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1 はじめに

1.1 背景

機器制御を行う場合，制御側と被制御側はインター
フェイスを介することで互いの通信を可能にする．計算
機を用いて機器制御を行う際，従来では用意されたレガ
シーポートを利用することや，汎用 IOボードを増設す
ることが多い．このような方法は利用目的が明確な環境
を構築する場合においては有利である．しかし，様々な
利用が想定される開発や実験といった現場，及び小規模
な環境での利用ではインターフェイス側が多くの環境に
対応できることが望ましい．すなわち，環境非依存を実
現するにあたって，規格化され，現状で広く採用されて
いる資源を用いることが重要である．

また，ユーザーにより近い層では，ユーザーが利用目
的に応じてインターフェイスを調製できるなどといった
柔軟性をインターフェイス自身が持ち併せることが考え
られる．そのような柔軟性の要素として，拡張機能の提
供や，ユーザーが直接インターフェイスの機能を拡張，
及び調製できることなどが挙げられる．さらに，これら
の機能を持つアプリケーションや，インターフェイスを
構成するハードウェア，制御用プログラムを 1つのパッ
ケージとして考えることにより，ハードウェアであるイ
ンターフェイスを仮想化することもできる．また，これ
に接続されるハードウェアも仮想化されたものとして扱
うことができる．これは Virtual Manufacturing Device
（VMD，仮想製造機械）の概念に通じるものであり，
仮想化されたインターフェイスの導入が VMD環境の実
現を支援する．本研究ではこの仮想化されたインター
フェイスをインターフェイスエージェントと呼ぶ．

以上のような柔軟性や機能性を考慮したインターフェ
イスエージェントの開発は，ユーザビリティの向上や，
既存環境の拡張の支援，もしくは VMDなどといった新
規環境の構築の支援につながるなど，将来性のあるシス
テム構築に役立つものである．

1.2 目的

利用環境や目的に応じた柔軟性，及び機能性を考慮し
た機器制御用DIDOインターフェイスエージェントの開
発を本研究の目的とする．

2 概要

2.1 要件

インターフェイスエージェントの開発は以下の要件を
満たすものとする．

• 環境依存を可能な限り排除する．
• 応答時間の安定性や速度を追求をする．
• 拡張機能を提供できる．

2.2 Glue Logicの利用
本研究では，高田研究室で継続して研究開発が行われ

ている機器制御用基盤システムであるGlue Logicを利用
する．Glue Logicは，複数のエージェントがサーバ傘下
において並列に協調動作する場を提供する．Glue Logic
Serverは主記憶上にデータベースを構築し，そこを情報
の共有空間とする．この共有空間では情報 (属性値)に名
前をつけて管理し，エージェントはその名前に対してア
クセスする．よって，情報のやり取りにエージェント同
士が直接関わることがなく，エージェントは互いに仮想
化された存在となる．このような環境は本研究の目的達
成にも有効なものである．

2.3 全体構成
インターフェイスエージェントは基盤システムである

Glue Logicのエージェントの 1つとして動作する．図 1
にてシステムの全体構成とインターフェイスエージェン
トの位置づけを示す．
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図 1: 全体構成

3 仕様と実装

3.1 ハードウェアについて
環境非依存を考慮し，計算機側のインターフェイスに

は USB (Universal Serial Bus)を採用した． USBは現
在多くの計算機が搭載するインターフェイスである．開
発する USB-DIDOインターフェイスは， USB-Parallel
双方向データ転送が可能な USBコントローラチップと
CPLD(Complex Programmable Logic Device)を組み
合わせることで実現した． CPLDは USBコントローラ
チップの通信サイクルを制御し， DIDOの拡張を行う論
理回路が実装されている．



3.2 アプリケーションについて

アプリケーションの機能は，デバイスの制御や，デー
タの送受信，Glue LogicとDIDO間の値の反映，エ
ラー処理などといった基本機能に加えて，以下のような
拡張機能を持つ．
バーチャルポートの利用

ユーザーが任意で指定したビット列からバーチャル
ポートを生成し，Glue Logicの共有空間の属性値として
扱う．利用する他のエージェントはこの属性値に対して
アクセスし，DIDOを利用する．
コンフィグレーションによる各種設定

コンフィグレーションの設定により，バーチャルポー
トの各種設定を行うことができる．実装段階における設
定の例としては，ビット幅や，信号方向，記数法，論理
などの指定がある．コンフィグレーションはGlue Logic
の共有空間で管理されており，変更のタイミングや規模
は利用者の都合次第であるため，自由度が高い．
ユーザーによる機能の調製，及び拡張

ユーザー自身が作成した機能モジュールをインター
フェイスエージェントに追加することや，調製すること
が比較的容易にできるような実装を行っている．
帯域外通信用の信号

将来的なハードウェアレベルの拡張機能の制御を可能
とするための信号帯域を用意している．

4 評価

本研究で開発したインターフェイスエージェントのイ
ンターフェイスとしての性能評価と機能の動作確認を行
うための実験を行った．

4.1 実験内容

Glue Logicとの通信機能や，コンフィグレーションな
どの機能を実装したDIDOインターフェイスエージェン
ト (測定処理を含む)を， 600秒間動作させた．その間，
あらかじめ用意した数種類のコンフィグレーション情報
を用い，ランダムで変更要求を行た上で，動作中におけ
る応答速度や挙動について調べた．

4.2 結果

応答速度について

600秒間に約 29万サイクル行われた．応答時間の分布
を図 2に示す．平均は約 2[ms]であり，平均を中心とし
た 1点鎖線の範囲に全体の約 99.7%が存在する．図 2は
4[ms]以上 (6回)を省略している． 3[ms]を大きく超え
るものはGlue Logicへのアクセス時間によるものであ
り，インターフェイスの性能とは関係ないと考えた．
ばらつきの原因は USBデバイスへの通信待ちである
と考えられる．具体的には様々な処理による各イベント
開始のタイミングのずれと， USBへのポーリング間隔
との関係が考えられるが，定かではない．

機能の動作について

インターフェイスエージェントへのコンフィグレー
ションの適用，解除ともに正常に行うことができた．ま
た，これらを適用中のインターフェイスの動作もコン

フィグレーションに従ったものであり，挙動に問題ない
ことを確認することができた．
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図 2: 応答時間の分布

5 考察
USBについて

USBを用いたDIDOインターフェイスの性能は 4.2
節の通りである．一般的なインターフェイスの性能から
すると応答速度は非常に遅いものである．また，応答時
間にはばらつきがあり，一定時間間隔の応答を保証する
には応答時間を長く想定する必要がある．
仮想化について
バーチャルポートの利用と，それを設定するコンフィ

グレーション機能により，インターフェイスの仮想化を
実現した．仮想化されたインターフェイスはソフトウェ
アから簡単に変更を行うことや，機能の追加ができるこ
とから，新たな環境構築や，従来のシステムへの対応な
ど様々な状況に対応しやすい柔軟性を持つ．
インターフェイスエージェントについて
インターフェイスエージェントは様々なインターフェ

イスに適用することができる．システム全体をインター
フェイスエージェントに統一することにより，どのイン
ターフェイスに対しても共通のプロトコルを用いてアク
セスすることが可能となる．

6 結論
USB-DIDOインターフェイスを開発し，性能評価を

行った．環境非依存性は高まったが，実利用は利用者が
許容できる範囲内に留めるべきであることがわかった．
インターフェイスエージェントについては，拡張機能

の提供や共有空間でのコンフィグレーション機能を実
現した．これにより，エージェント間インターフェイス
が VMD化され，インターフェイスの柔軟性や機能性，
ユーザビリティの向上につながったと言える．

7 今後の課題
USBコントローラなどを含むインターフェイス部分の

性能の改良，もしくは新たなインターフェイスの模索が
必要である．また，より具体的な機能モジュールの提案
や実装を積極的に行う必要がある．
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