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1. 注意事項  
本製品をご使用される前に「注意事項」を必ずご一読の上ご利用をお願い致します． 
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 保証範囲 

1. 本製品の保証期間は，製品の納入日より 1 年間です．保証期間中に弊社の判断により欠陥が判明した場合には，修正を

行います．  

 

2. 保証期間内外に関わらず，弊社製品の使用，供給(納期)または故障に起因する，お客様及び第三者が被った，直接，間

接，二次的な損害あるいは，遺失利益の損害に付いて，弊社は本製品の販売価格以上の責任を負わないものとしますので，予

めご了承下さい．  

 

3. 本製品の使用方法，機能についてのお問い合わせについては対応致しますが，弊社製品以外のお問い合わせには答えかね

ますので，予めご了承下さい． 

 

 免責事項 

1. 本書に記載された内容に沿わない，製品の取付，接続，設定，運用により生じた損害に対しましては，一切の責任を負いか

ねますので，予めご了承下さい．  

 

2. 保証期間内外に関わらず，お客様が行った弊社の承認しない製品の改造が原因で生じた損害に対しましては，一切の責任

を負いかねますので，予めご了承下さい．  

 

3. 本書に記載された内容について，弊社もしくは，第三者の特許権，著作権，商標権，その他の知的所有権の権利に対する

保証または実施権の許諾を行うものではありません． また本マニュアルに記載された情報を使用したことにより第三者の知的所有

権等の権利に関わる問題が生じた場合，弊社は，その責任を負いかねますので，予めご了承下さい．  

 

 安全にお使い頂くために 

本製品には安全対策等は含まれておりませんので，お客様の方でご配慮願います． 

試運転時は，可能であれば安全のため，モータのシャフトと機械の負荷を切り離すことをお勧めします． 

その後，動作確認ができ次第，モータのシャフトと機械の負荷を接続して下さい． 

動作させる場合は，モータの特性を考慮した動作条件を設定願います． 

特に初めて動作させる場合は，十分に安全な値で実施し，徐々に所定の値に変更することをお勧めします． 

 

安全上の注意 

本製品のご使用前に，必ずこのユーザーズマニュアル及び付属書類を全て熟読し，内容を理解してから正しくご使用

下さい．本製品の知識，安全の情報及び注意事項の全てに付いて習熟してからご使用下さい． 

本ユーザーズマニュアルでは，安全注意事項のランクを「警告」，「注意」として区分してあります． 

 
警 告 

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

る内容を示しています． 

 

 

 
注 意 

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が傷害を負う可能性または物的損害が想

定される内容を示しています． 
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 対象ユーザー 

注 意 

本製品およびマニュアルは，以下の様な，ユーザーを対象としています． 

■ 制御用電子機器，パソコン，Windows 及び開発環境等について基本的な知識を有している方． 

 

 動作環境 

注 意 

本製品の動作環境は以下の通りです． 

OS：Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)，Microsoft Windows 8 (32bit/64bit) 

CPU：Intel x86/x64 CPU (Intel Core 2 Duo 以上) 

RAM：2GB 以上（内 64MB 以上 使用） 

HDD：100 MB 以上の空き領域 

NIC(Network Interface Controller)：Intel Pro/100, Intel Pro/1000， 

Realtek 100M, Realtek1G (INtime HPE2 に対応した NIC)  (※) 

※.NICについては NIC のベンダーID及びデバイス ID をご確認下さい．弊社Web で対応表を用意しています． 

NIC のベンダーID とデバイス ID はWindows デバイスマネージャーで確認できます．確認方法が不明の場合はお問い合わせ下さい． 

別途資料を電子メールで送付いたします． 

 

 ソフトウェア開発環境 

注 意 

本製品のソフトウェア開発環境は以下の通りです． 

Visual Studio 2008 以降 (開発言語:VC++) 

INtime4.2，5.1，5.2 

RSI-ECAT-Master/DC version 2.4，2.7 

RSI-ECAT-Master/RED version 2.4，2.7 
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 サーボドライバのパラメータ調整 

注 意 

本製品より，一部のサーボパラメータの変更／読出しは可能(サーボドライブによる)ですが， 

基本的なパラメータはサーボドライバ付属のパラメータ設定ツールを使用されることを推奨します． 
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 マニュアル構成 

本製品のマニュアルは以下の 3 種類となります． 

 

(1) HLS-ECMC01xx/RSI ，HLS-ECMC01xx/INtime Install Manual (インストールマニュアル) 

製品概要，本製品のインストール，環境構築について説明しています． 

なお，HLS-ECMC01xx/RSI とHLS-ECMC01xx/INtimeのインストールマニュアルは，同一のものとなります．一つのイ

ンストールマニュアルにまとめています．製品ごとに異なる内容については，それぞれの場合に分けて，記載しています． 

 

(2) HLS-ECMC01xx/RSI User’s Manual (ユーザーズマニュアル) (本マニュアル) 

API 関数の使用方法，リファレンスです．  

 

(3) HLS-ECMC01xx/RSI Sample software Manual (サンプルソフトウェアマニュアル) 

添付されるサンプルソフトウェアの解説書です． 

 

マニュアルの主な内容は下表となります．目的に応じて参照して下さい．表内の「○」，「―」について， 

「○：記載しています．」，「―：(主として)記載していません．」を意味します． 
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1 製品概要 ○ ― ― 
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 ソフトウェアの構成 

HLS –ECMC は，ソフトウェアによりモーション制御を可能とする API 関数群です．API 関数群をライブラリファイルとして提供

します．HLS-ECMC は INtime※1 を使用してプログラムの開発をすることが可能です．EtherCAT 通信には，RSI-ECAT-

Master※2を使用しています． 

図 2.1-1 は HLS-ECMC を使用した時のプログラム開発の構成例です．API 関数群を RSL ファイルとして提供します．図

2.1-1 の青色の部分が HLS-ECMC となります． 

HLS-ECMC の API 関数は，国際標準規格 IEC61131-3 に準拠しています．そのため，位置決め動作，原点復帰動作，

連続動作等のモーション制御は，国際標準規格 IEC61131-3 に準拠した制御を可能とします．また，EtheCAT 通信には

CiA402 ドライブプロファイルを用いています． 

ユーザが開発した EtherCAT 実行用ソフトウェア(RTA※3)に，HLS-ECMC の RSL※4を組み込むことで，ソフトウェアによるモ

ーション制御をすることができます．なお EtherCAT通信は，RSI-ECAT-Masterが行います．EtherCAT実行用ソフトウェア

上から HLS-ECMC の API 関数を呼び出します． 

ユーザインターフェース※5 を，Windows アプリケーションとして開発することで，HLS-ECMC の API 関数を操作することができ

ます．Windowsアプリケーションと INtimeアプリケーション間のデータの受け渡し方法の一つには，共有メモリ※5を介して行う方

法があります．  

※1.INtime：TenAsys 社製のリアルタイム OS です．PC ハードウェア上で、Windows と同時に動作する特長を持っていま

す。 

※2.RSI-ECAT-Master：マイクロネット社製の INtime 用 EtherCAT 通信マスタースタックです。EtherCAT 通信のパケット

を生成します。 

※3．RTA(RT Application)ファイル：INtime 上で使用される，Windows の exe ファイルと同様な概念のファイルです． 

※4．RSL(RT Shared Library)ファイル：INtime 上で使用される，Windows の dll ファイルと同様な概念のファイルです． 

※5．ユーザインターフェースと共有メモリは必須ではありません． 

 

 
図 2.1-1 ソフトウェア構成 
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○共有メモリ： ユーザインターフェースソフトウェアと EtherCAT実行用ソフトウェアの間で，モーション機能パックライブラリの API関

数の入出力パラメータを受け渡しします．EtherCAT実行用ソフトウェアで共有メモリの領域を確保します． 

○サーボドライバ： EtherCAT通信対応のサーボドライバです． 

○EtherCAT 通信： RSI-ECAT-Master で生成されたパケットは，EtherCAT 通信でサーボドライバに送信されます．CiA402 ド

ライブプロファイルを用いてサーボドライバを制御します．EtherCAT の通信ケーブルは Ethernet のカテゴリ 5（CAT5e 規格）対応

のケーブルを使用します． 

○EtherCAT 実行用ソフトウェア： お客様に作成いただく部分です．RSI-ECAT-Master の API 関数を使用して，EtherCAT 通

信を行います．また HLS-ECMC の API関数を使用して，サーボドライバの制御を行います． 

○モーション機能パックライブラリ： INtime のライブラリである RSL ファイルです．EtherCAT 実行用ソフトウェアから API 関数を呼び

出します． 

○ユーザインターフェースソフトウェア： お客様に作成いただく部分です．VB や VC#などで作成できます．Windows と INtime 間で

のデータの受け渡しの仕組みを作成することで，Windows のユーザインターフェースから，HLS-ECMC の API関数を制御すること

が可能です． 

 

本製品の API 関数は下記となります． 

 

No. 分類 ①/② 関数名 機能 

1 Administrative ② MC_CheckAxis() 軸の登録状態を確認します． 

2  ② MC_RegisterAxis() 軸を登録します． 

3  ② MC_DeleteAxis() 軸の登録を削除します． 

4  ② MC_ResetAxisSetting() 軸の動作パラメータを初期化します． 

5  ② MC_GetAxisSetting() 軸の動作パラメータを取得します． 

6  ② MC_SetAxisSetting() 軸の動作パラメータを設定します． 

7  ② MC_Power() サーボ ON，サーボ OFF を実行します． 

8  ② MC_Reset() 軸に発生している異常を解除します． 

9  ② MC_ReadAxisError() 軸のエラーを読込みます． 

10  ② MC_ReadAxisInfo() 軸の情報を読込みます． 

11  ② MC_ReadStatus() 状態遷移のステータスを読込みます． 

12  ② MC_ReadMotionState() モーションステータスを読込みます． 

13  ② MC_ReadActualPosition() 現在位置を読込みます． 

14  ② MC_ReadActualVelocity() 現在速度を読込みます． 

15  ② MC_ReadBuffer() Buffered待機中の関数の情報を読込みます． 

16  ② MC_DeleteBuffer() Buffered待機中の関数の情報を削除します． 

17  ② MC_SetPosition() 現在位置を変更します． 

18  ② MC_SetOverride() 
速度，加減速度，ジャークのオーバーライドファクタ

を設定します． 

19  ② MC_SDORead() SDO 通信を使用して，データを読込みます． 

20  ② MC_SDOWrite() SDO 通信を使用して，データを書込みます． 

21  ② MC_TouchProbe() 
ラッチトリガ信号が入力された時の軸の位置をラッ

チ(記録)します． 

22  ② MC_AbortTrigger() 
実行中の MC_TouchProbe 関数を中断させま

す． 

23  － MC_ReadVersion() 
モーション機能パックライブラリのバージョン，及び契

約軸数を取得します． 

24 Motion ①，② MC_Home() 原点復帰動作を実行します． 

25  ①，② MC_Stop() 減速停止動作を実行します． 

26  ①，② MC_MoveAbsolute() 絶対値位置決めを実行します． 

27  ①，② MC_MoveRelative() 相対値位置決めを実行します． 

28  ①，② MC_MoveAdditive() 
目標位置の設定値に，値を付加し，新しい目標

位置とする動作を実行します． 

29  ①，② MC_MoveVelocity() 連続送り動作を実行します． 

注意 1： スレーブのパラメータ全般の設定に関しましては，各スレーブメーカのツールを使用して設定して下さい． 

注意 2： ①：動作指令，②モーション関数：，－：モーション関数及び動作指令以外 

注意 3： Administrative は，軸の動作を管理する関数です． 

注意 4： Motion は軸を動作させる関数です． 
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 アプリケーション開発用ファイル 

HLS-ECMC の API 関数を使用してアプリケーションを開発する場合，開発に使用するファイルについて説明します．表 2.2-1

は，開発に使用するファイルです．  

表 2.2-1 の No.5 は，HLS-ECMC のアクティベーションの際に使用します．アクティベーションコードファイルは，弊社が作成し，

お客様に提供するファイルです．弊社が提供する認証番号取得ツールを使用して，お客様に認証番号ファイルを作成していた

だきます．認証番号ファイルをご送付頂き，認証番号ファイルを元に弊社が作成します．認証番号ファイルの作成方法は，イン

ストールマニュアルを参照して下さい． 

 

No. ファイル名 内容 

1 
hecrsi00.h API 関数ヘッダファイルです．EtherCAT 実行用ソフトウェアを開発する場合に

使用します． 

2 
hecrsi00.lib API関数リンク用 LIB ファイルです．EtherCAT実行用ソフトウェアを開発する

場合に使用します． 

3 
hecrsi00.rsl API 関数を動作させるための，RT 共有ライブラリです．EtherCAT 実行用ソ

フトウェアを動作させる場合に使用します． 

4 
rtkuid.rsl HLS-ECMC のアクティベーションの際に使用する RT 共有ライブラリです．アク

ティベーションに関して，HLS-ECMC と INtime との紐付けを行います． 

5 

アクティベーションコードファイル 

8 文字のファイル名+拡張子 txt 

例) aaaaaaaa.txt 

a： アクティベーションコードの先

頭 8 文字 

HLS-ECMC を実行可能な状態にするために必要なファイルです．HLS-

ECMC のアクティベーションコードを記載しています． 

表 2.2-1 アプリケーション開発用ファイル 

 

 エラーコード 

HLS-ECMC の API 関数を実行した場合，実行中にエラーが発生する可能性があります．エラーが発生した状態となる対象

は，主に実行中の API 関数，API 関数の実行対象である軸，EtnerCAT マスタです． 

API 関数，軸，EtnerCAT マスタにエラーが発生した場合，エラーコードを出力します．エラーコードの出力方法は下記の①，

②となります． 

① 戻り値を持つ関数の場合，関数の戻り値として出力します． 

② 戻り値を持たない関数の場合，エラーコードを格納する構造体のメンバに，エラーコードを格納します． 

表 2.3-1 は，エラーコードです．RSI-ECAT-Maste のステータスコードと対応しているエラーコードは，’0x00E’から始まる値で

す． 

表 2.3-2 は，エラーコードと，RSI-ECAT-Maste のステータスコードの対応関係です．RSI-ECAT-Master のステータスコード

の詳細は，RSI-ECAT-Master のヘルプを参照して下さい． 

 

No. 記号表記 値(16 進数表記) 異常内容と確認項目 

1 HMC_ER_NO_ERROR 0x000000 正常に終了しました． 

2 HMC_ER_ILL_SLV 0x0A0002 (予約)未定義のスレーブです． 

3 HMC_ER_ILL_AXIS 0x0A0003 未定義の軸です． 

4 HMC_ER_ILL_GR 0x0A0004 (予約)未定義のグループです． 

5 HMC_ER_SLB_CONDITION 0x0A0006 (予約)スレーブの読み込みが異常です． 

6 HMC_ER_AXIS_CONDITION 0x0A0007 軸の読み込みが異常です． 

7 HMC_ER_PRM_ERR 0x0A0008 パラメータが異常です． 

8 HMC_ER_ARY_ERR 0x0A0009 (予約)テーブルデータが異常です． 

9 HMC_ER_MAX_CONTROL_AXIS 0x0A000B 
軸の登録数が制御可能な最大軸数で

す．軸を登録することができません． 

10 HMC_ER_OTHER_ERROR 0x0A0010 (予約)例外的な異常です． 

(次ページにつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

10 

No. 記号表記 値(16 進数表記) 異常内容と確認項目 

11 HMC_ER_AXIS_REGISTERED 0x0A000C 軸は登録済みです． 

12 HMC_ER_INVALID_OPERATION_MODE 0x0A0101 

動作モードが異常です．HLS-ECMC

の通常の動作モードは csp です．ただ

し、原点復帰動作の場合、hm で動

作します． 

13 HMC_ER_INVALID_PLCOPEN_STATE 0x0A0102 

軸の状態が異常です．状態とは，

PLCopen で定義された状態のことで

す． 

14 HMC_ER_FOLLOWING 0x0A0103 位置偏差過大エラーです． 

15 HMC_ER_INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

16 HMC_ER_ALAM 0x0A0105 サーボアラームです． 

17 HMC_ER_ILA_NOT 0x0A0106 
-ELS(負方向の駆動禁止入力)を検

出しました． 

18 HMC_ER_ILA_POT 0x0A0107 
+ELS(正方向の駆動禁止入力)を検

出しました 

19 HMC_ER_AXIS_ERROR 0x0A0108 軸の設定が異常です． 

20 HMC_ER_INVALID_DIRECTION 0x0A0109 
動作の指定が不正です．範囲外の動

作方向です． 

21 HMC_ER_NS_SERVO 0x0A010A サポート外のスレーブです． 

22 HMC_ER_POWER_FAIL 0x0A0201 

サーボオンに失敗しました． 

(例．ソフトウェアで定めた時間内にサー

ボオンすることができませんでした．) 

23 HMC_ER_SET_OVERRIDE_FAIL 0x0A020C 

設定値をオーバーライドすることができま

せん．位置決め動作による減速開始

中もしくは，Aborting による加速中，

Aborting による減速中の場合，オーバ

ーライドすることができません． 

24 HMC_ER_RESET_FAIL 0x0A020F 
サーボアラームのリセットに失敗しまし

た． 

25 HMC_ER_HOMING_ERROR 0x0A0221 

MC_Home 関数を実行中に，エラー

が発生し，原点復帰動作に失敗しまし

た．スレーブ，または接続に問題がない

か確認して下さい．  

26 HMC_ER_HOMING_MODE 0x0A0222 
不正な MC_Home 関数の動作モー

ドです． 

27 HMC_ER_READ_SDO 0x0A0223 
MC_SDORead 関数実行中にエラー

が発生しました． 

28 HMC_ER_WRITE_SDO 0x0A0224 
MC_SDOWrite 関数実行中にエラー

が発生しました． 

29 HMC_ER_INVALID_BUFFER_MODE 0x0A0225 未定義のバッファモードです． 

30 HMC_ER_RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Master の API 関数の実

行におけるエラーです． 

31 HMC_ER_TCH_PRB_PRM 0x0A0301 
MC_TOUCH_PROBE_T 構造体メ

ンバにおけるパラメータ異常です． 

32 HMC_ER_TRG_PRM 0x0A0302 
MC_TRIGGER_REF_T 構造体メン

バにおけるパラメータ異常です． 

(次ページにつづく) 
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No. 記号表記 値(16 進数表記) 異常内容と確認項目 

33 HMC_ER_PRB_ID_DUP 0x0A0303 

MC_TouchProbe 関数または MC_

AbortTrigger 関数において実行中の

プローブ ID に対し，再度，実行命令が

発行されました(指定のプローブ IDは，

MC_TouchProbe 関数または MC_

AbortTrigger 関数で実行中です)． 

34 HMC_ER_FUNC_TOUCH_PRB 0x0A0304 

MC_TouchProbe 関数の実行に失

敗しました． 

スレーブから応答がありません．MC_A

XIS_REF_T 構造体メンバ AdrProb

eFunction，AdrProbeStatus の値(P

DO マッピングにおけるオフセットアドレ

ス)に問題がないか確認して下さい． 

35 HMC_ER_FUNC_ABORT_TRIG 0x0A0305 

MC_AbortTrigger 関数の実行に失

敗しました． 

スレーブから応答がありません．MC_A

XIS_REF_T 構造体メンバ AdrProb

eFunction，AdrProbeStatus の値(P

DO マッピングにおけるオフセットアドレ

ス)に問題がないか確認して下さい． 

36 HMC_ER_PRB_NOT_ACTIVE 0x0A0306 

下記のいずれかが発生している可能性

があります． 

1. 未実行中の MC_TouchProbe 関

数に対して中断命令が発行されま

した． 

2. 未定義のプローブに対して中断命

令が発行されました． 

37 HMC_ER_PRB_FUNC_PDO_PRM 0x0A0307 

MC_AXIS_REF_T 構造体メンバ

AdrProbeFunction の値が異常で

す．(AdrProbeFunction の値は，イン

デックス-サブインデックスが 0x60B8-0

の PDO マッピングのオフセットアドレスに

なります．) 

38 HMC_ER_ABORT_TRIG_RUNNING 0x0A0308 
指定のプローブ ID は，既に MC_Abor

tTrigger 関数を実行中です． 

39 RSI_ER_EHAPI_PARAM 0x00E001 パラメータに問題があります． 

40 RSI_ER_EHAPI_CHANNEL 0x00E002 

範囲外のチャンネルが指定されました．

最大チャンネル数をオーバーしている可

能性があります． 

41 RSI_ER_EHAPI_CATEGORY 0x00E003 範囲外のカテゴリが指定されました． 

42 RSI_ER_EHAPI_SIZE 0x00E004 

サイズが不正です．読み書きデータサイ

ズや文字列数が 0 またはオーバーして

いる可能性があります． 

43 RSI_ER_EHAPI_MAX_OPEN 0x00E005 
最大 API 対話数をオーバーした為，

API 処理が失敗しました． 

44 RSI_ER_EHAPI_MAX_QUE 0x00E006 
最大 API 要求数をオーバーした為，

API 処理が失敗しました． 

45 RSI_ER_EHAPI_REQ_ERROR 0x00E007 

API 要求に失敗しました． 

EcatHandler が終了している可能性

があります． 

46 RSI_ER_EHAPI_NOT_FOUND 0x00E008 

EcatHandler が見つかりませんでした．

EcatHandler が起動していない可能

性があります． 

(次ページにつづく) 
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No. 記号表記 値(16 進数表記) 異常内容と確認項目 

47 RSI_ER_EHAPI_IS_DEAD 0x00E009 EcatHandler は終了しています． 

48 RSI_ER_EHAPI_STATE_I 0x00E00A 
マスタステートが Init になっています．Init で

は実行できません． 

49 RSI_ER_EHAPI_STATE_P 0x00E00B 

マスタステートが Pre-Operational になって

います．Pre-Operational では実行できま

せん． 

50 RSI_ER_EHAPI_STATE_S 0x00E00C 

マスタステートが Safe-Operational になっ

ています．Safe-Operational では実行で

きません． 

51 RSI_ER_EHAPI_STATE_O 0x00E00D 
マスタステートが Operational である必要

があります． 

52 RSI_ER_EHAPI_NOITEM 0x00E00E 
指定チャンネルのスレーブに設定項目はあ

りません． 

53 RSI_ER_EHAPI_TIMEOUT 0x00E00F 

API 要求タイムアウトになりました． 

EcatHandler が終了している可能性があ

ります． 

54 RSI_ER_EHAPI_STATE_UNKNOWN 0x00E010 マスタステートの取得に失敗しました． 

55 RSI_ER_ EHAPI_SLAVE_IS_ZERO 0x00E011 
ENI に定義されたスレーブ数が 0 になって

います．0 では実行できません． 

56 RSI_ER_EHAPI_WORKING 0x00E020 API 動作中の為，再コール出来ません． 

57 RSI_ER_EHAPI_OPEN 0x00E021 オープンに失敗しました． 

58 RSI_ER_EHAPI_CLOSE 0x00E022 クローズに失敗しました． 

59 RSI_ER_EHAPI_TXBUFF 0x00E023 送信バッファがいっぱいです． 

60 RSI_ER_EHAPI_TXDATA 0x00E024 
送信データは存在しないか，既に送信済み

を通知済みです． 

61 RSI_ER_EHAPI_RECV 0x00E025 受信に失敗しました． 

62 RSI_ER_EHAPI_SEND 0x00E026 送信に失敗しました． 

63 RSI_ER_EHAPI_OPENED 0x00E027 
指定のチャンネルまたはハンドルはオープン

済みです． 

64 RSI_ER_EHAPI_CLOSED 0x00E028 
指定のチャンネルまたはハンドルはクローズさ

れています． 

65 RSI_ER_EHAPI_CMDERR 0x00E029 
Slave へ発行したコマンドに問題がありま

す． 

66 RSI_ER_EHAPI_SYSERR 0x00E030 
Slave からエラーが発生しました．バージョン

が違う可能性があります． 

67 RSI_ER_EHAPI_OBJECT 0x00E033 

INtime オブジェクトの生成に失敗しました．

API コール元プロセスのリソースが不足して

いる可能性があります． 

68 RSI_ER_EHAPI_READONLY 0x00E034 対象の項目は読み取り専用です． 

69 RSI_ER_EHAPI_ALIAS_CONFLICT 0x00E035 

エイリアスが競合しています．スレーブに搭

載しているロータリスイッチやディップスイッチ

の数値が重複している可能性があります． 

70 RSI_ER_EHAPI_SLAVE_COUNT 0x00E036 スレーブの総数取得に失敗しました． 

71 RSI_ER_EHAPI_READ_EEPROM 0x00E037 

スレーブの EEPROM を読み取る事が出

来ません．接続状態や電源状態を確認し

て下さい． 

(次ページにつづく) 
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No. 記号表記 値(16 進数表記) 異常内容と確認項目 

72 RSI_ER_EHAPI_WRITE_EEPROM 0x00E038 
スレーブの EEPROMへ書き込む事が出来ません．

接続状態や電源状態を確認して下さい． 

73 RSI_ER_EHAPI_READ_REGISTER 0x00E039 
スレーブのレジスタメモリを読み取る事が出来ません．

接続状態や電源状態を確認して下さい． 

74 RSI_ER_EHAPI_WRITE_REGISTER 0x00E040 
スレーブのレジスタメモリへ書き込む事が出来ません．

接続状態や電源状態を確認して下さい． 

75 RSI_ER_EHAPI_CATALOG 0x00E041 カタログに失敗しました． 

76 RSI_ER_EHAPI_OFFLINE 0x00E042 
スレーブはオフラインです．スレーブへの接続や電源

状態を確認して下さい． 

77 RSI_ER_EHAPI_NIC_DRIVER 0x00E043 

指定のネットワークドライバは適合しません．

Ecatmkpa.ini の HPE2Ifs に指定しているネットワ

ークドライバを確認して下さい． 

78 RSI_ER_EHAPI_ENIFILE 0x00E044 
ENI ファイルをロード出来ません． 

ENI ファイルの存在を確認して下さい． 

79 RSI_ER_ EHAPI_CONFLICT 0x00E045 
複数のスレッドから同時に呼び出すことは出来ませ

ん． 

80 RSI_ER_ EHAPI_EXIST 0x00E046 
指定のスレーブは，オブジェクトディクショナリを持って

いません． 

81 RSI_ER_ EHAPI_INDEX 0x00E047 
オブジェクトディクショナリから指定のインデックスが見つ

かりません． 

82 RSI_ER_ EHAPI_SUBINDEX 0x00E048 
オブジェクトディクショナリから指定のサブインデックスが

見つかりません． 

83 RSI_ER_ EHAPI_LENGTH 0x00E049 
対象の項目にアクセスする変数サイズに問題がありま

す． 

84 RSI_ER_ EHAPI_LIMIT 0x00E04A 指定された値は許容範囲外です． 

85 RSI_ER_ EHAPI_WRITEONLY 0x00E04B 対象の項目は書き込み専用です． 

86 RSI_ER_ EHAPI_NO_RESPONSE 0x00E04C 指定のスレーブから応答がありません． 

87 RSI_ER_EHAPI_FIND_SLAVE 0x00E106 スレーブの検出に失敗しました． 

88 RSI_ER_EHAPI_NOT_READY 0x00E107 イベントは準備中の為，参照できません． 

89 RSI_ER_EHAPI_REG_EVENT 0x00E108 イベントの登録に失敗しました． 

90 RSI_ER_EHAPI_WAIT_EVENT 0x00E109 イベント待機に失敗しました． 

91 RSI_ER_EHAPI_CREATE_EVENT 0x00E10A イベント作成に失敗しました． 

92 RSI_ER_EHAPI_INVALID_EVENT 0x00E10B イベントは無効です． 

93 RSI_ER_EHAPI_RT_MEM 0x00EF11 INtime メモリが不足しています． 

94 RSI_ER_EHAPI_RT_VMEM 0x00EF1B 
API コール元プロセスの仮想セグメントサイズが不足

しています． 

95 
RSI_ER_ 
EHAPI_INVALID_LOCATION 

0x00EF20 指定された INtime ノード名は存在しません． 

96 RSI_ER_ EHAPI_STOPNODE 0x00EF21 
指定された INtime ノードの INtime カーネルは停止

しています． 

97 RSI_ER_EHAPI_MEMORY 0x00E810 内部メモリ確保に失敗しました． 

98 RSI_ER_EHAPI_LICENSE 0x00E850 ライセンスが適用されていません． 

表 2.3-1 軸のエラーコード一覧 
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No. エラーコード 
RSI-ECAT-Master ステータスコード 

値 定義 内容 

1 0x000000 0x0000 ER_EHAPI_OK 正常に終了しました． 

2 0x00E001 0x0001 ER_EHAPI_PARAM パラメータに問題があります． 

3 0x00E002 0x0002 ER_EHAPI_CHANNEL 

範囲外のチャンネルが指定されました． 

最大チャンネル数をオーバーしている可能性

があります． 

4 0x00E003 0x0003 ER_EHAPI_CATEGORY 範囲外のカテゴリが指定されました． 

5 0x00E004 0x0004 ER_EHAPI_SIZE 

サイズが不正です． 

読み書きデータサイズや文字列数が 0 または

オーバーしている可能性があります． 

6 0x00E005 0x0005 ER_EHAPI_MAX_OPEN 
最大 API 対話数をオーバーした為、API 処理

が失敗しました． 

7 0x00E006 0x0006 ER_EHAPI_MAX_QUE 
最大 API 要求数をオーバーした為，API 処理

が失敗しました． 

8 0x00E007 0x0007 ER_EHAPI_REQ_ERROR 

API 要求に失敗しました． 

EcatHandler が終了している可能性がありま

す． 

9 0x00E008 0x0008 ER_EHAPI_NOT_FOUND 

EcatHandler が見つかりませんでした．

EcatHandler が起動していない可能性があり

ます． 

10 0x00E009 0x0009 ER_EHAPI_IS_DEAD EcatHandler は終了しています． 

11 0x00E00A 0x000A ER_EHAPI_STATE_I 
マスタステートが Init になっています．Init では

実行できません． 

12 0x00E00B 0x000B ER_EHAPI_STATE_P 
マスタステートが Pre-Operational になってい

ます．Pre-Operational では実行できません． 

13 0x00E00C 0x000C ER_EHAPI_STATE_S 

マスタステートが Safe-Operational になって

います．Safe-Operational では実行できませ

ん． 

14 0x00E00D 0x000D ER_EHAPI_STATE_O 
マスタステートが Operational である必要があ

ります． 

15 0x00E00E 0x000E ER_EHAPI_NOITEM 
指定チャンネルのスレーブに設定項目はあり

ません． 

16 0x00E00F 0x000F ER_EHAPI_TIMEOUT 

API 要求タイムアウトになりました． 

EcatHandler が終了している可能性がありま

す． 

17 0x00E010 0x0010 
ER_EHAPI_STATE_UNKNO
WN 

マスタステートの取得に失敗しました． 

18 0x00E011 0x0011 
ER_EHAPI_SLAVE_IS_ZER
O 

ENI に定義されたスレーブ数が 0 になってい

ます．0 では実行できません． 

19 0x00E020 0x0020 ER_EHAPI_WORKING API 動作中の為，再コール出来ません． 

20 0x00E021 0x0021 ER_EHAPI_OPEN オープンに失敗しました． 

21 0x00E022 0x0022 ER_EHAPI_CLOSE クローズに失敗しました． 

22 0x00E023 0x0023 ER_EHAPI_TXBUFF 送信バッファがいっぱいです． 

23 0x00E024 0x0024 ER_EHAPI_TXDATA 
送信データは存在しないか，既に送信済みを

通知済みです． 

24 0x00E025 0x0025 ER_EHAPI_RECV 受信に失敗しました． 

25 0x00E026 0x0026 ER_EHAPI_SEND 送信に失敗しました． 

26 0x00E027 0x0027 ER_EHAPI_OPENED 
指定のチャンネルまたはハンドルはオープン

済みです． 

(次ページにつづく) 
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No. エラーコード 
RSI-ECAT-Master ステータスコード 

値 定義 内容 

27 0x00E028 0x0028 ER_EHAPI_CLOSED 
指定のチャンネルまたはハンドルはクローズさ

れています． 

28 0x00E029 0x0029 ER_EHAPI_CMDERR Slave へ発行したコマンドに問題があります． 

29 0x00E030 0x0030 ER_EHAPI_SYSERR 
Slave からエラーが発生しました．バージョン

が違う可能性があります． 

30 0x00E033 0x0033 ER_EHAPI_OBJECT 

INtime オブジェクトの生成に失敗しました．

API コール元プロセスのリソースが不足してい

る可能性があります． 

31 0x00E034 0x0034 ER_EHAPI_READONLY 対象の項目は読み取り専用です． 

32 0x00E035 0x0035 
ER_EHAPI_ALIAS_CONFLIC
T 

エイリアスが競合しています．スレーブに搭載

しているロータリスイッチやディップスイッチの

数値が重複している可能性があります． 

33 0x00E036 0x0036 ER_EHAPI_SLAVE_COUNT スレーブの総数取得に失敗しました． 

34 0x00E037 0x0037 ER_EHAPI_READ_EEPROM 

スレーブの EEPROMを読み取る事が出来ま

せん．接続状態や電源状態を確認して下さ

い． 

35 0x00E038 0x0038 
ER_EHAPI_WRITE_EEPRO
M 

スレーブの EEPROMへ書き込む事が出来ま

せん．接続状態や電源状態を確認して下さ

い． 

36 0x00E039 0x0039 
ER_EHAPI_READ_REGISTE
R 

スレーブのレジスタメモリを読み取る事が出来

ません．接続状態や電源状態を確認して下さ

い． 

37 0x00E040 0x0040 
ER_EHAPI_WRITE_REGIST
ER 

スレーブのレジスタメモリへ書き込む事が出来

ません．接続状態や電源状態を確認して下さ

い． 

38 0x00E041 0x0041 ER_EHAPI_CATALOG カタログに失敗しました． 

39 0x00E042 0x0042 ER_EHAPI_OFFLINE 
スレーブはオフラインです．スレーブへの接続

や電源状態を確認して下さい． 

40 0x00E043 0x0043 ER_EHAPI_NIC_DRIVER 

指定のネットワークドライバは適合しません．

Ecatmkpa.ini の HPE2Ifs に指定しているネ

ットワークドライバを確認して下さい． 

41 0x00E044 0x0044 ER_EHAPI_ENIFILE 
ENI ファイルをロード出来ません． 

ENI ファイルの存在を確認して下さい． 

42 0x00E045 0x0045 ER_EHAPI_CONFLICT 
複数のスレッドから同時に呼び出すことは出

来ません． 

43 0x00E046 0x0046 ER_EHAPI_EXIST 
指定のスレーブは，オブジェクトディクショナリ

を持っていません． 

44 0x00E047 0x0047 ER_EHAPI_INDEX 
オブジェクトディクショナリから指定のインデッ

クスが見つかりません． 

45 0x00E048 0x0048 ER_EHAPI_SUBINDEX 
オブジェクトディクショナリから指定のサブイン

デックスが見つかりません． 

46 0x00E049 0x0049 ER_EHAPI_LENGTH 
対象の項目にアクセスする変数サイズに問題

があります． 

47 0x00E04A 0x004A ER_EHAPI_LIMIT 指定された値は許容範囲外です． 

48 0x00E04B 0x004B ER_EHAPI_WRITEONLY 対象の項目は書き込み専用です． 

49 0x00E04C 0x004C ER_EHAPI_NO_RESPONSE 指定のスレーブから応答がありません． 

50 0x00E106 0x1006 ER_EHAPI_FIND_SLAVE スレーブの検出に失敗しました． 

51 0x00E107 0x1007 ER_EHAPI_NOT_READY イベントは準備中の為，参照できません． 

52 0x00E108 0x1008 ER_EHAPI_REG_EVENT イベントの登録に失敗しました． 

(次ページにつづく) 
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No. エラーコード 
RSI-ECAT-Master ステータスコード 

値 定義 内容 

53 0x00E109 0x1009 ER_EHAPI_WAIT_EVENT イベント待機に失敗しました． 

54 0x00E10A 0x100a ER_EHAPI_CREATE_EVENT イベント作成に失敗しました． 

55 0x00E10B 0x100b ER_EHAPI_INVALID_EVENT イベントは無効です． 

56 0x00EF11 0xf011 ER_EHAPI_RT_MEM INtime メモリが不足しています． 

57 0x00EF1B 0xf01b ER_EHAPI_RT_VMEM 
API コール元プロセスの仮想セグメントサイズ

が不足しています． 

58 0x00EF20 0xf020 
ER_EHAPI_INVALID_LOCAT
ION 

指定された INtime ノード名は存在しません． 

59 0x00EF21 0xf021 ER_EHAPI_STOPNODE 
指定された INtime ノードの INtime カーネル

は停止しています． 

60 0x00E810 0x8100 ER_EHAPI_MEMORY 内部メモリ確保に失敗しました． 

61 0x00E850 0x8500 ER_EHAPI_LICENSE ライセンスが適用されていません． 

表 2.3-2 エラーコードと RSI-ECAT-Master のステータスコードの対応 

 

 アプリケーション開発と動作 

本節の説明の前提として，INtime，Visual Studio，RSI-ECAT-Master のインストールが完了しているものとします． 

HLS-ECMC を使用したアプリケーション開発(EthreCAT 実行用ソフトウェア)の方法を説明します．また開発したアプリケーションか

ら，HLS-ECMC を動作させる方法を説明します．  

HLS-ECMC を使用する準備として，本製品の添付ファイルを所定の位置に配置して下さい．表 2.4-1 はファイルの配置場所です． 

 

No. ファイル名 配置場所 

1 hecrsi00.rsl 

下記の場所のどれかに配置して下さい． 

・ (INtime インストールディレクトリパス)¥rt¥lib ディレクトリ 

・ (INtime インストールディレクトリパス)¥bin ディレクトリ 

・ RTA ファイルと同一フォルダ 

2 アクティベーションコード (INtime インストールディレクトリパス) 

3 rtkuid.rsl (INtime インストールディレクトリパス)¥bin ディレクトリ 

表 2.4-1 ファイルを配置するディレクトリ 

 

 HLS-ECMC を使用したアプリケーション開発 

(1) ファイルの配置 

開発プロジェクトが Debug の場合，hecrsi00.h，hecrsi00.lib を出力ディレクトリ(Debug フォルダ)に配置して下さい． 

開発プロジェクトが Release の場合，hecrsi00.h，hecrsi00.lib を出力ディレクトリ(Release フォルダ)に配置して下さい． 

(2) ファイルの追加 

hecrsi00.h をプロジェクトに追加して下さい．またソースコード(C/C++ファイル)上において， hecrsi00.h をインクルードして下

さい．(ソースコード例：#include “hecrsi00.h”) 

(3) リンカの設定 

プロジェクトのプロパティページから，「構成プロパティ」，「リンカ」，「全般」を順に選択し，「全般」項目の「追加のライブラリディレ

クトリ」に，hecrsi00.lib を配置したディレクトリを追加して下さい． 

(追加例：出力ディレクトリを Debug フォルダとし，hecrsi00.lib を Debug フォルダに配置した場合，「追加のライブラリディレク

トリ」に，Debug を追加して下さい．)  

(4) 追加の依存ファイルの設定 

プロジェクトのプロパティページから，「構成プロパティ」，「リンカ」，「入力」を順に選択し，「入力」項目の「追加の依存ファイル」

に，hecrsi00.lib を追加して下さい． 
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 HLS-ECMC を使用したアプリケーションの動作 

(1) ファイルの配置 

hecrsi00.rsl を，表 2.4-1 のディレクトリに配置して下さい．  

開発したアプリケーションの拡張子は，rta となります．Rta ファイルを実行することで，HLS-ECMCを使用することが可能です．

HLS-ECMC の API 関数は，表 2.4.1 の No.1 で配置した hecrsi00.rsl から呼び出されます． 

 

 使用する軸の準備 

本節では，使用する軸の準備として，下記を説明します．(1)～(3)は RSI-ECAT-Master の API 関数を使用します．詳細

は RSI-ECAT-Master のヘルプ，Sample software Manual を参照して下さい．(4)，(5)は HLS-ECMC の API 関数を使

用します． 

 

(1) EcatHandler の動作状態を確認します． 

(2) EtherCAT通信を開始し，API 対話を開設します． 

(3) スレーブの詳細情報を取得します． 

(4) 軸の登録を行います． 

(5) 軸の初期設定を行います． 

 

(1) EcatHandler の動作状態を確認します． 

RSI-ECAT-Master の API 関数である EhGetEhNodeStatus()を使用します． 

 

(2) EtherCAT通信を開始し，API 対話を開設します． 

RSI-ECAT-Master の API 関数である EhOpen()を使用します．EcatHandler が動作している INtime ノード名称を設

定して下さい． 

 

(3) スレーブの詳細情報を取得します． 

RSI-ECAT-Master の API 関数である EhFindSlave()を使用します． EhFindSlave()を使用する場合，

SLAVE_DETAIL 構造体を使用します．SLAVE_DETAIL 構造体は，HLS-ECMC の構造体の MC_AXIS_REF_T

の構造体に存在しています．EhFindSlave()で使用する SLAVE_DETAIL 構造体は，MC_AXIS_REF_T の構造体に

含まれている SLAVE_DETAIL 構造体を使用して下さい． 

EhFindSlave()を使用する場合，VendorID, ProductCode, Instance の設定が必要となります．表 2.4.3-1 は，

VendorID, ProductCode, Instance と，SLAVE_DETAIL 構造体メンバの対応関係です． 

Instance は VendorID ，ProductCode の値が同じスレーブの検出番号です．VendorID, ProductCode の値が同じス

レーブの内，初めに検出されるスレーブを対象とする場合，Instance の設定値は 0 となります．VendorID, ProductCode

の値が同じスレーブの内，2 番目に検出されるスレーブを対象とする場合，Instance の設定値は 1 となります． 

VendorID, ProductCode の値が同じスレーブが 2 スレーブ以上存在する場合，VendorID, ProductCode の値が同じス

レーブの Instance は，各スレーブ固有の値として設定して下さい．VendorID, ProductCode の値が同じスレーブの

Instance が重複していた場合，動作を保証することができません． (エラー例：スレーブ 1 とスレーブ 2 の VendorID を

0xααα，ProductCode を 0xzzz として設定します．またスレーブ 1 の Instance を 0 として設定し，スレーブ 2 の

Instanceを 0 として設定します．スレーブ１とスレーブ２の Instanceが重複しているため，動作を保証することができません． 

変更例：重複を回避するため，スレーブ 1 の Instance を 0 として設定し，スレーブ 2 の Instance を 1 として設定して下さ

い．または，スレーブ 1 の Instance を 1 として設定し，スレーブ 2 の Instance を 0 として設定して下さい．) 

 

No. 項目 SLAVE_DETAIL 構造体メンバ MC_AXIS-REF_T 構造体に含まれている，

SLAVE_DETAIL 構造体メンバ 

変数名 データ型 変数名 データ型 

1 VendorID dwVendorID DWORD dwVendorID DWORD 

2 ProductCode dwProductCode DWORD dwProductCode DWORD 

3 Instance dwInstance DWORD dwInstance DWORD 

表 2.4.3-1 SLAVE_DETAIL 構造体メンバの対応関係 
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(4) 軸の登録 

EtherCAT通信によるサイクリック周期ごとのデータの読込み，書込みを実行する前に，設定して下さい． 

軸の登録は，HLS-ECMC のモーション機能を有効にするために行います．軸の登録を行っていない軸は，HLS-ECMC の

モーション機能を実行することが出来ません． 

軸の登録は，MC_RegisterAxis 関数を使用します．登録状況の確認は，MC_CheckAxis 関数を使用します．

登録を削除する場合は，MC_DeleteAxis 関数を使用します． 

MC_RegisterAxis 関数を使用して軸の登録を行います．軸の登録を行った後，軸の登録を行った軸に対し

て，MC_CheckAxis 関数を行って下さい．戻り値が 0 の時，軸の登録は正常となります． 

 

注意 1. 登録することができる最大軸数は，契約軸数となります． 

注意 2. MC_RegisterAxis 関数は，サーボ OFF の時，可能です． 

注意 3. MC_DeleteAxis 関数は，サーボ OFF の時，可能です． 

 

(5) 軸の初期設定 

軸の設定は，MC_SetAxisSetting 関数を使用します．MC_SetAxisSetting 関数の引数である構造体メンバに値を設

定し，MC_SetAxisSetting関数を実行して下さい．MC_SetAxisSetting関数を使用しない場合，構造体メンバの初期

値を使用します． 

軸の設定の取得は，MC_GetAxisSetting 関数を使用します．設定値を確認する場合，MC_GetAxisSetting 関数を

使用して下さい． 

軸の設定値を初期化する場合，MC_ResetAxisSetting 関数を使用します．  

 

位置決め完了モードを方法 2 に設定した場合，HLS-ECMC では表 2.4.3-2 のサーボドライバをサポートしています．位置決

め完了の確認は，表 2.4.3-1 のインデックスの bit を確認しています． 

 

No. サーボドライバ メーカ 位置決め完了幅の設定 位置決め完了の時期 

1 G5 

シリーズ 

OMRON インデックス 3442h(位置決め

完了幅 2)に値を設定します． 

設定した移動量をサーボドライバに送信後，

インデックス 4000h(ステータスワード 1)の

bit8(位置決め完了 2)の値が 1 となったとき，

位置決め完了とします． 

2 SANMOTION R  
ADVANCED 
MODEL 

TYPE S シリーズ 

SANYO インデックス 6067h(位置決め

完了範囲)に値を設定します． 

設定した移動量をサーボドライバに送信後，

インデックス 6041h(ステータスワード )の

bit10(位置決め完了)の値が 1 となったとき，

位置決め完了とします． 

表 2.4.3-2 HLS-ECMC でサポートしているサーボドライバ 

 

注意 1. ソフトバージョン 1.300 以降において，MC_AXIS_MOVE_T 構造体メンバの中で，設定可能な変数は下記となり

ます．それ以外は予約となります． 

・ dwInposWidth(位置決め完了幅の設定) 

・ dwInposMode(位置決め完了モードの設定) 

・ fFLvelocity(FL 速度の設定) 

注意2. MC_SetAxisSetting関数を使用して設定可能な位置決め完了幅は，ソフトウェアが内部で保持する値です．また，

MC_GetAxisSetting 関数を使用して取得可能な位置決め完了幅は，ソフトウェアが内部で保持する値です．

MC_SetAxisSetting 関数から，表 2.4.3-2 におけるオブジェクトへ書き込むことはできません．表 2.4.3-2のオブジェク

トに位置決め完了幅を書き込む・読み込む場合，下記のツール，または関数を使用して下さい． 

・ サーボドライバメーカが提供するパラメータ設定ツールを使用して読み込み，書き込み． 

・ MC_SDORead 関数を使用し，読み込みます．MC_SDOWrite 関数を使用し，書き込みます． 

 

 プログラム例 

詳細は Sample software Manual を参照して下さい．  
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 動作における HLS-ECMC の特徴 

HLS-ECMC の特徴は，下記となります．  

(1) 国際規格 IEC61131-3 に定義された軸の状態遷移方法，動作方法による制御を行っています． 

(2) Function Block Diagram で実行することができる制御を，API 関数として実行することができるようにしています． 

(3) 関数名，関数の構造，関数の構造体のメンバ名等で，国際規格 IEC61131-3 に基づいた用語を使用しています． 

ここで，モーション関数と動作指令を下記の定義とします． 

モーション関数 ： MC_Power関数，MC_MoveRelative関数等の，国際規格 IEC61131-3に基づいて動作する関数で

す． 

動作指令    ： モータ動作に関係する関数です．MC_MoveAbsolute関数，MC_MoveRelative関数，MC_Home関

数，MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocitiy 関数，MC_Stop 関数です．  

 状態遷移 

 動作の状態 

HLS-ECMC の API 関数で動作する軸は，1 つの動作状態を持っています．動作に関係する API 関数が実行されると，軸

は対応する状態へ遷移します． 

図 2.6.1-1 は軸の状態遷移図です．実線の矢印は，状態の遷移が可能な方向を示します．破線の矢印は，実行中の API

関数が完了，もしくはエラーが発生した時に，状態の遷移が可能な方向を示します．モーション関数を実行中，軸は関数に対

応した状態になっています． 

図 2.6.1-1 の用語の説明を下記に記載します． 

 

Disabled： 

軸の初期状態です．軸の電源がオフであり，エラーは発生していない状態です．Disabled から Standstill への状態遷移は，

MC_POWER_T構造体のメンバ bEnable を 1 に設定し，MC_Power 関数を実行して下さい． 

Errorstop： 

軸にエラーが発生している状態です．軸の状態が ErrorStop の場合，軸の電源をオンすることができません．軸の状態が

ErrorStop の場合，MC_Reset 関数を実行して下さい． 

Standstill： 

軸の電源がオンし，エラーの発生がない状態です．Standstill では，MC_Power 関数以外に，モーション関数は実行され

ていません． 

Stopping： 

軸に MC_Stop 関数が実行された時，軸の状態は Stopping になります． 

Homing： 

軸に MC_Home 関数が実行された時，軸の状態は Homing になります． 

DiscreteMotion： 

軸にMC_MoveAbsolute関数，MC_MoveRelativMC_e関数，MC_MoveAdditive関数が実行された時，軸の状態

は DiscreteMotion になります． 

ContinuousMotion： 

軸に MC_MoveVelocity 関数が実行された時，軸の状態は ContinuousMotion になります． 

(予約)Synchronized Motion： 

Done： 

軸に実行されているモーション関数が完了したことを示します． 
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図 2.6.1-1 の矢印の説明を下記に記載します． 

Note1：エラーが発生した場合に，Errorstop に遷移します．軸の状態が Errorstop 以外の状態の場合，遷移する可能性が

あります． 

Note2：MC_Power関数で指定するMC_POWER_T構造体のメンバ bEnable を 0 に設定し，かつエラーが発生していな

い場合，Disabled に遷移します．軸の状態が Errorstop 以外の場合に，遷移する可能性があります． 

Note3：MC_Reset 関数を実行し，かつ MC_Power 関数で指定する MC_POWER_T 構造体のメンバ bEnable を 0 に

設定すると，Disabled に遷移します． 

Note4：MC_Reset 関数を実行し，かつ MC_Power 関数で指定する MC_POWER_T 構造体のメンバ bEnable を 1 に

設定すると，Standstill に遷移します． 

Note5：MC_Power 関数で指定する MC_POWER_T 構造体のメンバ bEnable を 1 に設定すると，Standstill に遷移し

ます． 

Note6：MC_Stop 関数の出力情報を格納する MC_STOP_T 構造体のメンバ bDone が 1 になると，Standstill に遷移し

ます． 

 
図 2.6.1-1 軸の状態遷移図 

 

 軸の状態に関する特記事項 

1. MC_Reset 関数を実行後，軸の状態が ErrorStop の場合，MC_Reset 関数で正常に戻すことができないエラーが発生

している可能性が考えられます．下記の方法を試して下さい． 

1-1 スレーブの前面パネル等でエラーメッセージを確認することができる場合，エラー内容を確認して下さい．各メーカのマニ

ュアルを参考にしてエラーを取り除く方法を検討して下さい． 

1-2 スレーブの軸の電源をオフし，再度電源をオンすることで，エラーを取り除いて下さい．スレーブの軸を初期状態から再

設定して下さい． 
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2. 図 2.6.1-1 の Continuous Motion，Discrete Motion，Homing，Stopping,(予約)Synchronized Motion に含まれる

関数は動作指令と呼びます．現在対応している動作指令は下記となります． 

 MC_Home 関数 

 MC_MoveAbsolute 関数 

 MC_MoveRelative 関数 

 MC_MoveAdditive 関数 

 MC_MoveVelocitiy 関数 

 MC_Stop 関数 

3. MC_SDORead 関数，MC_SDOWrite 関数は，Standstill，または Disabled で実行して下さい．Standstill または

Disabled 以外での実行は，禁止しています． 

4. MC_Home 関数は，MC_Stop 関数により動作を中断させることができます．MC_Home 関数を実行中に，MC_Stop

関数が実行された場合，軸の停止方法は下記となります． 

・原点復帰動作モードを使用して原点復帰動作を行う場合(bEncoder の値が 0 の時)，インデックス 605Dh（ホールドオ

プションコード）の設定値を使用して，停止します． 

・絶対位置を使用して原点復帰動作を行う場合(bEncoder の値が 1 の時)，MC_Stop 関数を使用して，停止します． 

 

 Execute 型の関数と Enable 型の関数 

モーション関数の実行型は，Execute 型と Enable 型の２種類あります． 

 

 Execute 型の関数 

Execute 型の関数は，MC_Home 関数等のように，構造体のメンバに bExecute が含まれる関数です．Execute 型は、

bExecute を FALSE から TRUE にした時（立ち上がりエッジ）に，実行されます．再度関数を実行する場合は bExecute を

FALSE にして関数を実行した後，1 サイクル以上経過したサイクルで bExecute を TRUE にします． 

 

 Enable 型の関数 

Enable 型の関数は，MC_Power 関数等のように，構造体のメンバに bEnable が含まれる関数です．bEnable が TRUE

となっている間，実行されます．  
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 モーション関数のステータス 

モーション関数は，実行状況に応じてステータスが変化します．表 2.8-1 はモーション関数の基本的なステータスです． 

Execute 型の関数の引数となる構造体のメンバの内，ステータスに関わるメンバは，bBusy，bDone，bInVelocity，bActive，

bCommandAborted，bError です． 

Enable 型の関数の引数となる構造体のメンバの内，ステータスに関わるメンバは，bBusy，bValid，bError，bEnabled で

す． 

 

No. 
PLCOpen における 

ステータス名 
変数名 データ型 説明 

1 Done bDone BOOL 関数の実行が完了しました． 

2 InVelocity bInVelocity BOOL 

目標速度(設定した速度)に到達しました．

MC_MoveVelocity 関数の場合に使用し

ます． 

3 Busy bBusy BOOL 関数を実行中です． 

4 Active bActive BOOL 
関数を実行中です．Buffered に対応した関

数の場合に使用します． 

5 Valid bValid BOOL 
関数を実行中です．情報の読込み，書込み

可能な状態です． 

6 Enabled bEnabled BOOL 

関数を実行中です．情報の読込み，書込み

可能な状態です．MC_SetOverride 関数

の引数の構造体メンバに含まれます． 

7 CommandAborted bCommandAborted BOOL 実行中の関数が中断されました． 

8 Error bError BOOL 実行中の関数にエラーが発生しました． 

表 2.8-1 モーション関数の基本的なステータス 

 

 モーション関数実行とステータス変化の規則 

モーション関数の引数の構造体に含まれる変数の内，モーション関数実行に関わる変数(bExecute，bEnable)，ステータス

に関わる変数(bDone，bInVelocity，bBudy，bActive，bCommandAborted，bError)の動作の規則について記載します．

なお，bEnabled は，bValid と同様な変化の規則となります． 

 

 設定値の更新 

Execute 型の場合(bExecute の立ち上がりエッジで実行する関数の場合)； 

動作指令の設定値(移動量，速度，加速度，減速度，ジャーク等)は，bExecute の立ち上がりエッジ(FALSE → TRUE)

により設定されます．動作指令は，bExecute の値が立ち上がりエッジとなったサイクルの設定値により，動作を開始します． 

 

Enable 型の場合(bEnable を TRUE にすることで実行する関数の場合)； 

bEnable が TRUE のサイクルごとに，更新されます． 

 

 ステータスについて 

Execute 型の場合(bExecute の立ち上がりエッジで実行する関数の場合)； 

bBusy，bDone，bError，bCommandAborted は，互いに排他的な関係となっています．2 つ以上の変数が，同時に

TRUE になりません(例：bBusy が TRUE の場合，bDone，bError，bCommandAborted は FALSE となります)． 

bExecute が TRUE の場合，bBusy，bDone，bError，bCommandAborted のいずれかは TRUE となります．ただし，

bActive と bBusy は，同時に TRUE となることがあります． 

bActive，bDone，bError，bCommandAborted は，互いに排他的な関係となっています．2 つ以上の変数が，同時に

TRUE にはなりません(例：bActive が TRUE の場合，bDone，bError，bCommandAborted は FALSE となります)． 
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Enable 型の場合(bEnable を TRUE にすることで実行する関数の場合)； 

bValid，bError は，互いに排他的な関係となっています．2 つ以上の変数が，同時に TRUE にはなりません． 

 

 ステータス変化 

Execute 型の場合(bExecute の立ち上がりエッジで実行する関数の場合)； 

bDone，bError，dwErrorID，bCommandAborted は，bExecute の立下りエッジのサイクルで，リセットされます(値が

FALSE となります)．しかし，bExecute のたち下がりエッジは，動作に影響を及ぼしません．関数が実行中の場合，

bExecuteのたち下がりエッジにより，停止することはありません．bExecuteのたち下がりエッジが起きた場合においても，動作

を継続します． 

関数の実行が完了する前に bExecute が FALSE となっていた時，bDone，bError，bCommandAborted が TRUE を

継続する期間は，下記となります． 

bDone，bError の場合； 

TRUE となる期間は 1 サイクルとなります(例：bExecute が FALSE となっていた時，bDone が TRUE となった場合，

bDone が TRUE となったサイクルの次のサイクルの関数の実行で，bDone が FALSE となります)． 

bCommandAborted の場合； 

bCommandAborted が TRUE の状態で関数を実行後，次のサイクルの関数の実行で FALSE となります． 

 

Enable 型の場合(bEnable を TRUE にすることで実行する関数の場合)； 

bEnable のたち下がりエッジにより，bValid，bBusy，bError，dwErrorID はリセットされます． 

 

 bDone 出力 

bDone，bInVelocity は関数が実行完了の時，TRUE となります． 

軸に対して 2 つ以上の関数が実行された場合について記載します．実行中の関数が実行完了前に，他の関数が実行された

場合，最初に実行されていた関数の引数の構造体メンバ bDone は TRUE となりません．後に実行された関数が実行完了

したとき，後に実行された関数の引数の構造体メンバ bDone は TRUE となります． 

 

 bBusy出力 

Execute 型の場合(bExecute の立ち上がりエッジで実行する関数の場合)； 

関数が実行中の時，bBusy は TRUE となります．bExecute の立ち上がりエッジにより，bBusy は TRUE となります．また

bDone，bCommandAborted，bError のいずれかが TRUE の時，bBusy は FALSE になります． 

 

Enable 型の場合(bEnable を TRUE にすることで実行する関数の場合)； 

関数が実行中の時，bBusy は TRUE となります．bExecute がの立ち上がりエッジにより，bBusy は TRUE となります．

bEnable が FALSE の時，bBusy が FALSE になります． 

 

 bInVelocity出力 

bInVelocityはMC_MoveVelocity 関数の引数の構造体メンバです．目標速度に到達した時，bInVelocityは TRUE とな

ります． 

 

 bActive 出力 

bActive は Buffered に関係する出力です．Buffered に対応している関数に含まれます． 

Buffered により関数が待機中の時，bActive は FALSE となります．関数により軸を制御している時，bActive が TRUE と

なります． 

 ※現バージョンにおいて，対応している関数は，MC_MoveRelative 関数，MC_MoveAbsolute 関数です． 
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 bCommandAborted 出力 

bCommandAborted は，実行中の関数が他の関数により中断された場合，TRUE となります．bCommandAborted が

TRUE の時，bInVelocity，bBusy，bDone，bError は FALSE となります． 

 

 bEnable と bValid 

データの読み込みの場合，bValid が TRUE となるタイミングは，bEnable を TRUE にした後，データの読み込みが可能な状

態となった時です．bEnable と bValid が TRUE となっているサイクルごとに，データの読み込みが実行されます． 

データの書込みの場合，bValid が TRUE となるタイミングは，bEnable を TRUE にした後，データの書込み可能な状態とな

った時です．bEnable と bValid が TRUE となっているサイクルごとに，データの書込みが実行されます． 

bError が TRUE の時，bValid は FALSE となります．bError が TRUE の時，bEnable を FALSE にすると，bError は

FALSE となります． 

 

 bError と dwErrorID 

エラーが発生した時，bError は TRUE となります．また dwErrorID に，エラーの識別コードが格納されます． 

 

 変数の有効範囲 

表 2.10-1(a)，(b)は，モーション関数に設定する移動量，速度，加速度，減速度，ジャークの有効範囲です．設定が必要な

項目は，モーション関数により異なります．表 2.10-1(a)，(b)の有効範囲内で値を設定して下さい． 

 

   構造体 

No. 項目 変数名 データ型 
MC_MOVE_ABSOLUTE_T， 

MC_HOME_T 

MC_MOVE_RELATIVE_T， 

MC_MOVE_ADDITIVE_T 

1 
絶対位置， 

相対位置 

fPosition， 

fDistance 
double -2,147,483,648～2,147,483,647[pulse] 

2 速度 fVelocity double 

1～2,147,483,647 [pulse/(sec)] 

また，下記エンコーダを使用する際の設定値例を示します． 

17 ビットエンコーダの場合：1～13,107,200(6000rpm) 

19 ビットエンコーダの場合：1～52,428,800(6000rpm) 

20 ビットエンコーダの場合：1～104,857,600(6000rpm) 

24 ビットエンコーダの場合：1～1,677,721,600 (6000rpm) 

3 加速度 fAcceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2の 51 乗) [pulse/( sec*sec)] 

4 減速度 fDeceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2の 51 乗) [pulse/( sec*sec)] 

5 ジャーク fJerk double 0～2,251,799,813,685,250 (2の 51 乗) [pulse/( sec*sec*sec)] 

表 2.10-1(a) 軸の状態：Homing，Discrete Motion で使用される関数の構造体 
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   構造体 

No. 項目 変数名 データ型 MC_MOVE_VELOCITY_T MC_STOP_T 

 1 速度 fVelocity double 

1～2,147,483,647 [pulse/(sec)] 

また，下記エンコーダを使用する際の設定値例を示します． 

17 ビットエンコーダの場合：1～13,107,200(6000rpm) 

19 ビットエンコーダの場合：1～52,428,800(6000rpm) 

20 ビットエンコーダの場合：1～104,857,600(6000rpm) 

24 ビットエンコーダの場合：1～1,677,721,600 (6000rpm) 

― 

 2 加速度 fAcceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2の 51 乗) [pulse/( sec*sec)] ― 

 3 減速度 fDeceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2の 51 乗) [pulse/( sec*sec)] 

 4 ジャーク fJerk double 0～2,251,799,813,685,250 (2の 51 乗) [pulse/( sec*sec*sec)] 

表 2.10-1(b) 軸の状態：Continuous Motion，Stopping で使用される関数の構造体 

表 2.10-1 移動量，速度，加速度，減速度，ジャークの有効範囲 

 

設定値の注意事項を下記に記載します． 

注意１．ジャーク適用時間※1，加速度適用時間※2，減速度適用時間※3 の最大値は 50[s]です．適用時間が 50[s]を超え

る場合，適用時間は 50[s]となります(図 2.10-1(a))．  

注意２．モーション関数を実行する場合，最高速度の設定が必要となります．最高速度，加速度，減速度，ジャークの設定

値が全て 0 の場合，エラーとなります． 

注意３．ジャークを 0 に設定した場合，ジャークは無効となり，最高速度，加速度，減速度の設定値で動作します(図 2.10-

1(b))． 

注意４．加速度を 0 に設定した場合の加速動作は，1 サイクル後に，最高速度で動作します(図 2.10-1(b))． 

（例 1：EtherCAT 通信のサイクリック周期が 1ms の時，設定値が最高速度 1,000[pps]，加速度 0[pps2]の場合，

最高速度 1,000[pps]，加速度 1,000,000[pps2]で動作します．この場合，1ms 後に最高速度 1,000[pps]で動作

します．） 

注意５．減速度を 0 に設定した場合の減速動作は，1 サイクル後に，速度 0 となります(図 2.10-1(b))． 

（例 1：EtherCAT 通信のサイクリック周期が 1ms の時，設定値が最高速度 1,000[pps]，減速度 0[pps2]の場合，最

高速度 1,000[pps]，減速度 1,000,000[pps2]で動作します．この場合，1ms 後に最高速度 1,000[pps]から速度

0[pps]となります．） 

 注意６．移動量，速度，加速度，減速度，ジャークの設定値は整数となります．小数点以下は切り捨て(0)となります． 

※1．ジャーク適用時間は，「加速度 / ジャーク」もしくは，「減速度 / ジャーク」となります． 

※2．加速度適用時間は，「速度 / 加速度」となります． 

 ※3．減速度適用時間は，「速度 / 減速度」となります． 
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図 2.10-1(a) 各適用時間の定義 

 
図 2.10-1(b)左：ジャーク 0 の時の速度波形，右：加速度 0 の時の速度波形 

図 2.10-1 設定値の注意事項に関する図 

 

 変数の設定値 

 変数の初期設定値 

スレーブの軸の初期設定値は章番号 3．1 構造体の内容に記載しています．3．1 構造体の内容を参照して下さい． 

 

 動作の状態とモーションステータスの設定値 

軸は図 2.11.1-1 状態遷移図で示した状態を持っています．また，軸が動作を行っている間，軸の状態と，モーションステータ

スが変化します． 

状態遷移における軸の状態は，MC_ReadStatus 関数を実行することで確認することができます．またモーションステータスは，

MC_ReadMotionState 関数を実行することで確認することができます． 
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 動作方向 

表 2.12-1 は動作方向です．モーション関数を実行中の軸は，動作方向を持っています． 

 

No. 記号名 説明 

1 mcPositiveDirection 正方向です．値：1 

2 mcNegativeDirection 負方向です．値：0 

3 mcShortestWay (予約)軸がロータリー軸の場合，移動量が少ない方向です．値：2 

4 mcCurrentDirection (予約)以前に動作していた方向と同じ方向です．値：3 

表 2.12-1 動作方向 

mcPositiveDirection，mcNegativeDirection の正負は，スレーブの定義に基づいています．そのため，動作方向は，各スレ

ーブのマニュアルを参照して下さい． 

現在の動作方向は MC_ReadMotionState 関数の引数である MC_READ_MOTION_STATE_T 構造体のメンバ

bDirectionPositive，bDirectionNegative で確認することができます．bDirectionPositive，bDirectionNegative が 0 の

時，軸の動作は停止動作(速度は 0)です． 

 

 バッファモード 

表 2.13-1 はバッファモードの一覧です．各モードにより，動作指令を開始するタイミングが異なります．動作指令を実行する前

に，いずれかの動作モードを設定して下さい．  

No. 表記名 説明 

1 Aborting 現在動作中の命令を中断させ，軸は新しい命令で動作します． 

2 Buffered 現在動作中の命令が完了した後，新しい命令を実行します． 

3 BlendingLow 

(予約)前回の動作が完了後，次の動作が開始されます．次の動作が開始され

る時の初速度は，前回の動作において設定した目標速度と，次の動作において

設定した目標速度の絶対値を比較し，小さい方を初速度します． 

4 BlendingPrevious 
(予約)前回の動作が完了後，次の動作が開始されます．次の動作が開始され

る時の初速度は，前回の動作において設定した目標速度を，初速度とします． 

5 BrendingNext 
(予約)前回の動作が完了後，次の動作が開始されます．次の動作が開始され

る時の初速度は，次の動作において設定した目標速度を，初速度とします． 

6 BlendingHigh 

(予約)前回の動作が完了後，次の動作が開始されます．次の動作が開始され

る時の初速度は，前回の動作において設定した目標速度と，次の動作において

設定した目標速度の絶対値を比較し，大きい方を初速度とします． 

表 2.13-1 動作中の軸の動作モード 

注意 1： 現在対応しているバッファモードは Aborting，Buffered です． 
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 Aborting の動作 

動作指令を実行中の軸に，新しい動作指令が実行された場合，実行中の動作指令は中断されます．実行中の動作指令

が中断された後，新しい動作指令が軸に実行されます．表 2.14-1，図 2.14-1 は Aborting 時の動作例となります．図 2.14-

1 中の目標速度とは，Aborting により実行した動作指令において設定した速度です． 

 

表 2.14-1 Aborting 時の動作例 

 

  

No. 条件 動作 動作図例 

1 

・定速度中に，Aborting を実行します． 

・Aborting 後の目標速度は，Abortig 前の目標

速度よりも大きい速度とします． 

 

目標速度まで，設定した加速度，ジャークで加速

します．目標速度まで到達した場合，加速度は 0

となります． 
2.14-1(a) 

2 

・定速度中に，Aborting を実行します． 

・Aborting 後の目標速度は，Abortig 前の目標

速度よりも小さい速度とします． 

 

目標速度まで，設定した減速度，ジャークで減速

します．目標速度まで到達した場合，減速度は 0

となります． 
2.14-1(b) 

3 

・加速中に，Aborting を実行します． 

・Aborting 後の目標速度は，Abortig 前の目標

速度よりも大きい速度とします． 

目標速度まで加速します．加速度は設定したジャ

ークで停止できる速度になるまで，一定の加速度

となります．設定したジャークで停止可能な速度に

到達後，加速度は減少します．目標速度に到達

後，加速度は 0 となります． 

2.14-1(c) 

4 

・加速中に，Aborting を実行します． 

・Aborting 後の目標速度は，Abortig 前の目標

速度よりも小さい速度とします． 

目標速度まで，設定した減速度，ジャークで減速

します．目標速度まで到達した場合，減速度は 0

となります． 

2.14-1(d) 

5 

・減速中に，Aborting を実行します． 

・Aborting 後の目標速度は，Abortig 前の目標

速度よりも大きい速度とします． 

目標速度まで，設定した加速度，ジャークで加速

します．目標速度まで到達した場合，加速度は 0

となります． 

2.14-1(e) 

6 

・減速中に，Aborting を実行します． 

・Aborting 後の目標速度は，Abortig 前の目標

速度よりも小さい速度とします． 

目標速度まで減速します．減速度は設定したジャ

ークで停止できる速度になるまで，一定の減速度

となります．設定したジャークで停止可能な速度に

到達後，減速度は減少します．目標速度に到達

後，減速度は 0 となります． 

2.14-1(f) 
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図 2.14-1(a) 図 2.14-1(b) 

 
 

図 2.14-1(c) 図 2.14-1(d) 

 

 
図 2.14-1(e) 図 2.14-1(f) 

※ 図中の目標速度とは，Aborting により実行した動作指令において設定した速度です． 
 

図 2.14-1 Aborting 時の速度波形 
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 動作指令の Aborting 

表 2.15-1は動作指令の Abortingです．Aborting された関数のステータスは，CommandAborted となります．実行中の関

数は，○の付いた関数を Aborting することができます． 

 

  Abortingを行う関数 
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実
行
中
の
関
数

 

MC_Home() 

(インクリメンタルエンコーダ※1) 
× × ○ × × × × 

MC_Home() 

(アブソリュートエンコーダ※2) 
× × ○ × × × × 

MC_Stop() × × × × × × × 

MC_MoveAbsolute() × × ○ ○ ○ ○ ○ 

MC_MoveRelative() × × ○ ○ ○ ○ ○ 

MC_MoveAdditive() × × ○ ○ ○ ○ ○ 

MC_MoveVelocity() × × ○ ○ ○ ○ ○ 
表 2.15-1 Aborting の実行可否 

注意 1．動作指令のステータスの値が，Aborting を実行する前の関数のステータスとなる場合があります． 

※1．インクリメンタルエンコーダを使用した MC_Home 関数は，原点復帰動作モードを使用した原点復帰動

作となります 

※2．アブソリュートエンコーダを使用した MC_Home 関数は，エンコーダの回転位置を使用した原点復帰動

作となります． 
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 Aborting のタイミングチャート例 

表 2.16-1は動作指令を Aborting により実行した時の動作例の一覧です．表 2.16-2は，表 2.16-1の動作例の設定値で

す．移動量に関係する設定値は，最高速度に到達するまでに十分な移動量とします．移動量に関係する設定値は下記で

す． 

・ MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバの fDistance 

・ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバの fPosition 

・ MC_MOVE_ADDITIVE_T 構造体メンバの fDistance 

指令位置は，関数が実行中(関数の引数の構造体メンバの bBusy が TRUE)となったサイクルの，次のサイクルの関数の実

行から更新されます．すなわち，指令位置の更新は，関数が実行中となった後，1 サイクル後から更新されます． 

 

動作例 内容 

A MC_MoveRelative 関数(設定値 A1)を実行中に，MC_MoveRelative 関数(設定値 A2)を

Aborting により実行します． 

B MC_MoveRelative 関数(設定値 B1)を実行中に，MC_MoveAbsolute 関数(設定値 B2)を

Aborting により実行します． 

C MC_MoveAdditive 関数(設定値 C1)を実行中に，MC_Power 関数(設定値 C2)を実行します．  

D MC_MoveVelocity 関数(設定値 D1)を実行中に，MC_Stop 関数(設定値 C3)を実行します． 

表 2.16-1 Aborting による動作例一覧 

 

動作例 

設定名称 

構造体 

構造体メンバ 設定値 

A [設定値 A1] [設定値 A2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ 

fVelocity 1000 fVelocity 2000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

B [設定値 B1] [設定値 B2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 1000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

C [設定値 C1] [設定値 C2] 

MC_MOVE_ADDITIVE_T 構造体メンバ MC_POWER_T構造体メンバ 

fVelocity 1000 bEnable TRUE → FALSE 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

bEnable_Positive FALSE 

fJerk 0 bEnable_Negative FALSE 

D [設定値 D1] [設定値 D2] 

MC_MOVE_VELOCITY_T 構造体メンバ MC_STOP_T構造体メンバ 

fVelocity 1000 fDeceleration 1 サイクルで減速停止可

能な値 

byDirection 1 fJerk 0 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

  

fJerk 0 

表 2.16-2 Aborting による動作例の設定値 
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表 2.16-1，表 2.16-2 による動作のタイミングチャートは下記となります． 

 

動作例 A． 

MC_MoveRelative 関数(設定値 A1)を実行中に，MC_MoveRelative 関数(設定値 A2)を Aborting により実行します． 

 

 
図 2.16-1 動作例 A のタイミングチャート 
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動作例 B． 

MC_MoveRelative関数(設定値B1)を実行中に，MC_MoveAbsolute関数(設定値B2)をAbortingにより実行します． 

 

 
図 2.16-2 動作例 B のタイミングチャート 
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動作例 C． 

MC_MoveAdditive 関数(設定値 C1)を実行中に，MC_Power 関数(設定値 C2)を Aborting により実行します． 

 

 
図 2.16-3 動作例 C のタイミングチャート 
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動作例 D． 

MC_MoveVelocity 関数(設定値 D1)を実行中に，MC_Stop 関数(設定値 C3)を実行します． 

 

 
図 2.16-4 動作例 D のタイミングチャート 
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 Buffered の動作 

Buffered の動作は下記となります． 

１．Buffered により実行された動作指令は，実行中の動作指令の動作が完了するまで待機します． 

２．実行中の動作指令が動作を完了した後，Buffered により待機されていた動作指令が，動作を開始します． 

 

Buffered を有効とする場合，動作指令の引数の構造体のメンバ byBufferMode の値を 1 に設定します．動作指令の引数

の構造体のメンバ bExecute の立ち上がりエッジにより，動作指令は Buffered による動作を開始します．Buffered による動

作が待機中の場合，動作指令の引数の構造体のメンバ bBusy が TRUE になります．Buffered による動作が開始中の場

合，動作指令の引数の構造体のメンバ bBusy と bActive が TRUE になります． 

Buffered により待機可能な動作指令の数は 1 です．Buffered により待機している関数の情報は，バッファメモリに格納され

ます．バッファメモリは，MC_ReadBufffer 関数を実行することで読み込み可能です． 

Bufferedにより待機中の関数の情報をバッファメモリから削除する場合，MC_DeleteBuffer関数を使用します．バッファメモリ

から削除された関数は，Bufferd により実行されなくなります． 

Buffered により待機している動作指令が存在している時に，他の関数，または同一の関数が，Buffered により実行された場

合，最初に待機していた動作指令の情報は，後に実行された動作指令の情報に上書きされます． 

 

 Buffered のタイミングチャート例 

表 2.18-1 は，動作指令を Buffered により実行した時の動作例の一覧です．表 2.18-2 は，表 2.18-1 の設定値です．移

動量に関係する設定値は，最高速度に到達するまでに十分な移動量とします．移動量に関係する設定値は下記です． 

・ MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバの fDistance 

・ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバの fPosition 

Buffered により関数を実行した場合，実際に指令位置が更新されるタイミングは，関数が実行中(関数の引数の構造体メン

バ bBusy が TRUE の時)になったサイクルの，次のサイクルから更新されます（関数が実行中となったサイクルの 1 サイクル後と

なります）． 

 

動作例 内容 

A 
MC_MoveRelative 関数(設定値 A1)を実行中に，MC_MoveRelative 関数(設定値 A2)を

Buffered により実行します． 

B 
MC_MoveRelative 関数(設定値 B1)を実行中に，MC_MoveAbsolute 関数(設定値 B2)を

Buffered により実行します． 

C 

MC_MoveRelative 関数(設定値 C1)を実行中に，MC_MoveAbsolute 関数(設定値 C2)を

Buffered により実行します．MC_MoveAbsolute 関数が Buffered による動作を待機中の時，

MC_Stop 関数(設定値 C3)を実行します． 

D 

MC_MoveRelative 関数(設定値 D1)を実行中に，MC_MoveRelative 関数(設定値 D2)を

Buffered により実行します．MC_MoveRelative 関数が Buffered による動作を待機中の時，

MC_MoveAbsolute 関数を Buffered により実行します． 

E 

MC_MoveRelative 関数(設定値 E1)を実行中に，MC_MoveAbsolute 関数(設定値 E2)を

Buffered により実行します．MC_MoveAbsolute 関数が Buffered による動作を待機中の時，

MC_MoveRelative 関数(設定値 E3)を Buffered により実行します． 

F 

MC_MoveRelative 関数(設定値 F1)を実行中に，MC_MoveRelative 関数(設定値 F2)を

Buffered により実行します．Buffered による動作を実行する関数の設定値は，設定値エラーと

なる設定値とします． 

G 

MC_MoveRelative 関数(設定値 H1)を実行中に，MC_MoveAbsolute 関数(設定値 H2)を

Buffered により実行します．Buffered による動作を実行する関数の設定値は，設定値エラーと

なる設定値とします． 

(次ページへ続く) 

表 2.18-1 Buffered による動作例一覧 
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動作例 内容 

H 

MC_MoveRelative 関数(設定値 G1)を実行中に，MC_MoveRelative 関数(設定値 G2)を

Buffered により実行します．MC_MoveRelative 関数が Buffered による動作を待機中の時，

動作方向の ELS 信号を入力し，エラーを発生させます． 

I 

MC_MoveRelative 関数(設定値 G1)を実行中に，MC_MoveAbsolute 関数(設定値 G2)を

Buffered により実行します．MC_MoveAbsolute 関数が Buffered による動作を待機中の時，

動作方向の ELS 信号を入力し，エラーを発生させます． 

表 2.18-1 Buffered による動作例一覧 

 

動作例 

設定名称 

構造体 

構造体メンバ 設定値 

A 

[設定値 A1] [設定値 A2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 1000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

B 

[設定値 B1] [設定値 B2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 1000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

C 

[設定値 C1] [設定値 C2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 1000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

[設定値 C3]  

MC_STOP_T 構造体メンバ 

fDeceleration 2 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 

D 

[設定値 D1] [設定値 D2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 2000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

[設定値 D3]  

MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバ 

fVelocity 1000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 

(次ページにつづく)  

表 2.18-2 Buffered による動作例の設定値 
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動作例 

設定名称 

構造体 

構造体メンバ  

E 

[設定値 E1] [設定値 E2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 2000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

[設定値 E3]  

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ 

fVelocity 1000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fJerk 0 

F 

[設定値 F1] [設定値 F2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity エラーとなる設定値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

G 

[設定値 G1] [設定値 G2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity エラーとなる設定値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

H 

[設定値 H1] [設定値 H2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 2000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

I 

[設定値 I1] [設定値 I2] 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体メンバ MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体メンバ 

fVelocity 2000 fVelocity 1000 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に

到達する値 

fAcceleration， 

fDeceleration 

1 サイクルで最高速度に到

達する値 

fJerk 0 fJerk 0 

表 2.18-2 Buffered による動作例の設定値 
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表 2.18-1，表 2.18-2 による動作のタイミングチャートは下記となります． 

 

動作例 A． 

MC_MoveRelative関数(設定値 A1)を実行中に，MC_MoveRelative関数(設定値 A2)を Buffered により実行します． 

 

 
図 2.18-1 動作例 A のタイミングチャート 
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動作例 B． 

MC_MoveRelative関数(設定値B1)を実行中に，MC_MoveAbsolute関数(設定値B2)をBufferedにより実行します． 

 

 
図 2.18-2 動作例 B のタイミングチャート 
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動作例 C． 

MC_MoveRelative関数(設定値C1)を実行中に，MC_MoveAbsolute関数(設定値C2)をBufferedにより実行します．

MC_MoveAbsolute 関数が Buffered による動作を待機中の時，MC_Stop 関数(設定値 C3)を実行します． 

 

 
図 2.18-3 動作例 C のタイミングチャート 
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動作例 D． 

MC_MoveRelative関数(設定値 D1)を実行中に，MC_MoveRelative関数(設定値D2)を Bufferedにより実行します．

MC_MoveRelative 関数が Buffered による動作を待機中の時，，MC_MoveAbsolute 関数を Buffered により実行しま

す． 

 

 
図 2.18-4 動作例 D のタイミングチャート 
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動作例 E． 

MC_MoveRelative関数(設定値E1)を実行中に，MC_MoveAbsolute関数(設定値E2)をBufferedにより実行します．

MC_MoveAbsolute 関数が Buffered による動作を待機中の時，MC_MoveRelative 関数(設定値 E3)を Buffered によ

り実行します． 

 

 
図 2.18-5 動作例 E のタイミングチャート 
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動作例 F． 

MC_MoveRelative 関数(設定値 F1)を実行中に，MC_MoveRelative 関数(設定値 F2)を Buffered により実行します．

Buffered による動作を実行する関数の設定値は，関数が設定値エラーとなる設定値とします． 

 

 
図 2.18-6 動作例 F のタイミングチャート 
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動作例 G． 

MC_MoveRelative関数(設定値G1)を実行中に，MC_MoveAbsolute関数(設定値G2)をBufferedにより実行します．

Buffered による動作を実行する関数の設定値は，関数が設定値エラーとなる設定値とします． 

 

 
図 2.18-7 動作例 G のタイミングチャート 
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動作例 H． 

MC_MoveRelative関数(設定値 H1)を実行中に，MC_MoveRelative関数(設定値H2)を Bufferedにより実行します．

MC_MoveRelative 関数が Buffered による動作を待機中の時，動作方向の ELS 信号を入力し，エラーを発生させます． 

 

 
図 2.18-8 動作例 H のタイミングチャート 
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動作例 I． 

MC_MoveRelative関数(設定値G1)を実行中に，MC_MoveAbsolute関数(設定値G2)をBufferedにより実行します．

MC_MoveAbsolute関数が Bufferedによる動作を待機中の時，動作方向の ELS信号を入力し，エラーを発生させます． 

 

 
図 2.18-9 動作例 I のタイミングチャート 
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 動作指令の Buffered 

表 2.19-1は動作指令のBufferedです．Bufferedにより動作が待機中の関数は，実行中の関数の動作が完了した後，動

作を開始します． 

 

表 2.19-1 Buffered の実行可否 

※1．インクリメンタルエンコーダを使用した MC_Home 関数は，原点復帰動作モードを使用した原点復帰動

作となります 

※2．アブソリュートエンコーダを使用した MC_Home 関数は，エンコーダの回転位置を使用した原点復帰動

作となります． 

 

 API 関数使用上の特記事項 

1. G5 シリーズにおいて，位置決め完了の確認をサーボドライバ側で行う場合，インデックス 3442h（位置決め完了幅 2）に

位置決め完了幅を設定して下さい．原点復帰動作モードを使用した MC_Home 関数，MC_MoveAbsolute 関数，

MC_MoveRelative関数，MC_MoveAdditive関数いずれかの実行において，設定した移動量をサーボドライバに送信

後，インデックス 4000h(ステータスワード 1)の bit8(位置決め完了 2)の値が 1 の時，実行中の関数の構造体のメンバ

bDone が TRUE となります． 

2. MC_Home 関数の仕様は，IEC61131-3(PLCopen)のベーシックな仕様から異なっています．ベーシックな仕様と異なる

部分は，IEC61131-3(PLCopen)の拡張機能として実装しています．MC_Home関数のように， HLS-ECMCにおける

IEC61131-3(PLCopen)に準拠した関数の中には，拡張機能を実装することで，ベーシックな IEC61131-3(PLCopen)

の仕様と異なる関数があります． 

3. 正方向動作中に+ELS(正方向の駆動禁止入力)信号が入ると，サーボドライバが停止し，ステータスは ErrorStop に遷

移します．また負方向動作中に-ELS(負方向の駆動禁止入力)信号が入るとサーボドライバが停止し，ステータスは

ErrorStop に遷移します．MC_Reset 関数でリセットを行うと動作再開が可能です．MC_Reset 関数を実行後，再び

軸を動作させる場合，安全の確認をお願いします．  

  

  Bufferedによる動作を行う関数 
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MC_Home() 

(インクリメンタルエンコーダ※1) 
(予約) (予約) × ○ ○ (予約) (予約) 

MC_Home() 

(アブソリュートエンコーダ※2) (予約) (予約) × ○ ○ (予約) (予約) 

MC_Stop() × × × × × × × 

MC_MoveAbsolute() (予約) (予約) × ○ ○ (予約) (予約) 

MC_MoveRelative() (予約) (予約) × ○ ○ (予約) (予約) 

MC_MoveAdditive() (予約) (予約) × ○ ○ (予約) (予約) 

MC_MoveVelocity() (予約) (予約) × ○ ○ (予約) (予約) 
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 データ型 

表 2.21-1はAPI関数で使用されるデータ型の内，定義しているデータ型です．定義しているデータ型は，標準 ANSI C/C++

で定義されているデータ型となります． 

データ型 サイズ 説明 

BOOL 1bit 真偽値です．または 2 値を取る変数の場合に使用します． 

Unsigned char 型に相当します． 

[値] 

真の時，1 もしくは TRUE を設定して下さい． 

偽の時，0 もしくは FALSE を設定して下さい． 

BYTE 1byte 符号なし整数型です．Unsigned char 型に相当します． 

WORD 2byte 符号なし整数型です．Unsigned short 型に相当します． 

DWORD 4byte 符号なし整数型です．Unsigned long 型に相当します． 

表 2.21-1 データ型 

 

 誤差の取り扱い 

位置決め動作において，設定した位置決め量の遵守を優先します．そのため，設定した速度，加速度，ジャーク，サイクリック

数で動作しない場合があります． 

 

 応答時間 

MC_MoveRelative 関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocity 関数， 

MC_Home 関数，MC_Stop 関数において，bExcecute を実行した最初の 1 サイクリックは，動作の初期設定を行っていま

す．実際の動作は，2 サイクリック目以降からとなります． 

 

 サーボドライバと IO機器の制御 

HLS-ECMC で提供するモーション機能は，サーボドライバを対象としています．IO 機器の制御は，RSI-ECAT-Master が提

供する API 関数により，制御することができます．IO 機器とサーボドライバを組み合わせたシステムを開発する場合，サーボド

ライバのモーション制御は HLS-ECMC を使用し，IO 機器の制御は RSI-ECAT-Master の API 関数を使用します．RSI-

ECAT-Master の API 関数詳細は，RSI-ECAT-Master のヘルプを参照して下さい． 

 

 構造体メンバとオブジェクトの対応 

関数の引数として使用する構造体メンバの中には，下記に該当する変数があります． 

 

(1) オブジェクトからデータを読み込む変数 

オブジェクトのデータが，変数に格納されます． 

(2) オブジェクトにデータを書き込む変数 

変数の値が，オブジェクトに書き込まれます． 

(3) PDO マッピングのオフセットアドレスを設定する変数 

PDO マッピングにおけるオブジェクトのオフセットアドレスを設定します．詳細は章番 2.25.1「MC_AXIS_REF_T 構造体」

を参照してください． 

表 2.25-1 は構造体メンバの変数とオブジェクトの対応表です． 
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構造体名 

 
メンバ オブジェクト 

変数の分類 
メンバ名 データ型 インデックス ：サブインデックス 

MC_AXIS_REF_T  

 AdrControlWord DWORD 0x6040 ：0 

PDOマッピングの

オフセットアドレス

を設定する変数 

AdrTargetPosition DWORD 0x607A ：0 

AdrOperationMode DWORD 0x6060 ：0 

AdrStatusWord DWORD 0x6041 ：0 

AdrPosActVal DWORD 0x6064 ：0 

AdrVelActVal DWORD 0x606C ：0 

AdrDigitalIn DWORD 0x60FD ：0 

AdrStatusWord1 DWORD 0x2100：0 または， 

0x4000 ：0 

(サーボドライバにより異なりま

す．) 

AdrOperationModeDisplay DWORD 0x6061：0 

AdrProbeFunction DWORD 0x60B8:0 

AdrProbeStatus DWORD 0x60B9:0 

AdrProbe1PosiVal DWORD 0x60BA:0 

AdrProbe2PosiVal DWORD 0x60BC:0 

(予約) AdrProbe1NegaVal DWORD 0x60BB:0 

(予約) AdrProbe2NegaVal DWORD 0x60BD:0 

MC_READ_AXIS_INFO_T  

 bFault BOOL 0x6041-0 の bit3 

オブジェクトからデ

ータを読み込む

変数 

bAxisWarning BOOL 0x6041-0 の bit7 

bLimitSwitchNeg BOOL 0x60FD-0 の bit0 

bLimitSwitchPos BOOL 0x60FD-0 の bit1 

bHomeAbsSwitch BOOL 0x60FD-0 の bit2 

woStatusWord WORD 0x6041 ：0 

woControlWord WORD 0x6040 ：0 

dwDigitalInput DWORD 0x60FD ：0 

lTmpPos long 0x607A ：0 

MC_READ_ACTUAL_POSITION_T  

 lPosition long 0x6064 ：0 オブジェクトからデ

ータを読み込む

変数 

MC_READ_ACTUAL_VELOCITY_T  

 lVelocity long 0x606C ：0 オブジェクトからデ

ータを読み込む

変数 

MC_HOME_T  

 byHomingMethod BYTE 0x6098 ：0 オブジェクトにデ

ータを書き込む

変数 

fSpeed1 double 0x6099 ：1 

fSpeed2 double 0x6099 ：2 

MC_TOUCH_PROBE_T  

 fRecordedPosition double 下記のうち，指定したプローブ

に対応するオブジェクト． 

0x60BA:0 
0x60BC:0 

オブジェクトからデ

ータを読み込む

変数 

表 2.25-1 構造体メンバとオブジェクトの対応 
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 MC_AXIS_REF_T 構造体 

MC_AXIS_REF_T 構造体は，軸の入出力情報を格納する構造体です．HLS–ECMC は，MC_AXIS_REF_T 構造体

メンバの変数の値を参照し，モーション制御を行います．MC_AXIS_REF_T の構造体メンバの内，”Adr”から始まる変数は，

PDO マッピングのオブジェクトのデータの読込み，書き込みに使用する変数です．”Adr”から始まる変数の値は，PDO マッピン

グのオフセットアドレスとなります． 

”Adr”から始まる変数は，それぞれ異なる PDOマッピングのオブジェクトに対応しています．対応関係については表 2.25-1を参

照して下さい．また，各サーボドライバにおける設定方法は，HLS-ECMC シリーズのインストールマニュアル (Install Manual) 

を参照して下さい． 

 

[設定式 1] 

設定式における定義は下記となります． 

Adrxxx： MC_AXIS_REF_T構造体メンバの内，”Adrxxx”から始まる変数 

dwViosOutBaseOffset ： スレーブのVIOS OUTベースオフセットです．SLAVE_DETAIL構造体に含まれています．また，

SLAVE_DETAIL 構造体は，MC_AXIS_REF_T 構造体に含まれています．なお，SLAVE_D

ETAIL 構造体は，RSI-ECAT-Master において EtherCAT 通信を行う際に使用する情報を格

納する構造体です． 

dwViosInBaseOffset： スレーブの VIOS IN ベースオフセットです．SLAVE_DETAIL 構造体に含まれています．また，S

LAVE_DETAIL 構造体は，MC_AXIS_REF_T 構造体に含まれています．なお，SLAVE_DE

TAIL構造体は，RSI-ECAT-Masterにおいて EtherCAT通信を行う際に使用する情報を格納

する構造体です． 

 

● オブジェクトが Sync Managers Configuration : SM2 に含まれる場合 

 

設定式： Adrxxx ＝ dwViosOutBaseOffset ＋ PDO マッピングにおけるオフセットアドレス 

  

ただし， 

Adrxxx ： MC_AXIS_REF_T 構造体メンバの”Adrxxx”から始まる変数 

dwViosOutBaseOffset ： スレーブの VIOS IN ベースオフセット．SLAVE_DETAIL 構造体に含まれています．また，

SLAVE_DETAIL 構造体は，MC_AXIS_REF_T 構造体に含まれています． 

 

● オブジェクトが Sync Managers Configuration : SM3 に含まれる場合 

  

設定式： Adrxxx ＝ dwViosInBaseOffset ＋ PDO マッピングにおけるオフセットアドレス 

 

ただし， 

Adrxxx ： MC_AXIS_REF_T 構造体メンバの”Adrxxx”から始まる変数 

dwViosInBaseOffset ： スレーブの VIOS IN ベースオフセット．SLAVE_DETAIL 構造体に含まれています．また，

SLAVE_DETAIL 構造体は，MC_AXIS_REF_T 構造体に含まれています． 
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[設定例 2] 

設定例における定義は下記となります． 

 

oAxis1： MC_AXIS_REF_T構造体(軸の入出力情報を格納する構造体) 

stSlave： SLAVE_DETAIL 構造体(RSI-ECAT-Master において EtherCAT 通信を行う際に使用する情

報を格納する構造体) 

dwViosInBaseOffset： スレーブの VIOS IN ベースオフセットです．SLAVE_DETAIL 構造体に含まれています． 

また，SLAVE_DETAIL 構造体は，MC_AXIS_REF_T構造体に含まれています． 

dwViosOutBaseOffset： スレーブの VIOS OUT ベースオフセットです．SLAVE_DETAIL 構造体に含まれています．また，

SLAVE_DETAIL 構造体は，MC_AXIS_REF_T 構造体に含まれています． 

 

設定例 1 

変数”AdrControlWord”に，PDO マッピングのオブジェクト ControlWord(Sync Managers Configuration : 

SM2，Index-SubIndex：0x6040-0，PDO マッピングにおけるオフセットアドレス：0)を対応させる場合． 

(変数”AdrControlWord”は，ControlWord (Index-SubIndex：0x6040-0)と対応させる変数です．) 

設定コード oAxis1. AdrControlWord = oAxis1.stSlave.dwViosOutBaseOffset + 0; 

 

設定例 2 

変数”AdrOperationModeDisplay”に，PDO マッピングのオブジェクト Modes of operation (Sync Managers 

Configuration : SM2，Index-SubIndex：0x6060-0，PDO マッピングにおけるオフセットアドレスは 8)を対応させ

る場合．(変数”AdrOperationModeDisplay”は，Modes of operation(Index-SubIndex：0x6060-0)と対応さ

せる変数です．) 

設定コード oAxis1. AdrOperationMode = oAxis1.stSlave.dwViosOutBaseOffset + 8;  

 

設定例 3 

変数”AdrStatusWord”に，PDO マッピングのオブジェクト Status word(Sync Managers Configuration : 

SM3，Index-SubIndex：0x6041-0，PDO マッピングにおけるオフセットアドレスは 0)を対応させる場合． 

(変数”AdrStatusWord”は，Status word(Index-SubIndex：0x6041-0)と対応させる変数です．) 

設定コード oAxis1.AdrStatusWord = oAxis1.stSlave.dwViosInBaseOffset + 0;  

 

設定例 4 

変数”AdrOperationMode”に，PDO マッピングのオブジェクト Modes of operation display(Sync Managers 

Configuration : SM3，Index-SubIndex：0x6061-0，PDO マッピングにおけるオフセットアドレスは 14)を対応さ

せる場合．(変数”AdrOperationMode”は，Modes of operation display(Index-SubIndex：0x6061-0)と対

応させる変数です．) 

設定コード oAxis1. AdrOperationModeDisplay = oAxis1.stSlave.dwViosInBaseOffset + 14;  
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 FL 速度スタート 

FL速度を初速度にして動作指令を実行することができます．図 2.26-1は，FL速度を設定して位置決め動作を実行した場

合の速度波形の例です． 

 

 
図 2.26-1 FL 速度スタートにおける速度波形の例 

 

FL 速度の設定用変数は，MC_AXIS_MOVE_T 構造体メンバ fFLvelocity(初期値 0)となります．設定範囲は，0～

2147483647 となります．設定範囲外の値を設定した場合，パラメータエラー(値：0x0A0008)となります．なお，設定範囲の

値を設定した場合においても，パラメータエラー(値：0x0A0008)となる条件があります．パラメータエラーとなる条件に関しまして

は，章番号 2.26.4「FL 速度設定時の注意」を参照して下さい． 

 

FL 速度の設定，確認，初期化方法は下記となります． 

 

(A) FL 速度の設定： 

下記説明における bExecute ， bDone ， bError ， dwErrorID は，MC_SetAxisSetting 関数の引数である

MC_SET_AXIS_ SETTING_T 構造体メンバに存在します．また，fFLvelocity は MC_SET_AXIS_ SETTING_T 構

造体メンバに含まれる MC_AXIS_MOVE_T構造体メンバに存在します． 

 

①. fFLvelocity に FL 速度を設定します． 

②. MC_SetAxisSetting 関数を実行します(bExecute を FALSE から TRUE にします)． 

③. bDone が TRUE になるのを確認します．bDone が TRUE の時，設定完了です． 

 

なお，bDone が FALSEであり，bErrorが TRUEの時，設定が失敗となります．bErrorが TRUEの時，dwErrorIDから

エラーコードを確認して下さい．エラーを解消した後，再度①～③を実行して下さい． 

 

  

時間

速度

FL速度
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(B) FL速度の設定の確認： 

下記説明における bEnable，bValid，bBusy，dwErrorIDは，MC_GetAxisSetting 関数の引数である MC_GET_AX

IS_ SETTING_T 構造体メンバに存在します．また，fFLvelocity は MC_GET_AXIS_ SETTING_T 構造体メンバに

含まれる MC_AXIS_MOVE_T 構造体メンバに存在します． 

 

①. MC_GetAxisSetting 関数を実行します(bEnable を FALSE から TRUE にします)． 

②. bValid，bBusy が TRUE になるのを確認します．この時， fFLvelocity に FL 速度の設定値が格納されます． 

③. fFLvelocity の値が，MC_SetAxisSetting 関数により設定した FL速度になっているかを確認します． 

 

なお，bValid，bBusy が FALSEであり，bError が TRUE の時，設定の確認が失敗となります．bError が TRUE の時，

dwErrorID からエラーコードを確認して下さい．エラーを解消した後，再度①～③を実行して下さい． 

 

(C) FL速度の設定の初期化： 

下記説明における bExecute，bDone，bError，dwErrorID は，MC_ResetAxisSetting 関数の引数である

MC_RESET_AXIS_SETTING_T 構造体メンバに存在します． 

 

①. MC_ResetAxisSetting 関数を実行します(bExecute を FALSEから TRUE にします)． 

②. bDone が TRUE になることを確認します．bDone が TRUE の時，設定の初期化完了です．この時，FL 速度は初期

値 0 となります．FL 速度の確認は，上記(B)「FL 速度の設定の確認」項目を参照して下さい． 

 

なお，bDone が FALSE であり，bError が TRUE の時，設定が失敗となります．bError が TRUE の時，dwErrorID か

ら，エラーコードを確認して下さい．エラーを解消した後，再度①，②を実行して下さい． 

 

 FL 速度設定時の速度のオーバーライド 

速度のオーバーライドは，MC_SetOverride 関数を実行することで可能です．下記の動作指令(位置決めを伴う関数)の速

度のオーバーライドは，以下の①，②となります． 

・ MC_MoveAbsolute 関数 

・ MC_MoveRelative 関数 

・ MC_MoveAdditive 関数 

・ MC_Home 関数(関数の引数である MC_HOME_T構造体メンバ bEncoder が 1 の時) 

 

ここで，速度のオーバーライドにより変更された最高速度(設定した速度と，速度のオーバーライドファクタの積)を Vovr，FL速度

を VFLとします． 

①. Vovr が VFL より小さい時，最高速度を Vovr として動作します．Vovr まで減速します．位置決め完了直前の速度は Vovr

となります．位置決め完了の時，速度は 0 となります．(図 2.26.1-1)． 

②. VovrがVFLより大きい時，最高速度をVovrとして動作します．現在の速度がVovrよりも小さいとき，Vovrまで加速します．

位置決め完了直前の速度は VFLとなります．位置決め完了の時，速度は 0 となります．(図 2.26.1-2)．  

 

速度のオーバーライド実行中に MC_Stop 関数による減速停止動作が実行された場合，以下の①，②となります 

①. Vovr が VFL より小さく，かつ現在の速度が VFL より小さい時，即時停止動作となります．すなわち停止直前の速度は，

MC_Stop 関数が実行された時の速度となります．(図 2.26.2-1)． 

②. Vovr が VFL より大きい時，現在の速度から減速停止動作となります．停止直前の速度は VFL となります．(図 2.26.2-

2)．  
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図 2.26.1-1 FL 速度設定時の速度のオーバーライド(VFL > Vovrの時) 

 

 
図 2.26.1-2 FL 速度設定時の速度のオーバーライド(Vovr > VFLの時) 

 

 
図 2.26.2-1 FL 速度設定かつ速度のオーバーライド時の減速停止動作(VFL > Vovrの時) 
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図 2.26.2-2 FL 速度設定かつ速度のオーバーライド時の減速停止動作(Vovr > VFLの時) 
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 FL 速度設定時の Aborting 

FL 速度を設定した場合，下記の動作指令(位置決めを伴う関数)の Aborting は，以下の①，②となります． 

・ MC_MoveAbsolute 関数 

・ MC_MoveRelative 関数 

・ MC_MoveAdditive 関数 

・ MC_Home 関数(関数の引数である MC_HOME_T構造体メンバ bEncoder が 1 の時) 

 

①. 位置決め完了時点の速度は，FL 速度となります(図 2.26.2-1)． 

②. 位置決め完了位置が，現在の動作方向と反対の位置の場合，動作の途中で動作方向が逆転します．逆転直前の

速度は，逆転直前の動作方向の FL 速度となります．逆転直後の速度は，逆転後の動作方向の FL 速度となります

(図 2.26.2-2)． 

 

MC_Stop 関数による Aborting は，FL 速度まで減速停止します(図 2.26.2-3)． 

 

 
図 2.26.2-1 Aborting による動作(FL 速度スタート，かつ動作方向が同じ場合) 

 

 
図 2.26.2-2 Aborting による動作(FL 速度スタート，かつ動作方向が逆転する場合) 
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図 2.26.2-3 MC_Stop 関数による Aborting 
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 FL 速度設定時の Buffered 

FL 速度を設定した場合，下記の動作指令(位置決めを伴う関数)の Buffered は，以下の①，②となります． 

・ MC_MoveAbsolute 関数 

・ MC_MoveRelative 関数 

・ MC_MoveAdditive 関数 

・ MC_Home 関数(関数の引数である MC_HOME_T構造体メンバ bEncoder が 1 の時) 

 

①. Buffered により実行される動作指令の初速度は，FL 速度となります(図 2.26.3-1)． 

②. Buffered 前の動作方向と，Buffered 後の動作方向が異なる場合，Buffered 前の動作指令による動作完了時の速

度は，動作方向の FL 速度となります．Buffered 開始速度は，逆転方向の FL 速度となります(図 2.26.3-2)． 

 

 
図 2.26.3-1 Buffered による動作(FL 速度スタート，かつ動作方向が同じ場合) 

 

 
図 2.26.3-2 Buffered による動作(FL 速度設定スタート，かつ動作方向が逆転する場合) 
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 FL 速度設定時の注意 

・ 動作指令の実行時に，FL 速度の設定値が下記の場合は，パラメータエラーとなります．パラメータエラーの場合，動作指

令の引数である構造体メンバ bError が TRUE となり，dwErrorID に値 0x0A0008 が格納されます． 

■ FL 速度の設定値が，動作指令において設定した速度を超える値の場合 

■ FL 速度の設定値が，0～2147482347 以外の値の場合 

 

・ FL 速度は動作の状態が Disabled，Standstill の時に設定可能です．これは，FL 速度の設定に関係する MC_SetAx

isSetting 関数を使用することができる動作の状態が，Disabled，Standstill のためです(MC_SetAxisSetting 関数は

動作の状態が，Disabled，Standstill の時に使用することができます)． 

 

 サーボドライバの入力信号 

サーボドライバの入力信号は，MC_ReadAxisInfo 関数を実行することで読み出すことが可能です．表 2.27-1 は入力信号

のインデックス，サブインデックスです．表 2.27-1 の入力信号は，MC_ReadAxisInfo 関数の引数である MC_READ_AXIS

_INFO_T構造体メンバ dwDigitalInput に格納されます． 

 

インデックス サブインデックス データ型 

60FDh 0 UDINT 

表 2.27-1 入力信号のインデックス，サブインデックス 

 

dwDigitalInput から，”インデックス-サブインデックス：60FDh-0”のビットに割り付けられた入力信号を確認することができます．

表 2.27-2 は，本製品で使用している入力信号と Bit との対応関係です．表 2.27-2 以外のビット(Bit3～Bit31)に関しまして

は，任意に入力信号を割り付けることが可能です．必要に応じて入力信号を割り付けて下さい． 

 

Bit 信号名 内容 

0 negative limit switch 逆転側(負方向)駆動禁止入力(-ELS)のON/OFFを示します．  

1 positive limit switch 正転側(正方向)駆動禁止入力(+ELS)のON/OFFを示します． 

2 home switch 原点スイッチ入力のON/OFFを示します．  

0xX Touch Probe 1 Touch Probe 1の入力信号をラッチする設定の場合 

0xX Touch Probe 2 Touch Probe 2の入力信号をラッチする設定の場合 

表 2.27-2 インデックス-サブインデックス：60FDh-0 において，本製品が使用する入力信号と Bit との対応関係 

 

 タッチプローブ機能 

タッチプローブ機能は，外部入力やインデックスパルス(Z 相パルス)等のラッチトリガ信号をトリガとし，軸の位置をラッチ(記録)す

る機能です．同時に使用することができるプローブの数は，最大 2 プローブです．  

表 2.28-1 はタッチプローブ機能を実行することができる動作の状態です．動作の状態が Errorstop の時は，タッチプローブ機

能を実行することができません． 
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No. 動作の状態 可 / 不可 

1 Disabled 

可 

2 Standstill 

3 Stopping 

4 DiscreteMotion 

5 ContinuousMotion 

6 

Homing 

(MC_HOME_T構造体メンバ 

bEncoder = 1 のとき．) 

7 

Homing 

(MC_HOME_T構造体メンバ 

bEncoder = 0 のとき．) 

下記の EtherCAT 対応サーボドライバは可．下記以外のサーボドライバは不

可(動作を保証しておりません) 

・ オムロン製 G5 シリーズ 

・ 山洋電気製 SANMOTION R シリーズ 

・ 日立製 ADV シリーズ 

・ LS-Mecapion 製 BSD L7Nシリーズ 

表 2.28-1 動作の状態とタッチプローブ機能の実行可 / 不可との関係 

 

 タッチプローブ機能の使用方法 

タッチプローブ機能を使用する場合，MC_TouchProbe 関数を使用します．MC_TouchProbe 関数は，1 関数につき 1 プ

ローブを設定することができます．2 つのプローブを同時に使用する場合，MC_TouchProbe 関数を 2 つ使用します．各

MC_TouchProbe 関数に各プローブを設定します．使用方法は，下記①～④となります． 

下記説明における MC_TRIGGER_REF_T 構造体，MC_TOUCH_PROBE_T 構造体は，MC_TouchProbe 関数の

引数となる構造体です．また bExecute，bDone，bBusy，bError，dwErrorID，bWindowOnly， fFirstPosition，

fLastPosition，fRecordedPosition は MC_TOUCH_PROBE_T 構造体メンバです． 

 

①. ラッチトリガ信号の設定(MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバの設定)を行います． 

②. ラッチトリガ信号のモニタリング範囲の設定(MC_TOUCH_PROBE_T 構造体メンバ bWindowOnly，fFirstPosition，

fLastPosition の設定)を行います． 

③. MC_TouchProbe 関数を実行します(bExecute を FALSE から TRUE にします)． 

④. ラッチトリガ信号が入力された後，bDone が TRUE になることを確認します．ラッチトリガ信号が入力された時の軸の位

置が，fRecordedPosition に格納されます． 

 

なお，bDoneがFALSEであり，bErrorがTRUEの時，MC_TouchProbe関数の実行が失敗となります．bErrorがTRUE

の時，dwErrorID からエラーコードを確認して下さい．エラーを解消した後，再度①～④を実行して下さい． 

 

 タッチプローブ機能の Aborting 

MC_TouchProbe 関数を中断(Aborting)する場合，MC_AbortTrigger 関数を使用します．使用方法は，下記①，②と

なります． 

下記説明における MC_TRIGGER_REF_T 構造体，MC_ABORT_TRIGGER_T 構造体は，MC_AbortTrigger 関数

の引数となる構造体です．MC_TOUCH_PROBE_T 構造体は，MC_TouchProbe 関数の引数である構造体です．また

bExecute，bDone，bBusy，bError，dwErrorID は MC_ABORT_TRIGGER_T 構造体メンバです． 

 

①. MC_AbortTrigger 関数を実行します(bExecute を FALSE から TRUE にします)．ここで，引数である MC_TRIGG

ER_REF_T構造体は，Aborting を行うラッチトリガ信号です． 

②. bDone が TRUE になることを確認します．また，実行中の MC_TouchProbe 関数の引数である MC_TOUCH_PR

OBE_T構造体メンバ bCommandAborted が TRUE となること確認します． 

 

なお，bDoneがFALSEであり，bErrorがTRUEの時，MC_AbortTrigger関数の実行が失敗となります．bErrorがTRUE

の時，dwErrorID からエラーコードを確認して下さい．エラーを解消した後，再度①，②を実行して下さい． 
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 ラッチトリガ信号のモニタリング範囲の設定 

ラッチトリガ信号を受け付けるモニタリング範囲を設定することができます．設定には MC_TOUCH_PROBE_T 構造体メンバ

bWindowOnly，fFirstPosition，fLastPositin を使用します．表 2.28.3-1 は構造体メンバの説明です．fFirstPosition，

fLastPosition の値は，大小関係において制約はありません．設定範囲内で自由に値を設定することができます． 

  

No. 変数 データ型 内容 

1 bWindowOnly BOOL [初期値] FALSE 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニタリング範囲の有効／無効を設定しま

す． 

[値] 

FALSE： 無効．モニタリング範囲は全ての範囲となります．すなわち，ラッチトリ

ガ信号が入力された時の軸の位置をラッチ(記録)します 

TRUE： 有効．モニタリング範囲は fFirstPosition，fLastPosition に設定した

範囲となります． 

すなわち，fFirstPosition が fLastPosition より大きい時，fFirstPosition

以上，fLastPosition 以下の範囲において，ラッチトリガ信号が入力された

時の軸の位置をラッチ(記録)します． 

fLastPosition が fFirstPosition より大きい時，fLastPosition 以上，fFirs

tPosition 以下の範囲において，ラッチトリガ信号が入力された時の軸の位

置をラッチ(記録)します． 

2 fFirstPosition double [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニタリング範囲の開始位置を設定しま

す．  

[単位] Pulse 

[設定範囲] -2147483648～2147483647 

3 fLastPosition double [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニタリング範囲の終了位置を設定しま

す．  

[単位] Pulse 

[設定範囲] -2147483648～2147483647 

表 2.28.3-1 bWindowOnly，fFirstPosition，fLastPosition の設定 

 

bWindowOnly を TRUE にした場合，ラッチトリガ信号のモニタリング範囲は，リニアモードと(予約)ロータリモードにより異なりま

す．現バージョンにおいてはリニアモード(初期値 0)のみ対応しています(リニアモードで動作しています)． 

 

(A) リニアモード 

ラッチトリガ信号のモニタリング範囲は，開始位置(fFirstPosition)から，終了位置(fLastPosition)までの範囲となります． 

・ fFirstPosition が fLastPosition より大きい時，fFirstPosition 以上，fLastPosition 以下の範囲において，ラッチトリ

ガ信号が入力された時時の軸の位置をラッチ(記録)します． 

・ fLastPosition が fFirstPosition より大きい時，fLastPosition 以上，fFirstPosition 以下の範囲において，ラッチトリ

ガ信号が入力された時の軸の位置をラッチ(記録)します 

 

(B) (予約)ロータリモード 

ラッチトリガ信号のモニタリング範囲は，回転座標系となります．図 2.28.3-1，図 2.28.3-2 の範囲となります． 

・ 図 2.28.3-1 は fFirstPosition < fLastPosition の時のモニタリング範囲です． 

・ 図 2.28.3-2 は fLastPosition < fFirstPosition の時のモニタリング範囲です． 
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図 2.28.3-1 fFirstPosition < fLastPosition の時のモニタリング範囲 

 
図 2.28.3-2 fLastPosition < fFirstPosition の時のモニタリング範囲 

 

 プローブ ID の設定 

タッチプローブ機能を使用するプローブの指定方法は，ID により指定します．ID を指定する変数は，MC_TRIGGER_REF_

T構造体メンバ byProbeID となります．byProbeID の設定値は 1，または 2 となります． 

表 2.28.4-1は byProbeID と，サーボドライバが有するタッチプローブ機能「タッチプローブ 1」，「タッチプローブ 2」との対応です． 

・ サーボドライバが有するタッチプローブ機能の内，タッチプローブ 1 を使用する場合，byProbeID を 1 に設定して下さい． 

・ サーボドライバが有するタッチプローブ機能の内，タッチプローブ 2 を使用する場合，byProbeID を 2 に設定して下さい． 

 

No. byProbeID の設定値 サーボドライバが有するタッチプローブ機能の 

タッチプローブ番号 

ラッチ位置が格納される 

インデックス：サブインデックス 

1 1 タッチプローブ 1 60BA：0 

2 2 タッチプローブ 2 60BC：0 

表 2.28.4-1 byProbeID とサーボドライバが有するタッチプローブ機能のタッチプローブ番号との対応関係 

 

  

fLastPosition 

fFirstPosition 

0 

+ - 

モニタリング範囲 

fLastPosition 
fFirstPosition 

0 

+ - 

モニタリング範囲 

fLastPosition 

fFirstPosition 

0 

+ - 

モニタリング範囲 

+ - 

モニタリング範囲 

fLastPosition 

fFirstPosition 

0 
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表 2.28.4-2は，タッチプローブ 1，タッチプローブ 2 とMC_AXIS_REF_T構造体メンバの内，”Adrxxx”から始まる変数との対

応関係です．MC_AXIS_REF_T 構造体メンバ”Adrxxx”の設定詳細は，章番 2.25.1「MC_AXIS_REF_T 構造体」を参

照して下さい．  

 

No. byProbeID の設定値 タッチプローブ番号 MC_AXIS_REF_T 構造体メンバ 

”Adrxxx” 

1 1 タッチプローブ 1 AdrProbe1PosiVal 

2 2 タッチプローブ 2 AdrProbe2PosiVal 

表 2.28.4-2 byProbeID と MC_AXIS_REF_T構造体メンバ”Adrxxx”との対応関係 

 

 ラッチトリガ信号の入力モード 

ラッチトリガ信号の入力モードはサーボドライバモードと，(予約)ソフト PLC モードがあります．現バージョンにおいては，サーボド

ライバモードのみ対応しています(サーボドライバモードで動作しています)． 

 

(A) サーボドライバモード 

サーボドライバに入力された信号をラッチトリガ信号とします． 

(B) (予約) ソフト PLC モード 

BOOL 型の変数をラッチトリガ信号とします．BOOL 型の変数の値が変化した時の位置をラッチ(記録)します．  

 

 プローブの設定 

プローブの設定は MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバを設定することで行います．表 2.28.6-1 は構造体メンバです．構

造体メンバのうち，byInputSelect はサーボドライバの仕様により異なります．byInputSelect の各サーボドライバの設定は，章

番 2.28.6(A)～2.28.6(F)を参照して下さい． 

 

構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byProbeID BYTE RW [初期値] 0 

[説明] プローブ ID を設定します． 

[値] 1： プローブ 1 を使用，2： プローブ 2 を使用 

 byEdge BYTE RW [初期値] 0 

[説明] トリガのエッジを設定します．値を 1に設定

して下さい．立ち上がりエッジをトリガとします． 

[値] 1: 立ち上がりエッジ，(予約)0: 立ち下がりエ

ッジ， 

 byInputSelect BYTE RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します．設

定可能なラッチトリガ信号は，サーボドライバに

より異なります． 

 byTriggerMode BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の入力モードを設定しま

す． 

[値] 0: サーボドライバモード，1: ソフト PLC モー

ド 

 byTriggerVariable BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] byTriggerMode でソフト PLC モードの時

に設定します．ソフト PLC モードは，ラッチトリ

ガ信号として byTriggerVariable を使用しま

す．byTriggerVariable の値が変化した時の

位置をラッチ(記録)します． 

[値] 0： サーボドライバモード，1： ソフトPLCモー

ド 

(次ページへ続く) 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byProbeState BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] プローブの状態（実行中，未実行，中断

等）を示します． 

表 2.28.6-1 MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ 

 

2.28.6(A) オムロン製 EtherCAT 対応サーボドライバ G5 シリーズを使用する場合 

表 2.28.4(A)-1 は MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byInputSelect BYTE RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[値]  

0： byProbeID の設定値が 1 の場合，タッチ

プローブ 1入力でトリガします．byProbeID

の設定値が 2 の場合，タッチプローブ 2 入

力でトリガします． 

オブジェクト 3758h(ラッチトリガ選択)で選

択した信号でラッチします． 

1： エンコーダの Z 相でラッチします． 

表 2.28.4(A)-1 MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ bEdge，byInputSelect の設定 

 

2.28.6(B) 山洋電気製 EtherCAT対応サーボドライバ SANMOTION Rシリーズを使用する場合 

表 2.28.4(B)-1 は MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byInputSelect BYTE RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[値]   

0： byProbeID の設定値が 1 の場合，タッチ

プローブ 1入力でトリガします．byProbeID

の設定値が 2 の場合，タッチプローブ 2 入

力でトリガします． 

1： 位置センサのインデックスパルスでトリガしま

す． 

表 2.28.4(B)-1 MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ byInputSelect の設定 
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2.28.6(C) 日立製 EtherCAT対応サーボドライバ ADV シリーズを使用する場合 

表 2.28.4(C)-1 は MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byInputSelect BYTE RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[値]  

0： byProbeID の設定値が 1 の場合，タッチ

プローブ 1 入力でトリガします． 

byProbeID の設定値が 2 の場合，タッチ

プローブ 2 入力でトリガします． 

1： Z 相信号、またはエンコーダエッジの入力

でトリガします． 

表 2.28.4(C)-1 は MC_TRIGGER_REF_T構造体メンバ byInputSelect の設定 

 

2.28.6(D) パナソニック製 EtherCAT対応サーボドライバ MINAS A5 シリーズを使用する場合 

表 2.28.4(D)-1 は MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ bEdge，byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byInputSelect BYTE RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[値]  

0： byProbeID の設定値が 1 の場合，タッチ

プローブ 1 入力でトリガします． 

byProbeID の設定値が 2 の場合，タッチ

プローブ 2 入力でトリガします． 

1： 位置センサのインデックスパルスでトリガしま

す． 

表 2.28.4(D)-1 は MC_TRIGGER_REF_T構造体メンバ byInputSelect の設定 

 

2.28.6(E) LS-Mecapion製 EtherCAT対応サーボドライバ BSD L7N シリーズを使用する場合 

表 2.28.4(E)-1 は MC_TRIGGER_REF_T 構造体メンバ bEdge，byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byInputSelect BYTE RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[値]  

0： byProbeID の設定値が 1 の場合，タッチ

プローブ 1 入力でトリガします． 

byProbeID の設定値が 2 の場合，タッチ

プローブ 2 入力でトリガします． 

1： 位置センサのインデックスパルスでトリガしま

す． 

表 2.28.4(E)-1 は MC_TRIGGER_REF_T構造体メンバ byInputSelect の設定 
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3. API 関数 
本章では API 関数の説明をします． 
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 構造体 

API 関数で使用される構造体を次表に示します． 

データ型 説明 

MC_AXIS_REF_T 軸変数の構造体です． 

MC_AXIS_FACTOR_T 軸の特性に関する変数の構造体です． 

MC_AXIS_MOVE_T 軸の動作に関する変数の構造体です 

MC_AXIS_DRIVE_T 軸の動作の制御に関する変数の構造体です． 

MC_AXIS_MACHINE_T 軸の入出力信号に関する変数の構造体です． 

MC_AXIS_SETTING_T 軸の設定に関する変数の構造体です． 

MC_RESET_AXIS_SETTING_T MC_ResetAxisSetting 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_GET_AXIS_SETTING_T MC_GetAxisSetting 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_SET_AXIS_SETTING_T MC_SetAxisSetting 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_POWER_T MC_Power 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_RESET_T MC_Reset 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_READ_AXIS_ERROR_T MC_ReadAxisError 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_READ_AXIS_INFO_T MC_ReadAxisInfo 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_READ_STATUS_T MC_ReadStatus 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_READ_MOTION_STATE_T MC_ReadMotionState 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_READ_ACTUAL_POSITION_T MC_ReadActualPosition 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_READ_ACTUAL_VELOCITY_T MC_ReadActualVelocity 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_READ_BUFFER_T MC_ReadBuffer 関数の入出力変数の構造体です． 

STORE_T Buffered 待機中の関数の情報を格納する構造体です． 

MC_DELETE_BUFFER_T MC_DeleteBuffer 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_SET_POSITION_T MC_SetPosition 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_SET_OVERRIDE_T MC_SetOverride 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_SDO_READ_T MC_SDORead 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_SDO_WRITE_T MC_SDOWrite 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_TOUCH_PROBE_T MC_TouchProbe 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_TRIGGER_REF_T プローブの特性に関する変数の構造体です． 

MC_ABORT_TRIGGER_T MC_AbortTrigger 関数の入出力変数の構造体です． 

READ_VERSION_T MC_ReadVersion 関数の入出力変数の構造体です． 

READ_FILENAME_T MC_ReadFileName 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_HOME_T MC_Home 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_STOP_T MC_Stop 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_MOVE_ABSOLUTE_T MC_MoveAbsolute 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_MOVE_RELATIVE_T MC_MoveRelative 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_MOVE_ADDITIVE_T MC_MoveAdditive 関数の入出力変数の構造体です． 

MC_MOVE_VELOCITY_T MC_MoveVelocity 関数の入出力変数の構造体です． 

SLAVE_DETAIL RSI-ECAT-Master により定義されている構造体です．EtherCAT通

信を行うために必要な情報を格納します． 

表 3.1-1 構造体一覧 
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HLS-ECMC で定義されている構造体を以下に示します． 

 

構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_AXIS_REF_T 

 stSlave SLAVE_DETAIL - EhFindSlave()又は EhFindSlaveByAlias()で

使用します．構造体メンバの詳細は，RSI-

ECAT-Master の Help を参照して下さい． 

 woAxisNo WORD RW (予約) [初期値] 0 

1 スレーブ 2 軸以上の場合，軸の番号． 

 AdrControlWord DWORD RW ControlWord (0x6040)の PDO マッピングのオフ

セット値です． 

 AdrTargetPosition DWORD RW Target position(0x607A)の PDO マッピングのオ

フセット値です． 

 AdrOperationMode DWORD RW OperationMode(0x6060)の PDO マッピングのオ

フセット値です． 

 AdrStatusWord DWORD RW StatusWord(0x6041)の PDO マッピングのオフセ

ット値です． 

 AdrPosActVal DWORD RW PositionActualValue(0x6064)の PDO マッピン

グのオフセット値です． 

 AdrVelActVal DWORD RW VelocityActualValue(0x606C)の PDO マッピン

グのオフセット値です． 

 AdrDigitalIn DWORD RW DigitalInput(0x60FD)の PDO マッピングのオフセ

ット値です． 

 AdrStatusWord1 DWORD RW StatusWord1(0x2100 または 0x4000)のPDO

マッピングのオフセット値です． 

 AdrOperationModeDi
splay 

DWORD RW OperationModeDisplay(0x6061)のPDOマッピ

ングのオフセット値です． 

 AdrProbeFunction DWORD RW Touch probe function(0x60B8) の PDO マッピ

ングのオフセット値です． 

 AdrProbeStatus DWORD RW Touch probe status (0x60B9) の PDO マッピン

グのオフセット値です． 

 AdrProbePos1PosiV
al 

DWORD RW Touch probe pos1 posi value (0x60BA) の

PDO マッピングのオフセット値です． 

 AdrProbePos2PosiV
al 

DWORD RW Touch probe pos2 posi value (0x60BC) の

PDO マッピングのオフセット値です． 

 AdrProbePos2PosiV
al 

DWORD RW (予約) Touch probe pos1 nega value (0x

60BB) の PDO マッピングのオフセット値です． 

 AdrProbePos2PosiV
al 

DWORD RW (予約) Touch probe pos2 nega value (0x

60BD) の PDO マッピングのオフセット値です． 

(次ページにつづく) 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_AXIS_REF_T 

 woExecMcfbID WORD RO [初期値] 0 

[説明] 軸が実行中の動作指令です．HLS-

ECMC のプログラム内部で，条件選択に使用す

るための変数であり，参考値となります． 

関数の実行状態は，各関数の構造体の入出力

変数の値を確認して下さい． 

[値] 下記は値と実行中の動作指令の関係です． 

0:   動作指令は未実行 

1:   MC_Power() 
9:   MC_Reset() 
101: MC_MoveAbsolute() 
102: MC_MoveRelative() 
103: MC_MoveAdditive() 
104: MC_MoveVelocity() 
106: MC_Home() 
107: MC_Stop() 
108: MC_SetPosition() 

 bAbtCmdFlag BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] Aborting 動作の前後で，軸が実行する動

作指令が等しい場合，TRUE になります．TRUE

となった後，軸が次の動作指令を実行した後，

FALSE になります． 

[値] TRUE: Aborting 動作の前後で，軸が実行

する動作指令が等しい場合，TRUE となります． 

MC_AXIS_FACTOR_T 

 woAxisType WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 軸の種類を設定します． 

[値] 0: サーボ軸，1:エンコーダ軸 

  
woActuatorType 

WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 軸の種類を設定します． 

[値] 0: リニア軸，1: ロータリー軸 

 woMotorType WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] モータ種別を設定します． 

 woEncType WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] エンコーダタイプを設定します． 

[値] 0:インクリメンタルエンコーダ，1:絶対値エンコー

ダ 

  
woAxisIOSelect 

WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 軸の入出力を設定します． 

[値] 0:入力デバイス，1:出力デバイス 

 woCountMode WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] カウントモードを設定します． 

[値] 0:リニアモード，1: ロータリーモード 

 dwMaxCount DWORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] ロータリーモード時のリングカウンタの上限

値を設定します． 

 dwMinCount DWORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] ロータリーモード時のリングカウンタの下限

値を設定します． 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_AXIS_MOVE_T 

 dwInposWidth DWORD RW [初期値] 0 

[説明] 位置決め完了幅の設定を設定します． 

[単位] pulse 

[設定範囲] 0～4294967295 

 byInposMode BYTE RW [初期値] 0 

[説明] 位置決め完了モードを設定します．位置

決め完了の確認方法は，下記の 2 つがあります． 

方法１．ソフトウェアにより位置決めが完了した事

を確認します．位置決め完了幅は，本

構造体メンバの，dwInposWidth の値と

なります． 

方法 2．インデックス 6041h の bit10(位置決め完

了)の値を確認します．TRUE の時，位

置決め完了です． 

方法 2 に関して，HLS-ECMC でサポートしている

サーボドライバと設定値は，表 2.4.3-1 となります．  

[値]  

0: 方法 2 をサポートしている場合，方法 2 を使

用します．方法 2をサポートしていない場合，方法

1 を使用します．方法１を使用する軸の位置決め

完了幅の値は最大値となります． 

(dwInposWidth = 4,294,967,295)  

1: 方法 2 をサポートしている場合，方法 2 を使

用します．方法 2をサポートしていない場合，方法

1 を使用します．  

2: 方法 1 を使用します．位置決め完了幅は

dwInposWidth となります． 

3: 方法 1を使用します．位置決め完了幅の値は

最大値となります． 

(dwInposWidth = 4,294,967,295) 

[設定範囲] 0～3 

 fFLvelocity double RW [初期値] 0 

[説明] FL 速度を設定します． 

[設定範囲] 0～2147483647 
 lEncPulse long RW (予約) [初期値] 0 

[説明] エンコーダのパルス数を設定します． 

（例：20bit エンコーダの場合，1048576 を設定） 

 woIncPerMM WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 移動量，速度，加速度，減速度，ジャー

クの単位 

を設定します．単位はエンコーダのパルス数を元に

換算しています．上記以外の単位系につきまして

はお客様でご換算下さい． 

[値] 0:pulse，1:mm，2:degree，3:radian 

 woPullPR WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] モータ 1 回転のパルス数を設定します．本

構造体のメンバの内，woIncPerMM が 0 の場合

に設定します． 

 woDisPR WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] モータ 1 回転の移動量を設定します．本

構造体のメンバの内，woIncPerMM が 0 もしくは

1 の時に設定します． 

(次ページにつづく) 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_AXIS_MOVE_T 

 woPreviousDirection WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 現在の動作方向を設定します．動作方

向の定義はご使用機器メーカにより異なる場合が

ありますので，ご使用機器メーカの仕様書をご確

認下さい． 

[値] 0:負方向，1:正方向， 

 dwPreviousVelocity DWORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 動作開始速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

 lMaxSLS long RW (予約) [初期値] 0 

[説明] ソフトウェアリミットの上限値を設定します． 

[単位] 本構造体の内，woIncPerMM で指定し

た単位です． 

※lMaxSLS と lMinSLS の値が 0 の時，ソフトウ

ェアリミットは無効です． 

 lMinSLS long RW (予約) [初期値] 0 

[説明] ソフトウェアリミットの下限値を設定します． 

[単位] 本構造体の内，woIncPerMM で指定し

た単位です． 

※lMaxSLS と lMinSLS の値が 0 の時，ソフトウ

ェアリミットは無効 

 dwPosDeviation DWORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 位置偏差の許容値を設定します．0 の時

無効です． 

[単位] pulse 

 dwPosDevAlarm DWORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 位置偏差が発生した時の警告値を設定

します．0 の時無効です． 

[単位] pulse 

MC_AXIS_DRIVE_T 

 bSvalmInput BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明] SVALMの入力特性を設定します． 

[値] FALSE: B 接，TRUE: A 接 

 bSvalmStop BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明] SVALM の入力時停止方法を設定しま

す． 

[値] FALSE: 即停止，TRUE: 減速停止 

 bInposEnable BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明] INPOS 制御の有効/無効を設定します． 

[値] FALSE: 無効，TRUE: 有効 

 bInposInput BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明] INPOS の入力極性を設定します． 

[値] FALSE:B 接，TRUE:A 接 

MC_AXIS_MACHINE_T 

 bPosiElsEnable BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明] +ELS(正方向の駆動禁止入力)の有効/

無効を設定します． 

[値] FALSE:B 接，TRUE:A 接 

 bNegaElsEnable BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明] –ELS(負方向の駆動禁止入力)の有効/

無効を設定します． 

[値] FALSE:B 接，TRUE:A 接 

(次ページにつづく) 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_AXIS_MACHINE_T 

 bElsInput BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明 ] +ELS(正方向の駆動禁止入力 )， -

ELS(負方向の駆動禁止入力)の極性を設定しま

す． 

[値] FALSE:B 接，TRUE:A 接 

 bElsStop BOOL RW (予約) [初期値] FALSE 

[説明 ] +ELS(正方向の駆動禁止入力 )， -

ELS(負方向の駆動禁止入力)の入力時停止方

法を設定します．ただし，原点復帰を除きます． 

[値] FALSE:B 接，TRUE:A 接 

MC_AXIS_SETTING_T 

 oAxisFactor MC_AXIS_FACT
OR_T 

- [説明] 軸の特性に関するパラメータを格納する

構造体です． 

 oAxisMove MC_AXIS_MOVE
_T 

- [説明] 軸の動作に関するパラメータを格納する

構造体です． 

 oAxisDrive MC_AXIS_DRIVE
_T 

- [説明] 軸の動作の制御に関するパラメータを格

納する構造体です． 

 oAxisMachine MC_AXIS_MACHI
NE_T 

- [説明] 軸の入出力信号に関するパラメータを格

納する構造体です． 

MC_RESET_AXIS_SETTING_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_GET_AXIS_SETTING_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

(次ページにつづく) 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_GET_AXIS_SETTING_T 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 oAxisFactor MC_AXIS_FACT
OR_T 

- [説明] 軸の特性に関するパラメータを格納する

構造体です． 

 oAxisMove MC_AXIS_MOVE
_T 

- [説明] 軸の動作に関するパラメータを格納する

構造体です． 

 oAxisDrive MC_AXIS_DRIVE
_T 

- [説明] 軸の動作の制御に関するパラメータを格

納する構造体です． 

 oAxisMachine MC_AXIS_MACHI
NE_T 

- [説明] 軸の入出力信号に関するパラメータを格

納する構造体です． 

MC_SET_AXIS_SETTING_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 oAxisFactor MC_AXIS_FACT
OR_T 

- [説明] 軸の特性に関するパラメータを格納する

構造体です． 

 oAxisMove MC_AXIS_MOVE
_T 

- [説明] 軸の動作に関するパラメータを格納する

構造体です． 

 oAxisDrive MC_AXIS_DRIVE
_T 

- [説明] 軸の動作の制御に関するパラメータを格

納する構造体です． 

 oAxisMachine MC_AXIS_MACHI
NE_T 

- [説明] 軸の入出力信号に関するパラメータを格

納する構造体です． 

MC_POWER_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] サーボ ON/OFF 命令です． 

[値] TRUE: サーボ ON 命令，FALSE: サーボ

OFF 命令 

(次ページにつづく) 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_POWER_T 

 bEnablePositive BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 正方向運転の有効設定です． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

 bEnableNegative BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 負方向運転の有効設定です． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

 bStatus BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 運転が可能な状態を示します． 

MC_Power()を参照して下さい． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 指令の有効/無効を示します． 

 [値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_RESET_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_READ_AXIS_ERROR_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_READ_AXIS_ERROR_T 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwAxisErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明] 軸に発生しているエラーの詳細を示しま

す．エラーコード(「2.3 エラーコード」参照)を参照し

て下さい． 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_READ_AXIS_INFO_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 bFault BOOL RO [初期値] 0 

[説明] Fault エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 bMaxSLSSwitch BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 上限側(+方向)のソフトウェアリミットの

ON/OFF を示します． 

[値] TRUE: ON，FALSE: OFF 

 bMinSLSSwitch BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明 ] 下限側(-方向 )のソフトウェアリミットの

ON/OFF を示します． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 

 bHomeAbsSwitch BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 原点スイッチ入力のON/OFFを示します． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 

 bLimitSwitchPos BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 正転側駆動禁止入力(+ELS)の ON/ 

OFF を示します． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_READ_AXIS_INFO_T 

 bLimitSwitchNeg BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 逆転側駆動禁止入力(-ELS) の ON/ 

OFF を示します． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 

 bSimulation BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] シミュレーションモードの実行中/未実行中

であること示します．(例：シミュレーションモードと

は，モータのシミュレーション等を行うモードを意味し

ます．) 

[値] TRUE: 実行中， FALSE: 未実行中 

 bCommunicationRea
dy 

BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 軸を駆動する準備の完了/未完了を示し

ます． 

[値] TRUE: 完了， FALSE: 未完了 

 bReadyForPowerOn BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] サーボ ON を実行する準備の完了/未完

了を示します． 

[値] TRUE: 完了， FALSE: 未完了 

 bPowerOn BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] サーボ ON/サーボ OFF を示します． 

[値] TRUE: サーボ ON， FALSE: サーボ OFF 

 bIsHomed BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明 ] 原点復帰完了 /未完了を示します．

MC_Home()において，原点復帰動作モードを使

用した場合のみ機能します． 

[値] TRUE: 完了， FALSE: 未完了 

 bAxisWarning BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] ワーニングの発生/未発生を示します．  

[値] TRUE: 発生， FALSE: 未発生 

 woStatusWord WORD RO [初期値] 0 

[説明]ステータスワード(インデックス0x6041)を示し

ます．  

 woControlWord WORD RO [初期値] 0 

[説明]コントロールワード(インデックス 0x6040)を示

します． 

 dwDigitalInput DWORD RO [初期値] 0 

[説明] デジタル入力(インデックス 0x60FD) を示

します． 

 lTmpPos long RO [初期値] 0 

[説明] 内部指令位置を示します． 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_READ_STATUS_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_READ_STATUS_T 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 bErrorStop BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が ErrorStop の時，TRUE となり

ます． 

 bDisabled BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Disabled の時，TRUE となりま

す． 

 bStopping BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Stopping の時，TRUE となりま

す． 

 bHoming BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Homing の時，TRUE となりま

す． 

 bStandstill BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Standstill の時，TRUE となりま

す． 

MC_READ_STATUS_T 

 bDiscreteMotion BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Discrete Motion の時，TRUE

となります． 

 bContinuousMotion BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Continuous Motion の時，

TRUE となります． 

 bSynchronizedMotio
n 

BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Synchronized Motion の時，

TRUE となります． 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_READ_MOTION_STATE_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 bConstantVelocity BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 速度が一定/不定であることを示します． 

[値]  

TRUE: 速度が一定，またはゼロです． 

FALSE: 速度が不定です(変化しています)． 

 bAccelerating BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 速度の絶対値の増加/未増加を示しま

す． 

[値] 速度の絶対値が増加している時，TRUE と

なります． 

 bDecelerating BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 速度の絶対値が減少していることを示しま

す． 

[値] 速度の絶対値が減少している時，TRUE と

なります． 

 bDirectionPositive BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 現在位置の増加/未増加を示します． 

[値] 現在位置が増加している時，TRUE となりま

す． 

 bDirectionNegative BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 現在位置の減少/未減少を示します． 

[値] 現在位置が減少している時，TRUE となりま

す． 

MC_READ_ACTUAL_POSITION_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_READ_ACTUAL_POSITION_T 

 lPosition long RW [初期値] 0 

[説明] 現在の位置を出力します．現在位置は絶

対位置となります． 

[単位] pulse 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_READ_ACTUAL_VELOCITY_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 lVelocity long RO [初期値] 0 

[説明] 現在の速度を出力します．現在の速度は

符号付となります． 

[単位] pulse/sec 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_READ_BUFFER_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bValid BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 byBufferNum BYTE RO [初期値] 0 

[説明] Buffered 待機中の関数の個数です．

Buffered 待機可能な関数の最大値は 1 です． 

 STORE_T oStore[STORE_E
NABLE] 

RO Buffered 待機中の関数の情報を格納する構造

体です． 

STORE_ENABLE は 1 です． 

STORE_T 

 byFBID BYTE RO [初期値] 0 

[説明] Buffered 待機中の関数の識別番号で

す． 

[値]  

0x65：MC_MoveRelative()の識別番号． 

0x66:MC_MoveAbsolute()の識別番号． 

 fPosition double RO [初期値] 0 

[説明] byFBID の値が 0x66 の時， 

MC_MOVE_ABSOLUTE_T 構造体のメンバ

fPosition を格納します． 

[単位] pulse 

 fDistance double RO [初期値] 0 

[説明] byFBID の値が 0x65 の時， 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体のメンバ

fDistance を格納します． 

[単位] pulse 

 fVelocity double RO [初期値] 0 

[説明 ] 動作指令の引数の構造体のメンバ

fVelocity を格納します．fVelocity は速度です． 

[単位] pulse/sec 

 fAcceleration double RO [初期値] 0 

[説明] 動作指令の引数の構造体のメンバ 

fAccelerationを格納します．fAccelerationは加

速度です． 

[単位] pulse/sec2 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

STORE_T 

 fDeceleration double RO [初期値] 0 

[説明] 動作指令の引数の構造体のメンバ 

fDeceleration を格納します．fDeceleration は

減速度です 

[単位] pulse/sec2 

 fJerk double RO [初期値] 0 

[説明] 動作指令の引数の構造体のメンバ fJerk

を格納します．fJerk はジャークです． 

[単位] pulse/sec3 

 pMcfbInstance void* RO Buffered 待機中の関数の情報を保存する構造

体のポインタです．Buffered 処理のために使用し

ています．参照する必要はありません． 

MC_DELETE_BUFFER_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します． 

再度関数を実行する場合，FALSE にした後，

TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_SET_POSITION_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 fPosition double RW [初期値] 0 

[説明] 現在位置とする値を設定します． 

[単位] pulse 

 bRelative BOOL RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 設定値は相対距離/絶対位置であること

を示します． 

[値] 相対距離の場合，TRUE となります． 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_SET_POSITION_T 

 byExecutionMode BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 設定値を有効にする時期を示します． 

[値]  

下記の時に，現在位置を，設定値とします． 

0:Aborting 時，1:Buffered 時 

2:BlendingLow時，3:BlendingPrevious 時 

4:BlendingNext 時，5:BlendingHigh 時 

6:即座(関数実行時) 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_SET_OVERRIDE_T 

 bEnable BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableが TRUEであ

り，bValidが TRUEの場合，周期ごとに読み出し

を行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 fVelFactor double RW [初期値] 1.0 

[説明] 速度の係数であり，速度の設定値に掛け

合わせる値です．設定範囲：0～1.0 

[単位] 無し(無次元) 

 fAccFactor double RW (予約) [初期値] 1.0 

[説明] 加速度の係数であり，加速度の設定値に

掛け合わせる値です． 

[単位] 無し(無次元) 

 fJerkFactor double RW (予約) [初期値] 1.0 

[説明] ジャークの係数であり，ジャークの設定値に

掛け合わせる値です． 

[単位] 無し(無次元) 

 bEnabled BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] オーバーライドの成功/失敗を示します． 

[値] TRUE: 成功，FALSE: 失敗 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_SDO_READ_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 woObjIndex WORD RW [初期値] 0 

[説明] インデックスを設定します． 

 bySubIndex BYTE RW [初期値] 0 

[説明] サブインデックスを設定します． 

 pData void* RW [初期値] 0 

[説明] 読み込むデータを設定します． 

 bySize BYTE RW [初期値] 0 

[説明] 読み込むデータのサイズを設定します． 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_SDO_WRITE_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 woObjIndex WORD RW [初期値] 0 

[説明] インデックスを設定します． 

 bySubIndex BYTE RW [初期値] 0 

[説明] サブインデックスを設定します． 

 pData void* RW [初期値] 0 

[説明] 書き込むデータを設定します． 

 bySize BYTE RW [初期値] 0 

[説明] 書き込むデータのサイズを設定します． 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_SDO_WRITE_T 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 MC_TOUCH_PROBE_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関

数を実行する場合，FALSEにした後，TRUE

にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bWindowOnly BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニタリング

範囲の有効／無効を設定します． 

[値]  

FALSE： モニタリング範囲は全ての範囲となり

ます．すなわち，ラッチトリガ信号が入力さ

れた時の軸の位置をラッチ(記録)します 

TRUE： モニタリング範囲は fFirstPosition，f

LastPosition に設定した範囲となります．

すなわち，fFirstPosition が fLastPositio

n より大きい時，fFirstPosition 以上，fLa

stPosition以下の範囲において，ラッチトリ

ガ信号が入力された時時の軸の位置をラ

ッチ(記録)します． 

fLastPosition が fFirstPosition より大き

い時，fLastPosition 以上，fFirstPositio

n 以下の範囲において，ラッチトリガ信号が

入力された時の軸の位置をラッチ(記録)し

ます．  

 fFirstPosition double RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニタリング

範囲の開始位置を設定します． 

[単位] pulse 

[設定範囲] -2147483648～2147483647 

 fLastPosition double RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニタリング

範囲の終了位置を設定します． 

[単位 pulse 

[設定範囲] -2147483648～2147483647 

 fRecordedPosition double RO [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号が入力された時の位置を

格納します． 

[単位] pulse 

 byStopMotionSelect BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] トリガ信号取得後の軸の停止方法を設定

します． 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TOUCH_PROBE_T 

 bCommandAborted BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] MC_AbortTrigger 関数による中断の状

況を示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_TRIGGER_REF_T 

 byProbeID BYTE RW [初期値] 0 

[説明] プローブ ID を設定します． 

[値] 1： プローブ 1 を使用します．2： プローブ 2 を

使用します． 

 byEdge BYTE RW [初期値] 0 

[説明] トリガのエッジを設定します．値を 1に設定

して下さい．立ち上がりエッジをトリガとします． 

[値] 1: 立ち上がりエッジ，(予約)0: 立ち下がりエ

ッジ， 

 byInputSelect BYTE RW [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します．設

定可能なラッチトリガ信号は，サーボドライバに

より異なります．章番 2.28.6「プローブの設定」

を参照して下さい． 

 byTriggerMode BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] byTriggerMode でソフト PLC モードの時

に設定します．ソフト PLC モードは，ラッチトリ

ガ信号として byTriggerVariable を使用しま

す．byTriggerVariable の値が変化した時の

位置をラッチ(記録)します． 

[値] 0： サーボドライバモード，1： ソフト PLC モー

ド 

 byTriggerVariable BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] byMode でソフト PLC モードの時に設定

します．ソフト PLCモードは，ラッチトリガ信号と

して byTriggerVariable を使用します．byTri

ggerVariable の値が変化した時の位置をラッ

チ(記録)します．  

 byProbeState BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] プローブの状態（実行中，未実行，中断

等）を示します． 

MC_ABORT_TRIGGER_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関

数を実行する場合，FALSEにした後，TRUE

にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_TRIGGER_REF_T 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

READ_VERSION_T 

 byMdlType[5] BYTE RO [初期値] 0 

[説明] モデル番号(契約軸数含む)を示します． 

 byVer[4] BYTE RO [初期値] 0 

[説明] HLS-ECMC ソフトウェアバージョンを示しま

す． 

READ_FILENAME_T 

 byName[8] BYTE RO [初期値] 0 

[説明] アクティベーションコードファイル名を示しま

す． 

MC_HOME_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bEncoder BOOL RW [初期値] 0 

[説明] エンコーダの種類を示します．本変数の値

により，実行に必要な項目が変わります． 

[値]  

0: 原点復帰動作モードを使用して，原点復帰を

行います． 

1: 絶対位置の値を使用して，原点復帰を行いま

す． 

 byHomingMethod BYTE RW [初期値] 0 

[説明] bEncoderが 0の場合，設定します．原点

復帰動作モードを設定します．設定可能な値は，

使用するサーボドライバに拠ります．使用機器メー

カのサーボドライバのマニュアルを参照して下さい． 

 fSpeed1 double RW [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 0 の場合，原点近傍入力サ

ーチ速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

 fSpeed2 double RW [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 0 の場合，原点入力サーチ

速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

 fPosition double RW [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 1 の場合，原点とする絶対

位置を設定します． 

[単位] pulse 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_HOME_T 

 fVelocity double RW [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 1 の場合，原点とする原点

復帰速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

 fAcceleration double RW [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 1 の場合，原点とする原点

復帰加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fDeceleration double RW [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 1 の場合，原点とする原点

復帰減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fJerk double RW [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 1 の場合，原点とするジャー

クを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

 woHomePosiInpTyp
e 

WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点入力信号を設定します． 

[値] 0:Z 相，1:外部原点入力 

 woHomePosiDir WORD RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点復帰動作開始方向を設定します． 

[値] 0:正方向，1:負方向 

 woHomePosiInpDir WORD RW (予約)原点入力の検出方向 0:正方向，1:負方

向 

 lHomeMaskDis long RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点入力マスク距離の設定がある場合に

設定します． 

[単位] pulse 

 lHomePosiOffset long RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点復帰完了時，現在位置を設定値に

更新します． 

[単位] pulse 

 lHomePushWait long RW (予約) [初期値] 0 

[説明] 押し当て時間使用の原点復帰動作の時,

設定します． 

[単位] pulse 

 byBufferMode BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bActive BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_HOME_T 

 bCommandAborted BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作指

令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_STOP_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 fDeceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fJerk double RW [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bCommandAborted BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作指

令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_MOVE_ABSOLUTE_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bContinuousUpdate BOOL RW (予約) [説明] bDone が TRUE となる前に，新し

い設定値を設定した場合，新しい設定値を使用

して動作を開始することの有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_MOVE_ABSOLUTE_T 

 fPosition double RW [初期値] 0 

[説明] 絶対位置を設定します． 

[単位] pulse 

 fVelocity double RW [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

 fAcceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fDeceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fJerk double RW [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

 byDirection BYTE RW (予約) [説明] 軸の回転方向を設定します． 

 byBufferMode BYTE RW [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered，以下(予約) 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bActive BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bCommandAborted BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作指

令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_MOVE_RELATIVE_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bContinuousUpdate BOOL RW (予約) [説明] bDone が TRUE となる前に，新し

い設定値を設定した場合，新しい設定値を使用

して動作を開始することの有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_MOVE_RELATIVE_T 

 fDistance double RW [初期値] 0 

[説明] 相対位置を設定します． 

[単位] pulse 

 fVelocity double RW [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

 fAcceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fDeceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fJerk double RW [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

 byBufferMode BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered，以下(予約) 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bActive BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bCommandAborted BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作指

令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_MOVE_ADDITIVE_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bContinuousUpdate BOOL RW (予約) [説明] bDone が TRUE となる前に，新し

い設定値を設定した場合，新しい設定値を使用

して動作を開始することの有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_MOVE_ADDITIVE_T 

 fVelocity double RW [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

 fAcceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fDeceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fJerk double RW [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

 byBufferMode BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

 bDone BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bActive BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bCommandAborted BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作指

令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

MC_MOVE_VELOCITY_T 

 bExecute BOOL RW [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にします．

立ち上がりエッジで関数を実行します．再度関数

を実行する場合，FALSEにした後，TRUEにして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

 bContinuousUpdate BOOL RW (予約) [説明] bDone が TRUE となる前に，新し

い設定値を設定した場合，新しい設定値を使用

して動作を開始することの有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

 fVelocity double RW [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

(次ページにつづく) 
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構造体名 

 メンバ名 データ型 種類 内容 

MC_MOVE_VELOCITY_T 

 fAcceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fDeceleration double RW [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

 fJerk double RW [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

 byDirection BYTE RW [初期値] 0 

[説明] 軸の回転方向を設定します． 

[値] 

0: 負方向 

1: 正方向 

(予約)2: 距離が近い方向 

(予約)3: （ロータリー軸の場合）現在の設定方向 

 byBufferMode BYTE RW (予約) [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

 bInVelocity BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 軸の速度が目標速度に到達したかを示し

ます． 

[値] TRUE: 到達，FALSE: 未到達 

 bBusy BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bActive BOOL RO (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

 bCommandAborted BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作指

令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

 bError BOOL RO [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

 dwErrorID DWORD RO [初期値] 0 

[説明 ] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

注意 1： RO は，読込みのみを許可している変数です．RW は，読込み，書込みを許可している変数です． 

表 3.1-2 構造体詳細 
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 関数の種類 

 分類と機能 

No. 分類 ①/② 関数名 機能 

1 Administrative ② MC_CheckAxis() 軸の登録状態を確認します． 

2  ② MC_RegisterAxis() 軸を登録します． 

3  ② MC_DeleteAxis() 軸の登録を削除します． 

4  ② MC_ResetAxisSetting() 軸の動作パラメータを初期化します． 

5  ② MC_GetAxisSetting() 軸の動作パラメータを取得します． 

6  ② MC_SetAxisSetting() 軸の動作パラメータを設定します． 

7  ② MC_Power() サーボ ON，サーボ OFF を実行します． 

8  ② MC_Reset() 軸に発生している異常を解除します． 

9  ② MC_ReadAxisError() 軸のエラーを読込みます． 

10  ② MC_ReadAxisInfo() 軸の情報を読込みます． 

11  ② MC_ReadStatus() 状態遷移のステータスを読込みます． 

12  ② MC_ReadMotionState() モーションステータスを読込みます． 

13  ② MC_ReadActualPosition() 現在位置を読込みます． 

14  ② MC_ReadActualVelocity() 現在速度を読込みます． 

15  ② MC_ReadBuffer() Buffered待機中の関数の情報を読込みます． 

16  ② MC_DeleteBuffer() Buffered待機中の関数の情報を削除します． 

17  ② MC_SetPosition() 現在位置を変更します． 

18  ② MC_SetOverride() 
速度，加減速度，ジャークのオーバーライドファクタ

を設定します． 

19  ② MC_SDORead() SDO 通信を使用して，データを読込みます． 

20  ② MC_SDOWrite() SDO 通信を使用して，データを書込みます． 

21  ② MC_TouchProbe() 
ラッチトリガ信号が入力された時の軸の位置をラッ

チ(記録)します． 

22  ② MC_AbortTrigger() 
実行中の MC_TouchProbe 関数を中断させま

す． 

23  － MC_ReadVersion() 
モーション機能パックライブラリのバージョン，及び契

約軸数を取得します． 

24  － MC_ReadFileName() アクティベーションコードファイル名を取得します． 

25 Motion ①，② MC_Home() 原点復帰動作を実行します． 

26  ①，② MC_Stop() 減速停止動作を実行します． 

27  ①，② MC_MoveAbsolute() 絶対値位置決めを実行します． 

28  ①，② MC_MoveRelative() 相対値位置決めを実行します． 

29  ①，② MC_MoveAdditive() 
目標位置の設定値に，値を付加し，新しい目標

位置とする動作を実行します． 

30  ①，② MC_MoveVelocity() 連続送り動作を実行します． 

注意 1： スレーブのパラメータ全般の設定に関しましては，各スレーブメーカのツールを使用して設定して下さい． 

注意 2： ①：動作指令，②モーション関数：，－：モーション関数及び動作指令以外 

注意 3： Administrative は，軸の動作を管理する関数です． 

注意 4： Motion は軸を動作させる関数です． 
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 動作可能な軸の状態 

A：Disabled，B：Standstill，C：Homing，D：Stopping，E：Discrete Motion， 

F：Continuous Motion，G：ErrorStop，H：Synchronized Motion 

○：関数を実行することが可能です，×：動作禁止※3． 

 

No. 分類 関数名 
機能 

A B C D E F G H 

1 Administrative MC_CheckAxis() ○ × × × × × × 

(予約) 

2  MC_RegisterAxis() ○ × × × × × × 

3  MC_DeleteAxis() ○ × × × × × × 

4  MC_ResetAxisSetting() ○ ○ × × × × × 

5  MC_GetAxisSetting() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6  MC_SetAxisSetting() ○ ○ × × × × × 

7  MC_Power() ※1 

8  MC_Reset() ※1 

9  MC_ReadAxisError() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10  MC_ReadAxisInfo() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11  MC_ReadStatus() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12  MC_ReadMotionState() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

13  MC_ReadActualPosition() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14  MC_ReadActualVelocity() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15  MC_ReadBuffer() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16  MC_DeleteBuffer() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17  MC_SetPosition() × ○ × × × × × 

18  MC_SetOverride()※2 ○ ○ × × ○ ○ × 

19  MC_SDORead() ○ ○ × × × × × 

20  MC_SDOWrite() ○ ○ × × × × × 

21  MC_TouchProbe() (予約) 

22  MC_AbortTrigger() (予約) 

23  MC_ReadVersion() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24  MC_ReadFileName() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

25  MC_TouchProbe()※4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

26  MC_AbortTrigger()※4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

27 Motion MC_Home() ※1 

28  MC_Stop() ※1 

29  MC_MoveAbsolute() ※1 

30  MC_MoveRelative() ※1 

31  MC_MoveAdditive() ※1 

32  MC_MoveVelocity() ※1 

※1 章番 2.6 状態遷移，及び各関数の項目を参照して下さい． 

※2 動作の状態により実行できない場合があります．章番 3.3.16 を参照して下さい． 

※3 軸の状態が×の状態において，該当の関数の実行を禁止しています．軸を安全に動作させるため，軸の状態

が動作可能な状態であるかを確認した後に，関数を実行してください．  

※4 動作の状態が Homing の場合，サーボドライブにより実行可 / 不可が異なります．章番 2.28 を参照して下さ

い． 
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 関数の詳細 

 

 MC_CheckAxis() 
 

機  能 指定した軸の登録状態を確認します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
DWORD MC_CheckAxis  
 (MC_AXIS_REF_T* pAxis); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタです． 

 

戻り値 変数名(例) データ型 説明 

dwStatus DWORD 0: 登録されています． 

0 以外: エラーが発生しました．エラーコード(「2.3 エラーコード」参

照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 
MC_AXIS_REF_T  oAxis;     // 軸の情報を格納する構造体 

dwStatus = MC_CheckAxis (&oAxis); 

 

概 要 

MC_CheckAxis()は，軸の登録状態の確認を行います．登録可能な軸数は，モーション機能パックライブ

ラリの契約軸数以下となります． 

HLS-ECMC のモーション機能を実行することができる軸は，登録が完了した軸となります．軸の登録を行う

関数は，MC_RegisterAxis()となります． 

MC_RegisterAxis()を使用して，軸の登録を実行して下さい．その後，MC_CheckAxis()を使用して，登

録状態を確認して下さい。 
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 MC_RegisterAxis () 
 

機  能 指定した軸の登録を行います． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

DWORD MC_RegisterAxis  

 (EHHANDLE ehApi,  

MC_AXIS_REF_T* pAxis); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Masterの API 関数である，

EhOpen()を利用して得ることができます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタです． 

 

戻り値 変数名(例) データ型 説明 

dwStatus DWORD 0: 登録完了しました． 

0 以外: エラーが発生しました．エラーコード(「2.3 エラーコード」参

照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE       ehApi;     // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T  oAxis;     // 軸の情報を格納する構造体 

dwStatus = MC_RegisterAxis (ehApi, &oAxis); 

 

概 要 

MC_RegisterAxis()は，軸の登録を行います．登録可能な軸数は，モーション機能パックライブラリの契約

軸数以下となります． 

HLS-ECMC のモーション機能を実行することができる軸は，MC_RegisterAxis()を使用して登録した軸と

なります． 

モーション機能パックライブラリのモーション機能を実行する前に，MC_RegisterAxis()を使用して，軸の識

別番号を設定して下さい．その後，MC_CheckAxis()を使用して，戻り値が 0(登録されています．) となる

ことを確認して下さい．  

契約軸数を超える軸に対しては，軸の登録を行うことができません．契約軸数を超える軸に対して，

MC_RegisterAxis()を試みた場合，エラーとなります．  

PLCOpen の状態の内，MC_RegisterAxis()を実行することができる状態は，Disabled であり，サーボ

OFF の状態です．動作中の軸に対して，MC_RegisterAxis()を実行すると，エラーとなります． 
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 MC_DeleteAxis () 
 

機  能 指定した軸の登録状態を削除します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ DWORD MC_DeleteAxis (MC_AXIS_REF_T* pAxis); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタです． 

 

戻り値 変数名(例) データ型 説明 

dwStatus DWORD 0: 軸の登録状態を削除しました．  

0 以外: エラーが発生しました．エラーコード(「2.3 エラーコード」参

照)を参照して下さい．または，指定の軸の登録状態は，未登録

状態です． 

 

C/C++ 

記述例 
MC_AXIS_REF_T  oAxis;     // 軸の情報を格納する構造体 

dwStatus = MC_DeleteAxis (&oAxis); 

 

概 要 

軸の登録が完了している軸に対して， MC_DeleteAxis()を使用することで，軸の登録状態を削除するこ

とができます．MC_DeleteAxis()を使用して登録状態を削除した軸は，未登録状態となります．

MC_DeleteAxis()を使用して登録状態を削除し，未登録状態となった軸は，HLS-ECMC のモーション機

能を実行することができません．モーション機能パックライブラリのモーション機能を実行するためには，再度

MC_RegisterAxis()を使用し，軸の登録を行って下さい． 

MC_RegisterAxis()，MC_DeleteAxis()を使用して軸の登録と削除を行うことで，モーション機能パックラ

イブラリのモーション機能を実行することができる軸を，切り替えることができます． 

PLCOpenの状態の内，MC_DeleteAxis()を実行することができる状態は，Disabledであり，サーボOFF

の状態です．動作中の軸に対して，MC_DeleteAxis()を実行すると，エラーとなります． 
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 MC_ResetAxisSetting()  
 

機  能 指定した軸の軸設定を初期化します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_ResetAxisSetting 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis 
MC_RESET_AXIS_SETTING_T* pResetAxisSetting)); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体です． 

MC_RESET

_AXIS_SET

TING_Tのメ

ンバ 

INPUT bExecute BOOL 

[初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にしま

す．立ち上がりエッジで関数を実行します．再

度関数を実行する場合，FALSE にした後，

TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL 

[初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示

します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bDone BOOL 

[初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bError BOOL 

[初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD 

[初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF_T        oAxis;        // 軸の情報を格納する構造体 

MC_RESET_AXIS_SETTING_T oResetAxisSetting; // MC_ResetAxisSetting()の入出力情報を格

納する構造体 

MC_ResetAxisSetting (&oAxis, &oResetAxisSetting); 

 

概 要 

指定した軸に MC_ResetAxisSetting()を実行した場合，下記の構造体のメンバの値が初期設定

値となります．初期設定値は，各構造体のメンバの[初期値]を参照して下さい． 

[値が初期値となる構造体] 

MC_AXIS_FACTOR_T:  軸の特性に関するパラメータを格納する構造体です．  

MC_AXIS_MOVE_T:    軸の動作に関するパラメータを格納する構造体です． 

MC_AXIS_DRIVE_T:    軸の動作の制御に関するパラメータを格納する構造体です． 

MC_AXIS_MACHINE_T: 軸の入出力信号に関するパラメータを格納する構造体です． 
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 MC_GetAxisSetting() 
 

機  能 指定した軸の軸設定を読込みます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_GetAxisSetting 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_GET_AXIS_SETTING_T* pGetAxisSetting); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体です． 

INPUT pGetAxisSetting MC_GET_AXIS_SETT

ING_T* 

MC_GetAxisSetting()の入出力情報を格納す

る構造体のポインタです． 

MC_GET_A

XIS_SETTIN

G_T のメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnable が TRUE で

あり，bValid が TRUE の場合，周期ごとに読み

出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnable が TRUE で

あり，bValid が TRUE の場合，周期ごとに読み

出しを行います． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示し

ます． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

OUTPUT oAxisFactor MC_AXIS_FACTOR_T 軸の特性に関するパラメータを格納する構造

体です．3.1 構造体を参照して下さい． 

OUTPUT oAxisMove MC_AXIS_MOVE_T 軸の動作に関するパラメータを格納する構造

体です．3.1 構造体を参照して下さい． 

OUTPUT oAxisDrive MC_AXIS_DRIVE_T 軸の動作の制御に関するパラメータを格納す

る構造体です．3.1 構造体を参照して下さい． 

OUTPUT oAxisMachine MC_AXIS_MACHINE_
T 

軸の入出力信号に関するパラメータを格納す

る構造体です．3.1 構造体を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF_T          oAxis;        // 軸の情報を格納する構造体 

MC_GET_AXIS_SETTING_T oGetAxisSetting; // MC_GetAxisSetting ()の入出力情報を格納する

構造体 

MC_GetAxisSetting (&oAxis, &oGetAxisSetting); 

 

概 要 

指定した軸に MC_GetAxisSetting ()を実行した場合，軸の設定値の内，下記の構造体のメンバ

の値を読み込みます．読み込んだデータは，値を読み込む構造体と等しい構造体の引数に格納

されます． 

[値が読み込まれる構造体] 

MC_AXIS_FACTOR_T:  軸の特性に関するパラメータを格納する構造体です．  

MC_AXIS_MOVE_T:    軸の動作に関するパラメータを格納する構造体です． 

MC_AXIS_DRIVE_T:    軸の動作の制御に関するパラメータを格納する構造体です． 

MC_AXIS_MACHINE_T: 軸の入出力信号に関するパラメータを格納する構造体です． 
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 MC_SetAxisSetting() 
 

機  能 指定した軸を設定します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_SetAxisSetting 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_SET_AXIS_SETTING_T* pSetAxisSetting); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体です． 

INPUT pSetAxisSetting MC_SET_AXIS_SETTIN

G_T* 

MC_GetAxisSetting()の入出力情報を格納

する構造体のポインタです． 

MC_SET_A

XIS_SETTIN

G_T のメンバ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にしま

す．立ち上がりエッジで関数を実行します．再

度関数を実行する場合，FALSE にした後，

TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示

します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

OUTPUT oAxisFactor MC_AXIS_FACTOR_T 軸の特性に関するパラメータを格納する構造

体です．3.1 構造体を参照して下さい． 

OUTPUT oAxisMove MC_AXIS_MOVE_T 軸の動作に関するパラメータを格納する構造

体です．3.1 構造体を参照して下さい． 

OUTPUT oAxisDrive MC_AXIS_DRIVE_T 軸の動作の制御に関するパラメータを格納

する構造体です．3.1 構造体を参照して下さ

い． 

OUTPUT oAxisMachine MC_AXIS_MACHINE_T 軸の入出力信号に関するパラメータを格納

する構造体です．3.1 構造体を参照して下さ

い． 

 

C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF_T          oAxis;        // 軸の情報を格納する構造体 

MC_SET_AXIS_SETTING_T oSetAxisSetting; // MC_SetAxisSetting ()の入出力情報を格納する

構造体 

MC_SetAxisSetting (&oAxis, &oSetAxisSetting); 

 

概 要 

指定した軸に MC_SetAxisSetting ()を実行した場合，軸の設定値の内，下記の構造体のメンバ

の値を設定します．書き込むデータは，値を書き込む構造体と等しい構造体の引数に格納され

ます． 

[値が書き込まれる構造体] 

MC_AXIS_FACTOR_T:  軸の特性に関するパラメータを格納する構造体です．  

MC_AXIS_MOVE_T:    軸の動作に関するパラメータを格納する構造体です． 

MC_AXIS_DRIVE_T:    軸の動作の制御に関するパラメータを格納する構造体です． 

MC_AXIS_MACHINE_T: 軸の入出力信号に関するパラメータを格納する構造体です． 
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概 要 

 

表 3.3.6-1 は，ver1.20 以降にて設定可能な項目です． 

 

変数名 データ型 構造体 説明 

dwInposWidth DWORD MC_AXIS_MOVE_T [初期値] 0 

[説明] 位置決め完了幅の設定を設定します． 

[単位] pulse 

[設定範囲] 0～4294967295 

byInposMode BYTE MC_AXIS_MOVE_T [初期値] 0 

[説明] 位置決め完了モードを設定します．位

置決め完了の確認方法は，下記の 2 つがあり

ます． 

方法１．ソフトウェアにより位置決めが完了した

事を確認します．位置決め完了幅

は ， 本 構 造 体 メ ン バ の ，

dwInposWidth の値となります． 

方法 2．インデックス 6041h の bit10(位置決め

完了)の値を確認します．TRUE の

時，位置決め完了です． 

方法 2 に関して，HLS-ECMC でサポートして

いるサーボドライバと設定値は，表 2.4.3-1 とな

ります． 

[値]  

0: 方法 2 をサポートしている場合，方法 2 を

使用します．方法2をサポートしていない場合，

方法1を使用します．方法１を使用する軸の位

置決め完了幅の値は最大値となります． 

(dwInposWidth = 4,294,967,295)  

1: 方法 2 をサポートしている場合，方法 2 を

使用します．方法2をサポートしていない場合，

方法 1 を使用します．  

2: 方法 1 を使用します．位置決め完了幅は

dwInposWidth となります． 

3: 方法 1 を使用します．位置決め完了幅の

値は最大値となります． 

(dwInposWidth = 4,294,967,295) 

[設定範囲] 0～3 

fFLvelocity double MC_AXIS_MOVE_T [初期値] 0 

[説明] FL 速度を設定します． 

[設定範囲] 0～2147483647 

表 3.3.6-1 設定可能なパラメータ 

 

 

  



3.API 関数 

103 

 

 MC_Power() 
 

機  能 指定した軸をサーボ ON/サーボ OFF します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_Power  
 (EHHANDLE ehApi,  
  MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
  MC_POWER_T* pPower); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Masterの API 関数である，

EhOpen()を利用して得ることができます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pPower MC_POWER_T* MC_Power()の入出力情報を格納する構造

体のポインタです． 

MC_POWE

R_T の 

メンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] サーボ ON/OFF 命令を示します 

[値] TRUE: サーボ ON 命令，FALSE: サー

ボ OFF 命令 

INPUT bEnable_Positive BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 正方向運転の有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

INPUT bEnable_Negative BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 負方向運転の有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

OUTPUT bStatus BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 軸の動作状態を示します． 

[値] 動作可能な時，TRUE となります． 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 指令の有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．2.3 エラーコ

ードを参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE       ehApi;     // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T  oAxis;     // 軸の情報を格納する構造体 

MC_POWER_T    oPower;   // MC_Power()の入出力情報を格納する構造体 

MC_Power (ehApi, &oAxis, &oPower); 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 bEnable を TRUE にするとサーボ ON が実行され，bStatus と bValid が TRUE になります． 

 bEnable を FALSE にするとサーボ OFF が実行され，bStatus と bValid が FALSE になります． 

 MC_Power 関数は，軸がどの状態からでも使用することができます．軸の状態によって遷移の状態

は変わります． 

 正方向への運転を可能とする場合， bEnablePositive を TRUE に設定して下さい． 

 負方向への運転を可能にする場合は，bEnableNegative を TRUE に設定して下さい． 

 サーボ ON の時，bStatus は TRUE となります． 

 動作中の軸に対して，bEnable を FALSE とすると，軸の動作が中断し，サーボ OFF 状態となりま

す． 

 軸の動作が中断した場合，中断前に実行していた動作指令のステータスは，CommandAborted と

なります． 

 MC_Power 関数を実行した後，bStatus が FALSE となっていた場合，エラーが発生している可能

性があります．dwErrorID のエラーコードを確認し，エラーを取り除く処理を行って下さい． 

 bEnable を TRUE に設定した後，サーボ ON 状態になるまでには一定の時間(サーボ ON 処理時

間)かかります．また bEnableを FALSEに設定した後，サーボOFF状態になるまでに，一定の時間

(サーボ OFF 処理時間)がかかります．サーボ ON 処理時間，サーボ OFF 処理時間は，サーボドラ

イバ固有の値となります． 

 サーボ ON 処理時間（bEnable の立ち上がりから bStatus と bValid の立ち上がりまでの時間），サ

ーボ OFF 処理時間（bEnable の立ち下がりから bStatus と bValid の立ち下がりまでの時間）は不

定です． 

 bError が FALSE の場合，dwErrorID のエラーコードを確認し，エラーを取り除く処理を行って下さ

い． 

 

 タイミングチャート 

 

 
図 3.3.7-1 MC_Power 関数のタイミングチャート 

 

(次ページへ続く) 

bEnable 

bStatus 

サーボ ON 要求 
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サーボ OFF 要求 
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概 要 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 
HMC_ER_INVALID_OPERATION_MOD
E 

0x0A0101 

制御モードが異常です．HLS-ECMCは通常csp

で動作します．Homingの場合，hmで動作しま

す． 

2 HMC_ER_INVALID_PLCOPEN_STATE 0x0A0102 軸の状態が異常です． 

3 HMC_ER_ALAM 0x0A0105 サーボアラームです． 

4 HMC_ER_NS_SERVO 0x0A010A サポート外のスレーブです． 

5 HMC_ER_POWER_FAIL 0x0A0201 

サーボオンに失敗しました．（例．ソフトウェアで

定めた時間内にサーボオンすることができませ

んでした．） 

6 HMC_ER_RSI_HANDLER_ERR  0x0A0230 
RSI-ECAT-MasterのAPI関数の実行におけるエラ

ーです． 

表 3.3.7-1 dwErrorID のエラーコードの例 

 

 

 MC_Reset() 
 

機  能 指定した軸に関する全ての内部エラーをリセットします． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_Reset 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_RESET_T* pReset); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Masterの API 関数である，

EhOpen()を利用して得ることができます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体です． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pReset MC_RESET_T * MC_Reset()の入出力情報を格納する構造

体のポインタです． 

MC_RESET

_T のメンバ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にしま

す．立ち上がりエッジで関数を実行します．再

度関数を実行する場合，FALSE にした後，

TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示

します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

(次ページへ続く) 
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C/C++ 

記述例 

EHHANDLE       ehApi;     // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T  oAxis;     // 軸の情報を格納する構造体 

MC_RESET_T     oReset;    // MC_Reset ()の入出力情報を格納する構造体 

MC_Reset (ehApi, &oAxis, &oReset); 

 

概 要 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となり，リセットを開始します． 

 リセットが完了すると bDone が TRUE となります． 

 軸異常が発生している軸の状態遷移のステータスは，ErrorStop となっています． 

 MC_Reset 関数が正常に実行された場合，軸の状態遷移のステータスは ErrorStop から変化 

します． 

 軸がサーボオン状態であれば StandStill に，サーボオフ状態であれば Disabled に遷移します． 

 リセット処理時間（bExecute の立ち上がりから bDone の立ち上がりまでの時間）は不定です． 

 

 
図 3.3.8-1 MC_Reset 関数のタイミングチャート 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 HMC_ER _RESET_FAIL 0x0A020F サーボアラームのリセットに失敗しました． 

2 HMC_ER _RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Masterの API 関数の実行におけるエラ

ーです． 

表 3.3.8-1 dwErrorID のエラーコードの例 

 

 

  

bExecute

bDone

bBusy
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 MC_ReadAxisError()   
 

機  能 軸に発生しているエラーを示します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_ReadAxisError 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_READ_AXIS_ERROR_T* pReadAxisError); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT  pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタです． 

INPUT / 

OUTPUT 

pReadAxisError MC_READ_AXIS_ERR

OR_T * 

MC_ReadAxisError()入出力変数の構造体

のポインタです． 

MC_READ_

AXIS_ERRO

R_T のメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnable が TRUE

であり，bValid が TRUE の場合，周期ごとに

読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnable が TRUE

であり，bValid が TRUE の場合，周期ごとに

読み出しを行います． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示

します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

OUTPUT dwAxisErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] 軸に発生しているエラーの詳細を示し

ます．エラーコード(「2.3 エラーコード」参照)を

参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF_T           oAxis;          // 軸の情報を格納する構造体 

MC_READ_AXIS_ERROR_T oReadAxisError; // MC_ReadAxisError ()の入出力情報を格納する

構造体 

MC_ReadAxisError (&oAxis, &oReadAxisError); 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 bEnable を TRUE にすると bValid と bBusy が TRUE になり，軸エラーID を出力します． 

 bEnable を FALSE にすると bValid と bBusy が FALSE になり，軸エラーID もクリアされます． 

 

 
図 3.3.9-1 MC_ReadAxisError 関数のタイミングチャート 

 

 

 

 MC_ReadAxisInfo()   
 

機  能 軸に関係する情報を示します． 

 

開発言語 書  式 

VC++ 
void MC_ReadAxisInfo 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis, 
 MC_READ_AXIS_INFO_T* pReadAxisInfo); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタです． 

INPUT / 

OUTPUT 

pReadAxisInfo MC_READ_AXIS_INF

O_T* 

MC_ReadAxisError()入出力変数の構造体

のポインタです． 

MC_READ_

AXIS_INFO

_T のメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnable が TRUE で

あり，bValid が TRUE の場合，周期ごとに読み

出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnable が TRUE で

あり，bValid が TRUE の場合，周期ごとに読み

出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示し

ます． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT bFault  BOOL [初期値] FALSE 

[説明] Fault エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

(次ページへ続く) 
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MC_READ_
AXIS_INFO

_T のメンバ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT bMaxSLSSwitch BOOL (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 上限側(+方向)のソフトウェアリミットの

ON/OFF を示します． 

[値] TRUE: ON，FALSE: OFF 

OUTPUT bMinSLSSwitch BOOL (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 下限側(-方向)のソフトウェアリミットの

ON/OFF を示します． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 

OUTPUT bHomeAbsSwitc

h 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 原点スイッチ入力のON/OFFを示しま

す． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 

OUTPUT bLimitSwitchPos BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] 正転側駆動禁止入力 (+ELS)の

ON/OFF を示します． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 

OUTPUT bLimitSwitchNeg BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] 逆転側駆動禁止入力 (-ELS) の

ON/OFF を示します． 

[値] TRUE: ON， FALSE: OFF 

OUTPUT bSimulation BOOL (予約) [初期値] FALSE 

[説明] シミュレーションモードは実行中/未実

行中であること示します．(例：シミュレーションモ

ードとは，モータのシミュレーション等を行うモード

を意味します．) 

[値] TRUE: 実行中， FALSE: 未実行中 

OUTPUT bCommunication

Ready 

BOOL (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 軸を駆動する準備の完了/未完了を

示します． 

[値] TRUE: 完了， FALSE: 未完了 

OUTPUT bReadyForPowe

rOn 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] サーボ ON を実行する準備の完了/未

完了を示します． 

[値] TRUE: 完了， FALSE: 未完了 

OUTPUT bPowerOn BOOL [初期値] FALSE 

[説明] サーボ ON/サーボ OFF を示します． 

[値] TRUE: サーボ ON， FALSE: サーボ
OFF 

OUTPUT bIsHomed BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 原点復帰完了/未完了を示します．

MC_Home()において，原点復帰動作モード

を使用した場合のみ機能します． 

[値] TRUE: 完了， FALSE: 未完了 

OUTPUT bAxisWarning BOOL [初期値] FALSE 

[説明] ワーニングの発生/未発生を示します．  

[値] TRUE: 発生， FALSE: 未発生 

OUTPUT woStatusWord WORD [初期値] 0 

[説明]ステータスワード(インデックス 0x6041)を

示します．  

OUTPUT woControlWord WORD [初期値] 0 

[説明]コントロールワード(インデックス 0x6040)

を示します． 

OUTPUT dwDigitalInput DWORD [初期値] 0 

[説明] デジタル入力(インデックス 0x60FD) を

示します． 

OUTPUT dwTmpPos DWORD [初期値] 0 

[説明] 内部指令位置を示します． 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

(次ページへ続く) 
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C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF            oAxis;          // 軸変数の構造体 

MC_READ_AXIS_INFO_T  oReadAxisInfo;  // MC_ReadAxisError()入出力変数の構造体 

MC_ReadAxisInfo ( &Axis, &oReadAxisInfo ); 

 

概 要 

 

 bEnable を TRUE にすると bValid と bBusy が TRUE になり，軸に関係する情報を出力します． 

 bEnableを FALSEにすると bValid と bBusyが FALSEになり，軸に関係する情報の出力は初期値

となります． 

 

 MC_ReadStatus()   
 

機  能 選択された軸の状態遷移のステータスを返します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_ReadStatus 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_READ_STATUS_T* pReadStatus); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pReadStatus MC_READ_STAT

US_T* 

MC_ReadStatus ()の入出力変数の構造体のポイ

ンタです． 

MC_READ_

STATUS_T

のメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableがTRUEであり，

bValid が TRUE の場合，周期ごとに読み出しを行

います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内，bEnableがTRUEであり，

bValid が TRUE の場合，周期ごとに読み出しを行

います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示しま

す． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード(「2.3 エ

ラーコード」参照)を参照して下さい． 

OUTPUT bErrorStop BOOL [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が ErrorStop の時，TRUE となりま

す． 

OUTPUT bDisabled BOOL [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態がDisabledの時，TRUEとなります． 

OUTPUT bStopping BOOL [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態がStoppingの時，TRUEとなります． 

OUTPUT bHoming BOOL [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Homingの時，TRUE となります． 

(次ページへ続く) 
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MC_READ_
STATUS_T

のメンバ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT bStandstill BOOL [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Standstillの時，TRUE とな

ります． 

OUTPUT bDiscreteMotion BOOL [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Discrete Motion の時，

TRUE となります． 

OUTPUT bContinuousMoti

on 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Continuous Motion の時，

TRUE となります． 

OUTPUT bSynchronizedM

otion 

BOOL (予約)[初期値] FALSE 

[説明] PLCOpen の状態を示します． 

[値] 軸の状態が Synchronized Motion の

時，TRUE となります． 

 

C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF         oAxis;        // 軸変数の構造体 

MC_READ_STATUS_T  oReadStatus; // MC_ReadStatus ()の入出力変数の構造体 

MC_ReadStatus ( &oAxis, &oReadStatus ); 

 

概 要 

 

 bErrorStop ， bDisabled ， bStopping ， bHoming ， bStandstill ， bDiscreteMotion ，

bContinuousMotion は 2 つ以上が同時に TRUE にはなりません． 

 bEnable を TRUE にすると bValid と bBusy が TRUE になり，軸の状態遷移ステータスを出力します． 

 bEnable を FALSE にすると bValid と bBusy が FALSE になり，ステータスの出力も FALSE になりま

す． 

 

 
図 3.3.11-1 MC_ReadStatus 関数のタイミングチャート 
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 MC_ReadMotionState()   
 

機  能 指定した軸のモーションステータスを読込みます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_ReadMotionState 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_READ_MOTION_STATE_T* pReadMotionState); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pReadMotionS

tate 

MC_READ_MOTION

_STATE_T* 

MC_ReadMotionState()の入出力変

数の構造体のポインタです． 

MC_READ

_MOTION

_STATE_T

のメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUEであり，bValidがTRUEの場合，

周期ごとに読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUEであり，bValidがTRUEの場合，

周期ごとに読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

OUTPUT bConstantVelo

city 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 速度が一定/不定であることを示

します． 

[値 ] 速度が一定，またはゼロの時，

TRUE となります． 

OUTPUT bAccelerating BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 速度の絶対値の増加/未増加を

示します． 

[値] 速度の絶対値が増加している時，

TRUE となります． 

(次ページへ続く) 
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引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pReadMotionS

tate 

MC_READ_MOTION

_STATE_T* 

MC_ReadMotionState()の入出力変

数の構造体のポインタです． 

MC_READ

_MOTION

_STATE_T

のメンバ 

OUTPUT bDecelerating BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 速度の絶対値が減少していること

を示します． 

[値] 速度の絶対値が減少している時，

TRUE となります． 

OUTPUT bDirectionPosi

tive 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 現在位置の増加/未増加を示し

ます． 

[値 ] 現在位置が増加している時，

TRUE となります． 

OUTPUT bDirectionNeg

ative 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 現在位置の減少/未減少を示し

ます． 

[値 ] 現在位置が減少している時，

TRUE となります． 
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C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF_T              oAxis;             // 軸変数の構造体 

MC_READ_MOTION_STATE_T  oReadMotionState;  // MC_ReadMotionState ()の入出力変数

の構造体 

MC_ReadMotionState ( &oAxis, &oReadMotionState ); 

 

概 要 

 

 現在の実行中の値のみ返します． 

 bEnable を TRUE にすると bValid と bBusy が TRUE になり，動作に関する軸のステータスを出力し

ます． 

 bEnable を FALSE にすると bValid と bBusy が FALSE になり，ステータスの出力も FALSE になり

ます． 

 

 
図 3.3.12-1 MC_ReadMotionState 関数のタイミングチャート 
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 MC_ReadActualPosition()   
 

機  能 指定した軸の現在位置を読込みます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_ReadActualPosition 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_READ_ACTUAL_POSITION_T* pReadPosition); 

 

引 数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタ． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pReadPosition MC_READ_ACTUAL

_POSITION_T* 

MC_ReadActualPosition()の入出力

変数の構造体のポインタ． 

MC_READ

_ACTUAL_

POSITION

_Tのメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUE であり 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUEであり，bValidがTRUEの場合，

周期ごとに読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

OUTPUT lPosition long [初期値] 0 

[説明] 現在の位置を出力します．現在

位置は絶対位置となります． 

[単位] pulse 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE                       ehApi;           // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T                  oAxis;           // 軸変数の構造体 

MC_READ_ACTUAL_POSITION_T  oReadPosition;   // MC_ReadActualPosition ()の入出力

変数の構造体 

MC_ReadActualPosition ( &oAxis, &oReadPosition ); 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 bEnable を TRUE にすると bBusy が TRUE になり，実位置の読み出しを開始します． 

 実位置は bEnable が TRUE になった周期から読み出されます． 

 bEnable が TRUE の間は毎周期実位置の読み出しを行います． 

 bEnable を FALSE にすると bValid と bBusy が FALSE になります． 

 

 
図 3.3.13-1 MC_ReadActualPosition 関数のタイミングチャート 

 
 

 

 MC_ReadActualVelocity()   
 

機  能 指定した軸の現在速度を読込みます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_ReadActualVelocity 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_READ_ACTUAL_VELOCITY_T* pReadVelocity); 

 

引 数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタ． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pReadVelocity MC_READ_ACTUAL

_VELOCITY_T * 

MC_ReadActualVelocity()の入出力

変数の構造体のポインタ． 

MC_READ

_ACTUAL_

VELOCITY

_Tのメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUEであり，bValidがTRUEの場合，

周期ごとに読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUEであり，bValidがTRUEの場合，

周期ごとに読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

(次ページへ続く) 
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MC_READ

_ACTUAL_

VELOCITY

_Tのメンバ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

OUTPUT lVelocity long 

 

[初期値] 0 

[説明] 現在の速度を出力します．現在

の速度は符号付となります． 

[単位] pulse/sec 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE                       ehApi;           // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T                  oAxis;           // 軸変数の構造体 

MC_READ_ACTUAL_VELOCITY_T  oReadVelocity;   // MC_ReadActualVelocity ()の入出力

変数の構造体 

MC_ReadActualVelocity ( &oAxis, & oReadVelocity ); 

 

概 要 

 

 bEnable を TRUE にすると bBusy が TRUE になり，実速度の読み出しを開始します． 

 実速度は bEnable が TRUE になった周期から読み出されます． 

 bEnable が TRUE の間は毎周期実速度の読み出しを行います． 

 bEnable を FALSE にすると bValid と bBusy が FALSE になります． 

 

 
図 3.3.14-1 MC_ReadActualVelocity 関数のタイミングチャート 
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 MC_ReadBuffer() 
 

機  能 Buffered 待機中の関数の情報を読込みます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void  MC_ReadBuffer 
(MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_READ_BUFFER_T*  pReadBuffer); 

 

引 数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタ． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pReadBuffer MC_READ_BUFFER

_T* 

MC_ReadBuffer()の入出力変数の構

造体のポインタ． 

MC_READ

_BUFFER

_Tのメンバ 

INPUT bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUEであり，bValidがTRUEの場合，

周期ごとに読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bValid BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の有効/無効を示します． 

本構造体メンバの内， bEnable が

TRUEであり，bValidがTRUEの場合，

周期ごとに読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

ことを示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

OUTPUT byBufferNum BYTE 

 

[初期値] 0 

[説明] Buffered待機中の関数の個数で

す．Buffered待機可能な関数の最大値

は 1 です． 

OUTPUT STORE_T oStore[STORE_ENA

BLE] 

Buffered 待機中の関数の情報を格納

する構造体です． 

STORE_ENABLE は 1 です．  

(次ページへ続く) 
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STORE_T

のメンバ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT byFBID  BYTE [初期値] 0 

[説明] Buffered 待機中の関数の識別

番号です． 

[値]  

0x65：MC_MoveRelative()の識別番

号． 

0x66:MC_MoveAbsolute()の識別番

号． 

OUTPUT fPosition double [初期値] 0 

[説明] byFBID の値が 0x66 の時， 

MC_MOVE_ABSOLUTE_T構造体の

メンバ fPosition を格納します． 

[単位] pulse 

OUTPUT fDistance double [初期値] 0 

[説明] byFBID の値が 0x65 の時， 

MC_MOVE_RELATIVE_T 構造体の

メンバ fDistance を格納します． 

[単位] pulse 

OUTPUT fVelocity double [初期値] 0 

[説明] 動作指令の引数の構造体のメン

バ fVelocity を格納します． 

[単位] pulse/sec 

OUTPUT fAcceleration double [初期値] 0 

[説明] 動作指令の引数の構造体のメン

バ fAcceleration を格納します． 

[単位] pulse/sec2 

OUTPUT fDeceleration double [初期値] 0 

[説明] 動作指令の引数の構造体のメン

バ fDeceleration を格納します． 

[単位] pulse/sec2 

OUTPUT fJerk double [初期値] 0 

[説明] 動作指令の引数の構造体のメン

バ fJerk を格納します． 

[単位] pulse/sec3 

OUTPUT pMcfbInstance void* Buffered 待機中の関数の情報を保存

する構造体のポインタです．Buffered 処

理のために使用しています．参照する必

要はありません． 
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C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF_T  oAxis;           // 軸変数の構造体 

MC_READ_BUFFER_T   oReadBuffer; // MC_ReadBuffer ()の入出力変数の構造体 

MC_ReadBuffer ( &oAxis, & oReadBuffer ); 

 

概 要 

 

 bEnableを TRUEにすると bBusyが TRUEになり，Buffered待機中の関数の情報の読み出しを開

始します． 

 情報の読み出しは bEnable が TRUE になった周期から読み出されます． 

 bEnable が TRUE の間は毎周期情報の読み出しを行います． 

 bEnable を FALSE にすると bValid と bBusy が FALSE になります． 

 

 

 MC_DeleteBuffer() 
 

機  能 Buffered 待機中の関数の情報を削除します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_DeleteBuffer  
 (MC_AXIS_REF_T* pAxis,  

MC_DELETE_BUFFER_T* pDeleteBuffer); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pDeleteBuffer MC_DELETE_BUF

FER_T * 

MC_DeleteBuffer()の入出力変数の構造

体のポインタ． 

MC_DELE

TE_BUFF

ER_Tのメン

バ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にしま

す．立ち上がりエッジで関数を実行します．再

度関数を実行する場合，FALSE にした後，

TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること

示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF_T  oAxis;              // 軸変数の構造体 

MC_DELETE_BUFFER_T   oDeleteBuffer; // MC_DeleteBuffer ()の入出力変数の構造体 

MC_DeleteBuffer ( &oAxis, &oDeleteBuffer ); 

 

概 要 

 

 MC_DeleteBuffer()は，Buffered 待機中の関数の情報を削除します．情報が削除された関数は，

Buffered により実行されません． 

 Buffered 待機中の関数が存在する時，Bufferd による実行を中止するときに使用します． 
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 MC_SetPosition()   
 

機  能 指定した軸の現在位置を任意の値に設定します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_SetPosition 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_SET_POSITION_T* pSetPosition); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE RSI-ECAT-Master のハンドル値 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T

* 

軸変数の構造体のポインタ． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pSetPosition MC_SET_POSITI

ON_T * 

MC_SetPosition()入出力変数の構造体

のポインタ． 

MC_SET_

POSITION

_Tのメンバ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にし

ます．立ち上がりエッジで関数を実行しま

す．再度関数を実行する場合，FALSE に

した後，TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT fPosition double [初期値] 0 

[説明] 現在位置とする値を設定します． 

[単位] pulse 

INPUT bRelative BOOL (予約) [初期値] 0 

[説明] 設定値は相対距離/絶対位置で

あることを示します． 

[値] 相対距離の場合，TRUE となりま

す． 

INPUT byExecutionMod

e 

BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] 設定値を有効にする時期を示しま

す． 

[値] 下記の時に，現在位置を，設定値と

します． 

0:Aborting 時，1:Buffered 時 

2:BlendingLow 時 ，

3:BlendingPrevious 時 

4:BlendingNext 時，5:BlendingHigh 時 

6:即座(関数実行時) 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であるこ

と示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコー

ド(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さ

い． 
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C/C++ 

記述例 

EHHANDLE            ehApi;         // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T       oAxis;         // 軸変数の構造体 

MC_SET_POSITION_T  oSetPosition;  // MC_SetPosition ()の入出力変数の構造体 

MC_SetPosition ( &oAxis, & oSetPosition ); 

 

概 要 

 

 Standstill 以外の状態で MC_SetPosition は動作しません． 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となり，位置設定を開始します． 

 位置設定が完了すると bDone が TRUE となります． 

 

 
図 3.3.17-1 MC_SetPosition 関数のタイミングチャート 

 

 

 MC_SetOverride()   
 

機  能 指定した軸の速度，（予約）加減速度，（予約）ジャークのオーバーライドファクタを設定します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 
void MC_SetOverride 
 ( MC_AXIS_REF_T*      pAxis,  

MC_SET_OVERRIDE_T* pSetOverride ); 

 

引 数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pSetOverri

de 

MC_SET_OVERRI

DE_T * 

MC_SetOverride()入出力変数の構造体の

ポインタです． 

MC_SET_

OVERRID

E_Tのメン

バ 

INPUT/ 

OUTPUT 

bEnable BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の実行/未実行を示します． 

本構造体メンバの内，bEnable が TRUE

であり，bValid が TRUE の場合，周期ごとに

読み出しを行います． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT fVelFactor double [初期値] 1.0 

[説明] 速度の係数であり，速度の設定値に

掛け合わせる値です．設定範囲：0～1.0 

[単位] 無し(無次元) 

INPUT AccFactor double (予約) [初期値] 1.0 

[説明] 加速度の係数であり，加速度の設定

値に掛け合わせる値です． 

[単位] 無し(無次元) 

INPUT fJerkFactor double (予約) [初期値] 1.0 

[説明] ジャークの係数であり，ジャークの設定

値に掛け合わせる値です． 

[単位] 無し(無次元) 

(次ページへ続く) 
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MC_SET_
OVERRID

E_Tのメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bEnabled BOOL [初期値] FALSE 

[説明] オーバーライドの成功/失敗を示し

ます． 

[値] TRUE: 成功，FALSE: 失敗 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

MC_AXIS_REF          oAxis;         // 軸変数の構造体 

MC_SET_OVERRIDE_T  oSetOverride;  // MC_SetOverride ()の入出力変数の構造体 

MC_SetOverride ( &oAxis, & oSetOverride ); 

 

概 要 

 

 bEnable を TRUE にすると bBusy が TRUE になります． 

 bEnable を FALSE にすると Busy が FALSE になります． 

 

MC_SetOverride()は，軸の速度，(予約)加速度，（予約）ジャークの倍率を設定し，目標とする速度，加速

度，ジャークを変更します．直線加減速動作と，S 字加減速により，動作が異なります．軸の状態によって遷移の

結果は変わります． 

図 3.3.18-1 は直線加減速の場合の動作例です．図 3.3.16-2 は S 字加減速の場合の場合の動作例です． 

 
① 加速中，定速中，減速中に速度を大きくすると，その速度まで加速します． 

② 加速中，定速中，減速中に速度を小さくすると，その速度まで減速します． 

図 3.3.18-1 直線加減速の場合 
 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 
① 加速中に速度を小さくすると，”変更速度＜変更時点の速度” ならば，その速度までＳ字減速しま

す． 

② 加速中に速度を小さくすると，”変更速度≧変更時点の速度” ならば，Ｓ字特性を変更しないままそ

の速度まで加速します． 

③ 加速中に速度を大きくすると，元の設定速度までＳ字特性を変更しないまま加速した後，新たに設定

した速度まで再加速します．(例：速度のオーバーライドの値 0.5 から 0.8 に変更した場合など) 

④ 定速中に速度を大きくすると，その速度まで S 字加速します．(例：速度のオーバーライドの値 0.5 の

定速状態から，0.8 に変更した場合など) 

⑤ 定速中に速度を小さくすると，その速度まで S 字減速します． 

⑥ 減速中に速度を小さくすると，元の設定速度までＳ字特性を変更しないまま減速した後，新たに設定

した速度まで再減速します． 

⑦ 減速中に速度を大きくすると，”変更時点の速度＜変更速度” ならば，その速度までＳ字加速しま

す． 

⑧ 減速中に速度を小さくすると，”変更時点の速度≧変更速度” ならば，Ｓ字特性を変更しないままそ

の速度まで減速します． 

図 3.3.18-2 S 字加減速の場合 

 

下記の場合，速度のオーバーライドをすることができません． 

 

 
図 3.3.18-3(a) 位置決め動作における減速中の場合 図 3.3.18-3(b) Aborting 中，目標速度に

到達するまでの間 
  

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 
図 3.3.18-3© 現在の方向と異なる方向の場合に，減速を開始している場合 

図 3.3.18-3 MC_SetOverride 関数で実行不可能な動作 

 

 エラーコードの例 

 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 HMC_ER _INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

2 HMC_ER _SET_OVERRIDE_FAIL 0x0A020C 

設定値をオーバーライドすることができません．位置

決め動作による減速開始中もしくは，Aborting に

よる加速中，Aborting による減速中の場合，オー

バーライドすることができません． 

表 3.3.18-1 dwErrorID のエラーコードの例 
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 MC_SDORead()   
 

機  能 指定したスレーブの SDO データを読込みます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_SDORead 
(EHHANDLE        ehApi, 
MC_AXIS_REF_T*  pAxis, 
MC_SDO_READ_T* pSdoRead) 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸変数の構造体のポインタ． 

INPUT/ 
OUTPUT 

pSdoRead MC_SDO_READ_T * MC_SDORead()の入出力変数の構造

体のポインタ． 

MC_SDO_

READ_Tの

メンバ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実行し

ます．再度関数を実行する場合，

FALSE にした後，TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT woObjIndex WORD [初期値] 0 

[説明] インデックスを設定します． 

INPUT bySubIndex BYTE [初期値] 0 

[説明] サブインデックスを設定します． 

INPUT/ 
OUTPUT 

pData void* [初期値] 0 

[説明] 読み込むデータを設定します． 

INPUT bySize BYTE [初期値] 0 

[説明] 読み込むデータのサイズを設定し

ます． 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE       ehApi;      // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T  oAxis;    // 軸の情報を格納する構造体 

MC_SDO_READ_T oSdoRead;  // MC_SDORead()の入出力を格納する構造体 

MC_SDORead ( ehApi, &oAxis, oSdoRead ); 
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 MC_SDOWrite() 
 

機  能 指定したスレーブの SDO データを書込みます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_SDOWrite 
(EHHANDLE        ehApi, 
MC_AXIS_REF_T*  pAxis, 
MC_SDO_WRITE_T* pSdoWrite) 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数である，

EhOpen()を利用して得ることができます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_

T* 

軸変数の構造体のポインタ． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pSdoWrite MC_SDO_WRIT

E_T 

MC_SDOWrite()の入出力変数の構造体の

ポインタ． 

MC_SDO_

WRITE_T

のメンバ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にしま

す．立ち上がりエッジで関数を実行します．再

度関数を実行する場合，FALSE にした後，

TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT woObjIndex WORD [初期値] 0 

[説明] インデックスを設定します． 

INPUT bySubIndex BYTE [初期値] 0 

[説明] サブインデックスを設定します． 

INPUT pData void* [初期値] 0 

[説明] 書き込むデータを設定します． 

INPUT bySize BYTE [初期値] 0 

[説明] 書き込むデータのサイズを設定します． 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示

します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE         ehApi;     // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T    oAxis;    // 軸の情報を格納する構造体 

MC_SDO_WRITE_T oSdoWrite;  // MC_SDOWrite ()の入出力を格納する構造体 

MC_SDOWrite ( ehApi, &oAxis, oSdoWrite ); 
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 MC_TouchProbe() 
 

機  能 ラッチトリガ信号が入力された時の軸の位置をラッチ(記録)します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_TouchProbe 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_TRIGGER_REF_T* pTrigger, 
MC_TOUCH_PROBE_T* pTouchProbe); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタで

す． 

INPUT pTrigger MC_TRIGGER_REF_

T* 

プローブの情報を格納する構造体のポイ

ンタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pTouchProbe MC_TOUCH_PROBE

_T* 

MC_TouchProbe ()の入出力情報を格

納する構造体のポインタです． 

MC_TOUC

H_PROBE

_Tのメンバ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実

行します．再度関数を実行する場

合，FALSE にした後，TRUE にして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT bWindowOnly BOOL [初期値] FALSE 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニ

タリング範囲の有効／無効を設定し

ます． 

[値]  

FALSE： モニタリング範囲は全ての

範囲となります．すなわち，ラッチト

リガ信号が入力された時の軸の

位置をラッチ(記録)します 

TRUE： モニタリング範囲は fFirstPo

sition，fLastPosition に設定し

た範囲となります． 

すなわち，fFirstPosition が fLas

tPosition より大きい時，fFirstPo

sition以上，fLastPosition以下

の範囲において，ラッチトリガ信号

が入力された時時の軸の位置を

ラッチ(記録)します． 

fLastPosition が fFirstPosition

より大きい時，fLastPosition 以

上，fFirstPosition 以下の範囲

において，ラッチトリガ信号が入力

された時の軸の位置をラッチ(記

録)します． 

(次ページへ続く) 
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MC_TOUC

H_PROBE

_Tのメンバ 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT fFirstPosition double [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニ

タリング範囲の開始位置を設定しま

す． 

[単位] pulse 

[設定範囲] -2147483648～2147483

647 

INPUT fLastPosition double [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号を受け付けるモニ

タリング範囲の終了位置を設定しま

す． 

[単位 pulse 

[設定範囲] -2147483648～2147483

647 

OUTPUT fRecordedPosi
tion 

double [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号が入力された時

の位置を格納します． 

[値] pulse 

INPUT byStopMotion
Select 

BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] トリガ信号取得後の軸の停止方

法を設定します． 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] ラッチトリガ信号を取得するエッジ

を設定します．設定可能な値は，サ

ーボドライバにより異なります． 

[値] FALSE: 立ち上がりエッジ，TRUE: 

立ち下がりエッジ 

OUTPUT bCommandAb
orted 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] MC_AbortTrigger 関数による中

断の状況を示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照

して下さい． 

MC_TRIG

GER_REF

_T 

INPUT byProbeID BYTE [初期値] 0 

[説明] プローブ ID を設定します． 

[値] 1： プローブ 1を使用します．2： プロ

ーブ 2 を使用します． 

INPUT byEdge BYTE [初期値] 0 

[説明] トリガのエッジを設定します．値を

1に設定して下さい．立ち上がりエッジ

をトリガとします． 

[値] 1: 立ち上がりエッジ，(予約)0: 立ち

下がりエッジ 

(次ページへ続く) 
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MC_TRIG

GER_REF

_T 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT byInputSelect BYTE [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定し

ます．設定可能なラッチトリガ信号

は，サーボドライバにより異なります．

章番 2.28.6「プローブの設定」を参照

して下さい． 

INPUT byTriggerMod
e 

BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] byTriggerMode でソフト PLC モ

ードの時に設定します．ソフト PLC モ

ー ドは ， ラ ッ チ ト リ ガ信号とし て

byTriggerVariable を使用します．

byTriggerVariable の値が変化した

時の位置をラッチ(記録)します． 

[値] 0： サーボドライバモード，1： ソフト

PLC モード 

INPUT byTriggerVaria
ble 

BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] byTriggerModeでソフト PLCモ

ードの時に設定します．ソフト PLC モ

ードは，ラッチトリガ信号として byTrig

gerVariable を使用します．byTrigg

erVariable の値が変化した時の位

置をラッチ(記録)します． 

INPUT byProbeState BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] プローブの状態（実行中，未実

行，中断等）を示します． 

 

C/C++ 

記述例 

/* プローブを 2 つ使用する場合の例 */ 

EHHANDLE               ehApi;   // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T          oAxis;   // 軸の情報を格納する構造体 

MC_TRIGGER_REF_T oTrigger1;  // プローブ 1 の情報を格納する構造体 

MC_TRIGGER_REF_T oTrigger2;  // プローブ 2 の情報を格納する構造体 

MC_TOUCH_PROBE_T oTouchProbe1; // プローブ 1 における，MC_TouchProbe( )の入出力を格

// 納する構造体 

MC_TOUCH_PROBE_T oTouchProbe2; // プローブ 2 における，MC_TouchProbe( )の入出力を格

// 納する構造体 

 

oTrigger1.byProbeID = 1;  // プローブ ID の設定．プローブ 1 とします． 

oTrigger1.byEdge   = 1;  // プローブ 1 を立ち上がりエッジに設定，0 として設定すると，パラメータ設定エ

ラーとなります． 

oTrigger2.byProbeID = 1;  // プローブ ID の設定．プローブ 1 とします． 

oTrigger2.byEdge   = 1;  // プローブ 1 を立ち上がりエッジに設定，0 として設定すると，パラメータ設定エ

ラーとなります． 

 

MC_TouchProbe ( ehApi, &oAxis, &oTrigger1, &oTouchProbe1 ); // プローブ 1 に対する実行 

MC_TouchProbe ( ehApi, &oAxis, &oTrigger2, &oTouchProbe2 ); // プローブ 2 に対する実行 

 

 

概 要 

 

 関数 1 つにつき，プローブ 1 つを設定することができます． 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となります． 

 ラッチトリガ信号が入力された時，bDone が TRUE となります． 

 ラッチトリガ信号が入力された時，fRecordedPosition に軸の位置が格納されます． 

 MC_AbortTrigger 関数の実行により中断された場合は，bCommandAborted が TRUE となり，bBusy

は FALSE となります． 
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概 要 

 

 エラーコードの例 

 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 HMC_ER_INVALID_PLCOPEN_STATE 0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，PLCopen で

定義された状態のことです． 

2 HMC_ER_TCH_PRB_PRM 0x0A0301 
MC_TOUCH_PROBE_T構造体メンバにおけ

るパラメータ異常です． 

3 HMC_ER_TRG_PRM 0x0A0302 
MC_ABORT_TRIGGER_T 構造体メンバにお

けるパラメータ異常です． 

4 HMC_ER_PRB_ID_DUP 0x0A0303 

MC_TouchProbe 関数または MC_AbortTrig

ger 関数において実行中のプローブ IDに対し，

再度，実行命令が発行されました(指定のプロー

ブ ID は，MC_TouchProbe 関数または MC_A

bortTrigger 関数で実行中です)． 

5 HMC_ER_FUNC_TOUCH_PRB 0x0A0304 

MC_TouchProbe 関数の実行に失敗しました．

スレーブから応答がありません． 

MC_AXIS_REF_T 構造体メンバ AdrProbeF

unction，AdrProbeStatus の値(PDO マッピン

グにおけるオフセットアドレス)に問題がないか確認

して下さい． 

6 HMC_ER_PRB_NOT_ACTIVE 0x0A0306 

下記のいずれかが発生している可能性がありま

す． 

1. 未実行中の MC_TouchProbe 関数に対し

て中断命令が発行されました． 

2. 未定義のプローブに対して中断命令が発行さ

れました． 

7 HMC_ER_PRB_FUNC_PDO_PRM 0x0A0307 

MC_AXIS_REF_T 構造体メンバ AdrProbeF

unctionの値が異常です．(AdrProbeFunction

の値は，インデックス-サブインデックスが 0x60B8-

0 の PDO マッピングのオフセットアドレスになりま

す．) 

8 HMC_ER_ABORT_TRIG_RUNNING 0x0A0308 
指定のプローブ ID は，既に MC_AbortTrigger

関数を実行中です． 

表 3.3.21-1 dwErrorID のエラーコードの例 
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 MC_AbortTrigger() 
 

機  能 実行中の MC_TouchProbe 関数を中断させます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_AbortTrigger 
(EHHANDLE ehApi,   
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_TRIGGER_REF_T* pTrigger, 
MC_ABORT_TRIGGER_T* pAbortTrigger); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタで

す． 

INPUT pTrigger MC_TRIGGER_REF_

T* 

プローブの情報を格納する構造体のポイ

ンタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pAbortTrigger MC_ABORT_TRIGG

ER_T* 

MC_AbortTrigger ()の入出力情報を

格納する構造体のポインタです． 

MC_ABOR

T_TRIGGE

R_Tのメン

バ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実

行します．再度関数を実行する場

合，FALSE にした後，TRUE にして

下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照

して下さい． 

MC_TRIG

GER_REF

_T 

INPUT byProbeID BYTE [初期値] 0 

[説明] プローブ ID を設定します． 

[値] 1： プローブ 1を使用します．2： プロ

ーブ 2 を使用します． 

(次ページへ続く) 
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MC_TRIG

GER_REF

_T 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT byEdge BYTE [初期値] 0 

[説明] トリガのエッジを設定します．値を

1に設定して下さい．立ち上がりエッジ

をトリガとします． 

[値] 1: 立ち上がりエッジ，(予約)0: 立ち

下がりエッジ 

INPUT byInputSelect BYTE [初期値] 0 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定し

ます．設定可能なラッチトリガ信号

は，サーボドライバにより異なります．

章番 2.28.6「プローブの設定」を参照

して下さい． 

INPUT byTriggerMod
e 

BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] byTriggerMode でソフト PLC モ

ードの時に設定します．ソフト PLC モ

ー ドは ， ラ ッ チ ト リ ガ信号とし て

byTriggerVariable を使用します．

byTriggerVariable の値が変化した

時の位置をラッチ(記録)します． 

[値] 0： サーボドライバモード，1： ソフト

PLC モード 

INPUT byTriggerVaria
ble 

BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] byTriggerModeでソフト PLCモ

ードの時に設定します．ソフト PLC モ

ードは，ラッチトリガ信号として byTrig

gerVariable を使用します．byTrigg

erVariable の値が変化した時の位

置をラッチ(記録)します． 

INPUT byProbeState BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] プローブの状態（実行中，未実

行，中断等）を示します． 

 

C/C++ 

記述例 

/* 2 つのプローブを中断させる場合 */ 

EHHANDLE               ehApi; // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T          oAxis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_TRIGGER_REF_T  oTrigger1; // (実行中の)プローブ 1(プローブ ID：1)の情報を格納する構造体 

MC_TRIGGER_REF_T  oTrigger2; // (実行中の)プローブ 2(プローブ ID：2)の情報を格納する構造体 

MC_ABORT_TRIGGER_T  oAbortTrigger1 // プローブ 1 における，MC_AbortTrigger ( )の入出力 

// を格納する構造体 

MC_ABORT_TRIGGER_T  oAbortTrigger2 // プローブ 2 における，MC_AbortTrigger ( )の入出力 

// を格納する構造体 

 

MC_AbortTrigger ( ehApi, &oAxis, & oTrigger1, & oAbortTrigger1); // (実行中の)プローブ 1 

// (プローブ ID：1)に対する実行 

MC_AbortTrigger ( ehApi, &oAxis, & oTrigger2, & oAbortTrigger2); // (実行中の)プローブ 2 

// (プローブ ID：2)に対する実行 
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概 要 

 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となります． 

 実行中の MC_TouchProbe 関数が中断された時，bDone が TRUE となります． 

 

 エラーコードの例 

 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 HMC_ER_INVALID_PLCOPEN_STATE 0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，PLCopen

で定義された状態のことです． 

2 HMC_ER_TRG_PRM 0x0A0302 
MC_ABORT_TRIGGER_T 構造体メンバ

におけるパラメータ異常です． 

3 HMC_ER_PRB_ID_DUP 0x0A0303 

MC_TouchProbe 関数または MC_AbortT

rigger 関数において実行中のプローブ ID に

対し，再度，実行命令が発行されました(指

定のプローブ ID は，MC_TouchProbe 関数

または MC_AbortTrigger 関数で実行中で

す)． 

4 HMC_ER_FUNC_ABORT_TRIG 0x0A0305 

MC_AbortTrigger 関数の実行に失敗しまし

た． 

スレーブから応答がありません．MC_AXIS_R

EF_T 構造体メンバ AdrProbeFunction，

AdrProbeStatus の値(PDO マッピングにお

けるオフセットアドレス)に問題がないか確認し

て下さい． 

5 HMC_ER_PRB_NOT_ACTIVE 0x0A0306 

下記のいずれかが発生している可能性があり

ます． 

1. 未実行中の MC_TouchProbe 関数に

対して中断命令が発行されました． 

2. 未定義のプローブに対して中断命令が発

行されました． 

6 HMC_ER_PRB_FUNC_PDO_PRM 0x0A0307 

MC_AXIS_REF_T 構造体メンバ AdrPro

beFunctionの値が異常です．(AdrProbeF

unctionの値は，インデックス-サブインデックス

が 0x60B8-0 の PDO マッピングのオフセット

アドレスになります．) 

7 HMC_ER_ABORT_TRIG_RUNNING 0x0A0308 
指定のプローブ ID は，既に MC_AbortTrigg

er 関数を実行中です． 

表 3.3.22-1 dwErrorID のエラーコードの例 
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 MC_ReadVersion() 
 

機  能 モーション機能パックライブラリのバージョン，契約軸数を取得します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ void MC_ReadVersion (READ_VERSION_T *pRdVer); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT pRdVer READ_VERSI

ON_T* 

MC_ReadVersion()の入出力変数の構造体の

ポインタです． 

READ_VE

RSION_T

のメンバ 

OUTPUT byMdlType[5] BYTE [初期値] 0 

[説明] モデル番号(契約軸数含む)を示します． 

OUTPUT byVer[4] BYTE [初期値] 0 

[説明] HLS-ECMC ソフトウェアバージョンを示し

ます． 

 

C/C++ 

記述例 
READ_VERSION_T oRdVer;  // MC_ReadVersion ()の入出力を格納する構造体 

MC_ReadVersion (&oRdVer); 

 

概 要 

 

byMdlType[5]とモデル番号(契約軸数含む)の対応，及びは byVer[3]とソフトウェアバージョンの対応は，下記となり

ます．MC_ReadVersion()を使用して表示されるバージョンは，現在のバージョンとなります．ソフトウェアのバージョン

アップをさせて頂く時があります．バージョンアップの場合，byVer[4]の値は，バージョンアップ後の値となります． 
 

  
例：本製品が HLS-ECMC0106 の場合 例：本製品が ver1.300 の場合 

 

 

 MC_ReadFileName() 
 

機  能 ノードに使用しているアクティベーションコードファイル名を取得します． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ void MC_ReadFileName (READ_FILENAME_T *pRdFileName); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT pRdFileName READ_FILEN

AME_T * 

MC_ReadFileName ()の入出力変数の構造

体のポインタです． 

READ_FIL

ENAME_T

のメンバ 

OUTPUT byName[8] BYTE [初期値] 0 

[説明] アクティベーションコードファイルを示しま

す．ファイル名は 8 文字となります． 

 

 

概 要 

 

アクティベーションコードファイル名の先頭文字は byName[0]となります．byName[0]から順に，アクティベーションコード

ファイル名の 8 文字が格納されます． 

 

 

  

ＨＬＳ－ＥＣＭＣ 0 1 0 6 

byMdlType[1] 

byMdlType[2] 

byMdlType[4] 

byMdlType[3] 

機能 契約軸数 

Version 1. 3 0

byVer[0] 
byVer[2] 

byVer[1] 

0

byVer[3] 
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 MC_Home() 
 

機  能 指定した軸の原点復帰を行います． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

VOID MC_Home 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_HOME_T* pHome); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタで

す． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pHome MC_HOME_T * MC_Home ()の入出力情報を格納する

構造体のポインタです． 

MC_HOM

E_Tのメン

バ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実行し

ます．再度関数を実行する場合，

FALSE にした後，TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT bEncoder BOOL [初期値] 0 

[説明] エンコーダの種類を示します．本

変数の値により，実行に必要な項目が変

わります． 

[値]  

0: 原点復帰動作モードを使用して，原

点復帰を行います． 

1: 絶対位置の値を使用して，原点復帰

を行います． 

INPUT byHomingMetho
d 

BYTE [初期値] 0 

[説明] bEncoderが 0 の場合，設定しま

す．原点復帰動作モードを設定します．

設定可能な値は，使用するサーボドライ

バに拠ります．使用機器メーカのサーボド

ライバのマニュアルを参照して下さい． 

INPUT fSpeed1 double [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 0 の場合，原点近

傍入力サーチ速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

INPUT fSpeed2 double [初期値] 0 

[説明] bEncoder が 0 の場合，原点入

力サーチ速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

INPUT fPosition double [初期値] 0 

[説明] bEncoderが 1 の場合，原点とす

る絶対位置を設定します． 

[単位] pulse 

(次ページへ続く) 
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MC_HOM

E_Tのメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT fVelocity double [初期値] 0 

[説明] bEncoderが 1 の場合，原点とす

る原点復帰速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

INPUT fAcceleration double [初期値] 0 

[説明] bEncoderが 1 の場合，原点とす

る原点復帰加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fDeceleration double [初期値] 0 

[説明] bEncoderが 1 の場合，原点とす

る原点復帰減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fJerk double [初期値] 0 

[説明] bEncoderが 1 の場合，原点とす

るジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

INPUT woHomePosiI
npType 

WORD (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点入力信号を設定します． 

[値] 0:Z 相，1:外部原点入力 

INPUT woHomePosiD
ir 

WORD (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点復帰動作開始方向を設定

します． 

[値] 0:正方向，1:負方向 

INPUT woHomePosiI
npDir 

WORD (予約)原点入力の検出方向 0:正方

向，1:負方向 

INPUT lHomeMaskDi
s 

long (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点入力マスク距離の設定があ

る場合に設定します． 

[単位] pulse 

INPUT lHomePosiOffs
et 

long (予約) [初期値] 0 

[説明] 原点復帰完了時，現在位置を

設定値に更新します． 

[単位] pulse 

INPUT lHomePushWa
it 

long (予約) [初期値] 0 

[説明] 押し当て時間使用の原点復帰

動作の時,設定します． 

[単位] pulse 

INPUT byBufferMode BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

(次ページへ続く) 
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MC_HOM

E_Tのメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT bActive BOOL (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bCommandAb
orted 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の

動作指令により，関数が実行されたかを

示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE         ehApi;     // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T    oAxis;    // 軸の情報を格納する構造体 

MC_HOME_T         oHome;  // MC_Home()の入出力を格納する構造体 

MC_Home ( ehApi, &oAxis, &oHome ); 

 

概 要 

 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となり，原点復帰動作を開始します． 

 原点復帰が完了すると bDone が TRUE となります． 

 MC_Stop 又はサーボオフにより中断された場合は，bCommandAborted が TRUE となり，bBusy と

bActive は FALSE となります 

 インクリメンタルエンコーダの場合，設定した原点復帰方法，原点近傍入力サーチ速度，原点入力サ

ーチ速度による原点復帰を行います． 

 bEncoder を 1 に設定すると，アブソリュートエンコーダによる原点復帰を行います． 

 アブソリュートエンコーダによる原点復帰の場合，設定された速度，加速度，ジャークにより，設定された

位置まで位置決めを行います． 

 MC_Stop 関数又はサーボオフにより，動作が中断された場合は，bCommandAborted が TRUE に

なります． 

 

インクリメンタルエンコーダの場合，原点近傍入力検索速度，原点入力検索速度による原点復帰に対応

しています．表 3.3.22-1 は原点復帰方法，原点近傍入力検索速度，原点入力検索速度に関連するイ

ンデックス，サブインデックスです．ご使用のスレーブが，表 3.3.22-1 のインデックス，サブインデックスを使用し

た原点復帰に対応しているかを確認して下さい．表 3.3.22-1 以外の項目で行う原点復帰に関しまして

は，今後対応する予定です．原点復帰動作モードに関しましては，各サーボドライバメーカの仕様を参照し

て下さい． 

 

 

No. 名称 インデックス サブインデックス データ型 

1 原点復帰方法 6098h 00h BYTE 

2 原点近傍入力検索速度 6099h 01h DWORD 

3 原点入力検索速度 6099h 02h DWORD 

表 3.3.24-1 原点復帰に使用するインデックス 

 

 インクリメンタルエンコーダの場合，詳細はサーボモータメーカー仕様を参照して下さい． 

 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 
図 3.3.24-1 インクリメンタルエンコーダの場合のタイミングチャート 

 

 
図 3.3.24-2 アブソリュートエンコーダの場合のタイミングチャート 

 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 
HMC_ER 
_INVALID_OPERATION_MODE 

0x0A0101 

制御モードが異常です．HLS-ECMCは通常

cspで動作します．Homingの場合，hmで動作

します． 

2 
HMC_ER 
_INVALID_PLCOPEN_STATE 

0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，PLCopenで

定義された状態のことです． 

3 HMC_ER _FOLLOWING 0x0A0103 位置偏差過大エラーです． 

4 HMC_ER _INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

5 HMC_ER _ILA_NOT 0x0A0106 -ELS を検出しました． 

6 HMC_ER _ILA_POT 0x0A0107 +ELS を検出しました 

7 HMC_ER _AXIS_ERROR 0x0A0108 軸のエラーを検出しました． 

8 HMC_ER _NS_SERVO 0x0A010A サポート外のスレーブです． 

9 HMC_ER _HOMING_ERROR 0x0A0221 

MC_Home 関数を実行中に，エラーが発生し，

原点復帰動作に失敗しました．スレーブ，または

接続に問題がないか確認して下さい． 

10 HMC_ER _HOMING_MODE 0x0A0222 不正なMC_Home 関数の動作モードです． 

11 HMC_ER _RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Masterの API 関数の実行にお

けるエラーです． 

表 3.3.24-2 dwErrorID のエラーコードの例 

 

 

 MC_Stop() 
 

機  能 指定した軸を減速停止させます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

VOID MC_Stop 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_STOP_T* pStop); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタで

す． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pStop MC_STOP_T * MC_Stop()の入出力情報を格納する構

造体のポインタです． 

MC_STOP

_Tのメンバ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実行し

ます．再度関数を実行する場合，

FALSE にした後，TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT fDeceleration double [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

(次ページへ続く) 
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MC_STOP

_Tのメンバ 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT fJerk double [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bActive BOOL (予約)[初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bCommandAb
orted 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の

動作指令により，関数が実行されたかを

示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE         ehApi;  // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T    oAxis;  // 軸の情報を格納する構造体 

MC_STOP_T         oStop;  // MC_Stop()の入出力を格納する構造体 

MC_Stop ( ehApi, &oAxis, &oStop ); 

 

概 要 

 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となり，次の周期で減速を開始します． 

 速度がゼロになると bDone が TRUE となります． 

 サーボオフにより中断された場合は，bCommandAborted が TRUE となり，bBusy は FALSE とな

ります． 

 軸の速度が 0 になると，bDone は TRUE になります．軸の状態遷移のステータスは Stopping から

StandStill になります． 

 速度が 0 になるまでの間は，軸の状態遷移のステータスは Stopping になります． 

 動作中の命令が中断されると，bCommandAborted は TRUE となります． 

 軸の状態遷移のステータスが Stopping の間は，指定した軸を他の動作指令で動作させることはでき

ません． 

 実行中の動作指令の残パルス数が少なく，指定した減速度で減速できない場合，動作中の動作指

令で設定した減速度を用いて減速します． 

 MC_Stop 関数による Aborting において，設定範囲外の値を設定して関数を実行した場合，関数

の実行エラー(パラメータエラー：0x0A0008)となりますが，動作中の軸は即時停止します．また，軸の

動作の状態は，ErrorStop となります． 

 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 
HMC_ER 
_INVALID_OPERATION_MODE 

0x0A0101 

制御モードが異常です．HLS-ECMCは通

常cspで動作します．Homingの場合，hm

で動作します． 

2 
HMC_ER 
_INVALID_PLCOPEN_STATE 

0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，

PLCopenで定義された状態のことです． 

3 HMC_ER _INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

4 HMC_ER _AXIS_ERROR 0x0A0108 軸のエラーを検出しました． 

5 HMC_ER _RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Masterの API 関数の実行に

おけるエラーです． 

表 3.3.25-1 dwErrorID のエラーコードの例 
 

 
図 3.3.25-1 MC_Stop 関数のタイミングチャート 

 

 MC_MoveAbsolute() 
 

機  能 指定した軸を指定した絶対位置へ移動させます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_MoveAbsolute 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_MOVE_ABSOLUTE_T* pMoveAbs); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数である，

EhOpen()を利用して得ることができます． 

(次ページへ続く) 
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引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタで

す． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pMoveAbs MC_MOVE_ABSOLU

TE_T * 

MC_MoveAbsolute ()の入出力情報を

格納する構造体のポインタです． 

MC_MOVE

_ABSOLU

TE_Tのメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実行し

ます．再度関数を実行する場合，

FALSE にした後，TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT bContinuousU
pdate 

BOOL (予約) [説明] bDone が TRUE となる前

に，新しい設定値を設定した場合，新し

い設定値を使用して動作を開始すること

の有効/無効を示します．， 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

INPUT fPosition double [初期値] 0 

[説明] 絶対位置を設定します． 

[単位] pulse 

INPUT fVelocity double [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

INPUT fAcceleration double [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fDeceleration double [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fJerk double [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

INPUT byDirection BYTE (予約) [説明] 軸の回転方向を設定しま

す． 

INPUT byBufferMode BYTE [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered， 

以下(予約) 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bActive BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

(次ページへ続く) 
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MC_MOVE

_ABSOLU

TE_Tのメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT bCommandAb
orted 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作

指令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE            ehApi;     // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T       oAxis;    // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_ABSOLUTE_T  oMoveAbs;  // MC_MoveAbsolute ()の入出力を格納する構造体 

MC_MoveAbsolute ( ehApi, &oAxis, &oMoveAbs ); 

 

概 要 

 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となり，次の周期で bActive が TRUE となります． 

 位置決めが完了すると bDone が TRUE となります． 

 他の命令により中断された場合は，bCommandAborted が TRUE となり，bBusy と bActive は

FALSE となります． 

 移動距離が小さく最高速度が大きい場合，最高速度に到達する前に加速を止め減速します．移動距

離を厳守します． 

 移動距離が小さく最高速度が大きい場合，又加速度が極端に大きく減速度が極端に小さい場合，減

速し終わる前に終了する可能性があります． 

 MC_SetActualPosition 関数で現在位置を設定した場合，絶対位置の基準は設定後の座標系にな

りますので，ご注意下さい． 

 

 
図 3.3.26-1 MC_MoveAbsolute 関数のタイミングチャート 

 
 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 
HMC_ER 
_INVALID_OPERATION_MODE 

0x0A0101 

制御モードが異常です．HLS-ECMCは通常

cspで動作します．Homingの場合，hmで動作

します． 

2 
HMC_ER 
_INVALID_PLCOPEN_STATE 

0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，PLCopenで

定義された状態のことです． 

3 HMC_ER _FOLLOWING 0x0A0103 位置偏差過大エラーです． 

4 HMC_ER _INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

5 HMC_ER _ALAM 0x0A0105 サーボアラームです． 

6 HMC_ER _ILA_NOT 0x0A0106 -ELS を検出しました． 

7 HMC_ER _ILA_POT 0x0A0107 +ELS を検出しました 

8 HMC_ER _AXIS_ERROR 0x0A0108 軸のエラーを検出しました． 

9 HMC_ER _INVALID_DIRECTION 0x0A0109 
動作の指定が不正です．範囲外の動作方向で

す． 

10 HMC_ER _NS_SERVO 0x0A010A サポート外のスレーブです． 

11 HMC_ER _RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Masterの API 関数の実行におけ

るエラーです． 

表 3.3.26-1 dwErrorID のエラーコードの例 
 

 

 MC_MoveRelative() 
 

機  能 指定した軸を，実際の位置から指定された距離まで移動させます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_MoveRelative 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_MOVE_RELATIVE_T* pMoveRel); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタで

す． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pMoveRel MC_MOVE_RELATIV

E_T* 

MC_MoveRelative ()の入出力情報を

格納する構造体のポインタです． 

MC_MOVE

_RELATIV

E_Tのメン

バ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実行し

ます．再度関数を実行する場合，

FALSE にした後，TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT bContinuousU
pdate 

BOOL (予約) [説明] bDone が TRUE となる前

に，新しい設定値を設定した場合，新し

い設定値を使用して動作を開始すること

の有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

(次ページへ続く) 
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MC_MOVE

_RELATIV

E_Tのメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT fDistance double [初期値] 0 

[説明] 相対位置を設定します． 

[単位] pulse 

INPUT fVelocity double [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

INPUT fAcceleration double [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fDeceleration double [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fJerk double [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

INPUT byBufferMode BYTE [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値]  

0:Aborting，1:Buffered， 

以下(予約)  

2:BlendingLow, 3:BlendingPrevious, 
4:BlendingNext, 5:BlendingHigh 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bActive BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bCommandAb
orted 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の

動作指令により，関数が実行されたかを

示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明 ] エラーの発生 /未発生を示しま

す． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコ

ード(「2.3 エラーコード」参照)を参照して

下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE              ehApi;      // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T         oAxis;       // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_RELATIVE_T  oMoveRel;  // MC_MoveRelative ()の入出力を格納する構造体 

MC_MoveRelative ( ehApi, &oAxis, &oMoveRel ); 
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概 要 

 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となり，次の周期で bActive が TRUE となりま

す． 

 位置決めが完了すると bDone が TRUE となります． 

 他の命令により中断された場合は，bCommandAborted が TRUE となり，bBusy と bActive は

FALSE となります． 

 移動距離が小さく最高速度が大きい場合，最高速度に到達する前に加速を止め減速します．移動

距離を厳守します． 

 移動距離が小さく最高速度が大きい場合，又加速度が極端に大きく減速度が極端に小さい場合，減

速し終わる前に終了する可能性があります． 

 

 タイミングチャート 

 
図 3.3.27-1 MC_MoveRelative 関数のタイミングチャート 

 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 
HMC_ER 
_INVALID_OPERATION_MODE 

0x0A0101 

制御モードが異常です．HLS-ECMCは通

常cspで動作します．Homingの場合，hm

で動作します． 

2 
HMC_ER 
_INVALID_PLCOPEN_STATE 

0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，

PLCopenで定義された状態のことです． 

3 HMC_ER _FOLLOWING 0x0A0103 位置偏差過大エラーです． 

4 HMC_ER _INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

5 HMC_ER _ALAM 0x0A0105 サーボアラームです． 

6 HMC_ER _ILA_NOT 0x0A0106 -ELS を検出しました． 

7 HMC_ER _ILA_POT 0x0A0107 +ELS を検出しました 

8 HMC_ER _AXIS_ERROR 0x0A0108 軸のエラーを検出しました． 

9 HMC_ER _INVALID_DIRECTION 0x0A0109 
動作の指定が不正です．範囲外の動作方

向です． 

10 HMC_ER _NS_SERVO 0x0A010A サポート外のスレーブです． 

11 HMC_ER _RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Masterの API 関数の実行に

おけるエラーです． 

表 3.3.27-1 dwErrorID のエラーコードの例 
 

 

 MC_MoveAdditive() 
 

機  能 指定した軸を，指定された相対距離を付加して移動させます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_MoveAdditive 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_MOVE_ADDITIVE_T* pMoveAdd); 

 

引数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数であ

る，EhOpen()を利用して得ることができ

ます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T* 軸の情報を格納する構造体のポインタで

す． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pMoveAdd MC_MOVE_ADDITIV

E_T * 

MC_MoveAdditive ()の入出力情報を

格納する構造体のポインタです． 

MC_MOVE

_ADDITIV

E_Tのメン

バ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE に

します．立ち上がりエッジで関数を実行し

ます．再度関数を実行する場合，

FALSE にした後，TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT bContinuousU
pdate 

BOOL (予約) [説明] bDone が TRUE となる前

に，新しい設定値を設定した場合，新し

い設定値を使用して動作を開始すること

の有効/無効を示します． 

[値] TRUE: 有効，FALSE: 無効 

(次ページへ続く) 
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MC_MOVE
_ADDITIV

E_Tのメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT fDistance double [初期値] 0 

[説明] 相対位置を設定します． 

[単位] pulse 

INPUT fVelocity double [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

INPUT fAcceleration double [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fDeceleration double [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fJerk double [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

INPUT byBufferMode BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered， 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

OUTPUT bDone BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数の完了/未完了を示します． 

[値] TRUE: 完了，FALSE: 未完了 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 

OUTPUT bActive BOOL (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中である

こと示します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行

中 
OUTPUT bCommandAbor

ted 
BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作

指令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE               ehApi;   // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T          oAxis;   // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_ADDITIVE_T  oMoveAdd;  // MC_MoveAdditive ()の入出力を格納する構造体 

MC_MoveAdditive ( ehApi, &oAxis, &oMoveAdd ); 

 

概 要 

 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となります． 

 位置決めが完了すると bDone が TRUE となります． 

 他の命令により中断された場合は，bCommandAborted が TRUE となり，bBusy と bActive は FALSE

となります． 

 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 移動距離が小さく最高速度が大きい場合，最高速度に到達する前に加速を止め減速します．移動距離

を厳守します． 

 移動距離が小さく最高速度が大きい場合，又加速度が極端に大きく減速度が極端に小さい場合，減速し

終わる前に終了する可能性があります． 

 

 
図 3.3.28-1 MC_MoveAdditive 関数のタイミングチャート 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 
HMC_ER 
_INVALID_OPERATION_MODE 

0x0A0101 

制御モードが異常です．HLS-ECMCは通

常cspで動作します．Homingの場合，hmで

動作します． 

2 
HMC_ER 
_INVALID_PLCOPEN_STATE 

0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，PLCopen

で定義された状態のことです． 

3 HMC_ER _FOLLOWING 0x0A0103 位置偏差過大エラーです． 

4 HMC_ER _INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

5 HMC_ER _ALAM 0x0A0105 サーボアラームです． 

6 HMC_ER _ILA_NOT 0x0A0106 -ELS を検出しました． 

7 HMC_ER _ILA_POT 0x0A0107 +ELS を検出しました 

8 HMC_ER _AXIS_ERROR 0x0A0108 軸のエラーを検出しました． 

9 HMC_ER _INVALID_DIRECTION 0x0A0109 
動作の指定が不正です．範囲外の動作方

向です． 

10 HMC_ER _NS_SERVO 0x0A010A サポート外のスレーブです． 

11 HMC_ER _RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Masterの API 関数の実行に

おけるエラーです． 

表 3.3.28-1 dwErrorID のエラーコードの例 
 

 

  

bExecute

bDone

bBusy

bActive

bCommand
Aborted

時間

速度
他の命令による中断



3.API 関数 

151 

 

 MC_MoveVelocity() 
 

機  能 指定した軸を，連続送りさせます． 

 

開発言語 書  式 

C/C++ 

void MC_MoveVelocity 
(EHHANDLE ehApi,  
MC_AXIS_REF_T* pAxis,  
MC_MOVE_VELOCITY_T* pMoveVel); 

 

引 数 入出力 変数名 データ型 説明 

INPUT ehApi EHHANDLE API 対話ハンドル値． 

RSI-ECAT-Master の API 関数である，

EhOpen()を利用して得ることができます． 

INPUT pAxis MC_AXIS_REF_T

* 

軸の情報を格納する構造体のポインタです． 

INPUT/ 

OUTPUT 

pMoveVel MC_MOVE_VELO

CITY_T * 

MC_MoveVelocity ()の入出力情報を格

納する構造体のポインタです． 

MC_MOVE

_VELOCIT

Y_T のメン

バ 

INPUT bExecute BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数を実行する場合，TRUE にしま

す．立ち上がりエッジで関数を実行します．再

度関数を実行する場合，FALSE にした後，

TRUE にして下さい． 

[値] TRUE: 実行，FALSE: 未実行 

INPUT fVelocity double [初期値] 0 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pulse/sec 

INPUT fAcceleration double [初期値] 0 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fDeceleration double [初期値] 0 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pulse/sec2 

INPUT fJerk double [初期値] 0 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pulse/sec3 

INPUT byDirection BYTE [初期値] 0 

[説明] 軸の回転方向を設定します． 

[値] 0: 負方向，1: 正方向 

(予約)2: 距離が近い方向 

(予約)3: （ロータリー軸の場合）現在の設定

方向 

INPUT byBufferMode BYTE (予約) [初期値] 0 

[説明] バッファモードを設定します．  

[値] 0:Aborting，1:Buffered， 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

OUTPUT bInVelocity BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 軸の速度が目標速度に到達したか

を示します． 

[値] TRUE: 到達，FALSE: 未到達 

(次ページへ続く) 
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MC_MOVE

_VELOCIT

Y_T のメン

バ 

入出力 変数名 データ型 説明 

OUTPUT bBusy BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示

します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bActive BOOL (予約) [初期値] FALSE 

[説明] 関数は実行中/未実行中であること示

します． 

[値] TRUE: 実行中，FALSE: 未実行中 

OUTPUT bCommandAb
orted 

BOOL [初期値] FALSE 

[説明] 関数が実行中である場合，他の動作

指令により，関数が実行されたかを示します． 

[値] TRUE: 中断，FALSE: 非中断 

OUTPUT bError BOOL [初期値] FALSE 

[説明] エラーの発生/未発生を示します． 

[値] TRUE: 発生，FALSE: 未発生 

OUTPUT dwErrorID DWORD [初期値] 0 

[説明] エラーの詳細を示します．エラーコード

(「2.3 エラーコード」参照)を参照して下さい． 

 

C/C++ 

記述例 

EHHANDLE              ehApi;  // API 対話ハンドル値 

MC_AXIS_REF_T         oAxis;  // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_VELOCITY_T  oMoveVel;  // MC_MoveVelocity ()の入出力を格納する構造体 

MC_MoveVelocity ( ehApi, &oAxis, &oMoveVel ); 

 

概 要 

 

 bExecute の立ち上がりと同時に bBusy が TRUE となり，次の周期で bActive が TRUE となります．  

 指定速度に到達すると bInVelocity が TRUE となります． 

 他の命令により中断された場合は，bCommandAborted が TRUE となり，bBusy と bActive は

FALSE となります． 

 byDirection の値が 1 の時，動作方向は正となります． 

 byDirection の値が 0 の時，動作方向は負となります． 

 

(次ページへ続く) 
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概 要 

 

 タイミングチャート 

 
図 3.3.29-1 MC_MoveVelocity 関数のタイミングチャート 

 

 エラーコードの例 

No. 記号表記 値(16 進) 異常内容と確認項目 

1 
HMC_ER 
_INVALID_OPERATION_MODE 

0x0A0101 

制御モードが異常です．HLS-ECMCは通

常cspで動作します．Homingの場合，hm

で動作します． 

2 
HMC_ER 
_INVALID_PLCOPEN_STATE 

0x0A0102 
軸の状態が異常です．状態とは，

PLCopenで定義された状態のことです． 

3 HMC_ER _FOLLOWING 0x0A0103 位置偏差過大エラーです． 

4 HMC_ER _INVALID_VARIABLE 0x0A0104 対象範囲外の値です． 

5 HMC_ER _ILA_NOT 0x0A0106 -ELS センサを検出しました． 

6 HMC_ER _ILA_POT 0x0A0107 +ELS センサを検出しました 

7 HMC_ER _AXIS_ERROR 0x0A0108 軸のエラーを検出しました． 

8 HMC_ER _INVALID_DIRECTION 0x0A0109 
動作の指定が不正です．範囲外の動作方

向です． 

9 HMC_ER _NS_SERVO 0x0A010A サポート外のスレーブです． 

10 HMC_ER _RSI_HANDLER_ERR 0x0A0230 
RSI-ECAT-Masterの API 関数の実行に

おけるエラーです． 

表 3.3.29-1 dwErrorID のエラーコードの例 
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4. 用語解説 
 
モーション関数 MC_Power 関数，MC_MoveRelative 関数等の，国際規格 IEC61131-3 に基づいて動作する

関数です． 

動作指令 モータ動作に関係する関数です．MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数，

MC_Home 関数，MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocitiy 関数，MC_Stop 関数です． 

+ELS モータの正方向への回転移動に対するエンドリミットです． 

-ELS モータの負方向への回転移動に対するエンドリミットです． 

構造体メンバ 構造体に含まれる変数のことです．本書では，メンバと変数は同義とします． 

目標速度 速度の設定値と，速度のオーバーライドのファクタの積です． 
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5. 更新履歴 
版 更新年月日 内容 

1.00 2014/7/8 ・新規作成 

1.20 2015/3/5 ・7 軸以上対応，内容見直し，表記変更 

1.21 2015/3/31 ・図表目次の誤記訂正  

・文章の誤記訂正，表記変更，追記  

・図表の誤記訂正，表記変更，追記 

・関数の誤記訂正( MC_ReadSDO()をMC_SDORead()に変更 )  

・関数の誤記訂正( MC_WriteSDO()をMC_SDOWrite()に変更 )  

1.22 2015/7/29 ・誤記訂正 

・章番2.9 「モーション関数実行とステータス変化の規則」を追加 

・章番2.25 「構造体メンバとPDOの対応」を追加 

・加速度，減速度，ジャークの設定範囲変更 

・MC_SET_OVERRIDE_T構造体のメンバfVelFactorの設定値に0を追加 

・AbortingとBufferedの動作例追加 

・バッファモードにBuffered追加 

・MC_ReadBuffer()追加 

・MC_DeleteBuffer()追加 

1.23 2016/2/2 ・誤記訂正，表記見直し 

・関数名変更( MC_InitAxisSetting関数をMC_ResetAxisSetting関数に変更 ) 

・構造体名変更 

( MC_INIT_AXIS_SETTING_T構造体を，MC_RESET_AXIS_SETTING_T構造体に

変更) 

・MC_AXIS_MOVE_T構造体に変数を追加 

・MC_AXIS_REF_T構造体に変数を追加 

・MC_TouchProbe関数，MC_AbortTrigger関数追加 

・MC_TOUCH_PROBE_T構造体，MC_TRIGGER_REF_T構造体，

MC_ABORT_TRIGGER_T構造体追加 

・章番1.3.3「ソフトウェア開発環境」にソフトウェアバージョンを追加 

・章番1.4「マニュアル構成」追加 

・章番2「ソフトウェアの構成」に内容追加 

・章番2.3「エラーコード」にエラーコード追加 

・章番2.4.3「使用する軸の準備」に注意を追加 

・章番2.9.2の章題見直し(旧「ステータスの排他処理」，新「ステータスについて」) 

・章番2.14「Abortingの動作」の表記見直し 

・章番2.25の章題見直し(旧「構造体メンバとPDOの対応」，新「構造体メンバとオブジェ

クトの対応」) 

・表2.25-1「MC_AXIS_REF_T構造体」を追加 

・章番2.26「FL速度スタート」を追加 

・章番2.27「サーボドライバの入力信号」を追加 

・章番2.28「タッチプローブ」追加 

・MC_ReadVersion関数の概要見直し 

・MC_Stop関数の概要に内容追加 

 

1.24 2016/4/5 ・誤記訂正 

・MC_ReadFileName()追加 

・READ_FILENAME_T構造体追加 

・章番3.3「関数の詳細」において，MC_ReadFileName()追加に伴う章番見直し 
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