkGetSemaphoreEx    セマフォの所有権獲得（ブロック有） 

hkOpenSemaphoreEx    セマフォのオープン 

hkReleaseSemaphoreEx  セマフォの所有権放棄 

hkTrySemaphoreEx     セマフォの所有権獲得（ブロック無） 

 

HyperShare デバッグトレースユーティリティ関数 

hkDumpDebugTrace     出力ファイルへのトレースバッファ内容出力 

hkFormatTraceFile   出力ファイルのアスキーフォーマット変換 

hkFormatTraceFileCSV 出力ファイルの CSV フォーマット変換 

hkGetStartupTracing 自動トレースモニタリングフラグの取得 

hkGetTraceBufferMode   トレースバッファモードの取得 

hkGetTraceBufferSize  トレースバッファサイズの取得 

hkGetTraceDumpFile   出力ファイル名の取得 

hkGetTraceState     トレースモニタリング状態の取得 

hkGetTraceTriggers   スタート・ストップトリガの取得 

hkSetStartupTracing 自動トレースモニタリングフラグの設定 

hkSetTraceBufferMode  トレースバッファモードの設定 

hkSetTraceBufferSize  トレースバッファサイズの設定 

hkSetTraceDumpFile   出力ファイルの設定 

hkSetTraceTriggers スタート・ストップトリガの設定 

hkStartTraceMonitoring  トリガ・イベントのモニタリング開始 

hkStopTracing     トリガ・イベントのモニタリング終了 

hkTraceDataAvailable  トレースバッファ内の記録数の取得 

 

その他の HyperShare 関数 

hkAttachDebugWindow   HyperKernel RTM Output ウィンドウのアタッチ 

hkClearDebug      HyperKernel RTM Output ウィンドウのクリア 

hkDetachDebugWindow  HyperKernel RTM Output ウィンドウのデタッチ 

hkGetSystemTime     システム時刻の取得 
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7.2 プログラミングサンプル 

 

7.2.1 Microsoft Visual Basic 

 

Declare Function StartHyperLink Lib “C:\Winnt\HyperShare.dll” 

 

 （ByVal hkExe As String, ByVal Flags As Long）As Integer 

 

Declare Function StopHyperLink Lib “C:\Winnt\HyperShare.dll”（）As Integer 

 

 

 

 

7.2.2 ボーランド Delphi 

 

HyperShare 関数は、パスカルプログラム宣言し、呼び出すことができます。 

 

function StartHyperLink（ hkExe:pchar;Flags LongInt ）: LongInt; stdcall; 

 

procedure StopHyperLink; stdcall; 

 

その後、関数は実行セクションで宣言する必要があります。 

 

function StartHyperLink; external HyperShare.DLL; 

procedure StopHyperLink; external HyperShare.DLL; 
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第八章 シリアルアプリケーションの開発 

 

HyperKernel シリアルアプリケーションは、シリアルポートを処理する標準 C アプリケー

ションと同じ方法で作成してください。 

実行のコントロール及びユーザーが作成した他のサブルーチンの呼び出しを行う main()

関数を記述してください。 

そしてコンパイルとリンクを行い、実行可能プログラム(.exe ファイル)を作成してくだ

さい。 

実行可能プログラム(.exe ファイル)は RTM ユーザーインターフェイスアプリケーション

から実行することができます。 
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8.1 HyperKernelシリアル API 

 

hk_SerialBorrowPort  シリアルポートの借用 

hk_SerialCDInput     CD インプットの状態取得 

hk_SerialClose     シリアルポートのクローズ 

hk_SerialCTSInput    CTS インプットの状態取得 

hk_SerialDSRInput   DSR インプットの状態取得 

hk_SerialDTROutput   DTR アウトプットの状態取得 

hk_SerialDTROutputIs  DTR アウトプットの状態設定 

hk_SerialFlushInput  インプットバッファのフラッシュ 

hk_SerialFlushOutput  アウトプットバッファのフラッシュ 

hk_SerialGetDefaultParms デフォルトポート設定の取得 

hk_SerialGetErrorStatus インプットエラーフラグの取得 

hk_SerialGetFlowStatus フロー制御ステータスフラグの取得 

hk_SerialGetPortParms   ポート設定の取得 

hk_SerialInputToBeRead  読込み可能インプット文字数の取得 

hk_SerialIsOneWaiting  文字の受信（ブロック有） 

hk_SerialLinkBreak   ブレークアウトプットの状態取得 

hk_SerialLineBreakIs  ブレークアウトプットの状態設定 

hk_SerialOpen      シリアルポートのオープン 

hk_SerialOpenWithParms  パラメータによるシリアルポートのオープン 

hk_SerialOutputToBeWritten 書込み待ちアウトプット文字数の取得 

hk_SerialRead      シリアルポートからの文字の読込み 

hk_SerialReadUntilChar シリアルポートからの指定文字の読込み 

hk_SerialReadUntilString シリアルポートからの指定列文字の読込み 

hk_SerialResumeInput  レシーバの再開 

hk_SerialResumeOutput  トランスミッタの再開 

hk_SerialReturnPort   シリアルポートの返却 

hk_SerialRIInput    RI インプットの状態取得 

hk_SerialRTSOutput   RTS アウトプットの状態取得 

hk_SerialRTSOutputIs  RTS アウトプットの状態設定 

hk_SerialSetErrorStatus インプットエラーステータスの設定 

hk_SerialSetPortParms  パラメータによるポート設定 

hk_SerialSuspendInput  レシーバの停止 

hk_SerialSuspendOutput トランスミッタの停止 

hk_SerialWrite      シリアルポートへの文字の書込み 

hk_SerialWriteOneNow  シリアルポートへの 1文字の書込み 
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第九章 TCP/IP アプリケーションの開発 

 

HyperKernel TCP/IP 関数を使用して C プログラムを作成する場合には、インストールデ

ィレクトリにある hktcpipLib.lib を使用します。 

（例： C:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\Lib ） 

 

インクルードファイルは、C:\Program Files\Nematron\Hyperkernel\inc\tcpipLib.h で

す。 

 

この章では、Windows ドライバや API を使用せずに HyperKernel アプリケーションがイー

サネットアダプタにリアルタイムでアクセスする方法を説明します。HyperKernel 開発キ

ットを使用しているユーザーが TCP/IP の開発環境を使用することができます。 
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9.1 HyperKernel ソケット API 

 

HyperKernel TCP/IP 関数は、標準の BSD ソケット API をベースにしています。 

 

hk_accept         接続要求の受入れ 

hk_bind          ソケットのバインド 

hk_connect         ソケットの接続 

hk_errno       エラー番号の取得 

hk_gethostbyname        ホスト名によるホスト情報の取得 

hk_getpeername      ホストの IP アドレス取得 

hk_getsockname      ホスト名の取得 

hk_getsockopt      ソケットオプションの取得 

hk_htnol       32Bit ホストバイトオーダーからネットワークバイト

オーダーへの変換 

hk_htons     16Bit ホストバイトオーダーからネットワークバイト

オーダーへの変換 

hk_inet_addr       IP アドレスのネットワークバイトオーダーへの変換 

hk_inet_ntoa   ネットワークバイトオーダーIP アドレスの文字数への

変換 

hk_listen             接続要求 

hk_ntohl        32Bit ネットワークバイトオーダーからホストバイト

オーダーへの変換 

hk_ntohs            16Bit ネットワークバイトオーダーからホストバイト

オーダーへの変換 

hk_ping        ピング 

hk_recv          ソケットからのメッセージ受信 

hk_recvfrom            複数ソケットからのメッセージ受信 

hk_select            ソケットの監視 

hk_send             ソケットへのメッセージ送信 

hk_sendto            複数ソケットへのメッセージ送信 

hk_setsockopt             ソケットオプションの設定 

hk_shutdown           接続破棄 

hk_socket            ソケットの作成 

hk_socketclose            ソケットのクローズ 
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9.2 テストプログラム 

 

テストプログラムは、TCP/IP 設定が正常に動作しているかを確認するのに役立ちます。 

 

 

ピングテスト 

 

ピングテストは、Windows HyperShare フロントエンドプログラム（NTPingSample）と

HyperKernel テストプログラム（HKPingSample）で構成されています。HyperShare フロン

トエンドは、ユーザーにホスト名、または IP アドレスを入力するように要求し、その情

報を共有メモリにより HyperKernel 渡します。HyperKernel のタスクは、DNS を使用して

ホスト名を IP アドレスに変換し、リモートノード（遠隔ノード）をピングします。 

その結果を共有メモリを使用して Windows フロントエンドに返します。フロントエンドは

返された結果を表示します。 

 

ピングユーティリティは、ループバックテストにも使用することができます。 この場合、 

127.0.0.1 のループバック IP アドレスにデータを送信します。 

 

 

 

クライアント／サーバソケットスループットテスト 

 

クライアント／サーバソケットスループットテストは、HyperKernel Runtime Manager を

使用して起動する HyperKernel サーバータスク（HKServer_Receive）と他の PC から実行

する Windows クライアントタスク（NTClient_Send）で構成されています。 

Windows クライアントは、決まっているポート番号にて HyperKernel サーバーとの接続を

確立しデータを転送します。 クライアントは、スループット情報などのテストに関する

さまざまな統計を報告します。 ローカル Windows システムに NIC アダプタが装備されて

いて HyperKernel アダプタと同じネットワーク上にある場合は、1 台の PC でテストする

ことができ、2つのアダプタを通して Windows から HyperKernel にデータを送信している

ということが確認できます。 

 

NTClient_Send.exe は、winsock コンソールアプリケーションであり、コマンドラインの

パラメータとしてドット表示（例：192.168.1.166）のソース IPアドレス（Windows カー

ドの IP アドレス）とデストネーション IP アドレス（HyperKernel カードの IP アドレス）

が必要です。 

このクライアントプログラムは、ソケットのオープン、バインドを行い、メッセージ（1680

バイト）を HyperKernel Runtime Manager で実行している HyperKernel サーバーサンプル

プログラム（HKServer_Receive.exe）に送信します。 
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クライアントでは、送信したメッセージ、メッセージ数、及び送信にかかった時間を表示

します。 サーバーでは、受信にかかった時間を表示します。 

 

 

注意： RTMでHKServer_Receive.exeを実行する前にHyperKernelカードには静的IPア

ドレス（DHCP オプションは使用不可）が設定されていることを確認してください。 

サーバーサンプルプログラム（HKServer_Receive.exe）は、hktcpip.ini から

HyperKernel カードの IP アドレスを取得します。 

 

 

 

使用方法 

 

＞NTClient_Send （Source_ip）（Dest_ip） 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

 

 

 

 

 

付録 A ： HyperKernel API リファレンス 
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A.1 メモリ 

A.1.1 hkAlloc 

 

構 文 

void* hkAlloc(long NumBytes) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long NumBytes 割当てるバイト数 

 

戻り値 

割当てたメモリへのポインタ ： 成功 

NULL ： 失敗 

 

解 説 

hkAlloc は、システムメモリプールからサイズ NumBytes で指定したメモリ

領域を割当てます。 

 

参 照 

hkFree 
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A.1.2 hkFree 

 

構 文 

void hkFree(void* Block) 

 

アーギュメント 

型 引数名 説 明 

void* Block HkAlloc にて割当てた領域のポインタ 

  

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkFreeは、ポインタで示すメモリ領域をシステムメモリプールに戻します。

メモリ領域は、hkAlloc 関数で割当てた領域でなければなりません。 

 

参 照 

hkAlloc 
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Ａ.1.3 hkMapMemory 

 

構 文 

void* hkMapMemory(unsigned long Phys, unsigned long Size, 

unsigned long AllowCache) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long Phys スレッドにマップする物理メモリアド

レス 

unsigned long Size メモリのサイズ（バイト単位） 

unsigned long AllowCache TRUE ：CPU メモリキャッシュ 

FALSE：インターフェイスカード(通常) 

 

戻り値 

マップされたメモリのポインタ ： 成功 

NULL ： 失敗 

 

解 説 

hkMapMemory は、物理アドレスを呼び出しスレッドの仮想アドレス空間にマ

ップし、そのポインタを返します。 

呼び出しスレッドは、返されたポインタに read/write することによりこの

メモリにアクセスすることができます。 

 

参 照 

hkUnmapMemory 
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A.1.4 hkUnmapMemory 

 

構 文 

long hkUnmapMemory(void* Mem, unsigned long Size) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Mem HkMapMemory で返されたポインタ 

unsigned long Size メモリのサイズ（バイト単位） 

 

戻り値 

0 ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkUnmapMemory は、hkMapMemory を使用してマップされた物理メモリをアン

マップします。 

 

参 照 

hkMapMemory 
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A.2 共有メモリ 

 

A.2.1 hkLocateMemory 

 

構 文 

void* hkLocateMemory(char* Name,unsigned long* Length) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name 共有メモリ領域の名前へのポインタ 

unsigned 

long* 

Length メモリの長さが返される領域のポイン

タ 

 

戻り値 

共有メモリのポインタ ： 成功 

NULL ： 失敗 

 

解 説 

hkLocateMemory は、Name で指定された名前付共有メモリの位置を検索し、

共有メモリ領域の長さとその領域へのポインタを返します。 

名前付共有メモリは、hkShareMemory 関数にて作成します。 

名前付共有メモリは、HyperKernel プロセスや Windows プロセスによる情報

の共有を可能にします。  

 

参 照 

hkShareMemory, hkUnshareMemory 
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A.2.2 hkNumberSharedBits 

 

構 文 

long hkNumberSharedBits(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている Bit 数 

 

解 説 

hkNumberSharedBits は、HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている使

用可能な Bit 数を返します。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.3 hkNumberSharedBytes 

 

構 文 

long hkNumberSharedBytes(void) 

 

引 数 

なし 

  

戻り値 

HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている Byte 数 

 

解 説 

hkNumberSharedBytes は、HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている

使用可能な Byte 数を返します。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.4 hkNumberSharedLongs 

 

構 文 

long hkNumberSharedLongs(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている Long 数  

 

解 説 

hkNumberSharedLongs は、HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている

使用可能な Long 数を返します。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.5 hkNumberSharedWords 

 

構 文 

long hkNumberSharedWords(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている Word 数  

 

解 説 

hkNumberSharedWords は、HyperKernel 共有メモリ領域に割当てられている

使用可能な Word 数を返します。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.6 hkSharedRam 

 

構 文 

void* hkSharedRam(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

共有メモリへのポインタ 

 

解 説 

hkSharedRam は、Windows と共有するメモリの先頭ポインタを返します。 

 

参 照 

hkUserSharedRam, hkNumberShared, hkRead, hkWrite 
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A.2.7 hkSharedMemory 

 

構 文 

long hkSharedMemory(char* Name, void* p, long Length) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name 共有メモリ領域の名前へのポインタ 

void* p 名前付共有メモリ領域のポインタ 

long Length 共有メモリ領域の長さ 

    

戻り値 

1 ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSharedMemory は、使用可能な共有メモリリソースとして名前付共有メモ

リ領域を作成します。 

このメモリは、プログラム内に定義（例えば、配列として）をするか、また

は hkAlloc により動的割当てることができます。 

作成されたこのメモリは、hkLocateMemory 関数により他の HyperKernel の

プロセスや Windows プロセスから取得することができ、取得したプロセスか

らアクセスすることが可能になります。 

共有メモリへのアクセスには、セマフォやクリティカルセクションを使用し

て共有メモリ内のデータを保護しなければならない場合があります。 

共有メモリリソースが必要なくなった場合には、必ず hkUnsharedMemory を

呼び出してください。 

 

参 照 

hkUnshareMemory, hkLocateMemory 
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A.2.8 hkUserSharedRam 

 

構 文 

void* hkUserSharedRam(long* Size) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* Size サイズが返される領域のポインタ 

 

戻り値 

共有メモリユーザー領域の先頭ポインタ 

 

解 説 

hkUserSharedRam は、HyperKernel 共有 RAM 領域のポインタと割当てられた

メモリのサイズを返します。 

このメモリは、HyperKernel アプリケーション実行中にいつでもユーザーが

使用可能な汎用バッファです。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite 
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A.2.9 hkReadBit 

 

構 文 

long hkReadBit(long BitVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long BitVar 読込む Bit 番号 

 

戻り値 

指定 Bit 番号の値 ： 成功 

-1 ： エラー 

 

解 説 

hkReadBit は、HyperKernel 共有メモリの指定 Bit 番号の値を返します。 

 

参照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.10 hkReadByte 

 

構 文 

long hkReadByte(long ByteVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ByteVar 読込む Byte 番号 

 

戻り値 

指定 Byte 番号の値 ： 成功 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadByte は、HyperKernel 共有メモリの指定 Byte 番号の値を返します。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.11 hkReadLong 

 

構 文 

long hkReadLong(long LongVar) 

 

引 数 

型  引数名 説 明 

Long LongVar 読込む Long 番号 

 

戻り値 

 

指定 Long 番号の値 ： 成功 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadLong は、HyperKernel 共有メモリの指定 Long 番号の値を返します。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.12 hkReadWord 

 

構 文 

long hkReadWord(long WordVar) 

  

引 数 

型 引数名 説 明 

Long WordVar 読み込む Word 番号 

 

戻り値 

 

指定 Word 番号の値 ： 成功 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadWord は、HyperKernel 共有メモリの指定 Word 番号の値を返します。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.13 hkUnshareMemory 

 

構 文 

long hkUnshareMemory(char* Name) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name 共有メモリの名前へのポインタ 

 

戻り値 

1 ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkUnshareMemory は、hkShareMemory 関数にて作成された使用可能な共有メ

モリリソースから指定した名前付共有メモリを削除します。 

このメモリは、開放（デアロケート）できませんのでご注意ください。 

hkUnshareMemory が呼び出された後でも、既に共有メモリへアクセスしてい

るスレッドおよびプロセスにおけるそのアクセスは、保持されます。 

hkUnshareMemory は、他のプロセスから検索できないように共有メモリリソ

ースから単純にメモリを削除します。 

アプリケーションがこのメモリを共用する必要性がなくなった場合、

hkShareMemory 呼び出しに対応する hkUnshareMemory 呼び出しを行わなくて

はならないことを忘れないでください。 

 

参 照 

hkShareMemory, hkLocateMemory 
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A.2.14 hkWriteBit 

 

構 文 

void hkWriteBit(long BitVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long BitVar 書込む Bit 番号 

long Value Bit 番号に書込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteBit は、指定 Bit 番号に値を書込みます。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.15 hkWriteByte 

 

構 文 

void hkWriteByte(long ByteVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ByteVar 書込む Byte 番号 

long Value Byte 番号に書込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteByte は、指定 Byte 番号に値を書込みます。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.16 hkWriteLong 

 

構 文 

void hkWriteLong(long LongVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long LongVar 書込む Long 番号 

long Value Long 番号に書込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteLong は、指定 Long 番号に値を書込みます。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.2.17 hkWriteWord 

 

構 文 

void hkWriteWord(long WordVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long WordVar 書込む Word 番号 

long Value Word 番号に書込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteWord は、指定 Word 番号に値を書込みます。 

 

参 照 

hkNumberShared, hkRead, hkWrite, hkUserSharedRam 
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A.3 リテンティブメモリ 

 

A.3.1 hkRetentInit 

 

構 文 

int hkRetentInit(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

HK_RETENT_OK ： 成功 

HK_RETENT_NOT_INSTALLED ： カードが検出できない 

HK_RETENT_ERROR ： カードの初期化に失敗 

 

解 説 

hkRetentInit は、リテンティブメモリの初期化を行います。 

 

参 照 

hkRetentExit, hkRetentRead, hkRetentWrite, kRetentQueryBatteryStatus 
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A.3.2 hkRetentRead 

 

構 文 

int hkRetentRead(unsigned long Offset, void* Data, int Length) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long Offset 読込むリテンティブメモリのアドレス 

void* Data データ格納領域のポインタ 

int Length 読込むデータ長（バイト単位） 

 

戻り値 

HK_RETENT_OK ： 成功 

HK_RETENT_ERROR ： 読込みエラー 

 

解 説 

hkRetentRead は、リテンティブメモリからデータを読込みます。 

この関数は、データ格納領域にリテンティブメモリの Offset で指定された

アドレスから Length で指定されたバイト数のデータを読込みます。 

 

参 照 

hkRetentExit, hkRetentInit, hkRetentWrite, kRetentQueryBatteryStatus 
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A.3.3 hkRetentWrite 

 

構 文 

int hkRetentWrite(unsigned long Offset, void* Data, int Length) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long Offset 書込むリテンティブメモリのアドレス 

void* Data データ格納領域のポインタ 

Int Length 書込むデータ長（バイト単位） 

 

戻り値 

HK_RETENT_OK ： 成功 

HK_RETENT_ERROR ： 書込みエラー 

 

解 説 

hkRetentWrite は、リテンティブメモリにデータを書込みます。 

この関数は、データ格納領域のデータをリテンティブメモリの Offset で指

定されたアドレスに Length で指定されたバイト数で書き込みます。 

 

参 照 

hkRetentExit, hkRetentInit, hkRetentRead, hkRetentQueryBatteryStatus 
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A.3.4 hkRetentExit 

 

構 文 

int hkRetentExit(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

HK_RETENT_OK  

 

解 説 

hkRetentExit は、リテンティブメモリへのアクセスを終了するときに使用

します。 

この関数はリテンティブメモリをアンマップします。 

 

参 照 

hkRetentInit, hkRetentRead, hkRetentWrite, 

hkRetentQueryBatteryStatus 
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A.3.5 hkRetentQueryBatteryStatus 

 

構 文 

int hkRetentQueryBatteryStatus(int iWhichBattery) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

int iWhichBattery 問合せるバッテリの種類 

HK_RETENT_INTERNAL_BATTERY 

HK_RETENT_EXTERNAL_BATTERY 

 

戻り値 

HK_RETENT_BATTERY_OK ： 成功 

HK_RETENT_ERROR ： リアルタイムサブシステムカードがインスト

ールされていない場合、あるいはバッテリ状

態のデータが無効な場合 

HK_RETENT_BATTERY_LOW ： バッテリ量がわずかな場合 

 

解 説 

hkRetentQueryBatteryStatusは、リアルタイムサブシステムカード（BBSRAM）

の内部あるいは外部バッテリの状態を測定するために使用します。 

 

 

注意： 関数 hkRetentInit（）を呼び出してから hkRetentQueryStatus（）を呼び出さ

なければなりません。 
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A.4 ファイル I/O 

 

A.4.1 hkCopyFile 

 

構 文 

long hkCopyFile(char* SrcName, char* DestName, long FailIfExists) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* SrcName コピー元のファイル名へのポインタ 

char* DestName コピー先のファイル名へのポインタ 

long FailIfExists デスティネーション存在フラグ 

0：DestName が存在する場合ファイル

を上書きする 

1：DestName が存在する場合に関数呼

び出し失敗 

 

戻り値 

1 ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkCopyFile は、DestName によって指定されたファイル名のファイルに 

   SrcName で指定したファイルをコピーします。 

コピーするファイル名のファイルがすでに存在するか、FailIfExists パラ

メータが 0でない場合、この関数は失敗します。 

FailIfExists を 0 とする場合、DestName で指定したファイルがすでに存在

しているなら上書きされます。 

 

参 照 

hkRenameFile, hkRemoveFile も参照してください。 
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A.4.2 hkOpen 

 

構 文 

long hkOpen(char* Filename, long Mode) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Filename 開くファイルのネーム 

long Mode 次の１つ： 

READ_FILE 

WRITE_FILE 

READWRITE_FILE 

 

戻り値 

失敗  ： ファイルを開かなかった場合、0を返します 

成功  ： 開いたファイルへのハンドル。 

 

解 説 

hkOpen は、Windows NT/2000/XP ディスクファイルを開きます。 

ファイルへのパスはドライブレターを含むフルパスを使用します。 

（例： C:\\directiry\\file.ext） 

 

参 照 

hkClose, hkRead, hkWrite, hkTell, hkSeek, hkSizeOfFile も参照して 

ください。 
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A.4.3 hkClose 

 

構 文 

long hkClose(long FileHandle) 

  

引 数 

型 引数名 説 明 

long FileHandle HkOpen によって戻されたファイルハ

ンドル 

 

戻り値 

0  ： 成功 

-1  ： 失敗 

 

解 説 

hkClose は、hkOpen によって開かれたファイルを閉じます。 

 

参 照 

hkClose, hkRead, hkWrite, hkTell, hkSeek, hkSizeOfFile も参照して 

ください 
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A.4.4 hkRead 

 

構 文 

long hkRead(void* Buffer, long Size, long Count, long FileHandle) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Buffer ディスクファイルからデータリード用

バッファを示すポインタ 

long Size 記録のサイズ（バイト単位） 

long Count 読取るレコードの数 

long FileHandle 読取るファイルのハンドル 

  

戻り値 

読み取られる全レコード数。 

0 の戻り値は EOF を示します。 

 

解 説 

hkRead は、Size で指定したサイズのカウントデータ記録を読み取り、この 

記録をバッファに設定します。 

 

参 照 

hkOpen, hkWrite, hkTell, hkSeek, hkSizeOfFile, hkReadString も 

参照してください。 
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A.4.5 hkRemoveFile 

 

構 文 

long hkRemoveFile(char* FileName) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* FileName 消去するファイルのネーム 

 

戻り値 

0  ： 失敗 

1  ： 成功 

 

解 説  

hkRemoveFile は、FileName で指定したファイルを消去します。 

 

参 照 

hkCopyFile, hkRenameFile も参照してください。 
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A.4.6 hkRenameFile 

 

構 文 

long hkRenameFile(char* OldName, char* NewName) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* OldName リネームするファイルネーム 

char* NewName ファイルの新しいネーム 

 

戻り値 

0  ： 失敗 

1  ： 成功 

 

解 説 

hkRenameFile は、OldName で指定したファイルを NewName で指定したファイ

ル名に変更します。 

新しいファイルネームがすでに存在する場合、この関数は失敗します。 

 

参 照 

hkCopyFile, hkRemoveFile も参照してください。 

 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

A.4.7 hkWrite 

 

構 文 

long hkWrite(void* Buffer, long Size, long Count, long FileHandle) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Buffer 書込むデータのバッファを示すポイン

タ 

long Size レコードサイズ（バイト単位） 

long Count 書込むレコード数 

long FileHandle 書込みファイルのハンドル 

 

戻り値 

書込まれたレコード総数。 

 

解 説 

hkWrite は、バッファから Size で指定したサイズのカウントデータ記録を

ディスクファイルに書き込みます。 

 

参 照 

hkOpen，hkRead，hkWrite，hkTell，hkSeek，hkSizeOfFile も参照してく 

ださい。 
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A.4.8 hkTell  

 

構 文 

long hkTell(long FileHandle) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long FileHandle ファイルのハンドル 

 

戻り値 

ファイルの始めからの現在のオフセット（バイト単位）。 

 

解 説 

hkTell は、ファイルの始めから現在のオフセットを戻します。 

 

参 照 

hkOpen，hkRead，hkWrite，hkTell，hkSeek，hkSizeOfFile も参照してく 

ださい。 
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A.4.9 hkSizeOfFile 

 

構 文 

long hkSizeOfFile(long FileHandle) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long FileHandle 読むファイルのハンドル 

 

戻り値 

ファイル内のバイト総数 ： 成功 

-1   ： エラー 

 

解 説 

hkSizeOfFile は、ファイル中のバイト総数を戻します。 

 

参 照 

hkOpen，hkRead，hkWrite，hkTell，hkSeek，hkSizeOfFile も参照してく 

ださい。 
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A.4.10 hkSeek 

 

構 文 

long hkSeek(long FileHandle, long Offset, long Origin) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long FileHandle ファイルのハンドル 

long Offset 元の値に関係した位置 

long Origin 次のうち１つ： 

SEEK_BOF（ファイルの始め） 

SEEK_EOF（ファイルの終わり） 

SEEK_CURRENT（現在地から） 

 

戻り値 

0 ： 成功 

-1   ： 失敗 

 

解 説 

hkSeek は、ファイル内の希望するオフセットへ、現在のファイル位置を 

移動します。 

 

注意： 

SEEK_EOF を使用する場合、あるいは SEEK_CURRENT の位置から、ファイルの

始めに向けてシークする場合は、ネガティブオフセットを使います 

 

参 照 

hkOpen，hkRead，hkWrite，hkTell，hkSeek，hkSizeOfFile も参照してく 

ださい。 
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A.4.11 hkReadString 

 

構 文 

void* hkReadString(void* Buffer, long Size, long FileHandle) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Buffer ディスクファイルから読取られるデー

タ用バッファポインタ 

long Size バッファサイズ（バイト単位） 

long FileHandle 読取りファイルのハンドル 

 

戻り値 

バッファを示すポインタ ： 成功 

NULL ポインタ   ： 失敗 

 

解 説 

hkReadString は、ファイルからデータの文字列を読み取ります。 

この関数は CR/LF に遭遇するか、バイト数が最大まで書き込まれるまで、 

ファイルからデータを読込みます。 

 

参 照 

hkOpen，hkRead，hkWrite，hkTell，hkSeek，hkSizeOfFile も参照してく 

ださい。 
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A.4.12 hkWriteString 

 

構 文 

long hkWriteString(void* Buffer, long FileHandle) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Buffer ディスクファイルに書込まれるデータ

のバッファポインタ 

long FileHandle 書込みファイルのハンドル 

 

戻り値 

ファイルに書き込まれたバイト総数 

 

解 説 

hkWriteString は、NULL 文字が終端の文字列のデータをファイルに書き 

込みます。 

 

参 照 

hkOpen，hkWrite，hkTell，hkSeek，hkSizeOfFile，hkRead，hkReadString

も参照してください。 
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A.5 タイミング 

 

A.5.1 hkDelay 

 

構 文 

void hkDelay(long Delay) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Delay 遅らせるシステムチック数 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkDelay は、指定したシステムチックの値だけ現在のスレッドの実行を一時

中断します。 

 

 

  注意： このシステムチックのサイズは、現在は１ミリセカンドです。 

 

 

参 照 

hkSleep，hkYield も参照してください。 
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A.5.2 hkMicroClock 

 

構 文 

_int64 hkMicroClock(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

システムが起動した時間からのμsec 数 

 

解 説 

hkMicroClock は、システムが起動した時間（システムブートタイム）から

のマイクロセカンド数を返します。 

Pentium プロセッサにおいて HkMicroClock のみが正常に、あるいはより正

確に機能します。４８６機種では、この関数は０を返します。HkMicroClock

は、1μセカンド以内の正確さをもつプロセッサー・ハードウェア・カウン

タを使用しています。 

 

参 照 

hkMicroSleep も参照してください。 
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A.5.3 hkMicroSleep 

 

構 文 

void hkMicroSleep(unsigned long microseconds, long CritFlag) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long Microseconds スリープするマイクロセカンド数 

long CritFlag スリープする際に重要なセクションを

使用する 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkMicroSleep は、スレッド／プロセスが 1μsec 以内の間スリープできるよ

うにするものです。スリープタイムは、マイクロセカンド単位で測定されま

す。この関数のみが Pentium、あるいは改良型のプロセッサで正常に実行さ

れます。４８６機種では、すぐにこの関数は戻ります。 

この関数は十分な注意を払って取り扱う必要があります。 

この関数は、μsec 間隔でスレッドの呼び出しを遅らせるために、特別なプ

ロセッサハードウェアカウンタを使用します。 

しかしこのスレッドはほかのスレッドに対するタイムスライスをやめるこ

とはしません。 この呼び出しスレッドは、待機状態のままになります。 

つまり、このスリープは、ビジー状態による遅れということです。 

特に I/O ハードウェアの要件を満たすために、ごく短い時間（通常は１０か

ら２０マイクロセカンド以下）遅らせる必要がある場合、ユーザーは、この

関数を使用します。CritFlag は、インタラプトを防ぐため、あるいは遅ら

せている間コンテキストの切り替えを防ぐために使用されます。 

CritFlag へ伝えられるゼロではない数値によって、重要なセクション内で

遅れさせます。このアクションによって、遅らせる時間の正確性を高めるこ

とができますが、このシステムの（スリープ時間の長さによる）インタラプ

トの潜在性を増す影響も概して考えられます。 
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A.5.5 hkHardwareCounter 

 

構 文 

void hkHardwareCounter(_int64* Ticks) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

_int64* Ticks カウンター値を受信する 64 ビット整

数を示すポインタ 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkHardwareCounter は、プロセッサの高性能カウンタが存在すれば、その現

在位置を獲得します。これは、プロセッサへのクロックパルス毎に増加する

64 ビットローリングカウンタです。 

 

参 照 

hkGetTicks も参照してください。 
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A.5.6 hkGetTicks 

 

構 文 

unsigned long hkGetTicks(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

システム クロックチックの現在の数値 

 

解 説 

hkGetTicks は、システムクロックチックの現在の数値である符号なしの数

値を戻します。 

クロックチックは、1秒に 1000 回生じます。 

この数は現在日時に直接関連付けられるものではありません。 

間隔のタイミングに、秒単位以上の正確性を与えるように装備されているも

のです。 

hkGetTicks に対する２つの呼び出しが行われた場合、そして戻り値が互い

から引かれる場合は、その違いの絶対値がコール間の 1msc の数となります。  

この戻り値はフリーランニングの 32 ビットカウンタですので、カウンタが 

ゼロを送り込んでいるときは、ユーザーは注意が必要です。 

 

参 照 

hkHardwareCounter も参照してください。 
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A.5.7 hkTime 

 

構 文 

void hkTime(unsigned long* Seconds, unsigned long* milliseconds) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long* Seconds セコンドのデスティネーションを示す

ポインタ 

unsigned long* milliseconds ミリセカンドを示すポインタ 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

1970 年 1月深夜以来 hkTime は、セカンド（秒）の数を戻します。 

この数値はすでに現地時間に変更されています。 

こうしてこの数値は 1 日のうちの時刻を得る（とらえる、受ける）ために、

gmtime 及び asctime に伝えられます。 

現地時間やタイムゾーン情報を要する関数に、この数値を伝える必要はあり

ません。 

ミリセカンドのパラメータは、セカンドのパラメータが戻すセカンドを過ぎ

て、ミリセカンド（０から９９９）の数を戻します。 

このタイムスタンプは、ＮＴシステム使用できる gmtime 及び asctime 関数

と互換性があり、データのログ収集や、ネイティブ NT アプリケーションが

読み取ることのできるタイムスタンプ情報のために使用される場合があり

ます。 
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A.6 スレッドコントロール 

 

A.6.1 hkCreateProcess 

 

構 文 

long hkCreateProcess(char* Filename, long StackSize, char* name,  

long Priority) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Filename 完全パス（full path）プロセスを作成

する際に使用される exe のファイルネ

ームを示すポインタ 

long StackSize プロセス用のバイト単位でのスタック

のサイズ（最小 2K） 

char* char* 新たなプロセス用のスレッドネームを

示すポインタ 

long Priority 作成されたプロセスのスレッドの優先

度（０から３１） 

 

戻り値 

新たなプロセスのスレッド ID :  成功 

-1  :  失敗 

 

解 説 

hkCreateProcess は、HyperKernel システムに新たなプロセスを作成します。 

プロセスにはカプセル化したスレッドがありますので、システム内で標準 

スレッドのように正確に機能します。 

違うことが２つだけあり、まず、このプロセスが別々にコンパイル及びリン

クされている実行可能ファイル（この実行可能ファイル内のメインの（）関

数で始まる）からロードされているということ、そしてグローバルデータが、

スレッド間のようにプロセス間で直接アクセスが不可能であるということ

です。 

ポインタはプロセスからプロセスへ（共有メモリや hkSend から）伝えるこ

とが可能であり、そのポインタは有効のままです。 
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通常の HyperKernel アプリケーションプログラムのように、プロセスは正確

に書き込まれます。 

 

例えば、そのプロセスは void main(void)関数で開始し、hkQuitRequest()

が、このシステムがシャットダウン中であるかを判断することを確認する必

要がある、ということです。 
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A.6.2 hkCreateProcess 

 

構 文 

long hkCreateProcessEx(char* Filename, long StackSize, char* Name， 

long Priority, void* Param) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Filename 実行可能ファイルの完全パスとファイ

ルネームポインタ 

long StackSize バイト単位のプロセス用スタックのサ

イズ（最小 2K） 

char* char* 新たなプロセス用のスレッドネームポ

インタ 

long Priority 作成されたプロセスのスレッドの優先

度（０から３１） 

void* Param プロセスに伝えられたユーザーパラメ

ータポインタ 

 

戻り値 

新たなプロセスのスレッド ID :  成功 

-1  :  失敗 

 

解 説 

hkCreateProcessEx は、HyperKernel システムの新たなプロセスを作成し 

ます。 

プロセスにはカプセル化したスレッドがありますので、システム内で標準 

スレッドのように正確に機能します。 

プロセスにはカプセル化しているスレッドがありますので、システムにおい

て標準スレッドのように正確に機能します。 

違うことが２つだけあり、まずこのプロセスが別々にコンパイル及びリンク

されている実行可能ファイル（この実行可能ファイル内のメインの（）関数

で始まる）からロードされているということ、そしてグローバルデータが、

スレッド間のようにプロセス間で直接アクセスが不可能であるという事で

すポインタはプロセスからプロセスへ（共有メモリや hkSend から）伝える

ことが可能であり、そのポインタは有効のままです。 
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通常の HyperKernel アプリケーションプログラムのように、プロセスは正確

に書き込まれます。 

例えば、そのプロセスは void main(void)関数で開始し、hkQuitRequest()

が、このシステムがシャットダウン中であるかを判断することを確認する必

要がある、ということです。 

hkCreateProcessEx は、ユーザーがパラメータを作成したプロセスに伝える

ことができるという点において、hkCreateProcess と異なります。 

このパラメータは、作成したプロセス内（あるいは HyperKernel のすべての

プロセスやスレッド内）において、hkGetThreadData 関数から検索されるこ

とがあります。 

 

参 照 

hkGetThreadData,hkCreateThreadEx も参照してください。 
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A.6.3 hkCreateThread 

 

構 文 

long hkCreateThread(void* Address, long StackSize, char* ThreadName, 

long Priority) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Address 関数を示すポインタ 

long StackSize スレッドのスタック用に割り当てるメ

モリ（最小 2K） 

char* ThreadName このスレッドを認識する際に使用され

るスレッド名（最大 16文字） 

long Priority スレッドを実行する際の優先度 

（０から３１） 

 

戻り値 

新たなプロセスのスレッド ID :  成功 

-1  :  失敗 

 

解 説 

hkCreateThread は、HyperKernel にて実行する新たなスレッドを作成します。 

スレッドの作成失敗にて考えられる理由が考えられます： 

・ThreadName がすでに存在している。 

・最大スレッドが実行中である。 

・メモリが不足している。 

 

このスレッドをカプセル化する関数は、次のように定義される必要がありま

す。例えば、パラメータや戻り値がないという場合、 

 

void ThreadFunc(void) 

{ 

} 

 

パラメータは hkCreateThreadEx API への呼び出し（コール）から、この 

関数に伝えられる場合があります。 
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しかし、このパラメータは直接この関数に伝えられませんが、

hkGetThreadData API への呼び出し（コール）からこの関数が検索します。

（hkCreateThreadExを参照してください）。 スレッド関数が戻る場合は、

hkKillThread がスレッド ID によって呼び出されるかのように、このスレ

ッド自体が破壊されます。 

 

参 照 

hkExitThread,hkKillThread,hkLocateThread,hkCreateThreadEx も 

参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

A.6.4 hkCreateThreadEx 

 

構 文 

long hkCreateThreadEx(void* Address, long StackSize, char* ThreadName, 

long Priority, void* Param) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Address 関数を示すポインタ 

long StackSize バイト単位のスレッド用スタックのサ

イズ（最小 2K） 

char* ThreadName 新たなスレッド用のスレッドネームを

示すポインタ 

long Priority 作成されたスレッドの優先度（０から

３１） 

void* Param スレッドに伝えられたユーザーパラメ

ータを示すポインタ 

 

戻り値 

スレッド ID :  成功 

-1  :  失敗 

 

解 説 

hkCreateThreadEx は、HyperKernel で実行するスレッドを作成します。 

この関数は数値を戻すか、変数を持ってはいけません。 

例えば ： 

＃include “hkernel.h” 

typedef struct 

{ 

long Data1, Data2, Data3; 

}MyStructType; 

 

void ThreadFunc(void) 

{ 

MyStructType* p; 

p = hkGetThreadData(hkGetTid()); 
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//Thread code goes here ．．． 

}//ThreadFunc 

 

void main(void) 

{ 

long tid; 

MyStructType p; 

//Fill in p 

 

p.Data1 = 1; 

p.Data2 = 2; 

p.Data3 = 3; 

//Create the Thread 

tid = hkCreateThreadEx(ThreadFunc, MIN_STACK_SIZE,  

“AthreadName”, 8, p）; 

while(!hkQuitRequest()) 

{ 

hkSleep(100); 

}//while 

}//main 

 

hkCreateThreadEx は hkCreateThread 関数と異なる点は、ユーザーが作成し

たスレッドにパラメータを渡すことを可能にしている点です。 

このパラメータは hkGetThreadData 関数から検索されます。 

 

参 照 

hkGetThreadData も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

A.6.5 hkEnterCriticalSection 

 

構 文 

void hkEnterCriticalSection(long* ps) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* ps システム情報を保存する際に使用され

る一時的なローカル変数 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkEnterCriticalSection は、HyperKernel におけるスレッドの切り替えを 

防ぎます。 

この関数は、WindowsNT/2000 がタスクを実行したり切り替えしないように

するもので、またブロックのインタラプトが発生しないようにもします。 

このような理由がありますので、使用する際は注意が必要です。 

hkEnterCriticalSection は、このマシン（機種）でもっとも重要なコード

のセクションのために、短時間使用されるのみです。 数１００ミリセカン

ドの間、重要なこのセクションにシステムが存続する場合、クロックが遅れ

る可能性があり、また、タイムアウト監視のきっかけとなる NT デバイスド

ライバもあります。 

hkEnterCritialSection と共に hkSeizeProcessor を使用する必要はありま

せん。 

 

参 照 

hkLeaveCriticalSection,hkSeizeProcessor,hkReleaseProcessor も参照 

してください。 
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A.6.6 hkExitThread 

 

構 文 

void hkExitThread (void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkExitThread は、現在のスレッドを終了させます。 

 

参 照 

hkKillThread も参照してください。 
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A.6.7 hkForceReady 

 

構 文 

int hkForceReady(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid スレッド ID 

 

戻り値 

0  ： 失敗 

1  ： 成功 

 

解 説 

hkForceReady は、スレッドをいつでも使える状態にさせます。 

スレッドが Send,Receive,Wait,Suspend block の場合は、次のスケジュール

のタイムスライスにおいて、スレッドは強制的に実行再開されます。

hkSend,hkReceive では失敗(0)を返します。 
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A.6.8 hkGetMainTid 

 

構 文 

long hkGetMainTid(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

メインスレッドのスレッド ID 

 

解 説 

hkGetMainTid は、メインスレッドのスレッド ID を戻します。 

メインスレッドは、HyperKernel アプリケーションのメイン()関数を実行 

する初期スレッドです。 

 

参 照 

hkGetTid,hkLocateThread も参照してください。 
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A.6.9 hkGetPriority 

 

構 文 

int hkGetPriority(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid 優先度を獲得するためのスレッド ID 

 

戻り値 

スレッドの優先度  :  成功 

0   :  失敗 

 

解 説 

hkGetPriority は、tid で指定したスレッドの優先度を返します。 

 

参 照 

hkSetPriority も参照してください。 
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A.6.10 hkGetThreadData 

 

構 文 

void* hkGetThreadData(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid パラメータが検索されるためのスレッ

ドのスレッド ID 

 

戻り値 

スレッド作成パラメータへのポインタ  :  成功 

NULL   :  失敗 

 

解 説 

hkGetThreadData は、tid にて獲得したスレッドの hkCreateThreadEx あるい

は hkCreateProcessEx に送るユーザーパラメータを検索します。 

（hkCreateThreadEx を例として参照してください。） 

このスレッドが hkCreateThreadEx あるいは hkCreateProcess から作成され

た場合は、この関数は NULL を戻します。 
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A.6.11 hkGetTid 

 

構 文 

long hkGetTid(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

現在のスレッドのスレッド ID 

 

解 説 

hkGetTid は、現在のスレッドのスレッド ID を戻します。 

 

参 照 

hkGetMainTid,hkLocateThread も参照してください。 
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A.6.12 hkKillThread 

 

構 文 

int hkKillThread(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid 終了されるスレッドの ID 

 

戻り値 

TRUE  ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkKillThread は、実行中の指定したスレッドを無条件に終了します。 

この関数は、終了させるスレッドが未知の状態にある可能性もあるので、注

意して使用してください。 

 

参 照 

hkExitThread,hkLocateThread を参照してください。 
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A.6.13 hkLeaveCriticalSection 

 

構 文 

void hkLeaveCriticalSection(long ps) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ps hkEnterCriticalSection への呼び出

しからの数値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkLeaveCriticalSection は、通常操作へのタスクの切り替えを戻します。 

 

参 照 

hkEnterCriticalSection,hkSeizeProcessor,hkReleaseProcessor も参照 

してください。 
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A.6.14 hkLocateThread 

 

構 文 

long hkLocateThread(char* ThreadName) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* ThreadName スレッド名に一致する null 終了文字

列を示すポインタ 

 

戻り値 

指定したスレッド名を照合するスレッドの ID  

そのスレッド名が現在のスレッド名のどれとも適合しなかった場合、-1 を

返します。 

 

解 説 

hkLocateThread は実行中のスレッドが他のスレッドのスレッド IDを調べる

ときに使用します。 

実行中のスレッドがこの後に、他のスレッドと通信する際にメッセージング

やシグナルを使用する場合があります。 

 

参 照 

hkCreateThread も参照してください。 
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A.6.15 hkParentTid 

 

構 文 

long hkParentTid(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid ペアレントを獲得するためのスレッド

ID 

 

戻り値 

-1 :  失敗 

ペアレントスレッドの TID :  成功 

 

解 説 

hkParentTid は、tid にて指定されたスレッドのペアレントスレッド IDを検

索します。 

hkCreateThread、あるいは hkCreateThreadEx 関数を使用して作成される場

合は、スレッドはペアレントを備えています。 

そのペアレントは、元々プロセスを始めるものとして定義されます。 

（例：HyperKernel において最初に作成されるプロセス／スレッド、あるい

は hkCreateProcess、または hkCreateProcessEx によって作成されるプロセ

ス） 

例えばプロセス Aが hkCreateThread にてスレッド１を作成し、その後 

スレッド１が hkCreateThread にてスレッド２を作成する場合は、スレッド

２のペアレントは引き続きプロセス Aであり、これは両方のスレッドのペア

レントとなります。 

 

参 照 

hkGetTid も参照してください。 
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A.6.16 hkReleaseProcessor 

 

構 文 

void hkReleaseProcessor(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkReleaseProcessor は、hkSeizeProcessor の後に呼び出されるもので 

あり、これによって CPU が WindowsNT/2000 にサービスすることが可能にな

ります。 

詳細は hkSeizeProcessor を参照してください。 

 

参 照 

hkSeizeProcessor,kEnterCriticalSection,hkLeaveCriticalSectionも参照

してください。 
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A.6.17 hkResume 

 

構 文 

int hkResume(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid 実行開始（再使用可能）するスレッド

の ID 

 

戻り値 

TRUE  ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkResume は以前中断していたスレッドの実行を再び可能にします。 

 

参 照 

hkSuspend,hkKillThread も参照してください。 
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A.6.18 hkSeizeProcessor 

 

構 文 

void hkSeizeProcessor(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkSeizeProcessorは通常インタラプトルーチンにおいて使用しているのを、

hkReleaseProcessor がシグナルを送ったスレッドで呼び出されるまでは、

WindowsNT/2000 に CPU リソース機能を装備させません。 

 

参 照 

hkReleaseProcessor,hkEnterCriticalSection,hkLeaveCriticalSection も

参照してください。 
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A.6.19 hkSetPriority 

 

構 文 

int hkSetPriority(long tid,long pri) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid 優先度設定を行うスレッド ID 

long pri 新しい優先度 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetPriority は、tid で指定したスレッドの優先度を設定します。 

新しい優先度は、すべて 0 と定数 MAXIMUM_PRIORITY の間にある必要があり

ます。MAXIMUM_PRIORITY は 31 と定義されます。 

 

参 照 

hkGetPriority も参照してください。 
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A.6.20 hkSuspend 

 

構 文 

int hkSuspend(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid 一時中断するスレッドの ID 

 

戻り値 

TRUE   ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkSuspend は、指定したスレッドの実行を一時中断します。 

このスレッドは、hkResume が呼び出されるまで中断したままになります。 
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A.6.21 hkThreadState 

 

構 文 

long hkThreadState(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッドの ID 

 

戻り値 

指定したスレッドの実行状態 

この Tid が無効な場合、-1 は戻ります。 

 

解 説 

hkThreadState は実行状態を戻します。 次の説明に適合するスレッドステ

ート定義に hkThreadState を使用してアクセスする際に、hkSystem.h ファ

イルが含まれる必要があります。 

 

定数 解説 

STATE_READY スレッドが使用可能状態で、タイムスライ

スを待っている 

STATE_RECEIVE スレッドがメッセージあるいはシグナル

を待ってブロックされている 

STATE_SEND スレッドがメッセージを送信し、返答をま

っている 

STATE_SUSPEND スレッドがほかのスレッドによって一時

中断されている 

STATE_WAIT スレッドがスリープ状態（hkSleep）ある

いは遅れている（hkDelay） 

STATE_FREE スレッドが実行中ではない 

 

参 照 

hkSuspendThread,hkResumeThread も参照してください。 
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A.6.22 hkYield 

 

構 文 

void hkYield(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkYield は、現在のスレッドのタイムスライスの残りを、次に使用可能な同

じ優先度のスレッドにリリースします。 

 

参 照 

hkSleep,hkDelay も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

A.7 スレッド間通信、メッセージ 

 

A.7.1 hkCreceive 

 

構 文 

long hkCreceive(long tid, void* Data, long Length) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid 受信するスレッド ID あるいは定数

ANYTID 

void* Data データを置くバッファへのポインタ 

long Length 最長受信データ 

 

戻り値 

送信（hkSend）スレッドのスレッド ID :  メッセージ到達時成功 

定数 SIGNALED :  シグナル到達時成功 

-1 :  使用可能メッセージ／ 

シグナルなし 

 

解 説 

hkCreceive と hkReceive は、重要な違いが１つありますが非常に似ている

ものです。hkCreceive は、メッセージを待ちながらブロックできません。

HkCreceive は条件付きで受信します。 

例えば hkCreceive は１つが中断していると（すでに送信されている）、メッ

セージやシグナルを受信するということです。 メッセージやシグナルが中

断中でなければ、hkCreceive は失敗コード（-1）とともにすぐに戻ります。 

 

参 照 

hkReceive も参照してください。 
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A.7.2 hkReceive 

 

構 文 

long hkReceive(long Tid, void* Message, long MsgLentgh) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid メッセージが受けられる際のスレッド

の ID 

void* Message 到達メッセージを保存する場所のアド

レス 

long MsgLentgh 最長到達メッセージ 

 

戻り値 

到達データパケットがメッセージである時 :  送信（hkSend）スレッド 

のスレッド ID 

到達データパケットがシグナルである時 :  定数 SIGNALED 

-1 :  Tid が無効である場合 

 

解 説 

hkReceiveはほかのスレッドから到達メッセージおよびシグナルを受け入れ、

あるいはインタラプトルーチンからシグナルを受け入れます。 

hkReceive を呼び出すこのスレッドは、到達メッセージやシグナルがそれを

送信するまでブロックします。 

 

メッセージ 

指定のスレッド ID は、あるスレッドからメッセージを受け入れるときのみ

使用され、あるいは定数 ANYTID はスレッドすべてからのメッセージを受け

入れる際に使用される場合があります。 

 

 

注意：スレッド ID が指定されている場合でさえも、どのソースからの 

シグナルもスレッドによって引き続き受信されます。 
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メッセージを受信する全てのスレッドは、送信スレッドに対して返信

(hkReply)する必要があります（あるいは、送信スレッドは必ずブロックし

ます）。 

 

シグナル 

シグナルは返信を必要としません。 シグナルはメッセージより先に発生し

ます。 

中断中のすべてのシグナルは、メッセージが受信される前に受信されなけれ

ばなりません。 

 

参 照 

hkSend,hkReply,hkSignal,hkClearSignals,hkReadSignals も参照してくだ

さい。 
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A.7.3 hkReply 

 

構 文 

long hkReply(long Tid, void* Reply, long ReplyLength) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid 返信するスレッドの ID 

void* Reply 返信を示すポインタ 

long ReplyLength 返信の長さ（バイト単位） 

 

戻り値 

送信スレッドのスレッド ID 

スレッドが返信を受信する前に終了されたり、あるいはスレッドがメッセー

ジを現在のスレッドに送信しなかった場合、-1は戻されます。 

 

解 説 

hkReply は、メッセージ（シグナルではありません）をすでに送信したスレ

ッドに返信します。送信スレッドはその返信を受け付け、そして非ブロック

化します。 

hkReply を呼び出すスレッドはブロックしません。 

 

 

注意： hkReply は、hkReceive がメッセージを受信したあとに発生しなければなり 

ません。 

スレッドが hkReply にシグナルしか送らない場合は、実は不正で、要求はさ

れません。 

 

 

参 照 

hkSend,hkReceive も参照してください。 
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A.7.4 hkSend 

 

構 文 

long hkSend(long Tid, void* Message, long MsgLength, void* Reply,  

long ReplyLength) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid デスティネーションスレッドの ID 

void* Message 送信するメッセージを示すポインタ 

long MsgLength 返信を受信する場所を示すポインタ 

void* Reply 送信するメッセージを示すポインタ 

long ReplyLength 返信で受け付ける最大バイト数 

 

戻り値 

メッセージを受信するスレッドの ID :  成功 

スレッドが存在しない場合や、返信前に終了した場合、-1 :  失敗 

 

解 説 

hkSend は指定されたスレッドにメッセージを送ります。 

送信先スレッドがメッセージを受信し（hkReceive）、応答（hkReply）を返

すまで送信元スレッドはブロックされます。 

 

参 照 

hkReceive,hkReply も参照してください。 
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A.8 スレッド間通信、セマフォ 

 

A.8.1 hkAllocSemaphore 

 

構 文 

long hkAllocSemaphore(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid セマフォのスレッド ID 

 

戻り値 

0   ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkAllocSemaphore は、すでに hkCreateSemaphore 関数と共に作成されたセ

マフォを割り当てます。一旦割り当てられると、スレッドが同じセマフォを

割り当てようとする場合、ほかの NT や HyperKernel スレッドは、最初の割

り当てが hkFreeSemaphore からそのセマフォをフリーにするまでブロック

します。 

こ の よ う に し て 、 共 有 リ ソ ー ス へ の ア ク セ ス は 、

hkAllocSemaphore/hkFreeSemahore の２つにおいてこのリソースを送り込

み･回り込みすることによって、コントロールする場合があります。 

このセマフォを認識するスレッド ID は、hkCreateSemaphore または

hkLocateSemaphore によって戻されたスレッド ID です。 

 

参 照 

hkCreateSemaphore,hkDestroySemaphore,hkFreeSemaphore, 

hkLocateSemaphore も参照してください。 
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A.8.2 hkCreateSemaphore 

 

構 文 

long hkCreateSemaphore(char* Name, unsigned long Priority) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name セマフォのネームを示すポインタ 

unsigned long Priority セマフォの優先度 

 

戻り値 

セマフォのスレッド ID   ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkCreateSemaphore は、共有の共通リソースへのアクセスをコントロール

するための名前付きセマフォを作成します。（例えば共有メモリ領域）。作

成したあと、このセマフォは、共有リソースにアクセスするために

HyperKernel や NT スレッドによって割り当てられ、フリーにされます。 

セマフォを作成することで、セマフォと同じ名前のものと HyperKernel ス

レッドが作成されるので、通常のスレッドネームとの衝突を防ぐように注

意を払う必要があります。 

さらにセマフォは hkDestroySemaphore 関数を使用することによって、これ

以上必要性がなくなった際に破棄されます。 

 

参 照 

hkDestroySemaphore,hkAllocSemaphore,hkFreeSemaphore, 

hkLocateSemaphore も参照してください。 
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A.8.3 hkDestroySemaphore 

 

構 文 

long hkDestroySemaphore(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid セマフォのスレッド ID 

 

戻り値 

0   ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkDestroySemaphore は、hkCreateSemaphore 関数と共に以前作成されたセ

マフォを破棄します。 

このセマフォを認識するスレッド ID は、hkCreateSemaphore または

hkLocateSemaphore が戻したスレッド IDです。 

セマフォは、アプリケーションでは必要性がなくなった時は常に破棄しな

くてはなりません。 

このセマフォはフリーになるまで実際破棄されませんが、スレッドを破棄

できるのは、セマフォを割り当てた同じスレッドです。 

 

参 照 

hkCreateSemaphore,hkAllocSemaphore,hkFreeSemaphore, 

hkLocateSemaphore も参照してください。 
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A.8.4 hkFreeSemaphore 

 

構 文 

long hkFreeSemaphore(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid セマフォのスレッド ID 

 

戻り値 

0   ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkFreeSemaphore は、hkAllocSemaphore 関数ですでに割り当てられた 

セマフォをフリーにします。 このセマフォをフリーにすれば、他の NT や

Hyperkernel スレッドがセマフォを割り当てることができます。 

（そして hkAllocSemaphore をすでに呼び出したスレッドを非ブロック化し

ます。）このセマフォを認識するスレッド ID は、hkCreateSemaphore または

hkLocateSemaphore が戻したスレッド IDです。 

 

参 照 

hkCreateSemaphore, hkDestroySemaphore,hkAllocSemaphore, 

hkLocateSemaphore も参照してください。 
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A.8.5 hkLocateSemaphore 

 

構 文 

long hkLocateSemaphore(char* Name) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name セマフォのネームを示すポインタ 

 

戻り値 

セマフォのスレッド ID   ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkLocateSemaphore は 、 以 前 作 成 さ れ た セ マ フ ォ の 位 置 を

hkCreateSemaphore 関数から確認します。（そしてそのセマフォのスレッド

IDを戻します）。 このスレッドIDは、hkAllocSemaphoreとhkFreeSemaphore

関数からセマフォを使用する必要があります。 

セマフォのスレッドＩＤを獲得するためにセマフォを作成しなかった

HyperKernel あるいは NT スレッドが hkLocateSemaphore を使用します。 

 

参 照 

hkCreateSemaphore,hkDestroySemaphore,hkAllocSemaphore, 

hkFreeSemaphore も参照してください。 
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A.9 スレッド間通信、新セマフォ関数 

 

A.9.1 hkOpenSemaphore 

 

構 文 

Semaphore* hkOpenSemaphore(char* Name) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name セマフォ名へのポインタ（最大１６字） 

 

戻り値 

セマフォを示すポインタ   ： 成功 

NULL ： 失敗 

 

解 説 

hkOpenSemaphore は、パラメータとして Name で指定したセマフォを作成し

たり、開きます。 この Name は、NULL で終了する長さ最大 16 文字 ASCII

文字列です。（NULL の終端バイトを含みません）。 

指定した名称のセマフォがすでに存在している場合、この関数はセマフォの

使用カウントを増やし、ポインタをセマフォに戻します。 

このセマフォがまだ存在していない場合は、セマフォを作成して初期化し、

そしてポインタをセマフォに戻します。 

 

hkCreateSemaphore と共に作成されたセマフォと一緒に hkOpenSemaphore を

使用しないでください。 

作成したセマフォや hkOpenSemaphore と共に開いたセマフォを操作するた

め に は 、 hkTrySemaphore,hkGetSemaphore,hkReleaseSemaphore, そ し て

hkCloseSemaphore だけを使用してください。 

 

ス レッ ド を開く にあ たっ て 必 要性 のな く な っ た セ マ フ ォ 用 に

hkCloseSemaphore を呼び出してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

使用にあたりスレッドが開かれたそのスレッドを必要とする限り、セマフォ

は開いたままにします。 

処理から抜ける際には、スレッドは開いたセマフォすべてを常に閉じる必要

があります。 

 

参 照 

hkTrySemaphore,hkGetSemaphore,hkReleaseSemaphore,hkCloseSemaphoreも

参照してください。 
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A.9.2 hkGetSemaphore 

 

構 文 

long hkGetSemaphore(Semaphore* semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

Semaphore* semaphore hkOpenSemaphore が戻したセマフォの

ポインタ 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetSemaphore は、パラメータとして伝えられたポインタに関連するセマ

フォの所有権を獲得しようと試みます。 

このセマフォがすでに他のスレッドによって所有されている場合は、この呼

び出し（caller）は、現在の所有スレッドがそのセマフォをリリースするま

でブロックします。 

２つ以上のスレッドが１つのセマフォを待っている場合、優先度の高いスレ

ッドが最初に所有権を主張してきます。 

同じ優先度のマルチスレッドが待機中の場合、もっとも長く待機していたス

レッドが最初に所有権を獲得します。 

 

セマフォの所有権の必要性がなくなった時、この呼び出しスレッドは

hkReleaseSemaphore を呼び出す必要があります。 

 

参 照 

hkTrySemaphore,hkOpenSemaphore,hkReleaseSemaphore,hkCloseSemaphore

も参照してください。 
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A.9.3 hkTrySemaphore 

 

構 文 

long hkTrySemaphore(Semaphore* semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

Semaphore* semaphore hkOpenSemaphore が戻したセマフォの

ポインタ 

 

戻り値 

1   ： 成功（所有権は獲得されています） 

0 ： 失敗（セマフォはすでに所有されています） 

 

解 説 

hkTrySemaphore は、パラメータとして伝えられたポインタに関連するセマ

フォの所有権を獲得しようと試みます。そのセマフォがすでに他のスレッド

によって所有されている場合は、この関数は 0の戻り値を返し、すぐに戻り

ます。このセマフォが現在所有されていない場合は、この関数は

hkGetSemaphore 関数と同じように、正確にそのセマフォの所有権を獲得し

ます。 

 

このセマフォの所有権に必要性がなくなった時、この呼び出しスレッド

は hkReleaseSemaphore 関数を呼び出す必要があります。 

 

参 照 

hkReleaseSemaphore,hkGetSemaphore,hkOpenSemaphore,hkCloseSemaphore

も参照してください。 
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A.9.4 hkReleaseSemaphore 

 

構 文 

long hkReleaseSemaphore(Semaphore* semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

Semaphore* semaphore hkOpenSemaphore が戻したセマフォの

ポインタ 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkReleaseSemaphore は、hkGetSemaphore や hkTrySemaphore 関数の使用を以

前許可されたセマフォの所有権をリリースします。 

 

hkGetSemaphore や hkTrySemaphore の所有権のあるスレッドは、他のスレッ

ドがセマフォが保護しているリソースを使用している場合、その不必要なブ

ロッキングを防いだらできるだけ早めにセマフォをリリースしなければな

りません。 

 

参 照 

hkTrySemaphore,hkGetSemaphore,hkOpenSemaphore,hkCloseSemaphore も 

参照してください。 
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A.9.5 hkCloseSemaphore 

 

構 文 

long hkCloseSemaphore(Semaphore* semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

Semaphore* semaphore hkOpenSemaphore が戻したセマフォの

ポインタ 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkCloseSemaphore は、hkOpenSemaphore で開かれたセマフォを閉じます。 

そのセマフォを開こうとするスレッドが他にない場合、セマフォを閉じるこ

とでそれを破棄します。そのセマフォを開こうとするスレッドがある場合は、

hkCloseSemaphore は、そのセマフォの使用カウントを減少させます。 

 

参 照 

hkTrySemaphore,hkOpenSemaphore,hkReleaseSemaphore,hkGetSemaphoreも

参照してください。 
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A.10 スレッド間通信、シグナル 

 

A.10.1 hkClearSignals 

 

構 文 

unsigned long hkClearSignals(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッドの ID 

 

戻り値 

一時中断しているシグナルの数 

 

解 説 

hkClearSignals は、Tid にて指定したスレッドにて一時中断しているシグナ

ル全てを削除し、中断中のシグナルの数を戻します。 

 

参 照 

hkSignal,hkReadSignals,hkReceive も参照してください。 
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A.10.2 hkReadSignals 

 

構 文 

unsigned long hkReadSignals(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid 中断中シグナルへクエリーするスレッ

ドの ID 

 

戻り値 

Tid で指定したスレッドで一時中断しているシグナルの数 

 

解 説 

hkReadSignalsは、指定したスレッドの一時中断中のシグナル数を戻します。 

 

参 照 

hkSignal, hkClearSignals,hkReceive も参照してください。 
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A.10.3 hkSignal 

 

構 文 

long hkSignal(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid シグナルを発信するスレッドの ID 

 

戻り値 

シグナルが送信されたスレッド ID :  成功 

-1 :  失敗 

 

解 説 

hkSignal は、指定したスレッドへシグナルを発信します。この呼び出しス

レッドはブロックしません。スレッドで一時中断できるシグナルの最大数は

４２９４９６７２９６（２の３２乗）です。 

 

参 照 

hkReceive,hkClearSignals,hkReadSignals も参照してください。 
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A.11 デバッグ 

 

A.11.1 hkDebug 

 

構 文 

long hkDebug(char* Format， ．．．) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Format ステートメントをフォーマットする標

準 Cプリント fを使用 

... ... フォーマット文字列に対するアーギュ

メント 

 

戻り値 

0   ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkDebug は、完了するまで呼び出しスレッドを遅らせるダイレクトプリン

ト構造です。呼び出しがフォーマット化されたテキストの文字列をアウト

プット（出力）ウィンドウに送信します。このウィンドウは WindowsNT/2000

で実行しているものです。このアクションによって、プログラマーはフォ

ーマットされた出力（アウトプット）をウィンドウに送信することができ

ます。 

 

注意： アウトプット（出力）文字列の長さの最大値は２５５バイトです。 

 

警告：リアルタイムパフォーマンスが重要である時には、この関数を使用 

することは避けてください。hkDebug は目的をデバッグするための開

発ツールとしてのみ使用してください。この関数によって、デバッ

グメッセージをすぐに（待たずに）表示することができますが、 

WindowsNT／2000 が、リアルタイムに処理を行っているものを中断さ
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せるメッセージを送るまでこの関数は戻りません。ご使用のリアル

タイムアプリケーションに深刻な影響の少ないプリント関数に関し

ては、hkPrint を参照してください。表示には多少の時間がかかり、

ご使用のリアルタイムアプリケーションにある程度の影響を及ぼす

ことにご注意ください。 

 

参 照 

hkPrint も参照してください。 
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A.11.2 hkPrint 

 

構 文 

long hkPrint(char* Format， ．．．) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Format ステートメントをフォーマットする標

準 Cプリント fを使用 

... ... フォーマット文字列に対するアーギュ

メント 

 

戻り値 

0   ： 成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkPrint は、フォーマットされたテキストの文字列をアウトプット（出力）

ウィンドウに送信します。このウィンドウは WindowsNT/2000 で実行してい

るものです。このテキスト文字列はバッファに置かれ（最大６４メッセージ

がバッファに置かれます）、システムタイムが可能な場合、出力（アウトプ

ット）します。このバッファリングは、データのプリントが呼び出しスレッ

ドのタイミングを中断しないようにします。 

 

注意： 出力（アウトプット）文字列の長さの最大値は２５５バイトです。 

 

 

参 照 

hkDebug も参照してください。 
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A.12 インタラプト 

 

A.12.1 hkInterruptAttach 

 

構 文 

int hkInterruptAttach(long IRQNumber, void* ISRAddress) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long IRQNumber インタラプトの数（０から１５） 

void* ISRAddress IRQ が発生した際呼び出すインタラプ

トサービスルーチン 

 

戻り値 

TRUE   ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkInterruptAttach は、関数をハードウェアインタラプトに付属させます。

このハードウェアインタラプトが生じたとき、ISRAddress で指定された関

数が呼び出されます。この関数は、現在スレッドがブロック化できるいかな

る関数も呼び出しません。 

 

ISR 関数ができるだけ素早く実行することは重要であり、その後、システム

を通常操作に戻してください。重要度の低い操作を遅らせるために、ISR は

（hkSignal を使用して）待機スレッドを発信し、できるだけ素早く ISR を

抜ける必要があります。 
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hkInterruptAttachへの呼び出しに続くインタラプトを常に使用不可にして

ください。HyperKernel システムがこの承認を実行していく中で、ISR は直

接インタラプトコントローラを承認しません。ISR はインタラプトを引き起

こすハードウェア上で、インタラプト要求をリセットする役割を担っていま

す。 

 

注意：浮動小数点の算術がインタラプトルーチン内で実行されている時は、手動で 

浮動小数点コンテキストを保護してください。 

 

ISR を以下のように定義してください。つまり、パラメータも戻り値もな

いということです。 

 

void InterruptFunc(void) 

 

参 照 

hkInterruptDetach,hkInterruptEnable,hkInterruptDisable も参照してく

ださい。 
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A.12.2 hkInterruptDetach 

 

構 文 

int hkInterruptDetach(long IRQNumber) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long IRQNumber ハードウェアインタラプトの数（０か

ら１５） 

 

戻り値 

TRUE   ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkInterruptDetach は、呼び出し（関数の）hkInterruptAttach が以前付属

したハードウェアインタラプトをから ISR 関数を分離します。 

この関数の実行後に、ハードウェアインタラプトが起こった時（発生したと

き）、ISR は HyperKernel から呼び出されません。 

 

参 照 

hkInterruptAttach,hkInterruptEnable,hkInterruptDisable も参照してく

ださい。 
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A.12.3 hkInterruptDisable 

 

構 文 

int hkInterruptDisable(long IRQNumber) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long IRQNumber 使用不可能にするハードウェアインタ

ラプトの数（０から１５） 

 

戻り値 

TRUE   ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkInterruptDisable は、割込み発生時に指定されたハードウェアインタラ

プトを使用不可能にしますが、ISR 関数を分離しません。 

 

参 照 

hkInterruptEnable,hkInterruptAttach,hkInterruptDetachも参照してくだ

さい。 
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A.12.4 hkInterruptEnable 

 

構 文 

int hkInterruptEnable(long IRQNumber) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long IRQNumber 使用可能にするハードウェアインタラ

プトの数 

 

戻り値 

TRUE   ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkInterruptEnable は、インタラプトコントローラー上で指定されたインタ

ラプトを使用可能にします。ISR はハードウェアでのインタラプトをリセッ

トする義務があります。 

 

参 照 

hkInterruptAtach,hkInterruptDetach,hkInterruptDisableも参照してくだ

さい。 
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A.13 インプット／アウトプット（入力／出力） 

 

A.13.1 hkInp,hkInpw,hkInpd 

 

構 文 

int hkInp(unsigned short port) 

unsigned short hkInpw(unsigned short port) 

unsigned long hkInpd(unsigned short port) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned short Port 読み取るための I/O ポート 

 

戻り値 

指定した I/O ポートの位置から読み取られたバイト、ワード、ダブルワード 

 

解 説 

hkInp,hkInpw,hkInpd は、指定した I/O ポートからバイト、ワード、ダブル

ワードを読み取ります。 

 

参 照 

hkOutp,hkOutpw,hkOutpd も参照してください。 
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A.13.2 hkOutp,hkOutpw,hkOutpd 

 

構 文 

int hkOutp(unsigned short Port, int Value) 

unsigned short hkOutpw(unsigned short Port,  

unsigned short Value) 

unsigned long hkOutpd(unsigned short Port, unsigned long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned short Port I/O ポート 

int Value I/O に書き込むための数値 

unsigned short Value I/O に書き込むための数値 

unsigned long Value I/O に書き込むための数値 

 

戻り値 

出力された数値 

 

解 説 

hkOutp,hkOutpw，hkOutpd は、指定した I/Oポートのロケーションへバイト、

ワード、ダブルワードのデータをアウトプットします。 

 

参 照 

hkInp,hkInpw,hkInpd も参照してください。 
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A.14 トレースデバッグ 

 

A.14.1 hkDebugTraceEvent 

 

構 文 

＃include “hkernel.h” 

＃include “tracefunc.h” 

void hkDebugTraceEvent(unsigned long EventCode,  

unsigned long FunctionCode,  

unsigned long Parameter) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long EventCode HK_TRACE_EVENT_USER_EVENT に設定さ

れる必要がある 

unsigned long FunctionCode ユーザー定義コード 

unsigned long Parameter ユーザー定義パラメータ 

  

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkDebugTraceEvent によって、パラメータはトレースバッファにおいてトレ

ースイベントを挿入することができます。この関数がユーザープログラムの

中で呼び出されるときに、トレースイベントはデバッグトレースバッファに

挿入されます。この関数コード及びパラメータの引数は、ユーザーが希望す

るあらゆる 32 ビットに設定される可能性があります。 

これら２つの数値と一緒のこの記録は、HyperKernel デバッグトレースユー

ティリティプログラムのデバッグトレースにおいて表示されます。 
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注意１：EventCode は、HK_TRACE_EVENT_USER_EVENT（例：0x0400）に常に設定 

されている必要があります。 

他の数値はすべてによって、不適当なトレースイベントがトレースバッフ

ァ内に発生することになります。 

 

注意２：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 
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A.14.2 hkDumpDebugTrace 

 

構 文 

hkDumpDebugTrace(long ClearBuffer) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ClearBuffer トレースバッファをクリアにするフラ

グ 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkDempDebugTraceは、トレースバッファをダンプファイルにダンプします。 

このダンプファイルのネームは hkSetTraceDumpFile コールを使って指定し

ます。 

hkDumpDebugTrace 関数が呼び出されたときは、常にこのダンプファイルの

コンテンツは上書きされます。ユーザーがこのダンプファイル保護したい場

合は、hkSetTraceDumpFile への新しい呼び出しを作成し、このファイルネ

ームをダンプして変更するか、あるいは現在のダンプファイルを異なったフ

ァイルネームにコピーしてから、再び hkDumpDebugTrace を呼び出してくだ

さい。 

 

このダンプファイルはバイナリーフォーマットの中にあります。

HyperKernel デバッグトレースユーティリティプログラムで、このトレース

ファイルをフォーマットして人が読み取れるフォーマットに直します。

（HyperShare 関数の hkFormatTraceFile および hkFormatTraceFileCSV も参

照してください。） 
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ClearBuffer フラグは、hkDumpDebugTrace 関数が、ダンプ後にトレースバッ

ファをクリアにするかどうかを表示します。ゼロではない数値は、ダンプさ

れた後そのトレースバッファが空にされる必要があることを表示します。 

hkStartTraceMonitoringへの呼び出しは、モニタリングを開始したときに、

トレースバッファを自動的にクリアにします。 

 

hkDumpDebugTrace は、モニタリングが実行していないときに唯一呼び出す

ことが可能です。（hkGetTraceState は、HK_TRACE_STATE_DORMANT を戻しま

す。） 

 

HK_TRACE_STATE_DORMANT は、trace.h で定義され、 

 

＃define HK_TRACE_STATE_DORMANT １ 

                                    

となります。 

 

トレースモニタリングを実行している間に、トレースファイルをダンプしよ

うとする場合は（例：hkStartTraceMonitoring がすでに呼び出されていて、

ストップトリガやフルバッファ、あるいは hkStopTracing コールがトレーシ

ングを中止していないなど）、hkDumpDebugTrace は失敗します。 

 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

 

参 照 

hkSetTraceDumpFile,hkFormatTraceFile も参照してください。 
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A.14.3 hkGetTraceBufferMode 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkGetTraceBufferMode(long* Mode) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Mode 現在のバッファモード用の保管位置 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceBufferMode は、イベントをバッファする際に使用される現在モ

ードを検索します。このモードは以下のように trace.h で定義されます。 

 

＃define HK_TRACE_BUFFER_ONESHOT １ 

＃define HK_TRACE_BUFFER_CIRCULAR ２ 

 

ワンショットバッファは、一旦バッファがフルになるとモニタリングイベン

トを中止します。イベントにおいて、フルのバッファは更なるストップトリ

ガとして機能します。 

循環バッファは、バッファがフルになった後もモニタリングイベントを続行

します。もっとも古いイベントが循環式で上書きされます。 

 

参 照 

hkSetTraceBufferMode も参照してください。 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 
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A.14.4 hkGetTraceBufferSize 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkGetTraceBufferSize(long* BufferSize) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* BufferSize 現在のバッファサイズ用の保管位置 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

 

解 説 

hkGetTraceBufferSize は、いくつかのエントリ（記録）においてトレース

バッファのサイズを検索します。トレーシングが実行されている間、システ

ム内で１つの記録がイベントごとに使用されます。これは、実際に使用可能

である記録数とは同じではありません。（hkTraceDataAvailable を参照して

ください。） 

 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

 

参 照 

hkSetTraceBufferSize も参照してください。 
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A.14.5 hkGetTraceState 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkGetTraceState(long* State) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* State 現在の状態を置くアドレスの場所 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceState は、トレースモニタリングの現在の状態を獲得します。こ

の異なったステートは、以下のように trace.h において定義されます。 

 

＃define HK_TRACE_STATE_NOTREADY 0 

//system still coming up, not ready to trace 

＃define HK_TRACE_STATE_DORMANT 1 

//tracing not active, tracing can be configured 

＃define HK_TRACE_STATE_MONITORING 2 

//hkStartTraceMonitoring called, looking for 

// start triggers 

＃define HK_TRACE_STATE_TRIGGERED 4 

//currently recording, start trigger has occurred 

＃define HK_TRACE_STATE_PAUSED 8 

//internal state, monitoring temporarily paused 
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注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

 

参 照 

hkSetTraceState も参照してください。 
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A.14.6 hkGetTraceTriggers 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkGetTraceTriggers(unsigned long* StartTrigger,  

unsigned long* Stoptrigger) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long* StartTrigger スタートトリガを置く保管位置 

unsigned long* StopTrigger ストップトリガを置く保管位置 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceTriggers は、イベントをトレースバッファに記録を開始（及び

停止）させるトリガを獲得します。トレーストリガに関する詳細情報は

hkSetTraceTriggers を参照してください。 

 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.H が含まれます。 

 

 

参 照 

hkSetTraceTriggers も参照してください。 
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A.14.7 hkSetTraceBufferMode 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkSetTraceBufferMode(long Mode) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Mode バッファリングモードを設定する 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceBufferModeは、バッファリングイベント用モードを設定します。 

このモードは以下のように trace.h において定義されます。 

 

＃define HK_TRACE_BUFFER_ONESHOT 1 

＃define HK_TRACE_BUFFER_CIRCULAR 2 

 

ワンショットバッファは、一旦バッファがフルになるとモニタリングイベン

トを中止します。イベントトレーシングにおいて、フルのバッファは更なる

ストップトリガとして機能します。 

循環バッファは、バッファがフルになった後もモニタリングイベントを続行

します。 もっとも古いイベントが循環式で上書きされます。 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.H が含まれます。 

 

 参 照 

hkSetTraceBufferSize も参照してください。 
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A.14.8 hkSetTraceBufferSize 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkSetTraceBufferSize(long BufferSize) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long BufferSize エントリ数の中のトレースバッファの

サイズ 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceBufferSize は、エントリ（記録）の数におけるトレースバッフ

ァのサイズを設定します。トレーシングを実行している間にシステムにおい

て１つの記録がイベントごとに使用されます。 

hkSetTraceBufferSize は、モニタリングを実行していないときに唯一成功

します。（例：hkGetTraceState への呼び出しは HK_TRACE_STATE_DORMANT を

戻します。） 

 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

 

 参 照 

hkSetTraceBufferMode も参照してください。 
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A.14.9 hkSetTraceDumpFile 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkSetTraceDumpFile (char* filename) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* filename 新しいトレースダンプのファイルネー

ム 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceDumpFile は、デバッグトレースダンプファイル用のファイルネ

ームを設定します。hkDumpDebugTrace が呼び出されるときに、トレースバ

ッファは hkSetTraceDumpFile が指定したファイルにダンプされます。 

 

注意： フルパスネームにて指定しなければなりません。 

 

hkSetTraceDumpFile は、モニタリングを実行しているときに唯一成功しま

す。（hkGetTraceState は、HK_TRACE_STATE_DORMANT を戻します。） 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

参 照 

hkDumpDebugTrace,hkGetRraceDumpFile も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

A.14.10 hkSetTraceTriggers 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkSetTraceTriggers(unsigned long StartTrigger,  

unsigned long StopTrigger) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long StartTrigger モニタリングイベントを開始するトリ

ガ 

unsigned long StopTrigger モニタリングイベントを停止するトリ

ガ 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceTriggers は、イベントをトレースバッファに記録開始（及び停

止）させるトリガを設定します。２つ以上のトリガは、スタートおよびスト

ップトリガの両方用に設定される場合もあります。このマルチトリガ、ある

いはトリガ識別子をシング 32 ット数値に一緒に設定してください。トリガ

の中には両方のトリガにおいて無効なものもあります。このトリガ識別子は

以下のように trace.h において定義されます。 
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トリガ 数値 注釈 

#define HK_TRACE_EVENT_ENTER_INTERRUPT 0x0001 1 

#define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_INTERRUPT 0x0002 1 

#define HK_TRACE_EVENT_ENTER_FUNCTION 0x0004 1 

#define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_FUNCTION 0x0008 1 

#define HK_TRACE_EVENT_ENTER_SYSTEM_TIMER  0x0010 1 

#define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_SYSTEM_TIMER 0x0020 1 

#define HK_TRACE_EVENT_CALL_USER_TIMER 0x0040 1 

#define HK_TRACE_EVENT_RETURN_USER_TIMER 0x0080 1 

#define HK_TRACE_EVENT_ENTER_PROCESSOR_FAULT 0x0100 3 

#define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_PROCESSOR_FAULT 0x0200 3 

#define HK_TRACE_EVENT_USER_EVENT 0x0400 1 

#define HK_TRACE_EVENT_START_MONITORING 0x0800 2 

#define HK_TRACE_EVENT_FAULT_LOCATION 0x1000 4 

#define HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_NT 0x2000 1 

#define HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_HK 0x4000 1 

#define HK_TRACE_EVENT_NT_FAULT 0x8000 4 

 

注意： 

１． スタート あるいは ストップ 

２． スタートのみ 

３． ストップのみ 

４． Hyper 内部にて使用しないでください 

 

このコメントによって、トリガが有効な場所を認識します。継続的なモニタ

リング用のスタートトリガは、HK_TRACE_EVENT_START_MONITORING です。 

このイベントは、hkStartTraceMonitoring()コールが作成されるとすぐに記

録するイベントを誘発します。 

HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_HK も、有用なスタートトリガです。 

NT から HKへのイベントの記録を次のコンテキストスイッチに記録を開始し

ます。  
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既知の外部 HyperKernel ハードウェアインタラプトが予期される場合は、

HK_TRACE_EVENT_ENTER_INTERRUPTはスタートトリガ用の良い候補となりま

す。（ストップトリガ用の停止条件に設定しようとしているもの） 

 

（ストップトリガではない）0 がストップトリガ用に指定される場合は、

トレーシングは hkStopTracing コールを使用して停止したままの場合があ

ります。 

 

hkSetTraceTriggers は、モニタリングを実行していないときに唯一成功し

ます。（hkGetTraceState は HK_TRACE_STATE_DORMANT を戻します。） 

 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

 

参 照 

hkGetTraceTriggers, hkStartTraceMonitoring も参照してください。 
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A.14.11 hkStartTraceMonitoring 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkStartTraceMonitoring(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkStartTraceMonitoring は、トリガ／イベント用モニタリングを開始しま

す。このスタートトリガイベントが一旦発生すると、その後すべてのイベン

トがさらにトレースバッファに記録されます。ストップトリガが一旦発生す

ると、（あるいはトレースバッファがワンショットトレースバッファでフル

になると）、トレースモニタリング（及びイベントの記録）は終了します。 

このストップトリガ、あるいはフルになったバッファは、言い換えると自動

の hkStopTracing コールということです。hkStartTraceMonitoring が呼び

出されたあとは、その時点までに検出されるイベントもトリガもありません。 

ストップトリガが一旦発生すると、そのバッファはワンショットトレースバ

ッファでフルになります。あるいは hkStopTracing が呼び出されます。その

後 hkStartTraceMonitoring が再び呼び出されるまで、検出・記録されるイ

ベントやトリガはありません。 

 

hkStartTraceMonitoringへの呼び出しは、モニタリングが開始するときに、

自動的にトレースバッファをクリアにします。 
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注意１：モニタリングが hkStartTraceMonitoring への呼び出しで動作する前に 

kSetTraceBufferMode,hkSetTraceBufferSize および hkSetTraceTriggers

を呼び出す必要があります。 

 

注意２：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

 

参 照 

hkSetTraceBufferMode,hkSetTraceBufferSize,hkSetTraceTriggers, 

hkStopTracing も参照してください。 
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A.14.12 hkStopTracing 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkStopTracing (void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkStopTracing は、トリガ／イベント用のモニタリングを停止し、スタート

トリガがすでに発生している場合は、イベントの記録を停止します。 

ストップトリガは、要するに、hkStopTracing への呼び出しであり、これは

ストップトリガが発生するときにシステムが自動的に初期化するものです。 

ストップトリガ用に 0が指定される場合は、その後 hkStopTracing コールを

使用することが、モニタリングを停止する唯一の方法となります。 

 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

 

参 照 

hkStartTraceMonitoring も参照してください。 
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A.14.13 hkTraceDataAvailable 

 

構 文 

＃include “hkerne.h” 

＃include “tracefunc.h” 

long hkTraceDataAvailable (void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

0 ： 失敗 

記録の数  ： 成功 

 

解 説 

hkTraceDataAvailable は、デバッグトレースバッファにおける記録の数を

戻します。 

この記録の数は、トレースステートが HK_TRACE_STATE_DORMANT（例：1）で

はない場合、0として戻されます。スタートトリガとストップトリガがすで

に実行されている場合は、（あるいは hkStopTracing 関数コールがすでに作

成されている場合は）、トレースバッファに記録が存在します。トレースバ

ッファをディスクに書き込むために hkDumpDebugTrace が呼び出されます。 

 

 

注意：この関数を使用するときは、他のインクルードファイルである tracefunc.h 

が必要ですが、これには必ず trace.h が含まれます。 

 

参 照 

hkDumpDebugTrace も参照してください。 
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A.15 その他 

 

A.15.1 hkAttachSystemTimer 

 

構 文 

int hkAttachSystemTimer(void* func, void* param) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* func 呼び出す関数を示すポインタ 

void* param 関数へ伝えるパラメータ（NULL となる

場合あり） 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkAttachSystemTimerは、獲得した関数をシステムタイマーに付属させます。 

この関数はインタラプトコンテキストの中で呼び出され、インタラプトルー

チンの内部で使用を許可されたこれらの関数だけの内部で獲得した関数を

呼び出さなければなりません。 

与えられた関数ポインタの関数ヘッダ用のシンタックスは以下にあげるよ

うになる必要があります。 

 

void FuncName(void* param) 

 

hkAttachSystemtimeｒに伝えられたこのパラメータの引数は、獲得した関数

に伝えられます。このシステムタイマーは、HyperKernel 設定ウィザードか

ら設定された Standard Timing Timer 設定を倍にする速度で発動します。 

このウィザード内での有効なタイマー設定は25,50,100そして250マイクロ

セカンドです。そのため、この獲得した関数は、50,100,200,500 マイクロ

セカンド毎にそれぞれ呼び出されるようになります。
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注意：浮動小数点算術がインタラプトルーチン内で実行されている時は、手動で 

浮動小数点コンテキストを保護してください。 

 

例 

//以下の例では、システムタイマーを基本にしたスクエアウェーブの発生を 

説明しています。 

 

long WaveState; 

void SysTimer(void*context) 

{ 

if(WaveState) { 

hkOutp(DATA_PORT, 0x01); 

WaveState = 0; 

} else { 

hkOutp(DATA_PORT, 0x00); 

WaveState = 1; 

}//else 

}//SysTimer 

 

void main(void) 

{ 

WaveState = 0; 

hkAttachSystemTimer(SysTimer, NULL); 

while(!hkQuitRequest()){ 

}//while 

kDetachSystemTimer(SysTimer); 

}//main 

 

参 照 

hkDetachSystemTimer も参照してください。 
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A.15.2 hkDetachSystemTimer 

 

構 文 

int hkDetachSystemTimer(void* func) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* func 呼び出す関数を示すポインタ 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkDetachSystemTimerは、システムタイマーから獲得した関数を分離します。 

この関数のポインタは、hkAttachSystemTimer に与えられるのと同じものと

なります。そのスレッドが、付属関数の呼び出しを必要としなくなった時に、

スレッド／プロセスが hkDetachSystemTimer を呼び出すようになります。 

スレッド／プロセスが抜ける前に hkDetachSystemTimer が常に呼び出され

ます。 

 

参 照 

hkAttachSystemTimer も参照してください。 
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A.15.3 hkGetPrivateProfileString 

 

構 文 

long hkGetPrivateProfileString(char* SectionName, 

char* KeyName, 

char* Default, 

char* Destination, 

long Size, 

char* FileName) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* SectionName セクションネームを示すポインタ 

char* KeyName キーネームを示すポインタ 

char* Default デフォルト文字列を示すポインタ 

char* Destination デスティネーションバッファを示すポ

インタ 

long Size デスティネーションバッファのサイズ 

char* FileName ファイルネームの初期化を示すポイン

タ 

 

戻り値 

0  : 失敗 

バッファにコピーされた文字数、終了 null 文字を含まない :  成功 

 

 

注意：SectionName あるいは KeyName が NULL である場合、そして与えられた（獲得

した）デスティネーションバッファが小さすぎて要求された文字列をホール

ドできない場合、この文字列は切り捨てられ、その後に null 文字が続きま

す。そして戻り値は Size - 1 と等しくなります。 

 

SectionName あるいは KeyName が NULL である場合、そして与えられた（獲

得した）デスティネーションバッファが小さすぎて全ての文字列をホールド

できない場合、最後の文字列が切り捨てられ、２つの null 文字が続きます。 

この場合、その戻り値は Size - 2 と等しくなります。 
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解 説 

hkGetPrivateProfileString は、初期化ファイルの指定したセクションから

文 字 列 を 検 索 し ま す 。 こ の 関 数 は WindowsAPI 関 数 で あ る

GetPrivateProfileString と同じものです。hkGetPrivateProfile は、実際

Win32 関数コールの GetPrivateProfileString に変換されます。詳細に関し

て は 、 Microsoft Win32API リ フ ァ レ ン ス マ ニ ュ ア ル の  

GetPrivateProfileString を参照してください。 

 

参 照 

hkWritePrivateProfileString も参照してください。 
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A.15.4 hkGetSystemDirectory 

 

構 文 

void hkGetSystemDirectory(char* Buffer, int Length) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Buffer Windows システムディレクトリを検索

するバッファを示すポインタ 

int Length バッファの長さ（バイト単位） 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkGetSystemDirectory は、Windows システムディレクトリを含むテキスト文

字列を、獲得した（与えられた）バッファのポインタにコピーします。 

 

参 照 

hkGetWindowsDirectory も参照してください。 
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A.15.5 hkGetWindowsDirectory 

 

構 文 

void hkGetWindowsDirectory(void* Buffer) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

void* Buffer Windows ディレクトリを検索するバッ

ファを示すポインタ 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkGetWindowsDirectory は、Windows ディレクトリを含むテキスト文字列を

バッファにコピーします。 

 

参 照 

hkGetSystemDirectory も参照してください。 
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A.15.6 hkQuitRequest 

 

構 文 

int hkQuitRequest(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE :  システムがシャットダウン中の場合 

FALSE :  システムがシャットダウン中ではない場合 

 

解 説 

hkQuitRequest は、HyperKernel がシャットダウンを要求された場合に TRUE

を戻します。 

 

 

注意：hkQuitRequest が TRUE を戻した後に送信される hkDebug あるいは hkPrint 

メッセージは、WindowsNT/2000のメッセージウィンドウには表示されません。 

 

 

参 照 

なし 
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A.15.7 hkSetGateSpeed 

 

構 文 

long hkSetGateSpeed(long NewSpeed) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long NewSpeed WindowsNT/2000 が管理者にサーブす

る際のミリセカンド単位の新しいスピ

ードは新しい要求をチェックする。最

小値は 1。 

 

戻り値 

前のゲートスピード 

 

解 説 

hkSetGateSpeed は、メッセージをチェックするのに WindowsNT/2000 が管理

者（HyperGate）にサービスする際の速度を設定します。システムが開始す

るときに、この速度は 10 ミリセカンドのデフォルトに設定されます。スレ

ッドが I/O ファイルを実行したり、hkDebug や hkPrint からプリントしたり

する時、ゲートスピードを下げると情報量が増えます。しかし通常の環境下

ではゲートスピードを下げると HyperKernel アプリケーションの情報量は

減ります。 

 

参 照 

なし 
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A.15.8 hkSystemCrash 

 

構 文 

int hkSystemCrash(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE :  WindowsNT/2000 がクラッシュした場合 

FALSE :  WindowsNT/2000 がフラッシュしなかった場合 

 

解 説 

WindowsNT/2000 はクラッシュ（ブルースクリーン）したと HyperKernel が

判断している場合、hkSystemCrash は TRUE を戻します。この関数によって

HyperKernel アプリケーションの適切なシャットダウンが可能です。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

A.15.9 hkTextOut 

 

構 文 

void hkTextOut(char* s) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* s プリントするテキストを示すポインタ 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkTextOut は、NT ブルースクリーン状態でクラッシュした後、テキスト文字

列をこのスクリーンにプリントします。このブルースクリーン状態でのクラ

ッシュは、hkSystemCrash 関数から検出される場合もあります。HhkTextOut

は、ブルースクリーンが発生したあと、唯一呼び出されるものです。この関

数は重大なシステムクラッシュのイベントにおいて、ユーザーへの重要なデ

ータをダンプする際に使用されます。 

 

参 照 

hkSystemCrash も参照してください。 
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A.15.10 hkWritePrivateProfileString 

 

構 文 

long hkWritePrivateProfileString(char* SectionName, 

char* KeyName, 

char* String, 

char* FileName) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* SectionName セクションネームを示すポインタ 

char* KeyName キーネームを示すポインタ 

char* String 書き込む文字列を示すポインタ 

char* FileName 初期化ファイルネームを示すポインタ 

 

戻り値 

0  : コピー失敗、あるいはもっとも最近にアクセスした初期化ファ

イルのクラッシュしたバージョンを点滅 

>0 :  文字列のコピー成功 

 

解 説 

hkWritePrivateProfileString は、文字列を初期化ファイルの指定セクショ

ン に 書 き 込 み ま す 。 こ の 関 数 は 、 WidnowsAPI 関 数 で あ る

WritePrivateProfileString と 同 じ も の で す 。 

hkWritePrivateProfileString は 、 Win32 関 数 コ ー ル で あ る

WritePrivateProfileString へ実際解釈されます。更なる詳細は、Microsoft 

Win32 API リファレンスマニュアルの WritePrivateProfile を参照してくだ

さい。 

 

参 照 

hkGetprivateProfileString も参照してください。 
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B.2 データアクセス 
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B.1 システム 

B.1.1 hkGetHKInstallDir 

 

構 文 

int hkGetHKInstallDir(char* Path) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Path パス用ロケーション 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetHKInstallDir は、ハイパーカーネルシステムがパスにインストールさ

れているパスのロケーションを検索します。このパスは、通常 

C:\Program Files\Nemasoft\Hyperkernel で、インストール時に変更します。 
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B.1.2 hkGetLastError 

 

構 文 

long hkGetLastError(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

0   ： エラーなし 

1 ： ハイパーカーネルドライバをスタートするように使用可能に 

する 

2 ： ハイパーカーネルシステムドライバとコミュニケートするよう 

使用不可能にする 

4 ： ハイパーカーネルシェアードメモリへ添付ができない 

 

解 説 

hkGetLastError は、ハイパーカーネルシステムでおこった最後のエラーをリ

ターンします。 

 

 

 

注：このコールは現在、hkAttachSharedRam ファンクションの失敗のみサポート 

します。                                      

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam も参照してください。 
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B.1.3 hkStartApplication 

 

構 文 

long hkStartApplication(char* hkExe, HWND DdgHwnd) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* hkExe ハイパーカーネルの実行可能なアプリ

ケーションが開始される。 

HWND DbgHWnd す べ ての hkDebug 列 を 受 領 す る

Windows のハンドル（これは現在リス

トボックスへハンドルされなければな

らない。 

 

戻り値 

1   ： アプリケーションがスタートする時 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkStartApplication は、供給されたハイパーカーネルアプリケーションを

スタートします。 

 

参 照 

hkStopApplication も参照してください。 
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B.1.4 hkStopApplication 

 

構 文 

void hkStopApplication(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkStopApplication は、現在動作しているハイパーカーネルアプリケーショ 

ンをストップします。 

 

参 照 

hkStartApplication も参照してください。 
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B.2 データアクセス 

 

B.2.1 hkAttachSharedRam 

 

構 文 

long hkAttachSharedRam(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE   ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkAttachSharedRam は、ユーザーアプリケーションがハイパーカーネルシェ

アードメモリ領域へアクセスできるようにし、hkRead あるいは hkWrite が

シェアードメモリ領域のユーザー部分へ呼び出される前に必要となります。

また、ユーザーはメモリアクセスが完了した時に hkDetachSharedRam をコー

ルしなければなりません。 

 

 

注：もしコーリングアプリケーションが既に hkStartApplication をコールした 

場合は、このファンクションは必要ではありません。 

 

 

参 照 

hkDetachSharedRam も参照してください。 
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B.2.2 hkDetachSharedRam 

 

構 文 

long hkDetachSharedRam(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE   ： 成功 

FALSE ： 失敗 

 

解 説 

hkDetachSharedRamはハイパーカーネルのシェアードメモリ領域へアクセス

が完了する時に、コールされるファンクションです。 

 

参 照 

hkAttachSharedRam も参照してください。 
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B.2.3 hkNumberSharedBits 

 

構 文 

long hkNumberSharedBits(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシェアードメモリ領域中に割り当てられたビット数 

 

解 説 

hkNumberSharedBits は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域中に割り

当てられ、使用可能なビット数をリターンします。 

 

参 照 

hkNumberShared,hkRead,hkWrite,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.4 hkNumberSharedBytes 

 

構 文 

long hkNumberSharedBytes(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシェアードメモリ領域に割り当てられたバイト数 

 

解 説 

hkNumberSharedBytesはハイパーカーネルシェアードメモリ領域内で割り当

てられ、使用可能なバイト数をリターンします。 

 

参 照 

hkNumberShared,hkRead,hkWrite,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.5 hkNumberSharedLongs 

 

構 文 

long hkNumberSharedLongs(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシェアードメモリ領域に割り当てられた long 数 

 

解 説 

hkNumberSharedLongsはハイパーカーネルシェアードメモリ領域内で割り当

てられ、使用可能な long 数をリターンします。 

 

参 照 

hkNumberShared,hkRead,hkWrite,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.6 hkNumberSharedWords 

 

構 文 

long hkNumberSharedWords(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシェアードメモリ領域に割り当てられたワード数 

 

解 説 

hkNumberSharedWordsはハイパーカーネルシェアードメモリ領域内で割り当

てられ、使用可能なワード数をリターンします。 

 

参 照 

hkNumberShared,hkRead,hkWrite,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.7 hkNumberUserSharedBytes 

 

構 文 

long hkNumberUserSharedBytes(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシェアード部中に割り

当てられたバイト数 

 

解 説 

hkNumberUserSharedLongs は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユ

ーザーシェアード部中に割り当てられ、使用可能なバイト数をリターンしま

す。 

 

参 照 

hkNumberUserShared,hkReadUser,hkWriteUser,hkUserSharedRamも参照して

ください。 
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B.2.8 hkNumberUserSharedLongs 

 

構 文 

long hkNumberUserSharedLongs(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシェアード部中に割り

当てられたロング数 

 

解 説 

hkNumberUserSharedLongs は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユ

ーザーシェアード部中に割り当てられ、使用可能なロング数をリターンしま

す。 

 

参 照 

hkNumberUserShared,hkReadUser,hkWriteUser,hkUserSharedRamも参照して

ください。 
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B.2.9 hkNumberUserSharedWords 

 

構 文 

long hkNumberUserSharedWords(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシェアード部中に割り

当てられたワード数 

 

解 説 

hkNumberUserSharedLongs は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユ

ーザーシェアード部中に割り当てられ、使用可能なワード数をリターンしま

す。 

 

参 照 

hkNumberUserShared,hkReadUser,hkWriteUser,hkUserSharedRamも参照して

ください。 
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B.2.10 hkReadBit 

 

構 文 

long hkReadBit(long BitVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long BitVar 読み取り用ビット数 

 

戻り値 

指定されたビットの値 

-1 ： エラー 

 

解 説 

hkReadBit は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域中の指定されたビッ

トの値をリターンします。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.11 hkReadByte 

 

構 文 

long hkReadByte(long ByteVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ByteVar 読み取り用バイト数 

 

戻り値 

指定されたバイトの値 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadByte はハイパーカーネルシェアードメモリ領域中で見つかった、指

定されたバイトの値をリターンします。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.12 hkReadLong 

 

構 文 

long hkReadLong(long LongVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long LongVar 読み取り用 Long 数 

 

戻り値 

指定された Long の値 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadLong はハイパーカーネルシェアードメモリ領域中で見つかった、指

定された long の値をリターンします。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.13 hkReadUserByte 

 

構 文 

long hkReadUserByte(long ByteVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ByteVar 読み取り用バイト数 

 

戻り値 

指定された Long の値 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadUserByte は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシ

ェアード部中に見つかった、指定されたバイトの値をリターンします。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberUserShared,hkReadUser, 

hkWriteUser,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.14 hkReadUserLong 

 

構 文 

long hkReadUserLong(long LongVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long LongVar 読み取り用ロング数 

 

戻り値 

指定されたロング数の値 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadUserLong は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシ

ェアード部中に見つかった、指定されたロングの値をリターンします。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberUserShared,hkReadUser, 

hkWriteUser,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.15 hkReadUserWord 

 

構 文 

long hkReaduserWord(long WordVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long WordVar 読み取り用ワード数 

 

戻り値 

指定されたワード数の値 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadUserWord は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシ

ェアード部中に見つかった、指定されたワードの値をリターンします。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberUserShared,hkReadUser, 

hkWriteUser,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.16 hkReadWord 

 

構 文 

long hkReadWord(long WordVar) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long WordVar 読み取り用ワード数 

 

戻り値 

指定されたワード数の値 

0 ： エラー 

 

解 説 

hkReadWord は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシェア

ード部中に見つかった、指定されたワードの値をリターンします。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.17 hkSharedRam 

 

構 文 

void* hkSharedRam(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

シェアードメモリセグメントへのポインタ 

 

解 説 

hkSharedRam は、WindowsNT/2000 と共有される最初のメモリセクションへの

ポインタをリターンします。 

 

参 照 

hkUserSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite も参照してください。 
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B.2.18 hkUserSharedRam 

 

構 文 

void* hkUserSharedRam(long* Size) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* Size セグメントのサイズへのポインタ 

 

戻り値 

割り当てられたシェアード RAM 領域へのポインタ 

 

解 説 

hkUserSharedRam は、割り当てられたメモリの現サイズと同様、ハイパーカ

ーネルシェアード RAM 領域へのポインタを返します。 

このメモリブロックは、アプリケーションが動作時はいつでもユーザーに対

して使用可能な、ハイパーカーネル一般的な目的のバッファです。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWriteも

参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

B.2.19 hkWriteBit 

 

構 文 

void hkWriteBit(long BitVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long BitVar 書き込むためのビット数 

long Value 書き込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteBit は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域にある指定された

ビット数へ Value の値を書き込みます。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.20 hkWriteByte 

 

構 文 

void hkWriteByte(long ByteVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ByteVar 書き込むためのバイト数 

long Value 書き込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteByte は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域にある指定された

バイト数へ Value の値を書き込みます。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.21 hkWriteLong 

 

構 文 

void hkWriteLong(long LongVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long LongVar 書き込むためのロング数 

long Value 書き込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteLong は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域にある指定された

ロング数へ Value の値を書き込みます。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.22 hkWriteUserByte 

 

構 文 

void hkWriteUserByte(long ByteVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ByteVar 書き込むためのバイト数 

long Value 書き込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteUserByte は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシ

ェアード部中の指定されたバイトへ、Value の値を書き込みます。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberUserShared,hkReadUser, 

hkWriteUser,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.23 hkWriteUserLong 

 

構 文 

void hkWriteUserLong(long LongVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long LongVar 書き込むためのロング数 

long Value 書き込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteUserLong は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシ

ェアード部中の指定されたロングへ、Value の値を書き込みます。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberUserShared,hkReadUser, 

hkWriteUser,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.24 hkWriteUserWord 

 

構 文 

void hkWriteUserWord(long WordVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long WordVar 書き込むためのワード数 

long Value 書き込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteUserWord は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域のユーザーシ

ェアード部中の指定されたワードへ、Value の値を書き込みます。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberUserShared,hkReadUser, 

hkWriteUser,hkUserSharedRam も参照してください。 
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B.2.25 hkWriteWord 

 

構 文 

void hkWriteWord(long WordVar, long Value) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long WordVar 書き込むためのワード数 

long Value 書き込む値 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkWriteWord は、ハイパーカーネルシェアードメモリ領域中の指定されたワ

ード数へ Value の値を書き込みます。 

 

 

注：このファンクションは、hkAttachSharedRam がコールされた後にのみ使用可能 

です。 

 

 

参 照 

hkAttachSharedRam,hkDetachSharedRam,hkNumberShared,hkRead,hkWrite, 

hkUserSharedRam も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

B.3 スレッド関連 

 

B.3.1 hkAwait 

 

構 文 

long hkAwait(long Mytid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Mytid hkNameAttach からリターンしたスレ

ッド ID 

 

戻り値 

一定のシグナル ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkAwait は、hkSignal の機能によってハイパーカーネルスレッドによってシ

グナルが送信されるまで、NT スレッド/プロセスをブロックします。 

NT スレッドは、hkAwait へ渡す有効なハイパーカーネルスレッド ID を受け

取るために hkNameAttach をコールします。 

ハイパーカーネルスレッドは、NT スレッドが hkNameAttach をコールするま

で NT スレッドを見つけるために、hkLocateThread を使用します。 

 

参 照 

hkSignal も参照してください。 
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B.3.2 hkKillThread 

 

構 文 

long hkKillThread(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid 強制終了するためのスレッドの TID 

 

戻り値 

1   ： 成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkKillThread は、TID に関係するスレッドを強制終了します。このファンク

ションを使用する時、任意にスレッドを強制終了することが予想外の副作用

を起こす原因を及ぼしますので注意してください。 
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B.3.3 hkLocateMemory 

 

構 文 

void* hkLocateMemory(char* Name, unsigned long* Length) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name 名前のついたシェアードメモリ領域へ

のポインタ 

unsigned long* Length length がリターンする場所へのポイ

ンタ 

 

戻り値 

メモリへのポインタ  ： 成功 

NULL(0) ： 失敗 

 

解 説 

hkLocateMemory は、指定されたシェアードメモリ領域を見つけ、シェアード 

メモリ領域の長さと領域へのポインタをリターンします。 

 

指定されたシェアードメモリ領域は、ハイパーカーネルスレッドから

hkSharedMemory（ハイパーカーネル API を参照下さい）にてクリエートされ

ます。 

そうして NT スレッド/プロセスは、hkLocateMemory をコールすることによ

りシェアードメモリ領域へのアクセスを可能にします。 

指定したシェアードメモリ領域は、ハイパーカーネルプロセスと NT プロセ

スがシェアードメモリリソースを介して情報を共有することを可能にする

ために使用されます。 
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B.3.4 hkLocateThread 

 

構 文 

long hkLocateThread(char* Name) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name スレッドの名前へのポインタ 

 

戻り値 

スレッド ID ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkLocateThread は、NT プロセス/スレッドがハイパーカーネルスレッドを配

置し、そのスレッド ID を獲得できるようにします。NT プロセス/スレッド

はスレッド ID を獲得後はハイパーカーネルスレッドであるかのように、

hkSignal を介してそのスレッドへシグナルを送ります。 

 

参 照 

hkSignal も参照してください。 
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B.3.5 hkMaxThreads 

 

構 文 

long hkMaxThreads(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

ハイパーカーネルシステムにより許容できるスレッドの最大数 

 

解 説 

hkMaxThreads は、ハイパーカーネルシステムにより許容できるスレッドの

最大数をリターンします。この数は内部にてセットされ、ユーザーにより変

更は出来ません。 

 

参 照 

hkThreadState,hkThreadPriority,hkReadSignals,hkStackSize,hkSendTid, 

hkThreadName,hkStatusString,hkStatusHeader も参照してください。 
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B.3.6 hkNameAttach 

 

構 文 

long hkNameAttach(char* Name, long Priority) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Name NT プロセス用スレッドの明確な名前 

long Priority NT プロセス用スレッドの明確なプラ

イオリティ 

 

戻り値 

NT スレッドのハイパーカーネルスレッド ID ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkNameAttach は NT プロセスかスレッドがネームへアタッチし、ハイパーカ

ーネルシステムの下のスレッド IDを受け取ることを可能にします。 

このスレッド IDを使用して NT プロセスは、hkSignal と hkAwait の機能によ

ってハイパーカーネルへシグナルを送信、あるいはハイパーカーネルからシ

グナルを受け取ります。 

NT プロセスはまた、hkAllocSemaphoreEx 及び hkFreeSemaphoreEx 機能によ

って、ハイパーカーネルセマフォを割り付けフリーにします。 

ハイパーカーネルスレッドは通常行なわれるように hkLocateThread を使用

して、NTスレッドを見つけます。 

 

NT プロセスはそれが存在する前に、常に hkNameDetach をコールしなけれ

ばなりません。 

 

参 照 

hkSignal,hkAwait,hkAllocSemaphoreEx,hkFreeSemaphoreEx,hkNameDetach

も参照してください。 
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9.2.1 hkNameDetach 

 

構 文 

long hkNameDetach(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid hkNameAttach によりリターンしたス

レッド ID 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkNameDetach は、ハイパーカーネルから NT スレッド/プロセスを分離しま

す。ハイパーカーネルのもとで NT プロセスを表示するスレッドは、終了し

ます。hkNameAttach をコールするすべての NTスレッドやプロセスは、終了

する前に hkNameDetach をコールしなければなりません。 

 

参 照 

hkNameAttach も参照してください。 
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B.3.7 hkParentTid 

 

構 文 

long hkParentTid(long tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long tid ペアレントを得るスレッドの TID 

 

戻り値 

ペアレント TID ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkParentTidは、tidで指定されたスレッドのペアレントTIDを検索します。 

ペアレント TID は、送信元プロセスの TID です。 

ス レ ッ ド 用 に hkCreateProcess,hkStartApplication で 作 成 さ れ 、

hkParentTid は -１ をリターンします。 

プロセスはハイパーカーネルシステム内でペアレントを持ちません。しかし、

もしプロセスが hkCreateThread を持つスレッドを作成する場合、

hkParentTid はスレッドを作成したプロセスの TID を返します。 

もし子スレッドが別のスレッドを作成する場合、新しいスレッドのペアレン

トは作成するスレッドのペアレントです。 

（すなわちこれは依然として、両方のスレッド用に組織しているプロセスで

す）。 
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B.3.8 hkReadSignals 

 

構 文 

unsigned long hkReadSignals(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッドの ID 

 

戻り値 

与えられたスレッド用に中断しているシグナルの数 

 

解 説 

hkReadSignals は、任意のスレッドに中断しているシグナルの数をリターン

します。 

 

参 照 

hkMaxThread,hkThreadsState,hkThreadPriority,hkStackSize,hkSendTid, 

hkThreadName,hkStatusString,hkStatusHeader も参照してください。 
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B.3.9 hkSendTid 

 

構 文 

long hkSendTid(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッドの ID 

 

戻り値 

提供されたスレッドがセンド-ブロックであるスレッドのスレッド ID 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkSendTid は、提供されたスレッドがセンド-ブロックであるスレッドのス

レッド IDをリターンします。 

 

参 照 

hkMaxThread,hkThreadsState,hkThreadPriority,hkReadSignals, 

hkStackSize,hkThreadName,hkStatusString,hkStatusHeader も参照 

してください。 
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9.2.2 hkSignal 

 

構 文 

long hkSignal(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid シグナルされるためのハイパーカーネ

ルのスレッド ID 

 

戻り値 

シグナルしたスレッドのスレッド ID ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkSignal は、非ブロッキングシグナルを NT スレッド/プロセスからハイパ

ーカーネルスレッドへ送ります。hkSignal へ渡されたスレッド ID は、

hkLocateThread をコールすることにより得られ、NT スレッド/プロセスから

のネームによるハイパーカーネルスレッドを配置します。ハイパーカーネル

スレッドは、hkReceive をコールすることによりシグナルを待つか、

hkReadSignals をコールすることでシグナルをチェックします。 

 

参 照 

hkLocateThread も参照してください。 
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B.3.10 hkStackSize 

 

構 文 

long hkStackSize(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッドの ID 

 

戻り値 

与えられたスレッドのバイト単位でのスタックサイズ 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkStackSize は、与えられたスレッドのバイト単位でのスタックサイズを戻

します。 

 

参 照 

hkMaxThreads,hkThreadState,hkThreadPriority,hkReadSignals, 

hkSendTid,hkThreadName,hkStatusString,hkStatusHeader も参照して 

ください。 
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B.3.11 hkStatusHeader 

 

構 文 

void hkStatusHeader(char* String, long MaxLen) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* String ステータスヘッダ文字列の送り先のバ

ッファ 

long MaxLen 送り先の文字列へコピーする最大文字

数 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkStatusHeader はコピーするためのバイトの最大数として MaxLen を使用し

ながら、ステータス情報ヘッダテキスト文字列を、与えられた送り先のバッ

ファにコピーします。ヘッダ文字列のデフォルトの長さは 51 バイトです。 

 

参 照 

hkMaxThreads,hkThreadState,hkThreadPriority,hkReadSignals, 

hkStackSize,hkSendTid,hkThreadName,hkStatusStringも参照してください。 
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B.3.12 hkStatusString 

 

構 文 

long hkStatusString(long Tid, char* String, long MaxLen) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッド ID 

char* String ステータス情報の送り先のバッファ 

long MaxLen 送り先の文字列の最大の長さ 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 または-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkStatusString はコピーするバイトの最大数として MaxLen を使用しながら、

与えられたスレッドに関するステータス情報を含むテキストの文字列を、送

り先のバッファにコピーします。ステータス文字列のデフォルトの長さは

51 バイトです。 

 

参 照 

hkMaxThreads,hkThreadState,hkThreadPriority, 

hkReadSignalshkStackSize,hkSendTid,hkThreadName,hkStatusHeader 

も参照してください。 
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B.3.13 hkSuspend 

 

構 文 

int hkSuspend(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッド ID 

 

戻り値 

TRUE ：  スレッドが一時中断された場合 

FALSE ： スレッドが一時中断されなかった場合 

 

解 説 

hkSuspend は指定されたスレッドの実行を一時中断します。このスレッドは

hkResume が呼び出されるまで中断されたままになります。 

 

参 照 

hkResume,hkKillThread も参照してください。 
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B.3.14 hkThreadName 

 

構 文 

void hkThreadName(long Tid, char* Name, int MaxLen) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッド ID 

char* Name スレッドネームの送り先のバッファ 

int MaxLen スレッドネームの最大の長さ 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkThreadName はコピーするバイトの最大数として MaxLen を使用しながら、

与えられたスレッド ID に関連するスレッドのネームを、送り先のバッファ

にコピーします。 

HyperKernel のスレッドネームの最大文字数は 16 文字です。 

 

参 照 

hkMaxThreads,hkThreadState,hkThreadPriority,hkReadSignals, 

hkStackSize,hkSendTid,hkStatusString,hkStatusHeader も参照して 

ください。 
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B.3.15 hkThreadPriority 

 

構 文 

long hkThreadPriority(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッド ID 

 

戻り値 

与えられたスレッドの優先度 

-1 ： エラー 

 

解 説 

hkThreadPriority は与えられたスレッドの優先度を戻します。 

 

参 照 

hkMaxThreads,hkThreadState,hkReadSignals,hkStackSize,hkSendTid, 

hkThreadName,hkStatusString,hkStatusHeader も参照してください。 
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B.3.16 hkThreadState 

 

構 文 

long hkThreadState(long Tid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Tid スレッド ID 

 

戻り値 

与えられたスレッドの有効な状態 

 

0 Free 獲得した ID におけるスレッドは無し 

1 Ready いつでもスレッド実行できる状態 

2 Receive スレッドが他のスレッドからメッセー

ジやシグナルを待っている 

3 Send スレッドが他のスレッドにメッセージ

を送信済みでその返信を待っている 

4 Suspend このスレッドの実行が明らかに一時中

断されている 

5 Zombie 獲得したスレッドで発生するエラー 

6 Wait スレッドはスリープしている 

-1 On error  

 

解 説 

hkThreadState は与えられたスレッドの状態を戻します。 

 

参 照 

hkMaxThreads,hkThreadPriority,hkReadSignals,hkStackSize,hkSendTid, 

hkThreadName,hkStatusStirng,hkStatusHeader も参照してください。 
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B.4 ブーリーンステータス 

 

B.4.1 hkKernelError 

 

構 文 

long hkKernelError(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE ： HyperKernel システムが何らかのエラーを起こしてしまった場合 

FALSE ： エラー 

 

解 説 

hkKernelError は、HyperKernel 内部のエラーステータスビットの数値を戻

します。 

 

参 照 

hkSystemActive,hkProcessExit,hkProcessorFault も参照してください。 
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B.4.2 hkProcessExit 

 

構 文 

long hkProcessExit(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE ： 

システムが HyperKernel の下で実行中のアプリケーションを判断した場合 

 

解 説 

hkProcessExit は、HyperKernel アプリケーションの Exit ステータスビット

の数値を戻します。 

 

参 照 

hkSystemActive,hkKernelExit,hkProcessorFault も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

B.4.3 hkProcessorFault 

 

構 文 

long hkProcessorFault(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE ： 

システムがプロセッサの不具合が HyperKernel で生じたと判断する場合 

 

解 説 

hkProcessorFault は、HyperKernel のプロセッサの不具合ステータスビット

の数値を戻します。 

 

参 照 

hkSystemActive,hkKernelExit,hkProcessExit も参照してください。 
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B.4.4 hkSystemActive 

 

構 文 

long hkSystemActive(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

TRUE ：  HyperKernel システムがアクティブな場合 

FALSE ：  エラー 

 

解 説 

hkSystemActive は、HyperKernel システムがアクティブな場合、及び

HyperKernel アプリケーションが実行中の場合は TRUE です。 

 

参 照 

hkKernelError,hkProcessExit,hkProcessorFault も参照してください。 
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B.5 スレッド間通信、セマフォ 

 

B.5.1 hkAllocSemaphoreEx 

 

構 文 

long hkAllocSemaphoreEx(long NTtid, long HKtid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long NTtid hkNameAttach から戻されるスレッド

ID 

long HKtid セマフォスレッド ID 

 

戻り値 

0 ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkAllocSemaphoreEx は、以前に hkCreateSemaphore 関数で作成されたセマ

フォを割り当てます。 

 

一度割り当てられると、最初の割り付けルーチンが hkFreeSemaphoreEx 関数

によってセマフォをフリーにするまで、スレッドが同じセマフォを割り付け

る場合は NT、あるいは HyperKernel スレッドをブロックします。 

 

こ の よ う に し て 、 共 有 リ ソ ー ス へ の ア ク セ ス は 、

hkAllocSemaphoreEx/hkFreeSemaphoreEx の 2 つの関数にてリソースを保護

することによってコントロールします。 

セマフォを認識するこのセマフォスレッド ID は、hkCreateSemaphore ある

いは hkLocateSemaphore が戻すスレッド ID です。 

NT スレッドは、まず最初に hkNameAttach を呼び出して、hkAllocSemaphoreEx

を呼び出す前に有効な HyperKernel スレッド ID を獲得しなければなりませ

ん。 

 

参 照 

hkCreateSemaphore,hkDestroySemaphoreEx,hkFreeSemaphoreEx, 

hkLocateSemaphore も参照してください。 
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B.5.2 hkDestroySemaphoreEx 

 

構 文 

long hkDestorySemaphoreEx(long NTtid, long HKtid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long NTtid hkNameAttach から戻されるスレッド

ID 

long HKtid セマフォのスレッド ID 

 

戻り値 

0 ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkDestroySemaphoreEx は、以前に hkCreateSemaphore 関数にて作成された

セマフォを破棄します。 

セマフォを認識するこのスレッド ID は、hkCreateSemaphore あるいは

hkLocateSemaphore が戻すスレッド ID です。 

アプリケーションにとって必要性がなくなった時は、セマフォは常に破棄さ

れなければなりません。 

もし破壊するスレッドがセマフォを割り当てたのと同じスレッドではない

限り、このセマフォはフリーになるまで実際は破棄されません。 

NT ス レ ッ ド は 、 ま ず 最 初 に hkNameAttach を 呼 び 出 し て 、

hkDestroySemaphoreEx を呼び出す前に、有効な HyperKernel スレッド ID を

獲得しなければなりません。 

 

参 照 

hkCreateSemaphor,hkAllocSemaphoreEx,hkFreeSemaphoreEx, 

hkLocateSemaphore も参照してください。 
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B.5.3 hkFreeSemaphoreEx 

 

構 文 

long hkFreeSemaphoreEx(long NTtid, long HKtid) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long NTtid hkNameAttach から戻されるスレッド

ID 

long HKtid セマフォのスレッド ID 

 

戻り値 

0 ：  成功 

-1 ： 失敗 

 

解 説 

hkFreeSemaphoreEx は、以前に hkAllocSemaphoreEx 関数にて割り当てられ

たセマフォをフリーにします。 

このセマフォをフリーにすることで、ほかの NT や HyperKernel スレッドが

このセマフォを割り当てることができます。 

（そして hkAllocSemaphoreEx を呼び出しているスレッドを非ブロック化し

ます）。 

このセマフォを認識するスレッド ID は、hkCreateSemaphore あるいは

hkLocateSemaphore が戻したスレッド IDのことです。 

NT スレッドは、まず最初に hkNameAttach を呼び出して、hkAllocSemaphoreEx

を呼び出す前に有効なHyperKernelスレッドIDを獲得する必要があります。  

 

参 照 

hkCreateSemaphore,hkDestroySemaphoreEx,hkAllocSemaphoreEx, 

hkLocateSemaphore も参照してください。 
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B.6 スレッド間通信、新セマフォ関数 

 

B.6.1 hkCloseSemaphoreEx 

 

構 文 

long hkCloseSemaphoreEx(long myTid, unsigned long semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long myTid hkNameAttach が戻した TID 

unsigned long semaphore hkOpenSemaphoreEx が戻したセマフォ

ID 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkCloseSemaphoreEx は、hkOpenSemaphoreEx で開かれたセマフォを閉じます。 

他のスレッドがセマフォを開いてない場合、この関数は閉じたあとにセマフ

ォを破棄します。 

他のスレッドがセマフォを開いている場合、hkCloseSemaphoreEx のセマフ

ォをカウント処理を減少させます。 

hkCloseSemaphoreEx は hkCloseSemaphore と 類 似 し て い る も で 、

HyperKernelAPI の中に存在します。 

WindowsNT/2000 コンテキストからのセマフォの同じ種類（タイプ）のもの

において、この関数は操作されます。従って HyperKernel 及び

WindowsNT/2000 のスレッドは、このようなタイプのセマフォ使用して同時

性を保つことができます。 

 

参 照 

hkTrySemaphoreEx,hkOpenSemaphoreEx,hkReleaseSemaphoreEx, 

hkGetSemaphoreEx も参照してください。 
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B.6.2 hkGetSemaphoreEx 

 

構 文 

long hkGetSemaphoreEx(long myTid, unsigned long semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long myTid hkNameAttach が戻した TID 

unsigned long semaphore hkOpenSemaphoreEx が戻したセマフォ

ID 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetSemaphoreEx は、パラメータとして伝えられた ID に関連のあるセマフ

ォの所有権を獲得しようとします。 

このセマフォをすでに他のスレッドが所有している場合、現在の所有者がこ

のセマフォをリリースするまでブロックします。 

二つ以上のスレッドがセマフォを待っている場合、優先度の一番高いスレッ

ドがまず最初に所有権を要求します。 

同じ優先度の複数のスレッドが待機している場合は、もっとも長く待機して

いるスレッドが、最初に所有権を獲得します。 

 

この呼び出しスレッドは、このセマフォの所有権の必要性がなくなったとき

に、hkReleaseSemaphoreEx 関数を呼び出します。 

 

hkGetSemaphoreEx は、hkGetSemaphore 関数と類似しているもので、

HyperKernelAPI に存在します。 

WindowsNT/2000 コンテキストからの同じタイプのセマフォでこの関数は操

作されます。このようにして HyperKernel 及び WindowsNT/2000 のスレッド

は、このようなセマフォを使用して同時性を保つことができます。 

 

参 照 

hkTrySemaphoreEx,hkOpenSemaphoreEx,hkReleaseSemaphoreEx, 

hkCloseSemaphoreEx も参照してください。 
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B.6.3 hkOpenSemaphoreEx 

 

構 文 

unsigned long hkOpenSemaphoreEx(long myTid, char* Name) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long myTid hkNameAttach が戻した TID 

char* Name セマフォのネームを示すポインタ（最

大 16 文字） 

 

戻り値 

セマフォ ID ：  成功 

NULL ： 失敗 

 

解 説 

hkOpenSemaphoreEx は、パラメータとして渡された名前に関連するセマフォ

を開いたり、作成しようと試みます。 

この名前は、NULL で終了する長さ最大 16文字 ASCII 文字列です（NULL 終了

バイトを含みません）。 セマフォがすでに存在している場合は、この関数

はセマフォの使用カウントを増やし、セマフォ関連の ID を戻します。セマ

フォがまだ存在していない場合は、この関数はセマフォを作成して初期化し、

セマフォ関連の ID を戻します。 

 

HkCreateSemaphore にて作成されたセマフォと同時に hkOpenSemaphoreEx を

使用しないでください。 

HkCloseSemaphoreExにて作成もしくは開かれたセマフォを操作する場合は、

hkTrySemaphoreEx,hkGetSemaphoreEx,hkReleaseSemaphoreEx, 

hkOpenSemaphoreEx 関数のみ使用してください。 

 

オープンスレッドにおいて必要性がなくなったすべてのセマフォ用に

hkCloseSemaphoreEx を呼び出してください。スレッドが開かれたセマフォ

を使用する必要がある限り、ユーザーはセマフォを開いたままにしておきま

す。スレッドは抜ける前に開いているすべてのセマフォを常に閉じる必要が

あります。 

 

hkOpenSemaphoreEx は hkOpenSemaphore 関 数 と 類 似 し た も の で

HyperKernelAPI に存在しています。WindowsNT/2000 コンテキストからのセ

マフォの同じタイプにおいてこの関数は操作されます。このようにして
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HyperKernel および WindowsNT/2000 のスレッドは、こういったセマフォを

使用して同時性を保つことができます。 

 

参 照 

hkTrySemaphoreEx,hkGetSemaphoreEx,hkReleaseSemaphoreEx, 

hkCloseSemaphoreEx も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

B.6.4 hkReleaseSemaphreEx 

 

構 文 

long hkReleaseSemaphoreEx(long myTid, unsigned long semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long myTid hkNameAttach が戻した TID 

unsigned long semaphore hkOpenSemaphoreEx が戻したセマフォ

ID 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkReleaseSemaphoreEx は、hkGetSemaphoreEx あるいは hkTrySemaphoreEx 関

数を使用して以前に与えられたセマフォの所有権を開放します。 

hkGetSemaphoreEx あるいは hkTrySemaphoreEx を使用してセマフォの所有権

を獲得するすべてのスレッドは、セマフォによって保護されるリソースを使

用する他のスレッドが不必要にブロッキングしないようにさせたら、できる

だけすぐにこのセマフォを開放する必要があります。 

 

hkReleaseSemaphoreEx は、hkReleaseSemaphore 関数と類似しているもので、

HyperKernelAPI に存在しています。WindowsNT/2000 コンテキストからの同

じタイプのセマフォにおいてこの関数は操作されます。このようにして、

HyperKernel および WindowsNT/2000 のスレッドは、こういったセマフォを

使用して同時性を保つことができます。 

 

参 照 

hkTrySemaphoreEx,hkOpenSemaphoreEx,hkGetSemaphoreEx, 

hkCloseSemaphoreEx も参照してください。 
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B.6.5 hkTrySemaphoreEx 

 

構 文 

long hkTrySemaphoreEx(long myTid, unsigned long semaphore) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long myTid hkNameAttach が戻した TID 

unsigned long semaphore hkOpenSemaphoreEx が戻したセマフォ

ID 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkTrySemaphoreEx は、パラメータとして伝えられた ID に関連するセマフォ

の所有権を獲得しようとします。 

このセマフォをすでに他のスレッドが所有している場合は、この関数は 0の

戻り値ですぐに戻ります。 

セマフォが現在所有されていない場合は、この関数は hkGetSemaphore 関数

として正確にセマフォの所有権を獲得します。 

 

この呼び出しスレッドは、セマフォの所有権の必要性がなくなったときに、

hkReleaseSemaphoreEx 関数を呼び出します。 

 

hkTrySemaphoreEx は hkTrySemaphore と 類 似 し て い る も の で 、

HyperKernelAPI に存在しています。WindowsNT/2000 からのセマフォの同じ

タイプにおいて操作されます。このようにして HyperKernel および

WindowsNT/2000 は、こういったセマフォを使用して同時性を保つことがで

きます。 

 

参 照 

hkGetSemaphoreEx,hkOpenSemaphoreEx,hkReleaseSemaphoreEx, 

hkCloseSemaphoreEx も参照してください。 
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B.7 デバッグトレースユーティリティ 

 

B.7.1 hkDumpDebugTrace 

 

構 文 

long hkDumpDebugTrace(long ClearBuffer) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long ClearBuffer トレースバッファをクリアするフラグ 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkDumpDebugTraceは、トレースバッファをダンプファイルにコピーします。 

hkSetTraceDumpFile への呼び出しがダンプファイルネームを指定します。 

hkDumpDebugFile 関数が呼び出されるたびに、ダンプファイルのコンテンツ

は上書きされます。 

 

このダンプファイルを保存するためには、hkSetTraceDumpFile を呼び出し

新しいダンプファイル名へ変更するか、hkDumpDebugTrace を再び呼び出す

前に現在のダンプファイルを異なったファイル名へコピーします。 

 

ダンプファイルはバイナリフォーマットにあることに注意してください。 

この hkFormatTraceFile コールを使用して、このトレースファイルを人間が

判読可能な ASCII フォーマットへフォーマットしてください。 

 

ClearBuffer フラグが、hkDumpDebugTrace 関数が、ダンプ後にトレースバッ

ファをクリアにします。0 ではない数値は、ダンプが発生した後トレースバ

ッファが空になる必要があることを示します。（hkTraceDataAvailable は

false を戻します。） ClearBuffer のために 0が渡される場合、このデータ

はダンプ後にトレースバッファに残ります。hkStartTraceMonitoring への

呼び出しは、モニタリングが開始されるときに、自動的にトレースバッファ

をクリアにします。 
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hkDumpDebugTrace は、モニタリングがアクティブではないときに唯一呼び

出 さ れ る 可 能 性 が あ り ま す 。（ 例 、 hkGetTraceState は

HK_TRACE_STATE_DORMANT を戻します。）HK_TRACE_STATE_DORMANT は、

trace.h において次のように定義されます。 

 

＃define HK_TRACE_STATE_DORMANT 1 

 

トレースモニタリングがアクティブである間に、ユーザーがトレースファイ

ルをダンプしようとする場合（例、hkStartTraceMonitoring は呼び出され

ていて、ストップトリガ、あるいはフルのバッファ、hkStopTracing コール

がトレーシングを停止していない）、hkDumpDebugTrace は失敗します。 

 

参 照 

hkSetTraceDumpFile,hkFormatTraceFile も参照してください。 
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B.7.2 hkFormatTraceFile 

 

構 文 

long hkFormatTraceFile(char* infile, char* outfile) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* infile バイナリダンプファイルのファイルネ

ーム 

char* outfile 初期化済み ASCII ファイル用ファイル 

ネーム 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkFormatTraceFile は、二進ファイルを人間が判読可能な ASCII にフォーマ

ットします。このフルパスは、それぞれのファイルに提供される必要があり

ます。 

ｉnfileは現在のファイル（例、以前記録された一つである場合があります。）

になる必要がない hkDumpDebugTrace によってアウトプットされるファイル

のことです。 

hkFormatTraceFile は、機能させるために HyperKernel システムがアクティ

ブになることを要求しません。 

フォーマットされた出力ファイルを生成するために、この関数は適切なイン

プットファイルが存在するように要求します。 

 

参 照 

hkDumpDebugTrace,hkSetTraceDumpFile も参照してください。 
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B.7.3 hkFormatTraceFileCSV 

 

構 文 

long hkFormatTraceFileCSV(char* Dumpfile, char* outfile) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Dumpfile バイナリダンプファイルのファイルネ

ーム 

char* outfile 初期化済み ASCII CSV ファイル用ファ

イルネーム 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkFormatTraceFileCSV は、バイナリファイル、ダンプファイル、ASCII、

人間／コンピュータが判読可能な、コンマで区分された書式を

Outfile にフォーマットします。 

 

このフルパスは、それぞれのファイル用に提供されます。 このダン

プファイルは hkDumpDebugTrace がアウトプットしたファイルのこと

です。 

このダンプファイルは現在のファイルになる必要がありません。 

（例、Dumpfile は以前に記録されたファイルになる場合があります）。 

hkFormatTraceFileCSV は、HyperKernel システムがアクティブになる

ように要求しませんが、初期化済みのアウトプットファイルを発生さ

せるために、適切なインプットファイルが存在するように要求します。 

この CSV ファイルのフォーマットは次のようになります。 

（示されるように、このイベントシンボリック定数はファイルの中に

は記録されません。異なったイベントレコードのタイプのフォーマッ

トを区別するためにここに含まれています。） 
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     Number Of Records,Time scale 

     HK_TRACE_EVENT_ENTER_INTERRUPT 

     HK_TRACE_EVENT_LEAVE_INTERRUPT 

      Description,Interruptｍ,Timestamp,Active Tid,N/A 

     HK_TRACE_EVENT_ENTER_FUNCTION 

      Description,Function Name,Timestamp,Calling Tid,N/A 

     HK_TRACE_EVENT_LEAVE_FUNCTION 

      Description,Function Name,TimeStamp,Calling Tid,ReturnValue 

     HK_TRACE_EVENT_ENTER_SYSTEM_TIMER： 

     HK_TRACE_EVENT_LEAVE_SYSTEM_TIMER： 

      Description,N/A,Timestamp,Calling Tid,N/A 

     HK_TRACE_EVENT_CALL_USER_TIMER 

     HK_TRACE_EVENT_RETURN_USER_TIMER 

     HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_NT 

     HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_HK 

Description,N/A,Timestamp,Active Tid,N/A 

HK_TRACE_EVENT_NT_FAULT 

     HK_TRACE_EVENT_ENTER_PROCESSOR_FAULT 

     HK_TRACE_EVENT_LEAVE_PROCESSOR_FAUL 

   Description,Fault Number,Timestamp,Faulting Tid,Fault Address 

     HK_TRACE_EVENT_FAULT_LOCATION 

      Description,Error Code,Timestamp,Active Tid,Code Address 

     HK_TRACE_EVENT_USER_EVENT 

     Description,User Code,imestamp,Calling Tid,User Parameter 

 

二つのイベント記録及びマイクロセカンドタイムスタンプを持つト

レース CSV ファイルは次のように表されます。 

 

2,Microseconds 

Enter Kernel Call,hkSend,0,5,N/A 

Enter Interrupt,0,3,5,N/A 

 

参 照 

hkDumpDebugTrace,hkFormatTraceFile も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

B.7.4 hkGetStartupTracing 

 

構 文 

long hkGetStartupTracing(long* Trace) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* Trace フラグ用保管位置 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetStartupTracing は、トレース内の自動立ち上げトレースモニタリング 

フラグの現在数値を検索します。自動立ち上げトレースモニタリングの詳細

に関しては hkSetStartupTracing を参照してください。 

 

参 照 

hkSetStartupTracing も参照してください。 
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B.7.5 hkGetTraceBufferMode 

 

構 文 

long hkGetTraceBufferMode(long* Mode) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* Mode 現在バッファモードの位置 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceBufferMode は、使用される現在のモードの位置を、Mode 内のバ

ッファイベントに戻します。このモードは trace.h にて次のように定義され

ます。  

 

＃define HK_TRACE_BUFFER_ONESHOT 1 

＃define HK_TRACE_BUFFER_CIRCULAR 2 

 

ONESHOT バッファは、バッファが一旦フルになるとイベントのモニタリング

を停止します。 

イベントにおいては、そのフルバッファの示すものは、他のストップトリガ

のように機能します。サーキュラバッファは、バッファがフルになった後に、

イベントのモニタリングを続けます。 

もっとも古いイベントは、循環式で単純に上書きされます。 

 

参 照 

hkSetTraceBufferMode も参照してください。 
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B.7.6 hkGetTraceBufferSize 

 

構 文 

long hkGetTraceBufferSize(long* BufferSize) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* BufferSize 現在のバッファサイズ 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceBufferSize は、BufferSize におけるエントリ（記録）の数の中

のトレースバッファのサイズを戻します。 

アクティブなトレーシングは、システム内でイベントごとに一つのレコード

を使用します。 

 

参 照 

hkSetTraceBufferSize も参照してください。 
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B.7.7 hkGetTraceDumpFile 

 

構 文 

long hkGetTraceDumpFile(char* Filename, long len) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* Filename トレースダンプファイルネーム 

long len バッファファイルネームの長さ 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceDumpFile は、現在のトレースダンプファイルのネームを検索し

ます。 

ト レ ー ス ダ ン プ  フ ァ イ ル ネ ー ム に 関 す る 更 に 詳 し い 情 報 は

hkSetTraceDumpFile を参照してください。 

 

参 照 

hkDumpDebugTrace,hkSetTraceDumpFile も参照してください。 
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B.7.8 hkGetTraceState 

 

構 文 

long hkGetTraceState(long* State) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long* State 現在のステートの位置 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceState は、トレースモニタリングの現在ステートの位置を戻しま

す。さまざまの状態は、trace.h に以下のように定義されています。 

 

＃define HK_TRACE_STATE_NOTREADY 0 

//引き続きシステム立ち上げ中、トレース使用は不可 

 

＃define HK_TRACE_STATE_DORMANT 1 

//トレーシングはアクティブではなく、設定される可能性あり 

 

＃define HK_TRACE_STATE_MONITORING 2 

//hkStartTraceMonitoring はスタートトリガを検索中に呼ばれる 

 

＃define HK_TRACE_STATE_TRIGGERED 4 

//記録、スタートトリガが発生している 

 

＃define HK_TRACE_STATE_PAUSED 8 

//内部ステート、モニタリングは一時的に休止 

 

すべての設定関数（例、hkSetTraceTriggers,hkSetTraceBufferSize）は、

トレ－スステートが HK_TRACE_STATE_DORMANT である間に呼び出されなけれ

ばなりません。 
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B.7.9 hkGetTraceTriggers 

 

構 文 

long hkGetTraceTriggers(unsigned long* StartTrigger, 

unsigned long* StopTrigger) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long* StartTrigger スタートトリガを置く位置 

unsigned long* StopTrigger ストップトリガを置く位置 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkGetTraceTriggers は、イベントの記録を開始（および停止）させるトリ

ガの位置を StartTrigger および StopTrigger のトレースバッファに戻しま

す。トレーストリガに関する更に詳しい情報は hkSetTraceTriggers を参照

してください。 

 

参 照 

hkSetTraceTriggers も参照してください。 
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B.7.10 hkSetStartupTracing 

 

構 文 

long hkSetStartupTracing(long Trace) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long Trace 使用可能なトレーシングスタートアッ

プを示すフラグ 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetStartupTracing は、システム起動時のトレースモニタリングを使用可

能にするフラグを設定あるいはクリアにします。 Trace の数値が 1の場合、

hkStartTraceMonitoring は、システムが hkStartApplication が起動すると

きに自動的に呼び出されます。 

必ず、必要なすべての設定関数を呼び出してから、システムが起動してから

最初の数秒間のうちに発生するプロセッサの不具合をデバッグしようとす

る際に hkStartApplication を呼び出すようにしてください。 

（例、hkSetTraceDumpFile） 

hkSetStartupTracing は、Trace と共に呼び出してゼロに設定すると、自動

トレースモニタリングは使用不可となり、トレースモニタリングを開始する

ために hkStartTraceMonitoring を呼び出す必要があります。 

 

参 照 

hkStartTraceMonitoring も参照してください。 
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B.7.11 hkSetTraceBufferMode 

 

構 文 

long hkSetTraceBufferMode(long Mode) 

  

引 数 

型 引数名 説 明 

long Mode バッファリングモードを設定 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceBufferMode は、Mode を使用してバッファリングイベント用モー

ドを設定します。このモードは trace.h において次のように定義されます。 

 

＃define HK_TRACE_BUFFER_ONESHOT 1 

＃define HK_TRACE_BUFFER_CIRCULAR 2 

 

ONESHOT バッファは、一旦バッファがフルになると、モニタリングイベント

を停止します。 

イベントにおいて、このフルのバッファは他の（更なる）ストップトリガと

して作動します。最も古いイベントが循環式で単純に上書きされます。 

hkSetTraceBufferMode は、モニタリングがアクティブではないとき（例、

hkGetTraceState は HK_TRACE_STATE_DORMANT を戻します）、あるいは

HyperKernel システムがダウンしている時に、唯一呼び出される可能性があ

るものです。 

 

参 照 

hkSetTraceBufferSize も参照してください。 
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B.7.12 hkSetTraceBufferSize 

 

構 文 

long hkSetTraceBufferSize(long BufferSize) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

long BufferSize エントリーの数の中のトレースバッフ

ァのサイズ 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceBufferSize は、BufferSize を使用してエントリの数の中のトレ

ースバッファのサイズを設定します。アクティブなトレーシングはシステム

内のイベントごとに一つの記録を使用します。hkSetTraceBufferSize は、

モニタリングがアクティブではないとき（例、hkGetTraceState は

HK_TRACE_STATE_DORMANT を戻します）、あるいは HyperKernel システムがダ

ウンしている時に、唯一呼び出される可能性のあるものです。 

 

参 照 

hkSetTraceBufferMode も参照してください。 
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B.7.13 hkSetTraceDumpFile 

 

構 文 

long hkSetTraceDumpFile(char* filename) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

char* filename 新しいトレースダンプファイルネーム 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceDumpFile は、ファイルネームを使用してデバッグ トレース ダ

ンプファイル用のファイルネームを設定します。このトレースバッファは、

hkDumpDebugTrace が呼び出されるときに、hkSetTraceDumpFile が指定した

ファイルにダンプされます。フルパスのネームは必ずダンプファイルネーム

として指定されなければなりません。 

 

参 照 

hkDumpDebugTrace,hkGetTraceDumpFile も参照してください。 
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B.7.14 hkSetTraceTriggers 

 

構 文 

long _cdecl hkSetTraceTriggers(unsigned long StartTrigger, 

unsigned long StopTrigger) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

unsigned long StartTrigger モニタリングイベントを開始させるト

リガ 

unsigned long StopTrigger モニタリングイベントを停止させるト

リガ 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkSetTraceTriggers は、トレースバッファへのイベントの記録を開始（お

よび停止）させるトリガを設定します。二つ以上のトリガが、スタートおよ

びストップトリガ両方用に設定される場合があります。この関数は複数のト

リガ、あるいはトリガ識別子を一緒にシングル 32 ビット値に設定します。 

トリガの中には両方のトリガにおいて有効ではないものもあります。このト

リガ識別子は trace.h において次のように定義されます。 

 

＃define HK_TRACE_EVENT_ENTER_INTERRUPT 0x0001 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_INTERRUPT 0x0002 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_ENTER_FUNCTION 0x0004 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_FUNCTION 0x0008 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_ENTER_SYSTEM_TIMER 0x0010 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_SYSTEM_TIMER 0x0020 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_CALL_USER_TIMER 0x0040 

//開始または停止 
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＃define HK_TRACE_EVENT_RETURN_USER_TIMER 0x0080 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_ENTER_PROCESSOR_FAULT 0x0100 

//停止のみ 

＃define HK_TRACE_EVENT_LEAVE_PROCESSOR_FAULT 0x0200 

//停止のみ 

＃define HK_TRACE_EVENT_USER_EVENT 0x0400 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_START_MONITORING 0x0800 

//開始のみ 

＃define HK_TRACE_EVENT_FAULT_LOCATION 0x1000 

//使用しないでください、内部で使用 

＃define HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_NT 0x2000 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_HK 0x4000 

//開始または停止 

＃define HK_TRACE_EVENT_NT_FAULT 0x8000 

//使用しないでください、内部で使用 

 

このコメントはトリガが有効である場所を識別します。 継続するモニタリ

ン グ 用 の 良 好 な ス タ ー ト ト リ ガ は 、 識 別 子

HK_TRACE_EVENT_START_MONITORING です。 

この識別子は、hkStartTraceMonitoring 関数コールが作成されるとできる

だけすぐに、イベントの記録をトリガします。 

この識別子 HK_TRACE_EVENT_SWITCH_TO_HK は、有用なスタートリガでもあり

ます。この識別子は、次のコンテキストが WindowsNT/2000 から HyperKernel

へスイッチバックすると、イベントの記録を開始します。  

既知の外部 HyperKernel ハードウェアインタラプトが予想される場合は、

HK_TRACE_EVENT_ENTER_INTERRUPT は良好なスタートトリガとなる条件を有

しています。（あるいはユーザーが捕らえようとしているものによっては、

ストップトリガになる場合もあります。）ストップトリガ用に０が指定され

る場合、トレーシングは hkStopTracing 関数コールをしようして停止された

ままであることもあります。 

hkSetTraceTriggers は、モニタリングがアクティブではないとき（例、

hkGetTraceStateがHK_TRACE_STATE_DORMANTを戻す）、あるいはHyperKernel

システムがダウンしているときは、唯一呼び出される可能性があるものです。 

 

参 照 

hkGetTraceTriggers,hkStartTraceMonitoring,hkStopTracing も参照して 

ください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

B.7.15 hkStartTraceMonitoring 

 

構 文 

long hkStartTraceMonitoring(void) 

 

引 数 

 なし 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkStartTraceMonitoring は、トリガ／イベント用のモニタリングを開始し

ます。スタートトリガイベントが一旦発生すると、ほかの全てのイベントが

トレースバッファに記録されます。 ストップトリガが一旦発生すると（あ

るいは one-shot トレースバッファでトレースバッファがフルになると）、ト

レースモニタリング（あるいはイベントの記録）が停止します。ストップト

リガあるいはフルのバッファは、実際には、自動 hkStopTracing 関数です。 

HkStartTraceMonitoring が呼び出されるまで検出されるイベントやトリガ

はない、ということに注意してください。このストップトリガが一旦発生す

ると、このバッファは one-shot バッファでフルになり、あるいは

hkStopTracing は呼び出され、その後 hkStartTraceMonitoring が再び呼び

出されるまで検出されたり記録されるイベントやトリガは他にありません。 

 

hkStartTraceMonitoring への呼び出しは、モニタリングが開始されるとき

に自動的にトレースバッファをクリアします。 

 

 

注意：hkSetTraceBufferMode,hkSetTraceBufferSize,hkSetTraceTriggers を呼び出

してから、hkStartTraceMonitoring への呼び出しとともにモニタリングを開

始してください。 

 

 

参 照 

hkSetTraceBufferMode,hkSetTraceBufferSize,hkSetTraceTriggers, 

hkStopTracing も参照してください。 
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B.7.16 hkStopTracing 

 

構 文 

long hkStopTracing(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkStopTracing はトリガ／イベント用モニタリングを停止し、スタートトリ

ガがすでに発生している場合は記録イベントを停止します。ストップトリガ

は、実際にはストップトリガイベントが発生するときにシステムが自動的に

開始する hkStopTracing への呼び出しのことです。 

 

 

注意：ストップトリガ用に 0 が指定されている場合、モニタリングを停止する唯一

の方法は、hkStopTracing コールを使用することです。 

 

 

参 照 

hkStartTraceMonitoring も参照してください。 
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B.8 その他 

 

B.8.1 hkAttachDebugWindow 

 

構 文 

long hkAttachDebugWindow(HWND hwnd) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HWND hwnd メッセージ送信先のリストボックスウ

ィンドウハンドル 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkAttachDebugWindow は、指定ウィンドウへの HyperKernel システム内でプ

リントされるすべてのデバッグステートメントを送信するように、

HyperKernel システムに知らせます。 

（HyperKernelAPI の hkDebug と hkPrint を参照してください。）このウィン

ドウハンドルは、リストボックスへのハンドルとなります。 

 

 

注意：HyperKernel の 4.3 バージョンを始め二つ以上のウィンドウはデバッグメッ

セージを検索する場合があります。 

 

 

hkStartApplication が自動的に hkAttachDebugWindow コールを実行するの

で、ユーザーのフロントエンド内で hkStartApplication が使用される場合、

i＼It はこの関数を呼び出す必要はありません。この関数は、フロントエン

ド Windows アプリケーションによって使用されますが、このアプリケーショ

ンは HyperKernel システムがアクティブである間に開始あるいは停止され

る場合があります。 

このプログラムは、開始したときに hkSystemActive を呼び出します。 

hkSystemActive が、HyperKernel システムはすでに実行中であることを示す

場合は、Windows プログラムは hkAttachDebugWindow を呼び出して、実行中
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のシステムからデバッグメッセージを検索することもあります。 このフロ

ントエンドプログラムは、抜け出るときに hkDetachDebugWindow を呼び出し

ます。 

 

参 照 

hkDetachDebugWindow も参照してください。 
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B.8.2 hkClearDebug 

 

構 文 

void hkClearDebug(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

なし 

 

解 説 

hkClearDebug は、HyperKernel RunTime アプリケーションのデバッグ

リストをクリアにします。 

 

参 照 

なし 
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B.8.3 hkDetachDebugWindow 

 

構 文 

long hkDetachDebugWondow(HWND hwnd) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HWND hwnd HK から分離するリストボックスウィ

ンドウハンドル 

 

戻り値 

1 ：  成功 

0 ： 失敗 

 

解 説 

hkDetachDebugWindow は、指定ウィンドウへの HyperKernel（HyperKernelAPI

の hkDebug 及び hkPrint を参照してください）システム内でプリントされる

デバッグステートメントの送信を停止することを、HyperKernel システムに

知らせます。このウィンドウハンドルは、hkAttachDebugWindow あるいは

hkStartApplication が以前与えたハンドルとなります。HyperKernel の 4.3

バージョンを始め、二つ以上のデバッグメッセージを検索する場合があるこ

とに注意してください。 

 

参 照 

hkAttachDebugWindow も参照してください。 
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B.8.4 hkGetSystemTime 

 

構 文 

unsigned long hkGetSystemTime(void) 

 

引 数 

なし 

 

戻り値 

システムが起動してからの時間を表す現在のミリセカンドタイムスタンプ

カウンタ 

 

解 説 

hkGetSystemTime は、現在の HyperKernel システムタイムを戻しますが、こ

れは HyperKernel システムが起動してからのミリセカンドの数のことであ

り、通常は相対的な時間を測定するために使用します。 

 

参 照 

なし 
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付録 C ： HyperKernel シリアル API リファレンス 

 

C.1.1 hk_SerialBorrowPort 

 

構 文 

extern long hk_SerialBorrowPort(HKSP hkspPort, 

unsigned short* pwUartBase, 

long* plIRQNumber) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HKSP hkspPort シリアルサーバーから借りるシリアル

ポート 

unsigned 

short* 

pwUartBase 戻り用 UART ベースポートアドレスを

示すポインタ 

long* plIRQNumber 戻り用システム IRQ ナンバーを示すポ

インタ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialBorrowPort は、HyperKernel シリアルサーバーからシリアルポー

トを借ります。この関数は、ポインタを UART ベースポートアドレス及びシ

ステム IRQ ナンバーに戻します。 
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C.1.2 hk_SerialCDInput 

 

構 文 

extern long hk_SerialCDInput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialCDInput は、CD(Carrier Detect)の入力状態を取り出します。 
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C.1.3 hk_SerialClose 

 

構 文 

extern long hk_SerialClose(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort 閉じるポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialClose は、開かれたシリアルポートを閉じます。 
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C.1.4 hk_SerialCTSInput 

 

構 文 

extern long hk_SerialCTSInput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialCTSInput は CTS(Clear To Send)の入力状態を検索します。 
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C.1.5 hk_SerialDSRInput 

 

構 文 

extern long hk_SerialDSRInput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialDSRInput は、DSR(Data Set Ready)の入力状態を検索します。 
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C.1.6 hk_SerialDTROutput 

 

構 文 

extern long hk_SerialDTROutput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialDTROutput は、DTR(Data Terminal Ready)出力状態を検索します。 
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C.1.7 hk_SerialDTROutputIs 

 

構 文 

extern long hk_SerialDTROutputIs(HHKS hhksPort, int fOn) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

int fOn DTR 出力を設定する状態 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialDTROutputIs は、受信した fOn への DTR(Data Terminal Ready)の

出力状態を設定します。 
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C.1.8 hk_SerialFlushInput 

 

構 文 

extern long hk_SerialFlushInput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialFlushInput は、シリアルポートのインプットバッファを点

滅させます。 
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C.1.9 hk_SerialFlushOutput 

 

構 文 

extern long hk_SerialFlushOutput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialFlushOutput は、シリアルポートのアウトプットバッファを点滅

させます。 
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C.1.10 hk_SerialGetDefaultParms 

 

構 文 

extern long hk_SerialGetDefaultParms(HKSPARMS* phksparmsParms) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HKSPARMS* phksparmsParms パラメータストラクチャを示すポイン

タ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialGetDefaultParms は、デフォルトポート設定を検索します。そし

てパラメータストラクチャの設定を戻します。 
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C.1.11 hk_SerialGetErrorStatus 

 

構 文 

extern long hk_SerialGetErrorStatus(HHKS hhksPort, 

HKSERR* phkserrFlags) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

HKSERR* phkserrFlags エラーストラクチャを示すポインタ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialGetErrorStatus は、現在のインプットエラーフラグを検索し、そ

のフラグをエラーストラクチャにコピーします。 
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C.1.12 hk_SerialGetFlowStatus 

 

構 文 

extern long hk_SerialGetFlowStatus(HHKS hhksPort, 

HKSFLOW* phksflowFlags) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

HKSFLOW* phksflowFlags フローストラクチャを示すポインタ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialGetFlowStatus は、現在のフローコントロールステータスフラグ

を検索し、そのフラグをフローストラクチャにコピーします。 
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C.1.13 hk_SerialGetPortParms 

 

構 文 

extern long hk_SerialGetPortParms(HHKS hhksPort, 

HKSPARMS* phksparmsParms) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

HKSPARMS* phksparmsParms パラメータストラクチャを示すポイン

タ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialGetPortParms は、現在のポート設定を検索し、その設定をパラメ

ータストラクチャにコピーします。 
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C.1.14 hk_SerialInputToBeRead 

 

構 文 

extern long hk_SerialInputToBeRead(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialInputToBeRead は、現在読み取り可能なインプット文字の数

を検索します。 
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C.1.15 hk_SerialIsOneWaiting 

 

構 文 

extern long hk_SerialIsOneWaiting(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialIsOneWaiting は 、 フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル 文 字 や

hk_SerialSendOneNow関数が送信した文字が一時中断しているかを判断しま

す。 
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C.1.16 hk_SerialLineBreak 

 

構 文 

extern long hk_SerialLineBreak(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialLineBreak は、ブレークアウトプットの状態を検索します。 
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C.1.17 hk_SerialLineBreakIs 

 

構 文 

extern long hk_SeriallineBreakIs(HHKS hhksPort, int fOn) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

int fOn ブレークアウトプットを設定状態 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialLineBreakIs は、受信 fOn にラインブレイクアウトプットの状態

をセットします。 
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C.1.18 hk_SerialOpen 

 

構 文 

extern long hk_SerialOpen(HKSP hkspPort, unsigned long cbInputBuffer, 

unsigned long cbOutputBuffer) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HKSP hkspPort 開くシリアルポート 

unsigned long cbInputBuffer システム割り当てのインプットバッフ

ァのサイズ 

unsigned long cbOutputBuffer システム割り当てのアウトプットバッ

ファのサイズ 

 

戻り値 

シリアルポートハンドル ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialOpen は、パラメータなしに HyperKernel シリアルポートを開きま

す。 
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C.1.19 hk_SerialOpenWithParms  

 

構 文 

extern long hk_SerialOpenWithParms(HKSP hkspPort, 

unsigned long cbInputBuffer, 

unsigned long cbOutputBuffer, 

HKSPARMS* phksparmsParms) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HKSP hhksPort 開くシリアルポート 

unsigned long cbInputBuffer システム割り当てのインプットバッフ

ァ 

unsigned long cbOutputBuffer システム割り当てのアウトプットバッ

ファのサイズ 

HKSPARMS* phksparmsParms パラメータストラクチャ（構造）を示

すポインタ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialOpenWithParms は、受信されたパラメータをベースにしたシリア

ルポートを開きます。 
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C.1.20 hk_SerialOutputToBeWritten 

 

構 文 

extern long hk_SerialOutputToBeWritten(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialOutputToBeWritten は、現在書き込みを待っているアウトプット

文字の数を検索します。 
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C.1.21 hk_SerialRead 

 

構 文 

extern long hk_SerialRead(HHKS hhksPort, char* pcBuffer, 

unsigned long cbBuffer, 

long cbCount, long Itimeout, 

HKSREAD* phksreadInfo) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

char* pcBuffer ユーザーデータバッファを示すポイン

タ 

unsigned long cbBuffer ユーザーデータバッファのサイズ 

long cbCount 読み取る最小文字数 

long Itimeout 完了を待つ最大時間（-1は制限なく待

機） 

HKSREAD* phksreadInfo データを示すバッファ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

最少文字数を獲得するか、あるいはユーザー指定のバッファがフルになるま

で、またはインプットエラーが発生するまで（使用可能の場合）、タイムア

ウトが発生するまで、hk_SerialRead はシリアルポートから文字を読み取り

ます。 
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C.1.22 hk_SerialReadUntilChar 

 

構 文 

extern long hk_SerialReadUntilChar(HHKS hhksPort, char* pcBuffer, 

unsigned long cbBuffer, 

char cMatch, long Itimeout, 

HKSREAD* phksreadInfo) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

char* pcBuffer ユーザーデータバッファを示すポイン

タ 

unsigned long cbBuffer ユーザーデータバッファのサイズ 

long cbCount 照合される文字 

long Itimeout 完了を待つ最大時間（-1は制限なく待

機） 

HKSREAD* phksreadInfo データを示すバッファ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialReadUntilChar は、ユーザー指定の文字と共に照合（マッチ）が

検出されるまで、あるいはユーザー指定のバッファがフルになるまで、また

はインプットエラーが発生するまで（使用可能の場合）、タイムアウトが発

生するまで、シリアルポートから文字を読み取ります。 
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C.1.23 hk_SerialReadUntilString 

 

構 文 

extern long hk_SerialReadUntilString(HHKS hhksPort, char* pcBuffer, 

unsigned long cbBuffer, 

char* pszMatch, long Itimeout, 

HKSREAD* phksreadInfo) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

char* pcBuffer ユーザーデータバッファを示すポイン

タ 

unsigned long cbBuffer ユーザーデータバッファのサイズ 

char* pszMatch  照合される文字列を示すポインタ 

long Itimeout 完了を待つ最大時間（-1は制限なく待

機） 

HKSREAD* phksreadInfo データを示すバッファ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialReadUntilString は、ユーザー指定の文字列と共に照合（マッチ）

が検出されるまで、あるいはユーザー指定のバッファがフルになるまで、ま

たはインプットエラーが発生するまで（使用可能な場合）、タイムアウトが

発生するまで、シリアルポートから文字を読み取ります。 
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C.1.24 hk_SerialResumeInput 

 

構 文 

extern long hk_SerialResumeInput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_serialResumeInput は、受信を再開させます。 

（受信された文字が設定した数値よりも下回っている場合でも受信が再開

するのと同じ方法です。） 

使用可能なフローコントロールがない場合、この関数は有効ではありません。 
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C.1.25 hk_SerialResumeOutput 

 

構 文 

extern long hk_SerialResumeOutput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialResumeOutput は、影響を及ぼしている中断中のアウトプットをキ

ャンセルします。 

この関数は、トランスミッタを一時中断させているフローコントロールが他

に存在しない場合、唯一トランスミッタを再開させるものです。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

C.1.26 hk_SerialReturnPort 

 

構 文 

extern long hk_SerialReturnPort(HKSP hkspPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HKSP hkspPort 戻されるシリアルポート 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialReturnPort は、借りたシリアルポートを戻します。 
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C.1.27 hk_SerialRIInput 

 

構 文 

extern long hk_SerialRIInput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialRIInput は、RI（Ring Indicator）の入力状態を検索しま 

す。 
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C.1.28 hk_SerialRTSOutput 

 

構 文 

extern long hk_SerialRTSOutput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialRTSOutput は、RTS（Request To Send）の出力状態を検索し 

ます。 
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C.1.29 hk_SerialRTSOutputIs 

 

構 文 

extern long hk_SerialRTSOutput(HHKS hhksPort, int fOn) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

int fOn RTS アウトプットを設定するステート 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialRTSOutputIs は、受信 fOn に RTS（Request To Send）の出力状態

をセットします。 
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C.1.30 hk_SerialSetErrorStatus 

 

構 文 

extern long hk_SerialSetErrorStatus(HHKS hhksPort, 

HKSERR* phkserrFlags) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

HKSERR* phkserrFlags エラーストラクチャを示すポインタ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialSetErrorStatus は、エラーストラクチャの数値から、現在のイン

プットエラーフラグを設定します。 
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C.1.31 hk_SerialSetPortParms 

 

構 文 

extern long hk_SerialSetPortParms(HHKS hhksPort, 

HKSPARMS* phksparmsParms) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

HKSPARMS* phksparmsParms パラメータストラクチャを示すポイン

タ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialSetPortParms は、パラメータストラクチャの数値から、現在のポ

ート設定を設定します。 
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C.1.32 hk_SerialSuspendInput 

 

構 文 

extern long hk_SerialSuspendInput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialSuspendInput は、受信を停止させます。（受信された文字数がハ

イナンバー（高い番号）を超えた時に受信が停止するのと同じ方法です）。 

使用可能なフローコントロールがない場合、この関数は有効ではありません。 
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C.1.33 hk_SerialSuspendOutput 

 

構 文 

extern long hk_SerialSuspendOutput(HHKS hhksPort) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialSuspendOutput は、トランスミッタを送信させる機能を停止させ

ます。そして hk_SerialResumeOutput が呼び出されるまで待機します。 
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C.1.34 hk_SerialWrite 

 

構 文 

extern long hk_SerialWrite(HHKS hhksPort, char* pcBuffer, 

long cbCount, long Itimeout, 

HKSWRITE* phkswriteInfo) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

char* pcBuffer ユーザーデータバッファを示すポイン

タ 

long cbCount 書き込む文字の数 

long Itimeout 完了を待つ最大時間（-1は制限なく待

機） 

HKSWRITE* phkswriteInfo データを示すバッファ 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialWrite は、文字が送信されるまで、あるいはアウトプットバッフ

ァがオーバーフローするまで、またはタイムアウトが発生するまで、文字を

シリアルポートに書き込みます。 
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C.1.35 hk_SerialWriteOneNow 

 

構 文 

extern long hk_SerialWriteOneNow(HHKS hhksPort, char cOutput) 

 

引 数 

型 引数名 説 明 

HHKS hhksPort ポートのハンドル 

char cOutput 書き込まれる文字 

 

戻り値 

サーバーID ：  成功 

0 未満 ： 失敗 

 

解 説 

hk_SerialWriteOneNow は、1つの文字をすぐにシリアルポートに書き込みま

す。（バッファされたアウトプットすべてより前に）  

フローアウトプットがフローコントロールイベントを待っている場合でも、

この文字は書き込まれます。 

この関数はフローコントロール文字を送信するのに唯一使用されますが、以

前のフローコントロール文字が送信されたかを判断するチェックはしませ

ん。 

ユーザー発生の、あるいはシステム発生のフローコントロール文字が一時中

断しているときにこの関数が呼び出された場合は、その中断中の文字に上書

きしたり、新しい文字が送信されないようにする場合があります。この関数

を使用してエラーが発生しないことを確認するためには、XON/XOFF フロー

コントロールを使用不可能にします。そして IsOneWaiting 関数が FALSE を

戻すまで、この関数を呼び出さないでください。 
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付録Ｄ：HyperKernel ソケット API リファレンス 

 

D.1.1 hk_accept 

 

構 文 

long hk_accept(long s, struct sockaddr* addr, int* addrlen) 

 

解 説 

引数 s は、hk_socket()ですでに作成され、hk_bind()でアドレスへ向かい、

hk_listen()の後に接続用の聴き取りを行っているというソケットです。 

hk_accept()は、中断中の列上で最初の接続を引き出し、s の同じプロパテ

ィの新しいソケットを作成し、そしてソケットに新しいファイルデスクリプ

ターを割り当てます。列上に中断中の接続がない場合、及びソケットがノン

ブロッキングとして区分されていない場合は、hk_accept()は接続が存在す

るまで呼び出しをブロックします。ノンブロッキングとして区分されない場

合、列上に中断中の接続が出ない場合は、hk_accept()は、以下に説明する

ようにエラーを戻します。 

容認されたソケットは、接続したソケット間でデータを読書きするために使

用されます。より多くの接続を受け入れるためには使用しません。 

このソケット sは更なる接続を受け入れるために開いたままです。 

 

引数 addr は、通信レイヤーには感知されているように、接続用機器のアド

レスと共に書き込まれる結果パラメータです。例えば、addr パラメータの

正確なフォーマットは、通信が行われているドメインが決定します。この

addrlen は、数値結果パラメータです。addr が示すスペースの規模をまず含

むようになります。戻りの場合、戻る際に、戻されたアドレスの実際の長さ

（バイト単位）を含むようになります。この呼び出しは接続ベースソケット

タイプと共に使用し、現在の場合は SOCK_STREAM と共に使用するということ

です。 

 

読取用として、hk_accept()関数にて使用するソケットを hk_select()関数
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で選択することができます。 

 

戻り値 

成功の場合、hk_accept()は受け入れられたソケット用にノン-ネガティブ 

デスクリプタを戻します。失敗の場合、この関数は-1 を戻し、そして内部

数値にエラーナンバーを記録します。このエラーナンバーは、hk_errno()

への呼び出しで検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_bind(),hk_connect(),hk_listen(),hk_select(),hk_socket()も参照し

てください。 
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D.1.2 hk_bind 

 

構 文 

int hk_bind(long s,struct sockaddr* name, int namelen） 

 

解 説 

hk_bind()は、無名のソケットに名前を割り当てます。ソケットが

hk_socket()関数で作成されるときは、ネームスペース内に存在しますが、

ソケット名は割り当てられていません。hk_bind がソケットに割り当てられ

たソケット名のネームポインターを要求します。 

 

戻り値 

hk_bind()は、成功の場合 0 を戻します。失敗の場合、-1 を戻し、内部数値

へのエラーナンバーを記録します。そのエラーナンバーは、hk_errno()への

呼び出しで検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_connect(),hk_getsockname(),hk_listen(),hk_socket()も参照してくだ

さい。 
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D.1.3 hk_connect 

 

構 文 

int hk_connect(long s,struct sockaddr* name, int namelen） 

 

解 説 

パラメータ s は、ソケットのことです。 

SOCK_DGRAM タイプの場合は、その後、ソケットが関連付けられることにな

るピアを hk_connect()関数が指定します。 

このアドレスはデータグラムの送信先であり、データグラムが受信する唯一

のアドレスです。SOCK_STREAM タイプである場合、hk_connect()関数は他の

ソケットに接続を試みます。ソケットの通信スペース内のアドレスであるネ

ームが、接続されるソケットを指定します。いづれの通信スペースも、それ

ぞれの可能な手段によってネームパラメータを解釈します。通常の場合、ス

トリームソケットは正常に１回のみ hk_connect()を行うこともあります。 

データグラムソケットは hk_connect()を多数回使用して、これらの関連を

変更します。データグラムソケットは、null アドレスのような無効なアド

レスを接続して、この関連性を解消する可能性があります。 

 

戻り値 

成功の場合は 0 を戻します。失敗の場合は-1 を戻し、そしてエラーナンバ

ーを内部数値に記録します。このエラーナンバーは、hk_errno()への呼び出

しで検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_accept(),hk_close(),hk_connect(),hk_getsockname(),hk_select(), 

hk_socket()も参照してください。 
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D.1.4 hk_errno 

 

構 文 

int hk_errno(long s) 

 

解 説 

ソケットを取り、テーブルソケットエラーにリストされた hk_errno を戻し

ます。 

 

戻り値 

この呼び出し（コール）は、標準 BSD ソケットのエラーコードを戻します： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エラー 解説 

1 ＃define ENOBUFS 

2 ＃define ETIMEDOUT 

3 ＃define EISCONN 

4 ＃define EOPNOTSUPP 

5 ＃define ECONNABORTED 

6 ＃define EWOULDBLOCK 

7 ＃define ECONNREFUSED 

8 ＃define ECONNRESET 

9 ＃define ENOTCONN 

10 ＃define EALREADY 

11 ＃define EINVAL 

12 ＃define EMSGSIZE 

13 ＃define EPIPE 

14 ＃define EDESTADDRREQ 

15 ＃define ESHUTDOWN 

16 ＃define ENOPROTOOPT 

17 ＃define EHAVEOOB 

18 ＃define ENOMEM 

19 ＃define EADDRNOTAVAIL 

20 ＃define EADDRINUSE 

21 ＃define EAFNOSUPPORT 
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D.1.5 hk_gethostbyname 

 

構 文 

struct hostent* hk_gethostbyname(char* sHostName) 

 

解 説 

ホストネームを獲得し、DNS を使用して解析します。成功の場合はポインタ

を strut hostent ストラクチャ（構造）に戻します。失敗の場合は NULL に

戻します。 

 

戻り値 

成功の場合はスタティックホステントストラクチャ、失敗の場合は NULL 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

D.1.6 hk_getpeername 

 

構 文 

int hk_getpeername(long s, struct sockaddr* name) 

 

解 説 

接続されたホストの IP アドレス情報を sockaddr(構造体)に書き込みます。 

 

戻り値 

成功の場合は 0 を戻します。 失敗の場合は、-1 を戻し、そして内部数値

にエラーナンバーを記録します。このエラーナンバーは、hk_errno()への呼

び出し（コール）で検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_bind(),hk_socket()も参照してください。 
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D.1.7 hk_getsockname 

 

構 文 

int hk_getsockname(long s, struct sockaddr* name) 

 

解 説 

hk_getsockname()は指定されたソケットの現在のソケット名を返します。 

 

戻り値 

成功の場合は 0 を戻します。失敗の場合は、-1 を戻し、内部数値にそのエ

ラーナンバーを記録します。エラーナンバーは、hk_errno()コールで検索が

可能です。 

 

参 照 

hk_bind(),hk_getpeername(),hk_socket()も参照してください。 
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D.1.8 hk_htonl 

 

構 文 

hk_htonl(unsigned long hostlong) 

 

解 説 

符号なしロング数をホストバイト順からネットワークバイト順に変換しま

す。 

 

参 照 

hk_ntohl()も参照してください。 
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D.1.9 hk_htons 

 

構 文 

hk_htons(unsigned short hostshort) 

 

解 説 

符号なしショート数をホストバイト順からネットワークバイト順に変換し

ます。 

 

参 照 

hk_ntohs()も参照してください。 
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D.1.10 hk_inet_addr 

 

構 文 

unsigned long hk_inet_addr(char* str) 

 

解 説 

ドット付 10 進フォーマットで IP アドレスを獲得し、符号なしロング数で

IP アドレスを返します。 

 

参 照 

hk_inet_ntoa()も参照してください。 
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D.1.11 hk_inet_ntoa 

 

構 文 

char* hk_inet_ntoa(unsigned long ipaddr) 

 

解 説 

ipaddr（IP アドレス）を獲得し、ドット付 10進数と同等の文字列を返しま

す。 

 

戻り値 

ドットつき 10 進表記の IP アドレス 

 

参 照 

hk_inet_addr()も参照してください。 
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D.1.12 hk_listen 

 

構 文 

long hk_listen(long s, int backlog) 

 

解 説 

接続を受け入れるために hk_socket()関数にてソケットが作成され、次にく

る接続用バックログは hk_listen()と共に指定され、その後この接続は

hk_accept()と共に受け入れけられます。 

hk_listen()コールは、SOCK_STREAM タイプのソケットにのみ応用します。

このバックログパラメータは、増大の可能性がある中断中の接続キューの最

大の長さを定義します。 

キューがフルになった状態で接続要求される場合、このクライアントは

ECONNREFUSED の指示と共にエラーを受信します。 

 

戻り値 

成功の場合は 0 を戻します。失敗の場合は-1 を戻し、そして内部数値にエ

ラーナンバーを記録します。エラーナンバーは、hk_errno()への呼び出し（コ

ール）で検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_accept(),hk_connect()も参照してください。 
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D.1.13 hk_ntohl 

 

構 文 

hk_ntohl(unsinged long netlong) 

 

解 説 

符号なしロング数をネットワークバイト順からホストバイトフォーマット

へ変換します。 

 

参 照 

hk_htonl()も参照してください。 
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D.1.14 hk_ntohs 

 

構 文 

hk_ntohs(unsigned short netshort) 

 

解 説 

符号なしショート数をネットワークバイト順からホストバイトフォーマッ

トへ変換します。 

 

参 照 

hk_htons()も参照してください。 
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D.1.15 hk_ping 

 

構 文 

long hk_ping(char* sHostName) 

 

解 説 

ドットつき 10 進フォーマットのホストネーム／IP アドレスを獲得し、DNS

を使用してホストネームを解析し、リモートホストをピングして、ピング結

果を戻します。 

 

戻り値 

ピングが成功の場合は、ピング（Round Trip Time）にかかるミリセカンド

単位の時間を戻します。ホストが無効の場合は-1 を戻し、ピングが失敗の

場合は-2 を戻し、要求がタイムアウトの場合は‐3を戻します。 
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D.1.16 hk_recv 

    hk_recvfrom 

 

構 文 

int hk_recv(long s, char* buf, int len, int flags) 

int hk_recvfrom(long s, char* buf, int len, int flags, 

struct sockaddr* from, int* fromlen) 

 

解 説 

s は hk_socket() 関 数 で 作 成 さ れ る ソ ケ ッ ト で す 。 hk_recv() と

hk_recvfrom()は、他のソケットからメッセージを受信する際に使用します。 

hk_recv()は接続されたソケット上で唯一使用する場合もありますが

（hk_connect()を参照してください）、一方 hk_recvfrom()は、接続された

状態にあってもそうでなくても、ソケット上でデータを受信するのに使用し

ます。 

 

from は NULL ポインタではない場合、このメッセージのソースアドレスが書

き込まれます。fromlen は、数値結果のパラメータであり、from 関連バッフ

ァのサイズに初期化され、そこに保存されているアドレスの実際のサイズを

示すために戻りの際に修正されます。このメッセージの長さは戻されます。 

メッセージが長すぎて与えられたバッファに合わせられない場合、メッセー

ジ発信元のソケットのタイプに応じて、超過バイトが切り捨てられます。

（hk_socket()を参照してください。） 

 

EWOULDBLOCK に設定される hk_errno という外部変数とともに-1 が戻される

ケースで、ソケットがノンブロッキングではない限り（hk_setsockopt()を

参照してください）、ソケットにおいて入手できるメッセージがない場合、

受信コールはメッセージが到達するまで待機します。 

hk_select()コールは、追加データの到達時期を決定する際に使用すること

もあります。  
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この flags パラメータは、次のうち１つ以上を OR で形成します。 

 

MSG_OOB 通常の“in-band”データではなく、ソケット上に出る

“out-of-band”データすべてを読み取ってください。 

 

MSG_PEEK ソケット上に出る“Peek”データ：このデータは戻されますが、

使い果たされることはありませんので、続いて発生する受信操

作は同じデータを参照するかたちになります。 

 

戻り値 

これらの呼び出し（コール）は、受信されたバイトの数を戻すか、あるいは

エラーが発生した場合は-1 を戻します。失敗の場合は、エラーナンバーを

内部数値に記録します。このエラーナンバーは、hk_errno()への呼び出しで

検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_connect(),hk_getsockopt(),hk_select(),hk_send(),hk_socket() も 参

照してください。 
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D.1.17 hk_select 

 

構 文 

int hk_select(fd_set* readfds, fd_set* writefds, 

fd_set* exceptfds, long tv) 

FD_SET(fd, &fdset) 

FD_CLR(fd, &fdset) 

FD_ISSET(fd, &fdset) 

FD_ZERO(&fdset) 

 

解 説 

hk_select()は、ディスクリプタのうちのいくつかが read/write の準

備ができるか, あるいは例外条件を所有しているかを確かめるために、

readfds、writefds および exceptfds の中でそのアドレスが通過され

るソケット・ディスクリプタ・設定をテストします。 

戻る際に、hk_select()は、獲得したデスクリプタの設定を、要求さ

れた操作のために用意されているこれらのデスクリプタから構成さ

れるサブセットと置き換えます。すべての設定において用意されたデ

スクリプタ総数は戻されます。readfds、writefds、及び exceptfds

のいづれも、関係のあるデスクリプタがない場合は、NULL ポインタと

して獲得する場合があります。 

hk_listen()コールが実行されるソケット デスクリプタでの読み取

り用に適切な選択を行えば、デスクリプタ上で次におこる

hk_accept()コールは、ブロックしないことを示します。 

 

typedef struct fd_set { /* the select socket array manager */ 

unsigned fd_count; /* how many are SET？ */ 

long fd_array[FD_SETSIZE];/* an array of SOCKETs */ 

} fd_SET; 

 

戻り値 

hk_select()は、成功の場合ノン-ネガティブ値を戻します。ポジティ
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ブ値は、デスクリプタ設定において使用可能状態にあるデスクリプタ

の数を示します。 0 は有効期限が切れた tv が指定する時間制限（タ

イムリミット）を示します。失敗の場合、hk_select()は-1 を戻し、

hk_errno をエラー表示するように設定し、このデスクリプタ設定は変

更されません。 

 

参 照 

hk_accept(),hk_connect(),hk_listen(),hk_recv(),hk_send()も参照

してください。 

 

 

注意：非常に珍しい環境（ケース）では、実際に書き込もうとするとブロックして

しまうときは、デスクリプタが書き込みの準備が整っていることを

hk_select()は示します。これは、書き込みを必要とするシステムリソースが

使い果たされ、あるいは入手できない場合に発生する可能性があります。 ア

プリケーションがブロックしていないファイル デスクリプタに書き込むこ

とを重要だと判断する場合、ノンブロッキング I/O 用にデスクリプタを設定

するようになります。hk_setsockopt()の内容を参照してください。 
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D.1.18 hk_send 

hk_sendto 

 

構 文 

int hk_send(long s, char* buf, int len, int flags) 

int hk_sendto(long s, char* buf, int len, int flags, 

struct sockaddr* to) 

 

解 説 

hk_send()及び hk_sendto()は、buf がアドレス指定をしたメッセージをほか

のソケットに転送します。hk_send()は、ソケットが接続されたステートに

あるときのみ使用する場合があり、一方で、to パラメータがターゲットの

アドレスを獲得するなら、hk_sendto()はいつでも使用する可能性がありま

す。len がメッセージの長さを提供します 

 

hk_send()では配信失敗が必ず表示されます。部分的に検出されたエラーが

-1 の戻り値によって示されます。 

 

転送されるメッセージをホールドするためのソケットにおいて獲得できる

メッセージスペースがない場合、ソケットがノンブロッキング I/O モードに

置かれていない限りは、その後通常 hk_send()はブロックします。 

hk_select()コールは、更なるデータの送信可能時期を決定する際に使用す

ることもあります。 

 

flags パラメータは以下のうち 1つ以上を含む場合があります。 

 

/* process out-of-band data */ 

＃define MSG_OOB 0x1 

/*bypass routing, use direct interface */ 

＃define MSG_DONTROUTE 0x4 
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flags の MSG_OOB は、この表記をサポートするソケット上の“out-of-band”

データを送信する際に使用します。（例えば SOCK_STREAM）この基礎をなす

プロトコルは、“out-of-band“データのサポートもする必要があります。 

MSG_DONTROUTEは、診断またはルートプログラムのみが通常は使用します。 

 

戻り値 

この呼び出し（コール）は、送信された文字数を戻すか、あるいはエラーが

発生した場合は-1 を戻します。失敗の場合は、そのエラーナンバーを内部

の数値に記録します。 このエラーナンバーは hk_errno()への呼び出し（コ

ール）で検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_recv(),hk_select(),hk_getsockopt(),hk_socket()も参照してください。 
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D.1.19 hk_setsockopt 

hk_getsockopt 

 

構 文 

int hk_getsockopt(long s, int optname, char* optval) 

int hk_setsockopt(long s, int optname, char* optval) 

 

解 説 

hk_getsockopt()及び hk_setsockopt()は、ソケット関連のオプションを操

作します。Optname パラメータは、hk_setsocketopt()で設定されるか

hk_getsocketopt()で検索されるオプションを識別します。 

 

この optval というパラメータは、hk_setsockopt()のオプション値を指定す

るのに使用します。hk_setsockopt()への呼び出しの場合は、通常は変数あ

るいはストラクチャ（構造）を示すポインタを含み、そしてこの内容が設定

されるオプションの数値を定義することになります。 

 

hk_getsockopt()への呼び出しの場合は、通常、要求されたオプションのた

めの数値が戻される変数やストラクチャ（構造体）を示します。 

 

socket.h というインクルードファイルは、下記に説明するように、オプシ

ョン名の定義を含んでいます。 

ほとんどのオプションは、ポインタを optval 用 int 変数に移します。 

hk_setsockopt()に関して、パラメータがアドレス指定したこの変数はゼロ

ではない数値になり、ブーリーンオプションを使用可能にする、あるいはこ

のオプションが使用不可能にされる場合はゼロになります。 

 

SO_LINGER は、socket.h で定義されたストラクト linger パラメータを使用

します。 

このパラメータは、希望するオプションのステート及び linger のインター

バルを指定します。（下記参照） 
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次の Berkeley ソケット標準オプションは、スタックが認識するものです。  

以下に記載したものを除き、それぞれはhk_getsockopt()にテストされたり、

hk_setsockopt()に設定される場合があります。 

 

オプション 解説 

SO_DEBUG デバッグ情報の記録をトグルする 

SO_REUSEADDR ローカルアドレス再利用をトグルする 

SO_KEEPALIVE 接続維持ができるようトグルで溜める。 

SO_DONTROUTE 送信メッセージ用のルートバイパスをトグルする 

SO_LINGER データが出る場合閉じるのを延長する 

SO_BROADCAST ブロードキャストメッセージを伝える許可をトグ

ルする 

SO_OOBINLINE バンド内 out-of-band データ受付をトグルする 

SO_SNDBUF アウトプット用バッファサイズを設定する 

SO_RCVBUF インプット用バッファサイズを設定する 

SO_TYPE ソケットのタイプを獲得する（get のみ） 

SO_ERROR ソケット上のエラーを獲得してクリアにする（get

のみ） 

SO_CALLBACK ソケット用コールバック関数を設定する（set のみ） 

 

SO_DEBUG は、基礎的なプロトコルモジュールにおいてデバッグを可能にし

ます。  

SO_REUSEADDR は、hk_bind()コール内で有効なアドレスが与えられますが、

この有効アドレスでのルールによって、ローカルアドレスの再利用が可能に

なります。  

SO_KEEPALIVE は、接続されたソケットにおいて定期的にメッセージを送信

することができます。 接続した相手がこれらのメッセージ送信ができない

場合は、この接続を壊します。接続が壊れてる場合、プロセスが hk_select()

の中で待っていれば、hk_select()がソケット用に選択された読み取り及び

書き込みイベントすべてに対して正確なものを戻します。 
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SO_DONTROUTE は、送信メッセージが標準ルーティングファシリティを迂回

する代わりに、デスティネーションアドレスのネットワーク部分に応じて、

適切なネットワークインターフェイスのためのメッセージが指示されます。 

 

SO_LINGER は、送信されなかったメッセージがソケット上で列をなさないと

きに取られるアクションをコントロールします。そして hk_socketclose()

が実行されます。このソケットが信頼度の高いデータ配信を必ず行う場合、

データを通信ができるまで、あるいは情報を配信することができなくなるま

で、このシステムは hk_socketclose()上の呼び出し（caller）をブロック

します。 

（タイムアウト期間、定期的に（ｔｅｒｍｅｄ）遅らせる間隔は、SO_LINGER

が要求されるときに hk_setsockopt()において指定されます）。 

 

SO_LINGER が使用不可能で、hk_socketclose()が発生される場合は、このシ

ステムは、できるだけ素早くコール（caller）が継続できるような方法でク

ローズ操作をします。 

 

この SO_BROADCAST というオプションは、ソケット上のブロードキャスト 

データグラムの送信許可を要求するものです。このスタックは、両立（コン

パチビリティ）用にオプションの設定・獲得をサポートしますが、ブロード

キャストメッセージを転送するときにその数値のチェックは行いません。 

 

Out-of-band データをサポートするプロトコルがあれば、この SO_OOBINLINE

オプションは、受信されるときに通常データのインプット列に out-of-band

データが設置されるように要求します。その後 hk_recv()コールはと共に、

MSG_OOB フラグなしに受け入れられることになります。  

 

SO_SNDBUF 及び SO_RCVBUF は、アウトプット、インプットバッファそれぞれ

用に割り当てられる、通常のバッファサイズを調整するオプションです。 

このバッファサイズは大量接続用に増大される場合があり、あるいは受信デ

ータの可能なバックログを制限するために減らされる場合もあります。この

システムはこれらの数値上の絶対的なリミットを設置します。  
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SO_TYPE 及び SO_ERROR は、hk_getsockopt()と共にのみ使用するオプション

です。SO_TYPE は、ソケットのタイプを戻します。例えば SOCK_STREAM です。 

 

SO_ERROR は、ソケット上の中断中のエラーすべてを戻し、そのエラーステ

ータスをクリアにします。接続されたデータグラム ソケットでの非同期

（式）エラー（非同時エラー）をチェックしたり、あるいは他の非同期式エ

ラーを確認する際に使用する場合があります。 

 

SO_NONBLOCK、SO_NBIO そして SO_BIO オプションは、このスタックに独特な

ものであり（これらのオプションはBerkeleyソケットAPIでは現れません）、

ソケットがブロッキングIOかノンブロッキングIOを使用するかどうかをコ

ントロールする際に使用します。 

 

SO_NONBLOCK によって、そのコール/呼び出し（caller）は、他のブーリー

ンソケットオプションと同じものを機能させるブロッキングまたはノンブ

ロッキング IO を指定することができます。これは整数値を示す optval（ポ

イント）であり、これにはノンブロッキング IO を設定するためにゼロでは

ない数値が含まれ、あるいはノンブロッキング IO をリセットするために数

値０が含まれます。言い換えると、hk_getsockopt()と共に現在のソケット

のブロッキングやノンブロッキングステート（状態）を獲得する、というこ

とです。 

 

SO_NBIO ノンブロッキング IO を使用するためにソケッ

トを設定する 

SO_BIO ブロッキング IO を使用するためにソケットを

設定する 

 

ユーザーは、両立式用（コンパチ）に（の）最も古いソケットオプションの

SO_NBIO 及び SO_BIO を引き続きサポートします。SO_NBIO はソケットがノン

ブロッキング IO を使用を指定する際に使用します。このようなオプション

を設定するために hk_setsockopt()を使用しますが、optval の数値が使用さ

れないという点において、標準ブーリーンオプションを使用することとは異



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

なります。optname において適切なオプションネームを指定することが必要

です。 

 

戻り値 

成功の場合、これらは 0 を戻します。失敗の場合、-1 を戻し、このエラー

ナンバーを内部数値に記録します。このエラーナンバーは、hk_errno()への

呼び出し（コール）で検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_socket()も参照してください。 
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D.1.20 hk_shutdown 

 

構 文 

int hk_shutdown(long s, int how) 

 

解 説 

 hk_shutdown()コールは、s に関連するソケットにおける全２重通信方式（同

時送受信式の）全ての接続、あるいは片方をシャットダウンします。how が

0 の場合、これ以上の受信はできなくなります。 

 

how が 1 の場合、これ以上の送信ができなくなります。 

how が 2 であれば、これ以上送受信ともにできなくなります。 

 

戻り値 

成功の場合 0 を戻します。失敗の場合、-1 を戻し、エラーナンバーを内部

数値に記録します。このエラーナンバーは、hk_errno()への呼び出し（コー

ル）で検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_connect(),hk_socket()も参照してください。 



HyperKernel 5.9 Reference Manual 

      株式会社笹川製作所 

D.1.21 hk_socket 

 

構 文 

long hk_socket(int domain, int type, int protocol) 

 

解 説 

hk_socket()は、通信用にエンドポイントを作成し、デスクリプタ(通信の端

点を示す記述子)を戻します。このドメインパラメータはこれから通信する

通信ドメインを指定します。 

これは、使用されるドメインファミリーを選択するものです。このプロトコ

ルファミリーは、ソケット上の後の操作で通常獲得するアドレス用のアドレ

スファミリーと同じものです。これらのファミリーは、インクルードファイ

ル socket.h で定義します。現在わかっているフォーマットは以下のとおり

です。 

 

PF_INET(ARPA Internet protocols) 

 

このソケットには、示されたタイプがあり、これは通信上の動作を指定する

ものです。現在定義されているタイプは以下のようになります。 

 

SOCK_STREAM /* TCP */ 

SOCK_DGRAM  /* UDP */ 

SOCK_STREAM タイプは、シーケンス機能や、信頼性のあるバイトストリーム

を基本にした２方向（Two-way）接続を提供するものです。  

 

SOCK_DGRAM ソケットはデータグラムをサポートするものです。（単純で信頼

性の保証されないデータグラム プロトコル） 
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SOCK_STREAM タイプのソケットは、全２重式バイトストリームであり、パイ

プと似ているものです。ストリームソケットは、データすべてが（それの上

で）送信･受信する可能性がある前に、接続されたステート内に存在してい

なくてはなりません。他のソケットへの接続はコール hk_connect()と共に

作成されます。一旦接続すると、データはコール hk_send()及び hk_recv()

を使用して転送されることもあります。セッションが終了したら、

hk_socketclose()が実行される可能性があります。Out-of-band データも、

hk_send()のページで説明したようなかたちで転送され、hk_recv()のページ

で説明したように受信が行われます。  

 

SOCK_STREAM を終了する際に使用される通信プロトコルは、データを失った

り複写しないように確実に実行します。ピアプロトコルにあるバッファスペ

ースのデータ断片が適当な時間内で正常に転送されない場合は、この接続が

破壊されていることが考えられ、呼び出し（コール）は-1 の戻り値、そし

て、グローバル変数の hk_errno において指定コードの ETIMEOUT に、エラー

を示します。このプロトコルは、他にアクションがないときに分単位程度ご

との転送を強制的におこなうことによって、任意でソケットを“ウォーム”

状態にします。延長された時間（例えば 5分など）で返答がないとアイドル

状態になってしまう接続上で返答を引き出せない場合は、その後エラーが表

示されます。  

 

SOCK_DGRAM ソケットでは、呼び出し（コール）の hk_send()にて名前のつけ

られた通信へのダイアグラム送信ができます。データグラムはたいていの場

合 hk_recv()と共に受信されますが、この関数はその戻り（リターン）アド

レスと共にその次のデータグラムを戻すものです。 

 

ソケット操作は、ソケットレベルオプションがコントロールします。これら

のオプションは、ファイル socket.h にて定義されます。hk_getsockopt()

及び hk_setsockopt()は、オプションを獲得･設定する際にそれぞれ使用し

ます。 
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戻り値 

成功の場合、hk_socket()はノン-ネガティブでスクリプタを戻します。失敗

の場合は-1 を戻し、そのエラーナンバーを内部の数値に記録します。 こ

のエラーナンバーは、コール hk_errno()で検索することが可能です。 

 

参 照 

hk_accept(),hk_bind(),hk_close(),hk_connect(),hk_getsockname(), 

hk_getsockopt(),hk_listen(),hk_recv(),hk_select(),hk_send(), 

hk_shutdown()も参照してください。 
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D.1.22 hk_socketclose 

 

構 文 

int hk_socketclose(long s) 

 

 

注意：これは従来のソケットシステムにおける close()です。 

 

 

解 説 

呼び出し（コール）hk_socketclose()は、s 関連ソケット上の全２重式接続

すべてをシャットダウンさせ、s 関連のソケットデスクリプタをフリーソケ

ットデスクリプタプールに戻します。一旦ソケットが閉じると、ソケットの

呼び出しはこれ以上行われません。 

 

戻り値 

成功の場合 0 を戻します。失敗の場合は-1 を戻し、そのエラーナンバーを

内部数値に記録します。このエラーナンバーは、hk_errno()への呼び出し（コ

ール）で検索可能です。 

 

参 照 

hk_accept(),hk_socket()も参照してください。 
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付録Ｅ 

 

E.1.1 Hyperkernel サンプルプログラム 

 

ハイパーカーネル・アプリケーションの開発 

ハイパーカーネル・アプリケーションでは、スタンダードＣアプリケーションと同じ方法

で作られています。これらのアプリケーションはメイン関数があり、それは実行をコント

ロールしたり、他の利用者の為に書かれたサブルーチンを呼び出したりします。これらの

アプリケーションはコンパイする事により、エクスキュータブル（実行可能ファイル）が

作られます。この実行可能ファイルは、ハイパーカーネルＲＴＭアプリケーションから動

作出来ます。 

 

この章では、いくつかのハイパーカーネルの本質をデモンストレーションするサンプルプ

ログラムを説明します。使用可能な関数の全リストは第６章～第９章の関数一覧、および

付録Ａ～Ｄまでのページを参照してください。 

 

 

注：ハイパーカーネル・アプリケーションを開発する際、ウィンドウズＮＴオペレーティング・シ

ステム・サービス（例：malloc, fopen,など）にアクセスする、システム・ランタイムライブ

ラリ関数を呼び出し（以降：コール）しないよう気をつけてください。 

すべて完備しオペレーティング・システムから独立しているライブラリコール（例：strcpy, 

sprintf,など）は、期待通りに作動します。 

 

コンパイラの設定等につきましては、第６章「Hyperkernel アプリケーションの開発」を 

参照してください。 
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サンプル・プログラムの使用にあたって 

 

[Hyperkerneldirectory]\Samples ディレクトリからサンプル・プログラムにアクセスし

てください。 

マイクロソフト・ビジュアル Cディベロッパーズ・スタジオ・バージョン 4.2 をもとに作

られた 5 つのサンプル･プログラムは、サンプル・ディレクトリの個々のディレクトリに

あります。マイクロソフトのビジュアル C バージョン 6.0 のプログラムを作るには、「フ

ァイル・オープン・プロジェクト・ワークスペース」を選択し、「ファイルのタイプ.mak」

を選択し、サンプル･プログラムの.mak ファイルを開いてください。 

システムは自動的にバージョン4.2プロジェクトをバージョン6.0プロジェクトに変換し

ます。 

より詳しい説明は、マイクロソフト・ビジュアル Cバージョンを参照してください。 
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E.2.1 サンプルプログラム１ 

 

ハイパーカーネルサンプルプログラム１ 

このサンプルは以下を明らかにします。 

・ コンチスレッティング 

・ シグナリング 

・ ハイパーカーネル共有メモリ使用 

・ スリープ機能使用中による実行中断 

・ デバッグメッセージをハイパーカーネル RTM アプリケーションへ送る 

 

 

ハイ・レベル・デザイン 

上の図表はサンプル１をデザインした図です。このイラストはハイパーカーネルのもとに

実行された２つのスレッドと共に、ハイパーカーネルとウィンドウズＮＴオペレーション

環境を表現しています。 

円の部分は、実行可能なエンティティを、太線で描かれた長方形部分はデータを、そして

点線で描かれた四角形はウィンドウズＮＴとハイパーカーネル･オペレーション環境内の

事柄を論理的に分類したものを表しています。 

２つのスレッドはこのハイパーカーネル・アプリケーションの$メイン・スレッドで、シ

グナリング・スレッドでもあり、メインへ定期的にシグナルを送ります。そのシグナルは

１つのスレッドから他のスレッドへ行く点線の通信線によって表されます。 
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$メイン・スレッドとシグナリング・スレッドの両者はスレッドからシェアードメモリー

オブジェクトへ行くデータ移動線により表わされるハイパーカーネル・シェアード・メモ

リーにデータを書き込みます。 

ハイパーカーネルＲＴＭアプリケーションを含むウィンドウズＮＴインターフェイスは

シェアード・メモリーに保存されたデータを継続的に読解し、表示しています。 

 

コードのまとめ 

注意： 

ここで書かれている“Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ”の意味は、スレッドが実行していない

状態のことを示し、必ずしもスレッドが停止してしまった状態のことではありませ

ん。 

単に、スレッドが中断状態にいるということです。このテストの場合、$メイン・

スレッドは、始めにシグナリング・スレッドから受信できるシグナル数をシェアー

ド・メモリーに保存します。これはシグナリング・スレッドを作り、シグナルを持

つ為に hkReceive 関数を呼ぶコントロール・ループに入ります。この hkReceive 関

数がコールされるとすぐ、シグナルがシグナリング・スレッドから受信されるまで、

$メイン・スレッドは中断されます。一度シグナルが受信されると、続行できます。

メインは自己のシグナル･カウンターをアップデイトし、hkReceive コールへ戻って、

再び実行を中断します。メインが定義した最大数の定義された送信シグナルを、$メ

インスレッドターミネート時に受け取るまで、この手順はそのまま繰り返されます。 

 

$メインスレッドから独立して作動しているシグナリングスレッドは、自己のコン

トロールループに入り、ここで、ある程度の時間継続のために活動を休止してから、

シグナルをメインスレッドへ送ります。この休止は単純出力を観測することによっ

て、オペレーターが実行を進められるよう進行状況を緩めます。スレッドは、シグ

ナルを送っている時には中断しません。シグナル送信後、スレッドは自己のシグナ

ルカウンターを アップデートし、そのカウンターをシェアードメモリーに記録し、

それから自身のループの継続へ戻ります。いつそのループを止めればいいかを判断

するために、シグナリングスレッドは、（メインスレッドが保存した）シェアード

メモリーから指定されたシグナルの送信数を読み取ります。その数が達していた場

合、スレッドはループを止めます。この時、スレッドは進行過程を終え、実行は終

了します。 
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ハイパーカーネルＲＴＭウィンドウズ・インターフェイス 

 

シェアードメモリーの長さはハイパーカーネルＲＴＭウィンドウズユーザーインタ

ーフェースのメモリー表示ウィンドウから観測できます。Lｏｎｇ００は、シグナリ

ングスレッドからメインスレッドが受信できる最大数を収容していることがわかり

ます。 

 

この数は決して変わることはありません。Lｏｎｇ０１は、シグナリングスレッドか

ら受信した最新のシグナル数を持ちます。この数は受信するシグナルの最大数に達す

るまでアップデートし続けます。Lｏｎｇ０２はシグナリングスレッドが$メインスレ

ッドへ、実際送信するシグナルの数を維持します。この数も又、メインスレッドが要

求する 

シグナルの最大数に達するまでアップデートし続けます。 
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E.2.2 ソース中のコメント 

 

//メインスレッドのスレッドＩＤ。 

**メモ：この変数は最適化時の障害を防ぐため、“揮発性”と断言されています。** 

 

//これはシグナルをメインスレッドへ送信するスレッドのエントリポイントを定義する

機能の為の原型です。 

 

//これは hkSamplel プログラムのメインスレッドを定義しています。それは別のスレッド

を作り、そのスレッドからシグナルを受信し、決められた受信シグナルの最大数を受け

た時リターンします。メインがスレッドである為、このアプリケーション内では全ての

他のスレッドを独立して処理します。 

 

//メインスレッドの TID を保存。 

 

//ウィンドウズのメッセージウィンドウにスタートアップメッセージを記入します。 

//ユーザーロングロケーション０でハイパーカーネル・シェアード･メモリーへシグナリ

ングスレッドから受信するシグナルの最大数を保存。 

 

//シグナルをメインスレッドに送信するスレッドを作ります。シグナルスレッドはとても

小さいので、スタックサイズは指定されています。 

MIN＿STACK＿SIZE はｈKernel.h.で定義されています。 

もし与えられたスレッド名が１６文字をこえているならば、hkCreatethread 機能は失

敗することに注意して下さい。 

このスレッドはメインスレッドと同じ優先度で作られており、優先度はこのアプリケー

ションの実行に影響を与えません。 

新しく作られたスレッドは、創作コールが成功した時に実行を開始します。 
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//スレッド製作が成功したかどうかを確かめます。 

 

//メインループを開始し、シグナリングスレッドからのシグナルを待ちます。 

 

//シグナリングスレッドからのシグナルを待ちます。メインスレッドはこの受信状態で、

hkSignal か hkSend 関数を呼ぶ別のスレッドから、メッセージかシグナルを受信するま

で、ブロックします。 

実行は中断され、メインスレッドは Receive(受信)状態で存続します。HkReceive に対

する引数は、シグナルではなく他のスレッドからメッセージを受け取る時のみに適用さ

れます。 

HkRecieve は、あらゆるシグナルが受信スレッドへ送られた時でも常に復帰します。一

方、スレッドへメッセージが送られた時、hkReceive は引数２で与えられたメッセージ

バッファにある、送られたメッセージと、引数１で指定されたスレッドによって送られ

た場合のみ、復帰します。 

 

//引数１用にスレッド所有の TID を使用することはメッセージが受信されないことを保

証しますが、もしデザインがメッセージとシグナルの両方のスレッドを持つ場合、メッ

セージではなくシグナルが受信されたということを保証に対する確認作業としたほう

が良いです。 

 

//一度メインスレッドがシグナリングスレッドからシグナルを受信したら、この時点で実

行は続けられ、メインスレッドは Ready（準備完了）状態になります。 

 

//別のシグナルが受信されたことを示すため、シグナルカウントを１増やして下さい。そ

の値をハイパーカーネルのシェアードメモリ・ユーザーlong１に記入します。 

 

//メインスレッドで維持されたシグナルカウントとシグナリングスレッドによって受信

された最大数のシグナルを比較します。 

もしシグナルカウントが最大値に達したら、メインスレッドの実行が終了する時です。 
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//この時点で、サンプルプログラムはその課題を達成しました。このメインスレッドの実

行を止めます。 

 

//これがメインスレッドへ周期的にシグナルを送るスレッドの定義です。 

スレッドとして、アプリケーション内全ての他のスレッドとは独立して作動します。 

 

//メインスレッドへ送られたシグナル数にメインスレッドによって受信される最大のシ

グナル数に達するまで、このスレッドを実行してください。 

 

//メインスレッドへ送られた個々のシグナルの間、
1000

10
秒分の１秒スレッドを Wait（待

つ）の状態に置いて下さい。（すなわち一時実行中止）。 

 

//メインスレッドにシグナルを送ります。 

 

//このスレッドのローカル（１部）シグナルカウントを１増やしてメインスレッドへ別の

シグナルが送られたことを示し、その値をハイパーカーネル・シェアードメモリに記入

します。 

この場合、シグナルカウントはシェアードメモリユーザーロング２に保存されます。 
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E.3.1 サンプルプログラム 2 

 

このサンプルは以下を明らかにします： 

・ コンチスレッティング 

・ メッセージプロセッシング 

・ ハイパーカーネル共有メモリ使用 

・ スレッド中の全般的な共有値の使用 

・ スリープ機能使用中による実行中断 

・ デバッグメッセージをハイパーカーネル RTM アプリケーションへ送る 

 

ハイレベルデザイン 

図表はハイパーカーネルのもとで作動している２つのスレッドと共にハイパーカーネル

とウィンドウズオペレーション環境を描いています。 

円形で描かれたものは実行可能なエンティティを表し、太線で描かれた長方形の部分はデ

ータを表し、点線で描かれた四角形の部分はウィンドウズとハイパーカーネルオペレーシ

ョン環境内の事柄をで論理的に分類したものを表します。２つのスレッドはこのハイパー

カーネル・アプリケーションの$メインスレッドであり、$メインへ周期的にメッセージを

送るスレッドです。メッセージは 1つのスレッドから他のスレッドへ引かれた点線の通信

線で表されています。$メインスレッドとメッセージ送信スレッドの両方は、ハイパーカ

ーネル・シェアード・メモリにデータを記入し、これがスレッドからシェアード･メモリ・

オブジェクトへデータの移動線として表されています。 
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ハイパーカーネルＲＴＭアプリケーションを含んだウィンドウズインターフェイスは継

続的にシェアード･メモリに記録されたデータを読み取り、表示します。 

 

コード・サマリー 

注意： 

ここで書かれている“Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ”の意味は、スレッドが実行していない状態のこ

とを示し、必ずしもスレッドが停止してしまった状態のことではありません。単に、スレッ

ドが作動準備できていない状態にいるということです。 

このテストの場合、$メインスレッドが始めにメッセージを送るスレッドを作り、それから

メッセージを待つ hkReceive 関数をコールするコントロール・ループに入ります。hkReceive

関数がコールされ次第、メッセージを送るスレッドからシグナルかメッセージが受信される

まで$メインスレッドの作動は一時停止されます。メッセージのみが使用されます。一度メ

ッセージが受信されると、実行は継続し、メインは送られたメッセージを解読します。メッ

セージのコンテンツは０か１になります。０は送られているスレッドが偶数を発したことを

示し、１は奇数を示します。メインは送られた奇数・偶数表示の数を記録し、シェアード･

メモリへアップデートします。一度メッセージが処理されれば、メインは hkReply 関数コー

ルでメッセージスレッドに応答しなければいけません。もしメインがメッセージに応答しな

ければ、メッセージング・スレッドは際限なく hkSend コールでブロックされたままになり

ます（実行は一時停止される）。応答が送られたあと、メインは最初に戻り、そのプロセス

を繰り返します。 

この設計はスレッドで共有されているグローバル変数の利用を可能にします。ハイパーカー

ネル・アプリケーションで定義されているグローバル変数は、全ての関数とアプリケーショ

ンにリンクされているスレッドによりアクセス可能です。一つのスレッドでグローバル変数

に加えられた変化は、同じ変数を使用している一つおきのスレッドに影響する可能性があり

ます。このサンプルでは、グローバル変数 Quit は、有限な数のメッセージが送られた後、

メッセージスレッドによってセットされます。メイン内のループで Quit がセットされてい

ることを確認します。Quit がセットされると、メインはループから外れ、送られているス

レッドを止め、リターンします。 

$メインスレッドから独立して作動しているメッセージイングスレッドは、何セットか実行
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する自己のループに入リます。この場合、５００回です。そのループでは、メッセージング

スレッドは適当な数で起動し、それが奇数値か偶数値かを判断します。その値が偶数ならば、

偶数値の内部でのカウントがアップデートされ、シェアードメモリに保存されます。もしそ

の値が奇数なら奇数値の内部カウントがアップデートされ、シェアードメモリーに保存され

ます 

 

送信メッセージの内容は奇数が起動したことを示します。一度メッセージが組みたてられる

と、スレッドは$メインスレッドへメッセージを送信します。 

メッセージイングスレッドは$メインからの応答を受信するまで、実行を一時停止します。 

一度$メインが応答すると、メッセージイングスレッドは実行を続行し、応答を進めます。 

この場合、スレッドはハイパーカーネル RTM アウトプット・ウィンドウへ応答をプリントし

ます。 

HkSleep関数はメッセージングスレッドから送られた連続メッセージの間の遅れを教えます。 

この関数は実行時間を延ばす為に使われ、オペレーターがハイパーカーネル RTM メモリー・

ディスプレイ・ウィンドウからアプリケーションを観測できるようにします。もし５００の

メッセージが送られたならば、メッセージングスレッドはグローバル Quit 変数をセットし

ます。 

メインはその値を読み取り、アプリケーションを終了します。 
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ハイパーカーネル RTM ウィンドウズ･インターフェイス 

 

 

シェアード・メモリ・ユーザー・ロングスはハイパーカーネル RTM ウィンドウズ 

ユーザー･インターフェイスのメモリディスプレイ･ウィンドウから観測できます。 

ユーザーｌｏｎｇ００はメインへ送られる偶数値が、ユーザーｌｏｎｇ０１はメイン

によって受信された偶数値が、ユーザーｌｏｎｇ０２はメインへ送られた奇数値が、

そしてユーザーｌｏｎｇ０３はメインによって受信された奇数値を持ちます。 

 

これらの値はアプリケーションが終了するまで継続的にアップデートします。  

 

文字列はハイパーカーネルアプリケーション内で組みたてることが出来、hkDebug ル

ーチンへコールしながらアウトプットウィンドウへ表示されます。 

このプログラム例では、メインスレッドからメッセージ送信スレッドへ送り返される

応答はアウトプット･ウィンドウへ送られます。これらの応答はいつ偶数もしくは奇

数の値がメインスレッドから受信されたかを示します。 
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E.3.2 ソース中のコメント 

 

//これらはメインスレッドへ送られたメッセージを定義します。 

 

//スレッド送信メッセージのエントリ・ポイント用プロトタイプ関数です。 

 

//メッセージ送信時に使用する、メッセージと応答情報のグローバルタイプ定義です。 

 

//これはいつ処理を停止するかを判断する、個々のスレッドに使用されているグローバル

変数です。全てのグローバル変数は同じハイパーカーネル・アプリケーションの下でリ

ンクされている 1つ 1つのスレッドの範囲に属していることに注意して下さい。 

一つのスレッドにおいてそれらにある変化は同じ変数を使用する、一つおきのスレッド

に影響をあたえる可能性があります。 

FALSE はヘッダーファイル hKernel.h で定義されています。 

 

** メモ －この変数は最適化から副作用を防ぐため、“揮発性”と断言されています。** 

 

//メインスレッドの ID 

 

//これはこのアプリケーションのメインスレッドです。それにメッセージを送るスレッド

を作り、送信スレッドからメッセージを受け取る論理ループに入ります。 

 

//メインスレッド ID を保存して下さい。 

 

//ウィンドウズメッセージ･ウィンドウへスタート・アップ･メッセージを記入て下さい。 
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//メインスレッドへメッセージを送信するスレッドを作ります。 

送信スレッドはとても小さいため、最小スタックファイルは定義されます。 

MIN_STACK_SIZE は hKernel.h に定義されています。もし設定されたスレッド名が１６

文字を超えていたら、hkCreateThread 関数は失敗しますので注意して下さい。このス

レッドはメインスレッドと同じ優先順位で作られているので、優先順位はこのアプリケ

ーションの実行には影響しません。新しく作られたスレッドは創作コールが成功すれば

実行を開始します。 

 

//スレッド創作が成功したことを確認します。 

 

//メインループを開始し、送信スレッドからのメッセージを待ちます。 

 

//グローバル・Quit（中止）変数が送信スレッドによってセットされたか確認します。 

もしそうなっていれば、ループを終了します。 

 

//送信スレッドからのメッセージを待ちます。メインはこの関数コールでブロックします。

つまり、シグナルかメッセージが送信 TID によって定義されるスレッドから受信される

まで、実行は中断し、メインは RECEIVE（受信）状態のままになります。この設計では、

メッセージのみ受信され、アドレスが与えられているメッセージバッファの中の送信ス

レッドによって配置されます。 

 

//エラーがないか確認します。 

 

//正しいメッセージの受領を確認します。戻り値はメッセージを送信したスレッドの TID

です。指定のスレッドは HkReceive コールへ供給されたため、この戻り値は TID を常に

送信するはずです。ANYTID 定数が引数１で指定されたなら、メッセージはどのスレッ

ドからでも受信できたことに注意してください。その場合、メッセージを送信したスレ

ッドに基づいて処理を行うため、リターン値を返します。 

 

//シグナルではなく、メッセージのみが求められています。 
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//メッセージが受信されたので、終わったら処理をし、送信情報を処理し応答をします。 

 

//受信された偶数値の数字をインクリメントし、新しい値をユーザー・ロング・ロケーシ

ョン１に保存します。次に、送られたメッセージに応じて送信スレッド用に応答を作り

ます。 

 

//受信された偶数値の数字をインクリメントし、新しい値をユーザー・ロング・ロケーシ

ョン３に保存します。次に、送られたメッセージに応じて送信スレッド用に応答を作り

ます。 

 

//メッセージを受信しているスレッドは常に返信しなければなりません。そうしなければ、

送信スレッドは hkSend コールでプログラムが強制終了するまで、ブロックされたまま

になります（実行は中断されたままです）。 

 

//メッセージ送信スレッドを強制終了します。 

 

//これはメインスレッドへメッセージを送信するスレッドのエントリ・ポイントを定義す

る関数です。定義された数字が送信されるまでこれはメッセージを継続的に送信します。

そして、いつこのスレッドを強制終了させるか判断することをメインが読むようにグロ

ーバル・フラグをセットします。 

 

//送信スレッドはメインスレッドへ５００件のメッセージを送信し、それからグローバ

ル・クイット（停止）変数をセットします。メインはクイット変数セットを確認した時、

この送信スレッドを終了します。しかし、メインはクイットがセットされている時は

hkReceive コールでブロックされていることがあるので、少なくともメインをコールか

ら放し、クイット変数を確認できるためにもう一度メッセージの送信を行います。この

ため、メインに強制終了される前に、ほぼ５００メッセージがこのスレッドによって送

信されるでしょう。 

 

//アットランダムな数字を取り、それが奇数か偶数か判断し、その結果によってメインへ

のメッセージをセット･アップします。 
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//メインスレッドへメッセージを送信します。HkSend へのコールでスレッドはブロック

します。つまり、実行は中断され、受信スレッドがメッセージを受信し、応答するまで、

スレッドは送信状態に入ります。 

 

//送信が完全に成功したかを、確認します。 

 

//メッセージを受信したスレッドによって送り返された応答メッセージを確認します。こ

のアプリケーションでは、応答はメッセージを受信したスレッドによって作られたシン

プルなストリングです。 

 

//５００件のメッセージが送られた後、クィットフラグをセットして下さい。その結果、

メインがこのスレッドを読み取り、終了します。 

 

//事例をゆっくり進めます。その結果、アプリケーションはより早く動き、出力がメモリ・

ディスプレイでアップデートされる出力時間がより増えます。 
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E.4.1  サンプルプログラム 3 

 

このサンプルは以下のハイパーカーネルの性能を明らかにします。 

・ マルチスレッディング 

・ スレッド優先順位 

・ スリープ機能の使用 

・ ハイパーカーネル共有メモリの使用 

・ システムクロック使用タイミングの測定 

・ hkQuitrequest を使用してのアプリケーション終了 

・ デバッグメッセージをハイパーカーネル RTM アプリケーションへ送る 

 

 

ハイレベル・デザイン 

その図は、ハイパーカーネルの下で実行されている２つのスレッドと共に、ハイパーカー

ネルとウィンドウズオペレーション･システム周辺の環境を表しています。円形のものは

実行可能なエンティティを、太線で描かれた長方形のものはデータを、そして点線で描か

れた長方形のものはウィンドウズとハイパーカーネル・オペレーション環境内で論理的に

分けられた事柄を表します。両方のスレッドはハイパーカーネル・シェアード･メモリに

データを記入し、スレッドからシェアード・メモリ・オブジェクトへのデータ・トランス

ファ線で表しています。 

  

ハイパーカーネル RTM アプリケーションを含むウィンドウズインターフェイスは、継続的

に、シェアード・メモリへ保存されたデータを読み取り、ディスプレイします。 
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コードのまとめ 

注意： 

ここで書かれている“Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ”の意味は、スレッドが実行していない状態のこと

を示し、必ずしもスレッドが中断してしまった状態のことではありません。単に、スレッドが

作動準備できていない状態にいるということです。 

 

このテストケースでは、$メインスレッドはまず自身より優先度の高い、別のスレッドを創作

します。メインはその後、ローカルのカウンタ(計数器)値をシェアード・メモリエリアに記入

し続けるコントロール・ループに入ります。メインスレッドの実行はより優先度の高いスレッ

ドが創作され、実行されるまで、続行します。一度このようなことが起これば、メインは、優

先スレッドが実行を中断するまで、どんな実行時間も受けません。スレッドの実行は、hkDebug、

hkSleep、hkYield、hkSend、hkSuspend、などの Ready 状態から取り出せる関数コールで中断

されます。 

 

   優先スレッドはそのコントロール･ループに入り、ローカルカウンタをアップデートし始め、

そのカウンタをシェアード･メモリに記入します。スレッドは制限時間まで、優先度の低い$メ

インスレッドに実行する時間を与えるためスリープし、またこの一連の動作を繰り返し始めま

す。優先スレッドが hkSleep へのコールとの間にどれ位長く運転すればいいのか判断するため

に、hkGetTicks 関数が使われます。クロックの刻みが一秒に１０００回作動するため、この

関数は３０００刻みを超えるまで繰り返しコールされます。（一度３秒超えれば、スレッドは

もう３秒休み、その間$メインスレッドが実行する。）休みが終了すると、優先スレッドは$メ

インスレッドを先取りし、また実行し始めます。 

 

メインは HkQuitRequest 関数をいつこのアプリケーションを辞めればいいか判断するため使

います。これは、ハイパーカーネルがシャットダウンするようリクエストを受信したという意

味の TRUE 値をリターンするまで、メインは hkQuitrquest を呼び続けます。このサンプル・ア

プリケーションはハイパーカーネル RTM アプリケーションによって実行されているため、シャ

ットダウンするリクエストはハイパーカーネル RTM ウィンドウスインターフェイス上の停止

ボタンを押すことによって起こる。停止ボタンが押されると、ハイパーカーネルはメインの

hkQuitRequest コールの TRUE へ戻り、メインはループからブレークし、優先スレッドを作動

不能にし、リターンします。 
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ハイパーカーネル RTM ウィンドウズ・インターフェイス 

 

シェアード・メモリに記入されたシェアード・メモリ・ユーザー・ロングスはハイパ

ーカーネル RTM ウィンドウズユーザー・インターフェイスのメモリーディスプレイ･

ウィンドウから観察できます。ユーザー･ロング００は$メインスレッドによって書か

れたインクリメント値を含み、ユーザー･ロング０１は優先スレッドによって書かれ

たインクレメント値を持ちます。メインの値は優先スレッドが先取りする前に、ショ

ートをアップデートすることに注意して下さい。メインスレッドのループは優先スレ

ッドの実行が始まる前に実行を開始しました。実行するとき、ハイパーカーネルは優

先スレッドにコントロールを与えます。つまり、優先スレッド値はアップデートされ、

メインスレッドの値は優先スレッドの代わりにその実行を中断されるため、アップデ

ートされなくなります。優先スレッド値はスレッドがスリープするまで、３秒間アッ

プデートします。$メインスレッドの値はそのスリープの間の３秒間アップデートさ

れます。優先スレッドはその後、$メインスレッドを先取りし、このパターンは繰り

返します。 

ユーザー・ロング０２は優先スレッドの実行時間の経過をミリ秒でディスプレイしま

す。優先スレッド値は実行の経過時間が０から３０００ミリ秒（つまり３秒）の間で

アップデートします。 
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ハイパーカーネル RTM ウィンドウズインターフェイスのスレッド・ステータス・ウィ

ンドウはアプリケーション実行のスナップショットをディスプレイします。図で表さ

れているように、highPriThread と名づけられている優先スレッドは WAIT の状態に

あるので、$メインスレッドは実行しています。 
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E.4.2  ソース中のコメント 

 

//これはこのアプリケーションのメインスレッドです。これは優先度のより高いスレッド

を創作し、ローカルのカウンタをアップデートし、ハイパーカーネル・シェアード・メ

モリに記入する、コントロール・ループの実行を開始します。 

 

//スタート･アップメッセージをウィンドウズメッセージ･ウィンドウに記入します。 

 

//アウトプット(出力)スレッドをメインスレッドより優先度の高いところで創作します。

アウトプットスレッドはメインスレッドの優先度より一回り上の優先度を定義されて

います。新しいスレッドはとても小さいので、スタック最小サイズは指定されています。

MIN_STACK_SIZE はｈKernel.h で定義されています。もし設定したスレッド名が１６文

字を超えた場合、hkCreateThread 関数は失敗するので注意してください。 

creation callが成功する時、新しく作成されたスレッドは実行を開始します。 

このメインスレッドは hkCreateThread 関数が完成し、優先度の高いスレッドが実行を

開始するまで実行を継続します。 

 

//スレッドが作られたことを確認します。 

 

//このメインループはハイパーカーネル･システムがシャットダウンするようリクエスト

されるまで、実行されます。HkQuitRequest 関数コールはこのようなリクエストを通知

するよう、ハイパーカーネル･アプリケーションが使用する方法です。ハイパーカーネ

ルがシャットダウンされるようリクエストされたとき、True を戻します。 

 

//メインの内部の書き込みカウントをシェアード・メモリ・ユーザー･ロング・ロケーシ

ョン･ゼロに置きましょう。この値は、他のアウトプットスレッドが実行時間をハイパ

ーカーネル･システムへ放棄したときと、ハイパーカーネルがそれを作動するようスケ

ジュールしたときのみ、アップデートされます。 

 

//優先度の高い出力スレッドを作動不可能にします。 
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//これはこのアプリケーションの優先度が高いスレッドのためのエントリ･ポイントです。

これはしばらくの間シェアード･メモリにカウンタを書き込み、そして短い間実行を中

断し、低い優先度でいるメインスレッドに実行時間を持つようにします。 

 

//このスレッドは創作され、実行されていることを示すメッセージをウィンドウズメッセ

ージ･ウィンドウへ送信します。 

 

//このスレッドはメインスレッドで実行不可能にされるまで、実行します。 

 

//このスレッドがスリープする前にどのくらいの間実行を続ければいいのか判断するた

め、現在のシステム・クロック・チックを獲得します。 

 

//内部の書き込みカウントをハイパーカーネル･シェアード･メモリ・ユーザー・ロング・

ロケーション１に置きます。 

 

//現在のシステム･クロック･チックを獲得します。 

 

//最初にシステム･クロックを読んだときからどれくらいの時間が経ったか判断します。 

１秒に１０００クロック・ティックあるため、クロックチックの最初とその次の読み取

りは、読んでいる間に何ミリ秒経過したか示します。この方法は(コンピューターの中

で使われているプロセッサのスピードにかかわらず)スリープとスリープの時間の間隔

が、同じ（多かれ少なかれ）であるため使われています。 

 

//時間経過をシェアード･メモリ・ユーザー･ロング・ロケーション２に置きます。 

 

//このスレッドは、スリープする前その出力を書き込むため３秒間、時間が計られ、ハイ

パーカーネル･システムに時間を放しています。 

 

//３秒間スリープします。このスリープはこのスレッドの実行を中断します、それにより

低い優先度であるスレッドメインの実行を許すことになります。 
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E.5.1  サンプルプログラム 4 

 

・ マルチスレッティング 

・ スレッドシグナリング 

・ ハードウエア中断受信 

・ hkQuitrequest 使用によるアプリケーション終了 

・ デバッグメッセージをハイパーカーネル RTM アプリケーションへ送る 

 

 

 

ハイレベル・デザイン 

この図はハイパーカーネルの下で実行している２つのスレッドと共にハイパーカー

ネルとウィンドウズオペレーション環境を表しています。円形のものは実行可能なエ

ンティティを、太線で描かれた長方形のものはデータを、点線で描かれた長方形のも

のはウィンドウズとハイパーカーネル･オペレーション環境内においての論理的な組

み分けを表しています。 
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両スレッドはハイパーカーネル・デバッグ文をウィンドウズインターフェイスに書き込み、

スレッドからハイパーカーネル RTM オブジェクトへのデータ・トランスファ（転送）線は

書き込みイベントを表します。点線は、コミュニケーションをあらわします。この場合ハ

ードウエア・インターフェイス･カードからの割り込みが入り、インタラプト(割り込み)

サービス・ルーチン ISR へベクトルされ、インタラプト・プロセッシング・スレッドに合

図します。 

 

コード･サマリー 

注意： 

ここで書かれている“Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ”の意味は、スレッドが実行していない状態のこと

を示し、必ずしもスレッドが停止してしまった状態のことではありません。単に、スレッドが

中断状態にいるということです。 

 

注意： 

このサンプルの実行可能なものはインタラプトを起こすハードウェア・デバイスがコンピュー

ターにつながっているときのみ、ハードウェア･インタラプトを受信します。コードはインタ

ラプトを待っている時点で実行しますが、インタラプトが受信されない限りそれ以上進みませ

ん。 

 

ハードウェア・インタラプトを扱うときには、ハイパーカーネル･アプリケーション

は通常２つのプログラミング・ルーチンを使用します。一つはコンピュータのインタ

ラプト・コントローラーから実際のハードウェア･インタラプトを受信するインタラ

プト・サービス･ルーチン（IRS）で、もう一つは ISR がインタラプトを受信するとき

にシグナルを送る ISR シグナルズスレッドです。ISR 関数ができるだけ素早く実行し

なければならず、その後システムをノーマルのオペレーションに戻します。特に重要

でないオペレーションを延期するためには、ISR はウェイティングスレッドにシグナ

ルを送り、出きる限り早くリターンしなければいけません。 

 

このアプリケーションはハードウェア・インタラプトが受信されたとき、ISR から発

生されるシグナルを受信する別のスレッドを生成している$メインスレッドから始ま

ります。一度生成されると、インタラプト・プロセッシング・スレッドは ISR からの

受領シグナルを待つよう、hkRecieve 関数をコールします。スレッドの実行はシグナ
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ルが受信されるまで、受信コールで中断されます。一旦シグナルが送られれば、スレ

ッドはインタラプトに必要なプロセスを行い、別のシグナルを待つためにループして

戻ります。 

 

インタラプト・プロセッシング・スレッドが受信文へ実行を移している間に、メイン

はそのプロセスを続けます。最初に、メインは指定されたハードウェア･インタラプ

ト･ラインに hkInterruptAttatch 関数を使用している、コンピューターのインタラプ

ト･コントローラーをつなぎます。 

 

次に、メインは hkInterruptEnable でコールすることによってインタラプト･コント

ローラーのインタラプトを可能にします。最後に、メインは別のアプリケーション特

定のコードが配置できる、アプリケーションのメイン･コントロール･ループに入りま

す。 

 

一度インタラプトが出来るようになると、特定のインタラプト･ラインにある ISR は

ハードウェアデバイスによって発されたどんなインタラプトも受信します。ISR はイ

ンタラプト・プロセッシング･スレッドをインタラプトが受信されるたびにシグナル

を送り、リターンします。インタラプト・プロセッシング･スレッドはそのシグナル

を受信し、インタラプトに関連したプロセスを行い、ループに戻り、別のシグナルを

待ちます。 

 

HkQuitRequest 関数はいつこのアプリケーションを止めればいいか判断します。この

関数は TRUE 値へ戻るまで継続してコールし、これはハイパーカーネルがシャット･ダ

ウンする要求を受けた、という意味をもっています。 

このサンプル・アプリケーションはハイパーカーネル RTM アプリケーションによって

実行されているため、シャット･ダウンの要求はハイパーカーネル RTM ウィンドウズ

インターフェイス上のストップ・ボタンをクリックすることによって起こります。 

ハイパーカーネルはメインの hkQuitRequest コールの TRUE にもどります。メインは

ループから外れ、ハードウェア･インタラプトの受け取りを禁止し、インタラプト･コ

ントローラーからインタラプトをはずし、インタラプト･プロセッシング･スレッドを

起動不可能にし、アプリケーションをリターンします。 
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ハイパーカーネル RTM ウィンドウズ・インターフェイス 

 

 

 

このサンプルでハイパーカーネル RTM ウィンドウズ･インターフェイスは、メイン･

スレッドとインタラプト･プロセッシング･スレッドから送られたハイパーカーネ

ル・デバッグ文を表しています。アプリケーションはインタラプト･プロセッシング･

スレッドを創作し、その実行はハードウェア･インタラプトの発生結果として、イン

タラプト･サービスシグナル・ルーチンからシグナルが受信されるまでは、実行しま

せん。 

 

スレッドは独立して動作しているので、メイン・スレッドとインタラプト･プロセッ

シング･スレッドからのデバッグ文は出力ウィンドウに表示しています。 
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E.5.4  ソース中のコメント 

 

//インタラプトが予測される IRQ ラインです。 

 

//シグナルを送信するエラーがおこったかどうかを示します。インタラプトが受信された

とき、インタラプト・サービス･ルーチンによってシグナルを送られたスレッドのスレ

ッド ID です。 

 

//関数プロトタイプ 

 

//これは、外部の I/O 装置からハードウェア･インタラプトを受信するアプリケーション

用のメインスレッドです。インタラプトを受信するためのインタラプト･サービスと、

インタラプト・サービス・ルーチンによってシグナルされるインタラプト･プロセッシ

ング･スレッドを生成します。そしてメインはインタラプトのフィールディングを処理

するため、際限なくループします。 

 

//インタラプト・サービス・ルーチンからシグナルを受信するインタラプト・プロセッシ

ング・スレッドを生成します。 

このスレッドはとても小さいので、最小スタック・サイズは指定されています。

MIN_STACK_SIZE は hKernel.h.で定義されています。 

もし設定したスレッド名が１６文字を超えるなら、hkCreateThread 関数は失敗するの

で注意してください。 

このスレッドはメイン･スレッドと同じ優先度上で生成されているので、優先度はこの

アプリケーションの実行に影響しません。 

新たに生成されたスレッドはクリエートコールが成功すれば実行を開始します。 

 

//スレッド生成が成功したか確かめます。 

 

//インタラプト･サービス・ルーチンを指定の IRQ に加えましょう。加えられた関数は、

ハードウェア･インタラプトがスレッドの情況下外で扱われているため、特定のスレッ

ドとは実際に関係しません。 
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//この間数コールはインタラプト･コントロール･チップ上で指定のインタラプトが出来

るでしょう。一度処理されると、インタラプトがハードウェアに発せられたとき、それ

らはその前に加えられたインタラプト･サービス･ルーチンへ送られます。 

 

//ハードウェアデバイスからインタラプトの受け取りを可能にさせるためループを継続

します。 

 

//アプリケーションの他のプロセッシングはここに来ます。 

 

//メインは停止されたので、インタラプトは出来なくなり、インタラプト・サービス･ル

ーチンをはずし、インタラプト･プロセッシング･スレッドを動作不可能にし、メインを

リターンします。 

 

//これはハードウェアデバイスからインタラプトを受信する ISR（インタラプト･サービ

ス・ルーチン）である、と定義された関数です。 

 

//ISR 関数が出きる限り早く実行に移せるのは重要で、次にシステムを正規のオペレーシ

ョンへ戻ります。したがって、インタラプト･プロセッシング･スレッドへシグナルを送

信して下さい。結果このインタラプトのアプリケーション･プロセッシングを行うこと

が出来ます。 

 

//もし必要であれば、1つは誤って処理したインタラプトを条件づけるエラーを監視する

ことが出来ます。 

 

//インタラプト･スレッド 

 

//普段は、タイム・クリティカルインタラプト・スレッドではデバッグ文を持ちません。

これらはユーザーのために、何が行われているのかを見るために在ります。 

 

//インタラプト･サービス･ルーチンからのシグナルを待ちます。 

このスレッドは、hkSignal または hkSend 関数を別々にコールしている別のスレッドか

らシグナルかメッセージを受信するまで、ここの受信文で阻止します。実行は中断され、

スレッドは RECEIVE 状態のままでいます。 
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hkReceive への引数は他のスレッドからのシグナルではなく、メッセージを受信してい

るときのみに適用します。 

hkReceive は受信されるスレッドへ、どのシグナルが送信されても必ず戻ります。 

一方、スレッドへメッセージが送信されたとき、hkReceive は引数２で与えられたメッ

セージバッファに置いてあり、引数１で指定されたスレッドのみによって、戻ります。 

 

スレッド自身の TID を引数１に使うことによって、メッセージは受信されないというこ

とを確信します。 

しかし、もしデザインがメッセージとシグナルの両方を受信するスレッドを持っている

ならば、メッセージではなくシグナルが受信されたかということを保証づけるために、

確認をとることができます。 

このケースでは、hkRecieve のエラーの状態を確認するだけで充分です。 

 

//受信されたシグナルの数をシェアード･メモリ・ロケーション０に記入します。 

 

//インタラプトに基づいたコード・テイキング･アクションは普通、ここで行われます。 
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E.6.1  サンプルプログラム 5 

 

・ コンピュターのＩ/o ポートからのデータ読み込みとデータ書き取り 

・ ハイパーカーネルシェアードメモリの使用 

 

ハイ･レベル･デザイン 

図表は、ハイパーカーネルの下で実行されている一つの$メイン･スレッドと共に、ハ

イパーカーネルとウィンドウズオペレーション環境を表しています。円形のものは実

行可能なエンティティを、太線で描かれた長方形のものはデータを、点線で描かれた

長方形のものはウィンドウズとハイパーカーネル･オペレーション環境内での論理的

に分けられた事柄を表しています。太線で描かれた多角形のものは、コンピュータ

ー・ハードウェアを表しています。 

（コンピューター･ボード、製造されたプラグ･イン I/O ボード) 

$メイン･スレッドは CIO-DAS1600 ボードからのデータ（デジタル入力のステータス）

を読み取り、デジタル出力をコントロールするため、CIO-DAS1600 と CIO-CTR05 の両

方へデータを記入します。データ・フロウの方向を指している矢印は、このハードウ

ェア・レベル・コミュニケーションを表します。 

 

$メイン･スレッドはハイパーカーネル・シェアード･メモリにデータを書き込みます。 

太線の矢印は、このデータ転送を表しています。ハイパーカーネル RTM アプリケーシ

ョンを含むウィンドウズインターフェイスは、シェアード･メモリにあるデータを継

続的に読み取り、表示します。 
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コード・サマリー 

 

このテストケースでは、$メイン･スレッドはまず DAS１６００I/O ボードの２４デジ

タル I/O 伝送路を、hkOutp 関数を使うことによって、正式なコンピューターI/O ポー

ト（ボード・ベース・アドレス＋４０３H）へ単一の８－ビット・バイトを書き込む

よう構成されています。この例では、ボード８２５５チップはモード０（入力/出力）

のためにプログラムされ、ポートAとBの両方はそれぞれ８出力にセットされており、

ポート CU（上部４ビット）と CL（下部４ビット）はそれぞれ４入力にセットされて

います。より詳しいボード構成は、CIO-DAS１６００ユーザー・マニュアルを参照し

てください。CIO-CTR０５ボードはこの例では構成を要求しないので、ボードの８デ

ジタル出力はプログラムできないようになっています。 

 

hkQuitRequest 関数は、このアプリケーションをいつ止めればいいのか判断します。

メインは、ハイパーカーネルがシャットダウンの要求を受けたという意味を持つ、

TRUE の値が戻されるまで、この関数を継続的にコールします。このサンプルはハイ

パーカーネル RTM アプリケーションによって実行されているため、シャットダウンの

要求は、RTM ウィンドウズインターフェイス上の Stop Hyperkernel ボタンをクリッ

クすることによって起こります。ハイパーカーネルはメインの hkQuitRequest コール

で TRUE を戻し、$メインはワイル・ループを突破します。メインは全ての出力を OFF

状態へリセットし、$メイン･スレッドは終了します。 

 

ワイル・ループ内では、$メイン･スレッドは、交互読み取りと、オペレーション書き

こみを継続的に行います。まずメインは hkInp 関数を使って、DAS１６００ボートの

ポート CL からデータをバイトで読み取ります。このバイトは、４つそれぞれの入力

スイッチの状態を表しています。メインはバイトの値を、ハイパーカーネル･シェア

ード･メモリ･ロケーション２１へ書き込み、その値はハイパーカーネル RTM メモリ・

ディスプレイによって表示することができます。このディスプレイを成し遂げるため、

メインは hkWriteLong 関数を使います。メインは個々それぞれの出力ビットの値（０

または１）を決定し又、ハイパーカーネル･シェアード･メモリへ値を書き込みます。

ハイパーカーネル RTM メモリ・ビューの上部の列では、これらの４つの値を表示しま

す。 

（６－３３ページの図を参照してください） 
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次に、メインは全ての読み取りと書き込み関数用の要求された遅延時間を、入力ビッ

ト１と０のステータスに基づいて測定します。この２つのスイッチのコンビネーショ

ンによってメイン入力は読み取り、１,５,２５,または１００ミリ秒のいずれかの遅

延時間後全ての出力を書き込みます。つまり、これら２つのスイッチをオン･オフし

てトグルすることによって、出力リレーそれぞれのサイクルレートをコントロールす

ることができます。 

 

入力処理ができたら、メインは入力ビット２のステータスに基づいて出力サイクル方

向をセットします。出力ビットはこのスイッチに基づいて LSB から MSB まで（右から

左へ）、またその逆も、巡回の形をとってリレーを回します。DAS1600 の４出力ビッ

トをコントロールするためには、メインは出力バイトの上部４ビットをマスクし（０

にセットされています）、そして、バイトは基底アドレス＋４０１H〔ポート B 用の

I/O レジスター（記録）〕に書き込みます。すると、メインはディスプレイのために、

出力バイトの値をハイパーカーネル･シェアード･メモリに書き込みます。メインは

個々の出力ビットの値（０または１）を決定し、そしてまた、ハイパーカーネル･シ

ェアード･メモリへ書き込みます。ハイパーカーネル RTM メモリ･ビューの２番目の列

はこれらの８値（次の図形で表されているように）を表示しています。 

 

次に、もしリレー・マスター・コントロール・スイッチ（入力ビット３）がオフなら

ば、メインは CIO-CTR05 用の出力バイトを０にセットします（全ての８ビットはオフ

です）。この影響は８つのエレクトロメカニカルリレーのサイクリングを、OFF へ戻

します。CIO-CTR05 の８出力ビットをコントロールするためには、メインはデータの

バイトは基底アドレス＋３（ボード出力ポートの I/O レジスター）に書き込みます。 

最後に、hkSleep 関数は$メイン･スレッドを指定された数ミリ秒、一時停止します。

この延期時間をインサートすることによって、次のリレーへの左か右のサイクリング

をする前に、指定された時限で特定の出力リレーをオンにしたままにするという影響

を及ぼします。 
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ハイパーカーネル RTM ウィンドウズ･インターフェイス 

 

 

 

シェアード･メモリに書き込まれたユーザー･ロング値はハイパーカーネル RTM ウィ

ンドウズユーザー･インターフェイスのメモリディスプレイウィンドウから観測でき

ます。 

最初の展示（ロケーション００から０３まで）は DAS－１６００ボードから読み取ら

れた個々の４入力ビットを表します。 

 

２番目の表示は（ロケーション 08から 15 まで）は両方の I/O ボードに書かれた個々

の８出力ビットを表します。 

 

左から右への３番目は、読み取り･書き込み延期時間をミリ秒で、DAS1600 から読み

取られた入力バイトの値と、両方の I/.O ボードに書かれた出力バイトの値を表しま

す。 

 

それゆえハイパーカーネル RTM メモリ･ビューはこの速度でアップデートするのは不

可能ですが、個々のシェアード･メモリ･ロケーションはロケーション２０（選択され

た時間延期）で表示された延期時間に基づいてアップデートします。 
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E.6.2  ソース中のコメント 

 

//各コンピューター・ボードのプラグ・イン・ボードでの I/O ベースアドレスを定義しま

す。 

 

//８-ビット・Ｉ/O バイト内の個々のビット用に HEX ビット･マスクを定義します。 

 

//オフを定義します。(all bits = 0) 

 

//出力サイクル方向を定義します。 

 

//スピードの値を定義します。 

 

//このプログラムは２つのコンピューター･ボードのプラグイン I/O ボードでデジタル

I/O を処理するために使われています。 

明確にいえば、４入力ビットは４テスト・スイッチのステータスを測定するために、

CIO-DAS1600/12 ボードから読み取られ、４出力ビットは４SSR（ソリッドステートリレ

ー）をコントロールするために逆に書き込まれています。 

さらに、８出力ビットは８エレクトロメカニカル（EM）リレーをコントロールするため

に、CIO-CTR０５ボードに書き込まれています。 

出力は３つの入力スイッチのポジションに基づいて、右か左のいずれかに（１出力につ

き１－１００ミリ秒のスピードで）継続的にサイクルされています。 

４番目は EM リレー・オンとオフのトグルサイクリングをするためのマスター･コントロ

ール･スイッチとして動きます。 

 

//ハイパーリンク･メモリ･ディスプレイ･ネーム・オフセット・ディスクリプションとデ

ィスプレイできるように、ハイパーカーネル･シェアード・メモリに書き込まれる変数

を定義します。 

 

//ボード８２５５モード０（入力･出力）上にレジスターするために、DAS1600 デジタル

I/O コンフィギュレーションを書きます。 

 

//ハイパーカーネル RTM ホワイルで‘ストップ・ハイパーカーネル’が選択されるまで、

実行を続けます。 

 

//A.入力 
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//DAS1600 ポート CL から入力バイトを読み取りましょう（ポート C からバイトを読み取

り、上部４ビットをマスク・アウトし、ビットを反転しましょう。ボードは負論理イン

バイトを使用します。 

 

//ハイパーカーネル RTM メモリ・ディスプレイで表示できるように、ハイパーカーネル･

シェアード･メモリ･ロケーション２１に値を書き込みます。 

 

//入力バイトリレーから個々のビット値を誘導するために、ビット･マスクを使用します。 

 

//ディスプレイのために、HK シェアード･メモリに入力ビットを書き込みます。 

 

//２入力スイッチから（入力ビット１と０）スピード値を誘導します。 

 

//スピード値に基づいて延期時間をセットします。 

 

//B.出力 

 

//入力スイッチ（入力ビット２）に基づいた出力サイクル方向をセットしましょう。出力

ビットはこのスイッチに基づき、LSB から MSB への（右から左へ）またはその逆も、巡

回の形をとってリレーを始めます。 

 

//出力バイトを DAS１６００ポート B に書き込みましょう（上部４ビットをマスク･アウ

トします。） 

 

//出力バイトから個々のビット値を誘導するために、ビット･マスクを使います。 

 

//ディスプレイの目的のために、HK シェアード･メモリに出力ビットを書き込みます。 

 

//もし‘リレー’スイッチ（入力ビット３）がオフになっていたら、全ての EM リレーを

オフにします。 

 

//ハイパーカーネル RTM からの‘ストップ･ハイパーカーネル’上で、全ての出力をオフ

にします。 

//出力バイトを DAS1600 ポート B（上部４ビットをマスク･アウトしましょう）に書込み

ます。 
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付録 F お問い合わせ先 

テクニカルサポート問題に関する電話 ：  048-959-9487 

ソフトウェア サポートに関する Eメール： support@hybridj.co.jp 

ソフトウェア サポートに関するファクシミリ：  048-952-3939 

 

サポートに関してお問い合わせされる場合は製品シリアルナンバーをご提示くださいま

すようお願いいたします。 

 


