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Windows インタフェースモジュール(ver1.451)の更新方法 

2017年 12月 21日 

株式会社ハイバーテック 

 

本メール添付インストーラを使用して，Windows インタフェースモジュールを更新(インストール)する方法を記載します． 

 

 本メール添付ファイル(ver1451.zip)は，下記となります． 

．．．Windows インタフェースモジュールのインストーラ“ HlsEcatInst.exe“ 

．．．ソフトウェア(dll，rsl，rta)ファイル 

    (Windows インタフェースモジュールのインストールにより，ご使用の環境にインストールされます．) 

．．．ヘッダ(h)ファイル，ライブラリ(lib)ファイル，VC#，VB 定義ファイル 

(” ver1451 -> include”フォルダ内に含まれます．必要に応じてご使用ください．) 

 Windows インタフェースモジュールのバージョンは，1451 となります． 

 

下記の環境におきまして，本メール添付ファイルの適用方法を記載します． 

 

[既にWindows インタフェースモジュールがインストールされている環境の場合] 

章番号 1．「Windows インタフェースモジュールの更新」を参照し，インストールを行って下さい． 

(インストール済みのWindows インタフェースモジュールをアンインストールする必要はありません．) 

 

[Windows インタフェースモジュールがインストールされていない環境の場合] 

章番号 1．「Windows インタフェースモジュールの更新」を参照し，インストールを行って下さい． 

インストール完了後，HLS-ECAT/Win のアクティベーションコードファイルを配置していただきます． 

アクティベーションコードファイルの配置につきましては，章番号 2．「アクティベーションコードファイルの配置」を参照してください． 
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1. Windows インタフェースモジュールの更新 

1.1 更新方法 

(1) 本メール添付ファイルを，ご使用の環境にコピーします．  

(2) “ver1451.zip”を展開し，”ver1451 -> Setup”フォルダ内“ HlsEcatInst.exe“ を起動します． 

ユーザーアカウント制御画面が表示される場合，”はい(Y)”ボタンをクリックします． 

正常に起動すると以下の画面が表示されます． 

 

(3) 上記画面の ”Install Windows Interface” をクリックします． 

 

(4) 下記画面が表示されますので ”Next” をクリックします． 
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(5) 次に下記画面が表示されます．必要に応じて ”User Name”，“Organization”を入力します．  

“Next”をクリックします． 

 
 

(6) 次に下記画面が表示されますので ”Install” をクリックします． 
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(7) インストールが正常に完了すると以下の画面が表示されますので ”Finish” をクリックし終了します． 

 
 

1.2 更新後のソフトウェアの確認 

Windows の[プログラムと機能]画面におきまして，インストールしたソフトウェア”HLS-ECAT”は，下記のように表示されます． 

 

 

※ Windows7(64bit)の場合 

  

 504ＫＢ 1.28.0000 
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1.3 インストールファイル 

Windows インタフェースモジュールのインストーラ“HlsEcatInst.exe“は，表 1.3-1 のファイルをインストールしています． 

 

No. ファイル名 内容 

1 
hmecw0.dll API 関数を動作させるための，DLL ファイルです．EtherCAT 実行用

ソフトウェアを動作させる場合に使用します． 

2 

hecrsi00.rsl API 関数を動作させるための，リアルタイム OS”INtime”における

RT(Real Time)共有ライブラリファイルです．EtherCAT 実行用ソフト

ウェアを動作させる場合に使用します． 

3 

hmecrsi0.rta API 関数を動作させるための，リアルタイム OS”INtime”における

RT(Real Time)実行ファイルです．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-ECAT のアクティベーションの際に使用する INtime における

RT(Real Time)共有ライブラリファイルです．アクティベーションに関し

て，HLS-ECAT と INtime との紐付けを行います． 

5 

※1 

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-ECAT を実行可能な状態にするために必要なファイルです．

HLS-ECAT のアクティベーションコードを記載しています． 

※1 製品 USB に含まれる“HlsEcatInst.exe“を実行したときに，インストールされます．本メール添付ファイルの“HlsEcatIns

t.exe“ではインストールされません． 

表 1.3-1 インストールファイル 
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表 1.3-2，表 1.3-3 は，32bit 版 OS，64bit版 OS における，インストールディレクトリです． 

 

No. ファイル名 インストールディレクトリ 

1 hmecw0.dll “C:\Windows\System32“ 

2 hecrsi00.rsl 
インストールしたフォルダが，CドライブのProgram Filesフォルダの場合， 

“C:\Program Files\INtime\bin“ 
3 hmecrsi0.rta 

4 rtkuid.rsl 

5 

※1 

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 

インストールしたフォルダが，CドライブのProgram Filesフォルダの場合， 

“C:\Program Files\INtime“ 

※1 製品 USB に含まれる“HlsEcatInst.exe“を実行したときに，インストールされます．本メール添付ファイルの 

“HlsEcatInst.exe“ではインストールされません． 

表 1.3-2 インストールディレクトリ(32bit版 OS) 

 

No. ファイル名 インストールディレクトリ 

1 
hmecw0.dll 64bit 版の対応ファイルは，“C:\Windows\System32“， 

32bit 版の対応ファイルは，“C:\Windows\SySWOW64“ 

2 hecrsi00.rsl 
インストールしたフォルダが，C ドライブの Program Files(x86)フォルダの場合， 

“C:\Program Files(x86)\INtime\bin“ 
3 hmecrsi0.rta 

4 rtkuid.rsl 

5 

※1 

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 

インストールしたフォルダが，C ドライブの Program Files(x86)フォルダの場合， 

“C:\Program Files(x86)\INtime“ 

※1 製品 USB に含まれる“HlsEcatInst.exe“を実行したときに，インストールされます．本メール添付ファイルの

“HlsEcatInst.exe“ではインストールされません． 

表 1.3-3 インストールディレクトリ(64bit版 OS) 
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2. アクティベーションコードファイルの配置 

HLS-ECAT/Win をインストールしていない環境におきまして，本メール添付インストーラを使用して Windows インタフェースモ

ジュールをインストールしていただく場合，HLS-ECAT/Winのアクティベーションコードファイルを配置していただくことが必要となり

ます．アクティベーションコードファイル名は下記の形式となります． 

 

“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 

 

※ アクティベーションコードファイルに対応した INtime ドングル(製品 USB と同梱の INtime ドングル)を使用することが可能で

す． 

 

アクティベーションコードファイルは下記フォルダにあります． 

 

 本製品のセットアップ USB の下記フォルダにあります． 

“setup¥hlsecat¥x64¥program files¥INtime“または，“setup¥hlsecat¥x86¥program files¥INtime“ 

 または，既に別の環境におきまして，HLS-ECAT/Win をインストールした環境がある場合，アクティベーションコードファイル

は下記フォルダにあります． 

 

[32bit OS の場合] 

“C:¥Program Files ¥INtime¥” 

 

[64bit OS の場合] 

“C:¥Program Files(x86) ¥INtime¥” 

 

章番号 1．「Windows インタフェースモジュールの更新」を参考にインストールしていただいた後，上記の場所に存在するアクテ

ィベーションコードファイルを取得(コピー)します．アクティベーションコードファイルを，下記のフォルダに配置します． 

 

[32bit OS の場合] 

“C:¥Program Files ¥INtime¥” 

 

[64bit OS の場合] 

“C:¥Program Files(x86) ¥INtime¥” 
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付録 1．Windows インタフェースモジュールのアンインストール 

”ver1451 -> Setup”フォルダ内“ HlsEcatInst.exe“を使用する方法と，”プログラムと機能”からアンインストールを行う方法があ

ります． 

A.1“ HlsEcatInst.exe“を使用する方法 

(1) (インストール後，)”ver1451 -> Setup”フォルダ内“ HlsEcatInst.exe“ を起動します． 

正常に起動すると以下の画面が表示されます． 

 

(2) 上記画面の ”Install Windows Interface” をクリックします． 

(3) 下記画面が表示されますので ”Next” をクリックします． 
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(4) 下記画面が表示されますので，“Next”を選択して下さい．“Next”を選択後，“次へ”を押して下さい． 

 

 

(5) 下記画面が表示されますので，“Remove”を選択して下さい． 
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(6) 下記画面が表示されましたらアンインストール完了です．“Finish”を押して下さい． 
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A.2 プログラムと機能からアンインストールを行う場合 

Windows7 を例に記載します．Windows10 も同様に可能です． 

 

(1) “プログラムと機能”から，”HLS-ECAT”を選択します． 

 

 

(2) ”HLS-ECAT”を選択した状態で右クリックします．表示される項目から“アンインストール”を選択します 

 

 

(3) 下記の画面が表示されることがあります．”はい”を押します． 

 

 

(4) アンインストールが完了した場合，”プログラムと機能”から”HLS-ECAT”が削除されます． 

 

以上 
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