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Technical NOTE
多くの ARM コアをサポートした RTOS ＋ TCP/IP

μC3 ＋μNet3シリーズ
イー・フォースは 2006 年に創業した日本では数少ない RTOS 専業

イー・フォースではμITRON仕様のRTOS μC3を中心に本来μITRON

メーカーです。創業以来 ARM コア搭載のプロセッサのサポートを開始

の原点であるコンパクトとリアルタイム性能を重視しながら、近年のシ

お求めやすい価格の評価キットで使用できる無償評価版をホーム

OS です。高性能プロセッサが、より高度なリアルタイム制御に耐えら

し、Cortex-M シリーズから Cortex-A シリーズまで幅広い ARM コアを

ステムニーズに合わせた豊富なソフトウェアコンポーネントを提供し

ページ上に多数用意しており、ARM マイコンへの移行をスムーズに

れるよう、割込み禁止区間を極力なくし、割込み応答性を最重要課題

サポートしています。国内の RTOS メーカーとして最初に Cortex-M、

ま す。 μC3/Compact で 動 作 す る TCP/IP、USB、Security、WLAN、

行うことができます。

として設計したリアルタイム OS です。

Cortex-A コアのプロセッサ対応を行いました。

FileSystemは全てワンチップマイコンで動作するように最適化されてい
ます。これによりハードウェアのコストダウンにもつながります。

小 さ な 会 社 な が ら μITRON 仕 様 の RTOS μC3( マ イ ク ロ・ シ ー・
キューブ ) と TCP/IP スタック μNet3( マイクロ・ネット・キューブ )
の開発 / 販売 / サポートを一貫して行っています。
μC3 シリーズには使用する CPU に合わせて 2 つのソリューションを
ご提供しています。Cortex-M コアなどの MCU をターゲットにした
コンパクトタイプのμC3/Compact と ARM9、11、Cortex-A8 コア
などの高性能 MPU をサポートしたμC3/Standard があります。ま
た、μC3 シリーズと合わせて使用可能な組込向け TCP/IP スタック μ
Net3 シリーズもご提供しています。

少ないマイコンの内蔵メモリで動作する
ソフトウェア
今まではネットワーク、USB、FileSystem、無線 LAN、セキュリティ
などのソフトウェア・コンポーネントを使うと CPU 外付けの専用コン
トローラや大容量メモリが必要でハードウェアコストが大きくなる要因
になっていました。近年は ARM の Cortex-M コアを採用し、Ethernet、
USB、暗号機能などがワンチップになった高性能なフラッシュマイ
コンが増えてきました。これらのマイコンの中には 16bit マイコン並
みの低価格で提供されているものが数多くあります。しかし残念ながら、
TCP/IP をはじめとした多くの市販ミドルウェア製品は数 100KB 単位
のメモリで動かすことを前提に開発されているため、小さなマイコン内
蔵のメモリでは動作できません。ソフトウェアをスリム化しなければ、
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μNet3 は ARM のワンチップ向けに小さいメモリのみで動作するコン

μC3/Compact は MCU 内蔵の小さなメモリで動作するように開発さ

がら IPv4、ICMP、ARP、TCP、UDP、FTPd、HTTPd、DHCP、DNS

れた最小 2.4KB のコンパクトな RTOS です。従来 16bit のマイコン
を使っていた開発者が 32bit の ARM マイコンに置き換える際に採用い
ただけるように、下記の特徴を備えています。
● 2.4KB ～ 7KB の小さなカーネル
使用する API のみがリンクされるようになっているため、システム
のコードサイズを極力小さくできます。
●豊富な ARM Cortex-M シリーズのサポート
STMicro、NXP、TI、Freescale、東芝、富士通など多くの汎用マイ
コンをサポート。新しいマイコンもいち早くサポートしています。
●従来のμI TRON の機能を 1/3 程度に厳選
μI TRON4.0 の自動車制御プロファイルをベースに、使用頻度の高
い機能を追加しました。必要最低限の機能に厳選されることで従来
のμI TRON 仕様 RTOS に比べてコンパクト化が実現され、使いやす
くなりました。
●コンフィグレータで簡単に立ち上げが可能
RTOS の初心者の方でも簡単に使い始める事ができるように GUI
ベースのコンフィグレーションツールを用意しています。
●オプションで TCP/IP、USB などが使用可能
Ethernet、USB、SD などワンチップマイコンで動作するミドルウェ

まいます。

アを豊富にサポートしています。
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μNet3（マイクロ・ネット・キューブ）シリーズ

μC3（マイクロ・シー・キューブ）/ Compact

せっかくハードウェアのコスト削減ができる大きなチャンスを逃してし

図 1 ：MCU 用に設計された小さなメモリで動作するソフトウェア

●多くのプラットフォームで使用可能な無償評価版を用意

図 2：μC3/Compact の機能と対応 CPU コア

パクトタイプの TCP/IP スタックです。基本コードサイズ 12Kbyte な
のプロトコルをサポートし本格的な通信を行うことができます。
● 12KB のコンパクトな TCP/IP スタック

32 ビットプロセッサが搭載された組込みシステム向けのリアルタイム

●豊富な ARM MPU サポート
Freescale、TI、NXP など多くの ARM926 や Cortex-A8 コアプロ
セッサをサポートしています。
●高い割込み応答性
割込み禁止区間を極力なくすことで、高い割込み応答性を実現して
います。
●システム LSI への対応

MCU 内蔵の小さなメモリリソースで動作するように最適化された

95％以上を C 言語で記述し、CPU 依存部のコードを明確に分離し

TCP/IP スタックです。

ていますので、システム LSI への移植を容易に行うことができます。
ARM926 や ARM7TDMI のシステム LSI で多くの採用実績があり

●高速動作
メモリコピーの回数を最小限にし、低周波数のマイコンでも高速通
信が実現できます。

ます。
●μC3/Standard 対応デバッガ
Computex 社の CSIDE デバッガ、IAR 社の C-SPY デバッガ、ソフィ

●厳選された独自 API
TCP/IP のプログラミング初心者の方のために、API の数を極力減ら

アシステムズ社の WATCH POINT デバッガ上でμC3 のステータス

し簡単に使える独自仕様の API を用意しました。

やトレース表示を行うことができます。

●コンフィグレータ対応
μC3/Compact と組合わせて使用することで、コンフィグレータを
使って簡単にネットワークのコンフィグレーションが実現できます。

●ミドルウェアサポート
μNet3 な ど の ネ ッ ト ワ ー ク 用 ミ ド ル ウ ェ ア を は じ め、USB や
FileSystem など多くのミドルウェアをサポートしています。

●コンパクトタイプのオプションプロトコルを用意
PPP、IPv6、SSL などワンチップマイコンで動作するプロトコルを
オプションでサポートしています。

お問い合わせ先

イー・フォース株式会社

μC3（マイクロ・シー・キューブ）/ Standard
μC3/StandardはμITRON4.0のスタンダードプロファイルに準拠し、

図 3：μNet3 の API と機能

〒 103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町1-26-8

TEL：03-5614-6918

三愛水天宮ビル2F

FAX：03-5614-6919

Web：http://www.eforce.co.jp

email：info@eforce.co.jp

図 4 ：μC3/Standard の機能と対応 CPU コア
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