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この説明書は EtherCAT ソフトウェアモーション HLS-ECAT02xx/Win のサンプルソフトウェアマニュアルです． 

 

HLS-ECAT02xx/Win ： 単軸位置決め動作を行うことが可能なソフトウェアです．また，多軸による協調動作を行うことが可能な

ソフトウェアです． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    本書及びプログラムの全部又は一部の無断転載，コピーを禁止します． 

    本製品の内容に関しましては，改良等により将来予告なしに変更することがあります． 

    本製品の内容についてお気づきの点がございましたら，お手数ながら当社までご連絡下さい． 

 

EtherCAT®は，ドイツのベッコフオートメーション株式会社がライセンスを供与した登録商標であり，特許取得済みの技術です．  

INtime® , TenAsys は TenAsys 社の登録商標です． 

RSI-ECAT-Master®，RSI-ECAT-Studio®は株式会社マイクロネット の登録商標です． 

Windows®は Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です． 

その他，記載されている会社名，製品名は，各社の商標又は登録商標です． 

 

株式会社 ハイバ－テック 

東京都江東区新大橋 1-8-11 

大樹生命新大橋ビル 6F 

TEL 03-3846-3801 

FAX 03-3846-3773 

sales＠hivertec.co.jp 

 

1.32 版 2019 年 7 月 22 日発行 

不許複製・転載 

 

mailto:sales@hivertec.co.jp


 

 

 

目  次 

1. 注意事項 ...................................................................................................................................................... 1 

1.1 保証範囲 ........................................................................................................................................................ 2 

1.2 免責事項 ........................................................................................................................................................ 2 

1.3 安全にお使い頂くために ..................................................................................................................................... 2 

1.3.1 対象ユーザー ............................................................................................................................................. 3 

1.3.2 動作環境 ................................................................................................................................................. 3 

1.3.3 ソフトウェア開発環境 .................................................................................................................................. 4 

1.3.4 サーボドライバのパラメータ調整 ..................................................................................................................... 4 

1.4 マニュアル構成 .................................................................................................................................................. 5 

2. サンプルソフトウェア概略 .................................................................................................................................. 6 

2.1 ソフトウェアの構成 ............................................................................................................................................. 7 

2.2 サンプルソフトウェアの役割 .................................................................................................................................. 8 

2.3 サンプルソフトウェアの画面 .................................................................................................................................. 9 

(1) 初期設定画面 .............................................................................................................................................. 9 

(2) SDO データの Read/Write ........................................................................................................................... 14 

(3) 動作画面 ................................................................................................................................................... 15 

(4) PDO 入出力画面 ....................................................................................................................................... 18 

(5) GrAdd タブ(軸グループへ軸(スレーブ)の追加・削除画面) .................................................................................. 19 

(6) GrMc タブ(軸グループ動作画面) .................................................................................................................... 21 

(7) GrIO タブ(軸グループ動作画面) ..................................................................................................................... 26 

(8) Log タブ ...................................................................................................................................................... 27 

3. サンプルソフトウェア詳細 ................................................................................................................................ 28 

3.1 開発環境 ...................................................................................................................................................... 29 

3.2 サンプルソフトウェアの種類 ................................................................................................................................ 29 

3.3 ファイル構成 ................................................................................................................................................... 30 

3.4 API 関数 ....................................................................................................................................................... 31 

3.4.1 リンク用ファイル ......................................................................................................................................... 31 

3.4.2 API 関数の詳細 ...................................................................................................................................... 31 

3.5 ソースコードの詳細 .......................................................................................................................................... 31 

3.5.1 概要 ...................................................................................................................................................... 31 

3.5.2 初期化 ................................................................................................................................................... 32 

3.5.3 終了処理 ............................................................................................................................................... 32 

3.5.4 動作運用 ............................................................................................................................................... 33 

3.5.5 機能の実行 ............................................................................................................................................ 35 

3.5.6 軸グループにおける動作運用 ..................................................................................................................... 37 

4. 更新履歴 .................................................................................................................................................... 42 

 

 

 



2.サンプルソフトウェア概略 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1.1 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，予めご了承ください．  

 

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，予めご了承ください． 

 

1.2 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，予めご了承ください．  

 

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，予めご了承ください．  

 

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，予めご了承ください．  

 

1.3 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ください． 

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く

ださい．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ください． 

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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1.3.1 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． 

 

1.3.2 動作環境 

 

注 意 

本製品の動作環境は以下の通りです． 

OS： 

(※3) 

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

Microsoft Windows 10 (32bit/64bit) 

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

Core i7/i5/i3 series，Atom，Core2Duo，Core2Quad 

RAM： 2GB 以上（内 64MB 使用）(※1) 

HDD： 100 MB 以上の空き領域 

NIC(Network Interface Controller)： (※2) 

Intel Pro/100, Intel Pro/1000， 

※1. 64MB を使用します．機能追加による本製品のバージョンアップにより，必要な RAM が増加する可能性があります． 

※2．NIC については NIC のベンダーID 及びデバイス ID をご確認ください．弊社 Web から，対応表を記載したサイトへのリンク先

をご案内しています． 

※3．マイクロソフト社 OS サポートのライフサイクル期間が終了した OS の対応については，マイクロソフト社 OS サポートのライフサ

イクル期間内(または期間以降)に確認したものであり，本マニュアル発行時点での動作を保証するものではありません． 
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1.3.3 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++, VC#, VB) 

クロス環境で開発する場合，開発環境側での動的なデバッグはできません． 

□ RSI-ECAT Studio： 

別途ご用意していただくものです．本製品には含まれません． 

ENI ファイルの作成に必要となります． 

Version 1.10.172.0， 1.12.058.0， 1.12.102.0， 1.12.259.0， 1.12.259.1 

 

以下のソフトウェアに対応しています． 

□ INtime： 

標準モデルの場合，本製品に含まれます．本製品 USB からインストール可能です． 

Version 4.2， 5.1， 5.2， 6.1， 6.2， 6.3 

□ RSI-ECAT-master/DC： 

標準モデルの場合，本製品に含まれます．本製品 USB からインストール可能です． 

Version 2.3， 2.4， 2.7， 2.8， 2.95 

□ Microsft .net framework： Version 3.5 SP1 

□ Miceosoft Windows Installer： 4.0 以上 

  
 

 

1.3.4 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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1.4 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-ECAT02xx/Win Install Manual 

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． 

 

(2) HLS-ECAT02xx/Win User’s Manual 

API 関数の使用方法，リファレンスです． 

 

(3) HLS-ECAT02xx/Win Sample Software Manual (本マニュアル) 

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．目的に応じてご参照願います． 

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． 

   No. 

   1 2 3 

   

マニュアル 

H
L
S

-E
C

A
T

0
2

x
x
/W

in
 
In

s
ta

ll 
M

a
n

u
a

l 

H
L
S

-E
C

A
T

0
2

x
x
/W

in
 

U
s
e

r‘
s
 M

a
n

u
a

l 

H
L
S

-E
C

A
T

0
2

x
x
/W

in
 S

a
m

p
le

 S
o

ft
w

a
re

 M
a

n
u

a
l 

No. 主な確認事項 

1 製品概要 ○ ― ― 

2 インストール ○ ― ― 

3 バージョンアップによるソフトウェア更新 ○ ― ― 

4 ENI ファイルの作成 ○ ― ― 

5 ターゲット PC の設定 ○ ― ― 

6 用語解説 ― ○ ― 

7 

プログラムの作成 

ソフトウェアの構成 ― ○ ― 

8 ファイルの構成 ― ○ ― 

9 モーション制御 ― ○ ― 

10 アプリケーション開発の流れ ― ○ ― 

11 ライブラリ関数(API 関数) ― ○ ― 

12 構造体 ― ○ ― 

13 エラーコード ― ○ ― 

14 サンプルソフトウェア ― ― ○ 
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2. サンプルソフトウェア概略 
本製品にはサンプルソフトウェアが添付されています．本章ではその概要，使用手順を説明します． 

サンプルソフトウェアの開発言語は VC/VC#/VB となります．各開発言語におきまして，同様のことができます． 

 

No. 言語 名称 場所 

1 VC(32bit) shmecw0 sample¥vc_x86 

2 VC(64bit) shmecw00 sample¥vc_x64 

3 VC#(32bit) shmecw04 sample¥vcs_x86 

4 VC#(64bit) shmecw004 sample¥vcs_x64 

5 VB(32bit) shmecw03 sample¥vb_x86 

6 VB(64bit) shmecw003 sample¥vb_x64 

 

※ 以降の関数の表記(例えば，関数名が○○XX の場合)におきまして，下記の表記は全て同じ関数となります． 

・○○XX 関数 

・○○XX() 

・○○XX ()関数 

※ (予約)，(rsv)，(reserve)が表示されている機能に関しましては，今後のソフトウェアバージョンアップで，対応を検討させて

いただきます． 
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Windows (32bit) 

32 ビットサンプルソフトウェア  shmecw0.exe 

Realtime kernel (INtime) 

DLL(32bit) for User IF  hmecw0.dll 

EtherCAT 実行用ソフトウェア(RTA) 

hmecrsi0.rta 

モーション機能パックライブラリ 

hecrsi00.rsl 

EtherCAT 通信マスタースタック 

RSI-ECAT-Master(マイクロネット製) 

2.1 ソフトウェアの構成 

ソフトウェアの構成を下図に示します． 

( 図 2.1-1：32 ビット Windows ソフトウェアの構成，図 2.1-2：64 ビット Windows ソフトウェアの構成 ) 

サンプルソフトウェア以外のソフトウェアは，「HLS-ECAT02XX/Win Install Manual」をご参照の上，インストールして下さい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 32 ビット Windows ソフトウェアの構成 

 

  

Shared memory 

EthreCAT スレーブ 

 EthreCAT スレーブ 

 EthreCAT スレーブ 

 EthreCAT スレーブ 
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Windows (64bit) 

32 ビットサンプルソフトウェア 

shmecw0.exe 

Realtime kernel (INtime) 

DLL(32bit) for User IF  hmecw0.dll 

EtherCAT 実行用ソフトウェア(RTA) 

hmecrsi0.rta 

モーション機能パックライブラリ 

hecrsi00.rsl 

EtherCAT 通信マスタースタック 

RSI-ECAT-Master(マイクロネット製) 

64 ビットサンプルソフトウェア 

shmecw00.exe 

DLL(64bit) for User IF  hmecw0.dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 64 ビット Windows ソフトウェアの構成 

 

 

2.2 サンプルソフトウェアの役割 

サンプルソフトウェアには，以下の役割があります. 

 

○動作確認用のアプリケーションとしての役割 

  お客様がアプリケーションを作成する以前に，動作環境の確認，周辺接続の確認，動作の学習等をするための 

  アプリケーションとしてお使い頂けます． 

 

○ソースコードのサンプル 

  お客様がアプリケーションを作成する際の，ソースコードの参考にお使い頂けます． 

  

Shared memory 

EthreCAT スレーブ 

 EthreCAT スレーブ 

 EthreCAT スレーブ 

 EthreCAT スレーブ 
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2.3 サンプルソフトウェアの画面 

VC 版 32bit サンプルソフトウェア(shmecw0.exe)の画面について説明します． 

VC#/VB 版 32bit サンプルソフトウェアおよび，VC/VC#/VB 版 64bit サンプルソフトウェアにおきましても，VC 版 32bit サンプ

ルソフトウェアと同等の機能を，ご確認いただけるように作成してあります． 

 

下記の機器を使用しています． 

No. 項目 内容 

0 品名 サーボドライバ 

1 メーカ Panasonic 

2 型番 MADHT1105BD1 

3 インスタンス番号 0，1，2，3, 

4 ベンダーID 0x66F 

5 プロダクトコード 0x511050D1 

6 台数 4 台 

  

(1) 初期設定画面 

 

shmecw0.exe を起動すると，以下の画面が表示されます． 

“GetMaterInfo“ボタンを押すと，マスター情報が表示されます． 

 

 

 

 

 
 

  

click 

“MC“タブ “EC“タブ “GrAdd“タブ “GrMc”タブ “IO“タブ “GrIO”タブ “Log”タブ 
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“OpenMaster”ボタンを押して，マスターオープンが成功すると，「Master Opened！」とメッセージボックスが表示され， 

ボタンが有効になります． 

 

 

 

  

マスター情報が表示されます． 

click 
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次に，サンプルソフトウェアから制御を行う機器の登録を行います． 
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※ 例 1：ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99 の機器を 4 台追加する場合，下記の操作を順番に行います． 

① Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99)が表示されます． 

② Instance に”1”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99)が表示されます． 

③ Instance に”2”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99)が表示されます． 

④ Instance に”3”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99)が表示されます． 

⑤ 以上となります．機器 4 台が追加され，サンプルプログラムから制御可能となります． 

 

※ 例 2：「ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99」，「ベンダーID:0xBB，プロダクトコード：0x88」，「ベンダーID:0xCC，プ

ロダクトコード：0x77」，「ベンダーID:0xDD，プロダクトコード：0x66」の機器を追加する場合，下記の操作を順番に

行います． 

① Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99)が表示されます． 

② Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”BB”，ProcuntCode(HEX)に”88”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xBB，プロダクトコード：0x88)が表示されます． 

③ Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”CC”，ProcuntCode(HEX)に”77”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xCC，プロダクトコード：0x77)が表示されます． 

④ Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”DD”，ProcuntCode(HEX)に”66”を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押しま

す．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xDD，プロダクトコード：0x66)が表示されます． 

⑤ 以上となります．機器 4 台が追加され，サンプルプログラムから制御可能となります． 

 

※ 例 3： 4 つの軸を有するモータドライバ( 「ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99」 )を追加する場合 

① 1 軸目の登録を行います．Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を入力

し，”GetSlaveInfo”ボタンを押します．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクトコー

ド：0x99)が表示されます．スレーブ情報の項目”Aixs No:”に，”1”が表示されます． 

② 2 軸目の登録を行います．①と同様に，Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を

入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押します．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクト

コード：0x99)が表示されます．スレーブ情報の項目”Aixs No:”に，”2”が表示されます． 

③ 3 軸目の登録を行います．①と同様に，Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を

入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押します．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクト

コード：0x99)が表示されます．スレーブ情報の項目”Aixs No:”に，”3”が表示されます． 

④ 4 軸目の登録を行います．①と同様に，Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を

入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押します．”GetSlaveInfo”の右ラベルに，スレーブ情報(ベンダーID:0xAA，プロダクト

コード：0x99)が表示されます．スレーブ情報の項目”Aixs No:”に，”4”が表示されます． 

⑤ 以上となります．4 つの軸が追加され，サンプルプログラムから 4 つの軸を，独立して制御可能となります． 
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Instance，Verder ID，Product Code を入力し，”GetSlaveInfo”ボタンを押すと，スレーブ情報が表示され， 

指定したスレーブが使用可能になります． 

 

 

 

 
 

 

  

click 

入力 

スレーブ情報が表示されます． 

使用できるスレーブが 
追加されます． 
以後、使用するスレーブ 

はここで選択します． 

選択中のスレーブ情報が 
表示されます． 
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(2) SDO データの Read/Write 

 

 

[SDO データの読込み] 

Index，sub index，data size に値を入力し，”ReadSDO”ボタンを押すと，SDO データを読み込みます． 

[SDO データの書込み] 
Index，sub index，data size，write data に値を入力し，”WriteSDO”ボタンを押すと，SDO データを書き込みま

す． 
 

“ReadVersion”ボタンを押すと，EC_ReadVersion() (ソフトウェアバージョン情報を読み込む)が実行されます． 

 

 “SetDiagnosis”ボタン，“GetDiagnosis”ボタン，“ResetDiagnosis”ボタンは，ダイアグノーシス機能に関係します． 

 

“ReadVersion”ボタン，“SetDiagnosis”ボタン，“GetDiagnosis”ボタン，“ResetDiagnosis”ボタンの詳細は， 

章番号 3.5.5「機能の実行」もご参照願います． 
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(3) 動作画面 

 

MC タブをクリックすると、動作画面が表示されます． 

 

 

 

  

・動作指令 

(モータ動作に

関する関数) 

・タッチプローブ 

Click すると各動作の設定画

面が表示されます． 

使用する軸を 
選択します． 

(サーボドライバ

1 台にモータ 1

個，接続可能

な場合， 

AxisNo は 1 と

なります．) 

選択中のスレーブ No 選択中のスレーブ情報 

モータを動作さ

せる関数の 

ディレイタイマ 

軸パラメータの 

設定 

MC_MoveAbsolute 関数等

の動作を伴う関数の実行結果

の割り込み待機をキャンセルし

ます． 

MC_TouchProbe 関数の実

行結果の割り込み待機をキャ

ンセルします． 

MC_MoveAbsolute 関数等

の，動作を伴う関数の実行結

果を格納するメモリ領域を，0

クリアします． 

MC_TouchProbe 関数の実

行結果を格納するメモリ領域

を，0 クリアします． 
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バッファモードによる待機中の関数の情報が表示されます． 

また，バッファモードによる待機中の関数の情報を読み込み，削除

を行います． 

現在位置を設定します． 

動作指令の実行結果が 
表示されます． 

PLCOpen における状態のステータス，モーシ

ョンステータス，現在位置，現在速度，軸エラ

ー情報，軸情報(デジタル入出力，電源状態

等)が表示されます． 

速度，加速度(予約)，減

速度(予約)のオーバーライ

ドファクタを設定します． 

タッチプローブ機能の 
実行結果が表示されます． 

タッチプローブ機能の状態が表示されます． 
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MC_SetIntSignalInfo()を実行します． 

・(MC_WaitNextInterrupt ()が実行されている時， 

MC_CancelWaitInterrupt()を実行した場合, ) 

MC_WaitNextInterrupt ()の戻り値の設定をします． 

・(MC_WaitNextInterrupt ()が実行されていない時， 

MC_CancelWaitInterrupt()を実行した場合, ) 

MC_CancelWaitInterrupt()の戻り値の設定をします． 

MC_SetIntSignalInfo()を実行して 

設定した値を読み込みます． 
MC_SetLatchCountIntSignalInfo()を 

実行して設定した値の読み込みを行います． 

MC_SetLatchCountIntSignalInfo()を実行します． 

・(MC_WaitNextLatchCountInterrupt ()が実行されている時， 

MC_CancelWaitLatchCountInterrupt()を実行した場合,) 

 MC_WaitNextLatchCountInterrupt ()の戻り値の設定をします． 

・(MC_WaitNextLatchCountInterrupt ()が実行されていない時， 

 MC_CancelWaitLatchCountInterrupt()を実行した場合,) 

MC_CancelWaitLatchCountInterrupt()の戻り値の設定をします． 
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(4) PDO 入出力画面 

 

IO タブをクリックすると、PDO 通信画面が表示されます． 

 

 

 

 

 

  

offset に値を入力し，8/16/32bit を選択し，”input”ボタンを押すと，PDO データを読み込みます． 
offset，output data を入力し，8/16/32bit を選択し，”output”ボタンを押すと，PDO データを書き込みます． 
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(5) GrAdd タブ(軸グループへ軸(スレーブ)の追加・削除画面) 

 

サンプルソフトウェアでは，軸グループ ID は 1 で固定しています． 

 

[ 軸グループに軸(スレーブ)を追加する場合 ] 

・ コンボボックスから追加する軸を選択します．(“SlaveNo.”コンボボックス，”AxisNo.”コンボボックス) 

・ 軸(スレーブ)の追加先となる配列番号を設定します．(“SeqNo.”テキストボックス) 

・ 軸(スレーブ)を追加するボタンを押します．(“AddAxisToGroup”ボタン) 

・ 正常に追加された場合，軸グループの情報が更新されます． 

 

[ 軸グループから軸(スレーブ)を削除する場合 ] 

・ 軸(スレーブ)の削除先となる配列番号を設定します．(“SeqNo”テキストボックス) 

・ 軸(スレーブ)を削除するボタンを押します．(“RemoveAxisFromGroup”ボタン) 

・ 正常に削除された場合，軸グループの情報が更新されます． 

 

[ 軸グループから全ての軸(スレーブ)を削除する場合 ] 

・ 軸グループから全ての軸(スレーブ)を削除するボタンを押します．(“UngroupAllAxes”ボタン) 

・ 正常に削除された場合，軸グループの情報が更新されます． 

 

エラーが発生している軸(スレーブ)を追加した場合，追加した直後に，軸グループの状態は GroupErrorStop となりま

す．GroupErrorStop の状態では，軸(スレーブ)の追加・削除をすることができません． 

GroupErrorStop の状態になった場合，”GrMc”タブの”Reset”ボタンを押します．正常に実行された場合，軸グループの

状態が GroupStandby または，GroupDisabled となります．”GrMc”タブについては次項をご参照願います． 

 

 

 

  

軸グループに軸(スレーブ) 

を追加します． 

軸グループから軸(スレーブ) 

を削除します． 

軸グループから全ての軸 

(スレーブ)を削除します． 

軸(スレーブ)の追加・削除 

する配列番号を設定します． 

軸(スレーブ)を選択します． 

軸グループに追加されて 

いる軸(スレーブ)数です． 

軸グループに追加されている軸(スレーブ)情報です． 

配列番号 0～31 を表示しています． 

値 0 の場合，軸(スレーブ)が追加されていません． 
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下図は，軸(スレーブ)を 4 軸(スレーブ)追加した時の画面です． 

 

 
 

  

軸グループに追加されて 
いる軸(スレーブ)数は， 

4 となります． 

配列番号 0～3 に，軸(スレーブ)が追加されています． 
追加した軸(スレーブ)の情報が表示されています． 

(サーボドライバ 1 台にモータ 1 個接続可能な場合， 

AxisNo.は 1 となります．) 
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(6) GrMc タブ(軸グループ動作画面) 

 

[ 軸グループの動作を行う場合の注意 ] 

・ 軸(スレーブ)がサーボ OFF となっている場合，サーボ ON します．サーボ ON(またはサーボ OFF)は，”MC”タブ

の”Power”ボタンを押すことで可能です． 

・ エラーが発生した場合，”Reset”ボタンを押します．正常に実行された場合，軸グループの状態は，GroupStandby

または，GroupDisabled となります． 

・ 動作を開始することができる軸グループの状態は，GroupStandby です．軸(スレーブ)と軸グループにエラーが発生し

ていない時に，”Enable”ボタンを押すと，軸グループの状態は，GroupStandby となります． 

・ 動作を開始する前に，動作のパラメータ設定を行います．動作に対応する”Set”ボタンを押すと，パラメータを設定す

る画面が表示されます．表示された画面から，パラメータを設定します． 

・ 動作に対応するボタン(“Home”，”Stop”，”MoveLinearAbs”，”MoveLinearRel”ボタン，”MoveLinearVel”ボタ

ン)を押します． 

・ 動作の実行結果は，軸グループの動作の実行結果を表示する画面に表示されます． 

 

 

 

  

軸グループの

(PLCOpen における)

状態 

軸グループの 

モーションステータス 

軸グループのエラー 

軸グループ動作設定． 

本ボタン左の関数に対応する設定画面 

が表示されます． 

軸グループの動作の 

実行結果 

軸グループの状態を 

GroupStandby 

にします． 

軸グループの状態を 

GroupDisabled 

にします． 

MC_GroupReset() 

MC_GroupHome() 

MC_GroupStop() 

MC_MoveLinearAb

solute() 

MC_MoveLinearRel

ative() 

MC_MoveLinearVel

ocity() 
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軸グループに追加されている 

軸(スレーブ)数． 

軸グループの動作完了の割り込

み待機をキャンセルします． 

MC_GroupSetPosition() 

現在位置の設定画面が 

表示されます． 

軸グループのパラメータ 

設定画面が表示されます． 

現在位置の読み込み画面が

表示されます． 

現在速度の読み込み画面が

表示されます． 

MC_ReadConfig() 

軸グループに追加した軸(スレーブ)

を読み込みます． 

軸グループの動作結果を格納する

メモリ領域を 0 クリアします． 

速度，加速度(予約)，減速

度(予約)のオーバーライド

ファクタを設定します． 
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MC_SetGroupIntSignalInfo ()を 
実行して設定した値の読み込みを行います． 

MC_SetGroupIntSignalInfo ()を実行します． 

・(MC_GroupWaitNextInterrupt ()が実行されている時， 

MC_GroupCancelWaitInterrupt ()を実行した場合,) 

 MC_GroupWaitNextInterrupt ()の戻り値の設定をします． 

・(MC_GroupWaitNextInterrupt ()が実行されていない時， 

 MC_GroupCancelWaitInterrupt ()を実行した場合,) 

MC_GroupCancelWaitInterrupt ()の戻り値の設定をします． 
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MC_MovePath 関数を実行します． 

Data size：パスデータ数を設定します． 

Func：動作指令に対応する番号を設定します． 

0：相対位置決め動作 

1：絶対位置決め動作 

2：原点復帰による位置決め動作 

Mode”1”の場合： 

ファイルからパスデータを読み込みます． 

Mode”0”の場合： 

MC_PATH_DATA_REF 構造体から読み込みます．

(設定値はサンプルコードをご参照願います．) 

MC_MovePath 関数により実

行中のパスデータの読み込み． 

バッファモードによる待機中の関数の情報が表示されます． 
また，バッファモードによる待機中の関数の情報を読み込

み，削除を行います． 
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軸グループに追加されている軸のエラーを読込む画面が 

表示されます． 

軸グループに追加されている軸のモーションステータスを 

読込む画面が表示されます． 

軸グループに追加されている軸の PLCOpen の状態を 

読込む画面が表示されます． 

軸グループに追加されている軸の情報を読込む画面が 

表示されます． 
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(7) GrIO タブ(軸グループ動作画面) 

 

“GrIO”タブを押します．軸グループに追加されている軸の PDO データの読込み・書込みを行うことができます． 

 

 

 

  

“offset”テキストに値を入力し，”8/16/32bit”を選択し，”Group Input”ボタンを押すと， 

PDO データを読み込みます． 
“offset”，”output data”テキストを入力し，”8/16/32bit”を選択し，”Group Output”ボタンを 

押すと，PDO データを書き込みます． 
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(8) Log タブ 

“Log”タブを押します．ログ(指令・現在位置)の記録および，ファイルへ出力することができます． 

 

 

 

 

 

“Time”テキストを入力し，”Start”ボタンを押します． 

“Time”テキストに入力した時間までのログ(指令・現在位置)の 

記録を開始します． 

“Format”テキストを入力し，”save”ボタンを押します． 

記録したログ(指令・現在位置)をファイルへ出力します． 

“0”：テキスト形式，”1”：csv 形式 

“Status”ボタンを押します． 

“Log Status”，”Max Time”，”Actual Time”ラベルに， 

ログ(指令・現在位置)の記録状態を読み込みます． 

“Stop”ボタンを押します． 

ログ(指令・現在位置)の記録を停止します． 

“Clear”ボタンを押します． 

INtime メモリで保存しているログ(指令・現在位置)の 

記録を削除します． 
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3. サンプルソフトウェア詳細 
 

この章ではアプリケーションを作成するために必要な手順を説明します． 
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3.1 開発環境 

サンプルソフトウェアは，Visual Studio C++ 2008 で作成されています． 

VC 版サンプルソフトウェアを例として説明します．VC#/VB 版サンプルソフトウェアにおきましても，使用方法は VC 版サンプル

ソフトウェアと同等です． 

 

3.2 サンプルソフトウェアの種類 

サンプルソフトウェアは，以下の 2 種類を添付しています． 

開発言語が VC のサンプルソフトウェアを下記の場所に配置しております． 

No. 言語 名称 場所 

1 VC(32bit) shmecw0 sample¥vc_x86 

2 VC(64bit) shmecw00 sample¥vc_x64 

図 3.2-1 サンプルソフトウェアの種類(VC) 

 

開発言語が VC#のサンプルソフトウェアを下記の場所に配置しております．サンプルソフトウェアの機能は，VC のサンプルソフト

ウェアと同様のことができます． 

No. 言語 名称 場所 

1 VC#(32bit) shmecw04 sample¥vcs_x86 

2 VC# (64bit) shmecw004 sample¥vcs_x64 

図 3.2-2 サンプルソフトウェアの種類(VC#) 

 

開発言語が VB のサンプルソフトウェアを下記の場所に配置しております．サンプルソフトウェアの機能は，VC のサンプルソフト

ウェアと同様のことができます． 

No. 言語 名称 場所 

1 VB(32bit) shmecw03 sample¥vb_x86 

2 VB (64bit) shmecw003 sample¥vb_x64 

図 3.2-3 サンプルソフトウェアの種類(VB) 
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3.3 ファイル構成 

サンプルソフトウェアのファイル構成は以下の通りです． 

No. ファイル名 内容 

1 shmecw0.c メイン画面の処理 

2 mc_func.c 動作画面の処理 

3 ec_func.c EtherCAT 画面の処理 

4 io_func.c PDO 入出力画面の処理 

5 GrAdd_func.c 軸グループに軸を追加・削除する画面の処理 

6 GrMc_func.c 軸グループの動作画面の処理 

7 Grio_func.c 軸グループの PDO 入出力画面の処理 

8 Log.c ログ(指令・現在位置)の記録および，ファイルへ出力する処理 

9 shmecw0.h 定数，グローバル変数を宣言 

図 3.3-1 32 ビットサンプルソフトウェア(shmecw0)のファイル構成 

 

No. ファイル名 内容 

1 shmecw0.c メイン画面の処理 

2 mc_func.c 動作画面の処理 

3 ec_func.c EtherCAT 画面の処理 

4 io_func.c PDO 入出力画面の処理 

5 GrAdd_func.c 軸グループに軸を追加・削除する画面の処理 

6 GrMc_func.c 軸グループの動作画面の処理 

7 Grio_func.c 軸グループの PDO 入出力画面の処理 

8 Log.c ログ(指令・現在位置)の記録および，ファイルへ出力する処理 

7 shmecw0.h 定数，グローバル変数を宣言 

図 3.3-2 64 ビットサンプルソフトウェア(shmecw00)のファイル構成 
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3.4 API 関数 

 

3.4.1 リンク用ファイル 

VC 版サンプルソフトウェアでは，API 関数(hmecw0.dll)を使用するために，以下のファイルをリンクしています． 

hmecw0.h ・・・リンク用ヘッダー(VisualStudioC++用) 

hmecw0.lib ・・・lib ファイル(VisualStudioC++用) 

 

これらのファイルは，本製品に添付しています． 

32bit アプリケーション用 ・・・include¥vc_x86 

64bit アプリケーション用 ・・・include¥vc_x64 

 

3.4.2 API 関数の詳細 

API 関数の詳細については，ユーザーズマニュアルをご参照願います． 

 

3.5 ソースコードの詳細 

 

3.5.1 概要 

サンプルソフトウェアは，以下のような手順で処理が行われるように構成されています． 

 

 

 

 

 

                              ←マスター，スレーブを初期化し，運用できる状態にします． 

                              ←必要に応じて SDO 通信を行い，スレーブの設定をします． 

 

                              ←PDO データ読み書き，動作等の運用をします． 

 

 

                              ←終了処理します． 

 

 

 

 

  

開始 

終了 

初期化 

終了処理 

動作運用 
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3.5.2 初期化 

初期化処理は，ec_func.c に記述しています． 

 

                              ←GetMasterInfo ボタン(1) 

                                OpenMaster ボタン(2) 

 

                              ←GetSlaveInfo ボタン(3) 

 

                              ←ReadSDO ボタン(4) 

                              ←WriteSDO ボタン(4) 

 

(1) “GetMasterInfo”ボタンを押された時の処理 

MC_GetMasterInfo()関数を発行して，マスター情報を取得しています． 

 

(2) “OpenMaster”ボタンを押された時の処理 

MC_OpenMaster()関数を発行し，マスターのハンドルを取得しています． 

 

(3) “GetSlaveInfo”ボタンを押された時の処理 

スレーブにアクセスするために，インスタンス番号，ベンダーID，プロダクトコードを EC_GET_SLAVE_INFO 構造体に 

  指定し，GetSlaveInfo()関数を発行しています． 

関数が成功すると，スレーブのノード番号を取得することができます. 以後，この番号でスレーブの指定をしています． 

 

(4) “ReadSDO”，”WriteSDO”ボタンを押された時の処理 

EC_ReadSDO()，EC_WriteSDO()関数で SDO 通信を行い，スレーブの設定等を行っています． 

スレーブの設定には，メーカーのツールをお使い頂くこともできます． 

 

3.5.3 終了処理 

終了処理は，ec_func.c に記述しています． 

 

                              ←CloseMaster ボタン(1) 

 

(1) “CloseMaste”ボタンを押された時の処理 

CloseMaster()関数を発行し，マスターのハンドルを解放しています． 

 

  

マスターの初期化 

スレーブの設定 

スレーブとの接続 

マスターの終了処理 
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3.5.4 動作運用 

 

動作運用は，mc_func.c に記述しています． 

 

■管理 

 

                             ←(1) 

                               Power ボタン 

                               Reset ボタン 

 

(1) ”Power”， ”Reset”ボタンを押された時の処理 

Power()，Reset()関数を発行し，電源管理やスレーブのリセットを行っています． 

 

 

■動作指令 

 

                              ←Set ボタン(1) 

 

 

                             ←(2) 

                               Home ボタン 

                               Stop ボタン 

                               MoveAbsolute ボタン 

                               MoveRelative ボタン 

                               MoveAdditive ボタン 

                               MoveVelocity ボタン 

 

 

(1) ”Set”ボタンを押された時の処理 

設定画面を表示します． 

設定画面の Set ボタンを押すと，サンプルソフトウェア内で保持している動作関連の値を設定しています． 

 

(2) 動作指令ボタンを押された時の処理 

各動作関数を発行し，動作を指令しています． 

 

  

動作設定 

動作指令 

動作指令・管理 
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■状態監視 

 

(1) 動作状態監視 

 

 

 

動作指令を実行する際は，前もってMC_WaitNextInterrupt()関数を発行して，常時動作状態の変化を監視しています． 

MC_WaitNextInterrupt()関数は，動作状態を監視するスレッド内で実行しています． 

動作状態に変化があった時は割り込みが発生しますので，MC_ReadFunctionResult ()関数を発行し， 

動作指令の出力変数を確認しています．動作監視を終了するときは，MC_CancelWaitInterrupt()を発行して， 

割り込み待機をキャンセルしています． 

“CancelMoveWait”ボタンを押すと，MC_CancelWaitInterrupt()が実行されます． 

 

○ステータス監視のソースコード概略（指定速度連続動作の場合） 

 

 

DWORD                         ans, ret;          // 関数の戻り値 

DWORD                         MstHndl;          // マスターハンドル 

MC_AXIS_REF                   AxisRef;          // 軸指定構造体. 

MC_MOVE_VELOCITY_IN        MoveVelocityIn;    // 入力情報構造体 

MC_MOVE_VELOCITY_OUT      MoveVelocityOut;  // 出力情報構造体 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT  FunctionResult;    // 動作の出力変数情報 

WORD                          flg;                // 予約 

 

// 動作状態の変化を監視 

// ※ 動作指令(MC_MoveVelocity 関数)とは別のスレッドで，実行しています． 

ans = MC_WaitNextInterrupt(MstHndl, &AxisRef, INFINITE, flg); // ステータス変化割り込み待ち 

if(RET_SUCCESS == ans){ 

 ret = MC_ReadFunctionResult (MstHndl, &AxisRef, &FunctionResult, flg); // ステータス読込み 

} 

// 動作指令 

// ※ “動作状態の変化を監視”するスレッドとは別のスレッドで，実行しています． 

ret = MC_MoveVelocity(MstHndl, &AxisRef, &MoveVelocityIn, &MoveVelocityOut, flg); 

 

 

(2) 動作状態以外の状態監視 

動作以外の状態監視は，動作状態を読込む関数( MC_ReadStatus()関数，MC_ReadAxisError()関数， 

MC_ReadAxisInfo()関数，MC_ReadMotionStatus()関数，MC_ReadActualPosition()関数，

MC_ReadActualVelocity()関数等)を使用し，タイマーで周期的に監視しています． 

  

割り込みキャンセル 

割り込み待機 

動作指令の出力変数読出し 
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3.5.5 機能の実行 

■ソフトウェアバージョン情報の読み込み 

 

“ReadVersion”ボタン EC_ReadVersion() (ソフトウェアバージョン情報を読み込む)が実行されます． 

EC_VERSION 構造体メンバ wAxisNum は制御可能な軸数です． 

EC_VERSION 構造体メンバ bVersion[16]は，ソフトウェアバージョンです． 

bVersion[0]～bVersion[3]はソフトウェアバージョン，bVersion[5]は契約軸数，bVersio

n[6]～bVersion[9]は型番となります． 

(例えば，ソフトウェアバージョン ver1.330 の場合，bVersion[0]=1，bVersion[1]=3，bVe

rsion[2]=3，bVersion[3]=0 となります． 

契約軸数 32 の場合，bVersion[5]=32 となります．型番 HLS-ECAT0206/WIN の場

合，bVersion[6]=0，bVersion[7]=2, bVersion[8]=0，bVersion[9]=6 となります．) 

 

■ダイアグノーシス機能 

  ダイアグノーシス機能は，ダイアグノーシス機能をサポートしているサーボドライバのみ実行可能です． 

 

“SetDiagnosis”ボタン ダイアグノーシスメッセージのフラグを設定する画面が開きます．パラメータを設定し，”Set”ボ

タンを押します．EC_SetDiagnosisMessageFlags() (ダイアグノーシスメッセージのフラグ

を設定する) が実行されます． 

“GetDiagnosis”ボタン ダイアグノーシスメッセージを読み込む画面が開きます．EC_GetDiagnosisMessageFla

gs()(ダイアグノーシスメッセージのフラグを取得する)と，EC_GetDiagnosisMessage()(ダ

イアグノーシスメッセージを取得する)が実行されます．取得した値が，表示されます． 

“ResetDiagnosis”ボタン EC_ResetDiagnosisMessage()(ダイアグノーシスメッセージのクリア)が実行されます． 

 

■現在位置の設定 

 

Position グループの“Set”

ボタン 

MC_SetPosition() (現在位置の設定)が実行されます．Position テキストにパラメータを

設定し，”Set”ボタンを押します． 

 

■ディレイタイマの設定 

 

“Delay”ボタン ディレイタイマを設定する画面が開きます．パラメータを設定し，”Set”ボタンを押します．

MC_SetDelayTimer() (ディレイタイマを設定する)が実行されます． 

 

■軸のパラメータの設定 

 

“AxisSetting”ボタン 軸のパラメータを設定する画面が開きます．MC_GetAxisSetting() (軸のパラメータを読み

込む)が実行され，設定値が読み込まれます． 

”Reset Setting”ボタンを押すと，MC_ResetAxisSetting() (軸のパラメータの初期化)が

実行されます． 

パラメータを設定し，“Set”ボタンを押します．MC_SetAxisSetting() (軸のパラメータの設

定)が実行されます． 

 

■バッファ待機中の関数の読み込み・削除 

 

“Read”ボタン バッファ待機中の関数を読み込む画面が開きます．MC_ReadBuffer() (バッファ待機中の

関数を読み込む)が実行され，読み込まれた値が表示されます． 

“Del”ボタン MC_DeleteBuffer() (バッファ待機中の関数を削除)が実行されます． 

  



3.サンプルソフトウェア詳細 

36 
 

■タッチプローブ機能 

 

タッチプローブ機能を使用する際に，前もって MC_WaitNextLatchCountInterrupt ()を発行して，プローブの状態の変化を

監視しています． 

MC_WaitNextLatchCountInterrupt ()は，プローブの状態の変化を監視するスレッド内で実行しています． 

プローブの状態に変化があった時は割り込みが発生しますので，MC_ReadLatchCountResult ()を発行し，プローブの状態

を格納する出力変数を確認しています． 

プローブの状態の変化を監視する処理を終了する時は，MC_CancelWaitLatchCountInterrupt ()関数を発行して，割り

込み待機をキャンセルします．“CancelProbeWait”ボタンを押すと，MC_CancelWaitLatchCountInterrupt ()が実行され

ます． 

 

“TouchProbe”ボタン MC_TouchProbe() (タッチプローブ機能を実行)が実行されます．本ボタン右”Set”ボ

タンを押した時，設定画面が表示されます．設定画面からパラメータを設定し，本ボタ

ンを押します． 

“AbortTrigger”ボタン MC_AbortTrigger() (タッチプローブ機能の中断)が実行されます．本ボタン右”Set”ボ

タンを押した時，設定画面が表示されます．設定画面からパラメータを設定し，本ボタ

ンを押します． 

“CancelProbeWait”ボタン MC_CancelWaitLatchCountInterrupt() (タッチプローブの動作完了の割り込み待

機をキャンセル)が実行されます． 

 

■ログ(指令・現在位置)の記録および，ファイルへの出力 

 

ログ(指令・現在位置)の記録および，ファイルへの出力は，”Log”タブを押し，表示される画面から行うことができます． 

 

“Start”ボタン EC_StartLogPosition()が実行されます． 

( EtherCAT 通信周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始します．) 

“Time”テキストに記録する時間(ms)を入力します． 

“Stop”ボタン EC_StopLogPosition ()が実行されます． 

( ログ(指令・現在位置)の記録を停止します. ) 

“Clear”ボタン EC_ClearLogPositionMemory ()が実行されます． 

( ログ(指令・現在位置)を格納する INtime メモリを削除します. ) 

“Save”ボタン EC_SaveLogPosition ()が実行されます． 

( ログ(指令・現在位置)をファイルに保存します. ) 

“Format”テキストに記録する時間(ms)を入力します． 

(0: txt 形式，1: csv 形式，0,1 以外: txt 形式) 

“Status”ボタン EC_ReadLogPositionStatus ()が実行されます． 

( ログ(指令・現在位置)の記録状態を読込みます. ) 
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3.5.6 軸グループにおける動作運用 

サンプルソフトウェアでは，軸グループ ID を 1 に固定しています． 

 

A) 軸グループに軸(スレーブ)を追加・削除 

⚫ 軸(スレーブ)の追加・削除は，GrAdd_func.c に記述しています． 

⚫ 追加・削除の前に，追加・削除する軸(スレーブ)と，追加先・削除先となる配列番号を設定します． 

⚫ 軸グループに軸を追加する場合，SlaveNo.ボックスと AxisNo.ボックスから軸を選択します．なお，サーボドライバ 1

台に対し，モータ 1 個接続可能な場合，AxisNo.ボックスの値は 1 となります． 

⚫ 軸グループから軸を削除する場合，SeqNo テキストに，削除先の配列番号を設定します．配列番号とは，

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバの MC_AXIS_REF 構造体 stAxis[32]の配列番号です． 

 

① 軸(スレーブ)の追加は，”AddAxisToGroup”ボタンを押します． 

② 軸(スレーブ)の削除は，”RemoveAxisFromGroup”ボタンを押します． 

③ 全ての軸(スレーブ)の削除は，”UngroupAllAxes”ボタンを押します． 

 

B) 軸グループの動作管理 

軸グループの動作管理は，GrMc_func.c に記述しています． 

“Enable”ボタン： 軸グループの状態を GroupStandby にします． 

“Disable”ボタン： 軸グループの状態を GroupDisabled にします． 

“Reset”ボタン： 軸グループのエラーをリセットします．軸グループの状態が GroupErrorStop の時に実行した

場合，軸グループの状態は GroupStandby または，GroupDisabled になります． 

“SetPosition”ボタン： 軸グループの軸(スレーブ)の現在位置を設定します．本ボタン右”Set”ボタンを押した時，設定

画面が表示されます．設定画面から現在位置を入力し，本ボタンを押します． 
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C) 軸グループの動作指令 

軸グループの動作指令は，GrMc_func.c に記述しています． 

“Home”ボタン： MC_GroupHome() (軸グループの原点復帰)が実行されます．本ボタン右”Set”ボタンを

押した時，設定画面が表示されます．設定画面からパラメータを設定し，本ボタンを押しま

す． 

“Stop”ボタン： MC_GroupStop() (軸グループの動作停止)が実行されます．本ボタン右”Set”ボタンを押

した時，設定画面が表示されます．設定画面からパラメータを設定し，本ボタンを押しま

す． 

“MoveLinearAbs”ボタン： MC_MoveLinearAbsolute() (絶対移動量における線形補間動作)が実行されます．本

ボタン右”Set”ボタンを押した時，設定画面が表示されます．設定画面からパラメータを設

定し，本ボタンを押します． 

“MoveLinearRel”ボタン： MC_MoveLinearRelative() (相対移動量における線形補間動作)が実行されます．本

ボタン右”Set”ボタンを押した時，設定画面が表示されます．設定画面からパラメータを設

定し，本ボタンを押します． 

“MoveLinearVel”ボタン： MC_MoveLinearVelocity() (軸グループに追加されている軸の連続動作)が実行されま

す．本ボタン右”Set”ボタンを押した時，設定画面が表示されます．設定画面からパラメータ

を設定し，本ボタンを押します． 

“MC_MovePath”ボタン MC_MovePath()(指定のパスデータを使用して，動作の連続実行)が実行されます． 

 

“Data size”テキスト パスデータのデータ数 

“Func”テキスト パスデータを実行する動作の機能 

０：相対位置決め動作(MC_MoveLinearRelative 関数に

相当する動作) 

１：絶対位置決め動作(MC_MoveLinearAbsolute 関数

に相当する動作) 

２：原点復帰による位置決め動作(MC_GroupHome 関数

に相当する動作) 

“Mode”テキスト ”1”の場合： 

ファイルからパスデータを読み込みます 

”0”の場合： 

MC_PATH_DATA_REF 構造体から読み込みます 

(設定値はサンプルコードをご参照願います．) 
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D) 軸グループの状態・設定読み込み 

軸グループの状態・設定読み込みは，GrMc_func.c に記述しています． 

“ReadConfig”ボタン： 軸グループの中で，指定の配列番号に追加されている軸(スレーブ)の情報を読み込みま

す． 

“GroupSetting”ボタン： 軸グループのパラメータ設定画面を表示します．設定画面から，パラメータの取得，設

定，初期化をすることができます． 

“ReadPosition”ボタン： 軸グループの軸(スレーブ)の現在位置を読み込みます． 

“ReadVelocity”ボタン： 軸グループの軸(スレーブ)の現在速度を読み込みます． 

   

   また，下記の関数を，タイマーで周期的に読み込んでいます． 

MC_GroupReadActualPosition() 軸グループの現在位置を読み込みます． 

MC_GroupReadActualVelocity() 軸グループの現在速度を読み込みます． 

MC_GroupReadStatus() 軸グループの状態，モーションステータスを読み込みます． 

MC_GroupReadError() 軸グループのエラー情報を読み込みます． 

MC_GroupAxesReadMotionState() 軸グループに追加されている軸のモーションステータスを読込みます． 

MC_GroupAxesReadStatus() 軸グループに追加されている軸のステータスを読込みます． 

MC_GroupAxesReadInfo() 軸グループに追加されている軸の軸情報を読込みます． 

MC_GroupAxesReadError() 軸グループに追加されている軸のエラーを読込みます． 
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E) 軸グループの状態監視 

軸グループの状態監視は，GrMc_func.c に記述しています． 

 

 

 

動作指令を実行する際は，前もって MC_GroupWaitNextInterrupt ()関数を発行して，常時動作状態の変化を監

視しています． 

MC_GroupWaitNextInterrupt ()関数は，動作状態を監視するスレッド内で実行しています． 

動作状態に変化があった時は割り込みが発生しますので，MC_GroupReadFunctionResult()関数を発行し，動作

指令の出力変数を確認しています．動作監視を終了するときは，MC_GroupCancelWaitInterrupt()を発行して，

割り込み待機をキャンセルしています． 

“CancelWait”ボタンを押すと，MC_GroupCancelWaitInterrupt()が実行されます． 

 

○ステータス監視のソースコード概略（MC_MoveLinearRelative の場合） 

 

DWORD ans, ret; // 関数の戻り値 

DWORD MstHndl; // マスターハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF GroupRef; // 軸グループ指定構造体 

MC_MOVE_LINEAR_REL_IN MoveLinearRelIn // 入力情報構造体 

MC_MOVE_LINEAR_REL_OUT MoveLinearRelOut // 出力情報構造体 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT FunctionResult; // 動作の出力変数情報 

WORD flg; // 予約 

 

// 動作状態の変化を監視  

// ※ 動作指令(MC_MoveLinearRelative 関数)とは別のスレッドで，実行しています． 

ans = MC_GroupWaitNextInterrupt(MstHndl, &GroupRef, INFINITE, flg); // ステータス変化割り込み待ち 

if(RET_SUCCESS == ans){ 

ret = MC_GroupReadFunctionResult (MstHndl, &GroupRef，&FunctionResult, flg); // ステータス読込み 

} 

 

// 動作指令 

// ※ “動作状態の変化を監視”するスレッドとは別のスレッドで，実行しています． 

ret = MC_MoveLinearRelative(MstHndl, &GroupRef, & MoveLinearRelIn, & MoveLinearRelOut, flg); 

 

 

  

割り込みキャンセル 

割り込み待機 

動作指令の出力変数読出し 
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F) バッファ待機中の関数の読み込み・削除 

 

“Read”ボタン バッファ待機中の関数を読み込む画面が開きます．MC_GroupReadBuffer() (バッファ待

機中の関数を読み込む)が実行され，読み込まれた値が表示されます． 

“Del”ボタン MC_GroupDeleteBuffer() (バッファ待機中の関数を削除)が実行されます． 

 

G) 軸グループに追加されている軸の PDO データの読込み・書込み 

 

“GrIO”タブを押し，表示される画面から，軸グループに追加されている軸の PDO データの読込み・書込みを行うことが可

能です． 

 

“Group Input”ボタン IO_Groupinp() / IO_Groupinpw() / IO_Groupinp dw() が実行されます． 

(軸グループに追加されている軸の PDO データ 8/16/32 ビットを読込みます．) 

 

“8bit”，”16bit”，”32bit”ラジオボックスのいずれかを押し，”offset”テキストに値を入力しま

す． 

“Group Input”ボタンを押すと， ”offset”テキストに入力した値のオフセットアドレスからデー

タを読み込みます．“Array0”～”Arrray31”の”input data”ラベルに，読み込みを行ったデー

タが表示されます． 

“Group Output”ボタン IO_Groupoutp() / IO_Groupoutp w() / IO_Groupoutpdw() が実行されます． 

(軸グループに追加されている軸の PDO データ 8/16/32 ビットを書込みます．) 

 

“8bit”，”16bit”，”32bit”ラジオボックスのいずれかを押し，”offset”テキストに値を入力しま

す．また，“Array0”～”Arrray31”の”output data”ラベルに，値を入力します． 

“Group output”ボタンを押すと，”offset”テキストに入力した値のオフセットアドレスに，

“Array0”～”Arrray31”の”output data”ラベルのデータが書き込まれます． 
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4. 更新履歴 
版 日 付 更 新 内 容 備 考 

第 1.00 版 2014 年 7 月 8 日 新規作成  

第 1.10 版 2014 年 9 月 5 日 サンプルソフトウェア概略・詳細を整理して追記  

第 1.20 版 2014 年 10 月 3 日 「3.4.4 動作運用」の状態監視に関する記述を修正  

第 1.21 版 2015 年 4 月 27 日 ページ番号修正 

Windows 64bit 対応 

 

第 1.22 版 2016 年 6 月 6 日 章番号 1.4「マニュアルの構成」を追加 

サンプルソフトウェア画面に機能追加 

 

第 1.23 版 2016 年 7 月 15 日 誤記訂正 

表記見直し 

 

第 1.24 版 2016 年 10 月 24 日 マニュアル名に HLS-ECAT02xx/Win 追加 

HLS-ECAT02xx/Win 追加による内容追加 

HLS-ECAT02xx/Win 追加による内容見直し 

章番号 1.3.3「ソフトウェア開発環境」に内容追加 

章番号 2「サンプルソフトウェア概略」に内容追加 

章番号 3.5.4「動作運用」に内容追加 

章番号 3.5.5「機能の実行」追加 

章番号 3.5.6「軸グループにおける動作運用」追加 

予約項目の一部を実装 

 

第 1.25 版 2017 年 9 月 11 日 VB 対応の表記追加 

章番号 3.5.5 におけるソフトウェアバージョンの説明の誤記

訂正，説明追加 

 

第 1.26 版 2017 年 10 月 17 日 表記見直し 

誤記訂正 

対応環境の追加 

章番号 2.3「サンプルソフトウェアの画面」に説明追加 

 

第 1.27 版 2018 年 3 月 28 日 ・章番号 1.3.2「動作環境」の内容見直し 

・章番号 1.3.3「ソフトウェア開発環境」の内容見直し 

・章番号 2.3「サンプルソフトウェアの画面」の 

(3)「動作画面」の図を差し替え，内容追加 

・章番号 2.3「サンプルソフトウェアの画面」の 

(6)「GrMc タブ(軸グループ動作画面)」の図を差し替え，

内容追加 

・章番号 3.5.6「軸グループにおける動作運用」に内容追

加 

 

第 1.28 版 2018 年 7 月 24 日 ・章番号 2.3 「サンプルソフトウェアの画面」において，機能

追加による内容見直し 

・3.5.6 「軸グループにおける動作運用」において，機能追

加による内容見直し 

 

第 1.29 版 2018 年 8 月 31 日 ・章番号 2.3 「サンプルソフトウェアの画面」において，機能

追加による内容見直し 

・章番号 3.3 「ファイル構成」において，機能追加による内

容見直し 

・章番号 3.5.5 「機能の実行」において，機能追加による

内容見直し 

・章番号 3.5.6「軸グループにおける動作運用」において，

機能追加による内容見直し 

 

( 表 4-1 次ページへつづく ) 
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( 表 4-1 前ページからのつづき ) 

版 日 付 更 新 内 容 備 考 

第 1.30 版 2018 年 10 月 31 日 ・誤記訂正 

・HLS-ECAT01xx/Win 製品の廃止に伴い，表記見直し 

 

第 1.31 版 2019 年 3 月 13 日 ・章番号 1.3.2 「動作環境」，1.3.3 「ソフトウェア開発環

境」の内容見直し 

 

第 1.32 版 2019 年 7 月 22 日 ・ビル名変更に伴う会社所在地変更  

表 4-1 更新履歴 
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