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ITRON ニュースレターについて

ITRON 関連書籍の一覧

(社) トロン協会 ITRON 専門委員会では、 ITRON サ
ITRON 専門
委員会の活動状況を広くお知らせするために、 ITRON

発行されている ITRON 関連の書籍は別表の通りです。

1995 年 2 月 1 日時点で、 ITRON 専門委員会が編集し、

ブプロジェクトに関連する各種の情報や

ITRON・ ITRON 標準ハンドブックは、 ITRON
(Ver 2.0) と ITRON2 の仕様書を 1 冊にまとめたも

ニュースレターを定期的に発行しています。ニュース
レターを広く配付するために、 TRONWARE 誌およ

のです。ご希望の方は、各発売元にお問い合わせ下さ

びトロン協会の機関誌の誌面をお借りしています。ま

い。

ITRON3.0 仕様の最新バージョンは、 Ver 3.02.00
です。 ITRON3.0 標準ハンドブック (Ver 3.00.00) か

た、インターネット上でも、ポストスクリプト形式で
配付を行っています。
関係各位のご協力により、この号で、 3 年めに入る

らの改訂点は、 ITRON ニュースレター

ことができました。この場を借りて、ご協力頂いた皆

No.5 および
No.11、または ITRON 標準ガイドブック 2 に掲載さ

様に深く感謝の意を表します。

れています。

ITRON 標準ガイドブック 2 は、 ITRON3.0 仕様を

ITRON ニュースレター上では、 ITRON 仕様の追

加・訂正に関する情報や、 ITRON 専門委員会が発行

メインのターゲットとして作成されています。 ITRON
標準ガイドブック'92-'93 は、タイトルの 1992 〜 93

している書籍の訂正情報をお知らせしています。ま

年という期間を過ぎていますが、 ITRON 仕様 (Ver

た、 ITRON 仕様に関連する製品の紹介、書籍や文献

2.0) や ITRON2 仕様を使われている場合には、現在で

の紹 介、セ ミ ナー等 のイ ベ ント の お知 らせ、 各 社の

ITRON に対する取り組みの紹介等にも、ニュースレ

も有効に活用できます。

ターを活用しています。

1995 年度の ITRON 関連イベントの予定

ITRON ニュースレターに記事の掲載を希望される
方は、 ITRON 専門委員会まで連絡下されば幸いです。
また、 ITRON 仕様および ITRON サブプロジェクト
に関する質問・コメント・要望等についても、 ITRON

ITRON 専門委員会では、 1995 年度の ITRON 関連の
イベントとして、次のような計画を立てています。
まず、毎年開催している

専門委員会宛にお送り下されば幸いです。

ITRON オープンセミナー

は、 7 月 20 日 (木) に品川総合区民会館「きゅりあん」

(JR 京浜東北線大井町駅南口徒歩 1 分) において開催

ITRON 関連製品登録制度の紹介

する予定です。詳細なプログラムは追ってお知らせし

ITRON 専門委員会では、 ITRON 仕様の普及と発展

ますが、今回のセミナーでは、一般の方からの発表を

実施しています。 ITRON 仕様に関連した製品 (ITRON

の応用例や実装例の紹介、その際の経験の報告、関連

を促進するため、 ITRON 仕様関連製品の登録制度を
仕様準拠の OS,

募集いたします。テーマとしては、 ITRON 仕様 OS

ITRON に関連するツール, ITRON

ツールの紹介など、 ITRON 仕様に関連することなら

の応用製品など) を登録していただき、トロン協会で

何でも結 構です。発 表を希望さ れる方は、 発表者名
および発表内容の概要を、 4 月末日までにトロン協会

の広報活動などを通じて登録製品の普及や、登録され

ITRON 専門委員会宛にお送りください。お送り頂いた
ITRON 専門委員会で審査の上、採否を決

た方々の間の相互交流を図ることを目的としたもので

発表概要を

す。

ITRON 関連製品登録制度の詳細については、 ITRON
V.4 章を参照するか、トロン協

定させて頂きます。

標準ガイドブック 2 の

また今年度は、 ITRON 仕様の海外への広報活動に

も力を入れたいと考えています。その一環として、 9

会までお問い合わせ下さい。
y このニュースレターは、 TRONWARE
PROJECT BIMONTHLY No.37

vol.32

および

月 12 日 (火) 〜 15 日 (金) に米国

San Jose で開催され
る機器組み込みシステム分野の展示会である Embedded Systems Conference において、 \Standard Real-

TRON

に掲載されたものです。
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ITRON 関連書籍一覧
書籍名

ITRON・ ITRON 標準ハンドブック
ITRON3.0 標準ハンドブック
ITRON/FILE 標準ハンドブック
ITRON 標準ガイドブック'92-'93
ITRON 標準ガイドブック 2
ITRON Speci cation Ver 2.01.00.00
ITRON2 Speci cation Ver 2.02.00.10
ITRON3.0 Speci cation Ver 3.00.00

分類

価格

発売元

発行年

和文仕様書
和文仕様書
和文仕様書
和文参考書
和文参考書
英文仕様書
英文仕様書
英文仕様書

4,800 円
4,000 円
3,000 円
3,500 円
3,500 円
12,000 円
15,000 円
{

パーソナルメディア
パーソナルメディア
パーソナルメディア
パーソナルメディア
パーソナルメディア
トロン協会
トロン協会
トロン協会

1990
1993
1992
1992
1994
1989
1990
1994

ISBN 番号
ISBN4-89362-079-7
ISBN4-89362-106-8
ISBN4-89362-092-4
ISBN4-89362-197-6
ISBN4-89362-133-5
{
{
{

※ 価格には消費税を含みません。
※ トロン協会発売の書籍には、トロン協会会員向け価格が設定されています。
※ 英文仕様書については、インターネット上で、 utsun.s.u-tokyo.ac.jp [133.11.11.11] の /TRON/ITRON/SPEC から
anonymous ftp で取得できます。 anonymous ftp の使い方については、 ITRON ニュースレター No.8 をご覧下さい。

Time Operating System Speci cation in Japan for
Consumer Applications" と題して、 ITRON 仕様を
紹介するレクチャを行います。また、アジア地域にお
ける普及活動として、 ITRON 仕様に関するセミナー
を、中国で開くことを検討しています。これらに関し
ても、詳細が決まった時点で再度お知らせしますが、
詳しい情報が必要な方は

ITRON 専門委員会宛にお問

い合わせ下さい。

TRON プロ
ジェクト国際シンポジウムおよび TRONSHOW が、
11 月末から 12 月の初旬にかけて開催される予定で
その他の関連イベントとして、例年通り

す。

1995 年度も、 ITRON 関連のイベントに積極的にご
参加くだされば幸いです。
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