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アプリケーションフレームワーク

ハードウェア

オペレーティングシステム

アプリケーションフレームワーク

－アプリケーションフレームワーク

　・ミドルウェアの一種

　・ある一定のアプリケーション分
　　野、あるいはある特定の情報処
　　理技術分野を想定

　・実行制御部を有し、全体のシス
　　テム構造を規定する。

アプリケーション
　　
　　　　A

アプリケーション

　　　　B

アプリケーション

　　　　X

－アプリケーション部

　・部品として開発し、
　　フレームワークに組み
　　付ける（フレームワー
　　ク型でないミドルウェ
　　アはそれ自身が部品と
　　してアプリケーション
　　に組み込まれる）

アプリケーションフレームワーク事例

CADフレームワーク（1980年代）
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データ作業域

Dialog Description Language(DDL) 
　　により実行制御される
　DDL　バーチャルマシン 開発されたアプリケーション

　CAD
　　汎用機械系CAD
　　回路設計CAD
　　プリント基板CAD　
　　自動車などの専用CAD
　　ワイヤーハーネスCAD

　 CAM
　　NC
　　機械加工工程設計

　CAE
　　FEM　 Pre/Postプロセッサ

　　　　　　など



メッセージ待ち行列つきメッセージ駆動方式

プロシージャ呼び出し（ProcedureCall,以下PC)方式　

メッセージ待ち行列（MQ)つきメッセージ駆動（以下MD)方式
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RPC
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DCOM

元々はネットワーク
上の分散システムの
構築技法の一つとし
て発展
　・システム定義の
　　し易さ
　（例C/Sシスム）
　・安定性
　・頑強性

モノリシックなプログラム構造から
マイクロカーネル型プログラム構造へ

・１コンピュータ内の単一アプリケーション
　システムの開発に対しても、制御方式とし
　て、主要部にＭＤ方式を適用。
　（各Process内はＰＣ方式）

Local
Object

PC方式とMD方式の対比（一般論／基本形）

　　項　目 Ｐ　Ｃ 　Ｍ　Ｄ

　　呼び出し関係

　　データ受け渡し

　　同期／非同期

　　プログラム構造

　　プロセス

　
　親子関係

　パラメータ（＋クラス変数）

　同期型

　モノリシック（一枚岩）

　基本は単一プロセス

　　
　　双方向性

　　メッセージ

　　非同期型

　　マイクロカーネル型(*)

　　プリエンプティブな
　　マルチプロセスが前提　

(*)[参考]

    http://yougo.ascii24.com/gh/80/008015.html
    http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/38/5786938.html
    http://yougo.ascii24.com/gh/12/001266.html



ＭＤ方式の特質（１）
・Push型処理が可能

　　(例）状況変化のモニタリング

　　　　－ＰＣ方式　　一定時間間隔ごとにモニタリングルーティンを呼び出し、その戻り値や
　 　　　  　  　　 パラメータで状況変化を知る。（Pull/Polling方式）
　　　　－ＭＤ方式   状況変化が起こったときに、モニタリングプロセスからメッセージで知ら
　　　　　　　　　   せてもらう（Push方式）

・クライアント／サーバー型システム構造が可能

　　（例）CADシステム　　　　クライアント型機能　　　対話部
　　　　　　　　　　　　　　　サーバー型機能　　　　　形状処理部、設計知識処理部、など

・システム定義や理解がより容易

　　　　－実社会の仕組みにＭＤ方式は多く取り入れられており、人はそれらに慣れ親しんで
　　　　　いる。（会社の組織、工場の生産の仕組み、････）

・より明確なモジュラリティ
 
        －マイクロカーネルの発想

　　　　　「新機種では、プロセスＡとプロセスＢを新しいものに取り替えればよい」

・最新のハードウェア環境の有効活用

　　　　－マルチプロセッサシステム
　　　
　　　　－ハイパースレッディング技術（一つのCPUを論理的に二つのCPUとみなして、
　　　　　複数スレッドの並行処理効率を高めるIntel社の技術）

ＭＤ方式の特質（２）

 ・頑強性（robustness)

　　　－マイクロカーネルの発想

　　　　　一つのプロセスがダウンしてもシステム全体がダウンすることを最小に食い止める。
　　　　　（そのプロセスを再起動すれば、システムとして続行可能なケースが多い）　　　　　

 ・Ｈｕｍａｎ　Ｒｅａｄａｂｌｅなテキスト形式のメッセージ

　 　－ＬＯＧの収集、解析、再利用が容易

　　 －コマンドとしての活用

　　　 　単一メッセージはプロセスへの「コマンド」のように取り扱うことができる。

　　 －スクリプト言語としての活用

　　　 　複数メッセージ（マクロ）の一括送付・一括処理によって、メッセージは
　　　　 「スクリプト言語」として取り扱うことができる。
          (例）マクロ形状定義言語（ＣＡＤ）
　　　 　　　　GUI対話記述言語　

 ・オーバーヘッド
　　
　 　－同一プロセス空間内では、ＰＣ方式に対して不利
　　 　（高速リアルタイムＯＳの方向ではない）
　　
　　　－テキスト形式のメッセージの実行時解釈（バイナリー化）
　



SWA-AF (SoftWorks Aska Application Framework) 

基本システム構造

メッセージ待ち行列（MQ)

メッセージ交換・解釈機構（MXI)

アプリケーション
エージェント（AGT)

メッセージ
　マクロ

システム／
ユーティリティ
エージェント
　（AGT)

データ共有管理機構（DSM)

共有メモリー作業域

LAN上の他のノードのSWA-AF

・ＭＤ方式　フラット構造
    (Simple & Compact)

・プロセス -> 「エージェント」

・開発言語　ANSI準拠C++

・ＯＳ環境（フレームワーク部は特別な
            パッケージ不要）

　－Linux
　　  kernel 2.4以上
      X Window System X11R6 以上

　－Windows
　  　 Windows2000,WindowsXP 
　                    　　 　

SWA-AF
メッセージ基本形

  label: message名  (value)  [operand-1,operand-2,.........,operand-n] ;

    ここで
    operand-i :    operand-i名  (value)  [operand-i1,operand-i2,.......,operand-im]

　　　　ここでoperand-ikは operand-iと同じ形式（再帰的表現）　　

　　value　　：　数値、テキストストリング、バイナリーストリング

　　　　（下線部は省略可能）

　－メッセージ辞書

　　　個々のメッセージごとに、上記メッセージ基本形に則った「メッセージ辞書」を定義し、
　　　処理時にAGTよりMXIに引き渡して、メッセージの解釈や、valueのバイナリーデータ化
　　　などに用いる。（新たなメッセージの追加はそれを受信し、処理するAGT内で完結する。
　　　（そのメッセージを生成・発信する側は別として））

　－メッセージ例

　　　　メッセージ
　　　　　pulse_switch(sw01)[origin(90.0,120.0),size(10.0,20.0),label(“RESET”)];　

　　　　メッセージ辞書
          static MSGDIC G_pulse_switch[] =
          {
            {0,”pulse_switch”    ,REQ_STR,1,1,NOT_APL,””,NAMELENGTH},
            {1,”origin”          ,REQ_FLT,2,2,NOT_APL                },
            {1,”size”            ,REQ_FLT,2,2,NOT_APL                },
            {1,”label”           ,REQ_STR,1,1,NOT_APL,””,12        },
            {-1}
          };          



SWA-AF

メッセージの動的アドレッシング

発信元AGT
　　シンボリック
　　なアドレス名
　　で発信

MXI
　シンボリックto
  実アドレス変換　

シンボリック
　アドレス
変換テーブル

｢メッセージ」で
　動的に変更可

自SWA-AF内
　　AGT

ネットワーク上
の他のノードの
  SWA-AF AGT

　ネットワーク
　　　AGT
（ユーティリティAGT)

｢メッセージ」で
　動的に変更可

ユーザー名
　　to
　ノード名
変換テーブル

SWA-AF

開発スタイル（概略）

　－システム設計

　　・必要なAGTとその役割の定義

　　・各AGTごとに必要なメッセージと、その機能／処理内容を定義

　　・AGT間のメッセージの送付／処理を通じて、机上シミュレーションを行い、
　　　システムの挙動を検証する。

　－プログラム開発

　　・AGTテンプレートをコピーして各AGTのボディを作成する。

　　・メッセージ毎にメッセージ辞書を記述し、メッセージインデックスに登録する。

　　・AGTボディ上で、メッセージインデックスに指定したラベルを定義し、そこに
　　　メッセージの処理部のコーディングをする。

　　・共有メモリーを参照しないメッセージなどでは、ユーティリティAGTからメッセージをキー
　　　入力したり、メッセージマクロファイルを利用して、各メッセージの単体テストが
　　　この段階で可能となる。



SWA-AF

アプリケーションイネーブラー

　　　　SWA-AF　＋　アプリケーションイネーブリング機能

　　
　 アプリケーションイネーブリング機能

　　　　特定アプリケーション分野で共通に利用できるAGT,API

SWA-AF

アプリケーションイネーブラー事例

ＭＸＩ

システム/
ユーティリティ
　　ＡＧＴ

ＣＡＤ処理
 ＡＧＴ

　ＧＵＩ
　ＡＧＴ

ＣＡＤデータI/F

ＤＳＭ

　　共有メモリー作業域

メッセージ
　マクロ

    
・ＣＡＤイネーブリング機能

　-ＧＵＩ(Graphic User 
 　    Interface) ＡＧＴ
　　　一般の対話型グラフィック
　　　システムに適用可（メッセー
　　　ジマクロで操作）
 　  対話およびVIEWの処理

　-ＣＡＤデータI/F( ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ )　
　　　主に下記のＣＡＤ処理ＡＧＴ
　　　のアプリケーション毎に
　　　作成      

・個別アプリケーション機能

　-ＣＡＤ処理ＡＧＴ
 　　－形状処理ＡＧＴ（機械系）
   　－回路処理ＡＧＴ（電気系）
     －加工処理ＡＧＴ　
     －地理情報処理ＡＧＴ　　
          　 etc.

GUI/対話記述
マクロ形状定義など

・ＣＡＤイネーブラー



SWA-AF適用例(1)

－クライアント／サーバー型の活用

　　ＣＡＤシステム（マルチクライアント共同設計ＣＡＤ）

ＭＸＩ

システム/
ユーティリティ
　　ＡＧＴ

ＣＡＤ処理
 ＡＧＴ

　ＧＵＩ
　ＡＧＴ

ＣＡＤデータI/F

ＤＳＭ

　　共有メモリー作業域

メッセージ
　マクロ

     ＧＵＩ(Graphic User 
      Interface)ＡＧＴ
　　　(クライアント型）

         － Local * 1
         － Remote * n
 
     (クライアント/サーバー型
      では複数のクライアントが
      可能。Local接続のみの場
      合は通常のCADとなる。）

     ＣＡＤ処理ＡＧＴ
　　　(サーバー型、GUI-Free）

   　－形状処理ＡＧＴ（機械系）
   　－回路処理ＡＧＴ（電気系）
     －設計知識処理ＡＧＴ
     －データ管理ＡＧＴ
     －地理情報処理ＡＧＴ 
　　　      　 etc.

GUI/対話記述
マクロ形状定義など

リモート
　GUI
プログラム

LAN/VPN

一つの設計対象を複数の設計者で同時共同設計

設計リーダー 設計者１ 設計者ｎ

ＣＡＤ処理サーバー

　　　ＣＡＤデータ
　(大型共同作業製図台モデル)

－サーバーの作業域でデータを集中・一元保持

  ・リアルタイムコラボレーション　　　
  ・設計者間のデータの不一致の心配がない
  ・設計途上のデータがリモートに散逸することなく
　　管理上、セキュリティ上優位



SWA-AF適用例(２）

－Ｐｕｓｈ機能＋クライアント／サーバー型の活用

　　マルチＵＩ＋機器制御システム

ＭＸＩ

システム/
ユーティリティ
　　ＡＧＴ

 サービス
　ＡＧＴ

 Application
　　処理
 　ＡＧＴ

　　データI/F

ＤＳＭ

　　　共有メモリー作業域

メッセージ
　マクロ

  ＵＩ
　ＡＧＴ

・UI AGT

　－Graphic UI AGT
　　（液晶パネルなど）
　－音声入出力AGT
　－テレフォニー入出力AGT
　－ネットワーク入出力AGT
　　　etc.

・ Application 処理 AGT

  -純アプリケーション処理用AGT

・サービスAGT

　－機器制御AGT
　－機器モニタリングAGT
　－タイマー管理AGT
　－情報Push AGT
　　　etc.　

Push型メッセージ Request型
メッセージ

UI/対話記述など

適用分野

　－ネット家電集中制御ホームステーション

  －デジタル家電組み込み制御システム

　－車載ステーション

　　（例）NAVIシステム

　　　　・UI AGT
 　　　　　GUI AGT(対話および各種表示）
 　　　　　音声入力AGT
 　　　　　音声出力AGT
           リモコン入力受付AGT
 
　　　　・Application 処理 AGT（可能な限りUI-Freeのスタイルにする）
           目的地設定AGT
 　　　   経路検索・経路設定AGT
 　　　　　イベント検知AGT(交差点接近、経路はずれなど）
 　　　　　地図情報検索AGT(ガソリンスタンド、コンビニなど）　
 　　　　　地図データ先読みAGT
           その他特化アプリケーションAGT 　
　　　　
　　　　・サービスAGT
 　　　　　GPS位置取得AGT
 　　　　　車両状況取得AGT
 　　　　　道路状況取得AGT

    　  ・共有メモリー作業域
　　　　　　現在位置データ、地図データCACHE、目的地・経路データなど


