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注意事項 

本書は，motionCAT シリーズ C モジュールオーバーラップ相対位置決めサンプルプログラムの解説をする

ものです。本書内容は，オーバーラップ相対位置決めを行う例を示すもので，お客様の製品・システムでの

動作を保証するものではありません．サンプルプログラムは参考用ですので，機器・装置の機能や安全性を

ご確認の上，適宜サンプルプログラムを変更し，ご使用ください． 

特に実機を動作させる時は，プログラムのデバッグを充分行ってから動作させてください． 

プログラムに間違いがありますと，思わぬ動きをすることがありますので，ご注意ください． 
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「オーバーラップ相対位置決め」について 

1. 概要 

コンパレータ 3 と汎用カウンタ設定の CTR3(汎用・偏差カウンタ)を使用して，コンパレータ条件一致で同一スレー

ブ内の他のモーションモジュールを起動することができます． 

2. コンパレータ 3 を利用した同一スレーブ内他モーションモジュールスタート

設定 

2.1 「ハードウェア」の設定 

(1) 起動元となるモーションモジュールの設定 

■ モーションモジュールのスイッチ設定（注：マスターではありません） 

モジュール上面に，動作を選択するスイッチがあります.  

エンコーダ形式選択 ディップSW1 の4 をON にします. 

 

 

 

 

図 1. モジュール設定DSW 

(2) エンコーダA相/B相形式選択   ディップSW1-1,2 

SW1 1 2 

オープンコレクタ ON ON 

差動 OFF OFF 

表 1.1-3 エンコーダ A/B 相形式選択 DSW 

(3) エンコーダZ相形式選択 ディップSW1-3 

SW1 3 

オープンコレクタ ON 

差動 OFF 

表 1.1-4 エンコーダ Z 相形式選択 DSW 

  

デフォルト設定 

ディップ SW1       ディップ
 

前面方向 
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(4) CMP→STA ディップSW1-4 

SW1 4 

有効 ON 

無効 OFF 

表 1.1-5 CMP->STA 切替DSW 

(5) カウンタクリア(CLR)／カウンタラッチ(LTC)選択 ディップSW2 
SW2 1 2 備 考 

CLR,LTC 共無効とする OFF OFF DLS 入力有効 
CLR 使用する ON OFF ソフトで DLS 無効とする． LTC 使用する OFF ON 

この機能は減速センサ DLS の入力を 3 通り択一に使用します． 

CLR またはLTC を使用するときは，ソフトで DLS を無効にします． 

表 1.1-6 カウンタクリア／カウンタラッチ選択 DSW 

詳細は、「ユーザーズマニュアル<導入編>」の[3.4  P モジュール HM-P100C，C モジュール HM-

C100C]を参照ください. 

 

2.2 「ソフトウェア」の設定 

(1) Hoverlap.cs ファイルをプロジェクトに追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 例：Hoverlap.cs の追加 
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(2) 動作多軸関数詳細 

■ hcx_OverlapRelative () オーバーラップ相対位置決め 

機  能 

オーバーラップ動作を行います．位置の指令は移動量を指定します． 

起動条件が一致しない場合は即停止で各軸を停止することでキャンセル可能． 

P モジュール，M モジュールは非対応． 

  

開発環境 書  式 

VC# 

DWORD hcx_OverlapRelative(  

uint hDevID, 

ushort wLine, 

ushort[] wMid, 

int[] Distance, 

MOVE_PARAM[] mcPrm, 

MOVE_OVERLAP[] mcOverlap ); 

  

引  数 説  明 

hDevID デバイスハンドル 

wLine ライン番号指定( 0:ライン番号1/1:ライン番号2 ) 

wMid モジュール ID(0-63) 

Distance 移動量 3 個の一次元配列で与える．配列0 初動作，配列1:次動作，配列2:次々動作 

mcPrm[] 動作用パラメータ 3 個の一次元配列で与える．配列0 初動作，配列1:次動作，配列2:次々動作 

mcOverlap[] オーバーラップ動作パラメータ 2 個の一次元配列で与える.配列0 次動作起動条件，配列1:次々動作起動条件 

  

備  考 

// 比較条件 

public const ushort CMP_EQUAL_UPDOWN = 1; // CMP = DATA (カウント方向無関係) 

public const ushort CMP_EQUAL_UPCOUNT = 2; 

public const ushort CMP_EQUAL_DOWNCOUNT = 3; 

public const ushort CMP_GREATER_THAN = 4; // CMP > DATA 

public const ushort CMP_LESS_THAN = 5;     // CMP < DATA 

public const ushort CMP_IDX_EQUAL_UPDOWN = 8; // 等ピッチ CMP = DATA (カウント方向無関係) 

public const ushort CMP_IDX_EQUAL_UPCOUNT = 9; 

public const ushort CMP_IDX_EQUAL_DOWNCOUNT = 10; 

//コンパレータ比較対象 

public const ushort CMP_CTR1 = 1; 

public const ushort CMP_CTR2 = 2; 

public const ushort CMP_CTR3 = 3; 

//速度レジスタパラメータ構造体 

public struct MOVE_PARAM  

{             

public uint rfl;    //レジスタ設定値 

public uint rfh;    //レジスタ設定値 

public uint rur;    //レジスタ設定値 （0設定時定速スタート） 

public uint rdr;    //レジスタ設定値 

public uint rmg;   //レジスタ設定値 

public uint rus;    //レジスタ設定値 

public uint rds;    //レジスタ設定値 

} 
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// オーバーラップ動作パラメータ構造体 

public struct MOVE_OVERLAP 

{ 

    public ushort Cmpc; // 比較対象 

    public ushort Cmpd; // 比較条件 

    public int Cmpv;    // 比較データ 

    public ushort CmpAbs;  // 比較データ値が絶対位置(1)か相対位置(0)か 

}       

 

 

2.3 コード例 (VC#) 

コード例では 2 軸、Y 軸と Z 軸の動作例になります. 

動作例 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード例は次ページになります. 

  

Z軸（Down）

(動作1) 

Z軸（Up） 

(動作3) 

Y軸 

(動作2) 

1000
8000

30
00

50
00

コンパレータの起動条件に

より次動作が開始 
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コード例(VC#)の続き 

１回動作の例です． 

// 動作値の設定 

const int RFL = 5000;    // 初速度 

const int RFH = 50000;   // 目標速度 

const int RUR = 0;       // 加速レート 

const int RMG = 3;       // 速度倍率(50倍) 

uint[]modID = new uint[] { 2, 1, 2 }; // Axis Z, Y, and Z  

MOVE_PARAM[] mcPrm = new MOVE_PARAM[3]; 

MC_MOVE_OVERLAP[] mcOverlap = new MC_MOVE_OVERLAP[2]; 

int[] Distance = new int[3]; 

 

mcPrm [0].rfl = RFL; 

mcPrm [0].rfh = RFH; 

mcPrm [0].rur = RUR; 

mcPrm [0].rdr = RUR; 

mcPrm [0].rus = 0; 

mcPrm [0].rds = 0; 

mcPrm [0].rmg = RMG; 

Distance[0] = -50000; 

mcPrm [1].rfl = RFL;  

mcPrm [1].rfh = RFH; 

mcPrm [1].rur = RUR; 

mcPrm [1].rdr = RUR; 

mcPrm [1].rus = 0; 

mcPrm [1].rds = 0; 

mcPrm [1].rmg = RMG; 

Distance[1] = 100000;  

mcPrm [2].rfl = RFL; 

mcPrm [2].rfh = RFH; 

mcPrm [2].rur = RUR; 

mcPrm [2].rdr = RUR; 

mcPrm [2].rus = 0; 

mcPrm [2].rds = 0; 

mcPrm [2].rmg = RMG; 

Distance[2] = 50000;  

mcOverlap [0].Cmpc = Hoverlap.CMP_CTR1;            //  Hoverlap.CMP_CTR1 = 1 

mcOverlap [0].Cmpd = Hoverlap.CMP_EQUAL_UPDOWN;  //  Hoverlap.CMP_EQUAL_UPDOWN = 1 

mcOverlap [0].Cmpv = -30000;    // 次動作開始条件値 

mcOverlap [0].CmpAbs= 0;       // 次動作開始前の位置からの相対位置として判断 

mcOverlap [1].Cmpc = Hoverlap.CMP_CTR1;            //  Hoverlap.CMP_CTR1 = 1 

mcOverlap [1].Cmpd = Hoverlap.CMP_EQUAL_UPDOWN;  //  Hoverlap.CMP_EQUAL_UPDOWN = 1 

mcOverlap [1].Cmpv = 80000;    // 次々動作開始条件値 

mcOverlap [1].CmpAbs= 0;      // 次々動作開始前の位置からの相対位置として判断 

// Start OverlapRelative 

hcx_OverlapRelative(hDevID, 0, modID, Distance, mcPrm, mcOverlap); 
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繰り返し動作の例です． 

// -- Execute continuous motion -- 

short i, j; 

ushort[] sts = new ushort[2];   //Motion main status  

uint[] err = new uint[2];       //Error status  

uint[] evt = new uint[2];       //Event status  

 

// 動作繰り返し  

for (i = 0; i < 100; i++) 

{ 

    hcx_OverlapRelative(hDev, 0, modID, Distance, mcPrm, mcOverlap);    // オーバーラップスタート 

//動作完了を待つ  

while (1) 

   { 

for (j = 0; j < 2; j++) 

        { 

mnt520_rPclMsts(hDev, 0, j + 1, ref sts[j]);   //MMSTS読込み   

if ((sts[j] & 0x0004) == 0x0004) 

            {   //ERROR発生    

                hcx_ReadErrorSts(hDev, 0, j + 1, ref err[j]);  //Read Error status       

                if ((err[j] & 0x6000) == 0) return;     //エンコーダ同相エラー以外の場合はエラー処理  

            } 

            if ((sts[j] & 0x0008) == 0x0008) 

            {       //EVENT発生    

               hcx_ReadEventSts(hDev, 0, 1, ref evt[j]);      //Read Event status 

            } 

} 

// Z→Y→Z動作なのでY軸のステータスを確認 

         if ((sts[0] & 0x0002) == 0x0002) ) break;  //動作完了 

} 

} 

 

 

 

2.4 参考資料  

動作完了の確認については，ユーザーズマニュアル<運用編>の「5. 位置決めモジュール(C,V,F,M)の運用」にてステー

タスの仕組みを詳しく説明していますので参考にして下さい.  
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