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サーボドライバのエラー内容を読み込む関数の使用方法および 

サンプルプログラム 
2017年 11月 8日 

 概要 

サーボドライバのエラー内容を読み込む関数および，サンプルプログラムをご提供いたします． 

本書では，提供させていただく関数の仕様および，サンプルプログラムの使用方法を記載します． 

 

本サンプルプログラムは，OMRON 製 1S シリーズサーボドライバに対応しています． 

EtherCAT通信による接続構成は，OMRON製 1Sシリーズ が 1台以上含まれた接続構成としてください．また，ENIファイルには，

OMRON製 1S シリーズ が 1 台以上含まれた ENI ファイルを使用してください． 

 

※ OMRON 製 1S シリーズの詳細は，OMRON製 1S シリーズのマニュアルをご参照ください． 

※ マニュアル表記におきまして，変数の Bit を表示する場合，最下位 Bit は，Bit0 とさせていただきます．(例えば，ushort 型(16Bit)

の場合，最下位 Bit は Bit0，最上位 Bit は Bit15 とします．) 

 

 動作環境 

表 2-1 は，サンプルプログラムを動作させるために使用するソフトウェアです． 

Windows7，8，10 (各 32bit/64bit)で動作します． 

 

No. ソフト名 説明 

1 Visual Studio 
ソフトウェアの開発環境です． 

(対応バージョン：2008 以降(言語は VC#)．) 

2 INtime 

TenAsys 社が開発しているリアルタイム 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． 

(対応バージョン：5.2，6.1，6.2，6.3) 

3 RSI-ECAT-Master 
Micronet 社から提供される，INtime 用 EtherCAT通信マスタースタックです．  

(対応バージョン：2.7 以降) 

4 HLS-ECAT 

弊社のソフトウェアです．EtherCAT通信対応機器の制御(IO制御，モーション制御)を可

能とします． 

(対応バージョン：1.403 以降(OMRON製 1S シリーズ対応済みのバージョン以降)) 

表 2-1 ソフトウェア一覧 

 

 提供形式 

サーボドライバのエラー内容を読み込む関数および，サンプルプログラムをご提供いたします．ご提供ファイルは，” hvtRdErrorSample.

zip”となります．表 3-1 は，添付ファイル” hvtRdErrorSample.zip”を展開した時に作成される”hvtRdErrorSample”フォルダの内容

となります． 

 

No. ファイル 内容 

1 

Function.cs 

サーボドライバのエラー内容を読み込む関数のソースコードとなります． 

ファイルに含まれる構造体，関数を，ご使用のプロジェクトにコピーしてご使用ください． 

[構造体] 

 MC_SERVO_ERROR 構造体 

[関数] 

 MC_ReadServoError 関数 

MC_ReadServoErrorEx関数 

2 

hvtRdErrorSample.csproj 

サーボドライバのエラー内容を読み込む関数を使用したサンプルプログラムとなります． 

“VS2008”フォルダ，”VS2015”フォルダには，それぞれ Visual Studio2008，2015 で作

成したプロジェクトが含まれています． 

表 3-1 ”hvtRdErrorSample”フォルダの内容 
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 サーボドライバのエラー内容を読み込む関数について 

サーボドライバのエラー内容を読み込む関数は，表 3-2 の関数となります．表 3-2 の関数は，HLS-ECAT の API 関数を組み合

わせて作成しています． 

 

No. 関数名 内容 

1 MC_ReadServoError 

サーボドライバのエラー内容を読み込む関数です． 

HLS-ECATの API 関数”EC_ReadSDO関数”を使用し，オブジェクトの読み込み

を行っています． 

2 MC_ReadServoErrorEx 

サーボドライバのエラー内容を読み込む関数です． 

HLS-ECAT の API 関数”IO_inpxx 関数”を使用し，PDO マッピングされたオブジェ

クトの読み込みを行っています． 

表 3-2 サーボドライバのエラー内容を読み込む関数 

 

 サンプルプログラムについて 

 

サンプルプログラムは，Windows プログラム(VC#)となります． 

 

・ Visual Studio2008，2015 で作成したプロジェクトを提供させていただきます．ご使用の環境が Visual Studio2008，2015 と

は異なる場合，プロジェクトの変換(バージョンアップ等)をしていただく必要があります． 

 

プロジェクトの変換作業におきまして問題が発生した場合は，ご使用の環境に対応したプロジェクトを準備させていただきますのでご

連絡ください． 

 

[サンプルプログラムの構成マネージャに関しまして] 

ご使用の環境が 32bit OS の場合，プラットフォーム”Any CPU”，”x86”のいずれかを選択してください． 

ご使用の環境が 64bit OS の場合，プラットフォーム”Any CPU”，”x86”，”x64”のいずれかに設定してください． 

 

 PDO マッピング 

PDO マッピングの設定の詳細に関しましては，弊社インストールマニュアル(ecat_g_x_xx.pdf)の章番号 4.2.4「PDO マッピングと DC

の設定」をご参照ください． 

表 4-1 はサンプルプログラムで使用する“Sync Manager configuration”，“PDO assignment”，“Index：Subindex”です．RSI-

ECAT-Studio のデフォルト値が表 4-1 と異なる場合は、表 4-1 の通りに設定してください． 

表 4-1 の PDO assignment：0x1A00 における赤枠のオブジェクトは，MC_ReadServoErrorEx関数の内部で読み込みを行って

います． 

 

Sync Managers configuration：SM2 Sync Managers configuration：SM3 

PDO assignment：0x1600 PDO assignment：0x1A00 

Index: 

Subindex 
Name データ型 

Index: 

Subindex 
Name データ型 

0ｘ6040：0 Control word UINT 0x6041：0 Status word UINT 

0x607A：0 Target position DINT 0x6064：0 Position actual value DINT 

0x60B8：0 Touch probe function UINT 0x60B9：0 Touch probe status UINT 

0x6060：0 Modes of operation SINT 0x60BA：0 Touch probe pos1 pos value DINT 

   0x60BC：0 Touch probe pos2 pos value DINT 

   0x603F：0 Error code UINT 

   0x60FD：0 Digital inputs UDINT 

   0x606C：0 Velocity actual value DINT 

   0x6061：0 Modes of operation display SINT 

   0x4000：81 Error Full Code UDINT 

表 4-1 PDO マッピング 
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表 4-2 は，IO_inpxx関数を使用して PDO マッピングしたオブジェクトから値を読み込む場合の関数および，オフセット値となります． 

 

No. 
Index： 

Subindex 
Name データ型 使用する関数 オフセット値 

1 0x6041：0 Status word UINT IO_inpw() 0 

2 0x6064：0 Position actual value DINT IO_inpdw() 2 

3 0x60B9：0 Touch probe status UINT IO_inpw() 6 

4 0x60BA：0 Touch probe pos1 pos value DINT IO_inpdw() 8 

5 0x60BC：0 Touch probe pos2 pos value DINT IO_inpdw() 12 

6 0x603F：0 Error code UINT IO_inpw() 16 

7 0x60FD：0 Digital inputs UDINT IO_inpdw() 18 

8 0x606C：0 Velocity actual value DINT IO_inpdw() 22 

9 0x6061：0 Modes of operation display SINT IO_inp() 26 

10 0x4000：81 Error Full Code UDINT IO_inpdw() 27 

表 4-2 “PDO assignment：0x1A00”から値を読み込む場合に使用する関数および，オフセット値 
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 関数の仕様 

下記の関数を提供いたします． 

(1) MC_ReadServoError 関数 

(2) MC_ReadServoErrorEx関数 

 

5.1 MC_ReadServoError 関数 

表 5.1-1 は，MC_ReadServoError 関数の仕様となります． 

 

機  能 
サーボドライバのエラー内容を読み込みます．関数内部では，EC_ReadSDO 関数を使用して，各オブジェクト

の読み込みを行っています． 

  

開発言語 書  式 

VC# 

public static uint MC_ReadServoError  

 ( udint gMaster, 

  ref MC_AXIS_REF Axis  

  ref MC_SERVO_ERROR Outp,  

  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

gMaster マスタハンドル 

Axis サーボ軸情報を格納する構造体の参照を渡します．  

Outp 出力情報を格納する構造体の参照を渡します． 

flg 予約 

  

VC# 

記述例 

uint ret = 0;  // 関数の戻り値 

MC_AXIS_REF gAxisRef; // サーボ軸情報を格納する構造体 

MC_SERVO_ERROR sServoOut; // 出力情報を格納する構造体 

ushort flg = 0; // 予約 

// マスタハンドル (gMaster)は EC_OpenMaster 関数を実行し，取得済みとします． 

 

// MC_AXIS_REF 構造体メンバの設定 

// EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得した，EC_SLAVE_INFO構造体の変数 

// ” bSlaveNo”，” bAxisNo”を設定します． 

gAxisRef.bSlaveNo = 1; //  EC_SLAVE_INFO 構造体の変数” bSlaveNo” 

gAxisRef.wAxisNo = 1; //  EC_SLAVE_INFO 構造体の変数” bAxisNo” 

 

// MC_SERVO_ERROR 構造体メンバの初期化処理 

sServoOut.bFault = false; // object"Bit3 of Status Word" (6041-00(Hex)) 

sServoOut.dwErrFullCode = 0;   // object"Error Full Code" (4000-81(Hex)) 

sServoOut.wErrCode = 0; // object"Error Code" (4000-82(Hex)) 

// MC_ReadServoError 関数の実行． 

ret = MC_ReadServoError ( gMstHndl, ref gAxisRef, ref sServoOut, flg ); 

 

(次ページへつづく) 
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(表 5.1-1 次ページからのつづき) 

概 要 

 

 構造体のメンバ 

 

構造体名   

 メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 

bSlaveNo byte 

[説明] スレーブのノード番号です． 

EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得した，EC_

SLAVE_INFO構造体の変数” bSlaveNo”の値を

設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～32 

 

wAxisNo ushort 

[説明] スレーブの軸番号です． 

EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得した，EC_

SLAVE_INFO構造体の変数” bAxisNo”の値を

設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～8 

MC_SERVO_ERROR 

 

bFault bool 

[説明] オブジェクト”ステータスワード”(Index-Subinde

x；6041hex-00)の bit3(fault)が格納されます． 

bit3(fault)は，サーボドライバのエラーが発生した時， 

true(1)となります． 

[初期値] 0 

[範囲] false(0)，true(1) 

 

dwErrFullCode uint 

[説明] オブジェクト”エラー詳細コード”(Index-Subinde

x；4000hex-81hex)が格納されます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x0000000～0x0000FFFF 

 

wErrCode ushort 

[説明] オブジェクト”エラーコード”(Index-Subindex；40

00hex-82hex)が格納されます．オブジェクト”エラーコ

ード”は，オブジェクト”エラーコード” (Index-Subinde

x；603Fhex-00)のミラーオブジェクトです． 

[初期値] 0 

[範囲] 0xFF00～0xFFFF 

 

 

表 5.1-1 MC_ReadServoError関数の仕様 
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5.2 MC_ReadServoErrorEx関数 

表 5.2-1 は，MC_ReadServoErrorEx関数の仕様となります． 

 

機  能 
サーボドライバのエラー内容を読み込みます．関数内部では，IO_inpxx 関数を使用して，PDO マッピングに割

付を行った各オブジェクトの読み込みを行っています． 

  

開発言語 書  式 

VC# 

public static uint MC_ReadServoErrorEx 

 ( udint gMaster, 

  ref MC_AXIS_REF Axis  

  ref MC_SERVO_ERROR Outp,  

  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

gMaster マスタハンドル 

Axis サーボ軸情報を格納する構造体の参照を渡します．  

Outp 出力情報を格納する構造体の参照を渡します． 

flg 予約 

  

VC# 

記述例 

uint ret = 0;  // 関数の戻り値 

MC_AXIS_REF gAxisRef; // サーボ軸情報を格納する構造体 

MC_SERVO_ERROR sServoOut; // 出力情報を格納する構造体 

ushort flg = 0; // 予約 

// マスタハンドル (gMaster)は EC_OpenMaster 関数を実行し，取得済みとします． 

 

// MC_AXIS_REF 構造体メンバの設定 

// EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得した，EC_SLAVE_INFO構造体の変数 

// ” bSlaveNo”，” bAxisNo”を設定します． 

gAxisRef.bSlaveNo = 1; //  EC_SLAVE_INFO 構造体の変数” bSlaveNo” 

gAxisRef.wAxisNo = 1; //  EC_SLAVE_INFO 構造体の変数” bAxisNo” 

 

// MC_SERVO_ERROR 構造体メンバの初期化処理 

sServoOut.bFault = false; // object"Bit3 of Status Word" (6041-00(Hex)) 

sServoOut.dwErrFullCode = 0;   // object"Error Full Code" (4000-81(Hex)) 

sServoOut.wErrCode = 0; // object"Error Code" (603F-00(Hex)) 

// MC_ReadServoErrorEx関数の実行． 

ret = MC_ReadServoErrorEx( gMstHndl, ref gAxisRef, ref sServoOut, flg ); 

 

(次ページへつづく) 
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(表 5.2-1 次ページからのつづき) 

概 要 

 

 構造体のメンバ 

 

構造体名   

 メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 

bSlaveNo byte 

[説明] スレーブのノード番号です． 

EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得した，EC_

SLAVE_INFO構造体の変数” bSlaveNo”の値を

設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～32 

 

wAxisNo ushort 

[説明] スレーブの軸番号です． 

EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得した，EC_

SLAVE_INFO構造体の変数” bAxisNo”の値を

設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～8 

MC_SERVO_ERROR 

 

bFault bool 

[説明] オブジェクト”ステータスワード”(Index-Subinde

x；6041hex-00)の bit3(fault)が格納されます． 

bit3(fault)は，サーボドライバのエラーが発生した時，t

rue(1)となります． 

PDO マッピングにより割付を行ったオブジェクトから読

み込みを行っています． 

[初期値] 0 

[範囲] false(0)，true(1) 

 

dwErrFullCode uint 

[説明] オブジェクト”エラー詳細コード”(Index-Subinde

x；4000hex-81hex)が格納されます． 

PDO マッピングにより割付を行ったオブジェクトから読

み込みを行っています． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x0000000～0x0000FFFF 

 

wErrCode ushort 

[説明] オブジェクト”エラーコード”(Index-Subindex；60

3Fhex-00)が格納されます． 

PDO マッピングにより割付を行ったオブジェクトから読

み込みを行っています． 

[初期値] 0 

[範囲] 0xFF00～0xFFFF 

 

 

表 5.2-1 MC_ReadServoErrorEx関数の仕様 
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 ファイル概要 

表 6-1 はサンプルプログラムのファイルです．主な処理を行うファイルを記載しています． 

 

No. ファイル名 内容 

1 Program.cs エントリーポイントを含むファイルです． 

2 
FrmMain.cs また，EtherCAT 通信の開始，終了，サーボドライバのエラー内容を読み込む関数の実行等を行う

ためのフォームとなります． 

3 hmecw0.cs HLS-ECATの定数定義，構造体，関数等を記載したファイルです． 

4 hvtClass.cs FrmMain.cs で使用する定数定義，関数を記載したファイルです． 

表 6-1 サンプルプログラムのファイル 

 

 サンプルプログラムの起動 

サンプルプログラムの起動の前に，EtherCAT通信の準備をお願いします． 

 PC に INtime ドングルを接続します． 

 PC と OMROM製 1S シリーズ(1 台以上)を，LAN ケーブルで接続します．PC と EtherCAT通信対応機器の電源を投入しま

す．(接続の中に，他のサーボドライバを含めていただいても問題ありません．) 

 ENI ファイル(RtEcHdr.xml)を所定の位置に配置します． 

(64bit OS の場合，” C:¥Program Files (x86)¥Micronet¥RSI-ECAT¥bin¥NodeA”) 

 INtime を起動します．(RSI-ECAT-Master，HLS-ECATは自動起動の設定になっているものとします．自動起動の設定の場

合，INtime の起動と同時に，RSI-ECAT-Master，HLS-ECATが自動で起動します．) 

 

上記を確認していただいた後，サンプルプログラムを起動します．サンプルプログラムは添付ファイル” hvtRdErrorSample.zip”を展開し

ていただき，展開後の” hvtRdErrorSample”フォルダに存在します．ここでは，Visual Studio2015 で作成したサンプルプロジェクトを

例に，説明させていただきます． 

サンプルプログラムの起動は，ソースコードをご確認をいただけるように，debug 構成で起動していただくことをおすすめします． 

 

[サンプルプログラムの起動] 

① hvtRdErrorSample -> VS2015 ->hvtRdErrorSample にある” hvtRdErrorSample.sln”ファイルを開きます． 

(Visual Studio2008 の場合は，hvtRdErrorSample -> VS2008 ->hvtRdErrorSample) 

② “ビルド”メニューから，”ソリューションのリビルド”を実行します．正常に終了することを確認します． 

③ “デバッグ開始( )”を行います． 

 

プログラムが正常に起動した場合，図 7-1 の画面が表示されます． 

 

 
図 7-1 サンプルプログラムの起動画面 
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サンプルプログラムは，下記の機能があります． 

 

(1) EtherCAT通信の開始 

(2) EtherCAT通信の終了 

(3) サーボドライバの情報取得 

(4) サーボオン・オフ 

(5) エラーリセット 

(6) MC_ReadServoError 関数の実行 

(7) MC_ReadServoErrorEx関数の実行 

(8) 位置，速度，状態遷移のステータス等のステータス読み込み 

(9) エラーリセットにおけるステータス読み込み 

(10) ソフトウェアバージョン情報の取得 

 

MC_ReadServoError 関数および，MC_ReadServoErrorEx関数を実行するまでの流れは，下記となります． 

 

(A) EtherCAT通信の開始 

(B) サーボドライバの情報取得 

(C) MC_ReadServoError 関数の実行 

(D) MC_ReadServoErrorEx関数の実行 

 

MC_ReadServoErrorEx 関数は，タイマーイベントで実行されるスレッド(timer1_Tick スレッド)内で，一定のポーリング周期により実

行されています． 

 

7.1 サーボドライバのエラーを読み込む関数の実行開始から終了までの流れ 

(A) EtherCAT 通信の開始 

“OpenMaster”ボタンを押します(図 7.1-1)．サーボドライバとの EtherCAT通信が開始されます． 

正常に実行された場合，Infomation 画面(メッセージ”Master Opened!”)が表示されます(図 7.1-2)． 

また，”MasterInfo”欄に，マスタ情報が表示されます．Infomation 画面の”OK”ボタンを押すと，Infomation 画面が閉じます． 

 

 
図 7.1-1 “OpenMaster”ボタン 
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図 7.1-2 Information 画面 

(メッセージ”Master Opened!”) 

 

(B) サーボドライバの情報取得 

“Instance”，”Vendor ID(HEX)”，”ProductCode(HEX)”に，サーボドライバの情報を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押します(図

7.1-3)．正常に実行された場合，”SlaveInfo”欄に，サーボドライバ情報が表示されます． 

”GetSlaveInfo”ボタンが押された時，サンプルプログラムは EC_GetSlaveInfo 関数を実行しています．”SlaveInfo”欄には，

EC_GetSlaveInfo 関数の実行により，サーボ軸として登録したサーボドライバの情報を表示しています． 

サーボ軸とは，EC_GetSlaveInfo 関数の実行により登録したサーボドライバとサーボモータの 1 組のこととします． 

(”SlaveInfo”欄におきまして，サーボドライバは”Slave No.:1”，サーボモータは”Axis No.:1”として固有の番号が割り振られます．) 

 

 
図 7.1-3 ”GetSlaveInfo”ボタン 
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(C) MC_ReadServoError 関数の実行 

“ServoError”グループ欄の”Read”ボタンを押します．MC_ReadServoError 関数が実行されます．サーボドライバのエラーに関係す

るオブジェクトを(EC_ReadSDO関数を使用して，)読み込みます．読み込み後，”ServoError”グループ欄に，オブジェクトの値を表

示しています(図 7.1-4)．  

”ServoError”グループ欄の中で，“関数処理時間(μs)”欄には，MC_ReadServoError 関数の処理時間が表示されます． 

 

 
図 7.1-4 MC_ReadServoError関数の引数である MC_SERVO_ERROR 構造体の各変数 

 

(D) MC_ReadServoErrorEx関数の実行 

”SlaveInfo”欄に，サーボドライバの情報が表示された後，タイマースレッド(TimSts_Tick スレッド)が動作を開始します．タイマースレッ

ドは，一定周期で動作するスレッドです． 

MC_ReadServoErrorEx関数は，タイマースレッド内で動作しています．一定周期ごとに，サーボドライバのエラーに関係する(PDO

マッピングされた)オブジェクトを読み込みます．読み込み後，”ServoErrorEx”グループ欄に，オブジェクトの値を表示しています(図 7.1-

5)．  

”ServoErrorEx”グループ欄の中で，“関数処理時間(μs)”欄には，MC_ReadServoErrorEx関数の処理時間が表示されます． 

 

 
図 7.1-5 MC_ReadServoErrorEx関数の引数である MC_SERVO_ERROR構造体の各変数 

 

  

ステータスワードの Bit3 
(Index-Subindex:6041hex-00) 

エラー詳細コード 
(Index-Subindex:4000hex-81hex) 

エラーコード 
(Index-Subindex:4000hex-82hex) 

ステータスワードの Bit3 

(Index-Subindex:6041hex-00) 

エラー詳細コード 

(Index-Subindex:4000hex-81hex) 

エラーコード 

(Index-Subindex:603Fhex-00hex) 
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7.2 サンプルプログラムの機能 

(1) EtherCAT 通信の開始 

章番号 7.1「(A) EtherCAT通信の開始」をご参照ください． 

 

(2) EtherCAT 通信の終了 

“ CloseMater”ボタンを押します(図 7.2-1)．EtherCAT 通信が遮断されます．正常に実行された場合，Infomation 画面(メッセー

ジ”Master Closed!”)が表示されます(図 7.2-2)．Infomation 画面の”OK”ボタンを押すと，Infomation 画面が閉じます． 

 

 
図 7.2-1 “CloseMaster”ボタン 

 
 

 
図 7.2-2 Information 画面 

(メッセージ”Master Closed!”) 

 

(3) サーボドライバの情報取得 

章番号 7.1「(B) サーボドライバの情報取得」をご参照ください． 
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(4) サーボオン・オフ 

サーボオンする場合，“Power”ボタンを 1 回押します(図 7.2-3)．サーボオフする場合，再び“Power”ボタンを 1 回押します． 

“Power”ボタンを 1 回押すごとに，サーボオン・オフが切り替わります． 

“Power”ボタンを押した時，サーボドライバがサーボオン・オフすることを確認します．また，サーボオンの時，”Read”グループ欄の”Status”

欄が”StandStill”となっていることを確認します．サーボオフの時，”Read”グループ欄の”Status”欄が”Disabled”となっていることを確認

します． 

 

 
図 7.2-3 “Power”ボタン 

 

(5) エラーリセット 

サーボドライバにアラーム（“Status”欄に”ErrorStop”が表示されている等）が発生していた場合，”Reset”ボタンを押します(図 7.2-4)．

エラーが取り除かれることを確認してください． 

 

※ エラーが発生していない状態で，”Reset”ボタンを押した場合，Information 画面(“return value : 0x0102h”)が表示されます．

これは，エラーが発生していない状態で，エラーリセットが行われたことに対する Information 画面です．実際(サーボドライバの

LED パネル等)にはエラーは発生しておりません． 

 

 
図 7.2-4 ”Reset”ボタン 

 

(6) MC_ReadServoError関数の実行 

章番号 7.1「(C) MC_ReadServoError 関数の実行」をご参照ください． 

 

(7) MC_ReadServoErrorEx関数の実行 

章番号 7.1「(D) MC_ReadServoErrorEx関数の実行」をご参照ください． 
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(8) 位置，速度，状態遷移のステータス等のステータス読み込み 

“Read”グループ欄に，サーボドライバのステータスが表示されます(図 7.2-5)． 

 

 
図 7.2-5 “Read”グループ欄 

 

(7)エラーリセットにおけるステータス読み込み 

エラーリセット (MC_Reset 関数 )の実行が完了した時， ”Function Result”グループ欄に，実行結果 (完了 (Done)，中断

(CommandAborted)，エラー(Error))が表示されます(図 7.2-6)． 

“Del Result”ボタンを押すと，”Function Result”グループ欄の表示を消去することが可能です． 

 

  
図 7.2-6(a) MC_Reset 関数の実行完了 図 7.2-6(b) MC_Reset 関数の実行エラー 

図 7.2-6 ”Function Result”グループ欄の表示例 

 

(8) ソフトウェアバージョン情報の取得 

“ReadVersion”ボタンを押します(図 7.2-7)．”SoftwareVersion”欄にソフトウェアバージョン情報が表示されます． 

 

 
図 7.2-7 ソフトウェアバージョン情報の取得 

  

状態遷移のステータス 

(PLCOpen で定義された状態) 

発生しているエラー 

位置 

速度 

サーボ ON・OFF，汎用入力等の情報 

動作の状態 

関数 

実行結果 

エラーID 

関数 

実行結果 

エラーID 

制御可能な軸数：6 軸 

ソフトウェアバージョン”1.410” 

型番：HLS-ECAT0106 
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7.3 エラー表示 

図 7.3-1 は，サンプルプログラムの各ボタンが押された後に，エラーが検出された時に発生するエラー画面例です． 

エラー画面が表示された場合，内容をご確認いただき，設定値の確認等，エラー処理を行ってください．その後，再度，実行ボタンを

押し，エラーが解消されていることを確認してください． 

 

   
図 7.3-1(a) エラー画面 1 

( INtime プログラムが実行されていない ) 

図 7.3-1(b) エラー画面 2 

( サーボドライバの情報取得失敗 ) 

図 7.3-1(b) エラー画面 3 

( サーボ軸への登録が行われていません． ) 

図 7.3-1 エラー画面例 

 

7.4 サーボドライバのエラーと API 関数のにより読み込み可能なエラーの対応関係 

サーボドライバのエラーが発生した時，表 7.4-1 の API 関数の引数である構造体の変数には，エラーに関係する値が格納されます． 

 

No. 関数名 構造体・変数 データ型 内容 

1 MC_ReadStatus 
MC_STATUS構造体の 

変数 wStatus 
ushort 

サーボ軸の状態遷移のステータスが格納され

ます． 

サーボドライバのエラーが発生した場合，値

0x0002(ErrorStop)となります． 

2 MC_ReadAxisError 
MC_AXIS_ERROR 構造体の 

変数 wErrorID 
ushort 

サーボ軸のエラーコードが格納されます． 

読み込みます．サーボ軸の状態遷移のステ

ータスが ErrorStopの場合，0以外の値とな

ります． 

3 MC_ReadAxisInfo 
MC_AXIS_INFO構造体の 

変数 dwAxisInfo 
uint 

サーボ軸の情報が格納されます． 

Bit10 は，サーボドライバのエラーの発生の有

無に関係しています． 

Bit10が true の時，サーボドライバのエラーが

発生しています． 

4 MC_ReadServoError 章番号 5.1「MC_ReadServoError 関数」をご参照ください． 

5 MC_ReadServoErrorEx 章番号 5.2「MC_ReadServoErrorEx関数」をご参照ください． 

表 7.4-1 サーボドライバのエラーに関係する値を格納する関数 

 

サーボドライバのエラー例として，エラー表示 No.21.00(エンコーダ通信断線異常)の発生を原因として，サーボ軸のステータス

が”ErrorStop”となった時に，表 7.4-1 の関数の引数である構造体の変数に格納される値について，記載します． 

図 7.4-1 は，エラー表示 No.21.00 が発生した時の，サーボドライバの LED パネルです． 

図 7.4-1(a) → 図 7.4-1(b) → 図 7.4-1(c) → 図 7.4-1(a) → … の順番で，表示が 1s ごとに切り替わります． 

 

   
図 7.4-1(a) 表示”Er” 図 7.4-1(b) 表示”21” 図 7.4-1(c) 表示”00” 

図 7.4-1 エラー表示 No.21.00が発生した時のサーボドライバの LED パネル 

  



    

16 / 21 
 

図 7.4-2～図 7.4-6 は，サンプルプログラムにおいて，図 7.4-1 のエラー表示 No.21.00 が発生した時に，表 7.4-1 の関数の引数で

ある構造体の変数に格納される値です．下記は，図 7.4-2～図 7.4-6 の説明となります． 

 

図 7.4-2： MC_ReadStatus 関数の引数である MC_STATUS 構造体の変数 wStatus の値です． 

値 0x0002 の時，”ErrorStop”と表示されます． 

 

図 7.4-3： MC_ReadAxisError 関数の引数である MC_AXIS_ERROR 構造体の変数 wErrorID の値です． 

サーボドライバのエラーが発生した場合，”0x105” (RET_ALAM：サーボアラームです．) が表示されます． 

 

図 7.4-4： MC_ReadAxisInfo 関数の引数である MC_AXIS_INFO 構造体の変数 dwAxisInfo の値です． 

Bit10 が true(1)の時，”AxisWarning”と表示されます． 

 

“Error”に関しまして，予約とさせていただいている Bit0 が true(1)の時，表示されます． 

Bit0については，サーボ軸のステータスが”ErrorStop”の時，true(1)となるように準備を進めております．バージョンアッ

プにて対応させていただく予定です． 

 

図 7.4-5： MC_ReadServoError 関数の引数である MC_SERVO_ERROR 構造体の各変数の値です． 

 

“ステータスコード Bit3”欄が“true(Error)”の時，オブジェクト”ステータスワード”(Index-Subindex:6041hex-00)の

Bit3(fault)の値は true(1)となっています． 

 

“エラー詳細コード”欄が”0x00002100”の時，オブジェクト”エラー詳細コード”(Index-Subindex:4000hex-81hex)

の値は 0x00002100 となっています． 

 

“エラーコード”欄が”0xFF21”の時，オブジェクト”エラーコード”(Index-Subindex:4000hex-82hex)の値は 0xFF21

となっています． 

 

図 7.4-6： MC_ReadServoErrorEx関数の引数である MC_SERVO_ERROR 構造体の各変数の値です． 

 

“ステータスコード Bit3”欄が“true(Error)”の時，オブジェクト”ステータスワード”(Index-Subindex:6041hex-00)の

Bit3(fault)の値は true(1)となっています． 

 

“エラー詳細コード”欄が”0x00002100”の時，オブジェクト”エラー詳細コード”(Index-Subindex:4000hex-81hex)

の値は 0x00002100 となっています． 

 

“エラーコード”欄が”0xFF21”の時，オブジェクト”エラーコード”(Index-Subindex:603Fhex-00hex)の値は 0xFF21

となっています． 

 

 

※ 図 7.4-2～図 7.4-6 の値は，エラー表示 No.21.00(エンコーダ通信断線異常)の発生を原因として，サーボ軸のステータス

が”ErrorStop”となった場合の値です．エラー表示 No.21.00 となる前に，既にサーボ軸のステータスが”ErrorStop”となっていた場

合は，エラー表示 No.21.00 となる前のエラーに関係する値が格納されております． 

 

※ 図 7.4-5，図 7.4-6 の”関数処理時間(μs)”は，関数の実行開始から終了までの処理時間となります．MC_ReadServoError

関数は MC_ReadServoErrorEx関数よりも値が大きくなっております． 

MC_ReadServoError 関数で使用している EC_ReadSDO 関数は，サーボドライバに対してオブジェクトの読み込み要求を行

い，応答が返却されるまで待機しています．サーボドライバが応答を返却するまでの待機時間が発生するため，オブジェクトの読み

込みに一定の時間が必要となります． 

MC_ReadServoErrorEx 関数で使用している IO_inpxx 関数は，サイクリック周期ごとに，(EtherCAT マスタとサーボドライバ間

での)送受信が行われている PDO データから，直接(PDO マッピングされた)オブジェクトの値を読み込んでいます．サーボドライバと

に対して要求および応答の待機をする必要がないため，処理に必要な時間は小さくなります．  

 

 
図 7.4-2 MC_ReadStatus 関数の引数である MC_STATUS 構造体の変数 wStatus の値 

 

 
図 7.4-3 MC_ReadAxisError関数の引数である MC_AXIS_ERROR 構造体の変数 wErrorID 
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図 7.4-4MC_ReadAxisInfo 関数の引数である MC_AXIS_INFO 構造体の変数 dwAxisInfo 

 

 
図 7.4-5 MC_ReadServoError関数の引数である MC_SERVO_ERROR構造体の各変数 

 

 
図 7.4-6 MC_ReadServoErrorEx関数の引数である MC_SERVO_ERROR構造体の各変数 
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 ソースコードの詳細 

下記の関数に関係するソースコードについて記載します． 

 

(1) MC_ReadServoError 関数 

(2) MC_ReadServoErrorEx関数 

 

(1) MC_ReadServoError関数 

図 8-1 は，MC_ReadServoError 関数のソースコードとなります．表 8-1 は，図 8-1 の特記事項です． 

 

行 ソースコード (FrmMain.cs 66～137 行目 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

public static uint MC_ReadServoError(uint hMaster, ref hmecw0.MC_AXIS_REF AxisRef, ref MC_SERVO_ERROR Outp, 

ushort flg) 

{ 

    uint ret = 0; 

    bool bFault = false; 

    uint dwErrFullCode = 0; 

    ushort wErrCode = 0; 

    byte[] sdodt = new byte[4]; 

    byte i = 0; 

    uint dwShift = 0; 

    uint dwDt = 0; 

 

    Outp.bFault = false; 

    Outp.dwErrFullCode = 0; 

    Outp.wErrCode = 0; 

 

    // オブジェクト"Status Word" Index '6041' Subindex '00' size '2' 

    dwDt = 0; 

    for (i = 0; i < 4; i++) { sdodt[i] = 0; } 

    ret = hmecw0.EC_ReadSDO(gMstHndl, AxisRef.bSlaveNo, 0x6041, 0x00, 2, sdodt, flg); 

    if (0 == ret) 

    { 

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

        { 

            dwShift = sdodt[2 - i - 1]; 

            dwDt = dwDt | dwShift << (8 * (2 - i - 1)); 

        } 

 

        if (0 != (dwDt & 0x08)){ bFault = true; }  

    } 

    else { return ret;} 

 

    // オブジェクト"エラー詳細コード" Index '4000' SubIndex '81' size '4' 

    dwDt = 0; 

    for (i = 0; i < 4; i++) { sdodt[i] = 0; } 

  

(次ページへつづく) 
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(図 8-1 次ページからのつづき) 

行 ソースコード (FrmMain.cs 66～137 行目 ) 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

 

    ret = hmecw0.EC_ReadSDO(gMstHndl, AxisRef.bSlaveNo, 0x4000, 0x81, 4, sdodt, flg); 

    if (0 == ret) 

    { 

        for (i = 0; i < 4; i++) 

        { 

            dwShift = sdodt[4 - i - 1]; 

            dwDt = dwDt | dwShift << (8 * (4 - i - 1)); 

        } 

        dwErrFullCode = dwDt; 

    } 

    else{ return ret; } 

 

    // オブジェクト"エラーコード" Index '4000' Subindex '82' size '2' 

    dwDt = 0; 

    for (i = 0; i < 4; i++) { sdodt[i] = 0; } 

    ret = hmecw0.EC_ReadSDO(gMstHndl, AxisRef.bSlaveNo, 0x4000, 0x82, 2, sdodt, flg); 

    if (0 == ret) 

    { 

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

        { 

            dwShift = sdodt[2 - i - 1]; 

            dwDt = dwDt | dwShift << (8 * (2 - i - 1)); 

        } 

        wErrCode = (ushort)dwDt; 

    } 

    else{ return ret; } 

 

    if (0 == ret) 

    { 

        Outp.bFault = bFault; 

        Outp.dwErrFullCode = dwErrFullCode; 

        Outp.wErrCode = wErrCode; 

    } 

    return 0; 

} 

 

No. 行 処理内容 

1 4-15 変数の初期化を行っています． 

2 20-31 

EC_ReadSDO関数を使用して，オブジェクト"ステータスワード"(Index-Subindex：6041hex-00)の値を読み込んで

います．正常に読み込みが完了した場合，オブジェクト"ステータスワード"の Bit3(fault)の値を，一時的に内部変数に

格納しています． 

3 37-47 
EC_ReadSDO 関数を使用して，オブジェクト"エラー詳細コード"(Index-Subindex：4000hex-81hex)の値を読み

込んでいます．正常に読み込みが完了した場合，値を一時的に内部変数に格納しています． 

4 52-62 
EC_ReadSDO関数を使用して，オブジェクト"エラーコード"(Index-Subindex：4000hex-82hex)の値を読み込んで

います．正常に読み込みが完了した場合，値を一時的に内部変数に格納しています． 

5 64-69 
本関数において行った EC_ReadSDO 関数の読み込みが正常に完了した場合，一時的に内部変数に格納した値

を，MC_SERVO_ERROR 構造体の各変数に格納しています． 

表 8-1 処理の特記事項 
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(2) MC_ReadServoErrorEx関数 

図 8-2 は，MC_ReadServoErrorEx関数のソースコードとなります．表 8-2 は，図 8-2 の特記事項です． 

 

行 ソースコード (FrmMain.cs 153 ～ 190 行目) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

public static uint MC_ReadServoErrorEx(uint hMaster, ref hmecw0.MC_AXIS_REF AxisRef, ref MC_SERVO_ERROR Outp, 

ushort flg) 

{ 

    uint ret = 0; 

    bool bFault = false; 

    ushort wStatusWord = 0; 

    uint dwErrFullCode = 0; 

    ushort wErrCode = 0; 

 

    Outp.bFault = false; 

    Outp.dwErrFullCode = 0; 

    Outp.wErrCode = 0; 

 

    // オブジェクト"Status Word" Index '6041' Subindex '00' size '2' 

    ret = hmecw0.IO_inpw(hMaster, AxisRef.bSlaveNo, 0, ref wStatusWord, flg); 

    if (0 == ret) 

    { 

        if (0 != (wStatusWord & 0x08)) { bFault = true; } 

    } 

    else{ return ret; } 

 

    // オブジェクト"エラー詳細コード" Index '4000' Subindex '81' size '4' 

    ret = hmecw0.IO_inpdw(hMaster, AxisRef.bSlaveNo, 27, ref dwErrFullCode, flg); 

    if (0 == ret){/* DO NOTHING */} 

    else{ return ret; } 

 

    // オブジェクト"エラーコード" Index '603F' Subindex '00' size '2' 

    ret = hmecw0.IO_inpw(hMaster, AxisRef.bSlaveNo, 16, ref wErrCode, flg); 

    if (0 == ret) { /* DO NOTHING */} 

    else{ return ret; } 

 

    if (0 == ret) 

    { 

        Outp.bFault = bFault; 

        Outp.dwErrFullCode = dwErrFullCode; 

        Outp.wErrCode = wErrCode; 

    } 

    return 0; 

} 

図 8-2 MC_ReadServoErrorEx関数のソースコード 
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No. 行 処理内容 

1 4-12 変数の初期化を行っています． 

2 15-20 

IO_inpw 関数を使用して，PDO マッピングされたオブジェクト"ステータスワード"(Index-Subindex：6041hex-00)の

値を読み込んでいます．正常に読み込みが完了した場合，オブジェクト"ステータスワード"の Bit3(fault)の値を，一時

的に内部変数に格納しています． 

3 23-25 
IO_inpdw 関数を使用して，PDO マッピングされたオブジェクト"エラー詳細コード"(Index-Subindex：4000hex-

81hex)の値を読み込んでいます．正常に読み込みが完了した場合，値を一時的に内部変数に格納しています． 

4 28-30 
IO_inpw 関数を使用して，PDO マッピングされたオブジェクト"エラーコード"(Index-Subindex：603Fhex-00hex)の

値を読み込んでいます．正常に読み込みが完了した場合，値を一時的に内部変数に格納しています． 

5 32-37 
本関数において行った IO_inpxx 関数の読み込みが正常に完了した場合，一時的に内部変数に格納した値を，

MC_SERVO_ERROR 構造体の各変数に格納しています． 

表 8-2 処理の特記事項 

以上 
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