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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． 

 

 

 

 

  



 

2 

 

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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 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： 

(※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 以上を使用します．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． 

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

ください． 

※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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 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 

 

 

 

 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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 サンプルプログラム開発環境 

注 意 

本製品のサンプルプログラムは Microsoft Visual Studio のプロジェクト及びソースコードを添付しています．

マイクロソフト社製品サポートのライフサイクル期間が終了した Microsoft Visual Studio の各バージョンにつ

いては，マイクロソフト社製品サポートの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． 

 

 ユーザプログラム 

注 意 

本製品に添付されるサンプルプログラムまたはマニュアル内のコード例は，本製品のソフトウェア・ボードの機

能・動作を理解して頂く為のものです．故に使用される機器毎に固有な安全対策処理・エラー処理・例外

処理・排他処理等は省略されています．実際にプログラムを作成する場合は，十分に安全対策等を考慮

し，必要な処理を追加してください． 
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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 (本マニュアル) 

API 関数の使用方法，リファレンスです． 

 

(3) HLS-ECAT02xx/Win Sample Software Manual 

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 
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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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Windows 

User Application (お客様作成部分) 

Realtime kernel (INtime) 

DLL 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) 

RtEcHdr.xml(ENI)※1 

(お客様作成部分) 

 

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 ソフトウェアの構成 

 

※1 EtherCAT マスタとスレーブとの通信を行うために必要な設定が書かれたファイルです． 

※2 User Application 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． 

 

  

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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2.2 添付ファイル名 

API 関数を使用するために以下のヘッダファイルと LIB ファイルを提供します． 

No. 言語 ファイル名 内容 

1 VC 
hmecw0.h 
hmecw0.lib 

ドライバ関数ヘッダファイル 

ドライバ関数リンク用 LIB ファイル 

2 VC# hmecw0.cs 列挙体，構造体，API 関数等を記載した定義ファイルです． 

3 VB hmecw0.vb 列挙体，構造体，API 関数等を記載した定義ファイルです． 

※1．添付 USB 内に各言語に対応したサンプルソフトウェアがあります．ソフトウェア開発を行う場合，添付 USB 内のサンプルソフトウ

ェアをご参照願います． 

表 2.2-1 添付ファイル名 

2.3 関数の戻り値 

下表は関数の戻り値です． 

関数が正常に終了した場合，関数は戻り値として’0’を返します． 

関数の戻り値が’0’以外であった場合は，異常が発生しています． 

戻り値が正常値’0’であっても，軸や EtnerCAT マスタに異常が発生している場合がありますので，「2.4 エラーコード」を 

併せてご確認下さい． 

 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

1 RET_SUCCESS 0x000000 &H000000 処理が正常です．異常は発生していません． 

2 RET_ILL_SLAVE 0x000002 &H000002 スレーブのノード番号が不正です． 

3 RET_ILL_AXIS 0x000003 &H000003 軸番号が不正です． 

4 RET_ILL_GR 0x000004 &H000004 グループ番号が不正です． 

5 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 &H000006 スレーブ異常です． 

6 RET_AXIS_REG_ERR 0x000007 &H000007 軸に異常が発生しています． 

7 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 &H000008 不正なパラメータを指定しています． 

8 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B &H00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime上で動作する弊社ソフトウェアが動作

していません．) 

9 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C &H00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイム

エラーとなり，関数を実行することができませんでした． 

10 
RET_MAX_CONTROL_AXI
S 

0x00000D &H00000D 
スレーブ(サーボドライバ)の登録数が制御可能な最大

数です．スレーブを登録することができません． 

11 RET_AXIS_REGISTERED 0x00000E &H00000E スレーブは登録済みです． 

12 RET_OTHER_ERR 0x000010 &H000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．また

は，関数の実行がタイムアウトとなった等．)． 

13 RET_INACTIVE_WIN_DLL 0x00001B &H00001B Windows(DLL)ソフトウェアが開始されていません. 

14 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F &H00001F 
ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能で

す． 

15 RET_WAITING_CANCELED 0x000020 &H000020 
割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み

待機がキャンセルされました． 

16 RET_WAITING_NOT_EXIST 0x000021 &H000021 割り込み待機中の関数が存在しません． 

17 RET_S_OFFLINE 0x000031 &H000031 スレーブが応答しません． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

18 RET_S_ECATSTATE_ERR 0x000032 &H000032 
スレーブの EtherCAT 通信の状態が，正常ではありま

せん． 

19 
RET_INVALID_OPERATION
_MODE 

0x000101 &H000101 

制御モードが異常です．本製品は通常 csp で動作し

ます．Homing の場合，hm で動作します． 

制御モード csp，hm は，国際規格の CiA402 ドライブ

プロファイルにおいて，定義されている制御モードです． 

20 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 &H000102 
軸の状態が異常です．軸の状態とは，図 2.7-1「軸の

状態遷移図」の状態のことです． 

21 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 &H000103 位置偏差過大エラーです． 

22 RET_INVALID_VARIABLE 0x000104 &H000104 設定範囲外の値です． 

23 RET_ALAM 0x000105 &H000105 サーボアラームです． 

24 RET_ILL_NOT 0x000106 &H000106 -ELS を検出しました． 

25 RET_ILL_POT 0x000107 &H000107 +ELS を検出しました． 

26 RET_AXIS_ERR 0x000108 &H000108 
軸のエラーを検出しました．(動作中の軸に，エラーが発

生した場合等)． 

27 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 &H000109 
動作の指定が不正です．設定範囲外の動作方向で

す． 

28 RET_NS_SERVO 0x00010A &H00010A サポート外のスレーブです． 

29 RET_RATIO_ERR 0x00010D &H00010D 

電子ギアの設定に関するエラーです． 

問題の解消のため，電子ギアの値を大きくする等を行っ

てください． 

30 RET_LAST_ERR 0x000110 &H000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．

コンソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，

GetLastError(VOID)を実行した時に返却されるエラー

値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご

参照願います．または，弊社までご連絡いただきたく思

います． 

31 RET_POWER_FAIL 0x000201 &H000201 
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．) 

32 RET_SET_OVERRIDE_FAIL 0x00020C &H00020C 
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，減速中によりオーバーライドできません． 

33 RET_RESET_FAIL 0x00020F &H00020F サーボアラームのリセットに失敗しました． 

34 RET_HOMING_ERR 0x000221 &H000221 
MC_Home 関数の実行において，目標位置に到達す

る前に，エラーが発生しました． 

35 RET_HOMING_MODE_ERR 0x000222 &H000222 
不正な MC_Home 関数の原点復帰動作モードで

す． 

36 RET_READ_SDO_ERR 0x000223 &H000223 
MC_ReadSDO 関数を実行中に，エラーが発生しまし

た． 

37 RET_WRITE_SDO_ERR 0x000224 &H000224 
MC_WriteSDO 関数を実行中に，エラーが発生しまし

た． 

38 
RET_INVALID_BUFFER_M
ODE 

0x000225 &H000225 

未定義のバッファモード(動作モード)です．バッファモード

(動作モード)に関しましては，項目「バッファモード」をご

参照願います． 

[軸の場合]  

章番号 2.12「バッファモード」 

[軸グループの場合] 

 章番号 2.23.8「軸グループのバッファモード」 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

39 RET_RSI_HANDLER_ERR 0x000230 &H000230 
(予約) RSI-ECAT-master とのデータの受け渡しに失

敗しました． 

40 RET_TCH_PRB_PRM_ERR 0x000301 &H000301 
MC_TOUCH_PROBE_IN 構造体メンバにおけるパラ

メータ異常です． 

41 RET_TRG_PRM_ERR 0x000302 &H000302 
MC_TRIGGER_REF 構造体メンバにおけるパラメー

タ異常です． 

42 RET_PRB_ID_DUP_ERR 0x000303 &H000303 

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)． 

43 
RET_FUNC_TOUCH_PRB_E
RR 

0x000304 &H000304 

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． 

下記を確認してください． 

1．PDO マッピングにおいて，タッチプローブ機能を有効

とするオブジェクトがマッピングされているか，ご確認願

います． 

2．スレーブがタッチプローブ機能に対応しているか，ご確

認願います． 

44 
RET_FUNC_ABORT_TRIG_E
RR 

0x000305 &H000305 
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． 

45 RET_PRB_NOT_ACTIVE 0x000306 &H000306 

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． 

46 
RET_PRB_FUNC_PDO_PRM
_ERR 

0x000307 &H000307 

MC_TouchProbe 関数の実行に必要なオブジェクトで

ある”60B8-0”が，PDO マッピングされていません． 

”60B8-0”とは，Index-SubIndex が”60B8-0”のオブジ

ェクトであり，タッチプローブ機能に関係します． 

47 
RET_ABORT_TRIG_RUNNIN
G_ERR 

0x000308 &H000308 
指定のプローブ ID は，既に MC_AbortTrigger 関数

を実行中です． 

48 
RET_BUFFER_MODE_INVALI
D 

0x000310 &H000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができま

せん． 

49 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_ST
ATE 

0x000402 &H000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された

状態です． 

50 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 &H000403 軸グループのパラメータが異常です． 

51 RET_GRP_ILL_DIRECTION 0x000404 &H000404 軸グループの動作方向が異常です． 

52 RET_GRP_EXIST 0x000405 &H000405 軸グループが既に存在します． 

53 RET_GRP_FULL 0x000406 &H000406 軸グループに追加された軸が最大数です． 

54 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 &H000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

55 RET_GRP_RESET_FAILED 0x000408 &H000408 

軸グループのリセットに失敗しました． 

MC_GroupReset 関数を実行し，リトライを試みてくだ

さい． 

56 
RET_GRP_ADD_AXIS_FAILE
D 

0x000409 &H000409 

軸グループへの軸の追加に失敗しました． 

MC_AddAxisToGroup 関数を実行し，リトライを試み

てください． 

57 RET_GRP_AXIS_EXIST 0x00040A &H00040A 指定の軸は，既に軸グループに存在します． 

58 RET_GRP_AXIS_NOT_EXIST 0x00040B &H00040B 指定の軸は，軸グループに存在しません． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

59 
RET_GRP_OTHER_AXIS_E
XIST 

0x00040C &H00040C 
指定の軸グループの配列番号には，既に他の軸が追加

済みです． 

60 
RET_GRP_SLV_ILL_CONDI
TION 

0x00040D &H00040D 
軸グループに追加された軸を有するスレーブが異常で

す． 

61 
RET_GRP_AXIS_ILL_COND
ITION 

0x00040E &H00040E 軸グループに追加された軸が異常です． 

62 
RET_GRP_ILL_FOLLOWIN
G 

0x000410 &H000410 
ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラーで

す． 

63 
RET_ILL_PATH_DATA_SIZ
E 

0x000420 &H000420 
MC_MovePath 関数におけるデータ数の指定が，0 ま

たは不正です． 

64 RET_PATH_DATA_MAX 0x000421 &H000421 
Path データ数が最大数(MAX_PATH_DATA)を超え

ています． 

65 RET_ILL_LINE 0x000422 &H000422 
Path データ数の入力規則に，誤りがある可能性があり

ます． 

66 
RET_GRP_PATH_POSITIO
N_ERR 

0x000423 &H000423 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(位置)です． 

67 
RET_GRP_PATH_VELOCIT
Y_ERR 

0x000424 &H000424 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(速度)です． 

68 
RET_GRP_PATH_ACCELE
RATION_ERR 

0x000425 &H000425 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(加速度)です． 

69 
RET_GRP_PATH_DECELE
RATION_ERR 

0x000426 &H000426 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(減速度)です． 

70 
RET_GRP_PATH_JERK_ER
R 

0x000427 &H000427 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(ジャーク)です． 

71 
RET_GRP_PATH_BUFFER_
MODE_ERR 

0x000428 &H000428 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(バッファモード(動作モード))です． 

72 
RET_GRP_PATH_MOTION_
CMD_ERR 

0x000429 &H000429 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(モーションコマンド)です． 

73 
RET_GRP_PATH_FILE_ER
R 

0x00042A &H00042A 
MC_MovePath 関数における Path データのファイル

読み込みエラーです． 

74 
RET_GRP_MVPATH_EXEC
UTED_ERR 

0x00042F &H00042F 
MC_MovePath 関数実行中のため，関数を実行する

ことができません． 

75 RET_GRP_AXIS_ILL_PRM 0x000430 &H000430 
軸グループに追加済みの軸の設定に関係するパラメー

タが異常です．(全ての軸が動作できない設定等)． 

76 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_P

RM，  

RET_GRP_ARRAY1_ILL_P

RM，  

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

RM，  

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P
RM 

0x000460 

， 

0x000461 

,・・・， 

0x00047E 

， 

0x00047F 

&H000460 

， 

&H000461 

，・・・， 

&H00047E 

， 

&H00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

[ VC++] 

配列番号 0 が異常の場合は，0x000460． 

配列番号 1 が異常の場合は，0x000461． 

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は，0x00047E．  

配列番号 31 が異常の場合は，0x00047F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x000460+a」となります． 

 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

77 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

,・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

&H0004A0 

， 

&H0004A1 

，・・・， 

&H0004BE 

， 

&H0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態と

は，図 2.23.1-1 (軸グループの状態遷移図)で定義さ

れた状態です． 

[ VC++] 

配列番号 0 が異常の場合は，0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は，0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は，0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は，0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x0004A0+a」となります． 

 

78 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_D

IRECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_D

IRECTION， 

0x0004E0 

， 

0x0004E1 

,・・・， 

0x0004FE 

， 

0x0004FF 

&H0004E0 

， 

&H0004E1 

，・・・， 

&H0004FE 

， 

&H0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

[ VC++] 

配列番号 0 が異常の場合は，0x0004E0． 

配列番号 1 が異常の場合は，0x0004E1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は，0x0004FE．  

配列番号 31 が異常の場合は，0x0004FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x0004E0+a」となります． 

 

79 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_F

OLLOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_F

OLLOWING， 

0x000520 

， 

0x000521 

,・・・， 

0x00053E 

， 

0x00053F 

&H000520 

， 

&H000521 

，・・・， 

&H00053E 

， 

&H00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000520． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000521．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00053E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00053F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x000520+a」となります． 

 

80 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_N

OT， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_N

OT， 

0x000560 

， 

0x000561 

,・・・， 

0x00057E 

， 

0x00057F 

&H000560 

， 

&H000561 

，・・・， 

&H00057E 

， 

&H00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エ

ラーです． 

[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000560． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000561．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00057E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00057F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x000560+a」となります． 

 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

81 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_POT， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_POT， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_POT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_POT， 

0x0005A0 

， 

0x0005A1 

,・・・， 

0x0005BE 

， 

0x0005BF 

&H0005A0 

， 

&H0005A1 

，・・・， 

&H0005BE 

， 

&H0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力

エラーです． 

[ VC++ ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005A0． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x0005A1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x0005BE．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x0005BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は，「0x0005A0+a」となります． 
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RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ALAM， 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

,・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

&H0005E0 

， 

&H0005E1 

，．．．， 

&H0005FE 

， 

&H0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生し

ています． 

[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は，「0x0005E0+a」となります． 
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RET_GRP_ARRAY0_RATIO_ER

R， 

RET_GRP_ARRAY1_RATIO_ER

R， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_RATIO_E

RR， 

RET_GRP_ARRAY31_RATIO_E

RR， 

0x000620 

， 

0x000621 

,・・・， 

0x00063E 

， 

0x00063F 

&H000620 

， 

&H000621 

，・・・， 

&H00063E 

， 

&H00063F 

軸グループに追加済みの軸の電子ギアの設定に関す

るエラーです．問題の解消のため，電子ギアを大きく

する等を行ってください． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000620． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000621．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00063E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00063F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は，「0x000620+a」となります． 

 

84 
RET_PDO_OBJECT_NOT_EXIS
T 

0x000801 &H000801 
制御に必要な PDO オブジェクトが見つかりません．

PDO マッピングに誤りがある可能性があります． 

85 
RET_DIAGNOSIS_MESSAGE_E
RR 

0x000811 &H000811 
ダイアグノーシス情報取得に失敗しました．スレーブが

未対応の可能性があります． 

86 RET_MK_MEM_ERR 0x000820 &H000820 
Path データを格納するメモリの生成に失敗しました. 

INtime メモリが不足している可能性があります. 

87 RET_OUT_OF_INTIME_MEM 0x000830 &H000830 
INtime メモリ容量不足により，メモリの確保をすること

ができません． 

88 RET_FAILED_FILE_OPEN 0x000831 &H000831 

ファイルの作成処理に失敗しました． 

(値を保存するための)ファイルを作成することができま

せんでした． 

89 RET_FAILED_FILE_PROC 0x000832 &H000832 ファイルへ値を保存する処理が失敗しました． 

90 RET_BUFFER_FULL 0x000901 &H000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関

数を実行することができません． 

91 RET_EHAPI_PARAM 0x00E001 &H00E001 パラメータに問題があります． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

92 RET_EHAPI_CHANNEL 0x00E002 &H00E002 

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． 

93 RET_EHAPI_CATEGORY 0x00E003 &H00E003 範囲外のカテゴリが指定されました． 

94 RET_EHAPI_SIZE 0x00E004 &H00E004 

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． 

95 RET_EHAPI_MAX_OPEN 0x00E005 &H00E005 
最大 API 対話数をオーバーした為，API 処

理が失敗しました． 

96 RET_EHAPI_MAX_QUE 0x00E006 &H00E006 
最大 API 要求数をオーバーした為，API 処

理が失敗しました． 

97 RET_EHAPI_REQ_ERROR 0x00E007 &H00E007 

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． 

98 RET_EHAPI_NOT_FOUND 0x00E008 &H00E008 

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． 

99 RET_EHAPI_IS_DEAD 0x00E009 &H00E009 EcatHandler は終了しています． 

100 RET_EHAPI_STATE_I 0x00E00A &H00E00A 
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． 

101 RET_EHAPI_STATE_P 0x00E00B &H00E00B 
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． 

102 RET_EHAPI_STATE_S 0x00E00C &H00E00C 

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． 

103 RET_EHAPI_STATE_O 0x00E00D &H00E00D 
マスタステートが Operational である必要があ

ります． 

104 RET_EHAPI_NOITEM 0x00E00E &H00E00E 
指定チャンネルのスレーブに設定項目はありま

せん． 

105 RET_EHAPI_TIMEOUT 0x00E00F &H00E00F 

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． 

106 RET_EHAPI_STATE_UNKNOWN 0x00E010 &H00E010 マスタステートの取得に失敗しました． 

107 RET_ EHAPI_SLAVE_IS_ZERO 0x00E011 &H00E011 
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． 

108 RET_EHAPI_WORKING 0x00E020 &H00E020 API 動作中の為，再コール出来ません． 

109 RET_EHAPI_OPEN 0x00E021 &H00E021 オープンに失敗しました． 

110 RET_EHAPI_CLOSE 0x00E022 &H00E022 クローズに失敗しました． 

111 RET_EHAPI_TXBUFF 0x00E023 &H00E023 送信バッファがいっぱいです． 

112 RET_EHAPI_TXDATA 0x00E024 &H00E024 
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． 

113 RET_EHAPI_RECV 0x00E025 &H00E025 受信に失敗しました． 

114 RET_EHAPI_SEND 0x00E026 &H00E026 送信に失敗しました． 

115 RET_EHAPI_OPENED 0x00E027 &H00E027 
指定のチャンネルまたはハンドルはオープン済み

です． 

116 RET_EHAPI_CLOSED 0x00E028 &H00E028 
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． 

117 RET_EHAPI_CMDERR 0x00E029 &H00E029 Slave へ発行したコマンドに問題があります． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

118 RET_EHAPI_SYSERR 0x00E030 &H00E030 
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． 

119 RET_EHAPI_OBJECT 0x00E033 &H00E033 

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． 

120 RET_EHAPI_READONLY 0x00E034 &H00E034 対象の項目は読み取り専用です． 

121 RET_EHAPI_ALIAS_CONFLICT 0x00E035 &H00E035 

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． 

122 RET_EHAPI_SLAVE_COUNT 0x00E036 &H00E036 スレーブの総数取得に失敗しました． 

123 RET_EHAPI_READ_EEPROM 0x00E037 &H00E037 

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． 

124 RET_EHAPI_WRITE_EEPROM 0x00E038 &H00E038 

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． 

125 RET_EHAPI_READ_REGISTER 0x00E039 &H00E039 

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． 

126 RET_EHAPI_WRITE_REGISTER 0x00E040 &H00E040 

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． 

127 RET_EHAPI_CATALOG 0x00E041 &H00E041 カタログに失敗しました． 

128 RET_EHAPI_OFFLINE 0x00E042 &H00E042 
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． 

129 RET_EHAPI_NIC_DRIVER 0x00E043 &H00E043 

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． 

130 RET_EHAPI_ENIFILE 0x00E044 &H00E044 
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． 

131 RET_EHAPI_CONFLICT 0x00E045 &H00E045 
複数のスレッドから同時に呼び出すことは出来

ません． 

132 RET_EHAPI_EXIST 0x00E046 &H00E046 
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． 

133 RET_EHAPI_INDEX 0x00E047 &H00E047 
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． 

134 RET_EHAPI_SUBINDEX 0x00E048 &H00E048 
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． 

135 RET_EHAPI_LENGTH 0x00E049 &H00E049 
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． 

136 RET_EHAPI_LIMIT 0x00E04A &H00E04A 指定された値は許容範囲外です． 

137 RET_EHAPI_WRITEONLY 0x00E04B &H00E04B 対象の項目は書き込み専用です． 

138 RET_EHAPI_NO_RESPONSE 0x00E04C &H00E04C 指定のスレーブから応答がありません． 

139 RET_EHAPI_NOT_REGISTERED 0x00E04D &H00E04D 指定のスレッドハンドルは未登録です. 

140 RET_EHAPI_NOT_HOTCONNECT 0x00E04E &H00E04E 
ENI ファイルにホットコネクト機能が定義されて

いません． 

141 RET_EHAPI_REF_CATALOG 0x00E050 &H00E050 
ノード間通信用オブジェクトのカタログに失敗し

ました． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.3-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

142 RET_EHAPI_STARTARG_LOWER 0x00E0FD &H00E0FD 
起動パラメータに指定された値は，起動パラメ

ータの下限を下回っています. 

143 RET_EHAPI_STARTARG_HIGHER 0x00E0FE &H00E0FE 
起動パラメータに指定された値は，起動パラメ

ータの上限を上回っています. 

144 RET_EHAPI_STARTARG_ABNORMAL 0x00E0FF &H00E0FF 
起動パラメータに指定された値は，不正な値で

す． 

145 RET_EHAPI_WAIT_CANCEL 0x00E100 &H00E100 
RSI-ECAT-Master の API 関数の待機中が

中断されました． 

146 RET_EHAPI_FIND_SLAVE 0x00E106 &H00E106 スレーブの検出に失敗しました． 

147 RET_EHAPI_NOT_READY 0x00E107 &H00E107 イベントは準備中の為，参照できません． 

148 RET_EHAPI_REG_EVENT 0x00E108 &H00E108 イベントの登録に失敗しました． 

149 RET_EHAPI_WAIT_EVENT 0x00E109 &H00E109 イベント待機に失敗しました． 

150 RET_EHAPI_CREATE_EVENT 0x00E10A &H00E10A イベント作成に失敗しました． 

151 RET_EHAPI_INVALID_EVENT 0x00E10B &H00E10B イベントは無効です． 

152 RET_EHAPI_RT_MEM 0x00EF11 &H00EF11 INtime メモリが不足しています． 

153 RET_EHAPI_RT_VMEM 0x00EF1B &H00EF1B 
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． 

154 RET_EHAPI_INVALID_LOCATION 0x00EF20 &H00EF20 指定された INtime ノード名は存在しません． 

155 RET_EHAPI_STOPNODE 0x00EF21 &H00EF21 
指定された INtime ノードの INtime カーネル

は停止しています． 

156 RET_EHAPI_MEMORY 0x00E810 &H00E810 内部メモリ確保に失敗しました． 

157 RET_EHAPI_EDITION 0x00E840 &H00E840 
現在の RSI-ECAT-Master エディションでは

利用できない機能です． 

158 RET_EHAPI_LICENSE 0x00E850 &H00E850 ライセンスが適用されていません． 

表 2.3-1 戻り値のエラー内容 
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2.4 エラーコード(戻り値以外) 

2 ページ後( 本ページから数えて 2 ページ後 )の表 2.4-1 は，エラーコード一覧です． 

 

本製品には，関数の戻り値としてのエラー以外に，エラーコードで識別されるエラーがあります． 

エラーは下記の方法で知ることが出来ます． 

 

(A) 軸に関係する関数のエラー 

 

[MC_Power 関数に対するエラーが発生した場合] 

関数の出力引数( MC_POWER_OUT 構造体 )の wErrorID に，エラーコードが格納されます． 

 

[MC_Reset 関数，動作指令(MC_MoveRelative 関数，MC_MoveVelocity 関数等)に対するエラーが起こった場合] 

 

下記①，②の wErrorID にエラーコードが格納されます． 

下記①，②におきまして，識別のために”MC_Reset 関数，動作指令(MC_MoveRelative 関数，MC_MoveVelocity 関数等)”

を，“動作関数”と表記します． 

 

① 動作関数の実行時にエラーが発生した場合は，動作関数の出力引数の wErrorID に，エラーコードが格納されます． 

 

wErrorID が含まれている動作関数の出力引数は下記となります． 

 

(A) MC_Reset 関数の場合，MC_RESET_OUT 構造体 

(B) MC_Home 関数の場合，MC_HOME_OUT 構造体 

(C) MC_Stop 関数の場合，MC_STOP_OUT 構造体 

(D) MC_MoveAbsolute 関数の場合，MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT 構造体 

(E) MC_MoveRelative 関数の場合，MC_MOVE_RELATIVE_OUT 構造体 

(F) MC_MoveAdditive 関数の場合，MC_MOVE_ADDITIVE_OUT 構造体 

(G) MC_MoveVelocity 関数の場合，MC_MOVE_VELOCITY_OUT 構造体 

 

② MC_ReadFunctionResult 関数の出力引数( MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体 )の wErrorID に，エラーコー

ドが格納されています． 

 

動作関数の実行時に，エラーが発生していない場合，動作関数(の機能)が実行されます．動作関数(の機能)は実行中となり

ます． 

動作関数の実行が完了した時，動作関数は実行結果を通知する割り込みを発生します．動作関数が通知する割り込みの

取得には，MC_WaitNextInterrupt 関数を使用します． 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みの取得を待機する状態( 処理を抱え込む状態 )になります． 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みを取得した後，実行完了となります( 処理を返却します )． 

MC_WaitNextInterrupt 関数が割り込みを取得した後，MC_ReadFunctionResult 関数を実行します． 

動作関数の実行結果が，エラー発生による動作の中断であった場合，MC_ReadFunctionResult 関数の 

出力引数( MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体 )の wErrorID に，エラーコードが格納されています． 
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(B) 軸グループに関係する関数のエラー 

 

[MC_GroupReset 関数，動作指令(MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数等)に対するエラーが起こ

った場合] 

 

下記①，②の wErrorID にエラーコードが格納されます． 

下記①，②におきまして，識別のために”MC_GroupReset 関数，動作指令(MC_MoveLinearRelative 関数， 

MC_MoveLinearVelocity 関数等)”を，“動作関数”と表記します． 

 

① 動作関数の実行時にエラーが発生した場合は，動作関数の出力引数の wErrorID に，エラーコードが格納されます． 

 

wErrorID が含まれている動作関数の出力引数は下記となります． 

 

(A) MC_GroupReset 関数の場合，MC_GROUP_RESET_OUT 構造体 

(B) MC_GroupHome 関数の場合，MC_GROUP_HOME_OUT 構造体 

(C) MC_GroupStop 関数の場合，MC_GROUP_ STOP_OUT 構造体 

(D) MC_MoveLinearAbsolute 関数の場合，MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT 構造体 

(E) MC_MoveLinearRelative 関数の場合，MC_MOVE_RELATIVE_OUT 構造体 

(F) MC_MoveLinearVelocity 関数の場合，MC_MOVE_ADDITIVE_OUT 構造体 

(G) MC_MovePath 関数の場合，MC_MOVE_PATH_OUT 構造体 

 

② MC_GroupReadFunctionResult 関数の出力引数( MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体 )の 

wErrorID に，エラーコードが格納されています． 

 

動作関数の実行時に，エラーが発生していない場合，動作関数(の機能)が実行されます．動作関数(の機能)は実行中となり

ます． 

動作関数の実行が完了した時，動作関数は実行結果を通知する割り込みを発生します．動作関数が通知する割り込みの

取得には，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を使用します． 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みの取得を待機する状態( 処理を抱え込む状態 )になります． 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みを取得した後，実行完了となります( 処理を返却します )． 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数が割り込みを取得した後，MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します． 

動作関数の実行結果が，エラー発生による動作の中断であった場合，MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

出力引数( MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体 )の wErrorID に，エラーコードが格納されています． 

 

 上記 wErrorID におきまして，値が 0 の時，関数の実行が正常であり，エラーは発生していません． 
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エラーコードには，「軸に関係するエラーコード(表 2.4.1)」と「EtnerCAT マスタに関係するエラーコード」(表 2.4.2)があります． 

エラーコードの No.89～No.154 は，RSI-ECAT-master のステータスコードと対応しています．RSI-ECAT-master の詳細につきまし

ては，ヘルプ( EhApi.chm，usersmanual.pdf )等もご参照願います． 

下記表は，エラーコードと RSI-ECAT-master のステータスコードとの変換表です． 

 

No. RSI-ECAT-master のステータスコード エラーコード 

1 0x0000 0x0000 

2 0x000R1 (R1 は 1～9 の値) 0xE00R1 

3 0x00R2R1 (R1，R2 は 1～9 の値) 0xE0R2R1 

4 0xR400R1 (R1，R4 は 1～9 の値) 0xER40R1 

5 0xR40R2R1 (R1，R2，R4 は 1～9 の値) 0xER4R2R1 

6 0xR4R300 (R3，R4 は 1～9 の値) 0xER4R30 

エラーコードと RSI-ECAT-master のステータスコードとの変換表 

 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

1 RET_ILL_SLAVE 0x000002 &H000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 &H000003 軸番号が不正です． 

3 RET_ILL_GR 0x000004 &H000004 グループ番号が不正です． 

4 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 &H000006 スレーブ異常です． 

5 RET_AXIS_REG_ERR 0x000007 &H000007 軸に異常が発生しています． 

6 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 &H000008 不正なパラメータを指定しています． 

7 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B &H00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作し

ていません．) 

8 
RET_ACTIVE_OTHER_FUNC
TION 

0x00000C &H00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエ

ラーとなり，関数を実行することができませんでした． 

9 RET_MAX_CONTROL_AXIS 0x00000D &H00000D 
スレーブ(サーボドライバ)の登録数が制御可能な最大数

です．スレーブを登録することができません． 

10 RET_AXIS_REGISTERED 0x00000E &H00000E スレーブは登録済みです． 

11 RET_OTHER_ERR 0x000010 &H000010 
その他のエラー．(INtime が応答していない．または，関

数の実行がタイムアウトとなった等．) 

12 RET_INACTIVE_WIN_DLL 0x00001B &H00001B Windows(DLL)ソフトウェアが開始されていません. 

13 
RET_SOFTWARE_NOT_SUP
PORT 

0x00001F &H00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

14 RET_WAITING_CANCELED 0x000020 &H000020 
割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み待

機がキャンセルされました． 

15 RET_WAITING_NOT_EXIST 0x000021 &H000021 割り込み待機中の関数が存在しません． 

16 RET_S_OFFLINE 0x000031 &H000031 スレーブが応答しません． 

17 RET_S_ECATSTATE_ERR 0x000032 &H000032 
スレーブの EtherCAT 通信の状態が正常ではありませ

ん． 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

18 
RET_INVALID_OPERATION
_MODE 

0x000101 &H000101 

制御モードが異常です．本製品は通常 csp で動作し

ます．Homing の場合，hm で動作します． 

制御モード csp，hm は，国際規格の CiA402 ドライブ

プロファイルにおいて，定義されている制御モードです． 

19 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 &H000102 
軸の状態が異常です．軸の状態とは，図 2.7-1「軸の

状態遷移図」の状態のことです． 

20 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 &H000103 位置偏差過大エラーです． 

21 RET_INVALID_VARIABLE 0x000104 &H000104 対象範囲外の値です． 

22 RET_ALAM 0x000105 &H000105 サーボアラームです． 

23 RET_ILL_NOT 0x000106 &H000106 -ELS を検出しました． 

24 RET_ILL_POT 0x000107 &H000107 +ELS を検出しました． 

25 RET_AXIS_ERR 0x000108 &H000108 
軸のエラーを検出しました．(動作中の軸に，エラーが発

生した場合等)． 

26 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 &H000109 
動作の指定が不正です．設定範囲外の動作方向で

す． 

27 RET_NS_SERVO 0x00010A &H00010A サポート外のスレーブです． 

28 RET_RATIO_ERR 0x00010D &H00010D 

電子ギアの設定に関するエラーです． 

問題の解消のため，電子ギアの値を大きくする等を行っ

てください． 

29 RET_LAST_ERR 0x000110 &H000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．

コンソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，

GetLastError(VOID)を実行した時に返却されるエラー

値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご

参照願います．または，弊社までご連絡いただきたく思

います． 

30 RET_POWER_FAIL 0x000201 &H000201 
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．) 

31 RET_SET_OVERRIDE_FAIL 0x00020C &H00020C 
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，減速中によりオーバーライドできません． 

32 RET_RESET_FAIL 0x00020F &H00020F サーボアラームのリセットに失敗しました． 

33 RET_HOMING_ERR 0x000221 &H000221 
MC_Home 関数実行で目標位置に到達前にエラーが

発生しました． 

34 RET_HOMING_MODE_ERR 0x000222 &H000222 
不正な MC_Home 関数の原点復帰動作モードで

す． 

35 RET_READ_SDO_ERR 0x000223 &H000223 
MC_ReadSDO 関数を実行中に，エラーが発生しまし

た． 

36 RET_WRITE_SDO_ERR 0x000224 &H000224 
MC_WriteSDO 関数を実行中に，エラーが発生しまし

た． 

37 
RET_INVALID_BUFFER_M
ODE 

0x000225 &H000225 

未定義のバッファモード(動作モード)です．バッファモード

(動作モード)に関しましては，項目「バッファモード」をご

参照願います． 

[軸の場合]  

章番号 2.12「バッファモード」 

[軸グループの場合] 

 章番号 2.23.8「軸グループのバッファモード」 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

38 RET_RSI_HANDLER_ERR 0x000230 &H000230 
(予約) RSI-ECAT-master とのデータの受け渡しに失

敗しました． 

39 RET_TCH_PRB_PRM_ERR 0x000301 &H000301 
MC_TOUCH_PROBE_IN 構造体メンバにおけるパラ

メータ異常です． 

40 RET_TRG_PRM_ERR 0x000302 &H000302 
MC_TRIGGER_REF 構造体メンバにおけるパラメー

タ異常です． 

41 RET_PRB_ID_DUP_ERR 0x000303 &H000303 

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)． 

42 
RET_FUNC_TOUCH_PRB_E
RR 

0x000304 &H000304 

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． 

下記を確認してください． 

1．PDO マッピングにおいて，タッチプローブ機能を有効

とするオブジェクトがマッピングされているか，確認して

下さい． 

2.．スレーブがタッチプローブ機能に対応しているか，確

認して下さい． 

43 
RET_FUNC_ABORT_TRIG_E
RR 

0x000305 &H000305 
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． 

44 RET_PRB_NOT_ACTIVE 0x000306 &H000306 

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． 

45 
RET_PRB_FUNC_PDO_PRM
_ERR 

0x000307 &H000307 

MC_TouchProbe 関数の実行に必要なオブジェクトで

ある”60B8-0”が，PDO マッピングされていません． 

”60B8-0”とは，Index-SubIndex が”60B8-0”のオブジ

ェクトであり，タッチプローブ機能に関係します． 

46 
RET_ABORT_TRIG_RUNNIN
G_ERR 

0x000308 &H000308 
指定のプローブ ID は，既に MC_AbortTrigger 関数

を実行中です． 

47 
RET_BUFFER_MODE_INVALI
D 

0x000310 &H000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができま

せん． 

48 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_ST
ATE 

0x000402 &H000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1 (軸グループの状態遷移図)で定義された

状態です． 

49 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 &H000403 軸グループのパラメータが異常です． 

50 RET_GRP_ILL_DIRECTION 0x000404 &H000404 軸グループの動作方向が異常です． 

51 RET_GRP_EXIST 0x000405 &H000405 軸グループが既に存在します． 

52 RET_GRP_FULL 0x000406 &H000406 軸グループに追加された軸が最大数です． 

53 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 &H000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

54 RET_GRP_RESET_FAILED 0x000408 &H000408 

軸グループのリセットに失敗しました． 

MC_GroupReset 関数を実行し，リトライを試みてくだ

さい． 

55 
RET_GRP_ADD_AXIS_FAILE
D 

0x000409 &H000409 

軸グループへの軸の追加に失敗しました． 

MC_AddAxisToGroup 関数を実行し，リトライを試み

てください． 

56 RET_GRP_AXIS_EXIST 0x00040A &H00040A 指定の軸は，既に軸グループに存在します． 

57 RET_GRP_AXIS_NOT_EXIST 0x00040B &H00040B 指定の軸は，軸グループに存在しません． 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

58 
RET_GRP_OTHER_AXIS_EXI
ST 

0x00040C &H00040C 
指定の軸グループの配列番号には，既に他の軸が追加

済みです． 

59 
RET_GRP_SLV_ILL_CONDITI
ON 

0x00040D &H00040D 
軸グループに追加された軸を有するスレーブが異常で

す． 

60 
RET_GRP_AXIS_ILL_CONDI
TION 

0x00040E &H00040E 軸グループに追加された軸が異常です．. 

61 RET_GRP_ILL_FOLLOWING 0x000410 &H000410 
ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラーで

す． 

62 RET_ILL_PATH_DATA_SIZE 0x000420 &H000420 
MC_MovePath 関数におけるデータ数の指定が 0 ま

たは不正です． 

63 RET_PATH_DATA_MAX 0x000421 &H000421 
Path データ数が最大数(MAX_PATH_DATA)を超え

ています． 

64 RET_ILL_LINE 0x000422 &H000422 
Path データ数の入力規則に誤りがある可能性がありま

す． 

65 
RET_GRP_PATH_POSITION_
ERR 

0x000423 &H000423 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(位置)です． 

66 
RET_GRP_PATH_VELOCITY
_ERR 

0x000424 &H000424 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(速度)． 

67 
RET_GRP_PATH_ACCELER
ATION_ERR 

0x000425 &H000425 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(加速度)です． 

68 
RET_GRP_PATH_DECELER
ATION_ERR 

0x000426 &H000426 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(減速度)です． 

69 RET_GRP_PATH_JERK_ERR 0x000427 &H000427 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(ジャーク)です． 

70 
RET_GRP_PATH_BUFFER_
MODE_ERR 

0x000428 &H000428 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(バッファモード(動作モード))です． 

71 
RET_GRP_PATH_MOTION_C
MD_ERR 

0x000429 &H000429 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータ

エラー(モーションコマンド)です． 

72 RET_GRP_PATH_FILE_ERR 0x00042A &H00042A 
MC_MovePath 関数における Path データのファイル

読み込みエラーです． 

73 
RET_GRP_MVPATH_EXECU
TED_ERR 

0x00042F &H00042F 
MC_MovePath 関数実行中のため，関数を実行する

ことができません． 

74 RET_GRP_AXIS_ILL_PRM 0x000430 &H000430 
軸グループに追加済みの軸の設定に関係するパラメー

タが異常です．(全ての軸が動作できない設定等)． 

75 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PR

M，  

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PR

M，  

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_PR

M，  

RET_GRP_ARRAY31_ILL_PR
M 

0x000460 

， 

0x000461 

,・・・， 

0x00047E 

， 

0x00047F 

&H000460 

， 

&H000461 

，．．．， 

&H00047E 

， 

&H00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 が異常の場合は，0x000460． 

配列番号 1 が異常の場合は，0x000461．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は，0x00047E．  

配列番号 31 が異常の場合は，0x00047F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x000460+a」となります． 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

76 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PLC

OPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PLC

OPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_PL

COPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

,・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

&H0004A0 

， 

&H0004A1 

，・・・， 

&H0004BE 

， 

&H0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態と

は，図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義され

た状態です． 

[ VC++] 

配列番号 0 が異常の場合は，0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は，0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は，0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は，0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x0004A0+a」となります． 

 

77 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DIR

ECTION， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DIR

ECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0 

， 

0x0004E1 

,・・・， 

0x0004FE 

， 

0x0004FF 

&H0004E0 

， 

&H0004E1 

，・・・， 

&H0004FE 

， 

&H0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

[ VC++] 

配列番号 0 が異常の場合は，0x0004E0． 

配列番号 1 が異常の場合は，0x0004E1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は，0x0004FE．  

配列番号 31 が異常の場合は，0x0004FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x0004E0+a」となります． 

 

78 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_FOL

LOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_FOL

LOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_FO

LLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_FO

LLOWING， 

0x000520 

， 

0x000521 

,・・・， 

0x00053E 

， 

0x00053F 

&H000520 

， 

&H000521 

，・・・， 

&H00053E 

， 

&H00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000520． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000521．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00053E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00053F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x000520+a」となります． 

 

79 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_NO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_NO

T， 

0x000560 

， 

0x000561 

,・・・， 

0x00057E 

， 

0x00057F 

&H000560 

， 

&H000561 

，・・・， 

&H00057E 

， 

&H00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エ

ラーです． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000560． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000561．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00057E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00057F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が

異常の場合は，「0x000560+a」となります． 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

80 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_POT， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_POT， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_POT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_POT， 

0x0005A0 

， 

0x0005A1 

,・・・， 

0x0005BE 

， 

0x0005BF 

&H0005A0 

， 

&H0005A1 

，・・・， 

&H0005BE 

， 

&H0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力

エラーです． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005A0． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x0005A1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x0005BE．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x0005BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は，「0x0005A0+a」となります． 

 

81 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ALAM， 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

,・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

&H0005E0 

， 

&H0005E1 

，・・・， 

&H0005FE 

， 

&H0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生し

ています． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は，「0x0005E0+a」となります． 

 

82 

RET_GRP_ARRAY0_RATIO_ER

R， 

RET_GRP_ARRAY1_RATIO_ER

R， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_RATIO_ER

R， 

RET_GRP_ARRAY31_RATIO_ER

R， 

0x000620 

， 

0x000621 

,・・・， 

0x00063E 

， 

0x00063F 

&H000620 

， 

&H000621 

，・・・， 

&H00063E 

， 

&H00063F 

軸グループに追加済みの軸の電子ギアの設定に関す

るエラーです．問題の解消のため，電子ギアを大きく

する等を行ってください． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000620． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000621．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00063E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00063F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は，「0x000620+a」となります． 

 

83 RET_PDO_OBJECT_NOT_EXIST 0x000801 &H000801 
制御に必要な PDO オブジェクトが見つかりません．

PDO マッピングに誤りがある可能性があります． 

84 
RET_DIAGNOSIS_MESSAGE_ER
R 

0x000811 &H000811 
ダイアグノーシス情報取得に失敗しました．スレーブが

未対応の可能性があります． 

85 RET_MK_MEM_ERR 0x000820 &H000820 
Path データを格納するメモリの生成に失敗しました. 

INtime メモリが不足している可能性があります. 

86 RET_OUT_OF_INTIME_MEM 0x000830 &H000830 
INtime メモリ容量不足により，メモリの確保をすること

ができません． 

87 RET_FAILED_FILE_OPEN 0x000831 &H000831 

ファイルの作成処理に失敗しました． 

(値を保存するための)ファイルを作成することができま

せんでした． 

88 RET_FAILED_FILE_PROC 0x000832 &H000832 ファイルへ値を保存する処理が失敗しました． 

89 RET_BUFFER_FULL 0x000901 &H000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関

数を実行することができません． 

90 RET_ EHAPI_PARAM 0x00E001 &H00E001 パラメータに問題があります． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

91 RET_EHAPI_CHANNEL 0x00E002 &H00E002 
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． 

92 RET_EHAPI_CATEGORY 0x00E003 &H00E003 範囲外のカテゴリが指定されました． 

93 RET_EHAPI_SIZE 0x00E004 &H00E004 

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． 

94 RET_EHAPI_MAX_OPEN 0x00E005 &H00E005 
最大 API 対話数をオーバーした為，API 処理

が失敗しました． 

95 RET_EHAPI_MAX_QUE 0x00E006 &H00E006 
最大 API 要求数をオーバーした為，API 処理

が失敗しました． 

96 RET_EHAPI_REQ_ERROR 0x00E007 &H00E007 

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． 

97 RET_EHAPI_NOT_FOUND 0x00E008 &H00E008 

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． 

98 RET_EHAPI_IS_DEAD 0x00E009 &H00E009 EcatHandler は終了しています． 

99 RET_EHAPI_STATE_I 0x00E00A &H00E00A 
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． 

100 RET_EHAPI_STATE_P 0x00E00B &H00E00B 
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． 

101 RET_EHAPI_STATE_S 0x00E00C &H00E00C 
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． 

102 RET_EHAPI_STATE_O 0x00E00D &H00E00D 
マスタステートが Operational である必要があり

ます． 

103 RET_EHAPI_NOITEM 0x00E00E &H00E00E 
指定チャンネルのスレーブに設定項目はありませ

ん． 

104 RET_EHAPI_TIMEOUT 0x00E00F &H00E00F 

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． 

105 RET_EHAPI_STATE_UNKNOWN 0x00E010 &H00E010 マスタステートの取得に失敗しました． 

106 RET_ EHAPI_SLAVE_IS_ZERO 0x00E011 &H00E011 
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． 

107 RET_EHAPI_WORKING 0x00E020 &H00E020 API 動作中の為，再コール出来ません． 

108 RET_EHAPI_OPEN 0x00E021 &H00E021 オープンに失敗しました． 

109 RET_EHAPI_CLOSE 0x00E022 &H00E022 クローズに失敗しました． 

110 RET_EHAPI_TXBUFF 0x00E023 &H00E023 送信バッファがいっぱいです． 

111 RET_EHAPI_TXDATA 0x00E024 &H00E024 
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． 

112 RET_EHAPI_RECV 0x00E025 &H00E025 受信に失敗しました． 

113 RET_EHAPI_SEND 0x00E026 &H00E026 送信に失敗しました． 

114 RET_EHAPI_OPENED 0x00E027 &H00E027 
指定のチャンネルまたはハンドルはオープン済み

です． 

115 RET_EHAPI_CLOSED 0x00E028 &H00E028 
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． 

116 RET_EHAPI_CMDERR 0x00E029 &H00E029 Slave へ発行したコマンドに問題があります． 

117 RET_EHAPI_SYSERR 0x00E030 &H00E030 
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． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

118 RET_EHAPI_OBJECT 0x00E033 &H00E033 

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． 

119 RET_EHAPI_READONLY 0x00E034 &H00E034 対象の項目は読み取り専用です． 

120 RET_EHAPI_ALIAS_CONFLICT 0x00E035 &H00E035 

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． 

121 RET_EHAPI_SLAVE_COUNT 0x00E036 &H00E036 スレーブの総数取得に失敗しました． 

122 RET_EHAPI_READ_EEPROM 0x00E037 &H00E037 
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． 

123 RET_EHAPI_WRITE_EEPROM 0x00E038 &H00E038 
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． 

124 RET_EHAPI_READ_REGISTER 0x00E039 &H00E039 
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． 

125 RET_EHAPI_WRITE_REGISTER 0x00E040 &H00E040 
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． 

126 RET_EHAPI_CATALOG 0x00E041 &H00E041 カタログに失敗しました． 

127 RET_EHAPI_OFFLINE 0x00E042 &H00E042 
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． 

128 RET_EHAPI_NIC_DRIVER 0x00E043 &H00E043 

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． 

129 RET_EHAPI_ENIFILE 0x00E044 &H00E044 
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． 

130 RET_EHAPI_CONFLICT 0x00E045 &H00E045 
複数のスレッドから同時に呼び出すことは出来ま

せん． 

131 RET_EHAPI_EXIST 0x00E046 &H00E046 
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． 

132 RET_EHAPI_INDEX 0x00E047 &H00E047 
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． 

133 RET_EHAPI_SUBINDEX 0x00E048 &H00E048 
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． 

134 RET_EHAPI_LENGTH 0x00E049 &H00E049 
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． 

135 RET_EHAPI_LIMIT 0x00E04A &H00E04A 指定された値は許容範囲外です． 

136 RET_EHAPI_WRITEONLY 0x00E04B &H00E04B 対象の項目は書き込み専用です． 

137 RET_EHAPI_NO_RESPONSE 0x00E04C &H00E04C 指定のスレーブから応答がありません． 

138 RET_EHAPI_NOT_REGISTERED 0x00E04D &H00E04D 指定のスレッドハンドルは未登録です. 

139 RET_EHAPI_NOT_HOTCONNECT 0x00E04E &H00E04E 
ENI ファイルにホットコネクト機能が定義されてい

ません． 

140 RET_EHAPI_REF_CATALOG 0x00E050 &H00E050 
ノード間通信用オブジェクトのカタログに失敗しま

した． 

141 RET_EHAPI_STARTARG_LOWER 0x00E0FD &H00E0FD 
起動パラメータに指定された値は，起動パラメー

タの下限を下回っています. 

142 RET_EHAPI_STARTARG_HIGHER 0x00E0FE &H00E0FE 
起動パラメータに指定された値は，起動パラメー

タの上限を上回っています． 

143 RET_EHAPI_STARTARG_ABNORMAL 0x00E0FF &H00E0FF 
起動パラメータに指定された値は，不正な値で

す． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.4-1 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

144 RET_EHAPI_WAIT_CANCEL 0x00E100 &H00E100 
RSI-ECAT-Master の API 関数の待機中が

中断されました． 

145 RET_EHAPI_FIND_SLAVE 0x00E106 &H00E106 スレーブの検出に失敗しました． 

146 RET_EHAPI_NOT_READY 0x00E107 &H00E107 イベントは準備中の為，参照できません． 

147 RET_EHAPI_REG_EVENT 0x00E108 &H00E108 イベントの登録に失敗しました． 

148 RET_EHAPI_WAIT_EVENT 0x00E109 &H00E109 イベント待機に失敗しました． 

149 RET_EHAPI_CREATE_EVENT 0x00E10A &H00E10A イベント作成に失敗しました． 

150 RET_EHAPI_INVALID_EVENT 0x00E10B &H00E10B イベントは無効です． 

151 RET_EHAPI_RT_MEM 0x00EF11 &H00EF11 INtime メモリが不足しています． 

152 RET_EHAPI_RT_VMEM 0x00EF1B &H00EF1B 
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． 

153 RET_EHAPI_INVALID_LOCATION 0x00EF20 &H00EF20 指定された INtime ノード名は存在しません。 

154 RET_EHAPI_STOPNODE 0x00EF21 &H00EF21 
指定された INtime ノードの INtime カーネルは

停止しています． 

155 RET_EHAPI_MEMORY 0x00E810 &H00E810 内部メモリ確保に失敗しました． 

156 RET_EHAPI_EDITION 0x00E840 &H00E840 
現在の RSI-ECAT-Master エディションでは利

用できない機能です． 

157 RET_EHAPI_LICENSE 0x00E850 &H00E850 ライセンスが適用されていません． 

表 2.4-1 軸のエラーコード一覧 
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No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

1 RET_EHAPI_PARAM 0x00E001 &H00E001 パラメータに問題があります． 

2 RET_EHAPI_CHANNEL 0x00E002 &H00E002 
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． 

3 RET_EHAPI_CATEGORY 0x00E003 &H00E003 範囲外のカテゴリが指定されました． 

4 RET_EHAPI_SIZE 0x00E004 &H00E004 
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． 

5 RET_EHAPI_MAX_OPEN 0x00E005 &H00E005 
最大 API 対話数をオーバーした為，API 処理が失敗

しました． 

6 RET_EHAPI_MAX_QUE 0x00E006 &H00E006 
最大 API 要求数をオーバーした為，API 処理が失敗

しました． 

7 RET_EHAPI_REQ_ERROR 0x00E007 &H00E007 
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． 

8 RET_EHAPI_NOT_FOUND 0x00E008 &H00E008 
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． 

9 RET_EHAPI_IS_DEAD 0x00E009 &H00E009 EcatHandler は終了しています． 

10 RET_EHAPI_STATE_I 0x00E00A &H00E00A 
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． 

11 RET_EHAPI_STATE_P 0x00E00B &H00E00B 
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． 

12 RET_EHAPI_STATE_S 0x00E00C &H00E00C 
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． 

13 RET_EHAPI_STATE_O 0x00E00D &H00E00D マスタステートが Operational である必要があります． 

14 RET_EHAPI_NOITEM 0x00E00E &H00E00E 指定チャンネルのスレーブに設定項目はありません． 

15 RET_EHAPI_TIMEOUT 0x00E00F &H00E00F 
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． 

16 
RET_EHAPI_STATE_UNKNO
WN 

0x00E010 &H00E010 マスタステートの取得に失敗しました． 

17 
RET_EHAPI_SLAVE_IS_ZER
O 

0x00E011 &H00E011 
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． 

18 RET_EHAPI_WORKING 0x00E020 &H00E020 API 動作中の為，再コール出来ません． 

19 RET_EHAPI_OPEN 0x00E021 &H00E021 オープンに失敗しました． 

20 RET_EHAPI_CLOSE 0x00E022 &H00E022 クローズに失敗しました． 

21 RET_EHAPI_TXBUFF 0x00E023 &H00E023 送信バッファがいっぱいです． 

22 RET_EHAPI_TXDATA 0x00E024 &H00E024 
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． 

23 RET_EHAPI_RECV 0x00E025 &H00E025 受信に失敗しました． 

24 RET_EHAPI_SEND 0x00E026 &H00E026 送信に失敗しました． 

25 RET_EHAPI_OPENED 0x00E027 &H00E027 指定のチャンネルまたはハンドルはオープン済みです． 

26 RET_EHAPI_CLOSED 0x00E028 &H00E028 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． 

27 RET_EHAPI_CMDERR 0x00E029 &H00E029 Slave へ発行したコマンドに問題があります． 

28 RET_EHAPI_SYSERR 0x00E030 &H00E030 
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． 

29 RET_EHAPI_OBJECT 0x00E033 &H00E033 
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． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.4-2 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

30 RET_EHAPI_READONLY 0x00E034 &H00E034 対象の項目は読み取り専用です． 

31 RET_EHAPI_ALIAS_CONFLICT 0x00E035 &H00E035 

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． 

32 RET_EHAPI_SLAVE_COUNT 0x00E036 &H00E036 スレーブの総数取得に失敗しました． 

33 RET_EHAPI_READ_EEPROM 0x00E037 &H00E037 
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． 

34 RET_EHAPI_WRITE_EEPROM 0x00E038 &H00E038 
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． 

35 RET_EHAPI_READ_REGISTER 0x00E039 &H00E039 
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． 

36 RET_EHAPI_WRITE_REGISTER 0x00E040 &H00E040 
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． 

37 RET_EHAPI_CATALOG 0x00E041 &H00E041 カタログに失敗しました． 

38 RET_EHAPI_OFFLINE 0x00E042 &H00E042 
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． 

39 RET_EHAPI_NIC_DRIVER 0x00E043 &H00E043 

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． 

40 RET_EHAPI_ENIFILE 0x00E044 &H00E044 
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． 

41 RET_EHAPI_CONFLICT 0x00E045 &H00E045 
複数のスレッドから同時に呼び出すことは出来ま

せん． 

42 RET_EHAPI_EXIST 0x00E046 &H00E046 
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． 

43 RET_EHAPI_INDEX 0x00E047 &H00E047 
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． 

44 RET_EHAPI_SUBINDEX 0x00E048 &H00E048 
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． 

45 RET_EHAPI_LENGTH 0x00E049 &H00E049 
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． 

46 RET_EHAPI_LIMIT 0x00E04A &H00E04A 指定された値は許容範囲外です． 

47 RET_EHAPI_WRITEONLY 0x00E04B &H00E04B 対象の項目は書き込み専用です． 

48 RET_EHAPI_NO_RESPONSE 0x00E04C &H00E04C 指定のスレーブから応答がありません． 

49 RET_EHAPI_NOT_REGISTERED 0x00E04D &H00E04D 指定のスレッドハンドルは未登録です. 

50 RET_EHAPI_NOT_HOTCONNECT 0x00E04E &H00E04E 
ENI ファイルにホットコネクト機能が定義されてい

ません． 

51 RET_EHAPI_REF_CATALOG 0x00E050 &H00E050 
ノード間通信用オブジェクトのカタログに失敗しま

した． 

(次ページへつづく) 
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(表 2.4-2 前ページからのつづき) 

No. 記号表記 
値(16 進数表記) 

異常内容と確認項目 
VC++,VC# VB 

52 RET_EHAPI_STARTARG_LOWER 0x00E0FD &H00E0FD 
起動パラメータに指定された値は，起動パラメータ

の下限を下回っています. 

53 RET_EHAPI_STARTARG_HIGHER 0x00E0FE &H00E0FE 
起動パラメータに指定された値は，起動パラメータ

の上限を上回っています. 

54 
RET_EHAPI_STARTARG_ABNORM
AL 

0x00E0FF &H00E0FF 
起動パラメータに指定された値は，不正な値で

す． 

55 RET_EHAPI_WAIT_CANCEL 0x00E100 &H00E100 
RSI-ECAT-Master の API コールの待機中が中

断されました． 

56 RET_EHAPI_FIND_SLAVE 0x00E106 &H00E106 スレーブの検出に失敗しました． 

57 RET_EHAPI_NOT_READY 0x00E107 &H00E107 イベントは準備中の為，参照できません． 

58 RET_EHAPI_REG_EVENT 0x00E108 &H00E108 イベントの登録に失敗しました． 

59 RET_EHAPI_WAIT_EVENT 0x00E109 &H00E109 イベント待機に失敗しました． 

60 RET_EHAPI_CREATE_EVENT 0x00E10A &H00E10A イベント作成に失敗しました． 

61 RET_EHAPI_INVALID_EVENT 0x00E10B &H00E10B イベントは無効です． 

62 RET_EHAPI_RT_MEM 0x00EF11 &H00EF11 INtime メモリが不足しています． 

63 RET_EHAPI_RT_VMEM 0x00EF1B &H00EF1B 
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． 

64 RET_EHAPI_INVALID_LOCATION 0x00EF20 &H00EF20 指定された INtime ノード名は存在しません。 

65 RET_EHAPI_STOPNODE 0x00EF21 &H00EF21 
指定された INtime ノードの INtime カーネルは停

止しています． 

66 RET_EHAPI_MEMORY 0x00E810 &H00E810 内部メモリ確保に失敗しました． 

67 RET_EHAPI_EDITION 0x00E840 &H00E840 
現在の RSI-ECAT-Master エディションでは利用

できない機能です． 

68 RET_EHAPI_LICENSE 0x00E850 &H00E850 ライセンスが適用されていません． 

表 2.4-2 EtnerCAT マスタのエラーコード 
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2.5 アプリケーション作成準備 

 Microsoft Visual C++ (2008 以上) 

 

API 関数は DLL で提供され，外部関数として起動されます． 

Visual C で使用する場合は下図の様にプロジェクトのプロパティの設定で 

[ リンカ ] → [ 入力 ] → [ 追加の依存ファイル ] に “hmecw0.lib” を追加します． 

また，プロジェクトに” hmecw0.h” をインクルードします． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-1 VC プロジェクトプロパティ設定 
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 API 関数実行の流れ 

EtherCAT 通信を開始し，本製品から EtherCAT 通信対応機器の制御を行い，EtherCAT 通信をするまでの流れを記載します． 

本製品には，サンプルプログラムが付属しております．本製品の API 関数の使用例の詳細は，弊社サンプルプログラムおよび，本製品

サンプルソフトウェアマニュアル”ecat_s_x.xxx.pdf”を，ご参照願います． 

本製品を使用するために必要な準備が完了しているものとします．本製品を使用するために必要な準備につきましては，本製品イン

ストールマニュアル”ecat_g_x.xxx.pdf”を，ご参照願います． 

 

下記の作業について，記載します． 

(A) EtherCAT 通信状態の確認 

(B) EtherCAT 通信の開始 

(C) EtherCAT 通信対応機器を制御可能とするための登録 

(D) EtherCAT 通信対応機器の制御 

(E) EtherCAT 通信の終了 

 

(A) EtherCAT 通信状態の確認 

EtherCAT 通信の状態を確認します．本作業には，EC_GetMasterInfo 関数を使用します． 

EC_GetMasterInfo 関数を実行します．正常に処理が完了した場合，戻り値が 0 となります． 

戻り値が 0 以外の場合，EtherCAT 通信が正常にできない状態となっている可能性があります．下記(A)～(F)等を確認し，発生中

の問題を解消します．その後，再度，EC_GetMasterInfo 関数を実行し，戻り値が 0 となることを確認します． 

下記(B)～(F)に関しましては，本製品インストールマニュアル”ecat_g_x.xxx.pdf”を，ご参照願います． 

 

(A) EtherCAT 通信対応機器の接続構成，動作環境と制御機器との LAN ケーブル接続状態，電源状態等に問題がないか，確

認します． 

(B) INtime ドングルが，動作環境に接続されていることを確認します． 

(C) INtime および，RSI-ECAT-Master，本製品が起動していることを確認します．  

(D) NIC が，INtime 側に割り当てられていることを確認します． 

(E) INtime( INtime Node Management 画面 )における設定が済んでいることを確認します． 

(F) ENI ファイルが，所定の位置に配置されていることを確認します． 

(G) 動作環境が，スタンバイモード，スリープモードからの起動の場合，PC を再起動します．再起動後，再度，作業を行います． 

 

(B) EtherCAT 通信の開始 

EtherCAT 通信を開始します．本作業には，EC_OpenMaster 関数を使用します． 

EC_OpenMaster 関数を実行します．正常に処理が完了した場合，戻り値が 0 となります． 

 

(C) EtherCAT 通信対応機器を制御可能とするための登録 

EtherCAT 通信対応機器を，本製品から制御可能とするための登録を行います．本作業には，EC_GetSlaveInfo 関数を使用しま

す． 

EC_GetSlaveInfo 関数の第 2 引数 EC_GET_SLAVE_INFO_IN 構造体メンバ dwInstance，dwVendorID， 

dwProductCode を設定します．EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．正常に処理が完了した場合，戻り値が 0 となります．また，

第 3 引数 EC_SLAVE_INFO 構造体に，機器から取得した情報が格納されます． 
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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”を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

② Instance に”1”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

③ Instance に”2”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

④ Instance に”3”，Vendor ID(HEX)に”AA”，ProcuntCode(HEX)に”99”を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

 

上記の各作業におきまして，正常に処理が完了した場合，戻り値 0 となります．また，第 3 引数 EC_SLAVE_INFO 構造体に，

機器から取得した情報が格納されます．上記の作業後，本製品から機器が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” を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

② Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”BB”，ProcuntCode(HEX)に”88” を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

③ Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”CC”，ProcuntCode(HEX)に”77 を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

④ Instance に”0”，Vendor ID(HEX)に”DD”，ProcuntCode(HEX)に”66” を設定し，EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．  

 

上記の各作業におきまして，正常に処理が完了した場合，戻り値 0 となります．また，第 3 引数 EC_SLAVE_INFO 構造体に，

機器から取得した情報が格納されます．上記の作業後，本製品から機器が制御可能となります． 
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[例 3] 4 つの軸を有するサーボドライバ( 「ベンダーID:0xAA，プロダクトコード：0x99」 )を追加する場合 

 

1 つのサーボドライバに対して複数の軸が存在する場合，各軸に対して，軸の登録を行います． 

軸の登録は，それぞれの軸に対して EC_GetSlaveInfo 関数を実行します．4 軸が存在する場合，4 回，EC_GetSlaveInfo 関

数を実行します． 

関数実行の際に，第 2 引数 EC_GET_SLAVE_INFO_IN 構造体に含まれる変数( dwInstance，dwVendorID， 

dwProductCode )は，同じ値を設定します． 

 

下記の操作を順番に行います． 

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

EC_GetSlaveInfo 関数を実行します． 

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”を設定し，

EC_GetSlaveInfo 関数を実行します． 

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”を設定し，

EC_GetSlaveInfo 関数を実行します． 

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”を設定し，

EC_GetSlaveInfo 関数を実行します． 

 

上記の各作業におきまして，正常に処理が完了した場合，戻り値 0 となります．また，第 3 引数 EC_SLAVE_INFO 構造体に，

機器から取得した情報が格納されます．上記の作業後，本製品から機器が制御可能となります． 

 

(D) EtherCAT 通信対応機器の制御 

EtherCAT 通信対応機器を制御する場合，(C)で取得した EC_SLAVE_INFO 構造体に含まれる情報の内，bSlaveNo， 

bAxisNo を使用します． 

 

[例 1] MC_Power 関数の場合 

MC_Power 関数は，機器がサーボドライバ( CiA402 ドライブプロファイル(csp，hm モード) 対応 )の場合に使用可能です． 

MC_Power 関数の第 2 引数 MC_AXIS_REF 構造体 bSlaveNo，wAxisNo に，それぞれ(C)「EtherCAT 通信対応機器を

制御可能とするための登録」で取得した EC_SLAVE_INFO 構造体に含まれる情報の内，bSlaveNo，bAxisNo を設定します． 

 

[例 2] MC_ReadSDO 関数の場合 

MC_ReadSDO 関数の第 2 引数に， (C)「EtherCAT 通信対応機器を制御可能とするための登録」で取得した

EC_SLAVE_INFO 構造体に含まれる情報の内，bSlaveNo を設定します． 

 

[例 3] IO_Inp 関数の場合 

IO_Inp 関数の第 2 引数に，(C)「EtherCAT 通信対応機器を制御可能とするための登録」で取得した 

EC_SLAVE_INFO 構造体に含まれる情報の内，bSlaveNo を設定します． 

 

(E) EtherCAT 通信の終了 

EtherCAT 通信を終了します．本作業には，EC_CloseMaster 関数を使用します． 

EC_CloseMaster 関数を実行します．正常に処理が完了した場合，戻り値が 0 となります． 
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2.6 動作における本製品の特徴 

本製品は，国際規格 61131-3 に基づいて動作します．本製品の特徴は下記となります． 

(1) 国際規格 61131-3 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 61131-3 に基づいた用語を使用しています． 

(4) 国際規格 61131-3 に基づく関数の総体をモーション関数とします． 

(5) 国際規格 61131-3 に基づく関数に存在しない機能を有する関数につきまして，弊社仕様の関数名，関数の構造，関数の構

造体のメンバ名を使用しています． 

 

2.7 状態遷移 

 動作の状態 

本製品の API 関数で動作するスレーブの軸は，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，スレーブ

の軸( 以下，軸とします )は，対応する状態へ遷移します． 

図 2.7-1 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，軸はモーション関数に対応した

状態になっています． 

図 2.7-1 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_IN 構造体のメンバ bEnable を 1 に設定し，MC_Power 関数を実行してください． 

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 関数を実行してください． 

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_MoveRelative 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． 

Done： 

軸に実行されたモーション関数が完了したことを示します． 

Synchronized Motion： 

多軸による協調動作(グループ動作)を行うモーション関数が実行された時，軸の状態は Synchronized Motion になります． 

多軸による協調動作(グループ動作)を行うモーション関数は，HLS-ECAT02xx/Win においてサポートしています． 
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図 2.7-1 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_IN 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_IN 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_IN 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_IN 構造体のメンバ bEnable と bStatus 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_OUT構造体のメンバ bDoneが 1になると，StandStillに遷移します． 

 

 
図 2.7-1 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ください． 

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ください．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ください． 

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ください．スレーブの軸を初期状態から再設定し

てください． 

２． EC_OpenMaster 関数，EC_GetSlaveInfo 関数はモーション関数を実行する前に実行してください．モーション関数を実行中

に行った場合，動作の保証ができません． 

３． EC_CloseMaster 関数はマスタとの通信を切断する場合に実行してください．モーション関数を実行中に行った場合，動作の保

証ができません． 
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４． 図 2.7-1 の Continuous Motion，Discrete Motion，Homing，Synchronized Motion, Stopping 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 

５． EC_ReadSDO 関数，EC_WriteSDO 関数は Standstill，Disabled で実行してください．Standstill，Disabled 以外で実行

した場合，動作の保証はできません． 

６． 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_IN 構造体のメンバ bEncoder が 0 の時，ホールトオプションコード(605Dh)の設定により，軸は停止します．

MC_HOME_IN 構造体のメンバ bEncoder が 1 の時，MC_Stop 関数の設定値により，軸は動作を停止します． 

( ホールトオプションコード(605Dh)は，CiA402 ドライブプロファイルで定義されているオブジェクトです． ) 
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2.8 モーション関数のステータス 

モーション関数の出力用の構造体メンバにステータス(wStatus 等)を持つ関数は，関数の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ステータスです． 

 

No. ステータス名 説明 

1 Done 関数の実行が完了しました． 

2 Busy 関数を実行中です． 

3 CommandAborted 実行中の関数が中断されました． 

4 Error 実行中の関数にエラーが発生しました． 

表 2.8-1 関数のステータス 

 

2.9 変数の有効範囲 

表 2.9-1(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 2.9-1(a)，(b)の有効範囲内で値を設定して下さい．設定値は，有効範囲内であり，データ型が

表現可能な値となります． 

 

   構造体 

No. 項目 メンバ データ型 
MC_MOVE_ABSOLUTE_IN， 

MC_HOME_IN 

MC_MOVE_RELATIVE_IN， 

MC_MOVE_ADDITIVE_IN 

1 
絶対位置， 

相対位置 

fPosition， 

fDistance 
double 

-2147483647～2147483648[pulse] 

※ 有効範囲は，long 型となります． 

2 速度 fVelocity double 

1～2147483648[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) [pps2] 

4 減速度 fDeceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps2] 

5 ジャーク fJerk double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps3] 

表 2.9-1(a) 軸の状態：Homing，Discrete Motion で使用される関数の構造体 

 

   構造体 

No. 項目 メンバ データ型 MC_MOVE_VELOCITY_IN MC_STOP_IN 

 1 速度 fVelocity double 

1～2147483648 [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) [pps2] ― 

 3 減速度 fDeceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps2] 

 4 ジャーク fJerk double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps3] 

表 2.9-1(b) 軸の状態：Continuous Motion，Stopping で使用される関数の構造体 

表 2.9-1 移動量，速度，加速度，減速度，ジャークの有効範囲 
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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．各計算式で求めることができる値

が 50[s]を超える場合，適用時間は 50[s]となります．  

注意２．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 2.9-2(b)右)． 

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 2.9-2(b)左)． 

（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 1000[pps]，加速度 0[pps2]の場合，最高速度

1000[pps]，加速度 1000000[pps2]で動作します．この場合，1ms 後に最高速度 1000[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，最高速度で動作します． 

（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 1000[pps]，減速度 0[pps2]の場合，最高速度

1000[pps]，減速度 1000000[pps2]で動作します．この場合，1ms 後に最高速度 1000[pps]から速度 0[pps]となります．） 

 注意６．移動量は整数となります．小数点以下は 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． 

 
図 2.9-1(a) 各適用時間の定義 

 
図 2.9-1(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 2.9-1 設定値の注意事項に関する図 

時間

速度

加速度

時間

加速度適用時間

ジャーク適用時間ジャーク適用時間

減速度適用時間

ジャーク適用時間 ジャーク適用時間

時間

1サイクル 1サイクル

左速度 右
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2.10 変数の設定値 

 動作の状態とモーションステータスの設定値 

軸は図 2-7-1 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． 

 

 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．章番号 3.1「構造体」の内容を参照してください． 

 

2.11 動作方向 

表 2.11-1 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 (予約)mcShortestWay 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 (予約)mcCurrentDirection 以前に動作していた方向と同じ方向です．値：3 

表 2.11-1 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ください． 

(予約)mcCurrentDirection に関しまして，現在の動作方向は MC_MOTION_STATE 構造体のメンバ wMotionState の bit4，

bit5で確認することができます．wMotionStateのbit4，bit5が0の時，軸は停止中です．停止中の場合，mcCurrentDirectionは，

停止前の動作の方向を示します． 

(予約)エラーにより軸が停止した場合や，軸を初期化した場合，mcCurrentDirection が以前に動作していた方向と同じ方向になら

ない可能性があります．現在の軸の方向を知りたい場合，MC_AXIS_MOVE 構造体の wPreviousDirection の値を確認してくださ

い． 
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2.12 バッファモード 

表 2.12-1 は軸の動作モードです．本動作モードをバッファモードと表記します． 

 

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 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，小さい方の最高速度となります． 

4 BlendingPrevious 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，前回の動作の最高速度となります． 

5 BrendingNext 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，次の動作の最高速度となります． 

6 BlendingHigh 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，大きい方の最高速度となります． 

表 2.12-1 動作モード(バッファモード) 

 

2.13 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 2.13-1 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 2.13-1(a) 図 2.13-1(b) 

 
 

図 2.13-1(c) 図 2.13-1(d) 

 

 
図 2.13-1(e) 図 2.13-1(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 2.13-1 Aborting 時の速度波形 
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2.14 動作指令の Aborting 

表 2.14-1 はステータスを有するモーション関数の 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 2.14-1 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． 

注意 2. 実行中の関数が MC_MoveVelocity の時に，速度を変更したい場合，MC_SetOverride 関数を実行して

下さい． 

※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． 

 

2.15 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 wBufferMode の値を 1 に設定します． 

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が存在している時に，Buffered の設定が有

効の動作指令を実行した場合，実行した動作指令は実行されず，エラーとなります． 

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． 
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2.16 動作指令の Buffered およびその他のバッファモード 

表 2.12-1 の” Buffered”，” BlendingLow”，” BlendingPrevious”，” BrendingNext”，” BlendingHigh”の機能を有する関数の対

応状況について，記載します． 

 

・” Buffered”について，表 2.16-1 に記載します． 

・” BlendingLow”，” BlendingPrevious”，” BrendingNext”，” BlendingHigh”について，表 2.16-2 に記載します． 

 

表 2.16-1 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． 

 
 

 Buffered による動作を行う関数 
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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) 
(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) 
表 2.16-1 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． 
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表 2.16-2 は動作指令の BlendingLow，BlendingPrevious，BrendingNext，BlendingHigh です． 

BlendingLow，BlendingPrevious，BrendingNext，BlendingHigh 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． 

 

 

 

BlendingLow，BlendingPrevious，BrendingNext，BlendingHigh 

による動作を行う関数 
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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) 
(予約) (予約) × (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) (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) (予約) (予約) 

MC_MoveVelocity() (予約) (予約) × (予約) (予約) (予約) (予約) 
表 2.16-2 BlendingLow，BlendingPrevious，BrendingNext，BlendingHigh 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． 

 

2.17 API 関数使用上の注意 

1. 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．  

2. 動作指令のステータス(現在位置，現在速度等)の読込みは，ソフトウェアの遅延により，実際の動作よりも遅れる場合があります．

(PDO 周期 1ms で通信を行っている場合，数 ms 程度遅れる可能性があります．) 

3. MC_AXIS_MOVE 構造体のメンバ bInposMode は，位置決め完了モードを設定する変数です．位置決め完了モードを方法 2

に設定した場合，サーボドライバの機能による位置決め判定を行います．表 2.17-1 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 2.17-1 のインデックスの bit を確認しています． 
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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 オムロン製 
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 シリーズ 

山洋電気

製 

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． 

3 1S シリーズ オムロン製 

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 2.17-1 位置決め完了モードをサポートしているサーボドライバ 

 

2.18 データ型 

表 2.18-1 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

された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 2.18-1 データ型 

 

2.19 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． 
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2.20 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 2.20-1 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 2.20-1 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 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：0x000008)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：0x000008)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」をご参照願います． 

 

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 fFLvelocity は MC_SET_AXIS_ SETTING 構造体メンバに含まれる MC_AXIS_MOVE 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． 

 

MC_SetAxisSetting関数の戻り値が0以外の時，エラーとなります．戻り値の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． 

 

  

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 fFLvelocity は MC_SET_AXIS_ SETTING 構造体メンバに含まれる MC_AXIS_MOVE 構造体メンバに

存在します． 

 

①. MC_GetAxisSetting 関数を実行します．この時， fFLvelocity に FL 速度の設定値が格納されます． 

②. 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． 

 

MC_GetAxisSetting 関数の戻り値が 0 以外の時，エラーとなります．戻り値の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． 

 

(C) FL 速度の設定の初期化： 

MC_ResetAxisSetting 関数を実行します． 

 

MC_ResetAxisSetting 関数の戻り値が 0 以外の時，エラーとなります．戻り値の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_IN 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 2.20.1-1)． 

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 2.20.1-2)．  

 

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 2.20.1-3)． 

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 2.20.1-4)．  

  



2.ソフトウェア概略 

50 

 
図 2.20.1-1 FL 速度設定時の速度のオーバーライド(VFL > Vovr の時) 

 

 
図 2.20.1-2 FL 速度設定時の速度のオーバーライド(Vovr > VFL の時) 

 

 
図 2.20.1-3 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 2.20.1-4 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_IN 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 2.20.2-1)． 

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 2.20.2-2)． 

 

MC_Stop 関数による Aborting は，FL 速度まで減速停止します(図 2.20.2-3)． 

 

 
図 2.20.2-1 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 2.20.2-2 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 2.20.2-3 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_IN 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 2.20.3-1)． 

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 2.20.3-2)． 

 

 
図 2.20.3-1 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 2.20.3-2 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，エラーコードを格

納する変数に 0x000008 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_SetAxisSettin

g 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，D

isabled，Standstill の時に使用することができます)． 

 

2.21 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 構造体

メンバ dwAxisInfo の bit1，bit2，bit3 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 2.21-1 入力信号のインデックス，サブインデックス 

 

dwAxisInfo の bit1，bit2，bit3 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 2.21-2 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．  

 

60FDh-0 
Bit 

信号名 
dwAxisInfo 

Bit 
内容 

0 
negative limit  

switch 
1 

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 
2 

正転側(正方向)駆動禁止入力(+ELS)のON/OFFを示します． 

2 home switch 3 原点スイッチ入力のON/OFFを示します．  

表 2.21-2 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 
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2.22 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 2.22-1 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． 

No. 動作の状態 可 / 不可 

1 Disabled 

可能です． 

2 Standstill 

3 Stopping 

4 DiscreteMotion 

5 ContinuousMotion 

6 

Homing 

(MC_HOME_IN 構造体メンバ 

bEncoder = 1 のとき．) 

7 SynchronizedMotion 

8 

Homing 

(MC_HOME_IN 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能です． 

下記以外のサーボドライバは不可能(動作を保証しておりません)です． 

・ オムロン製 G5 シリーズ 

・ オムロン製 1S シリーズ 

・ 山洋電気製 SANMOTION R ADVANCED MODEL シリーズ 

・ 日立製 ADV シリーズ 

・ LS-Mecapion 製 BSD L7N シリーズ 

表 2.22-1 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(次ページ)①～⑦となります． 

 

[下記(次ページ)方法における備考] 

⚫ MC_TOUCH_PROBE_IN 構造体，MC_TOUCH_PROBE_OUT 構造体は，MC_TouchProbe 関数の引数となる構造

体です． 

⚫ MC_TRIGGER_REF 構造体，bWindowOnly，fFirstPosition，fLastPosition は，MC_TOUCH_PROBE_IN 構造体メ

ンバです． 

⚫ MC_LATCH_COUNT_REF 構造体は，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数の引数となる構造体です． 

⚫ MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体は，MC_ReadLatchCountResult 関数の引数となる構造体です． 

⚫ MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，ラッチトリガ信号が入力された時，戻り値(処理)が返却される関数です． 

⚫ MC_ReadLatchCountResult 関数は，実行結果を取得する関数です． 

⚫ MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数，MC_ReadLatchCountResult 関数は，MC_TouchProbe 関数を実行する関

数と，別のスレッドで使用することをお勧めします． 
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①. ラッチトリガ信号の設定(MC_TRIGGER_REF 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_IN 構造体メンバ bWindowOnly，fFirstPosition，

fLastPosition の設定)を行います． 

③. MC_LATCH_COUNT_REF 構造体メンバを設定します． 

④. MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行します．  

⑤. MC_TouchProbe 関数を実行します． 

⑥. ラッチトリガ信号が入力された後，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数に戻り値(処理)が返却されます． 

MC_ReadLatchCountResult 関数を実行します． 

⑦. MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体メンバに，ラッチトリガ信号が入力された時の軸の位置が格納されます． 

 

なお，下記の場合 MC_TouchProbe 関数の実行が失敗となります．エラーを解消した後，再度①～⑦を実行して下さい． 

⚫ MC_TouchProbe 関数の戻り値が 0 以外の時 

⚫ MC_TOUCH_PROBE_OUT 構造体メンバ wStatus の値が 0x04 であり，wErrorID の値が 0 以外の時 

 

 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①～④となります． 

 

[下記方法における備考] 

⚫ MC_TOUCH_PROBE_IN 構造体，MC_TOUCH_PROBE_OUT 構造体は，MC_TouchProbe 関数の引数となる構造

体です． 

⚫ MC_TRIGGER_REF 構造体は，MC_AbortTrigger 関数の引数となる構造体です． 

⚫ MC_LATCH_COUNT_REF 構造体は，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数の引数となる構造体です． 

 

①. MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ wProbeID を設定します． 

②. MC_AbortTrigger 関数を実行します． 

③. MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数に戻り値(処理)が返却されます． 

MC_ReadLatchCountResult 関数を実行します． 

④. 実行中のタッチプローブが 1 の場合，MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体メンバ wProbe1Status の値が 0x03 となり

ます． 

実行中のタッチプローブが 2 の場合，MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体メンバ wProbe2Status の値が 0x03 となり

ます． 

 

なお，MC_AbortTrigger 関数の戻り値が 0 以外の時，MC_AbortTrigger 関数の実行が失敗となります．エラーを解消した後，再

度①～④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_IN 構造体メンバ

bWindowOnly， fFirstPosition， fLastPositin を使用します．表 2.22.3-1 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 

[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． 

[初期値] FALSE 

[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，fLastPosition が fFirstPosition 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． 

fFirstPosition が fLastPosition 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 

[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．  

[初期値] 0 

[単位] pulse 

[範囲] -2147483648～2147483647 

3 fLastPosition double 

[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．  

[初期値] 0 

[単位] pulse 

[範囲] -2147483648～2147483647 

表 2.22.3-1 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． 

・ fLastPosition が fFirstPosition 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． 

・ fFirstPosition が fLastPosition 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 2.22.3-1，図 2.22.3-2 の範囲となります． 

・ 図 2.22.3-1 は fFirstPosition < fLastPosition の時のモニタリング範囲です． 

・ 図 2.22.3-2 は fLastPosition < fFirstPosition の時のモニタリング範囲です． 
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図 2.22.3-1 fFirstPosition < fLastPosition の時のモニタリング範囲 

 
図 2.22.3-2 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 構造体メ

ンバ wProbeID となります．wProbeID の設定値は 1，または 2 となります． 

表 2.22.4-1 は wProbeID 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，wProbeID 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，wProbeID を 2 に設定して下さい． 

 

No. wProbeID 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 2.22.4-1 wProbeID 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 
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 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 構造体メンバを設定することで行います．表 2.22.6-1 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，章番号 2.22.6(A)～2.22.6(F)をご参照願います． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 wProbeID WORD 

[説明] 使用するプローブ ID を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 1： プローブ 1 を使用，2： プローブ 2 を使用 

 

2 bEdge BOOL 

[説明] ラッチトリガ信号のエッジ選択を設定します． 

値 TRUE に設定します．立上りエッジをラッチトリガ信号

とします． 

[初期値] FALSE 

[範囲] TRUE： 立上りエッジ，(予約)FALSE： 立下りエ

ッジ 

 

3 (予約)byTriggerMode BYTE 

(予約) 

[説明] ラッチトリガ信号の入力モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： サーボモード，1： ソフト PLC モード 

 

4 byInputSelect BYTE 

[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． 

[初期値] 0 

 
5 (予約)byEncoderID BYTE 

(予約) 

[説明] エンコーダ種別の選択を設定します． 

 

6 
(予約) 

byTriggerVariable 
BYTE 

(予約)  

[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． 

[初期値] 0 

[範囲] 1： 立上りエッジ，0： 立下りエッジ 

 

7 (予約)byProbeState BYTE 

(予約) 

[説明] プローブの状態（駆動，未駆動，中断等）を示し

ます． 

表 2.22.6-1 MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ 
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2.22.6(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 2.22.6(A)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 byInputSelect BYTE 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[初期値] 0 

[値]  

0： wProbeID 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．wProbeID 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 2.22.6(A)-1 MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定 

 

2.22.6(B) 山洋電気製 EtherCAT 対応サーボドライバ SANMOTION R ADVANCED MODEL シリ

ーズを使用する場合 

表 2.22.6(B)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 byInputSelect BYTE 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[初期値] 0 

[値]  

0： wProbeID 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．wProbeID 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 2.22.6(B)-1 MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定 
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2.22.6(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 2.22.6(C)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 byInputSelect BYTE 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[初期値] 0 

[値]  

0： wProbeID 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． 

wProbeID 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 2.22.6(C)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定 

 

2.22.6(D) パナソニック製 EtherCAT 対応サーボドライバ MINAS A5B シリーズを使用する場合 
表 2.22.6(D)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 byInputSelect BYTE 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[初期値] 0 

[値]  

0： wProbeID 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． 

wProbeID 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 2.22.6(D)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定 

 

2.22.6(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 2.22.6(E)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 byInputSelect BYTE 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[初期値] 0 

[値]  

0： wProbeID 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． 

wProbeID 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 2.22.6(E)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定 
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2.22.6(F) オムロン製 EtherCAT 対応サーボドライバ 1S シリーズを使用する場合 

表 2.22.6(F)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 byInputSelect BYTE 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[初期値] 0 

[値]  

0： wProbeID 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．wProbeID 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 2.22.6(F)-1 MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定 

 

2.22.6(G) パナソニック製 EtherCAT 対応サーボドライバ MINAS A6B シリーズを使用する場合 

表 2.22.6(G)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定です． 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 byInputSelect BYTE 

[説明] ラッチトリガ信号の種類を設定します． 

[初期値] 0 

[値]  

0： wProbeID 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． 

wProbeID 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 2.22.6(G)-1 は MC_TRIGGER_REF 構造体メンバ byInputSelect の設定 
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2.23 協調動作(グループ動作) 

多軸を使用し，直線，曲線，円弧，スプライン等の協調動作を行うことができます．協調動作を行う軸のグループを，軸グループとしま

す． 

※ 最新のバージョンでは，直線補間の一部の機能のみ対応しています． 

本章におきまして，”動作指令”とは，下記関数となります． 

□ MC_GroupHome 関数，MC_GroupStop 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数，MC_MoveLinearRelative 関数， 

MC_MoveLinearVelocity 関数，MC_MovePath 関数 

 

 軸グループ 

協調動作を行う軸は，軸グループとしてグループにまとめます．軸グループの定義は，MC_AXES_GROUP_REF 構造体を使用しま

す． 

 

 状態遷移 

軸グループは，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，軸グループは，対応する状態へ遷移しま

す． 

図 2.23.2-1 は軸グループの状態遷移図です．実線の矢印は，API 関数が実行された時に，状態遷移する方向を示します．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，状態遷移する方向を示します．モーション関数を実行中，軸グ

ループは関数に対応した状態になっています． 

図 2.23.2-1 の用語の説明を下記に記載します． 

 

GroupDisabled : 軸グループの作成時における，軸グループの最初の状態です． 

MC_GroupEnable 関数を実行した場合，軸グループの状態は GroupStandby となります． 

GroupStandby : 軸グループが有効であり，軸グループが動作を行っていない時における，軸グループの状態です． 

GroupHoming : 軸グループが原点復帰動作を行っている時における，軸グループの状態です． 

GroupMoving : 軸グループが動作を行っている時における，軸グループの状態です． 

GroupStopping : 軸グループが MC_GroupStop 関数による動作を行っている時における，軸グループの状態です． 

GroupErrorStop : 軸グループにエラーが発生している時における，軸グループの状態です．軸グループに追加された軸の

中で，１軸でもエラーが発生している場合，軸グループの状態は GroupErrorStop となります． 

 

図 2.23.2-1 の「Note1～Note6」の説明を下記に記載します． 

 

Note1: 軸グループの動作指令(MC_GroupHome 関数，MC_GroupStop 関数を除く)を実行した場合，軸グループの

状態は矢印の方向(GroupMoving)へ遷移します． 

Note2: 軸グループにエラーが発生した場合，軸グループの状態は GroupErrorStop となります． 

動作中の軸を停止する場合，MC_GroupStop 関数を実行します．MC_GroupStop 関数が動作している軸グ

ループの状態は GroupStopping となります． 

Note3: MC_GroupStop 関数の実行が完了した後，軸グループの状態は矢印の方向(GroupStandby)へ遷移します． 

Note4: 軸グループに追加された全ての軸が，MC_RemoveAxisFromGroup 関数により削除された場合，軸グループの

状態は矢印の方向(GroupDisabled)へ遷移します． 

Note5: 軸グループに追加された軸が１軸でも存在する場合，軸グループの状態はGroupStandbyを維持することが可能

です．  

Note6: MC_GroupDisable 関数または，MC_UngroupAllAxes が実行された場合，軸グループの状態は 

GroupDisabled に遷移します． 
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図 2.23.2-1 軸グループの状態遷移図 

 

 単軸動作における状態とグループ動作における状態の関係 

軸グループに追加された軸に，単軸として動作する動作指令を実行した場合，下記となります． 

・ 軸の状態が SynchronizedMotion の場合，単軸として動作する動作指令の実行は不可となります．単軸として動作する動作指

令を実行した場合，エラーとなります．  

 

表 2.32.3-1 は軸グループに対する軸の動作です． 

 

No. 内容 

1 軸グループに追加された軸の中で，1 軸でも動作している場合，軸グループの状態は GroupMoving となります． 

2 
軸グループに追加された全ての軸の状態が StandStill の時，軸グループ動作の状態は，GroupStandby または 

GroupDisabled，GroupErrorStop となります． 

3 
軸グループに追加された軸の状態が，1 軸でも ErrorStop の時，軸グループ動作の状態は GroupErrorStop となりま

す． 

4 
(予約)軸グループに追加された軸の中で，1 軸が MC_Home 関数における動作を実行した場合，軸グループの状態は 

GroupMoving となります． 

5 
(予約)軸グループに追加された軸の中で，1 軸が MC_Stop 関数における動作を実行した場合，軸グループの状態は 

GroupMoving となります． 

6 
(予約)軸グループに追加された軸の中で，動作していない軸に対しては，軸のサーボオフを可能とします．これはエネルギ

ー消費の面や，メカニカルブレーキの適用の面で有効です． 

表 2.23.3-1 軸グループに対する軸の動作 

  

(Note6) 

(Note6) 
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表 2.23.2-2 は軸グループ動作と軸動作の関係です． 

 

No. 内容 

1 
軸グループの動作指令による動作を実行した場合，軸グループに追加された軸の状態は SynchronizedMotion となり

ます． 

2 
軸グループの状態が GroupStandby の時においても，軸グループに追加された軸の状態は StandStill となっているとは

限りません． 

3 
軸グループの状態が GroupErrorStop の時においても，軸グループに追加された軸の状態は ErrorStop とは限りませ

ん．  

表 2.23.3-2 軸グループ動作と軸動作の関係 

 

表 2.23.3-3 は軸グループの動作指令および，MC_GroupReset 関数を実行した時における，軸の状態と，軸グループの状態です． 

 

No. 関数 軸グループ動作の状態 軸の状態 

1 

MC_MoveLinearXxx 
MC_MovePath 

(予約)MC_MoveCircularXxx 

(予約)MC_MoveDirectXxx 

(予約)MC_GroupHalt 

GroupMoving SynchronizedMotion 

2 MC_GroupStop GroupStopping / GroupStandby SynchronizedMotion / StandStill 

3 MC_GroupReset GroupErrorStop / GroupStandby 軸の状態に関係しません． 

4 MC_GroupHome GroupHoming SynchronizedMotion 

表 2.23.3-3 軸グループの動作指令を実行した時における，軸の状態と，軸グループの状態 

 

 軸グループの作成 

表 2.23.4-1 は，軸グループの作成方法を示す表です． 

 

No. 内容 

1 EC_GetSlaveInfo 関数を実行し，軸グループに追加する軸(スレーブ)情報を取得します． 

軸グループに軸(スレーブ)を追加する場合，EC_SLAVE_INFO 構造体メンバ bSlaveNo，bAxisNo が必要となりま

す． 

なお，bAxisNo は，サーボドライバ 1 台に対し，モータ 1 個を接続可能な場合，値は 1 となります． 

2 軸グループの定義は MC_AXES_GROUP_REF 構造体を使用します． 

軸グループの初期の状態は，GroupDisabled となります． 

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ byGroupID に，グループ ID となる値を設定します． 

3 軸グループに軸を追加する場合，MC_AddAxisToGroup 関数を使用します． 

軸グループに追加する軸ごとに，MC_AddAxisToGroup 関数を実行します． 

4 (予約)軸のキネマティクスモデルを設定します．初期設定では，直交座標系です． 

設定する場合，MC_SetKinTransform を使用します． 

5 (予約)必要に応じて，座標系の変換を行います． 

変換する場合，MC_SetCartesianTransform 関数か，MC_SetCoordinateTransform 関数を使用します． 

6 軸グループを有効にします．有効にする場合，MC_GroupEnable 関数を使用します． 

表 2.23.4-1 軸グループの作成方法 

 

 軸グループのモーション関数のステータス 

章番号 2.8「モーション関数のステータス」と同様となります．章番号 2.8「モーション関数のステータス」をご参照願います． 
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 変数の有効範囲 

表 2.23.6-1(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 2.23.6-1(a)，(b)の有効範囲内で値を設定して下さい． 

設定値は，表 2.23.6-1(a)，(b)の有効範囲内であり，かつデータ型が表現可能な値となります． 

 

   構造体 

No. 項目 メンバ データ型 
MC_GROUP_HOME_IN， 

MC_PATH_DATA_REF 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN， 

MC_MOVE_LINEAR_REL_IN 

1 
絶対位置， 

相対位置 

fPosition[32]， 

fDistance[32] 
double 

-2147483647～2147483648[pulse] 

※ 有効範囲は，long 型となります． 

2 速度 fVelocity double 

1～2147483648[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) [pps2] 

4 減速度 fDeceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps2] 

5 ジャーク fJerk double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps3] 

表 2.23.6-1(a) 軸グループの状態：GroupMoving，GroupHoming で使用される関数の構造体 

 

   構造体 

No. 項目 メンバ データ型 MC_GROUP_STOP_IN 

1 減速度 fDeceleration double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps2] 

2 ジャーク fJerk double 0～2,251,799,813,685,250 (2 の 51 乗) [pps3] 

表 2.23.6-1(b) 軸の状態：GroupStopping で使用される関数の構造体 

表 2.23.6-1 軸グループの動作指令における移動量，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] 

 章番号 2.9「変数の有効範囲」における注意 1～注意 6 と同様のことが適用されます． 

 

 軸グループの変数の設定値 

 (a) 軸グループの初期設定値 

軸グループで使用する構造体および，構造体メンバの初期設定値は，章番号 3.1「構造体」の内容に記載しています．章番号 3.1

「構造体」の内容をご参照願います． 
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 (b) 軸グループの状態とモーションステータスの設定値 

軸グループは図 2.23.2-1 の状態遷移図で示した状態を持っています．また，軸グループが動作を行っている間，軸グループの状態と，

モーションステータスが変化します． 

軸グループの状態とモーションステータスは，MC_GroupReadStatus 関数を実行することで確認することができます． 

軸グループの状態は，MC_GroupReadStatus 関数の引数である MC_GROUP_READ_STATUS 構造体メンバ wPLCOpenS

tatus に読込まれます． 

軸グループのモーションステータスは，MC_GroupReadStatus 関数の引数である MC_GROUP_READ_STATUS 構造体メンバ

wMotionStatus に読込まれます． 

 

 軸グループのバッファモード 

表 2.23.8-1 は軸グループの動作モードです．本動作モードをバッファモードと表記します． 

 

No. 表記名 説明 

1 Aborting 現在動作中の命令を中断させ，軸グループ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 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，小さい方の最高速度となります． 

4 BlendingPrevious 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，前回の動作の最高速度となります． 

5 BrendingNext 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，次の動作の最高速度となります． 

6 BlendingHigh 
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， 

初速度は前回と次の動作速度の内，大きい方の最高速度となります． 

表 2.23.8-1 動作モード(バッファモード) 

 

 軸グループの動作指令のバッファモード対応 

表 2.23.8-1 の“Aborting”，” Buffered”，” BlendingLow”，” BlendingPrevious”，” BrendingNext”，” BlendingHigh”の機能を

有する関数の対応状況について，記載します． 

 

・“Aborting”について，表 2.23.9-1 に記載します． 

・” Buffered”について，表 2.23.9-2 に記載します． 

・” BlendingLow”，” BlendingPrevious”，” BrendingNext”，” BlendingHigh”について，表 2.23.9-3 に記載します． 
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表 2.23.9-1 は軸グループの動作指令の 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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MC_GroupHome() × ○ × × × 
× 

MC_GroupStop() × × × × × 
× 

MC_MoveLinearAbsolute() × ○ ○ ○ ○ 
× 

MC_MoveLinearRelative() × ○ ○ ○ ○ 
× 

MC_MoveLinearVelocity() × ○ ○ ○ × 
× 

MC_MovePath() × ○ × × × 
× 

表 2.23.9-1 Aborting の実行可否 
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表 2.23.9-2 は軸グループの動作指令の 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． 

 

 

 

Buffered を行う関数 
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MC_GroupHome() × × × × × × 

MC_GroupStop() × × × × × × 

MC_MoveLinearAbsolute() × × ○ ○ × × 

MC_MoveLinearRelative() × × ○ ○ × × 

MC_MoveLinearVelocity() × × × × × × 

MC_MovePath() × × × × × × 

表 2.23.9-2  Buffered の実行可否 
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表 2.23.9-3 は軸グループの動作指令の BlendingLow，BlendingPrevious，BrendingNext，BlendingHigh です． 

BlendingLow，BlendingPrevious，BrendingNext，BlendingHigh 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． 

 

 

 

BlendingLow，BlendingPrevious，

BrendingNext，BlendingHigh 

を行う関数 
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MC_GroupHome() × × × × × × 

MC_GroupStop() × × × × × × 

MC_MoveLinearAbsolute() × × ○ ○ × × 

MC_MoveLinearRelative() × × ○ ○ × × 

MC_MoveLinearVelocity() × × × × × × 

MC_MovePath() × × × × × × 

表 2.23.9-3 BlendingLow，BlendingPrevious，BrendingNext，BlendingHigh の実行可否 
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 軸グループの API 関数使用上の注意 

1. 動作指令のステータス(現在位置，現在速度等)の読込みは，ソフトウェアの遅延により，実際の動作よりも遅れる場合があります．

(PDO 周期 1ms で通信を行っている場合，数 ms 程度遅れる可能性があります．) 

 

 軸グループのデータ型 

章番号 2.18「データ型」と同様となります．章番号 2.18「データ型」をご参照願います． 

 

 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． 

 

 FL 速度スタート 

補間方向(軌道方向)への速度における FL 速度は，軸グループに追加された軸に設定された FL 速度の中で，最大の FL 速度とな

ります(設定されている FL 速度の中で，最大の FL 速度を使用して，動作を行います．)． 

また，軸グループでの動作中は，軸グループに追加された軸ごとの FL 速度の設定は無視されます．軸グループに追加された軸ごとの

FL 速度は，ソフトウェアが自動的に調整します．すなわち，ソフトウェアは，補間方向(軌道方向)への移動が可能な値に，軸ごとの

FL 速度を調整します．  
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2.24 関数実行結果を通知する関数(単軸動作の場合) 

本章では，単軸動作に関する内容です．また，表 2.24-1 の関数の仕様に関する内容となります． 

 

No. 関数 説明 
関連 

章番号 

1 MC_WaitNextInterrupt 関数 割り込み待機します． 3.3.31 

2 MC_ReadFunctionResult 関数 動作指令の出力変数読出し 3.3.30 

3 MC_CancelWaitInterrupt 関数 割り込み待機キャンセル 3.3.32 

表 2.24-1 関数実行結果を通知する関数 

 

なお，グループ動作におきましても，表 2.24-1 と同様の仕様となる関数があります．グループ動作に関しましては，章番号 2.25「関数

実行結果を通知する関数(グループ動作の場合)」をご参照願います． 

 

※ 本章では便宜上，”ステータス通知イベント”(他章では，割り込みイベント)と呼ばれるイベントを定義しています．”ステータス通知イ

ベント”とは，表 2.24-2 の関数を呼び出すことで関数の機能を実行し，実行が完了した時に通知されるイベントです． 

”ステータス通知イベント”の通知の取得には，MC_WaitNextInterrupt 関数を使用します．その後，MC_ReadFunctionResult

関数を実行し，実行結果を取得します．実行結果は，表 2.24-3 のステータスとなります．(”Busy”は予約とさせていただいておりま

す．”Busy”は発生しません) 

本書では，”ステータス通知イベント”を”割り込み”，”割り込みイベント”と記載させていただく場合があります． 

 

No. 関数 説明 
関連 

章番号 

1 MC_Reset 関数 指定した軸に関するエラーをリセットします． 3.3.15 

2 MC_Stop 関数 指定した軸を減速停止します． 3.3.25 

3 MC_MoveAbsolute 関数 指定した軸を指定した絶対位置へ移動します． 3.3.26 

4 MC_MoveRelative 関数 指定した軸を指定した相対位置へ移動します． 3.3.27 

5 MC_MoveAdditive 関数 (位置決め動作中の)指定した軸を指定した相対距離を付加して移

動します． 

3.3.28 

6 MC_MoveVelocity 関数 指定した軸を指定した速度で連続送りします． 3.3.29 

7 MC_Home 関数 指定した軸の原点復帰を行います． 3.3.24 

表 2.24-2 MC_WaitNextInterrupt 関数で取得するステータス通知イベントが発生する関数 

 

No. ステータス名 説明 

1 Done 関数の実行が完了しました． 

2 Busy(予約) 関数を実行中です． 

3 CommandAborted 実行中の関数が中断されました． 

4 Error 実行中の関数にエラーが発生しました． 

表 2.24-3 関数のステータス 

[ステータス通知イベント発生例] 

例 1： MC_Reset 関数を実行します．関数が正常に完了した時，ステータス通知イベントが発生します．関数が正常に完了した

場合，実行結果を示すステータスは”Done”となります． 

例 2： MC_Reset 関数を実行します．関数の処理が失敗した時，ステータス通知イベントが発生します．関数の処理が失敗した

場合，実行結果を示すステータスは”Error”となります． 

例 3： MC_MoveRelative 関数を実行中に，MC_Stop 関数を実行します．まず，MC_MoveRelative 関数の実行が中断され

たことにより，ステータス通知イベントが発生します．実行結果を示すステータスは”CommandAborted”となります．次に，MC_

Stop 関数が正常に完了した時，ステータス通知イベントが発生します．実行結果を示すステータスは，”Done”となります． 
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ステータス通知イベントの通知は，MC_WaitNextInterrupt 関数を使用して取得します．MC_WaitNextInterrupt 関数を使用して

ステータス通知イベントの通知を取得した後，MC_ReadFunctionResult 関数を実行します． 

MC_ReadFunctionResult 関数の引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，実行結果を示すステータスが格

納されます． 

 

MC_WaitNextInterrupt 関数，MC_ReadFunctionResult 関数の使用方法は，主に表 2.24-4 の 2 つの方法があります．表

2.24-4 の No.1 は，サンプルプログラムで使用している方法です．詳細はサンプルプログラムおよびサンプルプログラムマニュアルをご参照

願います． 

 

No． 方法 

1 スレッドを作成し，スレッドの中で使用する方法 

2 表 2.24-2(MC_Reset 関数等)を実行し，実行後の処理の中で使用する方法 

表 2.24-4 MC_WaitNextInterrupt 関数，MC_ReadFunctionResult 関数の使用方法 

 

※A. 推奨とする方法は，表 2.24-4 の No.1 となります． 

表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行完了結果を示すステータスを，1 つのスレッドで取得，管理することができます．

表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行完了結果を示すステータスを他のスレッドに知らせる場合，ステータスを取得した

ことを伝えるセマフォ，ミューテックス，イベント等，使用してください． 

※B. 表 2.24-4 の No.2 におきましては，メインの処理の中で MC_WaitNextInterrupt 関数を実行するため，ステータス通知イベン

トを待機している間，処理を抱え込むことになります． 

また，表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数を複数の場所で実行した場合，実行した場所それぞれに，MC_WaitNextInter

rupt 関数を配置する必要があります(なお，MC_WaitNextInterrupt 関数を配置した行以降に，MC_ReadFunctionResult

関数を配置してください)． 

また，待機しているステータス通知イベントとは異なるステータス通知イベントの通知を受け取る可能性があります．各 MC_Wait

NextInterrupt 関数の配置場所におきまして，想定したステータス通知イベントの通知を取得しているか，確認していただくこと

になります． 

 

MC_WaitNextInterrupt 関数の動作は，表 2.24-5 の 2 つの動作があります．  

 

No． 動作 

1 ステータス通知イベントが発生するまで，待機します．処理は関数内で抱え込みます． 

2 ステータス通知イベントが発生の有無に関わらず，実行完了します．即座に処理を抜けます． 

表 2.24-5 MC_WaitNextInterrupt 関数の動作 

 

表 2.24-5 の動作の設定は，MC_SetAxisSetting 関数の第 3 引数 MC_AXIS_SETTING 構造対メンバ MC_AXIS_MOVE

構造体に含まれる変数 bDisableWaitMotionInt から設定します． 

 

[bDisableWaitMotionInt が FALSE の場合] 

デフォルトの設定となります(表 2.24-4 No.1 の動作)．ステータス通知イベントが発生するまで，待機します．(処理は関数内で抱え

込みます)． 

 

[bDisableWaitMotionInt が TRUE の場合] 

ステータス通知イベントが発生の有無に関わらず，実行完了します．即座に処理を抜けます(表 2.24-4 No.2 の動作)．  

 

まず，表 2.24-5 の No.1 の設定における動作について記載します． 
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 スレッドを作成し，スレッドの中で使用する方法 

[対象の方法]  

表 2.24-4 の No.1 の方法(スレッドを作成し，スレッドの中で使用する方法) 

[MC_WaitNextInterrupt 関数の動作]  

表 2.24-5 の No.1 の動作(“ステータス通知イベント”が発生するまで，待機します．処理を関数内で抱え込みます．) 

 

ご使用の流れは下記となります．A1，A2 はプログラム実行前のプログラムの設計に関係する内容です．B1～B5 は，プログラム実行を

開始した後の動作に関係する内容です． 

MC_WaitNextInterrupt 関数の第 3 引数は，表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行が完了した時に発生するイベント(”ス

テータス通知イベント”)が発生するまでの待機時間です．ここでは，”INFINITE(無限大に等しい値)”とします． 

 

[プログラム実行前の設計に関係する内容] 

A1 表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数を実行するスレッドとは異なるスレッドを作成します． 

A2 作成したスレッドの中で，MC_WaitNextInterrupt 関数，MC_ReadFunctionResult 関数の順番で実行されるように，関数

を配置します．なお，スレッドの構造は，ポーリングにより関数を実行することが可能な構造とします． 

 

[プログラム実行後の動作に関係する内容] 

B1 プログラムを開始し，作成したスレッドを開始します．MC_WaitNextInterrupt 関数が実行されます．MC_WaitNextInterrupt

関数は，表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行が完了した時に発生するイベントが発生するまで，待機します(処理を

抱え込みます)． 

B2 表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行が完了した時，ステータス通知イベントが発生します．MC_WaitNextInterrup

t 関数はステータス通知イベントを取得し，待機中の状態を解除します(関数から処理が戻ります)． 

B3 MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の引数である構造体メンバの内，ステータ

スを格納する変数に，実行完了結果を示すステータスが格納されます． 

B4 スレッドのポーリング動作により，次のポーリング周期で MC_WaitNextInterrupt 関数が再度実行されます．MC_WaitNextIn

terrupt 関数は，表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行が完了した時に発生するイベントが発生するまで，待機します

(処理を抱え込みます)． 

B5 B2～B4 の繰り返しとなります． 

 

 MC_Reset 関数等を実行し，実行後の処理の中で使用する方法 

[対象の方法] 

表 2.24-4 の No.2 の方法(表 2.24-2(MC_Reset 関数等)を実行し，実行後の処理の中で使用する方法) 

[MC_WaitNextInterrupt 関数の動作の動作] 

表 2.24-5 の No.1 の動作(“ステータス通知イベント”が発生するまで，待機します．処理を関数内で抱え込みます．) 

 

ご使用の流れは下記となります．A1 はプログラム実行前のプログラムの設計に関係する内容です．B1～B5 は，プログラム実行を開

始した後の動作に関係する内容です． 

MC_WaitNextInterrupt 関数の第 3 引数は，”ステータス通知イベント”が発生するまでの待機時間です．ここでは，”INFINITE(無

限大に等しい値)”とします． 

 

[プログラム実行前の設計に関係する内容] 

A1 表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数を実行する処理以降に，MC_WaitNextInterrupt 関数，

MC_ReadFunctionResult 関数を配置します．関数は，MC_WaitNextInterrupt 関数，MC_ReadFunctionResult 関数

の順番で実行されるようにします．  
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[プログラム実行後の動作に関係する内容] 

B1 プログラムを開始します． 

B2 表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数を実行します．正常に実行された場合，表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の機

能の実行中となります． 

B3 表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の処理が戻ってきた後，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します．MC_WaitNex

tInterrupt 関数が実行されます．MC_WaitNextInterrupt 関数は，表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行が完了し

た時に発生するイベントが発生するまで，待機します(処理を抱え込みます)．  

B4 表 2.24-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行が完了した時，ステータス通知イベントが発生します．MC_WaitNextInterrup

t 関数はステータス通知イベントを取得し，待機中の状態を解除します(関数から処理が戻ります)． 

B5 MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の引数である構造体メンバの内，ステータ

スを格納する変数に，実行完了結果を示すステータスが格納されます． 

 

 待機中の MC_WaitNextInterrupt 関数の待機キャンセル 

[対象の方法]  

表 2.24-4 の No.1，No.2 の方法 

[MC_WaitNextInterrupt 関数の動作]  

表 2.24-5 の No.1 の動作(“ステータス通知イベント”が発生するまで，待機します．処理を関数内で抱え込みます．) 

 

MC_WaitNextInterrupt 関数を実行し，”ステータス通知イベント”が発生するまで待機している状態の時に，

MC_CancelWaitInterrupt 関数を実行した場合，待機中の状態がキャンセルされます．MC_WaitNextInterrupt 関数は“ステータ

ス通知イベント“を取得する前に，待機中の状態を解除します(関数から処理が戻ります)． 

 

 MC_WaitNextInterrupt 関数における待機を行わない設定の動作 

[対象の方法]  

表 2.24-4 の No.1，No.2 の方法 

[MC_WaitNextInterrupt 関数の動作]  

表 2.24-5 の No.2 の動作(“ステータス通知イベント”が発生の有無に関わらず，実行完了します．即座に処理を抜けます．) 

 

下記設定の場合，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行した場合において，“ステータス通知イベント“の発生を待機しません． 

 

[設定] 

MC_SetAxisSetting 関数の第 3 引数 MC_AXIS_SETTING 構造対メンバ MC_AXIS_MOVE 構造体に含まれる変数

bDisableWaitMotionInt を True にします． 

 

MC_WaitNextInterrupt 関数を実行した場合，関数から即座に処理が戻ります．ただし，“ステータス通知イベント“が発生した場

合，MC_ReadFunctionResult 関数の引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバへのステータスの格納は行

われます． 

スレッドのポーリング動作により，MC_WaitNextInterrupt 関数と MC_ReadFunctionResult 関数を繰り返し実行した場合，

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバは，“ステータス通知イベント“が発生した時のみ，値が変化します．“ステータス

通知イベント“が発生していない時に，MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバを実行した場合，値は変化しませんので

注意してください(以前の値が格納されています)． 
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2.25 関数実行結果を通知する関数(グループ動作の場合) 

本章では，単軸動作(ソフトウェア型式 HLS-ECAT02XX/Win)に関する内容です．また，下記表 2.25-1 の関数の仕様に関する内

容となります． 

 

No. 関数 説明 
関連 

章番号 

1 MC_GroupWaitNextInterrupt 関数 軸グループの割り込み待機します． 3.4.27 

2 MC_GroupReadFunctionResult 関数 軸グループの動作指令の出力変数読出し 3.4.26 

3 MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数 軸グループの割り込み待機キャンセル 3.4.28 

表 2.25-1 関数実行結果を通知する関数 

 

※ 本章では便宜上，”ステータス通知イベント”と呼ばれるイベントを定義しています．”ステータス通知イベント”とは，表 2.25-2 の関

数を呼び出すことで関数の機能を実行し，実行が完了した時に通知されるイベントです．”ステータス通知イベント”の取得には，M

C_GroupWaitNextInterrupt 関数を使用します．その後，MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行し，実行結果を取

得します．実行結果は，表 2.25-3 のステータスとなります．(”Busy”は予約とさせていただいております．”Busy”は発生しません) 

 

No. 関数 説明 
関連 

章番号 

1 MC_GroupReset 関数 軸グループのエラーをリセットします． 3.4.22 

2 MC_MoveLinearAbsolute 関数 絶対移動量における線形補間動作を行います． 3.4.35 

3 MC_MoveLinearRelative 関数 相対移動量における線形補間動作を行います． 3.4.36 

4 MC_MoveLinearVelocity 関数 軸グループに追加された軸の連続動作を行います． 3.4.37 

5 MC_GroupHome 関数 軸グループの原点復帰を行います． 3.4.30 

6 MC_GroupStop 関数 軸グループを停止します． 3.4.31 

7 MC_MovePath 関数 Path データを使用して，動作の連続実行を行います． 3.4.42 

表 2.25-2 MC_GroupNextInterrupt 関数で取得するステータス通知イベントが発生する関数 

 

No. ステータス名 説明 

1 Done 関数の実行が完了しました． 

2 Busy(予約) 関数を実行中です． 

3 CommandAborted 実行中の関数が中断されました． 

4 Error 実行中の関数にエラーが発生しました． 

表 2.25-3 関数のステータス 

[ステータス通知イベント発生例] 

例 1： MC_GroupReset 関数を実行します．関数が正常に完了した時，ステータス通知イベントが発生します．関数が正常に完

了した場合，実行結果を示すステータスは”Done”となります． 

例 2： MC_GroupReset 関数を実行します．関数の処理が失敗した時，ステータス通知イベントが発生します．関数の処理が失

敗した場合，実行結果を示すステータスは”Error”となります． 

例 3： MC_MoveLinearRelative 関数を実行中に，MC_GroupStop 関数を実行します．まず，MC_MoveLinearRelative 関

数の実行が中断されたことにより，ステータス通知イベントが発生します．実行結果を示すステータスは” CommandAborted”

となります．次に，MC_GroupStop 関数が正常に完了した時，ステータス通知イベントが発生します．実行結果を示すステー

タスは，”Done”となります． 
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ステータス通知イベントの通知は，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を使用して取得します．MC_GroupWaitNextInterrupt 関

数を使用してステータス通知イベントの通知を取得した後，MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します． 

MC_GroupReadFunctionResult 関数の引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，実行結果を

示すステータスが格納されます． 

 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数，MC_GroupReadFunctionResult 関数の使用方法は，主に表 2.25-4 の 2 つの方法があ

ります．表 2.25-4 の No.1 は，サンプルプログラムで使用している方法です．詳細はサンプルプログラムおよびサンプルプログラムマニュア

ルをご参照願います． 

 

No． 方法 

1 スレッドを作成し，スレッドの中で使用する方法 

2 表 2.24-2(MC_GroupReset 関数等)を実行し，実行後の処理の中で使用する方法 

表 2.25-4 MC_GroupWaitNextInterrupt 関数，MC_GroupReadFunctionResult 関数の使用方法 

 

※A. 推奨とする方法は，表 2.25-4 の No.1 となります． 

表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行完了結果を示すステータスを，1 つのスレッドで取得，管理することができ

ます．表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行完了結果を示すステータスを他のスレッドに知らせる場合，ステータ

スを取得したことを伝えるセマフォ，ミューテックス，イベント等，使用してください． 

※B. 表 2.25-4 の No.2 におきましては，メインの処理の中で MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行するため，ステータス通

知イベントを待機している間，処理を抱え込むことになります． 

また，表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数を複数の場所で実行した場合，実行した場所それぞれに，MC_Group

WaitNextInterrupt 関数を配置する必要があります(なお，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を配置した行以降に，MC_

GroupReadFunctionResult 関数を配置してください)． 

また，待機しているステータス通知イベントとは異なるステータス通知イベントの通知を受け取る可能性があります．各 MC_Gro

upWaitNextInterrupt 関数の配置場所におきまして，想定したステータス通知イベントの通知を取得しているか，確認していた

だくことになります． 

 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の動作は，表 2.25-5 の 2 つの動作があります．デフォルトの設定は No.1 となります． 

 

No． 動作 

1 ステータス通知イベントが発生するまで，待機します．処理を関数内で抱え込みます． 

2 ステータス通知イベントが発生の有無に関わらず，実行完了します．即座に処理を抜けます． 

表 2.25-5 MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の動作 

 

表 2.25-5 の設定方法は，MC_GroupSetAxisSetting 関数の第 3 引数 MC_GROUP_AXIS_SETTING 構造対メンバ

MC_GROUP_AXIS_MOVE 構造体に含まれる変数 bDisableWaitMotionInt を設定します．  

 

[bDisableWaitMotionInt が FALSE の場合] 

デフォルトの設定となります(表 2.25-5 No.1 の動作．)．ステータス通知イベントが発生するまで，待機します．(処理は関数内で抱え

込みます)． 

 

[bDisableWaitMotionInt が TRUE の場合] 

ステータス通知イベントが発生の有無に関わらず，実行完了します．即座に処理を抜けます．(表 2.25-5 No.2 の動作．)．  
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 スレッドを作成し，スレッドの中で使用する方法 

[対象の方法]  

表 2.25-4 の No.1 の方法(スレッドを作成し，スレッドの中で使用する方法) 

[MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の動作]  

表 2.25-5 の No.1 の動作(“ステータス通知イベント”が発生するまで，待機します．処理を関数内で抱え込みます．) 

 

ご使用の流れは下記となります．A1，A2 はプログラム実行前のプログラムの設計に関係する内容です．B1～B5 は，プログラム実行を

開始した後の動作に関係する内容です． 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の第 3 引数は，表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行が完了した時に発生す

るイベント(”ステータス通知イベント”)が発生するまでの待機時間です．ここでは，”INFINITE(無限大に等しい値)”とします． 

 

[プログラム実行前の設計に関係する内容] 

A1 表 2.25-2(MC_Reset 関数等)の関数を実行するスレッドとは異なるスレッドを作成します． 

A2 作成したスレッドの中で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数，MC_GroupReadFunctionResult 関数の順番で実行され

るように，関数を配置します．なお，スレッドの構造は，ポーリングにより関数を実行することが可能な構造とします． 

 

[プログラム実行後の動作に関係する内容] 

B1 プログラムを開始し，作成したスレッドを開始します．MC_GroupWaitNextInterrupt 関数が実行されます．MC_GroupWait

NextInterrupt 関数は，表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行が完了した時に発生するイベントが発生するま

で，待機します(処理を抱え込みます)． 

B2 表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行が完了した時，ステータス通知イベントが発生します．MC_GroupWait

NextInterrupt 関数はステータス通知イベントを取得し，待機中の状態を解除します(関数から処理が戻ります)． 

B3 MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の引数である構造体メンバ

の内，ステータスを格納する変数に，実行完了結果を示すステータスが格納されます． 

B4 スレッドのポーリング動作により，次のポーリング周期で MC_GroupWaitNextInterrupt 関数が再度実行されます．MC_Gro

upWaitNextInterrupt 関数は，表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行が完了した時に発生するイベントが発

生するまで，待機します(処理を抱え込みます)． 

B5 B2～B4 の繰り返しとなります． 

 

 MC_Reset 関数等を実行し，実行後の処理の中で使用する方法 

[対象の方法] 

表 2.25-4 の No.2 の方法(表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)を実行し，実行後の処理の中で使用する方法) 

[MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の動作の動作] 

表 2.25-5 の No.1 の動作(“ステータス通知イベント”が発生するまで，待機します．処理を関数内で抱え込みます．) 

 

ご使用の流れは下記となります．A1 はプログラム実行前のプログラムの設計に関係する内容です．B1～B5 は，プログラム実行を開

始した後の動作に関係する内容です． 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の第 3 引数は，表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行が完了した時に発生す

るイベント(”ステータス通知イベント”)が発生するまでの待機時間です．ここでは，”INFINITE(無限大に等しい値)”とします． 

 

[プログラム実行前の設計に関係する内容] 

A1 表 2.25-2(MC_Reset 関数等)の関数を実行する処理以降に，MC_WaitNextInterrupt 関数，

MC_ReadFunctionResult 関数を配置します．関数は，MC_WaitNextInterrupt 関数，MC_ReadFunctionResult 関

数の順番で実行されるようにします．  
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[プログラム実行後の動作に関係する内容] 

B1 プログラムを開始します． 

B2 表 2.25-2(MC_Reset 関数等)の関数を実行します．正常に実行された場合，表 2.25-2(MC_Reset 関数等)の関数の機

能の実行中となります． 

B3 表 2.25-2(MC_Reset 関数等)の関数の処理が戻ってきた後，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します．MC_WaitNex

tInterrupt 関数が実行されます．MC_WaitNextInterrupt 関数は，表 2.25-2(MC_Reset 関数等)の関数の実行が完了し

た時に発生するイベントが発生するまで，待機します(処理を抱え込みます)．  

B4 表 2.25-2(MC_GroupReset 関数等)の関数の実行が完了した時，ステータス通知イベントが発生します．MC_GroupWait

NextInterrupt 関数はステータス通知イベントを取得し，待機中の状態を解除します(関数から処理が戻ります)． 

B5 MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の引数である構造体メンバの内，ステータ

スを格納する変数に，実行完了結果を示すステータスが格納されます． 

 

 待機中の MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の待機キャンセル 

[対象の方法]  

表 2.25-4 の No.1，No.2 の方法 

[MC_GropWaitNextInterrupt 関数の動作]  

表 2.25-5 の No.1 の動作(“ステータス通知イベント”が発生するまで，待機します．処理を関数内で抱え込みます．) 

 

MC_GropWaitNextInterrupt 関数を実行し，“ステータス通知イベント“が発生するまで待機している状態の時に，

MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実行した場合，待機中の状態がキャンセルされます．MC_GroupWaitNextInterrupt 関

数は“ステータス通知イベント“を取得する前に，待機中の状態を解除します(関数から処理が戻ります)． 

 

 MC_GroupWaitNextInterrupt 関数における待機を行わない設定の動作 

[対象の方法]  

表 2.25-4 の No.1，No.2 の方法 

[MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の動作]  

表 2.25-5 の No.2 の動作(“ステータス通知イベント”が発生の有無に関わらず，実行完了します．即座に処理を抜けます．) 

 

下記設定の場合，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行した場合において，“ステータス通知イベント“の発生を待機しません． 

 

[設定内容] 

MC_SetGroupSetting 関数の第 3 引数 MC_GROUP_SETTING 構造対メンバ MC_GROUP_MOVE 構造体に含まれる

変数 bDisableWaitMotionInt を True にする． 

 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行した場合，関数から即座に処理が戻ります．ただし，“ステータス通知イベント“が発生し

た場合，MC_GroupReadFunctionResult 関数の引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバへ

のステータスの格納は行われます． 

スレッドのポーリング動作により，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数と MC_GroupReadFunctionResult 関数を繰り返し実行し

た場合，MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバは，“ステータス通知イベント“が発生した時のみ，値が変化

します．“ステータス通知イベント“が発生していない時に，MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行した場合，値は変化しませ

んので注意してください(以前の値が格納されています)． 
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2.26 動作の連続実行 

MC_MovePath 関数を使用することで，下記の関数機能の組み合わせによる，連続した動作を行うことが可能です． 

・ 相対位置決め動作(MC_MoveLinearRelative 関数に相当する動作) 

・ 絶対位置決め動作(MC_MoveLinearAbsolute 関数に相当する動作) 

・ 原点復帰による位置決め動作(MC_GroupHome 関数に相当する動作) 

 

図 2.26-1 は，動作を連続して実行した場合における動作軌跡の例です． 

 

 
 

No. 記号 説明 

1 S1 1 番目の Path データの設定における開始位置 

2 E1 1 番目の Path データの設定における目標位置 

3 S2 2 番目の Path データの設定における開始位置 

4 E2 2 番目の Path データの設定における目標位置 

5 S3 3 番目の Path データの設定における開始位置 

6 E3 3 番目の Path データの設定における目標位置 

7 S4 4 番目の Path データの設定における開始位置 

8 E4 4 番目の Path データの設定における目標位置 
 

図 2.26-1 動作軌跡の例 
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[設定] 

⚫ バッファモード(動作モード)”Blending Previous” 

⚫ 1～4 番目の Path データの速度”V1” 

[設定] 

⚫ バッファモード(動作モード)”Blending Next” 

⚫ 1，3，4 番目の Path データの速度”V1” 

⚫ 2 番目の Path データの速度”V2” 

 

図 2.26-2(a) 目標速度が”V1”のみの場合の速度プロファイル 図 2.26-2(b) 目標速度に”V1”，”V2”が存在する場合の

速度プロファイル 

 

 

[設定] 

⚫ バッファモード(動作モード)”Blending Previous” 

⚫ 1～4 番目の Path データの速度”V1” 

⚫ 1～4 番目の Path データの加減速は，急加減速 

[設定] 

⚫ バッファモード(動作モード)”Blending Next” 

⚫ 1，3，4 番目の Path データの速度”V1” 

⚫ 2 番目の Path データの速度”V2” 

⚫ 1～4 番目の Path データの加減速は，急加減速 

 

図 2.26-2(c) 目標速度が”V1”のみの場合の速度プロファイル 

(加減速は，急加減速) 

図 2.26-2(d) 目標速度に”V1”，”V2”が存在する場合の

速度プロファイル (加減速は，急加減速) 

図 2.26-2  図 2.26-1 の各軌跡における速度プロファイル例 
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Path データ(区間データ)の設定は，下記の方法があります． 

 

(1) MC_MovePath 関数の第 3 引数である MC_PATH_DATA_REF 構造体に，Path データを設定する方法 

(2) MC_MovePath 関数の第 4 引数である MC_MOVE_PATH_IN 構造体メンバ pName に，Path データを格納するファイル(txt

形式または，csv 形式)パスを設定する方法 

 

※a. 本章の以降の記載におきまして，MC_PATH_DATA_REF 構造体および MC_MOVE_PATH_IN 構造体は， 

それぞれ MC_MovePath 関数の第 3 引数，第 4 引数である構造体とします．また，hMaster および AxesGroup は，それぞ

れ MC_MovePath 関数の第 1 引数(EtherCAT マスタハンドル)，第 4 引数(MC_AXES_GROUP_REF 構造体)とします． 

 

※b. バージョン”ver1.100”以降におきまして，MC_MOVE_PATH_IN 構造体の下記メンバの設定が可能です．その他は予約とさ

せていただきます． 

 

byInpMode： Path データの作成のために使用する設定値を読み込むモードを設定します． 
dwSize： データ数を設定します 
pName： データの作成のために使用する設定値を読み込むファイルのパスを設定します． 

 

※c. バージョン”ver1.100”以降におきまして，MC_PATH_DATA_REF 構造体の下記メンバの設定が可能です．その他は予約とさ

せていただきます． 

 

fPosition[32]： 目標位置を設定します． 
fVelocity： 速度を設定します． 

fAcceleration： 加速度を設定します． 

fDeceleration： 減速度を設定します． 

fJerk： ジャークを設定します． 

wBufferMode: 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

※ 設定可能な値は，実行する関数により異なります． 

[値 1～5 に対応する関数] 

MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数 

[値 1 に対応する関数] 

MC_GroupHome 関数 
byMode： パスの動作を設定します．設定可能な動作は下記となります． 

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) 

 

(1) MC_PATH_DATA_REF 構造体に Path データを設定する方法 

ここでは，Path データのデータ数が 100 の場合を例として，設定方法を記載します． 

 

① Path データの設定に MC_PATH_DATA_REF 構造体を使用することの宣言 

MC_MOVE_PATH_IN 構造体メンバ byInpMode に，0 を設定します． 

② Path データ数の設定 

MC_MOVE_PATH_IN 構造体メンバ dwSize に 100 を設定します． 

③ MC_PATH_DATA_REF 構造体の設定 

Path データの数となるように MC_PATH_DATA_REF 構造体を作成します．それぞれの MC_PATH_DATA_REF 構造体メ

ンバに対して，目標位置，速度，加速度，減速度，ジャーク，バッファモード(動作モード)，動作方法(相対・絶対位置決め動作

等)の設定を行います． 
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(2) Path データを格納するファイルパスを設定する方法 

ここでは，Path データのデータ数が 100 の場合を例として，設定方法を記載します．また，6 軸を使用する動作とします． 

 

① Path データの設定に Path データを格納するファイルを使用することの宣言 

MC_MOVE_PATH_IN 構造体メンバ byInpMode に 1 を設定します． 

② Path データ数の設定 

MC_MOVE_PATH_IN 構造体メンバ dwSize に 100 を設定します． 

③ MC_PATH_DATA_REF 構造体の設定 

MC_MOVE_PATH_IN 構造体メンバ pName に，ファイル名を含むファイルパスを設定します． 

(設定例．”C:¥Users”の”data.csv”の場合，pName に”C:¥Users¥data.csv”を設定します．) 

 

ファイル記載の規則は，下記となります． 

a) データの区切りは，コンマでの区切りとします． 

b) 行における設定項目の並び順は，下記となります． 

1．目標位置， 

2．速度， 

3．加速度， 

4．減速度， 

5．ジャーク， 

6．バッファモード(動作モード)， 

7．動作方法(相対・絶対位置決め動作等) 

c) 各行の目標位置は，グループに追加した軸の数の目標位置を設定します．  

(目標位置の設定例： 

グループに追加した軸の数が 6 軸であり，各軸の目標位置が 10000 の場合，下記の設定となります． 

“10000,10000,10000,10000,10000,10000,”) 

グループに追加した軸の 1 番目，2 番目，．．．，32 番目と，目標位置のデータ列の 1 列目，2 列目，．．．，32 列目がそれぞれ

対応します． 

(目標位置と軸の対応例： 

目標位置のデータが“10000,10000,10000,10000,10000,10000,”の場合，1 列目，２列目，．．．，6 列目は，それぞれグルー

プに追加した軸の 1 番目，2 番目，．．．，6 番目に対応します．) 

d) 設定可能な最大行数は，10000 行です． 
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図 2.26-1，図 2.26-2 はそれぞれ csv 形式，txt 形式におけるデータの設定例です． 

 

 
 

[条件等] 

・4 軸を使用します．MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバは下記のように設定されているとします． 

  

byGroupID： 1 

bySyncAxis： 4 

stAxis[32]： 

 

stAxis[0].bSlaveNo =1，stAxis[0].wAxisNo=1 (A 列) 

stAxis[1].bSlaveNo =2，stAxis[1].wAxisNo=1 (B 列) 

stAxis[2].bSlaveNo =3，stAxis[2].wAxisNo=1 (C 列) 

stAxis[3].bSlaveNo =4，stAxis[3].wAxisNo=1 (D 列) 

 

・データ数は 25 とします． 

・データ形式は，csv ファイルとします． 

・バッファモード(動作モード)は，下記の設定が可能です． 

 1：Buffered，2: BlendingLow，3: BlendingPrevious，4: BrendingNext，5: BlendingHigh 

(“2:原点復帰による位置決め動作”におきましては，”1：Buffered”のみ対応しております．) 

・動作方法は下記の設定が可能です． 

 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 

図 2.26-1 データの設定例(csv 形式) 

 

  

1 行目 

～ 

25 行目 

目標位置 速度 加速度 減速度 ジャーク バッファモード 動作方法 
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[条件等] 

・4 軸を使用します．MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバは下記のように設定されているとします． 

  

byGroupID： 1 

bySyncAxis： 4 

stAxis[32]： 

 

stAxis[0].bSlaveNo =1，stAxis[0].wAxisNo=1 (A 列) 

stAxis[1].bSlaveNo =2，stAxis[1].wAxisNo=1 (B 列) 

stAxis[2].bSlaveNo =3，stAxis[2].wAxisNo=1 (C 列) 

stAxis[3].bSlaveNo =4，stAxis[3].wAxisNo=1 (D 列) 

 

・データ数は 25 とします． 

・データ形式は，txt ファイルとします． 

・バッファモード(動作モード)は下記の設定が可能です． 

 1：Buffered，2: BlendingLow，3: BlendingPrevious，4: BrendingNext，5: BlendingHigh 

(“2:原点復帰による位置決め動作”におきましては，”1：Buffered”のみ対応しております．) 

・動作方法は下記の設定が可能です． 

 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 

図 2.26-1 データの設定例(txt 形式) 

 

[動作の連続実行における注意] 

データ数に応じて使用するメモリ量(INtime)が変化します．INtime のメモリ量が不足している場合，エラー”0x000820(RET_MK_M

EM_ERR)”となります．エラー”0x000820(RET_MK_MEM_ERR)”が発生した場合，INtime に割り当てるメモリ量を大きくし，現象

が解消されるか，確認を行います． 

 

  

1 行目 

～ 

25 行目 

目標位置 速度 加速度 減速度 ジャーク バッファモード 動作方法 
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2.27 PDO データへのアクセスにおけるオフセット値の設定 

2.27(a) API 関数 

 

表 2.27-1 は，PDO マッピングした PDO データへ読み込み，書き込みを行うための API 関数です． 

 

No. API 関数 機能 備考 

1 IO_outp() PDO データ 8 ビット書込み 

3 番目の引数に

PDO データへアクセ

スするためのオフセッ

ト値を設定します． 

2 IO_outpw() PDO データ 16 ビット書込み 

3 IO_outpdw() PDO データ 32 ビット書込み 

4 IO_inp() PDO データ 8 ビット読込み 

5 IO_inpw() PDO データ 16 ビット読込み 

6 IO_inpdw() PDO データ 32 ビット読込み 

7 IO_Groupoutp() 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットを読込みます． 

8 IO_Groupoutpw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットを読込みます． 

9 IO_Groupoutpdw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットを読込みます． 

10 IO_Groupinp() 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットを書込みます． 

11 IO_Groupinpw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットを書込みます． 

12 IO_Groupinpdw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットを書込みます． 

表 2.27-1 PDO マッピングした PDO データへ読込み，書き込みを行うための API 関数 

 

表 2.27-1 の API 関数を使用した場合，PDO マッピングした PDO データへアクセスするための方法について記載します． 

PDO データへアクセスする場合，表 2.27-1 の API 関数に，PDO データのプロセスイメージ(Process Image)のオフセット値を設定し

ます． 

本章では，主に表 2.27-1 の No.1～No.6 の API 関数を例として記載します． 

表 2.27-1 の No.7～No.12 の API 関数は，軸グループに追加された軸に対しての API 関数であり，使用方法は，表 2.27-1 の

No.1～No.6 の API 関数と同様の方法で可能です． 

 

例 1： 

(2 ページ先の)図 2.27-1 の Slave2 の Process Image(Output variables)の場合，Slave2 のオフセット値 0 は，図 2.27-1

の”PI offset”項目の 0x100 に相当します．Slave2 に対してオフセット値 0 を設定し，IO_outpdw()を実行した場合， 

”Slave2.Out.Data1”にデータを書込みます． 

 

例 2： 

(3 ページ先の)図 2.27-2 の Slave2 の Process Image(Input variables)の場合，Slave2 のオフセット値 0 は，図 2.27-2 の”

PI offset”項目の 0x100 に相当します．Slave2 に対してオフセット値 0 を設定し，IO_inpdw()を実行した場合，”Slave2.In.Da

ta1”からデータを読込みます． 
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2.27(b) PDO データへのアクセス例 

本章では，PDO データへのアクセス例を記載します．説明のため，仮想の機器，PDO マッピングするオブジェクトを使用しています．実

際の機器，PDO マッピングするオブジェクトの仕様に関しまして，ご使用の機器の仕様書をご参照願います． 

(1) 機器構成 

表 2.27-2 の接続構成について，記載します． 

No. Slave 番号 品名 シリーズ・型番 
Product 

code 
Process Image 

有無 

1 Slave1 コントローラ CON1 0x1 Input，Output 

2 Slave2 コントローラ CON2 0x2 Input，Output 

3 

Slave3 

1. カプラユニット カプラ CPRxxx 0x3 Input のみ 

4 2. Module1 アナログ入力 Adxxxx - Input のみ 

5 3. Module2 アナログ出力 Daxxxx - Output のみ 

6 4. Module3 エンコーダ入力 Ecxxxx - Input，Output 

7 5. Module4 デジタル入力 Idxxxx - Input のみ 

8 6. Module5 デジタル出力 Odxxxx - Output のみ 

表 2.27-2 接続構成 
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(2) Process Image(Output variables) 

図 2.27-1，2.27-2 は，表 2.27-2 の接続構成における Process Image です．Process Image は，RSI-ECAT-Studio

の”Process Image”タブを選択することで確認することが可能です． 

”Name”項目の表記は”Slave~”から始まっています．”Slave1～”の表記から始まる項目は，Slave1 の Process Image で

す．”Slave2”，”Slave3”から始まる項目は，それぞれ Slave2，Slave3 の Process Image です． 

RSI-ECAT-Studio に関しましては，弊社インストールマニュアル” ecat_g_x.xxx.docx”をご参照願います． 

 

 
図 2.27-1 Process Image(Output variables) 

 

  

Slave1 の 
オフセット値 0 

Slave2 の 
オフセット値 0 

Slave3 の 
オフセット値 0 

Slave1 

Slave2 

Slave3 

Output variables 

※ Slave3 の PDO データと品名(カプラユニット，各 Module)の関係： 

  [No.23，24]；Module2，[No.25，26]；Module3，[No.27～30]；Module5 
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図 2.27-2 Process Image(Input variables) 

 

  

Slave2 の 

オフセット値 0 

Slave3 の 

オフセット値 0 

Slave1 の 

オフセット値 0 

Slave1 

Slave2 

Slave3 

Input variables 

※ Slave3 の PDO データと品名(カプラユニット，各 Module)の関係： 
  [No.21～23]；カプラユニット，[No.24，25]；Module1，[No.26～33]；Module3，[No.34～37]；Module4 
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(3) Slave1 のオフセット値 

表 2.27-3 は，PDO データ(Outputs)と，Process Image(Output variables)との関係です． 

 

No. 

Process Image(Output variables) PDO データ(Outputs) 

Name Type 
Bit 

size 
PI 

offset 
Index: 

Subindex 
Bit 

size 
Bit 

offset 
Name Type 

1 Slave1.Out.DATA1 DINT 32 0x0 0xX003:1 32 0 OUT_DATA1 DINT 

2 Slave1.Out.DATA2 UDINT 32 0x20 0xX003:2 32 32 OUT_DATA2 UDINT 

3 Slave1.Out.DATA3 UDINT 32 0x40 0xX003:3 32 64 OUT_DATA3 UDINT 

4 Slave1.Out.DATA4 DINT 32 0x60 0xX003:4 32 96 OUT_DATA4 DINT 

5 Slave1.Out.DATA5 DINT 32 0x80 0xX003:5 32 128 OUT_DATA5 DINT 

6 Slave1.Out.DATA6 UINT 16 0xA0 0xX003:6 16 160 OUT_DATA6 UINT 

7 Slave1.Out.DATA7 UINT 16 0xB0 0xX003:7 16 176 OUT_DATA7 UINT 

8 Slave1.Out.DATA8 UINT 16 0xC0 0xX003:8 16 192 OUT_DATA8 UINT 

9 Slave1.Out.DATA9 UINT 16 0xD0 0xX003:9 16 208 OUT_DATA9 UINT 

10 Slave1.Out.DATA10 UINT 16 0xE0 0xX003:10 16 224 OUT_DATA10 UINT 

11 Slave1.Out.DATA11 UINT 16 0xF0 0xX003:11 16 240 OUT_DATA11 UINT 

表 2.27-3 PDO データ(Outputs)と，Process Image(Output variables)の関係 

 

表 2.27-4 は，PDO データ(Outputs)と，オフセット値，API 関数の関係です． 

 

No. 
PDO データ(Outputs) 

オフセット値 API 関数 
Index:Subindex Bit size Bit offset Name Type 

1 0xX003:1 32 0 OUT_DATA1 DINT 0 IO_outpdw() 

2 0xX003:2 32 32 OUT_DATA2 UDINT 4 IO_outpdw() 

3 0xX003:3 32 64 OUT_DATA3 UDINT 8 IO_outpdw() 

4 0xX003:4 32 96 OUT_DATA4 DINT 12 IO_outpdw() 

5 0xX003:5 32 128 OUT_DATA5 DINT 16 IO_outpdw() 

6 0xX003:6 16 160 OUT_DATA6 UINT 20 IO_outpw() 

7 0xX003:7 16 176 OUT_DATA7 UINT 22 IO_outpw() 

8 0xX003:8 16 192 OUT_DATA8 UINT 24 IO_outpw() 

9 0xX003:9 16 208 OUT_DATA9 UINT 26 IO_outpw() 

10 0xX003:10 16 224 OUT_DATA10 UINT 28 IO_outpw() 

11 0xX003:11 16 240 OUT_DATA11 UINT 30 IO_outpw() 

表 2.27-4 PDO データ(Outputs)と，オフセット値，API 関数の関係 
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表 2.27-5 は，PDO データ(Inputs)と，Process Image(Input variables)の関係です． 

 

No. 

Process Image(Input variables) PDO データ(Inputs) 

Name Type 
Bit  
size 

PI  
offset 

Index: 
Subindex 

Bit  
size 

Bit  
offset 

Name Type 

1 Slave1.In.DATA1 DINT 32 0x0 0xX004:1 32 0 IN_DATA1 DINT 

2 Slave1.In.DATA2 UDINT 32 0x20 0xX004:2 32 32 IN_DATA2 UDINT 

3 Slave1.In.DATA3 DINT 32 0x40 0xX004:3 32 64 IN_DATA3 DINT 

4 Slave1.In.DATA4 UINT 16 0x60 0xX004:4 16 96 IN_DATA4 UINT 

5 Slave1.In.DATA5 UINT 16 0x70 0xX004:5 16 112 IN_DATA5 UINT 

6 Slave1.In.DATA6 DINT 32 0x80 0xX004:6 32 128 IN_DATA6 DINT 

7 Slave1.In.DATA7 UDINT 32 0xA0 0xX004:7 32 160 IN_DATA7 UDINT 

8 Slave1.In.DATA8 UDINT 32 0xC0 0xX004:8 32 192 IN_DATA8 UDINT 

9 Slave1.In.DATA9 UINT 16 0xE0 0xX004:9 16 224 IN_DATA9 UINT 

10 Slave1.In.DATA10 UINT 16 0xF0 0xX004:10 16 240 IN_DATA10 UINT 

表 2.27-5 PDO データ(Inputs)と，Process Image(Input variables)の関係 

 

表 2.27-6 は，PDO データ(Inputs)と，オフセット値，API 関数の関係です． 

 

No. 
PDO データ(Inputs) 

オフセット値 API 関数 
Index:Subindex Bit size Bit offset Name Type 

1 0xX004:1 32 0 IN_DATA1 DINT 0 IO_Inpdw() 

2 0xX004:2 32 32 IN_DATA2 UDINT 4 IO_Inpdw() 

3 0xX004:3 32 64 IN_DATA3 DINT 8 IO_Inpdw() 

4 0xX004:4 16 96 IN_DATA4 UINT 12 IO_Inpw() 

5 0xX004:5 16 112 IN_DATA5 UINT 14 IO_Inpw() 

6 0xX004:6 32 128 IN_DATA6 DINT 16 IO_Inpdw() 

7 0xX004:7 32 160 IN_DATA7 UDINT 20 IO_Inpdw() 

8 0xX004:8 32 192 IN_DATA8 UDINT 24 IO_Inpdw() 

9 0xX004:9 16 224 IN_DATA9 UINT 28 IO_Inpw() 

10 0xX004:10 16 240 IN_DATA10 UINT 30 IO_Inpw() 

表 2.27-6 PDO データ(Inputs)と，オフセット値，API 関数の関係 
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(4) Slave2 のオフセット値 

表 2.27-7 は，PDO データ(Outputs)と，Process Image(Output variables)との関係です． 

No. 

Process Image(Output variables) PDO データ(Outputs) 

Name Type 
Bit 

size 
PI 

offset 
Index: 

Subindex 
Bit 

size 
Bit 

offset 
Name Type 

1 Slave2.Out.DATA1 DINT 32 0x100 0xX003:1 32 0 OUT_DATA1 DINT 

2 Slave2.Out.DATA2 UDINT 32 0x120 0xX003:2 32 32 OUT_DATA2 UDINT 

3 Slave2.Out.DATA3 UDINT 32 0x140 0xX003:3 32 64 OUT_DATA3 UDINT 

4 Slave2.Out.DATA4 DINT 32 0x160 0xX003:4 32 96 OUT_DATA4 DINT 

5 Slave2.Out.DATA5 DINT 32 0x180 0xX003:5 32 128 OUT_DATA5 DINT 

6 Slave2.Out.DATA6 UINT 16 0x1A0 0xX003:6 16 160 OUT_DATA6 UINT 

7 Slave2.Out.DATA7 UINT 16 0x1B0 0xX003:7 16 176 OUT_DATA7 UINT 

8 Slave2.Out.DATA8 UINT 16 0x1C0 0xX003:8 16 192 OUT_DATA8 UINT 

9 Slave2.Out.DATA9 UINT 16 0x1D0 0xX003:9 16 208 OUT_DATA9 UINT 

10 Slave2.Out.DATA10 UINT 16 0x1E0 0xX003:10 16 224 OUT_DATA10 UINT 

11 Slave2.Out.DATA11 UINT 16 0x1F0 0xX003:11 16 240 OUT_DATA11 UINT 

表 2.27-7 PDO データ(Outputs)と，Process Image(Output variables)の関係 

 

表 2.27-8 は，PDO データ(Outputs)と，オフセット値，API 関数の関係です． 

No. 
PDO データ(Outputs) オフセット値 API 関数 

Index:Subindex Bit size Bit offset Name Type   

1 0xX003:1 32 0 OUT_DATA1 DINT 0 IO_outpdw() 

2 0xX003:2 32 32 OUT_DATA2 UDINT 4 IO_outpdw() 

3 0xX003:3 32 64 OUT_DATA3 UDINT 8 IO_outpdw() 

4 0xX003:4 32 96 OUT_DATA4 DINT 12 IO_outpdw() 

5 0xX003:5 32 128 OUT_DATA5 DINT 16 IO_outpdw() 

6 0xX003:6 16 160 OUT_DATA6 UINT 20 IO_outpw() 

7 0xX003:7 16 176 OUT_DATA7 UINT 22 IO_outpw() 

8 0xX003:8 16 192 OUT_DATA8 UINT 24 IO_outpw() 

9 0xX003:9 16 208 OUT_DATA9 UINT 26 IO_outpw() 

10 0xX003:10 16 224 OUT_DATA10 UINT 28 IO_outpw() 

11 0xX003:11 16 240 OUT_DATA11 UINT 30 IO_outpw() 

表 2.27-8 PDO データ(Outputs)と，オフセット値，API 関数の関係 
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表 2.27-9 は，PDO データ(Inputs)と，Process Image(Input variables)との関係です． 

 

No. 

Process Image(Input variables) PDO データ(Inputs) 

Name Type 
Bit  
size 

PI  
offset 

Index:Subindex 
Bit  
size 

Bit  
offset 

Name Type 

1 Slave2.In.DATA1 DINT 32 0x100 0xX004:1 32 0 IN_DATA1 DINT 

2 Slave2.In.DATA2 UDINT 32 0x120 0xX004:2 32 32 IN_DATA2 UDINT 

3 Slave2.In.DATA3 DINT 32 0x140 0xX004:3 32 64 IN_DATA3 DINT 

4 Slave2.In.DATA4 UINT 16 0x160 0xX004:4 16 96 IN_DATA4 UINT 

5 Slave2.In.DATA5 UINT 16 0x170 0xX004:5 16 112 IN_DATA5 UINT 

6 Slave2.In.DATA6 DINT 32 0x180 0xX004:6 32 128 IN_DATA6 DINT 

7 Slave2.In.DATA7 UDINT 32 0x1A0 0xX004:7 32 160 IN_DATA7 UDINT 

8 Slave2.In.DATA8 UDINT 32 0x1C0 0xX004:8 32 192 IN_DATA8 UDINT 

9 Slave2.In.DATA9 UINT 16 0x1E0 0xX004:9 16 224 IN_DATA9 UINT 

10 Slave2.In.DATA10 UINT 16 0x1F0 0xX004:10 16 240 IN_DATA10 UINT 

表 2.27-9 PDO データ(Inputs)と，Process Image(Input variables)の関係 

 

表 2.27-10 は，PDO データ(Inputs)と，オフセット値，API 関数の関係です． 

 

No. 
PDO データ(Inputs) 

オフセット値 API 関数 
Index:Subindex Bit size Bit offset Name Type 

1 0xX004:1 32 0 IN_DATA1 DINT 0 IO_Inpdw() 

2 0xX004:2 32 32 IN_DATA2 UDINT 4 IO_Inpdw() 

3 0xX004:3 32 64 IN_DATA3 DINT 8 IO_Inpdw() 

4 0xX004:4 16 96 IN_DATA4 UINT 12 IO_Inpw() 

5 0xX004:5 16 112 IN_DATA5 UINT 14 IO_Inpw() 

6 0xX004:6 32 128 IN_DATA6 DINT 16 IO_Inpdw() 

7 0xX004:7 32 160 IN_DATA7 UDINT 20 IO_Inpdw() 

8 0xX004:8 32 192 IN_DATA8 UDINT 24 IO_Inpdw() 

9 0xX004:9 16 224 IN_DATA9 UINT 28 IO_Inpw() 

10 0xX004:10 16 240 IN_DATA10 UINT 30 IO_Inpw() 

表 2.27-10 PDO データ(Inputs)と，オフセット値，API 関数の関係 
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(5) Slave3 のオフセット値 

表 2.27-11 は，PDO データ(Outputs)と，Process Image(Output variables)との関係です． 

 

No. 

Process Image(Output variables) PDO データ(Outputs) 

Name Type 
Bit  
size 

PI  
offset 

Index: 
Subindex 

Bit  
size 

Bit  
offset 

Name Type 

(a) Daxxxx 

1 Slave3_DA.Out.Data1 INT 16 0x200 0xX020:1 16 0 DA_OUT_DATA1 INT 

2 Slave3_DA.Out.Data2 INT 16 0x210 0xX020:1 16 16 DA_OUT_DATA2 INT 

(b) Ecxxxx 

3 Slave3_DA.Out.Data1 UINT 16 0x220 0xX048:1 16 0 EC_OUT_DATA1 UINT 

4 Slave3_DA.Out.Data2 UINT 16 0x230 0xX044:1 16 16 EC_OUT_DATA2 UINT 

(c) Odxxxx 

5 Slave3_OD.Out.Data1 BOOL 1 0x240 0xX080:1 1 0 OD_OUT_DATA1 BOOL 

6 Slave3_OD.Out.Data2 BOOL 1 0x241 0xX080:2 1 1 OD_OUT_DATA2 BOOL 

7 Slave3_OD.Out.Data3 BOOL 1 0x242 0xX080:3 1 2 OD_OUT_DATA3 BOOL 

8 Slave3_OD.Out.Data4 BOOL 1 0x243 0xX080:4 1 3 OD_OUT_DATA4 BOOL 

表 2.27-11 PDO データ(Outputs)と，Process Image(Output variables)の関係 
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表 2.27-12 は，PDO データ(Outputs)と，オフセット値，API 関数の関係です． 

 

No. 
PDO データ(Outputs) 

オフセット値 API 関数 
Index:Subindex Bit size Bit offset Name Type 

(a) Daxxxx 

1 0xX020:1 16 0 DA_OUT_DATA1 INT 0 IO_outpw() 

2 0xX020:1 16 16 DA_OUT_DATA2 INT 2 IO_outpw() 

(b) Ecxxxx 

3 0xX048:1 16 0 EC_OUT_DATA1 UINT 4 IO_outpw() 

4 0xX044:1 16 16 EC_OUT_DATA2 UINT 6 IO_outpw() 

(c) Odxxxx 

5 0xX080:1 1 0 OD_OUT_DATA1 BOOL 8 IO_outp() 

(8 バイトの内，bit0 が対応) 

6 0xX080:2 1 1 OD_OUT_DATA2 BOOL 8 IO_outp() 

(8 バイトの内，bit1 が対応) 

7 0xX080:3 1 2 OD_OUT_DATA3 BOOL 8 IO_outp() 

(8 バイトの内，bit2 が対応) 

8 0xX080:4 1 3 OD_OUT_DATA4 BOOL 8 IO_outp() 

(8 バイトの内，bit3 が対応) 

表 2.27-12 PDO データ(Outputs)と，オフセット値，API 関数の関係 
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表 2.27-13 は，PDO データ(Inputs)と，Process Image(Input variables)との関係です． 

 

No. 

Process Image(Input variables) PDO データ(Inputs) 

Name Type 
Bit  
size 

PI  
offset 

Index: 
Subindex 

Bit  
size 

Bit  
offset 

Name Type 

(a) CPRxxx 

1 Slave3_CPR.In.Data1 BITARR 128 0x200 0xX003:4 128 0 CPR_IN_DATA1 BITARR 

2 Slave3_CPR.In.Data2 BITARR 128 0x280 0xX006:4 128 128 CPR_IN_DATA2 BITARR 

3 Slave3_CPR.In.Data3 USINT 8 0x300 0xX002:1 8 0 CPR_IN_DATA3 USINT 

- - - - - 0xX000 8 0 _Alignmemt_1 BITARR 

(b) Adxxxx 

4 Slave3_AD.In.Data1 INT 16 0x310 0xX000:1 16 0 AD_IN_DATA1 INT 

5 Slave3_AD.In.Data2 INT 16 0x320 0xX000:2 16 16 AD_IN_DATA2 INT 

(c) Ecxxxx 

6 Slave3_EC.In.Data1 USINT 8 0x330 0xX040:1 8 0 EC_IN_DATA1 USINT 

7 Slave3_EC.In.Data2 USINT 8 0x338 0xX041:1 8 8 EC_IN_DATA2 USINT 

8 Slave3_EC.In.Data3 DINT 32 0x340 0xX042:1 32 16 EC_IN_DATA3 DINT 

9 Slave3_EC.In.Data4 USINT 8 0x360 0xX048:1 8 48 EC_IN_DATA4 USINT 

10 Slave3_EC.In.Data5 USINT 8 0x368 0xX040:0 8 56 EC_IN_DATA5 USINT 

11 Slave3_EC.In.Data6 UINT 16 0x370 0xX044:1 16 64 EC_IN_DATA6 UINT 

12 Slave3_EC.In.Data7 DINT 32 0x380 0xX045:1 32 80 EC_IN_DATA7 DINT 

13 Slave3_EC.In.Data8 DINT 32 0x3A0 0xX046:1 32 112 EC_IN_DATA8 DINT 

(d) Idxxxx 

14 Slave3_ID.In.Data1 BOOL 1 0x3C0 0xX060:1 1 0 ID_IN_DATA1 BOOL 

15 Slave3_ID.In.Data2 BOOL 1 0x3C1 0xX060:2 1 1 ID_IN_DATA2 BOOL 

16 Slave3_ID.In.Data3 BOOL 1 0x3C2 0xX060:3 1 2 ID_IN_DATA3 BOOL 

17 Slave3_ID.In.Data4 BOOL 1 0x3C3 0xX060:4 1 3 ID_IN_DATA4 BOOL 

表 2.27-13 PDO データ(Inputs)と，Process Image(Input variables)の関係 
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表 2.27-14 は，PDO データ(Inputs)と，オフセット値，API 関数の関係です． 

 

No. 
PDO データ(Inputs) 

オフセット値 API 関数 
Index:Subindex Bit size Bit offset Name Type 

(a) CPRxxx 

1 0xX003:4 128 0 CPR_IN_DATA1 BITARR 0 IO_inpdw() 

(4 バイトずつアクセス) 

2 0xX006:4 128 128 CPR_IN_DATA2 BITARR 16 IO_inpdw() 

(4 バイトずつアクセス) 

3 0xX002:1 8 0 CPR_IN_DATA3 USINT 32 IO_inp() 

- 0x0000 8 0 _Alignmemt_1 BITARR 33 - 

(b) Adxxxx 

4 0xX000:1 16 0 AD_IN_DATA1 INT 34 IO_inpw() 

5 0xX000:2 16 16 AD_IN_DATA2 INT 36 IO_inpw() 

(c) Ecxxxx 

6 0xX040:1 8 0 EC_IN_DATA1 USINT 38 IO_inp() 

7 0xX041:1 8 8 EC_IN_DATA2 USINT 39 IO_inp() 

8 0xX042:1 32 16 EC_IN_DATA3 DINT 40 IO_inpdw() 

9 0xX048:1 8 48 EC_IN_DATA4 USINT 44 IO_inp() 

10 0xX040:0 8 56 EC_IN_DATA5 USINT 45 IO_inp() 

11 0xX044:1 16 64 EC_IN_DATA6 UINT 46 IO_inpw() 

12 0xX045:1 32 80 EC_IN_DATA7 DINT 48 IO_inpdw() 

13 0xX046:1 32 112 EC_IN_DATA8 DINT 52 IO_inpdw() 

(d) Idxxxx 

14 0xX060:1 1 0 ID_IN_DATA1 BOOL 56 IO_inp() 

(8 バイトの内，bit0 が対応) 

15 0xX060:2 1 1 ID_IN_DATA2 BOOL 56 IO_inp() 

(8 バイトの内，bit1 が対応) 

16 0xX060:3 1 2 ID_IN_DATA3 BOOL 56 IO_inp() 

(8 バイトの内，bit2 が対応) 

17 0xX060:4 1 3 ID_IN_DATA4 BOOL 56 IO_inp() 

(8 バイトの内，bit3 が対応) 

表 2.27-14 PDO データ(Inputs)と，Process Image(Input variables)の関係 
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2.28 電子ギア 

本章では，主に下記の機能について記載します． 

 

(1) 移動量または速度の設定値に対して，動作する移動量または速度を変更する機能 

 

 移動量または速度の設定値に対して，動作する移動量または速度を変更する機能 

2.28.1(a) 機能概要 

本章では，「移動量の設定値」を「指令パルス」と記載します．また，「速度の設定値」を，「指令速度」と記載します． 

⚫ 「移動量の設定値」とは，MC_MoveRelative 関数，MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveLinearRelative 関数で設

定を行う移動量の設定のことです． 

⚫ 「速度の設定値」とは，MC_MoveVelocity 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数で設定を行う速度の設定のことで

す． 

 

本機能の設定用の変数は，MC_SetAxisSetting 関数の第 2 引数 MC_AXIS_SETTING 構造体に含まれる， 

MC_AXIS_MOVE 構造体( AxisMove )メンバ”dwPullPR”，”dwDisPR”となります． 

 

”dwDisPR”を分母とし，”dwPullPR”を分子とした値を，弊社ソフトウェアでは電子ギアと呼びます． 

 

電子ギアは下記式で定義される値とします． 

 
[A]   

電子ギア =  
指令パルスあたりのパルス[pulse]

指令パルス[pulse]
=  

dwPullPR

dwDisPR
 ・・・ (1) 

 
 

[B]   

電子ギア =  
指令速度あたりの速度[pps]

指令速度[pps]
=  

dwPullPR

dwDisPR
 ・・・ (2) 

 

※1. 電子ギアのデフォルト値は”1”となります．デフォルト値が”1”の場合，動作に影響はありません． 

※2. 下記(a)，(b)の場合，電子ギアは”1”となります．電子ギアが”1”の場合，動作に影響はありません． 

(a) ”dwDisPR”， ”dwPullPR”のいずれかが”0”の場合． 

(b) ”dwDisPR”と” “dwPullPR”が等しい場合． 

※3. 電子ギアの最大倍率は 1000 倍となります．設定値が 1000 倍以上の場合，1000 倍として動作します． 

※4. 電子ギアの最大倍率は 0.001 倍となります．設定値が 0.001 倍以下の場合 0.001 倍として動作します． 

     ただし，”dwDisPR”， ”dwPullPR”のいずれかが”0”の場合，電子ギアは”1”となります．電子ギアが”1”の場合，動作に

影響はありません． 

 

電子ギアの設定は，下記の関数の動作に影響します． 

 

[軸の動作を行う関数] 

(1-1) MC_MoveRelative 関数 

(1-2) MC_MoveVelocity 関数 

(1-3) MC_MoveAdditive 関数 

※ MC_Home 関数，MC_MoveAbsolute 関数の動作に影響はありません．  

 

[軸グループの動作を行う関数] 

(2-1) MC_MoveLinearRelative 関数 

(2-2) MC_MoveLinearVelocity 関数 

※ MC_GroupHome 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数の動作に影響はありません． 
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2.28.1(b) 動作例 

電子ギアを下記(3)のように設定することで，例えば，下記(1-1)～(1-3)，(2-1)，(2-2)の動作が可能となります． 

 

1.048576 (≅ 1.05)  =  
1048576

1000000
=  

dwPullPR

dwDisPR
 ・・・ (3) 

 

[1-1] MC_MoveRelative 関数の動作 

MC_MOVE_RELATIVE_IN 構造体メンバ”fDistance”に”1000000“ [pulse]を設定し， 

MC_MoveRelative 関数を実行した場合，移動量を 1048576 [pulse] 

( = 1000000 [pulse] × 電子ギア”1.048576”) として，動作を行います． 

 

[1-2] MC_MoveVelocity 関数の動作 

MC_MOVE_VELOCITY_IN 構造体メンバ”fVelocity”に”1000000“ [pps]を設定し， 

MC_MoveVelocity 関数を実行した場合，目標速度を 1048576 [pps] 

( = 1000000 [pps] × 電子ギア”1.048576”) として，動作を行います． 

 

[1-3] MC_MoveAdditive 関数の動作 

MC_MOVE_ADDITIVE_IN 構造体メンバ”fDistance”に”1000000” [pulse]を設定し， 

MC_MoveAdditive 関数を実行した場合，移動量を 1048576 [pulse] 

( = 1000000 [pulse] × 電子ギア”1.048576”) として，動作を行います． 

 

[2-1] MC_MoveLinearRelative 関数 

上記(3)の設定を行った軸が，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]( MC_AXIS_REF 構造体 )の配列番号 0 に追加されているとします． 
 

MC_MOVE_LINEAR_REL_IN 構造体メンバ”fDistance[0]”に”1000000” [pulse]を設定し， 

MC_MoveLinearRelative 関数を実行した場合，配列番号 0 に追加された軸の移動量を 

1048576 [pulse] ( = 1000000 [pulse] × 電子ギア”1.048576”) として，動作を行います． 

 

[2-2] MC_MoveLinearVelocity 関数 

上記(3)の設定を行った軸が，MC_AXES_GROUP_REF 構造体構造体メンバ 

stAxis[32](MC_AXIS_REF 構造体)の配列番号 0 に追加されているとします． 
 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN 構造体メンバ”fVelocity”に”1000000” [pps]を設定し， 

MC_MoveLinearVelocity 関数を実行した場合，配列番号 0 に追加された軸の目標速度を 

1048576 [pps] ( = 1000000 [pps] × 電子ギア”1.048576”) として，動作を行います． 

また，配列番号 0 に追加された軸の各サイクルにおける速度は，”fVelocity”に”1000000” [pps]として動作させた時

の各サイクルにおける速度の 1.048576 ( = 1048576 [pps] / 1000000 [pps] )倍の速度となります． 
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 使用方法 

[章番号 2.28.1，2.28.1(a)，2.28.1(b)の機能を使用する場合] 

MC_SetAxisSetting 関数の第 2 引数 MC_SET_AXIS_SETTING_T 構造体に含まれる， 

MC_AXIS_MOVE_T 構造体(oAxisMove)メンバ” dwPullPR”，” dwDisPR”を設定します． 

MC_SetAxisSetting 関数につきましては，章番号 3.3.5 「MC_SetAxisSetting()」をご参照願います． 
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3. API関数 
この章では API 関数の説明をします． 
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3.1 構造体 

HLS-ECAT02xx/Win で定義されている構造体を以下に示します． 

表 3.1-1，表 3.1-2 は，HLS-ECAT02xx/Win で使用可能な構造体です． 

 主に単軸動作に関係する構造体 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 

1 bSlaveNo BYTE 

[説明] スレーブのノード番号を格納します． 

スレーブのノード番号は，EC_GetSlaveInfo 関数を使

用して取得した値を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

2 wAxisNo WORD 

[説明] 軸番号を格納します． 

軸番号は，EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得し

た値を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

MC_AXIS_SETTING 

 
1 AxisFactor MC_AXIS_FACTOR 

[説明] 主に，軸要素パラメータに関係する変数を格納す

る構造体です． 

 
2 AxisMove MC_AXIS_MOVE 

[説明] 主に，軸動作パラメータに関係する変数を格納す

る構造体です． 

 
3 AxisDrive MC_AXIS_DRIVE 

[説明] 主に，サーボ IF パラメータに関係する変数を格納

する構造体です． 

 
4 AxisMachine MC_AXIS_MACHINE 

[説明] 主に，マシン IF パラメータに関係する変数を格納

する構造体です． 

MC_AXIS_FACTOR 

 

1 (予約)wAxisType WORD 

(予約)  

[説明] 軸の種類を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: サーボ軸，1: エンコーダ軸 

 

2 (予約)wActuatorType WORD 

(予約) 

[説明] 軸の動作の種類を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: リニア軸，1: ロータリー軸 

 
3 (予約)wMotorType WORD 

(予約) 

[説明] モータ種別を格納します． 

 

4 (予約)wEncType WORD 

(予約) 

[説明] エンコーダタイプを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: インクリメンタルエンコーダ，1: 絶対値エンコーダ 

 

5 (予約)wAxisIOSelect WORD 

(予約)  

[説明] 軸の入出力設定を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 入力デバイス，1: 出力デバイス 

 

6 (予約)wCountMode WORD 

(予約) 

[説明] カウントモードを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: リニアモード，1: ロータリーモード 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-1 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_FACTOR 

 

7 (予約)fMaxCount double 

(予約)  

[説明] ロータリーモード時のリングカウンタの上限値を格納

します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

8 (予約)fMinCount double 

(予約)  

[説明] ロータリーモード時のリングカウンタの下限値を格納

します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

MC_AXIS_MOVE 

 

1 dwInposWidth DWORD 

[説明] 位置決め完了幅を格納します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

2 bInposMode BYTE 

[説明] 位置決め完了モードを格納します．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)，

または同等の機能を有するインデックスと bit 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-ECAT でサポートしているサーボ

ドライバとインデックスと bit は，表 2.17-1 となります．  

[初期値] 0 

[範囲] 

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 = 4294967295)  

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 = 4294967295) 
 

 

3 
bDisableWaitMotionIn
t 

BOOL 

[説明] 動作中の軸の動作が完了した時に発生するイベ

ントを，取得する方法に関係します．イベント取得待機

のキャンセルを有効/無効とする設定を格納します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-1 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_MOVE 

 

4 (予約)lEncPulse long 

(予約) 

[説明] エンコーダのパルス数を格納します． 

（例： 20bit エンコーダの場合，1048576 を設定） 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 (予約)wIncPerMM WORD 

(予約) 

[説明] 移動量，速度，加速度，減速度，ジャークの単位を格

納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: pulse， 

(予約)1: mm，2: (予約)degree，3: (予約)radian 

[備考] 

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． 

 

6 dwPullPR DWORD 

[説明] 指令パルスあたりのパルスを格納します．または指令速度

あたりの速度を格納します． 

[単位]  

指令パルスあたりのパルスの場合，pulse． 

指令速度あたりの速度の場合，pps． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

7 dwDisPR DWORD 

[説明] 指令速度．または指令パルスを格納します． 

[単位]  

指令パルスの場合，pulse． 

指令速度の場合，pps． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

8 
(予約) 

wPreviousDirection 
WORD 

(予約) 

[説明] 

現在の動作方向を格納します． 

[初期値] 負方向 

[範囲] 0: 負方向，1: 正方向 

[備考] 

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． 

 

9 (予約)fPreviousVelocity double 

(予約) 

[説明] 動作開始速度を格納します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

10 fFLvelocity double 

[説明] FL 速度を格納します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

11 (予約)fMaxSLS double 

(予約) 

[説明] ソフトウェアリミットの上限値を格納します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[備考] fMaxSLS と fMinSLS の値が 0 の時，ソフトウェアリミット

は無効となります． 

 

12 (予約)fMinSLS double 

(予約) 

[説明] ソフトウェアリミットの下限値を格納します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[備考] fMaxSLS と fMinSLS の値が 0 の時，ソフトウェアリミット

は無効となります． 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_MOVE 

 

13 (予約)fPosDeviation double 

(予約) 

[説明] 位置偏差の許容値を格納します．0 の時，無効となりま

す． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

14 (予約)fPosDevAlarm double 

(予約) 

[説明] 位置偏差が発生した時の警告値を格納します． 

0 の時，無効となります． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

MC_AXIS_DRIVE 

 

1 bFollowingError BOOL 

[説明] 位置偏差エラー検出時の動作を格納します． 

[範囲] FALSE： 動作を継続，TRUE： エラー発生として即時

停止． 

 

2 (予約)bWarningError BOOL 

(予約) 

[説明] ワーニング検出時の動作を格納します． 

[範囲] FALSE: 動作を継続，TRUE: エラー発生として即時停

止． 

 

3 (予約)bSvalmInput BOOL 

(予約) 

[説明] SVALM 入力極性を格納します． 

[範囲] FALSE: B 接，TRUE: A 接 

 

4 (予約)bSvalmStop BOOL 

(予約) 

[説明] SVALM 入力時停止方法を格納します． 

[範囲] FALSE: 即停止，TRUE: 減速停止 

 

5 (予約)bInposEnable BOOL 

(予約) 

[説明] INPOS 制御を格納します． 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効 

 

6 (予約)bInposInput BOOL 

(予約) 

[説明] INPOS 入力極性を格納します． 

[範囲] 0: B 接，TRUE: A 接 

MC_AXIS_MACHINE 

 

1 (予約)bPosiElsEnable BOOL 

(予約) 

[説明] +ELS 有効設定を格納します． 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効 

 

2 (予約)bNegaElsEnable BOOL 

(予約) 

[説明] -ELS 有効設定を格納します． 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効 

 

3 (予約)bElsInput BOOL 

(予約) 

[説明] ELS 入力極性を格納します． 

[範囲] FALSE: B 接，TRUE: A 接 

 

4 (予約)bElsStop BOOL 

(予約) 

[説明] ELS 入力時停止方法(原点復帰を除く) を格納します． 

[範囲] FALSE: 即停止，TRUE: 反転後減速停止 

MC_POWER_IN 

 

1 bEnable BOOL 

[説明] 電源制御を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: サーボ OFF，TRUE: サーボ ON． 

 

2 bEnablePositive BOOL 

[説明] 正方向運転の有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効． 

 

3 bEnableNegative BOOL 

[説明] 負方向運転の有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE  

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効． 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_POWER_OUT 

 

1 bStatus BOOL 

[説明] 運転が可能な状態を示します． 

[初期値] FALSE  

[範囲] FALSE: サーボ OFF 状態，TRUE: サーボ ON 状態． 

 

2 bError BOOL 

[説明] エラー発生を示します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: エラー未発生，TRUE: エラー発生． 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_STATUS 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 状態遷移のステータスを示します． 

下記の bit が，状態遷移のステータスと対応しています． 

bit0: (予約)Error 

bit1: ErrorStop 
bit2: Disabled 
bit3: Stopping 
bit4: Homing 
bit5: StandStill 
bit6: DiscreteMotion 
bit7: ContinuousMotion 
bit8: SynchronizedMotion 

bit9～bit15: (予約) 

[初期値] 0 

[範囲] 

 0: 状態遷移のステータスは未定義となっています． 

 0x02: 状態遷移のステータスは”ErrorStop”となっています． 

 0x04: 状態遷移のステータスは”Disabled”となっています． 

 0x08: 状態遷移のステータスは”Stopping”となっています． 

0x10: 状態遷移のステータスは”StandStill”となっています． 

0x20: 状態遷移のステータスは”DiscreteMotion”となっていま

す． 

0x40: 状態遷移のステータスは”DiscreteMotion”となっていま

す． 

0x80: 状態遷移のステータスは”ContinuousMotion”となって

います． 

0x100: 状態遷移のステータスは”SynchronizedMotion”とな

っています． 

MC_AXIS_ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_ACTUAL_POSITION 

 

1 fPosition double 

[説明] 現在位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

MC_ACTUAL_VELOCITY 

 

1 fVelocity double 

[説明] 現在速度[pps]を示します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_INFO 

 

1 dwAxisInfo DWORD 

[説明] 軸の軸情報を示します． 

下記の bit が，軸情報と対応しています． 

bit0: (予約) 軸のエラー  

([範囲] 0：エラー無し，1：エラー有り) 

bit1: 原点入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit2: +ELS 入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit3: －ELS 入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit4: (予約) 上限側のソフトウェアリミットが有効の場合， 

     上限側のソフトウェアリミットの状態 

     ([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit5: (予約) 下限側のソフトウェアリミットが有効の場合， 

     下限側のソフトウェアリミットの状態 

     ([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit6: (予約) シミュレーションモード実行状態 

     (例：モータのシミュレーションモード等) 

     ([範囲] 0:未実行, 1:実行中) 

bit7: スレーブを駆動する準備が完了した状態 

([範囲] 0:未完了, 1:完了) 

bit8: 電源状態 ([範囲] 0:電源 OFF, 1:電源 ON) 

bit9: 原点復帰完了状態 ([範囲] 0:未確定, 1:確定) 

     ※ 原点復帰方式がアブソリュートエンコーダの場合は，1

になりません． 

Bit10: ワーニング発生状況  

([範囲] 0:未発生, 1:ワーニング発生) 

bit11: (予約) Fault (異常発生状況) 

([範囲] 0:未発生, 1:異常発生) 

bit12～bit15：(予約) 

[初期値] 0 

MC_MOTION_STATE 

 

1 wMotionState WORD 

[説明] モーションステータスを示します． 

下記の bit が，モーションステータスと対応しています． 

bit0: (予約)エラー ([範囲] 0:エラー未発生, 1:エラー発生) 

bit1: 定速中 ([範囲] 0: 定速中以外, 1: 定速中) 

bit2: 加速中 ([範囲] 0: 加速中以外, 1: 加速中) 

bit3: 減速中 ([範囲] 0: 減速中以外, 1: 減速中) 

bit4: ＋方向動作中 

([範囲] 0: ＋方向動作中以外, 1: ＋方向動作中) 

bit5: －方向動作中 

    ([範囲] 0: ー方向動作中以外, 1: ー方向動作中) 

[初期値] 0 

MC_SET_OVERRIDE_IN 

 

1 fVelFactor double 

[説明] 速度の係数であり，速度の設定値に掛け合わせる値を

設定します． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

2 (予約)fAccFactor double 

(予約) 

[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

値を設定します． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

3 (予約)fJerkFactor double 

(予約) 

[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

値を設定します． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_SET_OVERRIDE_IN 

 

4 (予約)bSyncMotion BOOL 

(予約) 

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:非同期，TRUE:同期 

MC_TOUCH_PROBE_IN 

 
1 TriggerInput MC_TRIGGER_REF 

[説明] タッチプローブ要素（トリガイベント信号源となる要素）を

格納する構造体です． 

 

2 bWindowOnly BOOL 

[説明] 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． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE:有効 

 

3 fFirstPosition double 

[説明]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 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

4 fLastPosion double 

[説明] 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 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

5 (予約)wPositionSelect WORD 

(予約) 

[説明] トリガ信号をラッチした位置を取得する方法を設定しま

す． 

 
6 

(予約) 

wStopMotionSelect 
WORD 

(予約) 

[説明] トリガ信号取得後の軸の停止方法を設定します． 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 wProbeID WORD 

[説明] 使用するプローブ ID を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 1： プローブ 1 を使用，2： プローブ 2 を使用 

 

2 bEdge BOOL 

[説明] ラッチトリガ信号のエッジ選択を設定します． 

値 TRUE に設定します．立上りエッジをラッチトリガ信号

とします． 

[初期値] FALSE 

[範囲] TRUE： 立上りエッジ，(予約)FALSE： 立下りエ

ッジ 

 

3 (予約)byTriggerMode BYTE 

(予約) 

[説明] ラッチトリガ信号の入力モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： サーボモード，1： ソフト PLC モード 

 

4 byInputSelect BYTE 

[説明] 使用するトリガの選択を設定します．値は，サーボドライ

バにより異なります. 

章番号 2.22「タッチプローブ機能」をご参照願います． 

[初期値] 0 

 
5 (予約)byEncoderID BYTE 

(予約) 

[説明] エンコーダ種別の選択を設定します． 

 

6 (予約)byTriggerVariable BYTE 

(予約)  

[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． 

[初期値] 0 

[範囲] 1： 立上りエッジ，0： 立下りエッジ 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 
7 (予約)byProbeState BYTE 

(予約) 

[説明] プローブの状態（駆動，未駆動，中断等）を示します． 

MC_TOUCH_PROBE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(ラッチ位置を記録して，実行が完了しまし

た)  

0x02: Busy (API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_RESET_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(エラーが解消されました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_HOME_IN 

 

1 bEncoder BOOL 

[説明] 原点復帰方式を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲]  

FALSE: インクリメンタルエンコーダ(方式)を使用します． 

TRUE: アブソリュートエンコーダ(方式)を使用します． 

 

2 byHomingMethod BYTE 

[説明] インクリメンタルエンコーダの場合の原点復帰方法を設定

します． 

可能な原点復帰方法に関しましては，使用機器メーカのサーボ

ドライバのマニュアルをご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

3 lSpeed1 long 

[説明] インクリメンタルエンコーダの場合の原点近傍入力サーチ

速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

4 lSpeed2 Long 

[説明] インクリメンタルエンコーダの場合の原点入力サーチ速度

を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 fPosition double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点にする絶対位置を

設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

(次ページへつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

111 

(表 3.1-1 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_HOME_IN 

 

6 fVelocity double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰速度を設定し

ます． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

7 fAcceleration double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰加速度を設定

します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

8 fDeceleration double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰減速度を設定

します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

9 fJerk double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰ジャークを設定

します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

10 
(予約) 

wHomePosiInpType 
WORD 

(予約) 

[説明] 原点入力信号選択を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:Z 相，1:外部原点入力 

 

11 (予約)wHomePosiDir WORD 

(予約) 

[説明] 原点復帰動作開始方向を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 正方向，1: 負方向 

 

12 (予約)wHomePosiInpDir WORD 

(予約) 

[説明] 原点入力の検出方向を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 正方向，1: 負方向 

 

13 (予約)lHomeMaskDis long 

(予約) 

[説明] 原点入力マスク距離を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

14 (予約)lHomePosiOffset long 

(予約) 

[説明] 原点復帰完了時，現在位置として更新する値を設定し

ます． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

15 (予約)lHomePushWait long 

(予約) 

[説明] 押し当て原点復帰動作の場合，押し当て時間を設定し

ます． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

16 (予約)wBufferMode WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合のバッ

ファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_HOME_IN 

 

17 (予約)bSyncMotion BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_HOME_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(原点復帰動作が完了しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_STOP_IN 

 

1 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

2 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

3 (予約)bSyncMotion BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:非同期，1:同期 

MC_STOP_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(停止動作が完了しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_MOVE_ABSOLUTE_IN 

 

1 fPosition double 

[説明] 目標位置を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_ABSOLUTE_IN 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)wDirection WORD 

（予約） 

[説明] 回転方向を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

ロータリー軸の場合： (0～3)，リニア軸の場合： (0～2) 

0: mcNegativeDirection(負方向) 

1: mcPositiveDirection(正方向) 

2: mcCurrentDirection(現在の設定方向) 

3: mcShortestWay(指定の位置に距離が近い方向) 

 

7 (予約)wBufferMode WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合のバッ

ファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

8 (予約)bSyncMotion BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_MOVE_RELATIVE_IN 

 

1 fDistance double 

[説明] 相対移動量を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_RELATIVE_IN 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合のバッ

ファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

7 (予約)bSyncMotion BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:非同期，1:同期 

MC_MOVE_RELATIVE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_MOVE_ADDITIVE_IN 

 

1 fDistance double 

[説明] 移動量を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

(次ページへつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

115 

(表 3.1-1 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_ADDITIVE_IN 

 

6 (予約)wBufferMode WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合のバッ

ファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

7 (予約)bSyncMotion BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_MOVE_ADDITIVE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_MOVE_VELOCITY_IN 

 

1 fVelocity double 

[説明] 目標速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

2 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

3 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 wDirection WORD 

[説明] 軸の回転方向を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0: mcNegativeDirection(負方向) 

1: mcPositiveDirection(正方向) 

2: (予約)mcShortestWay(距離が近い方向) 

（ロータリー軸の場合） 

3: (予約)mcCurrentDirection(現在の設定方向) 

 

6 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合のバッ

ファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: Aborting，1: Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_VELOCITY_IN 

 

7 (予約)bSyncMotion BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_MOVE_VELOCITY_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標速度に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 

 

1 wFunction WORD 

[説明] 実行中の関数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x21： MC_Reset 関数，0x22： MC_Home 関数， 

0x23： MC_Stop関数，0x24： MC_MoveAbsolute 関数， 

0x25： MC_MoveRelative 関数， 

0x26： MC_MoveAdditive 関数， 

0x27： MC_MoveVelocity 関数 

 

2 wStatus WORD 

[説明] 実行中の関数のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] MC_AXIS_SETTING 構造体に含まれる 

MC_AXIS_MOVE 構造体メンバ bDisableWaitMotionInt 

の値により，変わります． 

[FALSE の時] 

0x01: Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

[TRUE の時] 

0x81: Done(目標位置に到達しました) 

0x82: Busy(API 関数を実行中です)  

0x83: CommandAborted 

     (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x84: Error(エラーが発生しました) 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_READ_BUFFER_OUT 

 

1 bBufferNum; BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の個数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～1 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 3 BufferFunction[4] MC_BUFFER_FUNC [説明] バッファ待機中の関数詳細を格納する構造体です． 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_BUFFER_FUNC 

 

1 bFuncID BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の識別コードを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x66： MC_MoveRelative 関数  

0x65： MC_MoveAbsolute 関数 

 

2 fPosition double 

[説明] bFuncID が MC_MoveAbsolute 関数の場合の 

目標位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

 

3 fDistance double 

[説明] bFuncID が MC_MoveRelative 関数の場合の移動量

を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

4 fVelocity double 

[説明] バッファ待機中の関数の最高速度を示します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 fAcceleration double 

[説明] バッファ待機中の関数の加速度を示します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 fDeceleration double 

[説明] バッファ待機中の関数の減速度を示します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

7 fJerk double 

[説明] バッファ待機中の関数のジャークを示します． 
[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 
MC_LATCH_COUNT_RESULT 

 

1 byLatchCountRef BYTE 

[説明] ラッチ位置を取得する方法を示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

1： Probe1 のトリガ信号， 

2： Probe2 のトリガ信号， 

3： Probe1，Probe2 のトリガ信号 

 

2 bProbe1Stored BOOL 

[説明] Probe1 のラッチ位置保存状態を示します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: 保存, TRUE： 非保存 

 

3 wProbe1Status WORD 

[説明] Probe1 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

4 wProbe1ErrorID WORD 

[説明] Probe1 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

5 fProbe1RecPosition double 

[説明] Probe1 のラッチ位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

6 bProbe2Stored BOOL 

[説明] Probe2 のラッチ位置保存状態を示します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:保存, TRUE：非保存 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_LATCH_COUNT_RESULT 

 

7 wProbe2Status WORD 

[説明] Probe2 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

8 wProbe2ErrorID WORD 

[説明] Probe2 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

9 fProbe2RecPosition double 

[説明] Probe2 のラッチ位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

MC_PROBE_STATUS 

 

1 woProbe1State WORD 

[説明] Probe1 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

2 woProbe1ErrorID 

WORD [説明] Probe1 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

3 woProbe2State 

WORD [説明] Probe2 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

4 woProbe2ErrorID 

WORD [説明] Probe2 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_LATCH_COUNT_REF 

 

1 byLatchCountRef BYTE 

[説明] ラッチ位置を取得する方法を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 1: Probe1 のトリガ信号， 

2: Probe2 のトリガ信号，3: Probe1，Probe2 のトリガ信号 

EC_MASTER_INFO 

 

1 cMasterName char 

[説明] INtime ノードを格納します．INtime ノードを”NodeA”とし

て，ご使用願います． 

[初期値] 0 

 

2 dwCyclicTime DWORD 

[説明] EtherCAT Master が EtherCAT 通信を行うサイクリック

タイム(μs)を示します．初期値は INtime カーネルティックの値

となります．INtime カーネルティック値の単位で指定する必要が

あります． 

[単位] μs 

[初期値] 0～4294967295 

 

3 bBasePrioriy BYTE 

[説明] EcatHandler スレッドベースプライオリティ値を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-1 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_MASTER_INFO 

 

4 cInterfaceDriver[16] char 

[説明] 使用する NIC インターフェースドライバ名称を示します． 

二重化回線の場合は 1 番目の NIC インターフェースドライバの

名称となります． 

[初期値] 0 

 

5 
(予約) 

cRedundancyDriver[16] 
char 

(予約) 

[説明] 二重化回線の場合の 2 番目の NIC インターフェースドラ

イバの名称を示します． 

[初期値] 0 

 

6 wSlaveCountXml WORD 

[説明] コンフィグレーション(XML)定義上のスレーブ数を示しま

す． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

7 wSlaveCountOnline WORD 

[説明] 接続しているスレーブ数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

8 dwPdoInSize DWORD 

[説明] PDO_IN 全体のサイズを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

9 dwPdoOutSize DWORD 

[説明] PDO_OUT 全体のサイズを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

EC_GET_SLAVE_INFO_IN 

 

1 dwInstance DWORD 

[説明] インスタンス番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

2 dwVendorID DWORD 

[説明] ベンダーID を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

3 dwProductCode DWORD 

[説明] プロダクトコードを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

EC_SLAVE_INFO 

 

1 bSlaveNo BYTE 

[説明] スレーブのノード番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

2 bAxisNo BYTE 

[説明] 軸ノード番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

3 (予約)wSlaveStatus WORD 

(予約) 

[説明] 対象スレーブのステータス状態を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

4 wAlias WORD 

[説明] エイリアス番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

5 wSlaveType DWORD 

[説明] スレーブタイプを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

6 dwInstance DWORD 

[説明] インスタンス番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

7 dwVendorID DWORD 

[説明] ベンダーID を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

8 dwProductCode DWORD 

[説明] プロダクトコードを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-1 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_SLAVE_INFO 

 

9 dwRevisionNo DWORD 

[説明] リビジョンナンバーを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

10 dwSerialNo DWORD 

[説明] シリアルナンバーを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

11 dwPhysicalAddr DWORD 

[説明] フィジカルアドレスを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

12 dwAutoIncAddr DWORD 

[説明] 自動インクリメントアドレスを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

13 dwStatusBit DWORD 

[説明] スレーブステータスビットを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

14 dwViosInBaseOffset DWORD 

[説明] VIOS IN ベースオフセットを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

15 dwViosInSize DWORD 

[説明] VIOS IN サイズ [バイト]を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

16 dwViosOutBaseOffset DWORD 

[説明] VIOS OUT ベースオフセットを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

17 dwViosOutSize DWORD 

[説明] VIOS OUT サイズ [バイト]を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

18 dwDCEnable DWORD 

[説明] DC 設定を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 無効, 0 以外: 有効 

 

19 (予約)wNodeAddr WORD 

(予約) 

[説明] ノードアドレスを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

EC_MASTER_STATUS 

 

1 (予約)wESMstatus WORD 

(予約) 

[説明] EherCAT 通信のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Init，1: PreOperational, 2: Safe-Operational,  

3： Operational 
EC_SLAVE_STATUS 

 

1 (予約)wStatus WORD 

(予約) 

[説明] スレーブのステータス状態を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS 

 

1 bEnableEmergensy BOOL 

[説明] 診断メッセージをエマージェンシメッセージとして通知するこ

との有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE:有効 

 

2 bDisableInfMes BOOL 

[説明] InfoMessage 有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: InfoMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

 TRUE: InfoMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

3 bDisableWarnMes BOOL 

[説明] WarningMessage 無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE： WarningMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

TRUE: WarningMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

4 bDisableErrMes BOOL 

[説明] ErrorMessage 有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: ErrorMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

TRUE: ErrorMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

5 bModeSelect BOOL 

[説明] OverWrite/Acknowleded モード選択を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: OverWrite 

…未承認データが存在していてもリングバッファに 

上書きします 

TRUE: Acknowleded 

…リングバッファが FULL になった場合，                

上書きせず新しいメッセージを破棄しません． 

EC_DIAGNOSIS_PARAMETER 

 

1 wFlags WORD 

[説明] パラメータタイプを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 下記となります． 

<bit12-15=0 の場合> 

bit0-11= 
1: BOOL 
2: INTEGER8 
3: INTEGER16 
4: INTEGER32 
5: UNSIGNED8 
6: UNSIGNED16 
7: UNSIGNED32 
 

<bit12-15=1 の場合> 

BYTE 配列( bit0-11:バイト数 ) 

 

<bit12-15=2 の場合> 

ASCII 配列( bit0-11:文字数 ) 

 

2 bBoolParameter BOOL 

[説明] BOOL データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] BOOL 型の範囲となります． 

 

3 cInt8Parameter char 

[説明] INTEGER8 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] char 型の範囲となります． 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DIAGNOSIS_PARAMETER 

 

4 sInt16Parameter short 

[説明] INTEGER16 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] short 型の範囲となります． 

 

5 lInt32Parameter long 

[説明] INTEGER32 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] long 型の範囲となります． 

 

6 bUnsigned8Parameter BYTE 

[説明] UNSIGNED8 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] BYTE 型の範囲となります． 

 

7 wUnsigned16Parameter WORD 

[説明] UNSIGNED16 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] WORD 型の範囲となります． 

 

8 
dwUnsigned32Paramet
er 

DWORD 

[説明] UNSIGNED32 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] DWORD 型の範囲となります． 

 

9 
bByteArrayParameter[6
4] 

BYTE 

[説明] BYTE 配列データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] BYTE 型の範囲となります． 

 

10 cStrParameter[64] char 

[説明] ASCII 配列データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] char[64]型の範囲となります． 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_OUT 

 

1 bType BYTE 

[説明] データタイプを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: InfoMessage,  

1: WarningMessage, 
2: ErrorMessage 

 

2 wTextID WORD 

[説明] Text ID を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

3 dwTimeStampL DWORD 

[説明] Time Stamp 下位データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

4 dwTimeStampH DWORD 

[説明] Time Stamp 上位データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

5 bParameterNum BYTE 

[説明] パラメータ数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 
6 Parameter[64] 

EC_DIAGNOSIS_PARA
METER 

[説明] 診断情報を格納する構造体です． 

EC_DELAY_TIMER 

 

1 lMvAbsDelay long 

[説明] MC_MoveAbsolute関数における遅延時間を格納しま

す． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

2 lMvAddDelay long 

[説明] MC_MoveAdditive 関数における遅延時間を格納しま

す． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 lMvRelDelay long 

[説明] MC_MoveRelative 関数における遅延時間を格納しま

す． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-1 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DELAY_TIMER 

 

4 lMvHmDelay long 

[説明] MC_Home 関数における遅延時間を格納します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 lMvVelDelay long 

[説明] MC_MoveVelocity 関数における遅延時間を格納しま

す． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

EC_VERSION 

 
1 wAxisNum WORD 

[説明] 契約軸数を示します． 

[初期値] 0 

 
2 McVersion[] char 

[説明] モーション機能パックライブラリのバージョンを示します． 

[初期値] 0 

EC_START_LOGPOS 

 

1 double fTime 

[説明]  

ログ(指令・現在位置)を記録する時間を設定します． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～84000 

[備考] 値が 0 の時，1ms のログを記録します． 

サイクル周期の設定により，設定可能な最大の範囲が変化し

ます． 

<サイクル周期の設定が，1ms 以下の場合> 

125μs(0.5ms)：  最大 10500 [ms] 

250μs(0.25ms)： 最大 21000 [ms] 

500μs(0.5ms)：  最大 42000 [ms] 

<サイクル周期の設定が，1ms 以上の場合> 

最大 84000 [ms] 

EC_SAVE_LOGPOS 

 

1 BYTE byFormat 

[説明] 保存するファイル形式を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: txt 形式 

1: csv 形式 

0,1 以外: txt 形式 

 

2 char* pName 

[説明] 保存するファイル名を設定します． 

[初期値] 0 

[備考] 未設定(NULL)の場合， 

ファイル名は"hvt 時_分_秒.txt"となりますす． 

(例) ファイル名が未設定(NULL)であり，時刻が 9 時 15 分

22 秒の場合， 

ファイル名は,"hvt9_15_22"となります． 

 

3 char* pPath 

[説明] ファイルを保存するパスを設定します． 

[初期値] 0 

[備考]  

未設定(NULL)の場合，ファイルは exe を実行したパスに保存

されます. 

(次ページへつづく) 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_LOGPOS_STATUS 

 

1 WORD wStatus 

[説明] ログの記録状態を示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: ログ(指令・現在位置)が存在していません． 

1: ログ(指令・現在位置)が存在します.  

サイクル周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始し

ています． 

2: ログ(指令・現在位置)が存在します.  

ログ(指令・現在位置)の記録を停止しています． 

 

2 double fMaxTime 

[説明]  

ログ(指令・現在位置)を記録する最大時間を示します． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～84000 [ms] 

 

3 double fActTime 

[説明] 記録済みのログ(指令・現在位置)の時間[ms]を示しま

す． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～84000 [ms] 

表 3.1-1 構造体 1 
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3.1.2 主に軸グループ動作に関係する構造体 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 

1 byGroupID BYTE 

[説明] 軸グループの識別番号を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 1～32 

 

2 bySyncAxis BYTE 

[説明] 軸グループに追加された軸数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～32 

 
3 stAxis[32] MC_AXIS_REF  

[説明] 軸グループに追加された軸の情報を格納する構造体で

す．stAxis[0]を先頭として，軸の情報が格納されます． 

MC_GROUP_ADD_AXIS 

 

1 bySeqNo BYTE 

[説明] 軸グループに軸を追加する時に，軸の追加先となる配列

番号を設定します． 

値 0 の場合，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]の内，配列番号 0 に，軸が追加されます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

MC_GROUP_REMOVE_AXIS 

 

1 bySeqNo BYTE 

[説明] 軸グループから軸を削除する時に，軸の削除先となる配

列番号を設定します． 

値 0 の場合，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]の内，配列番号 0 に追加された軸が，軸

グループから削除されます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

MC_GROUP_READ_CONFIG_IN 

 

1 bySeqNo BYTE 

[説明] 軸グループにおいて，軸の情報の読み込み先となる配列

番号を設定します． 

値 0 の場合，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]の内，配列番号 0 から，軸の情報を読み

込みます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

2 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

MC_GROUP_READ_CONFIG_OUT 

 
1 MC_AXIS_REF stAxis 

[説明] 軸グループにおいて，読み込みを行った軸の情報を格納

する構造体です． 

(予約) MC_SET_KIN_TRANSFORM 

 1 (予約) - - 

(予約) MC_SET_CARTESIAN_TRANSFORM 

 1 (予約) - - 

(予約) MC_SET_COORD_TRANSFORM 

 1 (予約) - - 

(予約) MC_READ_KIN_TRANSFORM 

 1 (予約) - - 

(予約) MC_READ_CARTESIAN_TRANSFORM 

 1 (予約) - - 

(予約) MC_READ_COORD_TRANSFORM 

 1 (予約) - - 

MC_GROUP_SETTING 

 1 GroupMove MC_GROUP_MOVE [説明] 軸グループの動作パラメータを格納する構造体です． 

 
2 (予約) GroupFactor MC_GROUP_FACTOR 

(予約) 

[説明] 軸グループの要素パラメータを格納する構造体です． 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_MOVE 

 

1 bDisableWaitMotionInt BOOL 

[説明] 動作中の軸グループの動作が完了した時に発生

するイベントを，取得する方法に関係します．イベント取

得待機のキャンセルを有効/無効とする設定を格納しま

す． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE：無効，TRUE：有効 

 

2 byMasterSeqNo BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に,軸グループ

に追加された軸をそれぞれ設定します． 

設定値は，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メン

バ”stAxis[32]”の配列番号を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

3 bySlaveSeqNo BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に,軸グループ

に追加された軸をそれぞれ設定します． 

設定値は，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メン

バ”stAxis[32]”の配列番号を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

4 bDeviationStopEnable BOOL 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置偏

差エラーが発生した場合の停止動作の[有効 / 無効] 

を設定します． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に

設定した軸です． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE：有効 

 

5 byDeviationStopMode BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置偏

差エラーが発生した場合の停止方法を設定します． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に

設定した軸です． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:即時停止，(予約)1：減速停止 

 

6 fPosDeviation double 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置偏

差の許容値を設定します．”0”の時，無効となります． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に

設定した軸です． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

(次ページへつづく) 

 

  



2.ソフトウェア概略 

127 

(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_MOVE 

 

7 (予約)fDeviationDec double 

(予約) 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御におきまして，位置偏差エラーが発生した場

合，停止動作を行う時の減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

8 (予約)fDeviationJerk double 

(予約) 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御におきまして，位置偏差エラーが発生した場

合，停止動作を行う時のジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

MC_GROUP_SET_POSITION 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸の現在位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グループ

の MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，stA

xis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 (予約)bPositionInp BOOL 

(予約) 

[説明] 位置設定モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] FALSE：RELATIVE，TRUE：ABSOLUTE 

 

3 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

 

4 (予約)wBufferMode WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

MC_GROUP_READ_ACT_POS_IN 

 

1 (予約) byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

MC_GROUP_READ_ACT_POS_OUT 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸グループに追加された軸の現在位置を示します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グルー

プの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，st

Axis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_READ_ACT_VEL_IN 

 

1 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

MC_GROUP_READ_ACT_VEL_OUT 

 

1 fPathVelocity double 

[説明] 軸グループの軌道(補間)方向における現在速度を示しま

す． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity[32] double 

[説明] 軸グループに追加された軸の現在速度を示します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fVelocity[0]，fVelocity [1]，fVelocity [2]，・・・は，軸グル

ープの構造体メンバ stAxis[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対

応しています． ) 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

(予約)MC_GROUP_READ_ ACTUAL_ ACCELERATION_IN 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_GROUP_READ_ ACTUAL_ ACCELERATION_OUT 

 1 (予約) - - 

MC_GROUP_READ_STATUS 

 

1 wPLCOpenStatus WORD 

[説明] 軸グループの状態遷移のステータスを示します． 

軸グループの状態遷移のステータスは，TRUE となった bit に対

応した状態となります． 

 軸グループの状態遷移のステータスと各 bit との対応は，下記と

なります． 

bit0： (予約) 

bit1： GroupMoving 

bit2： GroupHoming 

bit3： GroupErrorStop 

bit4： GroupStandby 

bit5： GroupStopping 

bit6： GroupDisabled 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x02： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupMoving”となります． 

0x04： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupHoming”となります． 

0x08： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupErrorStop”となります． 

0x10： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStandby”となります． 

0x20： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStopping”となります． 

0x40： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupDisabled”となります． 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_READ_STATUS 

 

1 wMotionStatus WORD 

[説明] 軸グループの動作状態を示します．軸グループの動作状

態は，TRUE となった bit に対応した状態となります． 

軸グループの動作状態と各 bit との対応は，下記となります． 

bit0： (予約) 

bit1： 定速中 ([範囲] 0:定速中以外, 1:定速中) 

bit2： 加速中 ([範囲] 0:加速中以外, 1:加速中) 

bit3： 減速中 ([範囲] 0:減速中以外, 1:減速中) 

bit4： (予約) InPosition 

bit5： (予約) Error 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

MC_GROUP_READ_ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] 軸グループに発生しているエラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_GROUP_RESET_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約) Done(エラーが解消されました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約) CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_GROUP_SET_OVERRIDE_IN 

 

1 VelFactor double 

[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． 

本関数を実行する前の軸グループのオーバーライドファク

タ( デフォルトのオーバーライドファクタ )は，”1”となりま

す． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

2 (予約)AccFactor double 

(予約) 

[説明] 加速度・減速度の係数であり，加速度・減速度の設

定値に掛け合わせる値です． 

本関数を実行する前の軸グループのオーバーライドファク

タ( デフォルトのオーバーライドファクタ )は，”1”となりま

す． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

3 (予約)fJerkFactor double 

(予約) 

[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． 

本関数を実行する前の軸グループのオーバーライドファク

タ( デフォルトのオーバーライドファクタ )は，”1”となりま

す． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

(予約)MC_PATH_REF 

 1 (予約) - - 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

(予約)MC_PATH_SELECT_IN 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_PATH_SELECT_OUT 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_READ_PATH_SELECT 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_READ_MOVE_PATH 

 1 (予約) - - 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 

 

1 wFunction WORD 

[説明] 実行完了した関数コードを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x0031： MC_GroupReset 関数 

0x0032： MC_GroupHome 関数 

0x0033： MC_GroupStop 関数 

0x0034： MC_MoveLinearAbsolute 関数 

0x0035： MC_MoveLinearRelative 関数 

0x0036： MC_MoveLinearVelocity 関数 

 

2 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

MC_GROUP_SETTING 構造体に含まれる MC_GROUP

_MOVE 構造体メンバ bDisableWaitMotionInt の値により変

わります． 

[FALSE の時] 

0x01: Done(実行が完了しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

[TRUE の時] 

0x81: Done(実行が完了しました) 

0x82: Busy(API 関数を実行中です) 

0x83: CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x84: Error(エラーが発生しました) 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_GROUP_HOME_IN 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 原点復帰位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グルー

プの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，

stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_HOME_IN 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

 

7 (予約)wBufferMode WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 
8 

(予約) 

wTransitionMode 
- 

- 

 
9 

(予約) 

fTransitionParam[32] 
- 

- 

MC_GROUP_HOME_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_GROUP_STOP_IN 

 

1 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

2 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

3 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

 

4 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: (予約)Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_STOP_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

(予約)MC_GROUP_HALT_IN 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_GROUP_HALT_OUT 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_GROUP_INTERRUPT_IN 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_GROUP_INTERRUPT_OUT 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_GROUP_CONTINUE_IN 

 1 (予約) - - 

(予約)MC_GROUP_CONTINUE_OUT 

 1 (予約) - - 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸の絶対位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]と対応しています．(fPosition[0]，fPositio

n[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROU

P_REF 構造体メンバ stAxis[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と

対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0：ACS，1：MCS，2：PCS 

 

7 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN 

 8 (予約)wTransitionMode - - 

 
9 

(予約) 

fTransitionParam[32] 

- - 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

[章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_MOVE_LINEAR_REL_IN 

 

1 fDistance[32] double 

[説明] 軸の相対位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]と対応しています．(fPosition[0]，fPositio

n[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROU

P_REF 構造体メンバ stAxis[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と

対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)byCoordSys BYTE 

[説明] 座標系 を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0：ACS，1：MCS，2：PCS 

 

7 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

 8 (予約)wTransitionMode - - 

 
9 

(予約) 

fTransitionParam[32] 
- - 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_LINEAR_REL_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN 

 

1 bJogAxis[32] BOOL 

[説明] 連続動作を行う軸を設定します． 

配列番号は，軸グループの  

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( bJogAxis[0]，bJogAxis[1]，bJogAxis [2]，・・・は，軸グル

ープの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，

stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

[初期値] False 

[範囲] False： 対応する軸の連続動作を有効とします． 

True： 対応する軸の連続動作を無効とします． 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度 (目標速度) を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 wDirection WORD 

[説明] 回転方向を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0： 負方向 ( mcPositiveDirection ) 

1： 正方向 ( mcNegativeDirection )  

2： (予約)mcCurrentDirection 現在の設定方向 

3： (予約)mcShortestWay 指定の位置に距離が近い方向 

 

7 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: (予約)Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN 

 

8 byMode BYTE 

[説明] 速度の設定モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

 0： 各軸の速度に"fVelocity"の値を使用します． 

本設定により，各軸の速度は等しい速度となります． 

1： 各軸の速度に"fJogVelocity[32]"の値を使用します． 

本設定により，各軸の速度は異なる速度とすることが可能で

す． 

( “fJogVelocity[0]”，”fJogVelocity[1]”，”fJogVelocity

[2]”，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ”stAxis[0]”，”stAxis[1]”，”stAxis[2]”，・・・と対

応しています． ) 

[備考] 

“0”,”1”以外の場合，設定値は”0”となります． 

 

9 byBase BYTE 

[説明]  

“byMode”が”1”の時に設定します．加速度,減速度,ジャークを

適用する軸を設定します． 

設定値は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体

メンバ stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，…，の配列番号となり

ます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

10 fJogVelocity[32] double 

[説明] 軸グループに追加された軸ごとの速度を設定します． 

“fJogVelocity[0]”，”fJogVelocity[1]”，”fJogVelocity

[2]”，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ”stAxis[0]”，”stAxis[1]”，”stAxis[2]”，・・・と対応して

います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

11 (予約)fRefvelocity double 

(予約)  

[説明] 加速度,減速度,ジャークを適用する速度を設定します. 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

12 
(予約) 

byCoordSys 
BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS, 1： MCS, 2： PCS 

 
13 

(予約) 

wTransitionMode 
WORD － 

 
14 

(予約) 

fTransitionParam[32] 
double － 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: (予約)Done(目標速度に到達) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコード 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_PATH_DATA_REF 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸の現在位置の設定値を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グルー

プの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，st

Axis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

※ 設定可能な値は，実行する関数により異なります． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

7 
(予約) 

byTransitionMode 
BYTE 

(予約) 

[説明] トランジションモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値]  

 0： TMNone， 

1： TMStartVelocity， 

2： TMConstantVelocity， 

3： TMCornerDistance 

4： TMMaxCornerDeviation 

 

8 byMtnCmd BYTE 

[説明] パスの動作を設定します．設定可能な動作は下記となり

ます． 

・ 相対位置決め動作(MC_MoveLinearRelative 関数に相

当する動作)， 

・ 絶対位置決め動作(MC_MoveLinearAbsolute 関数に相

当する動作)， 

・ 原点復帰による位置決め動作(MC_GroupHome 関数に

相当する動作) 

[初期値] 0 

[範囲]  

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 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_PATH_DATA_REF 

 

9 
(予約) 

fVelFactor 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の最高速度の割合を設定します． 

設定値が 0 の時または 100 以上の場合は，100 として設定し

ます．  

トランジションモードが” TMStartVelocity”， 

” TMConstantVelocity”の時に設定します． 

[単位] % 

[初期値] 0 

[値] 0～100 

 

10 
(予約) 

fCornerDistance 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジションモ

ードによる動作を行う位置との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMCornerDistance”の時に設定しま

す． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

11 
(予約) 

fMaxCornerDeviation 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジションモ

ードによる遷移中の曲線との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMMaxCornerDeviation”の時に設定

します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

MC_GROUP_READ_PATH_DATA_OUT 

 

1 dwSize DWORD 

[説明] データ数を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

2 dwRun DWORD 

[説明] 実行が開始されているデータ行です．  

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

3 PathRef MC_PATH_DATA_REF 

[説明] 実行が開始されているデータ行のデータです． 

実行が開始されているデータ行の MC_PATH_DATA_REF

構造体の値が格納されます． 

MC_MOVE_PATH_IN 

 

1 byInpMode BYTE 

[説明] Path データの作成のために使用する設定値を読み込む

モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0： MC_PATH_DATA_REF 構造体から，設定値を読み込

みます． 

 1： 指定したファイルから設定値を読み込みます． 

本構造体の pName に設定されたファイルを読み込みます．

データ形式は txt 形式または，csv 形式です． 

 

2 
(予約) 

byCoordSystem 
BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0：ACS，1：MCS，2：PCS 

 

3 
(予約) 

wBufferMode 
WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された場

合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: (予約)Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_PATH_IN 

 

4 
(予約) 

byTransitionMode 
BYTE 

(予約) 

[説明] トランジションモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値]  

 0： TMNone， 

1： TMStartVelocity， 

2： TMConstantVelocity， 

3： TMCornerDistance 

4： TMMaxCornerDeviation 

 

5 dwSize DWORD 

[説明] データ数を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

6 
(予約) 

fVelFactor 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の最高速度の割合を設定します．  

設定値が 0 の時または 100 以上の場合は，100 として設定しま

す．  

トランジションモードが” TMStartVelocity”， 

” TMConstantVelocity”の時に設定します． 

[単位] % 

[初期値] 0 

[値] 0～100 

 

7 
(予約) 

fCornerDistance 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジションモ

ードによる動作を行う位置との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMCornerDistance”の時に設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

8 
(予約) 

fMaxCornerDeviation 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジションモ

ードによる遷移中の曲線との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMMaxCornerDeviation”の時に設定し

ます． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

9 
(予約) 

fTransitionParam[32] 
double 

(予約) 

[説明] トランジションモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値]  

0： TMNone， 

1： TMStartVelocity， 

2： TMConstantVelocity， 

3： TMCornerDistance 

4： TMMaxCornerDeviation 

 

10 pName Char* 

[説明] Path データの作成のために使用する設定値を読み込むフ

ァイルのパスを設定します．読み込み可能なファイルの拡張子

は，”txt”，”csv”，”xml”となります． 

例えば，読み込むファイル名”PathData.csv”，パス”C：¥”の場

合，設定値は下記となります． 

 

pName = “C：¥PathData.csv”； 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_PATH_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 dwSize DWORD 

[説明] 実行が開始されるデータ数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード(章番号 2.4「エラーコード」参照) 

 

4 dwErrLine DWORD 

[説明] エラーとなるデータが存在していた場合，エラーが存在する

データの行数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～1000 

MC_AXES_READ_MOTION_STATE 

 

1 wPLCOpenStatus WORD 

[説明] 軸グループの状態遷移のステータスを示します． 

軸グループの状態遷移のステータスは，TRUE となった bit に対

応した状態となります． 

 軸グループの状態遷移のステータスと各 bit との対応は，下記と

なります． 

bit0： (予約) 

bit1： GroupMoving 

bit2： GroupHoming 

bit3： GroupErrorStop 

bit4： GroupStandby 

bit5： GroupStopping 

bit6： GroupDisabled 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x02： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupMoving”となります． 

0x04： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupHoming”となります． 

0x08： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupErrorStop”となります． 

0x10： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStandby”となります． 

0x20： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStopping”となります． 

0x40： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupDisabled”となります． 

 

2 wMotionStatus WORD 

[説明] 軸グループの動作状態を示します． 

軸グループの動作状態は，TRUE となった bit に対応した状態

となります． 

軸グループの動作状態と各 bit との対応は，下記となります． 

bit0： (予約) 

bit1： 定速中 ([範囲] 0:定速中以外, 1:定速中) 

bit2： 加速中 ([範囲] 0:加速中以外, 1:加速中) 

bit3： 減速中 ([範囲] 0:減速中以外, 1:減速中) 

bit4： InPosition(予約) 

bit5： Error(予約) 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 
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構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_READ_MOTION_STATE 

 

3 MotionState[32] 
READ_MOTION_STAT
E 

[説明] 軸のモーションステータスを格納する構造体です． 

MotionState[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_

GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( MotionState[0]，MotionState[1]，MotionState[2]， 

・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メン

バ stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

READ_MOTION_STATE 

 

1 wMotionState WORD 

[説明] モーションステータスを示します． 

下記の bit が，モーションステータスと対応しています． 

bit0: エラー ([範囲] 0:エラー未発生, 1:エラー発生) 

bit1: 定速中 ([範囲] 0:定速中以外, 1:定速中) 

bit2: 加速中 ([範囲] 0:加速中以外, 1:加速中) 

bit3: 減速中 ([範囲] 0:減速中以外, 1:減速中) 

bit4: ＋方向動作中  

([範囲] 0:＋方向動作中以外, 1:＋方向動作中) 

bit5: ー方向動作中 

    ([範囲] 0:ー方向動作中以外, 1:ー方向動作中) 

bit6～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

MC_AXES_READ_ STATUS 

 

1 wPLCOpenStatus WORD 

[説明] 軸グループの状態遷移のステータスを示します． 

軸グループの状態遷移のステータスは，TRUE となった bit に対

応した状態となります． 

 軸グループの状態遷移のステータスと各 bit との対応は，下記と

なります． 

bit0： (予約) 

bit1： GroupMoving 

bit2： GroupHoming 

bit3： GroupErrorStop 

bit4： GroupStandby 

bit5： GroupStopping 

bit6： GroupDisabled 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x02： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupMoving”となります． 

0x04： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupHoming”となります． 

0x08： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupErrorStop”となります． 

0x10： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStandby”となります． 

0x20： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStopping”となります． 

0x40： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupDisabled”となります． 

 

2 Status[32] READ_STATUS 

[説明] 軸グループに追加された軸の状態遷移のステータスを格

納する構造体です． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造

体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( Status[0]，Status[1]，Status[2]，・・・は，軸グループの

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，

stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています． ) 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

READ_STATUS 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 状態遷移のステータスを示します． 

下記の bit が，状態遷移のステータスと対応しています． 

bit0:  (予約) Error 

bit1:  ErrorStop 
bit2:  Disabled 
bit3:  Stopping 
bit4:  Homing 
bit5:  StandStill 
bit6:  DiscreteMotion 
bit7:  ContinuousMotion 
bit8:  SynchronizedMotion 

bit9～bit15:  (予約) 

[初期値] 0 

[範囲] 

 0: 状態遷移のステータスは未定義となっています． 

 0x02: 状態遷移のステータスは”ErrorStop”となっています． 

 0x04: 状態遷移のステータスは”Disabled”となっています． 

 0x08: 状態遷移のステータスは”Stopping”となっています． 

0x10: 状態遷移のステータスは”StandStill”となっています． 

0x20: 状態遷移のステータスは”DiscreteMotion”となっていま

す． 

0x40: 状態遷移のステータスは”DiscreteMotion”となっていま

す． 

0x80: 状態遷移のステータスは”ContinuousMotion”となって

います． 

0x100: 状態遷移のステータスは”SynchronizedMotion”とな

っています． 

MC_AXES_READ_ INFO 

 

1 AxisInfo[32] READ_INFO 

[説明] 軸グループに追加された軸の軸情報を格納する構造体

です． 

配列番号は，軸グループの 

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( AxisInfo[0]，AxisInfo [1]，AxisInfo[2]，・・・は，軸グループ

の MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，

stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています． ) 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

READ_ INFO 

 

1 dwAxisInfo DWORD 

[説明] 軸の軸情報を示します． 

下記の bit が，軸情報と対応しています． 

bit0: (予約) 軸のエラー  

([範囲] 0：エラー無し，1：エラー有り) 

bit1: 原点入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit2: +ELS 入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit3: －ELS 入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit4: (予約) 上限側のソフトウェアリミットが有効の場合， 

     上限側のソフトウェアリミットの状態 

     ([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit5: (予約) 下限側のソフトウェアリミットが有効の場合， 

     下限側のソフトウェアリミットの状態 

     ([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit6: (予約) シミュレーションモード実行状態 

     (例：モータのシミュレーションモード等) 

     ([範囲] 0:未実行, 1:実行中) 

bit7: スレーブを駆動する準備が完了した状態 

([範囲] 0:未完了, 1:完了) 

bit8: 電源状態 ([範囲] 0:電源 OFF, 1:電源 ON) 

bit9: 原点復帰完了状態 ([範囲] 0:未確定, 1:確定) 

     アブソリュートエンコーダの場合は 1 になりません． 

Bit10: ワーニング発生状況  

([範囲] 0:未発生, 1:ワーニング発生) 

bit11: (予約) Fault (異常発生状況) 

([範囲] 0:未発生, 1:異常発生) 

bit12～bit15：(予約) 

[初期値] 0 

MC_AXES_READ_ ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] 軸グループに発生しているエラー． 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード 

( 章番号 4「エラーコード」をご参照願います． )  

 

2 AxisError READ_ERROR 

[説明] 軸グループに追加された軸のエラーを格納する構造体． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(AxisError[0]，AxisError [1]， 

AxisError [2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROU

P_REF 構造体メンバ 

stAxis[0]，stAxis[0]， 

stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

READ_ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] 軸に発生しているエラー． 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード 

( 章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． ) 

MC_GROUP_READ_BUFFER_OUT 

 

1 bBufferNum BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の個数 

[初期値] 0 

[範囲] 0～1 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコード 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード(章番号 2.4「エラーコード」参照) 

 
3 BufferFunction[4] 

MC_GROUP_BUFFER_
FUNC 

バッファ待機中の関数の情報を格納する構造体 

(次ページへつづく) 
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(表 3.1-2 前ページからのつづき) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_BUFFER_FUNC 

 

1 wBufferMode WORD 

[説明] バッファモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値] 0:Aborting，1:Buffered， 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

 

2 bFuncID BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の識別コード  

[初期値] 0 

[値] 0x24：MC_MoveLinearAbsolute 関数 

0x25：MC_MoveLinearRelative 関数 

 

3 fPosition[32] double 

[説明] 軸の現在位置の設定値．バッファ待機中の関数が，MC

_MoveLinearAbsolute 関数の時に，値が格納されます． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グルー

プの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，

stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

4 fDistance[32] double 

[説明] 軸の現在位置の設定値．バッファ待機中の関数が，MC

_MoveLinearRelative 関数の時に，値が格納されます． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グルー

プの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，

stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

5 fVelocity double 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

6 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

7 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

8 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

表 3.1-2 構造体 2 
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3.2 関数の種類 

 分類と機能 

図 3.2.1-1，図 3.2.1-2 は， HLS-ECAT02xx/Win で使用可能な関数です． 

 

No. 分類 関数名 機能 

1 Administrative MC_Power() 電源制御 

2  MC_ReadStatus() 状態遷移のステータス読込み 

3  MC_ResetAxisSetting() 軸設定の初期化 

4  MC_GetAxisSetting() 軸設定の取得 

5  MC_SetAxisSetting() 軸設定の設定 

6  MC_ReadAxisError() 軸エラー読込み 

7  MC_ReadActualPosition() 現在位置読込み 

8  MC_ReadActualVelocity() 現在速度読込み 

9  MC_ReadAxisInfo() 軸情報読込み 

10  MC_ReadMotionState() モーションステータス読込み 

11  MC_SetPosition() 現在位置変更 

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

タ設定 

13  MC_TouchProbe() トリガーイベントによる現在位置読込み 

14  MC_AbortTrigger() トリガーイベントによる現在位置読込み中止 

15  MC_Reset() 軸異常解除 

16  MC_ReadProbeStatus() タッチプローブの状態を読込み 

17  MC_ReadBuffer() Buffered 中の関数の情報を読込み 

18  MC_ReadLatchCountResult() タッチプローブの実行結果を読み込み 

19  MC_WaitNextLatchCountInterrupt() タッチプローブの実行完了待機 

20  MC_CancelWaitLatchCountInterrupt() タッチプローブの実行完了待機キャンセル 

21  MC_ResetLatchSts() 
タッチプローブの実行結果を格納している内部メ

モリを 0 クリアします 

22  MC_SetDelayTimer() 位置決め動作の遅延時間の設定 

23  MC_ReadDelayTimer() 位置決め動作の遅延時間を読み込み 

24 Motion MC_Home() 原点復帰 

25  MC_Stop() 減速停止 

26  MC_MoveAbsolute() 絶対値位置決め 

27  MC_MoveRelative() 相対値位置決め 

28  MC_MoveAdditive() 位置決め相対位置付加 

29  MC_MoveVelocity() 指定速度連続送り 

30  MC_ReadFunctionResult() 動作の出力変数読出し 

31  MC_WaitNextInterrupt() 割り込み待機 

32  MC_CancelWaitInterrupt() 割り込み待機キャンセル 

33  MC_ResetMotionSts() 
動作の出力変数を格納している内部メモリを0ク

リアします 

34  MC_SetIntSignalInfo() 

MC_CancelWaitInterrupt 関数を実行した後, 

MC_ReadFunctionResult 関数を実行した時

の戻り値の設定 

35  MC_GetIntSignalInfo() 
MC_SetIntSignalInfo 関数を実行して設定し

た値の読み込み 

36  MC_SetLatchCountIntSignalInfo() 

MC_CancelWaitLatchCountInterrupt関数を

実行した後, MC_ReadLatchCountResult 関

数を実行した時の戻り値の設定 

37  MC_GetLatchCountIntSignalInfo() 
MC_SetLatchCountIntSignalInfo 関数を実

行して設定した値の読み込み 

(次ページへつづく) 
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(図 3.2.1-1 前ページからのつづき) 

No. 分類 関数名 機能 

38 EtherCAT (予約)EC_InitMaster() (予約)マスタ初期化 

39  EC_GetMasterInfo() マスタ情報取得 

40  EC_OpenMaster() マスタオープン 

41  EC_CloseMaster() マスタクローズ 

42  EC_GetSlaveInfo() スレーブ情報取得 

43  (予約)EC_InitSlave() (予約)スレーブ初期化 

44  (予約)EC_GetMasterStatus() (予約)マスタのステータス読込み 

45  (予約)EC_GetSlaveStatus () (予約)スレーブのステータス読込み 

46  EC_GetDiagnosisMessage() スレーブの診断メッセージ取得 

47  EC_GetDiagnosisMessageFlags() スレーブの診断メッセージフラグ取得 

48  EC_SetDiagnosisMessageFlags() スレーブの診断メッセーフラグ設定 

49  EC_ResetDiagnosisMessage() スレーブの診断メッセージフラグクリア 

50  EC_ReadVersion() 
モーション機能パックライブラリのバージョン，契約軸

数取得 

51  EC_ReadSDO() SDO データ読込み 

52  EC_WriteSDO() SDO データ書込み 

53  EC_StartLogPosition() 

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. 

(INtime メモリに格納します．) 

54  EC_StopLogPosition() 
ログ(指令・現在位置)の記録を停止します. 

(INtime メモリへの格納を停止します．) 

55  EC_SaveLogPosition() 
ログ(指令・現在位置)をファイルに保存します. 

(INtime メモリからファイルへ保存します．) 

56  EC_ReadLogPositionStatus() 
ログ(指令・現在位置)の記録状態を読込みます. 

(INtime メモリへの格納状態を読込みます．) 

57  EC_ClearLogPositionMemory() 
ログ(指令・現在位置)を格納する INtime メモリを

削除します. 

58 IO IO_inp() PDO データ 8 ビット読込み 

59  IO_inpw() PDO データ 16 ビット読込み 

60  IO_inpdw() PDO データ 32 ビット読込み 

61  IO_outp() PDO データ 8 ビット書込み 

62  IO_outpw() PDO データ 16 ビット書込み 

63  IO_outpdw() PDO データ 32 ビット書込み 

 

※1 スレーブの初期設定は，各スレーブメーカのツールを使用して設定してください． 

図 3.2.1-1 関数一覧 01(主に単軸動作に関係する関数) 
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No. 分類 関数名 機能 

1 Administrative MC_AddAxisToGroup() 軸を軸グループに追加します． 

2  MC_RemoveAxisFromGroup() 指定の軸を軸グループから取り除きます． 

3  MC_UngroupAllAxes() 全ての軸を軸グループから取り除きます． 

4  MC_GroupReadConfiguration() 
軸グループに追加された軸の情報を読み込み

ます． 

5  MC_GroupEnable() 
軸グループの状態遷移のステータスを Group

Standby に変更します． 

6  MC_GroupDisable() 
軸グループの状態遷移のステータスを Group

Disabled に変更します． 

7  (予約) MC_SetKinTransform() (予約) 

8  (予約) MC_SetCartesianTransform() (予約) 

9  (予約) MC_SetCoordinateTransform() (予約) 

10  (予約) MC_ReadKinTransform() (予約) 

11  (予約) MC_ReadCartesianTransform() (予約) 

12  (予約) MC_ReadCoordinateTransform() (予約) 

13  MC_ResetGroupSetting() 
軸グループのパラメータの設定を初期化しま

す． 

14  MC_SetGroupSetting() 軸グループのパラメータの設定を行います． 

15  MC_GetGroupSetting() 軸グループのパラメータの設定を取得します． 

16  MC_GroupSetPosition() 軸グループの軸の位置を設定します． 

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

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

19  
(予約) 

MC_GroupReadActualAcceleration() 

(予約)  

軸グループの現在加速度を読み込みます． 

20  MC_GroupReadStatus() 

軸グループの状態 

(図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図))と，

モーションステータスを読み込みます． 

21  MC_GroupReadError() 軸グループのエラーを読み込みます． 

22  MC_GroupReset() 軸グループのエラーをリセットします． 

23  MC_GroupAxesReadMotionState() 
軸グループに追加された軸のモーションステー

タスを読込みます． 

24  MC_GroupAxesReadStatus() 
軸グループに追加された軸のステータスを読

込みます． 

25  MC_GroupAxesReadInfo() 
軸グループに追加された軸の軸情報を読込

みます． 

26  MC_GroupAxesReadError() 
軸グループに追加された軸のエラーコードを読

込みます． 

27  (予約)MC_PathSelect() (予約) 

28  MC_GroupSetOverride() 
速度，加減速度，ジャークのオーバーライドフ

ァクタ設定 

29  MC_GroupReadPathData 
動作の連続実行中のデータを読み込みま

す． 

30 IO 
IO_Groupinp 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビ

ットを読込みます． 

31  
IO_Groupinpw 軸グループに追加された軸の PDO データ 16

ビットを読込みます． 

32  
IO_Groupinpdw 軸グループに追加された軸の PDO データ 32

ビットを読込みます． 

33  
IO_Groupoutp 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビ

ットを書込みます． 

34  
IO_Groupoutpw 軸グループに追加された軸の PDO データ 16

ビットを書込みます． 

35  
IO_Groupoutpdw 軸グループに追加された軸の PDO データ 32

ビットを書込みます． 

(次ページへつづく) 
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(図 3.2.1-2 前ページからのつづき) 

No. 分類 関数名 機能 

36 Motion MC_GroupReadFunctionResult() 軸グループの実行結果を読み込みます． 

37  MC_GroupWaitNextInterrupt() 軸グループの実行完了を待機します． 

38  MC_GroupCancelWaitInterrupt() 軸グループの実行完了待機をキャンセルします． 

39  MC_GroupResetMotionSts() 
動作完了後の変数値を格納している内部メモリを 0

クリアします． 

40  MC_GroupHome() 軸グループの原点復帰を行います． 

41  MC_GroupStop() 軸グループを停止します． 

42  (予約)MC_GroupHalt() (予約) 

43  (予約)MC_GroupInterrupt() (予約) 

44  (予約)MC_GroupContinue() (予約) 

45  MC_MoveLinearAbsolute() 絶対移動量における線形補間動作を行います． 

46  MC_MoveLinearRelative() 相対移動量における線形補間動作を行います． 

47  MC_MoveLinearVelocity() 軸グループに追加された軸の連続動作を行います． 

48  (予約)MC_MoveCircularAbsolute() (予約) 

49  (予約)MC_MoveCircularRelative() (予約) 

50  (予約)MC_MoveDirectAbsolute() (予約) 

51  (予約)MC_MoveDirectRelative() (予約) 

52  MC_MovePath() 
指定の Path データを使用して，動作の連続実行を

行います． 

53  MC_GroupReadBuffer() 
軸グループのバッファ待機中の関数の情報を読込みま

す． 

54  MC_GroupDeleteBuffer() 
軸グループのバッファ待機中の関数が存在する場合，

関数が実行される前に削除します． 

55  MC_SetGroupIntSignalInfo() 

MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実行した

後, MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行

した時の戻り値の設定を行います． 

56  MC_GetGroupIntSignalInfo() 
MC_SetGroupIntSignalInfo 関数を実行して設定

した値の読み込み 

図 3.2.1-2 関数一覧 02(主に軸グループ動作に関係する関数) 
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 動作可能な軸の状態 

図 3.2.2-1，図 3.2.2-2 は， HLS-ECAT02xx/Win で使用可能な関数です． 

 

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． 

×：動作の保証はありません．または，動作可能な状態ではありません． 

No. 分類 関数名 
機能 

A B C D E F G H 

1 Administrative MC_Power() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2  MC_ReadStatus() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3  MC_ResetAxisSetting() ○ ○ × × × × × × 

4  MC_GetAxisSetting() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5  MC_SetAxisSetting() ○ ○ × × × × × × 

6  MC_ReadAxisError() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7  MC_ReadActualPosition() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8  MC_ReadActualVelocity() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

9  MC_ReadAxisInfo() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10  MC_ReadMotionState() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11  MC_SetPosition() × ○ × × × × × × 

12  MC_SetOverride()※2 ○ ○ × × ○ ○ × × 

13  MC_TouchProbe() ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

14  MC_AbortTrigger() ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

15  MC_Reset() × × × × × × ○ × 

16  MC_ReadProbeStatus() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17  MC_ReadBuffer() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18  MC_ReadLatchCountResult() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19  MC_WaitNextLatchCountInterrupt() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20  MC_CancelWaitLatchCountInterrupt() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

21  MC_ResetLatchSts() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22  MC_SetDelayTimer() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23  MC_ReadDelayTimer() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24 Motion MC_Home() × ○ × × × × × × 

25  MC_Stop() × ○ ○ × ○ ○ × (予約) 

26  MC_MoveAbsolute() × ○ × × ○ ○ × × 

27  MC_MoveRelative() × ○ × × ○ ○ × × 

28  MC_MoveAdditive() × ○ × × ○ ○ × × 

29  MC_MoveVelocity() × ○ × × ○ ○ × × 

30  MC_ReadFunctionResult() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

31  MC_WaitNextInterrupt() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

33  MC_CancelWaitInterrupt() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

32  MC_ResetMotionSts() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

33  MC_SetIntSignalInfo() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

34  MC_GetIntSignalInfo() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

35  MC_SetLatchCountIntSignalInfo() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

36  MC_GetLatchCountIntSignalInfo() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

37 EtherCAT EC_InitMaster() (予約) 

38  EC_GetMasterInfo() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

39  EC_OpenMaster() ※1 

40  EC_CloseMaster() ※1 

41  EC_GetSlaveInfo() ※1 

(次ページへつづく) 
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(図 3.2.2-1 前ページからのつづき) 

No. 分類 関数名 
機能 

A B C D E F G H 

42 EtherCAT EC_InitSlave() (予約) 

43  EC_GetMasterStatus() (予約) 

44  EC_GetSlaveStatus() (予約) 

45  EC_GetDiagnosisMessage() ○ ○ × × × × × × 

46  EC_GetDiagnosisMessageFlags() ○ ○ × × × × × × 

47  EC_SetDiagnosisMessageFlags() ○ ○ × × × × × × 

48  EC_ResetDiagnosisMessage() ○ ○ × × × × × × 

49  EC_ReadVersion() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

50  EC_ReadSDO() ○ ○ × × × × × × 

51  EC_WriteSDO() ○ ○ × × × × × × 

52  EC_StartLogPosition ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

53  EC_StopLogPosition ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

54  EC_SaveLogPosition ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

55  EC_ReadLogPositionStatus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

56  EC_ClearLogPositionMemory ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

57 IO IO_inp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

58  IO_inpw() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

59  IO_inpdw() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

60  IO_outp() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

61  IO_outpw() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

62  IO_outpw() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

※1 章番 2.7 状態遷移，各関数の項目をご参照願います． 

※2 動作の状態により実行できない場合があります．章番号 3.3.12 をご参照願います． 

※3 EC_ReadSDO 関数，EC_WriteSDO 関数は C～H の場合におきましても実行可能です．モータの動作中におきま

しては，十分に注意して関数を実行してください． 

図 3.2.2-1 関数一覧 01(主に単軸動作に関係する関数) 
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Ａ：GroupDisabled，Ｂ：GroupStandby，Ｃ：GroupHoming，Ｄ：GroupMoving，Ｅ：GroupStopping， 

Ｆ：GroupErrorStop 

○：関数を実行することが可能です． 

×：動作の保証はありません．または，動作可能な状態ではありません． 

No. 分類 関数名 
機能 

A B C D E F 

1 Administrative MC_AddAxisToGroup() ○ ○ × × × × 

2  MC_RemoveAxisFromGroup() ○ ○ × × × × 

3  MC_UngroupAllAxes() ○ ○ × × × × 

4  MC_GroupReadConfiguration() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5  MC_GroupEnable() ○ ○ × × × × 

6  MC_GroupDisable() ○ ○ × × × × 

7  (予約) MC_SetKinTransform() (予約) 

8  (予約) MC_SetCartesianTransform() (予約) 

9  (予約) MC_SetCoordinateTransform() (予約) 

10  (予約) MC_ReadKinTransform() (予約) 

11  (予約) MC_ReadCartesianTransform() (予約) 

12  (予約) MC_ReadCoordinateTransform() (予約) 

13  MC_ResetGroupSetting() ○ ○ × × × × 

14  MC_SetGroupSetting() ○ ○ × × × × 

15  MC_GetGroupSetting() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16  MC_GroupSetPosition() ○ ○ × × × × 

17  MC_GroupReadActualPosition() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18  MC_GroupReadActualVelocity() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19  (予約) MC_GroupReadActualAcceleration() (予約) 

20  MC_GroupReadStatus() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

21  MC_GroupReadError() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22  MC_GroupReset() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23  MC_PathSelect() (予約) 

24  MC_GroupSetOverride() ※1 ○ ○ ○ ○ × × 

25  MC_GroupReadPathData() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26  MC_GroupAxesReadMotionState ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27  MC_GroupAxesReadStatus ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28  MC_GroupAxesReadInfo ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

29  MC_GroupAxesReadError ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

29 Motion MC_GroupReadFunctionResult() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

30  MC_GroupWaitNextInterrupt() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

31  MC_GroupCancelWaitInterrupt() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

32  MC_GroupHome() × ○ × × × × 

33  MC_GroupStop() × × ○ ○ × × 

34  MC_GroupResetMotionSts() ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

35  MC_GroupHalt() (予約) 

36  MC_GroupInterrupt() (予約) 

37  MC_GroupContinue() (予約) 

38  MC_MoveLinearAbsolute() × ○ × × × × 

39  MC_MoveLinearRelative() × ○ × × × × 

40  MC_MoveLinearVelocity() × ○ × × × × 

41  (予約) MC_MoveCircularAbsolute() (予約) 

42  (予約) MC_MoveCircularRelative() (予約) 

43  (予約) MC_MoveDirectAbsolute() (予約) 

44  (予約) MC_MoveDirectRelative() (予約) 

45  MC_MovePath() × ○ × × × × 

(次ページへつづく) 
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(図 3.2.2-2 前ページからのつづき) 

No. 分類 関数名 
機能 

A B C D E F 

46 IO IO_Groupinp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

47  IO_Groupinpw ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

48  IO_Groupinpdw ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

49  IO_Groupoutp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

50  IO_Groupoutpw ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51  IO_Groupoutpdw ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

※1 動作の状態により実行できない場合があります．章番号 3.4.24 をご参照願います． 

図 3.2.2-2 関数一覧 02(主に軸グループ動作に関係する関数) 
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3.3 関数の詳細(軸に関係する関数) 

本章の関数は，単軸動作に関係する関数です． 

本章で取り扱う関数の引数の中で，MC_AXIS_REF 構造体に関しましては，下記または，章番号 3.1.1 の表 3.1-1 をご参

照願います． 

 

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を格納します． 

スレーブのノード番号は，EC_GetSlaveInfo 関数を

使用して取得した値を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

wAxisNo WORD 

[説明] 軸番号を格納します． 

軸番号は，EC_GetSlaveInfo 関数を使用して取得

した値を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

 MC_Power() 電源制御 

機  能 指定した軸の電源を制御(On 又は Off)します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_Power  
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_POWER_IN* Inp, 
  MC_POWER_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_Power Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_POWER_IN, _ 
  ByRef Outp As MC_POWER_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_Power  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_POWER_IN Inp,  
  ref MC_POWER_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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(MC_Power () 前ページからのつづき) 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_POWER_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_POWER_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_Power ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_POWER_IN 

 

1 bEnable BOOL 

[説明] 電源制御を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: サーボ OFF，TRUE: サーボ ON． 

 

2 bEnablePositive BOOL 

[説明] 正方向運転の有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効． 

 

3 bEnableNegative BOOL 

[説明] 負方向運転の有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE  

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効． 

MC_POWER_OUT 

 

1 bStatus BOOL 

[説明] 運転が可能な状態を示します． 

[初期値] FALSE  

[範囲] FALSE: サーボOFF状態，TRUE: サーボON状

態． 

 

2 bError BOOL 

[説明] エラー発生を示します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: エラー未発生，TRUE: エラー発生． 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) [MC_Power 関数を実行した時の軸の状態] 

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結果は変わり

ます． 

□ 軸の状態が Disabled の時 

 bEnable を TRUE とすると，軸の状態が Standstill に変化します． 

bEnable を FALSE とすると，軸の状態は変わりません(Disabled の状態を維持します)． 

□ 軸の状態が Standstill の時 

 bEnable を TRUE とすると，軸の状態は変わりません(Standstill の状態を維持します)． 

bEnable を FALSE とすると，軸の状態が Disabled に変化します． 

□ 軸の状態が Errorstop の時 

 bEnable を FALSE，TRUE にしましても，軸の状態は変わりません(Errorstop の状態を維持します)． 

□ 軸の状態が Stopping，Homing，DiscreteMotion，ContinuousMotion，Synchronized Motion

の時 

 bEnable を TRUE とすると，軸の状態は変わりません(元の状態を維持します)． 

bEnable を FALSE とすると，軸の状態が Disabled に変化します． 

   また，サーボオン処理および，サーボオフ処理が失敗した場合，軸の状態は Errorstop に変化します． 

(2) [サーボオン処理，サーボオフ処理] 

bEnable を TRUE とすると，サーボオン状態となります． 

bEnable を FALSE とすると，サーボオフ状態となります． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Power () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(3) [動作方向] 

正方向への運転を可能とする場合，bEnablePositive を 1 に設定します． 

負方向への運転を可能にする場合は，bEnableNegative を 1 に設定します． 

(4) [bStatus の値] 

MC_Power 関数が成功すると，bStatus が TRUE となります． 

(5) [動作中の軸に対して，サーボオフ処理を実行した時] 

動作中の軸に対して，bEnable を FALSE とすると，軸の動作が中断し，サーボオフ状態となります． 

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． 

(6) [エラーの発生] 

bEnable を TRUE として，MC_Power 関数を実行した後，bStatus が TRUE にならず，FALSE から変

化しない場合，エラーが発生している可能性があります． 

bError が TRUE の時，エラーが発生しています．wErrorID のエラーコードを確認し，エラーを取り除く処理

を行ってください． 

 
 

(7) [サーボオフ処理，サーボオン処理のタイミングチャート] 

図 3.3.1-1 は，MC_Power 関数を実行した時のタイミングチャートです． 

bEnable を TRUE に設定した後，サーボオン状態になるまでには一定の時間(サーボオン処理時間)を要

します． 

また bEnable を FALSE に設定した後，サーボオフ状態になるまでに，一定の時間(サーボオフ処理時間)

を要します．サーボオン処理時間，サーボオフ処理時間は，サーボドライバ固有の値となります． 

 

 
図 3.3.1-1 MC_Power 関数のタイミングチャート 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_Power () 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

5 
RET_ACTIVE_OTHER_ 
FUNCTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

6 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtimeが応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

7 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

8 RET_ALAM 0x000105 サーボアラームです． 

9 RET_ILL_NOT 0x000106 -ELS を検出しました． 

10 RET_ILL_POT 0x000107 +ELS を検出しました 

11 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

12 RET_POWER_FAIL 0x000201 
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．) 

表 3.3.1-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_ReadStatus() 状態遷移のステータス読込み 

機  能 指定した軸のステートマシンのステータスを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadStatus 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_STATUS* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadStatus Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_STATUS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadStatus  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_STATUS Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_STATUS Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadStatus ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadStatus () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_STATUS 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 状態遷移のステータスを示します． 

下記の bit が，状態遷移のステータスと対応しています． 

bit0: (予約)Error 

bit1: ErrorStop 
bit2: Disabled 
bit3: Stopping 
bit4: Homing 
bit5: StandStill 
bit6: DiscreteMotion 
bit7: ContinuousMotion 
bit8: SynchronizedMotion 

bit9～bit15: (予約) 

[初期値] 0 

[範囲] 

 0: 状態遷移のステータスは未定義となっています． 

 0x02: 状態遷移のステータスは 

”ErrorStop”となっています． 

 0x04: 状態遷移のステータスは 

”Disabled”となっています． 

 0x08: 状態遷移のステータスは 

”Stopping”となっています． 

0x10: 状態遷移のステータスは 

”StandStill”となっています． 

0x20: 状態遷移のステータスは 

”DiscreteMotion”となっています． 

0x40: 状態遷移のステータスは 

”DiscreteMotion”となっています． 

0x80: 状態遷移のステータスは 

”ContinuousMotion”となっています． 

0x100: 状態遷移のステータスは 

”SynchronizedMotion”となっています． 

 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_STATUS 構造体に格納されます． 

(2) wStatus は状態遷移のステータスを表します．複数のビットが同時に 1 になることはありません． 

状態遷移のステータスとは，図 2.7-1「軸の状態遷移図」で表示される状態のことです． 
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 MC_ResetAxisSetting() 軸設定の初期化 

機  能 指定した軸の軸設定を初期化します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ResetAxisSetting 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ResetAxisSetting Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ResetAxisSetting  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ResetAxisSetting ( hMaster, &Axis, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 下記メンバのみ対応しています． 

□ MC_AXIS_MOVE 構造体のメンバ dwInposWidth(位置決め完了幅)， 

bInposMode(位置決め完了モード)，bDisableWaitMotionInt，dwPullPR，dwDisPR， 

fFLvelocity 

□ MC_AXIS_DRIVE 構造体のメンバ bFollowingError 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_SetAxisSetting 関数で設定を行った軸の設定内容を，初期化します．  
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 MC_GetAxisSetting() 軸設定の取得 

機  能 指定した軸の軸設定を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GetAxisSetting 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_AXIS_SETTING* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GetAxisSetting Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_AXIS_SETTING, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GetAxisSetting  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_AXIS_SETTING Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_AXIS_SETTING Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GetAxisSetting ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 下記メンバのみ対応しています． 

□ MC_AXIS_MOVE 構造体のメンバ dwInposWidth(位置決め完了幅)， 

bInposMode(位置決め完了モード)，bDisableWaitMotionInt，dwPullPR，dwDisPR， 

fFLvelocity 

□ MC_AXIS_DRIVE 構造体のメンバ bFollowingError 

 

⚫ 構造体のメンバ(対応しているメンバのみ) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_AXIS_SETTING 

 
1 AxisMove MC_AXIS_MOVE 

[説明] 主に，軸動作パラメータに関係する変数を格納する

構造体です． 

 
2 AxisDrive MC_AXIS_DRIVE 

[説明] 主に，サーボ IF パラメータに関係する変数を格納す

る構造体です． 

MC_AXIS_MOVE 

 

1 dwInposWidth DWORD 

[説明] 位置決め完了幅を格納します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GetAxisSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ(対応しているメンバのみ) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_MOVE 

 

2 bInposMode BYTE 

[説明] 位置決め完了モードを格納します．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)，また

は同等の機能を有するインデックスと bit 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-ECAT でサポートしているサーボド

ライバとインデックスと bit は，表 2.17-1 となります．  

[初期値] 0 

[範囲] 

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 = 4294967295)  

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 = 4294967295) 
 

 

3 
bDisableWaitMoti
onInt 

BOOL 

[説明] 動作中の軸の動作が完了した時に発生するイベン

トを，取得する方法に関係します．イベント取得待機のキャ

ンセルを有効/無効とする設定を格納します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効 

 

4 dwPullPR DWORD 

[説明] 指令パルスあたりのパルスを格納します．または指令

速度あたりの速度を格納します． 

[単位]  

指令パルスあたりのパルスの場合，pulse． 

指令速度あたりの速度の場合，pps． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 dwDisPR DWORD 

[説明] 指令速度．または指令パルスを格納します． 

[単位]  

指令パルスの場合，pulse． 

指令速度の場合，pps． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GetAxisSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ(対応しているメンバのみ) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_MOVE 

 

6 fFLvelocity double 

[説明] FL 速度を格納します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

MC_AXIS_DRIVE 

 

1 bFollowingError BOOL 

[説明] 位置偏差エラー検出時の動作を格納します． 

[範囲] FALSE： 動作を継続，TRUE： エラー発生として

即時停止． 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_AXIS_SETTING 構造体に格納されます． 

 

 

 MC_SetAxisSetting() 軸設定の設定 

機  能 指定した軸の軸設定を書込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetAxisSetting 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_AXIS_SETTING* Inp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetAxisSetting Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_AXIS_SETTING, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetAxisSetting  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_AXIS_SETTING Inp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_AXIS_SETTING Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_SetAxisSetting ( hMaster, &Axis, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 下記メンバのみ対応しています． 

□ MC_AXIS_MOVE 構造体のメンバ dwInposWidth(位置決め完了幅)， 

bInposMode(位置決め完了モード)，bDisableWaitMotionInt，dwPullPR，dwDisPR， 

fFLvelocity 

□ MC_AXIS_DRIVE 構造体のメンバ bFollowingError 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetAxisSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ(対応しているメンバのみ) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_AXIS_SETTING 

 
2 AxisMove MC_AXIS_MOVE 

[説明] 主に，軸動作パラメータに関係する変数を格納する

構造体です． 

 
3 AxisDrive MC_AXIS_DRIVE 

[説明] 主に，サーボ IF パラメータに関係する変数を格納す

る構造体です． 

MC_AXIS_MOVE 

 

1 dwInposWidth DWORD 

[説明] 位置決め完了幅を格納します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

2 bInposMode BYTE 

[説明] 位置決め完了モードを格納します．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)，また

は同等の機能を有するインデックスと bit 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-ECAT でサポートしているサーボド

ライバとインデックスと bit は，表 2.17-1 となります．  

[初期値] 0 

[範囲] 

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 = 4294967295)  

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 = 4294967295) 
 

 

3 
bDisableWaitMoti
onInt 

BOOL 

[説明] 動作中の軸の動作が完了した時に発生するイベン

トを，取得する方法に関係します．イベント取得待機のキャ

ンセルを有効/無効とする設定を格納します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: 無効，TRUE: 有効 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetAxisSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ(対応しているメンバのみ) 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_MOVE 

 

4 dwPullPR DWORD 

[説明] 指令パルスあたりのパルスを格納します．または指令

速度あたりの速度を格納します． 

[単位]  

指令パルスあたりのパルスの場合，pulse． 

指令速度あたりの速度の場合，pps． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 dwDisPR DWORD 

[説明] 指令速度．または指令パルスを格納します． 

[単位]  

指令パルスの場合，pulse． 

指令速度の場合，pps． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

6 fFLvelocity double 

[説明] FL 速度を格納します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

MC_AXIS_DRIVE 

 

1 bFollowingError BOOL 

[説明] 位置偏差エラー検出時の動作を格納します． 

[範囲] FALSE： 動作を継続，TRUE： エラー発生として即

時停止． 

 

(1) 軸の設定を行います． 
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 MC_ReadAxisError() 軸エラー読込み 

機  能 指定した軸の軸エラーを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadAxisError 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_AXIS_ERROR* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadAxisError Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_AXIS_ERROR, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadAxisError  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_AXIS_ERROR Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_AXIS_ERROR Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadAxisError ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_AXIS_ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_AXIS_ERROR 構造体に格納されます． 

(2) 軸の状態が ErrorStop の場合，軸にエラーが発生しています．エラーが発生している場合，wErrorID にエ

ラーコードが格納されます． 

wErrorID にエラーコードが格納されていた場合，エラーの原因を取り除いた後，MC_Reset 関数を実行し

ます．wErrorID が 0 になることを確認します． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadAxisError () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(3) [タイミングチャート] 

図 3.3.6-1 はタイミングチャートです． 

軸の状態を読み込むタイミングによっては，エラーの状態でない場合において，エラーコードを持つ場合があ

ります． 

エラーの原因を取り除いた後，モーション関数を実行可能な状態で，wErrorID にエラーコードが格納され

ていた場合，MC_Reset 関数を実行します．wErrorID が 0 になることを確認します． 

 

 
図 3.3.6-1 MC_ReadAxisError 関数のタイミングチャート 

 
 

 

 MC_ReadActualPosition() 現在位置読込み 

機  能 指定した軸の現在位置を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadActualPosition 
 ( DWORD hMaster, 
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_ACTUAL_POSITION* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadActualPosition Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_ACTUAL_POSITION, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadActualPosition  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_ACTUAL_POSITION Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_ACTUAL_POSITION Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadActualPosition ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 

 

  

wErrorID 0x00 0xXXXX(ErrorID) 0x00 

正常な状態 エラー発生状態 正常な状態 

エラー発生 
エラーを取り除く処理 

(MC_Reset 関数実行等) 
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(MC_ReadActualPosition () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_ACTUAL_POSITION 

 

1 fPosition double 

[説明] 現在位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_ACTUAL_POSITION 構造体に格納されます． 

(2) 現在位置のデフォルトの値は，下記のオブジェクトの値の読み込みを行っています． 

 

No. 名称 インデックス サブインデックス データ型 

1 
現在位置 

(Position actual value) 
6064h 0h long 

 

MC_SetPosition 関数を実行し，現在位置を任意の位置に設定した場合，現在位置は，上記のオブジェ

クト値にオフセット値を追加した値となります． 

 

読込まれる現在位置は，EtherCAT 通信の遅延や，Windows 処理の遅延があるため，本関数を実行し

た時点よりも，後の時点の現在位置となります． 

読込まれる現在位置は，厳密な現在の時点における現在位置とはなりませんので，値の取り扱いにご注意

願います． 

 

 

 MC_ReadActualVelocity() 現在速度読込み 

機  能 指定した軸の現在速度を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadActualVelocity 
 ( DWORD hMaster, 
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_ACTUAL_VELOCITY* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadActualVelocity Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_ACTUAL_VELOCITY, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadActualVelocity  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_ACTUAL_VELOCITY Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadActualVelocity () 前ページからのつづき) 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_ACTUAL_VELOCITY Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadActualVelocity ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_ACTUAL_VELOCITY 

 

1 fVelocity double 

[説明] 現在速度[pps]を示します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_ACTUAL_VELOCITY 構造体に格納されます． 

(2) 現在速度は，下記のオブジェクトの値の読み込みを行っています． 

 

No. 名称 インデックス サブインデックス データ型 

1 
現在速度 

(Velocity actual value) 
606Ch 0h long 

 

読込まれる現在速度は，EtherCAT 通信の遅延や，Windows 処理の遅延があるため，本関数を実行し

た時点よりも，後の時点の現在速度となります． 

読込まれる現在速度は，厳密な現在の時点における現在速度とはなりませんので，値の取り扱いにご注意

願います． 

 

 

  



2.ソフトウェア概略 

168 

 MC_ReadAxisInfo() 軸情報読込み 

機  能 指定した軸の軸情報を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadAxisInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_AXIS_INFO* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadAxisInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_AXIS_INFO, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadAxisInfo  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_AXIS_INFO Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_AXIS_INFO Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadAxisInfo ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadAxisInfo () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_AXIS_INFO 

 

1 dwAxisInfo DWORD 

[説明] 軸の軸情報を示します． 

下記の bit が，軸情報と対応しています． 

bit0: (予約) 軸のエラー  

([範囲] 0：エラー無し，1：エラー有り) 

bit1: 原点入力信号の状態  

([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit2: +ELS 入力信号の状態 

([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit3: －ELS 入力信号の状態 

([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit4: (予約) 上限側のソフトウェアリミットが有効の場合，上

限側のソフトウェアリミットの状態 

([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit5: (予約) 下限側のソフトウェアリミットが有効の場合，下

限側のソフトウェアリミットの状態 

([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit6: (予約) シミュレーションモード実行状態 

     (例：モータのシミュレーションモード等) 

     ([範囲] 0:未実行, 1:実行中) 

bit7: スレーブを駆動する準備が完了した状態 

([範囲] 0:未完了, 1:完了) 

bit8: 電源状態 ([範囲] 0:電源 OFF, 1:電源 ON) 

bit9: 原点復帰完了状態 ([範囲] 0:未確定, 1:確定) 

     ※ 原点復帰方式がアブソリュートエンコーダの場合

は，1 になりません． 

Bit10: ワーニング発生状況  

([範囲] 0:未発生, 1:ワーニング発生) 

bit11: (予約) Fault (異常発生状況) 

([範囲] 0:未発生, 1:異常発生) 

bit12～bit31：(予約) 

[初期値] 0 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_AXIS_INFO 構造体に格納されます． 

(2) dwAxisInfo の各 bit は，軸の軸情報を示します． 
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 MC_ReadMotionState() モーションステータス読込み 

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 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadMotionState 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_MOTION_STATE* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadMotionState Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  (ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_MOTION_STATE, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadMotionState  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_MOTION_STATE Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOTION_STATE Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadMotionState ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOTION_STATE 

 

1 wMotionState WORD 

[説明] モーションステータスを示します． 

下記の bit が，モーションステータスと対応しています． 

bit0: (予約)エラー ([範囲] 0:エラー未発生, 1:エラー発生) 

bit1: 定速中 ([範囲] 0: 定速中以外, 1: 定速中) 

bit2: 加速中 ([範囲] 0: 加速中以外, 1: 加速中) 

bit3: 減速中 ([範囲] 0: 減速中以外, 1: 減速中) 

bit4: ＋方向動作中 

([範囲] 0: ＋方向動作中以外, 1: ＋方向動作中) 

bit5: －方向動作中 

    ([範囲] 0: ー方向動作中以外, 1: ー方向動作中) 

[初期値] 0 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_MOTION_STATE 構造体に格納されます． 

(2) wMotionState の各 bit は，モーションステータスを示します． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadMotionState() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(3) [タイミングチャート] 

図 3.3.10-1 は，ある速度プロファイルに対して，wMotionState の各 bit が TRUE，FALSE となる時のタ

イミングチャートです． 

 

 
 

図 3.3.10-1 MC_ReadMotionState 関数のタイミングチャート 
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 MC_SetPosition() 現在位置設定 

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 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetPosition 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_ACTUAL_POSITION* Inp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetPosition Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_ACTUAL_POSITION, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetPosition  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_ACTUAL_POSITION Inp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_ACTUAL_POSITION Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_SetPosition ( hMaster, &Axis, &Inp, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_ACTUAL_POSITION  

 

1 fPosition double 

[説明] 現在位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

(1) 現在位置のデフォルトの値は，下記のオブジェクトの値の読み込みを行っています． 

 

No. 名称 インデックス サブインデックス データ型 

1 
現在位置 

(Position actual value) 
6064h 0h long 

 

本関数を実行し，現在位置を任意の位置に設定した場合，現在位置は，上記のオブジェクト値にオフセッ

ト値を追加した値となります． 
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 MC_SetOverride() 速度，加減速度，ジャークのオーバーライドファクタ設定 

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 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetOverride 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_SET_OVERRIDE_IN* Inp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetOverride Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_SET_OVERRIDE_IN, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetOverride  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_SET_OVERRIDE_IN Inp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_SET_OVERRIDE_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_SetOverride ( hMaster, &Axis, &Inp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetOverride() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_SET_OVERRIDE_IN 

 

1 fVelFactor double 

[説明] 速度の係数であり，速度の設定値に掛け合わせる値

を設定します． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

2 
(予約) 

fAccFactor 
double 

(予約) 

[説明] 加速度の係数であり，加速度の設定値に掛け合わ

せる値を設定します． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

3 
(予約) 

fJerkFactor 
double 

(予約) 

[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

せる値を設定します． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

4 
(予約) 

bSyncMotion 
BOOL 

(予約) 

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:非同期，TRUE:同期 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetOverride() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) 本関数は，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． 

(2) 直線加減速動作と，S 字加減速により，速度プロファイルの変化が変わります． 

(3) 軸の動作の状態(加速中，減速中，定速中等)によって，速度プロファイルの変化が変わります． 

(4) [動作例] 

図 3.3.12-1 は直線加減速の場合の動作例です． 

図 3.3.12-2 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 3.3.12-1 直線加減速の場合 

 
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． 

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． 

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 減速中に速度を大きくすると，”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 3.3.12-2 S 字加減速の場合 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetOverride() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(5) [速度のオーバーライドを実行することができない場合] 

図 3.3.12-3 は，速度のオーバーライドを実行することができない場合を示す図です． 

 

 
図 3.3.12-3(a)  

位置決め動作における減速中の場合 

 
図 3.3.12-3(b)  

Aborting 動作における，次の指令の設定速度へ加速中または減速中の場合 

 
図 3.3.12-3(c)  

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 3.3.12-3 速度のオーバーライドを実行することができない場合 
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 MC_TouchProbe() トリガーイベントによる現在位置読込み 

機  能 指定した軸のトリガーイベントにより現在位置をラッチします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_TouchProbe  
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_TOUCH_PROBE_IN* Inp, 
  MC_TOUCH_PROBE_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_TouchProbe Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_TOUCH_PROBE_IN,  _ 
  ByRef Outp As MC_TOUCH_PROBE_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_TouchProbe  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_TOUCH_PROBE_IN Inp,  
  ref MC_TOUCH_PROBE_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_TOUCH_PROBE_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_TOUCH_PROBE_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_TouchProbe ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_TOUCH_PROBE_IN 

 
1 TriggerInput 

MC_TRIGGER_R
EF 

[説明] タッチプローブ要素（トリガイベント信号源となる要

素）を格納する構造体です． 

 

2 bWindowOnly BOOL 

[説明] 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． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE:有効 

 

3 fFirstPosition double 

[説明]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 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_TouchProbe() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_TOUCH_PROBE_IN 

 

4 fLastPosion double 

[説明] 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 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

5 
(予約) 

wPositionSelect 
WORD 

(予約) 

[説明] トリガ信号をラッチした位置を取得する方法を設定

します． 

 

6 
(予約) 

wStopMotionSele
ct 

WORD 
(予約) 

[説明] トリガ信号取得後の軸の停止方法を設定します． 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 wProbeID WORD 

[説明] 使用するプローブ ID を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 1： プローブ 1 を使用，2： プローブ 2 を使用 

 

2 bEdge BOOL 

[説明] ラッチトリガ信号のエッジ選択を設定します． 

値 TRUE に設定します．立上りエッジをラッチトリガ信号と

します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] TRUE： 立上りエッジ，(予約)FALSE： 立下りエ

ッジ 

 

3 
(予約) 

byTriggerMode 
BYTE 

(予約) 

[説明] ラッチトリガ信号の入力モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： サーボモード，1： ソフト PLC モード 

 

4 byInputSelect BYTE 

[説明] 使用するトリガの選択を設定します．値は，サーボド

ライバにより異なります. 

章番号 2.22「タッチプローブ機能」をご参照願います． 

[初期値] 0 

 
5 

(予約) 

byEncoderID 
BYTE 

(予約) 

[説明] エンコーダ種別の選択を設定します． 

 

6 
(予約) 

byTriggerVariable 
BYTE 

(予約)  

[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． 

[初期値] 0 

[範囲] 1： 立上りエッジ，0： 立下りエッジ 

 

7 
(予約) 

byProbeState 
BYTE 

(予約) 

[説明] プローブの状態（駆動，未駆動，中断等）を示しま

す． 

MC_TOUCH_PROBE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(ラッチ位置を記録して，実行が完

了しました)  

0x02: Busy (API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_TouchProbe() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TOUCH_PROBE_OUT 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) タッチプローブ機能の詳細に関しましては，章番号 2.22「タッチプローブ機能」をご参照願います． 

(2) タッチプローブ機能を実行します．  

(3) 本関数を実行し，実行が完了した後，実行結果を取得するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生

する，実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数で

す．割り込みイベントを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生

するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処

理を返却します．)． 

E) MC_ReadLatchCountResult 関数を実行します．本関数の 

第３引数である MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されます． 

(4) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

 

⚫ 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 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

2 RET_TCH_PRB_PRM_ERR 0x000301 
MC_TOUCH_PROBE_IN 構造体メンバにおけるパラメー

タ異常です． 

3 RET_TRG_PRM_ERR 0x000302 
MC_TRIGGER_REF 構造体メンバにおけるパラメータ異

常です． 

4 RET_PRB_ID_DUP_ERR 0x000303 

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)． 

5 
RET_FUNC_TOUCH_PRB_E
RR 

0x000304 

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 AdrProbeFunction，AdrProbeStatus の値(PD

O 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 
RET_PRB_FUNC_PDO_PRM
_ERR 

0x000307 

MC_TouchProbe 関数の実行に失敗しました．PDO マッ

ピングに，インデックス-サブインデックスが 0x60B8-0 のオブジ

ェクトが含まれているか確認して下さい． 

7 
RET_ABORT_TRIG_RUNNIN
G_ERR 

0x000308 
指定のプローブ ID は，既に MC_AbortTrigger 関数を実

行中です． 

表 3.3.13-1 wErrorID のエラーコードの例 

 

  



2.ソフトウェア概略 

180 

 MC_AbortTrigger() トリガーイベントによる現在位置読込み中止 

機  能 指定した軸のトリガーイベントによる現在位置のラッチを解除します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_AbortTrigger  
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_TRIGGER_REF* Inp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_AbortTrigger Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_TRIGGER_REF, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_AbortTrigger  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_TRIGGER_REF Inp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_TRIGGER_REF Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_AbortTrigger ( hMaster, &Axis, &Inp, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_TRIGGER_REF 

 

1 wProbeID WORD 

[説明] 使用するラッチ ID を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

2 bEdge BOOL 

[説明] ラッチトリガ信号のエッジ選択を設定します． 

値 TRUE に設定します．立上りエッジをラッチトリガ信号とし

ます． 

[初期値] FALSE 

[範囲] TRUE： 立上りエッジ，(予約)FALSE： 立下りエッジ 

 

3 
(予約) 

byTriggerMode 
BYTE 

(予約) 

[説明] ラッチトリガ信号の入力モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： サーボモード，1： ソフト PLC モード 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_AbortTrigger () 前ページからのつづき) 

概 要  

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_TRIGGER_REF 

 

4 byInputSelect BYTE 

[説明] 使用するトリガの選択を設定します．値は，サーボド

ライバにより異なります. 

章番号 2.22「タッチプローブ機能」をご参照願います． 

[初期値] 0 

 
5 

(予約) 

byEncoderID 
BYTE 

(予約) 

[説明] エンコーダ種別の選択を設定します． 

 

6 
(予約) 

byTriggerVariable 
BYTE 

(予約)  

[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． 

[初期値] 0 

[範囲] 1： 立上りエッジ，0： 立下りエッジ 

 

7 
(予約) 

byProbeState 
BYTE 

(予約) 

[説明] プローブの状態（駆動，未駆動，中断等）を示しま

す． 

 

(1) タッチプローブ機能の詳細に関しましては，章番号 2.22「タッチプローブ機能」をご参照願います． 

(2) MC_TouchProbe 関数が実行中の場合，実行中の MC_TouchProbe 関数の中断を行います． 

 

 

 

 MC_Reset() 軸異常解除 

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 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_Reset 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_RESET_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_Reset Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF, _ 
  ByRef Outp As MC_RESET_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_Reset  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_RESET_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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(MC_Reset() 前ページからのつづき) 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_RESET_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_Reset ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_RESET_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(エラーが解消されました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 
 

(1) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り

込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する

時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱

え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されま

す． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x21”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x21”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x21”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(2) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(3) 軸に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． 

状態遷移のステータスとは，章番号 2.7.1 「動作の状態」で記載されている状態のことです． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Reset() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(4) 本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． 

[ErrorStop となる前に，サーボオン状態であった場合] 

軸の状態遷移のステータスは，StandStill に変化します． 

[ErrorStop となる前に，サーボオフ状態であった場合] 

軸の状態遷移のステータスは，Disabled に変化します． 

 

⚫ 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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

5 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

6 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

7 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

8 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

9 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

10 RET _RESET_FAIL 0x00020F サーボアラームのリセットに失敗しました． 

表 3.3.15-1 wErrorID のエラーコードの例 
 

 

 MC_ReadProbeStatus() タッチプローブの状態を読込み 

機  能 指定したタッチプローブの状態を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadProbeStatus 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_PROBE_STATUS* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadProbeStatus Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_PROBE_STATUS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadProbeStatus  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_PROBE_STATUS Outp,  
  ushort flg ); 

(次ページへつづく) 
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引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp タッチプローブの状態を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_PROBE_STATUS Outp; // タッチプローブの状態の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadProbeStatus ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

(5) 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_PROBE_STATUS 

 
 

1 woProbe1State WORD 

[説明] Probe1 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

2 woProbe1ErrorID WORD 

[説明] Probe1 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

3 woProbe2State WORD 

[説明] Probe2 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

4 woProbe2ErrorID WORD 

[説明] Probe2 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) タッチプローブ機能の詳細に関しましては，章番号 2.22「タッチプローブ機能」をご参照願います． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_PROBE_STATUS 構造体に格納されます． 
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 MC_ReadBuffer() バッファ待機中の関数の情報を読込み 

機  能 バッファモード機能よりバッファ中の情報を読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadBuffer 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_READ_BUFFER_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadBuffer Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_READ_BUFFER_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadBuffer 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_READ_BUFFER_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp バッファ待機中の関数の情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_READ_BUFFER_OUT Outp; // バッファ待機中の関数の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadBuffer ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_READ_BUFFER_OUT 

 

1 bBufferNum; BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の個数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～1 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 
3 BufferFunction[4] 

MC_BUFFER_FU
NC 

[説明] バッファ待機中の関数詳細を格納する構造体です． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadBuffer () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_BUFFER_FUNC 

 

1 bFuncID BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の識別コードを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x66： MC_MoveRelative 関数  

0x65： MC_MoveAbsolute 関数 

 

2 fPosition double 

[説明] bFuncID が MC_MoveAbsolute 関数の場合の 

目標位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

 

3 fDistance double 

[説明] bFuncID が MC_MoveRelative 関数の場合の移

動量を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

4 fVelocity double 

[説明] バッファ待機中の関数の最高速度を示します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 fAcceleration double 

[説明] バッファ待機中の関数の加速度を示します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 fDeceleration double 

[説明] バッファ待機中の関数の減速度を示します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

7 fJerk double 

[説明] バッファ待機中の関数のジャークを示します． 
[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

(1) 読み込みを行った情報は，MC_BUFFER_FUNC 構造体に格納されます． 
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 MC_DeleteBuffer() バッファ待機中の関数を削除 

機  能 バッファ待機中の関数を削除します．削除された関数は実行されません． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_DeleteBuffer 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
 WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_DeleteBuffer Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_DeleteBuffer 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_DeleteBuffer ( hMaster, &Axis, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) バッファ待機中の関数を削除します． 
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 MC_ReadLatchCountResult() タッチプローブの実行結果を読み込み 

機  能 指定したタッチプローブの状態を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadLatchCountResult 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_LATCH_COUNT_REF* Inp, 
  MC_LATCH_COUNT_RESULT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadLatchCountResult Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_LATCH_COUNT_REF, _ 

ByRef Outp As MC_LATCH_COUNT_RESULT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadLatchCountResult 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_LATCH_COUNT_REF Inp,  

ref MC_LATCH_COUNT_RESULT Outp, 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp タッチプローブ機能によるラッチの条件を格納する構造体 

Outp ラッチした位置を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_LATCH_COUNT_REF Inp; // タッチプローブ機能によるラッチの条件を格納する構造体 

MC_LATCH_COUNT_RESULT  Outp; // ラッチした位置情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadLatchCountResult ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_LATCH_COUNT_REF 

 

1 byLatchCountRef BYTE 

[説明] ラッチ位置を取得する方法を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 1: Probe1 のトリガ信号， 

2: Probe2 のトリガ信号， 

3: Probe1，Probe2 のトリガ信号 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadLatchCountResult() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_LATCH_COUNT_RESULT 

 

1 byLatchCountRef BYTE 

[説明] ラッチ位置を取得する方法を示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

1： Probe1 のトリガ信号， 

2： Probe2 のトリガ信号， 

3： Probe1，Probe2 のトリガ信号 

 

2 bProbe1Stored BOOL 

[説明] Probe1 のラッチ位置保存状態を示します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE: 保存, TRUE： 非保存 

 

3 wProbe1Status WORD 

[説明] Probe1 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

4 wProbe1ErrorID WORD 

[説明] Probe1 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

5 
fProbe1RecPositi
on 

double 

[説明] Probe1 のラッチ位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

6 bProbe2Stored BOOL 

[説明] Probe2 のラッチ位置保存状態を示します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:保存, TRUE：非保存 

 

7 wProbe2Status WORD 

[説明] Probe2 のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: Done (ラッチ位置の取得が完了しました) 

0x02: Busy (ラッチ位置の取得の待機中です) 

0x03: CommandAborted (実行が中断されました) 

0x04: Error (エラーが発生しました) 

 

8 wProbe2ErrorID WORD 

[説明] Probe2 の Error 詳細を示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

9 
fProbe2RecPositi
on 

double 

[説明] Probe2 のラッチ位置を示します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

(1) 本関数は，MC_TouchProbe 関数を実行し，実行完了したときの結果を読み込むための関数です． 

(2) 本関数を実行するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) MC_TouchProbe 関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) MC_TouchProbe 関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生

する，実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数で

す．割り込みイベントを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生

するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

 

(次ページへつづく) 

 

  



2.ソフトウェア概略 

190 

(MC_ReadLatchCountResult() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

B) MC_TouchProbe 関数を実行します．MC_TouchProbe 関数は実行中となります． 

C) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処

理を返却します．)． 

E) 本関数を実行します．本関数の 

第３引数である MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されます． 

 

⚫ 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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

3 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

4 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

5 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

6 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

7 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

8 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

9 RET_TCH_PRB_PRM_ERR 0x000301 
MC_TOUCH_PROBE_IN 構造体メンバにおけるパラメー

タ異常です． 

10 RET_TRG_PRM_ERR 0x000302 
MC_TRIGGER_REF 構造体メンバにおけるパラメータ異

常です． 

11 RET_PRB_ID_DUP_ERR 0x000303 

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)． 

12 
RET_FUNC_TOUCH_PRB_E
RR 

0x000304 

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 AdrProbeFunction，AdrProbeStatus の値(PD

O 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． 

13 
RET_PRB_FUNC_PDO_PRM
_ERR 

0x000307 

MC_TouchProbe 関数の実行に失敗しました．PDO マッ

ピングに，インデックス-サブインデックスが 0x60B8-0 のオブジ

ェクトが含まれているか確認して下さい． 

14 
RET_ABORT_TRIG_RUNNIN
G_ERR 

0x000308 
指定のプローブ ID は，既に MC_AbortTrigger 関数を実

行中です． 

表 3.3.19-1 wProbe1ErrorID，wProbe2ErrorID のエラーコードの例 
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 MC_WaitNextLatchCountInterrupt() タッチプローブの実行完了待機 

機  能 タッチプローブの実行完了を待機します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_WaitNextLatchCountInterrupt 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_LATCH_COUNT_REF* Inp, 
  DWORD timeout,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_WaitNextLatchCountInterrupt Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_LATCH_COUNT_REF, _ 

ByVal timeout As Uinteger, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_WaitNextLatchCountInterrupt 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_LATCH_COUNT_REF Inp,  

uint timeout, 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp タッチプローブ機能によるラッチの条件を格納する構造体 

timeout (予約)タイムアウト時間(ms) 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_LATCH_COUNT_REF Inp; // タッチプローブ機能によるラッチの条件を格納する構造体 

DWORD timeout; // タイムアウト時間(ms) 

// ( 例:2000ms の場合，”timeout=2000;”， 

//  無限大の場合，”timeout=INFINITY;”等 ) 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_WaitNextLatchCountInterrupt ( hMaster, &Axis, &Inp, timeout, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り込みイベントを取得し

ます． 

(2) 本関数を実行するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，本関数を実行します． 

(ⅰ) MC_TouchProbe 関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) MC_TouchProbe 関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

本関数は，MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り込み

イベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する時間

を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱え込

んだ状態 )となります． 

B) MC_TouchProbe 関数を実行します．MC_TouchProbe 関数は実行中となります． 

C) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_WaitNextLatchCountInterrupt () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

D) 本関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却します．)． 

E) MC_ReadLatchCountResult 関数を実行します．MC_ReadLatchCountResult 関数の 

第３引数である MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体に，MC_TouchProbe 関数の実行結果

が格納されます． 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_LATCH_COUNT_REF 

 

1 byLatchCountRef BYTE 

[説明] ラッチ位置を取得する方法を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 1: Probe1 のトリガ信号， 

2: Probe2 のトリガ信号， 

3: Probe1，Probe2 のトリガ信号 

 

 

 

 MC_CancelWaitLatchCountInterrupt() タッチプローブの実行完了待機キャンセル 

機  能 タッチプローブの実行完了の待機状態をキャンセルします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_CancelWaitLatchCountInterrupt 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_CancelWaitLatchCountInterrupt Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_CancelWaitLatchCountInterrupt 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_CancelWaitLatchCountInterrupt ( hMaster, &Axis, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_CancelWaitLatchCountInterrupt () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数の状態が，MC_TouchProbe 関数の割り込みイベントを待機

している状態の場合，待機している状態をキャンセルします． 

 

[割り込みイベントについて] 

MC_TouchProbe 関数を実行し，実行が完了した時，実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本

概要では割り込みイベント)が発生します． 

MC_TouchProbe 関数の割り込みイベントを取得する場合，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関

数を実行します． 

 

(2) 本関数を実行後，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，割り込みイベントを待機することをキャン

セルします(処理を返却します)．また，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は戻り値「0」を返却しま

す． 

 

 

 MC_SetDelayTimer() 位置決め動作の遅延時間の設定 

機  能 位置決め動作における動作開始までの遅延時間を設定します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetDelayTimer 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  

EC_DELAY_TIMER* Inp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetDelayTimer Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 

ByRef Inp As EC_DELAY_TIMER , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetDelayTimer 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  

ref EC_DELAY_TIMER Inp, 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 遅延時間の情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

EC_DELAY_TIMER Inp; // 遅延時間の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_SetDelayTimer ( hMaster, &Axis, &Inp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetDelayTimer () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

EC_DELAY_TIMER 

 

1 lMvAbsDelay long 

[説明] MC_MoveAbsolute 関数における遅延時間を格納

します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

2 lMvAddDelay long 

[説明] MC_MoveAdditive 関数における遅延時間を格納し

ます． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 lMvRelDelay long 

[説明] MC_MoveRelative 関数における遅延時間を格納し

ます． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

4 lMvHmDelay long 

[説明] MC_Home 関数における遅延時間を格納します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 lMvVelDelay long 

[説明] MC_MoveVelocity 関数における遅延時間を格納

します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

(1) 動作の遅延時間を設定します．動作指令は，関数が実行された後，設定した遅延時間を経過後に，位

置決め動作を開始します． 
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 MC_ReadDelayTimer() 位置決め動作の遅延時間を読込み 

機  能 位置決め動作における動作開始までの遅延時間を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadDelayTimer 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  

EC_DELAY_TIMER* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadDelayTimer Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 

ByRef Outp As EC_DELAY_TIMER , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadDelayTimer 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  

ref EC_DELAY_TIMER Outp, 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 遅延時間の情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

EC_DELAY_TIMER Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadDelayTimer ( hMaster, &Axis, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

EC_DELAY_TIMER 

 

1 lMvAbsDelay long 

[説明] MC_MoveAbsolute 関数における遅延時間を格

納します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

2 lMvAddDelay long 

[説明] MC_MoveAdditive関数における遅延時間を格納

します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 lMvRelDelay long 

[説明] MC_MoveRelative関数における遅延時間を格納

します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadDelayTimer () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DELAY_TIMER 

 

4 lMvHmDelay long 

[説明] MC_Home 関数における遅延時間を格納します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 lMvVelDelay long 

[説明] MC_MoveVelocity 関数における遅延時間を格納

します． 

[初期値] 0 

[単位] ms 

[範囲] 0～2147483647 

 

(1) 設定した遅延時間を読み込みます． 

(2) 読み込みを行った情報は，EC_DELAY_TIMER 構造体に格納されます． 

 

 

 MC_Home() 原点復帰 

機  能 指定した軸の原点復帰を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_Home 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_HOME_IN* Inp, 
  MC_HOME_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_Home Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_HOME_IN,  _ 
  ByRef Outp As MC_HOME_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_Home  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_HOME_IN Inp,  
  ref MC_HOME_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_HOME_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_HOME_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_Home ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_Home() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_HOME_IN 

 

1 bEncoder BOOL 

[説明] 原点復帰方式を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲]  

FALSE: インクリメンタルエンコーダ(方式)を使用します． 

TRUE: アブソリュートエンコーダ(方式)を使用します． 

 

2 byHomingMethod BYTE 

[説明] インクリメンタルエンコーダの場合の原点復帰方法を設

定します． 

可能な原点復帰方法に関しましては，使用機器メーカのサ

ーボドライバのマニュアルをご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

3 lSpeed1 long 

[説明] インクリメンタルエンコーダの場合の原点近傍入力サー

チ速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

4 lSpeed2 Long 

[説明] インクリメンタルエンコーダの場合の原点入力サーチ速

度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

5 fPosition double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点にする絶対位置

を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

6 fVelocity double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰速度を設

定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

7 fAcceleration double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰加速度を

設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

8 fDeceleration double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰減速度を

設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

9 fJerk double 

[説明] アブソリュートエンコーダの場合の原点復帰ジャークを

設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

10 
(予約) 

wHomePosiInpTy
pe 

WORD 

(予約) 

[説明] 原点入力信号選択を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:Z 相，1:外部原点入力 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Home() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_HOME_IN 

 

11 
(予約) 

wHomePosiDir 
WORD 

(予約) 

[説明] 原点復帰動作開始方向を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 正方向，1: 負方向 

 

12 
(予約) 

wHomePosiInpDir 
WORD 

(予約) 

[説明] 原点入力の検出方向を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 正方向，1: 負方向 

 

13 
(予約) 

lHomeMaskDis 
long 

(予約) 

[説明] 原点入力マスク距離を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

14 
(予約) 

lHomePosiOffset 
long 

(予約) 

[説明] 原点復帰完了時，現在位置として更新する値を

設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

15 
(予約) 

lHomePushWait 
long 

(予約) 

[説明] 押し当て原点復帰動作の場合，押し当て時間を

設定します． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

16 
(予約) 

wBufferMode 
WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合

のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

17 
(予約) 

bSyncMotion 
BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_HOME_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(原点復帰動作が完了しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Home() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り

込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する

時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱

え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されま

す． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x22”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x22”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x22”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(2) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(3) bEncoder を 0 に設定すると，インクリメンタルエンコーダによる原点復帰となります． 

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

速度の設定値を使用して，原点復帰を行います． 

(4) 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，速度，加速度，減速度，ジャークの設定値を使用して，目

標位置まで位置決めを行います． 

(5) 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 3.3.15-1 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 3.3.15-1 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ください． 

表 3.3.15-1 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書をご参照願います． 

(6) インクリメンタルエンコーダ(bEncoder：0)を使用する場合，パラメータに関するエラーが発生することがありま

す．その場合，仮のパラメータとして，fPosition，fVelocity，fAcceleration，fDeceleration，fJerk に，0

以外の値(例：設定値 1000)を設定してください． 

（インクリメンタルエンコーダを使用した原点復帰の場合， fPosition， fVelocity， fAcceleration，

fDeceleration，fJerk の設定値は動作に影響ありません．） 

 

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 SINT 

2 原点近傍入力検索速度 6099h 01h UDINT 

3 原点入力検索速度 6099h 02h UDINT 

表 3.3.15-1 原点復帰に使用するインデックス 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Home() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(7) タイミングチャート 

図 3.3.16-1，図 3.3.16-2 は MC_Home 関数の動作例です． 

図 3.3.16-1 はインクリメンタルエンコーダによる原点復帰のタイミングチャートです． 

図 3.3.16-2 はアブソリュートエンコーダによる原点復帰のタイミングチャートです． 

図 3.3.16-1(a)，図 3.3.16-2(a)は，原点復帰が正常に終了した場合です． 

図 3.3.16-1(b)，図 3.3.16-2(b)は，MC_Stop 関数が実行された場合です． 

 

 
図 3.3.16-1(a) 正常終了 

 
図 3.3.16-1(b) 中断 

図 3.3.16-1 MC_Home 関数のタイミングチャート（インクリメンタルエンコーダ） 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Home() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

 
図 3.3.16-2(a) 正常終了 

 
図 3.3.16-2(b) 中断 

図 3.3.16-2 MC_Home 関数のタイミングチャート（アブソリュートエンコーダ） 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Home() 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

5 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

6 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

7 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

8 
RET_INVALID_OPERATION_
MODE 

0x000101 
制御モードが異常です．本製品は通常cspで動作します．

Homingの場合，hmで動作します． 

9 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

10 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

11 RET_ILL_NOT 0x000106 -ELS を検出しました． 

12 RET_ILL_POT 0x000107 +ELS を検出しました 

13 RET_AXIS_ERR 0x000108 軸のエラーを検出しました． 

14 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 動作の指定が不正です．範囲外の動作方向です． 

15 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

16 RET_HOMING_ERR 0x000221 
MC_Home 関数実行で目標位置に到達前にエラーが発

生しました． 

17 RET_HOMING_MODE_ERR 0x000222 (予約)不正な MC_Home 関数の動作モードです． 

表 3.3.16-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_Stop() 減速停止 

機  能 指定した軸を減速停止します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_Stop 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_STOP_IN* Inp, 
  MC_STOP_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_Stop Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_STOP_IN,  _ 
  ByRef Outp As MC_STOP_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_Stop _ 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_STOP_IN Inp,  
  ref MC_STOP_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_STOP_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_STOP_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_Stop ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_STOP_IN 

 

1 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

2 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_Stop() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_STOP_IN 

 

3 
(予約) 

bSyncMotion 
BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:非同期，1:同期 

MC_STOP_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(停止動作が完了しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り

込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する

時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱

え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されま

す． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x23”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x23”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x23”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(2) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(3) 軸の速度が 0 になると，軸の状態遷移のステータスは Stopping から StandStill になります． 

(4) 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． 

(5) 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． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_Stop() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(6) タイミングチャート 

図 3.3.25-1 は MC_Stop 関数の動作例です．動作中の軸は，MC_Stop 関数を実行後，減速停止しま

す． 

図 3.3.25-1(a)において，MC_Stop 関数を実行し，速度 0 になった時，減速停止完了となります． 

図 3.3.25-1(b)において，MC_Stop 関数と動作中の減速度の方の設定値を比較し，MC_Stop 関数の

減速度の方が大きい場合，MC_Stop 関数の減速度で減速を開始し，停止します． 

図 3.3.25-1(c)において，MC_Stop 関数と動作中の減速度の方の設定値を比較し，動作中の減速度の

方が大きい場合，動作中の減速度で減速を開始し，停止します． 

図 3.3.25-1(d)において，MC_Stop 関数実行中に MC_Power 関数を用いてサーボオフを行った場合，

軸は停止します． 

 
 
 

 
図 3.3.17-1(a) 

(図 3.3.25-1 MC_Stop 関数のタイミングチャート) 
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(MC_Stop() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

 
 

図 3.3.25-1(b) 

 
図 3.3.25-1(c) 

(図 3.3.25-1 MC_Stop 関数のタイミングチャート) 
 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_Stop() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

 
図 3.3.17-1(d) 

図 3.3.25-1 MC_Stop 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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

5 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

6 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

7 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

8 
RET_INVALID_OPERATION_
MODE 

0x000101 
制御モードが異常です．本製品は通常cspで動作します．

Homingの場合，hmで動作します． 

9 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

10 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

11 RET_AXIS_ERR 0x000108 軸のエラーを検出しました． 

13 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

表 3.3.25-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_MoveAbsolute() 絶対値位置決め 

機  能 指定した軸を指定した絶対位置へ移動します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MoveAbsolute 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_MOVE_ABSOLUTE_IN* Inp, 
  MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MoveAbsolute Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_MOVE_ABSOLUTE_IN,  _ 
  ByRef Outp As MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MoveAbsolute  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_MOVE_ABSOLUTE_IN Inp,  
  ref MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_ABSOLUTE_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_MoveAbsolute ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOVE_ABSOLUTE_IN 

 

1 fPosition double 

[説明] 目標位置を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveAbsolute() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_ABSOLUTE_IN 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)wDirection WORD 

（予約） 

[説明] 回転方向を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

ロータリー軸の場合： (0～3)，リニア軸の場合： (0～2) 

0: mcNegativeDirection(負方向) 

1: mcPositiveDirection(正方向) 

2: mcCurrentDirection(現在の設定方向) 

3: mcShortestWay(指定の位置に距離が近い方向) 

 

7 
(予約) 

wBufferMode 
WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合の

バッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

8 
(予約) 

bSyncMotion 
BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_MOVE_ABSOLUTE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveAbsolute() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り

込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する

時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱

え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されま

す． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x24”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x24”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x24”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(2) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(3) 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． 

(4) 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． 

(5) MC_SetPosition 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，ご注意願います． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveAbsolute() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(6) タイミングチャート 

図 3.3.26-1 は MC_MoveAbsolute 関数の動作例です． 

図 3.3.26-1(a)は，位置決めが完了した場合です． 

図 3.3.26-1(b)は，他のモーション関数により中断された場合です． 

 

 
図 3.3.26-1(a) 

 
図 3.3.26-1(b) 

図 3.3.26-1 MC_MoveAbsolute 関数のタイミングチャート 
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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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

5 

RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

6 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

7 RET_OTHER_ERR 0x000010 その他のエラー．(INtime が応答していない等) 

8 
RET_INVALID_OPERATION_
MODE 

0x000101 
制御モードが異常です．本製品は通常cspで動作します．

Homingの場合，hmで動作します． 

9 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

10 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

11 RET_ILL_NOT 0x000106 -ELS を検出しました． 

12 RET_ILL_POT 0x000107 +ELS を検出しました 

13 RET_AXIS_ERR 0x000108 軸のエラーを検出しました． 

14 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 動作の指定が不正です．範囲外の動作方向です． 

15 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である GetLastError(VOI

D)または，GetLastRtError(VOID)を実行した時に返却さ

れるエラー値が表示されます． 

エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照願います． 

16 
RET_INVALID_BUFFER_MO
DE 

0x000225 未定義のバッファモードです． 

17 
RET_BUFFER_MODE_INVA
LID 

0x000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができませ

ん． 

18 RET_BUFFER_FULL 0x000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関数を実

行することができません． 

表 3.3.26-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_MoveRelative() 相対値位置決め 

機  能 指定した軸を移動します．指定した距離を移動すると停止します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MoveRelative 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_MOVE_RELATIVE_IN* Inp, 
  MC_MOVE_RELATIVE_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MoveRelative Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_MOVE_RELATIVE_IN,  _ 
  ByRef Outp As MC_MOVE_RELATIVE_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MoveRelative  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_MOVE_RELATIVE_IN Inp,  
  ref MC_MOVE_RELATIVE_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_RELATIVE_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_RELATIVE_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_MoveRelative ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOVE_RELATIVE_IN 

 

1 fDistance double 

[説明] 相対移動量を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveRelative() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_RELATIVE_IN 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合の

バッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

7 
(予約) 

bSyncMotion 
BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:非同期，1:同期 

MC_MOVE_RELATIVE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り

込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する

時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱

え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されま

す． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveRelative() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x25”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x25”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x25”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

 

(2) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(3) 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． 

(4) 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． 

 

(5) タイミングチャート 

図 3.3.27-1 は MC_MoveRelative 関数の動作例です． 

図 3.3.27-1(a)は，位置決めが完了した場合です． 

図 3.3.27-1(b)は，他の動作指令により中断された場合です． 

 

 
図 3.3.27-1(a) 

 
図 3.3.27-1(b) 

図 3.3.27-1 MC_MoveRelative 関数のタイミングチャート 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveRelative() 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

5 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

6 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

7 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

8 
RET_INVALID_OPERATION_
MODE 

0x000101 
制御モードが異常です．本製品は通常cspで動作します．

Homingの場合，hmで動作します． 

9 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

10 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

11 RET_ILL_NOT 0x000106 -ELS を検出しました． 

12 RET_ILL_POT 0x000107 +ELS を検出しました 

13 RET_AXIS_ERR 0x000108 軸のエラーを検出しました． 

14 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 動作の指定が不正です．範囲外の動作方向です． 

15 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

16 
RET_INVALID_BUFFER_MO
DE 

0x000225 未定義のバッファモードです． 

17 
RET_BUFFER_MODE_INVA
LID 

0x000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができませ

ん． 

18 RET_BUFFER_FULL 0x000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関数を実

行することができません． 

表 3.3.27-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_MoveAdditive() 位置決め相対位置付加 

機  能 指定した軸を指定した相対距離を付加して移動します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MoveAdditive 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_MOVE_ADDITIVE_IN* Inp, 
  MC_MOVE_ADDITIVE_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MoveAdditive Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_MOVE_ADDITIVE_IN,  _ 
  ByRef Outp As MC_MOVE_ADDITIVE_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MoveAdditive  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_MOVE_ADDITIVE_IN Inp,  
  ref MC_MOVE_ADDITIVE_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_ADDITIVE_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_ADDITIVE_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_MoveAdditive ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOVE_ADDITIVE_IN 

 

1 fDistance double 

[説明] 移動量を設定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483647～2147483648 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveAdditive() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_ADDITIVE_IN 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 
(予約) 

wBufferMode 
WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合の

バッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

7 
(予約) 

bSyncMotion 
BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_MOVE_ADDITIVE_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り

込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する

時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱

え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されま

す． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x26”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x26”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 
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(MC_MoveAdditive() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x26”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(2) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(3) 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． 

(4) 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． 

 

(5) タイミングチャート 

図 3.3.28-1 は MC_MoveAdditive 関数のタイミングチャートです． 

図 3.3.28-1(a)は，位置決めが完了した場合です． 

図 3.3.28-1(b)は，他のモーション関数により中断された場合です． 

 

 
 

図 3.3.28-1(a) 

 
図 3.3.28-1(b) 

図 3.3.28-1 MC_MoveAdditive 関数のタイミングチャート 
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(MC_MoveAdditive() 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

5 

RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

6 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

7 
RET_OTHER_ERR 0x000010 その他のエラーです(INtime が応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

8 
RET_INVALID_OPERATION_
MODE 

0x000101 
制御モードが異常です．本製品は通常cspで動作します．

Homingの場合，hmで動作します． 

9 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

10 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

11 RET_ILL_NOT 0x000106 -ELS を検出しました． 

12 RET_ILL_POT 0x000107 +ELS を検出しました 

13 RET_AXIS_ERR 0x000108 軸のエラーを検出しました． 

14 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 動作の指定が不正です．範囲外の動作方向です． 

15 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

表 3.3.28-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_MoveVelocitiy() 指定速度連続送り 

機  能 指定した軸を指定した速度で連続送りします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MoveVelocity 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_MOVE_VELOCITY_IN* Inp, 
  MC_MOVE_VELOCITY_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MoveVelocity Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Inp As MC_MOVE_VELOCITY_IN,  _ 
  ByRef Outp As MC_MOVE_VELOCITY_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MoveVelocity  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_MOVE_VELOCITY_IN Inp,  
  ref MC_MOVE_VELOCITY_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_VELOCITY_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_VELOCITY_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_MoveVelocity ( hMaster, &Axis, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOVE_VELOCITY_IN 

 

1 fVelocity double 

[説明] 目標速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

2 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveVelocity() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_VELOCITY_IN 

 

3 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 wDirection WORD 

[説明] 軸の回転方向を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0: mcNegativeDirection(負方向) 

1: mcPositiveDirection(正方向) 

2: (予約)mcShortestWay(距離が近い方向) 

（ロータリー軸の場合） 

3: (予約)mcCurrentDirection(現在の設定方向) 

 

6 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸に新しい動作指令が実行された場合の

バッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: Aborting，1: Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

 

7 
(予約) 

bSyncMotion 
BOOL 

(予約)  

[説明] 同期モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 非同期，1: 同期 

MC_MOVE_VELOCITY_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] ステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x01: (予約)Done(目標速度に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り

込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する

時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱

え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveVelocity() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が格納されま

す． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x27”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x27”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x27”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(2) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(3) 速度を変更する場合，MC_SetOverride( )関数を実行します． 

(4) wDirection の値が 1 の時，動作方向は正となります． 

(5) wDirection の値が 0 の時，動作方向は負となります． 

 

(6) タイミングチャート 

図 3.3.29-1 は MC_MoveVelocity 関数の動作例です． 

図 3.3.29-1(a)は，目標速度に到達した後，MC_Stop 関数を実行した場合です． 

図 3.3.29-1(b)は，他の動作指令により中断された場合です．  

 

 
図 3.3.29-1(a) 

 
図 3.3.29-1(b) 

図 3.3.29-1 MC_MoveVelocity 関数のタイミングチャート 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveVelocity() 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_SLAVE 0x000002 スレーブのノード番号が不正です． 

2 RET_ILL_AXIS 0x000003 軸番号が不正です． 

3 RET_SLV_REG_ERR 0x000006 スレーブ異常です． 

4 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

5 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

6 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

7 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

8 
RET_INVALID_OPERATION_
MODE 

0x000101 
制御モードが異常です．本製品は通常cspで動作します．

Homingの場合，hmで動作します． 

9 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

10 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

11 RET_ILL_NOT 0x000106 -ELS を検出しました． 

12 RET_ILL_POT 0x000107 +ELS を検出しました 

13 RET_AXIS_ERR 0x000108 軸のエラーを検出しました． 

14 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 動作の指定が不正です．範囲外の動作方向です． 

15 RET_RATIO_ERR 0x00010D 

電子ギアの設定に関するエラーです． 

問題の解消のため，電子ギアの値を大きくする等を行ってくだ

さい． 

16 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

表 3.3.29-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_ReadFunctionResult() 動作指令の出力変数読出し 

機  能 動作の出力変数を読出します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ReadFunctionResult 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  MC_MOVE_FUNCTION_RESULT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ReadFunctionResult Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Outp As MC_MOVE_FUNCTION_RESULT , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ReadFunctionResult  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref MC_MOVE_FUNCTION_RESULT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

Outp 出力変数格納の構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadFunctionResult ( hMaster, &Axis &Outp, flg ); 
 

  

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 

 

1 wFunction WORD 

[説明] 実行中の関数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x21： MC_Reset 関数，0x22： MC_Home 関

数， 

0x23： MC_Stop 関数，0x24： MC_MoveAbsolute

関数， 

0x25： MC_MoveRelative 関数， 

0x26： MC_MoveAdditive 関数， 

0x27： MC_MoveVelocity 関数 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadFunctionResult() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 

 

2 wStatus WORD 

[説明] 実行中の関数のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] MC_AXIS_SETTING 構造体に含まれる 

MC_AXIS_MOVE 構造体メンバ 

bDisableWaitMotionInt の値により，変わります． 

[FALSE の時] 

0x01: Done(目標位置に到達しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です)  

0x03: CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

[TRUE の時] 

0x81: Done(目標位置に到達しました) 

0x82: Busy(API 関数を実行中です)  

0x83: CommandAborted 

     (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x84: Error(エラーが発生しました) 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

 

(1) MC_Reset 関数，MC_Stop()関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数， 

MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocity 関数，MC_Home 関数を実行し，実行が完了した時， 

実行結果を読み込む場合，本関数を実行します． 

(2) 本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 上記(1)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記(1)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，上記(1)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 上記(1)の関数を実行します．上記(1)の関数は実行中となります． 

C) 上記(1)の関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) 本関数を実行します．本関数の第３引数である MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上

記(1)の関数の実行結果が格納されます． 

(3) 割り込み状態をキャンセルする場合には MC_CancelWaitInterrupt()関数を発行します． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ReadFunctionResult() 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_PARAMETER 0x000008 不正なパラメータを指定しています． 

2 
RET_INVALID_OPERATION_
MODE 

0x000101 
制御モードが異常です．本製品は通常cspで動作します．

Homingの場合，hmで動作します． 

3 
RET_INVALID_PLCOPEN_S
TATE 

0x000102 軸の状態が異常です． 

4 RET_FOLLOWING_ERR 0x000103 位置偏差過大エラーです． 

5 RET_ILL_NOT 0x000106 -ELS を検出しました． 

6 RET_ILL_POT 0x000107 +ELS を検出しました 

7 RET_AXIS_ERR 0x000108 軸のエラーを検出しました． 

8 RET_INVALID_DIRECTION 0x000109 動作の指定が不正です．範囲外の動作方向です． 

9 RET_RATIO_ERR 0x00010D 

電子ギアの設定に関するエラーです． 

問題の解消のため，電子ギアの値を大きくする等を行ってくだ

さい． 

10 RET _RESET_FAIL 0x00020F サーボアラームのリセットに失敗しました． 

11 RET_HOMING_ERR 0x000221 
MC_Home 関数の実行において，目標位置に到達する前

に，エラーが発生しました． 

12 
RET_INVALID_BUFFER_MO
DE 

0x000225 未定義のバッファモードです． 

13 
RET_BUFFER_MODE_INVA
LID 

0x000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができませ

ん． 

14 RET_BUFFER_FULL 0x000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関数を実

行することができません． 

表 3.3.30-1 wErrorID のエラーコードの例 
 

 

 MC_WaitNextInterrupt() 割り込み待機 

機  能 割り込み待機します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_WaitNextInterrupt 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  DWORD timeout, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_WaitNextInterrupt Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal timeout As Uinteger , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_WaitNextInterrupt  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  uint timeout, 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

timeout タイムアウト時間(ms) 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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(MC_WaitNextInterrupt() 前ページからのつづき) 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸の情報を格納する構造体 

DWORD timeout; // タイムアウト時間(ms) 

// ( 例:2000ms の場合，”timeout=2000;”， 

//  無限大の場合，”timeout=INFINITY;”等 ) 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_WaitNextInterrupt ( hMaster, &Axis, 2000, flg ); 
 

  

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_Reset 関数，MC_Stop()関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数， 

MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocity 関数，MC_Home 関数を実行し，実行が完了した時，

実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

割り込みイベントを取得する場合，本関数を実行します． 

(2) 上記(1)の関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，本関数を実行します． 

(ⅰ) 上記(1)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記(1)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

本関数は，上記(1)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り込みイベント

(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する時間を無限

大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状

態 )となります． 

B) 上記(1)の関数を実行します．上記(1)の関数は実行中となります． 

C) 上記(1)の関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) 本関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却します．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の第３引数である 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記(1)の関数実行結果が格納されます． 

(3) 割り込み状態をキャンセルする場合には MC_CancelWaitInterrupt()関数を発行します． 
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 MC_CancelWaitInterrupt() 割り込み待機キャンセル 

機  能 割り込み待機をキャンセルします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_CancelWaitInterrupt 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_CancelWaitInterrupt Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_CancelWaitInterrupt  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis // 軸の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_CancelWaitInterrupt ( hMaster, &Axis, flg ); 
 

  

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_WaitNextInterrupt 関数の状態が，割り込みイベントを待機している状態の場合，待機している状態

をキャンセルします． 

 

[割り込みイベントについて] 

MC_Reset 関数，MC_Stop()関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数， 

MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocity 関数，MC_Home 関数を実行し，実行が完了した時，

実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

割り込みイベントを取得する場合，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

 

(2) 本関数を実行後，MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを待機することをキャンセルします

(処理を返却します)．また，MC_WaitNextInterrupt 関数は戻り値「0」を返却します． 
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 MC_ResetMotionSts() 関数動作完了後の変数値を格納している内部メモリを 0 クリアします． 

機  能 動作の出力変数を格納している内部メモリを 0 クリアします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ResetMotionSts 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ResetMotionSts Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ResetMotionSts  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis // 軸の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ResetMotionSts ( hMaster, &Axis, flg ); 
 

  

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_Reset 関数，MC_Stop()関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数， 

MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocity 関数，MC_Home 関数を実行し，実行が完了した時，

実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

(2) 上記(1)の関数の実行結果を取得するまでの基本的な流れ 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInerrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 上記(1)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記(1)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInerrupt 関数は，上記(1)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベントを，取得する関数です．割り込みイベントを待機する時間を無限大(Infinity)として

実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 上記(1)の関数を実行します．上記(1)の関数は実行中となります． 

C) 上記(1)の関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_ResetMotionSts () 前ページからのつづき) 

概要 

 

D) MC_WaitNextInerrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却しま

す．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の第３引数である 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記(1)の関数実行結果が格納されます． 

(4) 割り込み状態をキャンセルする場合には MC_CancelWaitInterrupt()関数を発行します． 

(5) 本関数について 

MC_CancelWaitInterrupt 関数を実行し，割り込み待機状態を解除した後， 

MC_ReadFunctionResult 関数を使用して 

MC_ MOVE_FUNCTION_RESULT構造体メンバの値を確認した場合，以前に実行した結果に対する

値が読み出される可能性があります．これは，弊社ソフトウェア内部におきまして， 

MC_ MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバの値を格納している領域における値の更新は，

MC_WaitNextInerrupt 関数の割り込みにより，値の更新が行われるためです． 

本関数は，MC_ MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバの値を格納している領域を 0 クリアしま

す． 

本関数を実行後に，MC_ReadFunctionResult 関数を使用して上記(1)の関数の実行結果を確認した

場合，MC_ MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバの値は，0 クリアされた値となります． 

 

 

 MC_ResetLatchSts() ラッチ完了後の変数値を格納している内部メモリを 0 クリアします． 

機  能 タッチプローブの実行結果を格納している内部メモリを 0 クリアします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ResetLatchSts 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ResetLatchSts Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ResetLatchSts 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis // 軸の情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ResetLatchSts ( hMaster, &Axis, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_ResetLatchSts () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_TouchProbe 関数を実行し，実行が完了した時，実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本

概要では割り込みイベント)が発生します． 

(2) MC_TouchProbe 関数の実行結果を取得するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) MC_TouchProbe 関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) MC_TouchProbe 関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生

する，実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数で

す．割り込みイベントを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生

するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) MC_TouchProbe 関数を実行します．MC_TouchProbe 関数は実行中となります． 

C) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処

理を返却します．)． 

E) MC_ReadLatchCountResult 関数を実行します．MC_ReadLatchCountResult 関数の 

第３引数である MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体に，MC_TouchProbe 関数の実行結果

が格納されます． 

(3) 本関数について 

MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行し，割り込み待機状態を解除した後， 

MC_ReadLatchCountResult 関数を使用して 

MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体メンバの値を確認した場合，以前に実行した結果に対する値

が読み出される可能性があります．これは，弊社ソフトウェア内部におきまして， 

MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体メンバの値を格納している領域における値の更新は，

MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数の割り込みにより，値の更新が行われるためです． 

本関数は，MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体メンバの値を格納している領域を 0 クリアします． 

本関数を実行後に，MC_ReadLatchCountResult 関数を使用して MC_TouchProbe 関数の実行結

果を確認した場合，MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体メンバの値は，0 クリアされた値となります． 
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 MC_SetIntSignalInfo() 動作指令の実行結果を通知する割り込みに関係する設定 

機  能 MC_CancelWaitInterrupt, MC_WaitNextInterrupt 関数を実行した時の戻り値の設定をします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetIntSignalInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  DWORD Sig, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetIntSignalInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal Sig As Uint, 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetIntSignalInfo  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  uint Sig; 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

dwSig 設定値 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis // 軸の情報を格納する構造体 

DWORD Sig; // 設定値 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_SetIntSignalInfo( hMaster, &Axis, Sig, flg ); 
 

  

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_Reset 関数，MC_Stop()関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数， 

MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocity 関数，MC_Home 関数を実行し，実行が完了した時，

実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

(2) 上記(1)の関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 上記(1)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記(1)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，上記(1)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 上記(1)の関数を実行します．上記(1)の関数は実行中となります． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetIntSignalInfo () 前ページからのつづき) 

概要 

 

C) 上記(1)の関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の第３引数である 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記(1)の関数実行結果が格納されます． 

 

(3) 本関数の設定値について 

表 3.3.35-1 は，設定値と内容です． 

No. 値 内容 

1 0 

デフォルトの設定です． 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitInterrupt 関数を実行し， 

MC_WaitNextInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は 0 となります． 
 

2 1 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitInterrupt 関数を実行し， 

MC_WaitNextInterrupt関数を実行した場合，戻り値は0x000020となります． 

(0x000020 は” 割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み待機がキャ

ンセルされました．”を意味します．) 
 

表 3.3.35-1 設定値と内容 

 

 

 MC_GetIntSignalInfo() 動作指令の実行結果を通知する割り込みに関係する設定の取得 

機  能 MC_SetIntSignalInfo 関数を実行して設定した値を読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GetIntSignalInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  DWORD* Sig, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GetIntSignalInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByRef Sig As Uint, 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GetIntSignalInfo  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  ref uint Sig; 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

dwSig 読み込まれた設定値 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis // 軸の情報を格納する構造体 

DWORD Sig; // 設定値 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GetIntSignalInfo( hMaster, &Axis, &Sig, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_GetIntSignalInfo () 前ページからのつづき) 

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_Reset 関数，MC_Stop()関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数， 

MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocity 関数，MC_Home 関数を実行し，実行が完了した時，

実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

(2) 上記(1)の関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 上記(1)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記(1)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextInterrupt 関数は，上記(1)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 上記(1)の関数を実行します．上記(1)の関数は実行中となります． 

C) 上記(1)の関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を返却し

ます．)． 

E) MC_ReadFunctionResult 関数を実行します．MC_ReadFunctionResult 関数の第３引数である 

MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記(1)の関数実行結果が格納されます． 

 

(3) 本関数から読み込み可能な設定値について 

表 3.3.36-1 は，読み込み可能な設定値と内容です． 

No. 値 内容 

1 0 

MC_SetIntSignalInfo 関数の設定値が 0 の時の値です． 

デフォルトの設定です． 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitInterrupt 関数を実行し， 

MC_WaitNextInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は 0 となります． 
 

2 1 

MC_SetIntSignalInfo 関数の設定値が 1 の時の値です． 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitInterrupt 関数を実行し， 

MC_WaitNextInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は 0x000020 となります． 

(0x000020 は” 割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み待機がキャンセ

ルされました．”を意味します．) 
 

表 3.3.36-1 設定値と内容 
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 MC_SetLatchCountIntSignalInfo() タッチプローブの実行結果を通知する割り込みに関係する設

定 

機  能 
MC_CancelWaitLatchCountInterrupt 関数，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行した時の

戻り値の設定を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetLatchCountIntSignalInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  DWORD Sig, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetLatchCountIntSignalInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal Sig As Uint, 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetLatchCountIntSignalInfo  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  uint Sig; 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体のポインタ 

dwSig 設定値 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis // 軸の情報を格納する構造体 

DWORD Sig; // 設定値 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_SetLatchCountIntSignalInfo ( hMaster, &Axis, Sig, flg ); 
 

 

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り込みイベントが発生

します． 

(2) MC_TouchProbe 関数の実行結果を取得するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) MC_TouchProbe 関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) MC_TouchProbe 関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生

する，実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数で

す．割り込みイベントを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生

するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) MC_TouchProbe 関数を実行します．MC_TouchProbe 関数は実行中となります． 

 

(次ページへつづく) 
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概要 

 

C) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処

理を返却します．)． 

E) MC_ReadLatchCountResult 関数を実行します．MC_ReadLatchCountResult 関数の 

第３引数である MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体に，MC_TouchProbe 関数の実行結果

が格納されます． 

 

(3) 本関数の設定値について 

表 3.3.37-1 は，設定値と内容です． 

No. 値 内容 

1 0 

デフォルトの設定です． 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitLatchCountInterrupt 関数を

実行し，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は 0 と

なります． 
 

2 1 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitLatchCountInterrupt 関数を

実行し，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は

0x000020 となります． 

(0x000020 は” 割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み待機がキャンセ

ルされました．”を意味します．) 
 

表 3.3.37-1 設定値と内容 

 

 

 MC_GetLatchCountIntSignalInfo() タッチプローブの実行結果を通知する割り込みイベントに関係

する設定の取得 

機  能 MC_SetLatchCountIntSignalInfo 関数を実行して設定した値の読み込みを行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GetLatchCountIntSignalInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXIS_REF* Axis,  
  DWORD Sig, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GetLatchCountIntSignalInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
  ByVal Sig As Uint, 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GetLatchCountIntSignalInfo  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXIS_REF Axis,  
  uint Sig; 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Axis 軸の情報を格納する構造体 

dwSig 設定値 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXIS_REF Axis // 軸の情報を格納する構造体 

DWORD Sig; // 設定値 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GetLatchCountIntSignalInfo ( hMaster, &Axis, Sig, flg ); 
 

 

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り込みイベントが発生

します． 

(2) MC_TouchProbe 関数の実行結果を取得するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) MC_TouchProbe 関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) MC_TouchProbe 関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，MC_TouchProbe 関数の実行が完了した時に発生

する，実行結果を通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数で

す．割り込みイベントを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生

するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) MC_TouchProbe 関数を実行します．MC_TouchProbe 関数は実行中となります． 

C) MC_TouchProbe 関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処

理を返却します．)． 

E) MC_ReadLatchCountResult 関数を実行します．MC_ReadLatchCountResult 関数の 

第３引数である MC_LATCH_COUNT_RESULT 構造体に，MC_TouchProbe 関数の実行結果

が格納されます． 

 

(3) 本関数から読み込み可能な設定値について 

表 3.3.38-1 は，読み込み可能な設定値と内容です． 

No. 値 内容 

1 0 

MC_SetLatchCountIntSignalInfo 関数の設定値が 0 の時の値です． 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitLatchCountInterrupt 関数を

実行し，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は 0

となります． 
 

2 1 

MC_SetLatchCountIntSignalInfo 関数の設定値が 1 の時の値です． 

割り込みが発生していない時に，MC_CancelWaitLatchCountInterrupt 関数を

実行し，MC_WaitNextLatchCountInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は

0x000020 となります． 

(0x000020 は” 割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み待機がキャン

セルされました．”を意味します．) 
 

表 3.3.38-1 設定値と内容 
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 (予約)EC_InitMaster() マスタ初期化 

機  能 マスタを初期化します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 
DWORD WINAPI EC_InitMaster 
( DWORD hMaster,  
WORD flg ); 

VB.NET 
Declare Function EC_InitMaster Lib “hmecw0.dll” _ 
 ( ByVal hMaster As Uinteger, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 
[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_InitMaster  
( uint hMaster,  
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_InitMaster ( hMaster, flg ); 
 

 

 EC_GetMasterInfo() マスタ情報取得 

機  能 マスタ情報を取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 
DWORD WINAPI EC_GetMasterInfo 
( EC_MASTER_INFO* MasterInfo,  
WORD flg ); 

VB.NET 
Declare Function EC_GetMasterInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByRef MasterInfo As EC_MASTER_INFO, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 
[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_GetMasterInfo  
 ( ref EC_MASTER_INFO MasterInfo,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

MasterInfo マスタ情報 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

EC_MASTER_INFO MasterInfo; // マスタ情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_GetMasterInfo ( &MasterInfo, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_MASTER_INFO 

 

1 cMasterName char 

[説明] INtime ノードを格納します．INtime ノードを”Node

A”として，ご使用願います． 

[初期値] 0 

 

2 dwCyclicTime DWORD 

[説明] EtherCAT Master が EtherCAT 通信を行うサイク

リックタイム(μs)を示します．初期値は INtime カーネルティ

ックの値となります．INtime カーネルティック値の単位で指定

する必要があります． 

[単位] μs 

[初期値] 0～4294967295 

 

3 bBasePrioriy BYTE 

[説明] EcatHandler スレッドベースプライオリティ値を示しま

す． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

4 
cInterfaceDriver[1
6] 

char 

[説明] 使用する NIC インターフェースドライバ名称を示しま

す． 

二重化回線の場合は 1 番目の NIC インターフェースドライ

バの名称となります． 

[初期値] 0 

 

5 
(予約) 

cRedundancyDriv
er[16] 

char 

(予約) 

[説明] 二重化回線の場合の 2 番目の NIC インターフェース

ドライバの名称を示します． 

[初期値] 0 

 

6 wSlaveCountXml WORD 

[説明] コンフィグレーション(XML)定義上のスレーブ数を示し

ます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

7 
wSlaveCountOnli
ne 

WORD 

[説明] 接続しているスレーブ数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

8 dwPdoInSize DWORD 

[説明] PDO_IN 全体のサイズを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

9 dwPdoOutSize DWORD 

[説明] PDO_OUT 全体のサイズを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

(1) EtherCAT 通信を開始するマスタの情報を取得します． 

(2) 読込みを行った情報は，EC_MASTER_INFO 構造体に格納されます． 
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 EC_OpenMaster()  マスタオープン( EtherCAT 通信の開始 ) 

機  能 マスタをオープンします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_OpenMaster 
 ( DWORD* hMaster, 
  EC_MASTER_INFO* MasterInfo,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_OpenMaster Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByRef hMaster As Uinteger, _ 
  ByRef MasterInfo As EC_MASTER_INFO, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_OpenMaster  
 ( ref uint hMaster, 

ref EC_MASTER_INFO MasterInfo,  
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

MasterInfo マスタ情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

EC_MASTER_INFO MasterInfo; // マスタ情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_OpenMaster ( &hMaster, &MasterInfo, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_MASTER_INFO 

 

1 cMasterName char 

[説明] INtime ノードを格納します．INtime ノードを”Node

A”として，ご使用願います． 

[初期値] 0 

 

2 dwCyclicTime DWORD 

[説明] EtherCAT Master が EtherCAT 通信を行うサイク

リックタイム(μs)を示します．初期値は INtime カーネルティ

ックの値となります．INtime カーネルティック値の単位で指定

する必要があります． 

[単位] μs 

[初期値] 0～4294967295 

 

3 bBasePrioriy BYTE 

[説明] EcatHandler スレッドベースプライオリティ値を示しま

す． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

4 
cInterfaceDriver[1
6] 

char 

[説明] 使用する NIC インターフェースドライバ名称を示しま

す． 

二重化回線の場合は 1 番目の NIC インターフェースドライ

バの名称となります． 

[初期値] 0 

 

5 
(予約) 

cRedundancyDriv
er[16] 

char 

(予約) 

[説明] 二重化回線の場合の 2 番目の NIC インターフェース

ドライバの名称を示します． 

[初期値] 0 

 

 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_MASTER_INFO 

 

6 wSlaveCountXml WORD 

[説明] コンフィグレーション(XML)定義上のスレーブ数を示し

ます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

7 
wSlaveCountOnli
ne 

WORD 

[説明] 接続しているスレーブ数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

8 dwPdoInSize DWORD 

[説明] PDO_IN 全体のサイズを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

9 dwPdoOutSize DWORD 

[説明] PDO_OUT 全体のサイズを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

(1) EtherCAT 通信を開始します．  

(2) 開始後，マスタ情報は，EC_MASTER_INFO 構造体に格納されます． 

 

 

 

 EC_CloseMaster() マスタクローズ( EtherCAT 通信の停止 ) 

機  能 マスタをクローズします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 
DWORD WINAPI EC_CloseMaster 
( DWORD hMaster,  
WORD flg ); 

VB.NET 
Declare Function EC_CloseMaster Lib “hmecw0.dll” _ 
 ( ByVal hMaster As Uinteger, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 
[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_CloseMaster  
( uint hMaster,  
ushort flg); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_CloseMaster ( hMaster, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) EtherCAT 通信を終了します．  
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 EC_GetSlaveInfo() スレーブ情報取得 

機  能 指定したマスタのスレーブ情報を取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_GetSlaveInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  EC_GET_SLAVE_INFO_IN* Inp, 
  EC_SLAVE_INFO* SlaveInfo,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_GetSlaveInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef GetSlaveInfoIn As EC_GET_SLAVE_INFO_IN, _ 
  ByRef Inp As EC_SLAVE_INFO, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_GetSlaveInfo  
 ( uint hMaster,  
  ref EC_GET_SLAVE_INFO_IN Inp, 
  ref EC_SLAVE_INFO SlaveInfo, 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

SlaveInfo スレーブ情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

EC_GET_SLAVE_INFO_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

EC_SLAVE_INFO SlaveInfo; // スレーブ情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_GetSlaveInfo ( hMaster, &Inp, &SlaveInfo, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_GET_SLAVE_INFO_IN 

 

1 dwInstance DWORD 

[説明] インスタンス番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

2 dwVendorID DWORD 

[説明] ベンダーID を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

3 dwProductCode DWORD 

[説明] プロダクトコードを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

EC_SLAVE_INFO 

 

1 bSlaveNo BYTE 

[説明] スレーブのノード番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

2 bAxisNo BYTE 

[説明] 軸ノード番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_SLAVE_INFO 

 

3 
(予約) 

wSlaveStatus 
WORD 

(予約) 

[説明] 対象スレーブのステータス状態を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

4 wAlias WORD 

[説明] エイリアス番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

5 wSlaveType DWORD 

[説明] スレーブタイプを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

6 dwInstance DWORD 

[説明] インスタンス番号を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

7 dwVendorID DWORD 

[説明] ベンダーID を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

8 dwProductCode DWORD 

[説明] プロダクトコードを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

9 dwRevisionNo DWORD 

[説明] リビジョンナンバーを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

10 dwSerialNo DWORD 

[説明] シリアルナンバーを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

11 dwPhysicalAddr DWORD 

[説明] フィジカルアドレスを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

12 dwAutoIncAddr DWORD 

[説明] 自動インクリメントアドレスを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

13 dwStatusBit DWORD 

[説明] スレーブステータスビットを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

14 
dwViosInBaseOff
set 

DWORD 

[説明] VIOS IN ベースオフセットを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

15 dwViosInSize DWORD 

[説明] VIOS IN サイズ [バイト]を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

16 
dwViosOutBaseO
ffset 

DWORD 

[説明] VIOS OUT ベースオフセットを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

17 dwViosOutSize DWORD 

[説明] VIOS OUT サイズ [バイト]を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

18 dwDCEnable DWORD 

[説明] DC 設定を格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: 無効, 0 以外: 有効 

 

19 (予約)wNodeAddr WORD 

(予約) 

[説明] ノードアドレスを格納します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

 

(次ページへつづく) 
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(EC_GetSlaveInfo() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) 弊社ソフトウェアから制御を行うため，スレーブ情報の登録を行います． 

(2) 登録を行ったスレーブの情報は，EC_SLAVE_INFO 構造体に格納されます． 

(3) 本関数の使用方法に関しまして，章番号 2.5.2 「API 関数実行の流れ」の， 

(C) 「EtherCAT 通信対応機器を制御可能とするための登録」もご参照願います． 

 

 

 (予約)EC_InitSlave() スレーブ初期化 

機  能 指定したマスタのスレーブ情報を取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_InitSlave 
 (DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_InitSlave Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_InitSlave  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_InitSlave ( hMaster, slaveno, flg ); 
 

 

 (予約)EC_GetMasterStatus()  マスタのステータス読出し 

機  能 指定したマスタのステータスを取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_GetMasterStatus 
 (DWORD hMaster,  
  EC_MASTER_STATUS* MasterStatus, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_GetMasterStatus Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef OutpAs EC_MASTER_STATUS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_GetMasterStatus  
 ( uint hMaster, 
  ref EC_MASTER_STATUS Outp, 
  ushort flg ); 

(次ページへつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

246 

((予約)EC_GetMasterStatus() 前ページからのつづき) 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

EC_MASTER_STATUS Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_GetMasterStatus ( hMaster, &MasterStatus, flg ); 
 

 

 (予約)EC_GetSlaveStatus() スレーブのステータス読出し 

機  能 指定したスレーブのステータスを取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_GetSlaveStatus 
 (DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  EC_SLAVE_STATUS* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_GetSlaveStatus Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByRef OutpAs EC_SLAVE_STATUS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_GetSlaveStatus  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  ref EC_SLAVE_STATUS Outp, 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

EC_SLAVE_STATUS Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_GetSlaveStatus ( hMaster, slaveno, &Outp, flg ); 
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 EC_GetDiagnosisMessage()  スレーブの診断メッセージ取得 

機  能 指定したスレーブの診断メッセージを取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_GetDiagnosisMessage 
 (DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_OUT* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_GetDiagnosisMessage Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByRef Outp As EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_OUT, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_GetDiagnosisMessage  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  ref EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_OUT Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_GetDiagnosisMessage ( hMaster, slaveno, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_OUT 

 

1 bType BYTE 

[説明] データタイプを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: InfoMessage,  

1: WarningMessage, 
2: ErrorMessage 

 

2 wTextID WORD 

[説明] Text ID を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～65535 

 

3 dwTimeStampL DWORD 

[説明] Time Stamp 下位データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

4 dwTimeStampH DWORD 

[説明] Time Stamp 上位データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

5 bParameterNum BYTE 

[説明] パラメータ数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～255 

 

 

(次ページへつづく) 

 

  



2.ソフトウェア概略 

248 

(EC_GetDiagnosisMessage() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_OUT 

 
6 Parameter[64] 

EC_DIAGNOSIS_
PARAMETER 

[説明] 診断情報を格納する構造体です． 

EC_DIAGNOSIS_PARAMETER 

 

1 wFlags WORD 

[説明] パラメータタイプを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 下記となります． 

<bit12-15=0 の場合> 

bit0-11= 
1: BOOL 
2: INTEGER8 
3: INTEGER16 
4: INTEGER32 
5: UNSIGNED8 
6: UNSIGNED16 
7: UNSIGNED32 
 

<bit12-15=1 の場合> 

BYTE 配列( bit0-11:バイト数 ) 

 

<bit12-15=2 の場合> 

ASCII 配列( bit0-11:文字数 ) 

 

2 bBoolParameter BOOL 

[説明] BOOL データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] BOOL 型の範囲となります． 

 

3 cInt8Parameter char 

[説明] INTEGER8 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] char 型の範囲となります． 

 

4 sInt16Parameter short 

[説明] INTEGER16 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] short 型の範囲となります． 

 

5 lInt32Parameter long 

[説明] INTEGER32 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] long 型の範囲となります． 

 

6 
bUnsigned8Para
meter 

BYTE 

[説明] UNSIGNED8 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] BYTE 型の範囲となります． 

 

7 
wUnsigned16Par
ameter 

WORD 

[説明] UNSIGNED16 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] WORD 型の範囲となります． 

 

8 
dwUnsigned32Pa
rameter 

DWORD 

[説明] UNSIGNED32 データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] DWORD 型の範囲となります． 

 

9 
bByteArrayParam
eter[64] 

BYTE 

[説明] BYTE 配列データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] BYTE 型の範囲となります． 

 

10 cStrParameter[64] char 

[説明] ASCII 配列データを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] char[64]型の範囲となります． 

 

(1) 読込みを行った情報は，EC_DIAGNOSIS_PARAMETER 構造体に格納されます． 
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 EC_GetDiagnosisMessageFlags() スレーブの診断メッセージフラグ取得 

機  能 指定したスレーブの診断メッセージフラグを取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_GetDiagnosisMessageFlags 
 (DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS* Outp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_GetDiagnosisMessageFlags Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByRef Outp As EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_GetDiagnosisMessageFlags  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  ref EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

Outp 出力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_GetDiagnosisMessageFlags ( hMaster, slaveno, &Outp, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS 

 

1 
bEnableEmergen
sy 

BOOL 

[説明] 診断メッセージをエマージェンシメッセージとして通知す

ることの有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE:有効 

 

2 bDisableInfMes BOOL 

[説明] InfoMessage 有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: InfoMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

 TRUE: InfoMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

3 
bDisableWarnMe
s 

BOOL 

[説明] WarningMessage 無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE： WarningMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

TRUE: WarningMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(EC_GetDiagnosisMessageFlags() つづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS 

 

4 bDisableErrMes BOOL 

[説明] ErrorMessage 有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: ErrorMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

TRUE: ErrorMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

5 bModeSelect BOOL 

[説明] OverWrite/Acknowleded モード選択を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: OverWrite 

…未承認データが存在していてもリングバッファに 

上書きします 

TRUE: Acknowleded 

…リングバッファが FULL になった場合，                

上書きせず新しいメッセージを破棄しません． 

 

(1) 読込みを行った情報は，EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS 構造体に格納されます． 

 

 

 EC_SetDiagnosisMessageFlags() スレーブの診断メッセージ設定 

機  能 指定したスレーブの診断メッセージを設定します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_SetDiagnosisMessageFlags 
 (DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS* Inp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_SetDiagnosisMessageFlags Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByRef Inp As EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_SetDiagnosisMessageFlags  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  ref EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS Inp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

Inp 入力情報を格納する構造体のポインタ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_SetDiagnosisMessageFlags ( hMaster, slaveno, &Inp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 

 

  



2.ソフトウェア概略 

251 

(EC_SetDiagnosisMessageFlags() 前ページからのつづき) 

概要 

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_DIAGNOSIS_MESSAGE_FLAGS 

 

1 
bEnableEmergen
sy 

BOOL 

[説明] 診断メッセージをエマージェンシメッセージとして通知す

ることの有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE:有効 

 

2 bDisableInfMes BOOL 

[説明] InfoMessage 有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: InfoMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

 TRUE: InfoMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

3 
bDisableWarnMe
s 

BOOL 

[説明] WarningMessage 無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE： WarningMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

TRUE: WarningMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

4 bDisableErrMes BOOL 

[説明] ErrorMessage 有効/無効を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: ErrorMessage を Diagnosis message に 

保存します． 

TRUE: ErrorMessage を Diagnosis message に 

保存しません． 

 

5 bModeSelect BOOL 

[説明] OverWrite/Acknowleded モード選択を設定します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] 

FALSE: OverWrite 

…未承認データが存在していてもリングバッファに 

上書きします 

TRUE: Acknowleded 

…リングバッファが FULL になった場合，                

上書きせず新しいメッセージを破棄しません． 

 

(1) 指定したスレーブの診断メッセージを設定します． 
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 EC_ResetDiagnosisMessage () スレーブの診断メッセージクリア 

機  能 指定したスレーブの診断メッセージをクリアします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_ResetDiagnosisMessage 
 (DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_ResetDiagnosisMessage Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_ResetDiagnosisMessage  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_ResetDiagnosisMessage ( hMaster, slaveno, flg ); 
 

 

概要 

 

(1) スレーブの診断メッセージをクリアします． 
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 EC_ReadVersion() モーション機能パックライブラリのバージョン，契約軸数取得 

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 

VC++ 
DWORD WINAPI EC_ReadVersion  
( EC_VERSION* Outp,  
WORD flg ); 

VB.NET 
Declare Function EC_ReadVersion Lib “hmecw0.dll” _  
( ByRef Outp As EC_VERSION, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 
[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_ReadVersion _ 
( ref EC_VERSION Outp,  
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

EC_VERSION Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_ReadVersion ( &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_VERSION 

 
1 wAxisNum WORD 

[説明] 契約軸数を示します． 

[初期値] 0 

 
2 McVersion[] char 

[説明] モーション機能パックライブラリのバージョンを示します． 

[初期値] 0 

 

(1) McVersion[]とソフトウェアバージョンの対応は，下記となります． 

 

 
例：本製品が ver1.20 の場合 

 

(2) wAxisNum は制御可能な軸数です． 

(3) 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， bVersion[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，bVersion[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．) 

(4) bVersion[5] (契約軸数)，bVersion[6]～bVersion[9](型番)表示は，下記ソフトウェアバージョン以降か

ら対応しています． 

・HLS-ECAT02xx/WIN の場合：ver1.010 以降 

 

 

  

Version 1. 2 0

McVersion [0] 

McVersion [2] 

McVersion [1] 

McVersion [3] 

0
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 EC_ReadSDO() SDO データ読込み 

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 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_ReadSDO 
 ( DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD index,  
  DWORD subindex,  
  BYTE size,  
  BYTE* data,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_ReadSDO Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal index As Uinteger, _ 
  ByVal subindex As Uinteger, _ 
  ByVal size As Byte, _ 
  ByVal data() As Byte, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_ReadSDO  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  uint index,  
  uint subindex,  
  byte size,  
  byte[] Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

index インデックス 

subindex サブインデックス 

size 読込みデータのサイズ[バイト] 

data 読込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD  index // インデックス( 例：0x6041 等 ) 

DWORD  subindex // サブインデックス( 例：0，1，2 等 ) 

BYTE size; // 読込みデータのサイズ[バイト] 

BYTE data[2]; // 読込みデータ 

// ( 例：2 バイトの場合，”BYTE data[2];”等 ) 
WORD flg; // 予約 

ret = EC_ReadSDO ( hMaster, slaveno, index, subindex, size, data, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの SDO データを読込みます． 
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 EC_WriteSDO() SDO データ書込み 

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 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_WriteDO 
 ( DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD index,  
  DWORD subindex,  
  BYTE size,  
  BYTE* data,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_WriteSDO Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal index As Uinteger, _ 
  ByVal subindex As Uinteger, _ 
  ByVal size As Byte, _ 
  ByVal data() As Byte, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_WriteSDO  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  uint index,  
  uint subindex,  
  byte size,  
  byte[] Outp,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

index インデックス 

subindex サブインデックス 

size 書込みデータのサイズ[バイト] 

data 書込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD  index // インデックス( 例：0x6040 等 ) 

DWORD  subindex // サブインデックス( 例：0，1，2 等 ) 

BYTE size; // 書込みデータのサイズ[バイト] 

BYTE data[2]; // 書込みデータ 

// ( 例：2 バイトの場合，”BYTE data[2] = {0,1};”等 ) 
WORD flg; // 予約 

ret = EC_WriteSDO ( hMaster, slaveno, index, subindex, size, data, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの SDO データを書込みます． 
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 EC_StartLogPosition() ログ(指令・現在位置)の記録を開始 

機  能 
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. 

(INtime メモリに格納します．) 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_StartLogPosition 
 ( DWORD hMaster,  
  EC_START_LOGPOS* Inp,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_StartLogPosition Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef Inp As EC_START_LOGPOS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_StartLogPosition 
 ( uint hMaster, 
  ref EC_START_LOGPOS Inp,  
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Inp 入力情報を格納する EC_START_LOGPOS 構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD hMaster; // マスタハンドル 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

EC_START_LOGPOS Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

 

// Inp.fTime // ログ(指令・現在位置)を記録する時間[ms] 設定範囲:1 ms～84000 ms(84s) 

          // 1ms の場合，最大 84000ms 

ret = EC_StartLogPosition( hMaster, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_START_LOGPOS 

 

1 double fTime 

[説明]  

ログ(指令・現在位置)を記録する時間を設定します． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～84000 

[備考] 値が 0 の時，1ms のログを記録します． 

サイクル周期の設定により，設定可能な最大の範囲が変化

します． 

<サイクル周期の設定が，1ms 以下の場合> 

125μs(0.5ms)：  最大 10500 [ms] 

250μs(0.25ms)： 最大 21000 [ms] 

500μs(0.5ms)：  最大 42000 [ms] 

<サイクル周期の設定が，1ms 以上の場合> 

最大 84000 [ms] 

 

 

(次ページへつづく) 
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(EC_StartLogPosition() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) サイクル周期ごとに，軸のログ(指令・現在位置)の記録を開始します．軸は，EC_GetSlaveInfo 関数を実

行し，制御可能とした軸です． 

(2) ログ(指令・現在位置)の記録状態は，EC_ReadLogPositionStatus 関数から読込むことが可能です． 

EC_ReadLogPositionStatus 関数の第 3 引数 EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ 

wStatus は，ログ(指令・現在位置)の記録状態を示します．wStatus は下記の値となります． 

 

値 内容( EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ wStatus ) 

0 ログ(指令・現在位置)が存在していません． 

1 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

サイクル周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始しています． 

2 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

ログ(指令・現在位置)の記録を停止しています． 

 

(3) サイクル周期ごとのログ(指令・現在位置)は，INtime メモリに格納されています．INtime メモリに格納されて

いるログ(指令・現在位置)を，ファイルへ保存する場合，EC_SaveLogPosition 関数(章番号 3.3.56)を

実行します． 

(4) ログ(指令・現在位置)は，下記のオブジェクトに相当します． 

 

No. 項目 オブジェクト Index:Sub Index 

1 指令位置 Target position 0x607A:0 

2 現在位置 Position actual value 0x6064:0 

 

 

 

 EC_StopLogPosition() ログ(指令・現在位置)の記録 

機  能 
ログ(指令・現在位置)の記録を停止します. 

(INtime メモリへの格納を停止します．) 

  

開発言語 書  式 

VC++ 
DWORD WINAPI EC_StopLogPosition 
 ( DWORD hMaster,  
  WORD flg ); 

VB.NET 
Declare Function EC_StopLogPosition Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 
[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_StopLogPosition 
 ( uint hMaster, 
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD hMaster; // マスタハンドル 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_StopLogPosition ( hMaster, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

(1) EC_StartLogPosition 関数を実行し，ログ(指令・現在位置)の記録の開始を行っている場合に，ログ

(指令・現在位置)の記録を停止します． 

(2) 本関数を実行した後に，EC_SaveLogPosition 関数を実行した場合，本関数を実行する前のサイクル

までのログ(指令・現在位置)が，ファイルへ保存されます． 

(3) 本関数を実行した場合におきましても，INtime メモリおよび，INtime メモリに記録した値は削除されませ

ん． 

ログ(指令・現在位置)を記録した INtime メモリ(および，INtime メモリに記録した値)を削除する場合，

EC_ClearLogPositionMemory 関数(章番号 3.3.58)を実行します． 

(4) ログ(指令・現在位置)の記録状態は，EC_ReadLogPositionStatus 関数から読込むことが可能です． 

EC_ReadLogPositionStatus 関数の第 3 引数 EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ 

wStatus は，ログ(指令・現在位置)の記録状態を示します．wStatus は下記の値となります． 

 

値 内容( EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ wStatus ) 

0 ログ(指令・現在位置)が存在していません． 

1 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

サイクル周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始しています． 

2 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

ログ(指令・現在位置)の記録を停止しています． 

 

(5) ログ(指令・現在位置)は，下記のオブジェクトに相当します． 

 

No. 項目 オブジェクト Index:Sub Index 

1 指令位置 Target position 0x607A:0 

2 現在位置 Position actual value 0x6064:0 

 

 

 

 EC_SaveLogPosition() ログ(指令・現在位置)をファイルに保存 

機  能 
ログ(指令・現在位置)をファイルに保存します. 

(INtime メモリからファイルへ保存します．) 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_SaveLogPosition 
 ( DWORD hMaster,  

EC_SAVE_LOGPOS* Inp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_SaveLogPosition Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 

ByRef Inp As EC_SAVE_LOGPOS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_SaveLogPosition 
 ( uint hMaster, 

ref EC_SAVE_LOGPOS Inp, 
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Inp 入力情報を格納する EC_SAVE_LOGPOS 構造体 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 
DWORD hMaster; // マスタハンドル 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

EC_SAVE_LOGPOS Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

// Inp.byFormat = 0;   // 保存するファイル形式を選択します． 

                    // 0: txt 形式，1: csv 形式． 

                    // 0,1 以外: txt 形式 

// Inp.pName = NULL; // 保存するファイル名を入力します． 

                    // NULL の場合，ファイル名は”hvt 時_分_秒”となります． 

                    // (例)現在時刻が 17 時 34 分 21 秒の場合，”hvt17_34_21” 

// Inp.pPath = NULL;  // ファイルを保存するパスを入力します． 

                    // NULL の場合，exe を実行したフォルダのパスとなります． 

ret = EC_SaveLogPosition( hMaster, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_SAVE_LOGPOS 

 

1 BYTE byFormat 

[説明] 保存するファイル形式を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: txt 形式 

1: csv 形式 

0,1 以外: txt 形式 

 

2 char* pName 

[説明] 保存するファイル名を設定します． 

[初期値] 0 

[備考] 未設定(NULL)の場合， 

ファイル名は"hvt 時_分_秒.txt"となりますす． 

(例) ファイル名が未設定(NULL)であり，時刻が 9 時 15 分

22 秒の場合， 

ファイル名は,"hvt9_15_22"となります． 

 

3 char* pPath 

[説明] ファイルを保存するパスを設定します． 

[初期値] 0 

[備考]  

未設定(NULL)の場合，ファイルは exe を実行したパスに保

存されます. 

 

(1) (EC_StartLogPosition 関数を実行することで記録した)ログ(指令・現在位置)を，ファイルへ保存します． 

(2) ログ(指令・現在位置)の記録状態は，EC_ReadLogPositionStatus 関数から読込むことが可能です． 

EC_ReadLogPositionStatus 関数の第 3 引数 EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ 

wStatus は，ログ(指令・現在位置)の記録状態を示します．wStatus は下記の値となります． 

 

値 内容( EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ wStatus ) 

0 ログ(指令・現在位置)が存在していません． 

1 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

サイクル周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始しています． 

2 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

ログ(指令・現在位置)の記録を停止しています． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(EC_SaveLogPosition() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(3) ログ(指令・現在位置)は，下記のオブジェクトに相当します． 

 

No. 項目 オブジェクト Index:Sub Index 

1 指令位置 Target position 0x607A:0 

2 現在位置 Position actual value 0x6064:0 

 

(4) 図 3.3.56-1 は，本関数を使用して保存したファイル例(csv 形式)です． 

 

 

 
図 3.3.56-1 保存したファイル例(csv 形式) 

 

 

 

  

スレーブ番号 

軸番号 

(1 スレーブ 1 軸 

の場合，値”1”) 

インスタンス番号 

ベンダーID 

プロダクトコード 

時間 

(年/月/日/時間) 

時間 

(秒) 

(1/100,000 秒まで) 

指令位置 

(オブジェクト 

0x607A:0) 

現在位置 

(オブジェクト 

0x6064:0) 

スレーブ番号 1，軸番号 1 の 

ログ(指令・現在位置) 
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 EC_ReadLogPositionStatus() ログ(指令・現在位置)の記録状態の読込み 

機  能 
ログ(指令・現在位置)の記録状態を読込みます. 

(INtime メモリへの格納状態を読込みます．) 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI EC_ReadLogPositionStatus 
 ( DWORD hMaster,  

EC_LOGPOS_STATUS* Inp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function EC_ReadLogPositionStatus Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 

ByRef Inp As EC_LOGPOS_STATUS, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_ReadLogPositionStatus 
 ( uint hMaster, 

ref EC_LOGPOS_STATUS Inp, 
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

Inp 入力情報を格納する EC_LOGPOS_STATUS 構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

EC_LOGPOS_STATUS Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_ReadLogPositionStatus( hMaster, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

EC_LOGPOS_STATUS 

 

1 WORD wStatus 

[説明] ログの記録状態を示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0: ログ(指令・現在位置)が存在していません． 

1: ログ(指令・現在位置)が存在します.  

サイクル周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始

しています． 

2: ログ(指令・現在位置)が存在します.  

ログ(指令・現在位置)の記録を停止しています． 

 

2 double fMaxTime 

[説明]  

ログ(指令・現在位置)を記録する最大時間を示します． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～84000 [ms] 

 

3 double fActTime 

[説明] 記録済みのログ(指令・現在位置)の時間[ms]を示し

ます． 

[単位] ms 

[初期値] 0 

[範囲] 0～84000 [ms] 

 

 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

(1) ログ(指令・現在位置)の記録状態は，本関数から読込むことが可能です． 

本関数の第 3 引数 EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ wStatus は，ログ(指令・現在位置)の記録

状態を示します．wStatus は下記の値となります． 

 

値 内容( EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ wStatus ) 

0 ログ(指令・現在位置)が存在していません． 

1 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

サイクル周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始しています． 

2 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

ログ(指令・現在位置)の記録を停止しています． 

 

(2) ログ(指令・現在位置)は，下記のオブジェクトに相当します． 

 

No. 項目 オブジェクト Index:Sub Index 

1 指令位置 Target position 0x607A:0 

2 現在位置 Position actual value 0x6064:0 

 

 

 

 EC_ClearLogPositionMemory() ログ(指令・現在位置)を格納する INtime メモリ削除 

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

  

開発言語 書  式 

VC++ 
DWORD WINAPI EC_ClearLogPositionMemory 
 ( DWORD hMaster,  
  WORD flg ); 

VB.NET 
Declare Function EC_ClearLogPositionMemory Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 
[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint EC_ClearLogPositionMemory 
 ( uint hMaster, 
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

WORD flg; // 予約 

ret = EC_ClearLogPositionMemory( hMaster, flg ); 
 

 

概 要  

 

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

(2) ログ(指令・現在位置)の記録状態は，EC_ReadLogPositionStatus 関数から読込むことが可能です． 

 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

EC_ReadLogPositionStatus 関数の第 3 引数 EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ 

wStatus は，ログ(指令・現在位置)の記録状態を示します．wStatus は下記の値となります． 

 

値 内容( EC_LOGPOS_STATUS 構造体メンバ wStatus ) 

0 ログ(指令・現在位置)が存在していません． 

1 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

サイクル周期ごとに，ログ(指令・現在位置)の記録を開始しています． 

2 ログ(指令・現在位置)が存在します.  

ログ(指令・現在位置)の記録を停止しています． 

 

(3) ログ(指令・現在位置)は，下記のオブジェクトに相当します． 

 

No. 項目 オブジェクト Index:Sub Index 

1 指令位置 Target position 0x607A:0 

2 現在位置 Position actual value 0x6064:0 
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 IO_inp() PDO データ 8 ビット読込み 

機  能 指定したスレーブの PDO データを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_inp 
 ( DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD offset,  
  BYTE* bydata,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_inp Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByRef bydata As Byte, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_inp  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno, 
  uint offset,  
  ref byte bydata,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

offset データのオフセットアドレス 

bydata 読込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE  slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD offset; // データのオフセットアドレス 

BYTE bydata; // 読込みデータ 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_inp ( hMaster, slaveno, offset, &bydata, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの PDO データ(8 ビット)を読込みます． 
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 IO_inpw() PDO データ 16 ビット読込み 

機  能 指定したスレーブの PDO データを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_inpw 
 (DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD offset,  
  WORD* wdata,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_inpw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByRef wdata As Ushort, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_inpw  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  uint offset,  
  ref ushort wdata,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

offset データのオフセットアドレス 

wdata 読込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE  slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD offset; // データのオフセットアドレス 

WORD wdata; // 読込みデータ 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_inpw ( hMaster, slaveno, offset, &wdata, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの PDO データ(16 ビット)を読込みます． 
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 IO_inpdw() PDO データ 32 ビット読込み 

機  能 指定したスレーブの PDO データを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_inpdw 
 ( DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD offset,  
  DWORD* dwdata,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_inpdw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByRef dwdata As Uinteger, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_inpdw  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  uint offset, 
  ref uint dwdata,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

offset データのオフセットアドレス 

dwdata 読込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE  slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD offset; // データのオフセットアドレス 

DWORD dwdata; // 読込みデータ 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_inpdw ( hMaster, slaveno, offset, &dwdata, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの PDO データ(32 ビット)を読込みます． 
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 IO_outp() PDO データ 8 ビット書込み 

機  能 指定したスレーブの PDO データを書込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_outp 
 ( DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD offset,  
  BYTE bydata,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_outp Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal bydata As Byte, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_outp  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  uint offset,  
  byte bydata,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

offset データのオフセットアドレス 

bydata 書込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE  slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD offset; // データのオフセットアドレス 

BYTE bydata; // 書込みデータ 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_outp ( hMaster, slaveno, offset, bydata, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの PDO データ(8 ビット)を書込みます． 
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 IO_outpw() PDO データ 16 ビット書込み 

機  能 指定したスレーブの PDO データを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_outpw 
 ( DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD offset,  
  WORD wdata,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_outpw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal wdata As Ushort, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_outpw  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  uint offset, 
  ushort wdata,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

offset データのオフセットアドレス 

wdata 書込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE  slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD offset; // データのオフセットアドレス 

WORD wdata; // 書込みデータ 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_outpw ( hMaster, slaveno, offset, wdata, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの PDO データ(16 ビット)を書込みます． 
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 IO_outpdw() PDO データ 32 ビット書込み 

機  能 指定したスレーブの PDO データを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_outpdw 
 ( DWORD hMaster,  
  BYTE slaveno,  
  DWORD offset,  
  DWORD dwdata,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_outpdw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByVal slaveno As Byte, _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal dwdata As Uinteger, _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_outpdw  
 ( uint hMaster, 
  byte slaveno,  
  uint offset, 
  uint dwdata,  
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

slaveno スレーブのノード番号 

offset データのオフセットアドレス 

dwdata 書込みデータ 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

BYTE  slaveno; // スレーブのノード番号 

DWORD offset; // データのオフセットアドレス 

DWORD dwdata; // 書込みデータ 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_outpdw ( hMaster, slaveno, offset, dwdata, flg ); 
 

 

概 要  

 

(1) 指定したスレーブの PDO データ(32 ビット)を書込みます． 
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3.4 関数の詳細(軸グループに関係する関数) 

本章の関数は，軸グループ動作に関係する関数です． 

 

 MC_AddAxisToGroup() 軸を軸グループに追加 

機  能 軸を軸グループに追加します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_AddAxisToGroup  
( DWORD hMaster,  

   MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
MC_AXIS_REF* Axis, 
MC_GROUP_ADD_AXIS* Inp 

   WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_AddAxisToGroup Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Axis As MC_AXIS_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_ADD_AXIS, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_AddAxisToGroup 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_AXIS_REF Axis, 
ref MC_GROUP_ADD_AXIS Inp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Axis 軸の情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_AXIS_REF Axis; // 軸情報を格納する構造体 

MC_GROUP_ADD_AXIS Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_AddAxisToGroup ( hMaster, &AxesGroup, &Axis, &Inp, flg); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_AXIS_REF 

 表 3.1-1 の MC_AXIS_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_AddAxisToGroup() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_ADD_AXIS 

 

1 bySeqNo BYTE 

[説明] 軸グループに軸を追加する時に，軸の追加先となる配

列番号を設定します． 

値 0 の場合，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[32]の内，配列番号 0 に，軸が追加され

ます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

(1) MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ byGroupID に，1～32 までの値を設定します． 

(2) MC_GROUP_ADD_AXIS 構造体メンバ bySeqNo に，0～31 までの値を設定します． 

(3) 本関数が正常に実行された場合，bySyncAxis の値は，「元の値+1(例：元の値 0 の場合は 1)」となりま

す． 

(4) 本関数が正常に実行された場合，指定した MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバの 

MC_AXIS_REF 構造体メンバ stAxis[32]に値が設定されます．設定される stAxis[32]の配列番号は，

MC_GROUP_ADD_AXIS 構造体メンバ bySeqNo に設定した番号となります． 

 

 

 MC_RemoveAxisFromGroup() 指定の軸を軸グループから削除 

機  能 指定の軸を軸グループから取り除きます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_RemoveAxisFromGroup  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  

MC_GROUP_REMOVE_AXIS* Inp， 

  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_RemoveAxisFromGroup Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_REMOVE_AXIS, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_RemoveAxisFromGroup 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_REMOVE_AXIS Inp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_REMOVE_AXIS Inp; // の入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_RemoveAxisFromGroup ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_RemoveAxisFromGroup() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_REMOVE_AXIS 

 

1 bySeqNo BYTE 

[説明] 軸グループから軸を削除する時に，軸の削除先となる

配列番号を設定します． 

値 0 の場合，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[32]の内，配列番号 0 に追加された軸

が，軸グループから削除されます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) MC_GROUP_REMOVE_AXIS 構造体メンバ bySeqNo に，0～31 までの値を設定します． 

(3) 本関数が正常に実行された場合，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ bySyncAxis の値は，「元

の値-1(例：元の値 1 の場合は 0)」となります． 

(4) 本関数が正常に実行された場合，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバの MC_AXIS_REF 構造

体メンバ stAxis[32]の内，MC_GROUP_REMOVE_AXIS 構造体メンバ bySeqNo と等しい番号の配

列に格納されている値は，0 となります． 

(bySeqNo の値が 0 の場合，stAxis[0]の bSlaveNo と，wAxisNo の値が 0 となります．) 

 

 

 MC_UngroupAllAxes() 全ての軸を軸グループから削除 

機  能 全ての軸を軸グループから取り除きます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_UngroupAllAxes  
( DWORD hMaster,  

  AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_UngroupAllAxes Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_UngroupAllAxes 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Axis 軸の情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_UngroupAllAxes ( hMaster, &AxesGroup, flg); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_UngroupAllAxes() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数が正常に実行された場合，MC_AXES_GROUP_REF構造体メンバ(軸グループに追加された軸

に関する情報を格納するメンバ)の値は 0(初期値)となります． 

 

 

 MC_GroupReadConfiguration() 軸グループに追加された軸の情報の読込み 

機  能 軸グループに追加された軸の情報を読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadConfiguration 
 ( DWORD hMaster,  
  AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  

  MC_GROUP_READ_CONFIG_IN* Inp， 

  MC_GROUP_READ_CONFIG_OUT * Outp， 

  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadConfiguration Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_READ_CONFIG_IN , _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_READ_CONFIG_OUT , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReadConfiguration 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_READ_CONFIG_IN Inp, 
ref MC_GROUP_READ_CONFIG_OUT Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Axis 軸の情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_CONFIG_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_CONFIG_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReadConfiguration ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadConfiguration() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_READ_CONFIG_IN 

 

1 bySeqNo BYTE 

[説明] 軸グループにおいて，軸の情報の読み込み先となる配

列番号を設定します． 

値 0 の場合，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]の内，配列番号 0 から，軸の情報

を読み込みます． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

2 
(予約) 

byCoordSys 
BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

MC_GROUP_READ_CONFIG_OUT 

 
1 MC_AXIS_REF stAxis 

[説明] 軸グループにおいて，読み込みを行った軸の情報を格

納する構造体です． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_READ_CONFIG_OUT 構造体に格納されます． 

 

 

 MC_GroupEnable() 軸グループの状態遷移のステータスを GroupStandby に変更 

機  能 軸グループの状態遷移のステータスを GroupStandby に変更します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupEnable  
( DWORD hMaster,  

  AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupEnable Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupEnable 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupEnable ( hMaster, &AxesGroup, flg ); 
 

(次ページへつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

275 

 

(MC_GroupEnable() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数が正常に実行された場合，軸グループの状態は，GroupStandby となります．軸グループの状態は

MC_GroupReadStatus 関数を実行することで確認することが可能です． 

(3) 基本的に，本関数を実行する前に，MC_Power 関数を使用して，軸をサーボオンの状態にします． 

軸がサーボオンの状態でない(サーボオフの状態の)時に，本関数を実行した場合，戻り値にエラーコードが

返却されます． 

 

 

 MC_GroupDisable() 軸グループの状態遷移のステータスを GroupDisabled に変更 

機  能 軸グループの状態遷移のステータスを GroupDisabled に変更します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupDisable  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupDisable Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupDisable 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GroupDisable ( hMaster, , &AxesGroup, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数が正常に実行された場合，軸グループの状態は，GroupDisabled となります．軸グループの状態は

MC_GroupReadStatus 関数を実行することで確認することが可能です． 
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 (予約) MC_SetKinTransform() 

 

 (予約) MC_SetCartesianTransform() 

 

 (予約) MC_SetCoordinateTransform() 

 

 (予約) MC_ReadKinTransform() 

 

 (予約) MC_ReadCartesianTransform() 

 

 (予約) MC_ReadCoordinateTransform() 

 

 MC_ResetGroupSetting() 軸グループのパラメータの設定を初期化 

機  能 軸グループのパラメータの設定を初期化します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_ResetGroupSetting  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_ResetGroupSetting Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_ResetGroupSetting 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_ResetGroupSetting ( hMaster, &AxesGroup, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_ResetGroupSetting() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数が正常に実行された場合，軸グループのパラメータ設定値は初期値となります． 

 

 

 MC_SetGroupSetting() 軸グループのパラメータの設定 

機  能 軸グループのパラメータの設定を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetGroupSetting  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_SETTING* Inp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetGroupSetting Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef GroupSetting As MC_GROUP_SETTING , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetGroupSetting 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_SETTING GroupSetting, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_SETTING inp // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_SetGroupSetting ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetGroupSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_SETTING 

 
1 GroupMove 

MC_GROUP_MO
VE 

[説明] 軸グループの動作パラメータを格納する構造体です． 

 
2 

(予約)  

GroupFactor 

MC_GROUP_FA
CTOR 

(予約) 

[説明] 軸グループの要素パラメータを格納する構造体です． 

MC_GROUP_MOVE 

 

1 
bDisableWaitMoti
onInt 

BOOL 

[説明] 動作中の軸グループの動作が完了した時に発

生するイベントを，取得する方法に関係します．イベン

ト取得待機のキャンセルを有効/無効とする設定を格

納します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE：無効，TRUE：有効 

 

2 byMasterSeqNo BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に,軸グル

ープに追加された軸をそれぞれ設定します． 

設定値は，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メ

ンバ”stAxis[32]”の配列番号を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

3 bySlaveSeqNo BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に,軸グル

ープに追加された軸をそれぞれ設定します． 

設定値は，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メ

ンバ”stAxis[32]”の配列番号を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

4 
bDeviationStopEn
able 

BOOL 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置

偏差エラーが発生した場合の停止動作の[有効 / 

無効] を設定します． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqN

o”に設定した軸です． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE：有効 

 

5 
byDeviationStopM
ode 

BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置

偏差エラーが発生した場合の停止方法を設定しま

す． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqN

o”に設定した軸です． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:即時停止，(予約)1：減速停止 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetGroupSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_MOVE 

 

6 fPosDeviation double 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置

偏差の許容値を設定します．”0”の時，無効となりま

す． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqN

o”に設定した軸です． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

7 
(予約) 

fDeviationDec 
double 

(予約) 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御におきまして，位置偏差エラーが発生し

た場合，停止動作を行う時の減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

8 
(予約) 

fDeviationJerk 
double 

(予約) 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御におきまして，位置偏差エラーが発生し

た場合，停止動作を行う時のジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

(予約)MC_GROUP_FACTOR 

 1 - - - 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 
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 MC_GetGroupSetting() 軸グループのパラメータの設定を取得 

機  能 軸グループのパラメータの設定を取得します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GetGroupSetting  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_SETTING* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GetGroupSetting Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef GroupSetting As MC_GROUP_SETTING , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GetGroupSetting 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_SETTING GroupSetting, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++  

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_SETTING Outp // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GetGroupSetting ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_SETTING 

 
1 GroupMove 

MC_GROUP_MO
VE 

[説明] 軸グループの動作パラメータを格納する構造体です． 

 
2 

(予約)  

GroupFactor 

MC_GROUP_FA
CTOR 

(予約) 

[説明] 軸グループの要素パラメータを格納する構造体です． 

MC_GROUP_MOVE 

 

1 
bDisableWaitMoti
onInt 

BOOL 

[説明] 動作中の軸グループの動作が完了した時に発

生するイベントを，取得する方法に関係します．イベン

ト取得待機のキャンセルを有効/無効とする設定を格

納します． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE：無効，TRUE：有効 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GetGroupSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_MOVE 

 

2 byMasterSeqNo BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に,軸グルー

プに追加された軸をそれぞれ設定します． 

設定値は，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メン

バ”stAxis[32]”の配列番号を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

3 bySlaveSeqNo BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”に,軸グルー

プに追加された軸をそれぞれ設定します． 

設定値は，MC_AXES_GROUP_REF 構造体メン

バ”stAxis[32]”の配列番号を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

4 
bDeviationStopEn
able 

BOOL 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置偏

差エラーが発生した場合の停止動作の[有効 / 無効] 

を設定します． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”

に設定した軸です． 

[初期値] FALSE 

[範囲] FALSE:無効，TRUE：有効 

 

5 
byDeviationStopM
ode 

BYTE 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置偏

差エラーが発生した場合の停止方法を設定します． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”

に設定した軸です． 

[初期値] 0 

[範囲] 0:即時停止，(予約)1：減速停止 

 

6 fPosDeviation double 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御で使用する 2 軸の間におきまして，位置偏

差の許容値を設定します．”0”の時，無効となります． 

2 軸とは，” byMasterSeqNo”と” bySlaveSeqNo”

に設定した軸です． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～4294967295 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GetGroupSetting () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_MOVE 

 

7 
(予約) 

fDeviationDec 
double 

(予約) 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御におきまして，位置偏差エラーが発生した

場合，停止動作を行う時の減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

8 
(予約) 

fDeviationJerk 
double 

(予約) 

[説明] ガントリ制御を行う場合に設定します． 

ガントリ制御におきまして，位置偏差エラーが発生した

場合，停止動作を行う時のジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

(予約)MC_GROUP_FACTOR 

 1 - - - 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_MOVE 構造体に格納されます． 

 

 

 MC_GroupSetPosition() 軸グループの軸の位置を設定 

機  能 軸グループの軸の位置を設定します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupSetPosition  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_SET_POSITION* Inp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupSetPosition Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_SET_POSITION, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupSetPosition 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_SET_POSITION Inp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp MC_GroupSetPosition 関数の入力情報を格納する構造体 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupSetPosition () 前ページからのつづき) 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_SET_POSITION Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupSetPosition ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_SET_POSITION 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸の現在位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グル

ープの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis

[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 
(予約) 

bPositionInp 
BOOL 

(予約) 

[説明] 位置設定モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] FALSE：RELATIVE，TRUE：ABSOLUTE 

 

3 
(予約) 

byCoordSys 
BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

 

4 
(予約) 

wBufferMode 
WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数が正常に実行された場合，軸グループに追加された軸の現在位置が，本関数により設定した現在

位置となります． 

(3) 軸グループに追加された軸の現在位置は，MC_GroupReadActualPosition 関数または， 

MC_ReadActualPosition 関数から読み込むことが可能です． 
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 MC_GroupReadActualPosition() 軸グループの現在位置の読込み 

機  能 軸グループの現在位置を読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadActualPosition  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_READ_ACT_POS_IN* Inp, 
  MC_GROUP_READ_ACT_POS_OUT* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadActualPosition Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_READ_ACT_POS_IN, _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_READ_ACT_POS_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReadActualPosition 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_READ_ACT_POS_IN Inp, 
ref MC_GROUP_READ_ACT_POS_OUT Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納// する構造体 

MC_GROUP_READ_ACT_POS_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_ACT_POS_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReadActualPosition ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadActualPosition () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_READ_ACT_POS_IN 

 

1 
(予約)  

byCoordSys 
BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

MC_GROUP_READ_ACT_POS_OUT 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸グループに追加された軸の現在位置を示します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グル

ープの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis

[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_READ_ACT_POS_OUT 構造体に格納されます． 

 

 

 MC_GroupReadActualVelocity() 軸グループの現在速度の読込み 

機  能 軸グループの現在速度を読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadActualVelocity  
( DWORD hMaster,  

  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_READ_ACT_VEL_IN*   Inp, 
  MC_GROUP_READ_ACT_VEL_OUT* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadActualVelocity Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_READ_ACT_VEL_IN, _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_READ_ACT_VEL_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReadActualVelocity 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_READ_ACT_VEL_IN Inp, 
ref MC_GROUP_READ_ACT_VEL_OUT Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_ACT_VEL_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_ACT_VEL_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReadActualVelocity ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_READ_ACT_VEL_IN 

 

1 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

MC_GROUP_READ_ACT_VEL_OUT 

 

1 fPathVelocity double 

[説明] 軸グループの軌道(補間)方向における現在速度を示

します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity[32] double 

[説明] 軸グループに追加された軸の現在速度を示します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fVelocity[0]，fVelocity [1]，fVelocity [2]，・・・は，軸グ

ループの構造体メンバ stAxis[0]，stAxis[0]，stAxis

[0]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_READ_ACT_VEL_OUT 構造体に格納されます． 
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 (予約) MC_GroupReadActualAcceleration() 

 

 MC_GroupReadStatus() 軸グループの状態遷移のステータス，モーションステータスの読込み 

機  能 軸グループの状態遷移のステータス，モーションステータスを読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadStatus 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_READ_STATUS* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadStatus Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_READ_STATUS, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReadStatus 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_READ_STATUS Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_STATUS Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReadStatus ( hMaster, &AxesGroup, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_READ_STATUS 

 

1 wPLCOpenStatus WORD 

[説明] 軸グループの状態遷移のステータスを示します． 

軸グループの状態遷移のステータスは，TRUE となった bit に

対応した状態となります． 

 軸グループの状態遷移のステータスと各 bit との対応は，下

記となります． 

bit0： (予約) 

bit1： GroupMoving 

bit2： GroupHoming 

bit3： GroupErrorStop 

bit4： GroupStandby 

bit5： GroupStopping 

bit6： GroupDisabled 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x02： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupMoving”となります． 

0x04： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupHoming”となります． 

0x08： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupErrorStop”となります． 

0x10： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStandby”となります． 

0x20： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStopping”となります． 

0x40： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupDisabled”となります． 

 

2 wMotionStatus WORD 

[説明] 軸グループの動作状態を示します．軸グループの動作

状態は，TRUE となった bit に対応した状態となります． 

軸グループの動作状態と各 bit との対応は，下記となります． 

bit0： (予約) 

bit1： 定速中 ([範囲] 0:定速中以外, 1:定速中) 

bit2： 加速中 ([範囲] 0:加速中以外, 1:加速中) 

bit3： 減速中 ([範囲] 0:減速中以外, 1:減速中) 

bit4： (予約) InPosition 

bit5： (予約) Error 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_READ_STATUS 構造体に格納されます． 
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 MC_GroupReadError() 軸グループのエラーの読込み 

機  能 軸グループのエラーを読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadError 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_READ_ERROR* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadError Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_READ_ERROR , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReadError 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_READ_ERROR Outp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する 

// 構造体 

MC_GROUP_READ_ERROR Outp // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GroupReadError ( hMaster, &AxesGroup, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_READ_ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] 軸グループに発生しているエラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_READ_ERROR 構造体に格納されます． 
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 MC_GroupReset() 軸グループのエラーをリセット 

機  能 軸グループのエラーをリセットします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReset 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  

  MC_GROUP_RESET_OUT* Outp， 

  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReset Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_RESET_OUT , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReset 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_RESET_OUT Outp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_RESET_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReset ( hMaster, &AxesGroup, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_RESET_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約) Done(エラーが解消されました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約) CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を

返却します．)． 

E) MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が

格納されます． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x31”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x31”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x31”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(3) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(4) 軸に異常が発生している軸グループの状態遷移のステータスは，GroupErrorStop となっています． 

状態遷移のステータスとは，章番号 2.23.2 「状態遷移」で記載されている状態のことです． 

(5) 本関数が正常に実行された場合，軸グループの状態遷移のステータスは GroupErrorStop から変化しま

す． 

[GroupErrorStop となる前に，軸グループの状態遷移のステータスが GroupStandby であった場合] 

軸グループの状態遷移のステータスは，GroupStandby に変化します． 

[GroupErrorStop となる前に，サーボオフ状態であった場合] 

軸グループの状態遷移のステータスは，GroupDisabled に変化します． 

 

(次ページへつづく) 
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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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動

作していません．) 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中に，タイムエラ

ーとなり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtime が応答していない．また

は，関数の実行がタイムアウトとなった等．)． 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されま

す．コンソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，

GetLastError(VOID)を実行した時に返却されるエラ

ー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプを

ご参照願います．または，弊社までご連絡いただきたく

思います． 

7 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

8 RET_GRP_RESET_FAILED 0x000408 
軸グループのリセットに失敗しました．MC_GroupReset 関

数を実行し，リトライを試みてください． 

9 
RET_GRP_SLV_ILL_CONDI
TION 

0x00040D 指定のスレーブは異常です． 

10 
RET_GRP_AXIS_ILL_CONDI
TION 

0x00040E 指定の軸は異常です． 

表 3.4.22-1 wErrorID のエラーコードの例 

 

 

 

 (予約) MC_PathSelect() 
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 MC_GroupSetOverride() 軸グループにおける，速度，加減速度，ジャークのオーバーライドファクタ設定 

機  能 軸グループにおける，速度，加減速度，ジャークのオーバーライドファクタ設定 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupSetOverride 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_SET_OVERRIDE_IN * Inp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupSetOverride Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_SET_OVERRIDE_IN, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupSetOverride 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_SET_OVERRIDE_IN Inp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_SET_OVERRIDE_IN Inp // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GroupSetOverride ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_SET_OVERRIDE_IN 

 

1 VelFactor double 

[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． 

本関数を実行する前の軸グループのオーバーライドファ

クタ( デフォルトのオーバーライドファクタ )は，”1”となり

ます． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupSetOverride() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_SET_OVERRIDE_IN 

 

2 (予約)AccFactor double 

(予約) 

[説明] 加速度・減速度の係数であり，加速度・減速度の

設定値に掛け合わせる値です． 

本関数を実行する前の軸グループのオーバーライドファ

クタ( デフォルトのオーバーライドファクタ )は，”1”となり

ます． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

3 (予約)fJerkFactor double 

(予約) 

[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． 

本関数を実行する前の軸グループのオーバーライドファ

クタ( デフォルトのオーバーライドファクタ )は，”1”となり

ます． 

[初期値] 1.0 

[範囲] 0.0～1.0 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数は，軸グループの速度，(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． 

軸グループの速度，(予約)加速度，（予約）ジャークとは，直線補間方向の速度，(予約)加速度，（予約）

のことです． 

(3) 直線加減速動作と，S 字加減速により，速度プロファイルの変化が変わります． 

(4) 軸グループの動作の状態(加速中，減速中，定速中等)によって，速度プロファイルの変化が変わります． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetOverride() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(5) [動作例] 

図 3.4.24-1 は直線加減速の場合の動作例です． 

図 3.4.24-2 は S 字加減速の場合の場合の動作例です． 

 

 
③ 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． 

④ 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 3.4.24-1 直線加減速の場合 

 
⑨ 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． 

⑩ 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． 

⑪ 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． 

⑫ 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． 

⑬ 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． 

⑭ 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． 

⑮ 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． 

⑯ 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，Ｓ字特性を変更しない

ままその速度まで減速します． 

図 3.4.24-2 S 字加減速の場合 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_SetOverride() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(6) [速度のオーバーライドを実行することができない場合] 

図 3.4.24-3 は，速度のオーバーライドを実行することができない場合を示す図です． 

 

 
図 3.4.24-3(a)  

位置決め動作における減速中の場合 

 
図 3.4.24-3(b)  

Aborting 動作における，次の指令の設定速度へ加速中または減速中の場合 

 
図 3.4.24-3(c)  

(予約)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 3.4.24-3 速度のオーバーライドを実行することができない場合 
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 MC_GroupReadPathData() MC_MovePath 関数により実行中の Path データの読み込み 

機  能 MC_MovePath 関数により実行中の Path データを読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadPathData 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  

  MC_GROUP_READ_PATH_DATA_OUT * Outp， 

  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadPathData Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_READ_PATH_DATA_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReadPathData 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_READ_PATH_DATA_OUT Outp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_PATH_DATA_OUT Otp // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReadPathData ( hMaster, &AxesGroup, &PathData, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_READ_PATH_DATA_OUT 

 

1 dwSize DWORD 

[説明] データ数を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

2 dwRun DWORD 

[説明] 実行が開始されているデータ行です．  

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

3 PathRef 
MC_PATH_DATA
_REF 

[説明] 実行が開始されているデータ行のデータです． 

実行が開始されているデータ行の MC_PATH_DATA_RE

F 構造体の値が格納されます． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadPathData () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_PATH_DATA_REF 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸の現在位置の設定値を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グル

ープの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis

[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

※ 設定可能な値は，実行する関数により異なります． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

7 
(予約) 

byTransitionMode 
BYTE 

(予約) 

[説明] トランジションモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値]  

 0： TMNone， 

1： TMStartVelocity， 

2： TMConstantVelocity， 

3： TMCornerDistance 

4： TMMaxCornerDeviation 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadPathData () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_PATH_DATA_REF 

 

8 byMtnCmd BYTE 

[説明] パスの動作を設定します．設定可能な動作は下記と

なります． 

・ 相対位置決め動作(MC_MoveLinearRelative 関数に

相当する動作)， 

・ 絶対位置決め動作(MC_MoveLinearAbsolute 関数に

相当する動作)， 

・ 原点復帰による位置決め動作(MC_GroupHome 関数

に相当する動作) 

[初期値] 0 

[範囲]  

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 

 

9 

(予約) 

fVelFactor 

double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の最高速度の割合を設定します． 

設定値が 0 の時または 100 以上の場合は，100 として設定

します．  

トランジションモードが” TMStartVelocity”， 

” TMConstantVelocity”の時に設定します． 

[単位] % 

[初期値] 0 

[値] 0～100 

 

10 

(予約) 

fCornerDistance 

double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジショ

ンモードによる動作を行う位置との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMCornerDistance”の時に設定しま

す． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

11 

(予約) 

fMaxCornerDeviat
ion 

double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジショ

ンモードによる遷移中の曲線との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMMaxCornerDeviation”の時に設

定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_READ_PATH_DATA_OUT 構造体に格納されます． 
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 MC_GroupReadFunctionResult() 軸グループの動作指令の実行結果の読込み 

機  能 軸グループの実行結果を読み込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadFunctionResult 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT *Outp, 
 WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadFunctionResult Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupReadFunctionResult 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納 

// する構造体 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT Outp; // 出力情報を格納する 

// 構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReadFunctionResult ( hMaster, &AxesGroup, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadFunctionResult() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 

 

1 wFunction WORD 

[説明] 実行完了した関数コードを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

0x0031： MC_GroupReset 関数 

0x0032： MC_GroupHome 関数 

0x0033： MC_GroupStop 関数 

0x0034： MC_MoveLinearAbsolute 関数 

0x0035： MC_MoveLinearRelative 関数 

0x0036： MC_MoveLinearVelocity 関数 

 

2 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

MC_GROUP_SETTING 構造体に含まれる MC_GRO

UP_MOVE 構造体メンバ bDisableWaitMotionInt の値

により変わります． 

[FALSE の時] 

0x01: Done(実行が完了しました) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

[TRUE の時] 

0x81: Done(実行が完了しました) 

0x82: Busy(API 関数を実行中です) 

0x83: CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x84: Error(エラーが発生しました) 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 割り込みについて 

A) MC_GroupReset 関数，MC_GroupStop 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数， 

MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数， 

MC_GroupHome 関数を実行し，軸グループの実行が完了した場合，実行結果を通知する割り込み

イベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

B) 割り込みイベントを取得する場合，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を使用します． 

下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 上記 A)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記 A)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，上記 A)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を

通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベン

トを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

C) 割り込みイベントが発生(MC_GroupWaitNextInterrupt 関数が，割り込みイベントを取得)した場合，

本関数を実行します．MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記 A)の関数の

実行結果が格納されます． 

D) 割り込みイベント待機状態となっている MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の実行をキャンセルする場

合，MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実行します． 

 

(次ページへつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

302 

(MC_GroupReadFunctionResult () 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B INtimeが起動していません． 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtimeが応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

7 
RET_INVALID_BUFFER_MO
DE 

0x000225 

未定義のバッファモード(動作モード)です．バッファモード(動

作モード)に関しましては，項目「バッファモード」をご参照願い

ます． 

[軸の場合]  

章番号 2.12「バッファモード」 

[軸グループの場合] 

 章番号 2.23.8「軸グループのバッファモード」 

8 
RET_BUFFER_MODE_INVA
LID 

0x000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができませ

ん． 

9 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態で

す． 

10 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 軸グループのパラメータが異常です． 

11 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

12 RET_GRP_RESET_FAILED 0x000408 
軸グループのリセットに失敗しました．MC_GroupReset関

数を実行し，リトライを試みてください． 

13 
RET_GRP_SLV_ILL_CONDI
TION 

0x00040D 指定のスレーブは異常です． 

14 
RET_GRP_AXIS_ILL_CONDI
TION 

0x00040E 指定の軸は異常です． 

15 RET_GRP_ILL_FOLLOWING 0x000410 ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラー． 

16 RET_ILL_PATH_DATA_SIZE 0x000420 
MC_MovePath関数におけるデータ数の指定が，0または不

正です． 

17 RET_PATH_DATA_MAX 0x000421 
Pathデータ数が最大数(MAX_PATH_DATA)を超えてい

ます． 

18 RET_ILL_LINE 0x000422 Pathデータ数の入力規則に，誤りがある可能性があります． 

19 
RET_GRP_PATH_POSITION
_ERR 

0x000423 
MC_MovePath関数におけるPathデータのパラメータエラー

(位置)です． 

20 
RET_GRP_PATH_VELOCITY
_ERR 

0x000424 
MC_MovePath関数におけるPathデータのパラメータエラー

(速度)です． 

21 
RET_GRP_PATH_ACCELER
ATION_ERR 

0x000425 
MC_MovePath関数におけるPathデータのパラメータエラー

(加速度)です． 

22 
RET_GRP_PATH_DECELER
ATION_ERR 

0x000426 
MC_MovePath関数におけるPathデータのパラメータエラー

(減速度)です． 

23 
RET_GRP_PATH_JERK_ER
R 

0x000427 
MC_MovePath関数におけるPathデータのパラメータエラー

(ジャーク)です． 

(表 3.4.26-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadFunctionResult () 前ページからのつづき) 

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 

24 
RET_GRP_PATH_BUFFER_
MODE_ERR 

0x000428 
MC_MovePath関数におけるPathデータのパラメータエラー

(バッファモード(動作モード))です． 

25 
RET_GRP_PATH_MOTION_
CMD_ERR 

0x000429 
MC_MovePath関数におけるPathデータのパラメータエラー

(モーションコマンド)です． 

26 RET_GRP_PATH_FILE_ERR 0x00042A 
MC_MovePath関数におけるPathデータのファイル読み込

みエラーです． 

27 
RET_GRP_MVPATH_EXECU
TED_ERR 

0x00042F 
MC_MovePath関数実行中のため，関数を実行することが

できません． 

28 RET_GRP_AXIS_ILL_PRM 0x000430 
軸グループに追加済みの設定に関係するパラメータが

異常です．(全ての軸が動作できない設定等)． 

29 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PR

M， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PR

M， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

RM， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P
RM 

0x000460 

， 

0x000461 

，・・・， 

0x00047E 

， 

0x00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x000460． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x000461．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x00047E．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x00047F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場は， 

「0x000460+a」となります． 

30 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

，・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場は， 

「0x0004A0+a」となります． 

31 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0 

， 

0x0004E1 

，・・・， 

0x0004FE 

， 

0x0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

[ VC++] 

配列番号 0 が異常の場合は，0x0004E0． 

配列番号 1 が異常の場合は，0x0004E1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は，0x0004FE．  

配列番号 31 が異常の場合は，0x0004FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は， 

「0x0004E0+a」となります． 

(表 3.4.26-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadFunctionResult () 前ページからのつづき) 

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 

32 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_FO

LLOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_FO

LLOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_F

OLLOWING， 

 

0x000520 

， 

0x000521 

，・・・， 

0x00053E 

， 

0x00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x000520． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x000521．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x00053E．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x00053F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000520+a」となります． 

33 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_NO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_N

OT， 

 

0x000560 

， 

0x000561 

，・・・， 

0x00057E 

， 

0x00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エラー

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x000560． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x000561．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x00057E．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x00057F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000560+a」となります． 

34 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

OT， 

 

0x0005A0 

， 

0x0005A1 

,・・・， 

0x0005BE 

， 

0x0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力エラー

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x0005A0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005A1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005BE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005A0+a」となります． 

(表 3.4.26-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadFunctionResult () 前ページからのつづき) 

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 

35 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ 

ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ 

ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ 

ALAM， 

 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

,・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生していま

す． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005E0+a」となります． 

36 

RET_GRP_ARRAY0_RAT

IO_ERR， 

RET_GRP_ARRAY1_RAT

IO_ERR， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_RA

TIO_ERR， 

RET_GRP_ARRAY31_RA

TIO_ERR， 

0x000620 

， 

0x000621 

,・・・， 

0x00063E 

， 

0x00063F 

軸グループに追加済みの軸の電子ギアの設定に関す

るエラーです．問題の解消のため，電子ギアを大きくす

る等を行ってください． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000620． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000621．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00063E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00063F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は， 

「0x000620+a」となります． 

37 RET_MK_MEM_ERR 0x000820 
Path データを格納するメモリの生成に失敗しました. 

INtime メモリが不足している可能性があります. 

38 RET_BUFFER_FULL 0x000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関

数を実行することができません． 

表 3.4.26-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_GroupWaitNextInterrupt() 軸グループの動作指令の実行結果を待機 

機  能 軸グループの実行完了を待機します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupWaitNextInterrupt 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD dwTimeOut, 
 WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupWaitNextInterrupt Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal dwTimeOut As Uinteger , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupWaitNextInterrupt 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ulong dwTimeOut,  
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

dwTimeOut 待機時間 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD dwTimeOut; // 待機時間 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupWaitNextInterrupt ( hMaster, , &AxesGroup, dwTimeOut, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupWaitNextInterrupt () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 割り込みについて 

A) MC_GroupReset 関数，MC_GroupStop 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数， 

MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数， 

MC_GroupHome 関数を実行し，軸グループの実行が完了した場合，実行結果を通知する割り込み

イベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

B) 割り込みイベントを取得する場合，本関数を使用します． 

下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，本関数を実行します． 

(ⅰ) 上記 A)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記 A)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

本関数は，上記 A)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知する割り込みイベント(以

下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを待機する時間を無限大

(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態( 処理を抱え込んだ状態 )

となります． 

C) 割り込みイベントが発生(本関数が，割り込みイベントを取得)した場合，MC_GroupReadFunctionR

esult 関数を実行します． 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記 A)の関数の実行結果が格納されま

す． 

D) 割り込みイベント待機状態となっている本関数の実行をキャンセルする場合，MC_GroupCancelWaitI

nterrupt 関数を実行します． 
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 MC_GroupCancelWaitInterrupt() 軸グループの動作指令の実行結果を通知する割り込み待機を

キャンセル 

機  能 軸グループの実行完了待機をキャンセルします． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupCancelWaitInterrupt 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
 WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupCancelWaitInterrupt Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupCancelWaitInterrupt 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GroupCancelWaitInterrupt ( hMaster, &AxesGroup, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数は，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の状態が，割り込みイベントを待機している状態の場

合，待機している状態をキャンセルします． 

 

[割り込みイベントについて] 

MC_GroupReset 関数，MC_GroupStop 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数， 

MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数， 

MC_GroupHome 関数を実行し，軸グループの実行が完了した場合，実行結果を通知する割り込みイ

ベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

割り込みイベントを取得する場合，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

 

(3) 本関数を実行後，MC_GroupWaitNextInterrupt関数は，割り込みイベントを待機することをキャンセル

します(処理を返却します)．また，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は戻り値「0」を返却します． 
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 MC_GroupResetMotionSts() 軸グループの動作指令の実行結果を格納している内部メモリを 0 クリ

ア 

機  能 軸グループの実行結果を格納している内部メモリを 0 クリアします 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupResetMotionSts 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
 WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupResetMotionSts Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupResetMotionSts 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GroupResetMotionSts ( hMaster, &AxesGroup, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 割り込みについて 

A) MC_GroupReset 関数，MC_GroupStop 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数， 

MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数， 

MC_GroupHome 関数を実行し，軸グループの実行が完了した場合，実行結果を通知する割り込み

イベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

B) 割り込みイベントを取得する場合，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を使用します． 

下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 上記 A)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記 A)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，上記 A)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を

通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベン

トを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

C) 割り込みイベントが発生(MC_GroupWaitNextInterrupt 関数が，割り込みイベントを取得)した場合，

MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します． 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記 A)の関数の実行結果が格納されま

す． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupResetMotionSts () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

D) 割り込みイベント待機状態となっている MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の実行をキャンセルする場

合，MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実行します． 

 

(3) 本関数について 

MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実行し，割り込み待機状態を解除した後， 

MC_GroupReadFunctionResult 関数を使用して 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバの値を確認した場合，以前に実行した結

果に対する値が読み出される可能性があります．これは，弊社ソフトウェア内部におきまして， 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバの値を格納している領域における値の更

新は，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の割り込みにより，値の更新が行われるためです． 

本関数は，MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバの値を格納している領域を 0

クリアします． 

本関数を実行後に，MC_GroupReadFunctionResult 関数を使用して上記 A)の関数の実行結果を確

認した場合，MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体メンバの値は，0 クリアされた値とな

ります． 

 

 

 MC_GroupHome() 軸グループの原点復帰 

機  能 軸グループの原点復帰を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupHome 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_HOME_IN* Inp, 
  MC_GROUP_HOME_OUT* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupHome Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_HOME_IN, _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_HOME_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupHome 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_HOME_IN Inp, 
ref MC_GROUP_HOME_OUT Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_HOME_IN Inp // 入力情報を格納する構造体 

MC_GROUP_HOME_OUT Outp // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GroupHome ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupHome () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_HOME_IN 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 原点復帰位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グ

ループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stA

xis[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

 

7 
(予約) 

wBufferMode 
WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 
8 

(予約) 

wTransitionMode 
- 

- 

 

9 
(予約) 

fTransitionParam[
32] 

- 

- 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupHome () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_HOME_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を

返却します．)． 

E) MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が

格納されます． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x32”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x32”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x32”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(3) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(4) fPosition[32]に設定した位置まで，軸は移動します． 

(5) fVelocity は，直線補間で移動する方向における速度です． 

(6) 直線補間で移動する方向の移動量は，次式となります． 

ここで，直線補間で移動する方向の移動量を fPathDistance とし，各軸 1～32 の移動量を，fDis1，fDis

2，．．．，fDis32 とします． 

 

fPathDistance =  √𝑓𝐷𝑖𝑠12 + 𝑓𝐷𝑖𝑠22 + ⋯ + 𝑓𝐷𝑖𝑠322 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupHome () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(7) 軸方向の速度は次式となります． 

ここで，直線補間で移動する方向の移動量を fPathDistance とし，各軸 1～32 の移動量を，fDis1，fDis

2，．．．，fDis32 とします．各軸 1～32 の速度を fVel1，fVel2，．．．，fVel32 とします． 

 

fVel1 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠1

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

fVel2 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠2

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

．．． 

fVel32 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠32

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

⚫ 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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtimeが応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

7 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態で

す． 

8 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 軸グループのパラメータが異常です． 

9 RET_GRP_ILL_DIRECTION 0x000404 軸グループの動作方向が異常です． 

10 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

11 RET_GRP_ILL_FOLLOWING 0x000410 ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラーです． 

(表 3.4.30-1 wErrorID のエラーコードの例) 
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(MC_GroupHome () 前ページからのつづき) 

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 

12 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PR

M，  

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PR

M，  

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

RM，  

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P
RM 

0x000460 

， 

0x000461 

,・・・， 

0x00047E 

， 

0x00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x000460． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x000461．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x00047E．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x00047F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000460+a」となります． 

13 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

,・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004A0+a」となります． 

14 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0 

， 

0x0004E1 

,・・・， 

0x0004FE 

， 

0x0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004E0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004E1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004FE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004E0+a」となります 

15 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_FO

LLOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_FO

LLOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_F

OLLOWING， 

 

0x000520 

， 

0x000521 

,・・・， 

0x00053E 

， 

0x00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000520． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x000521．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00053E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00053F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は，「0x000520+a」となります． 

(表 3.4.30-1 wErrorID のエラーコードの例) 
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(MC_GroupHome () 前ページからのつづき) 

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 

16 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_NO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_N

OT， 

 

0x000560 

， 

0x000561 

,・・・， 

0x00057E 

， 

0x00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エラー

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000560． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000561．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00057E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00057F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は，「0x000560+a」となります． 

17 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

OT， 

 

0x0005A0 

， 

0x0005A1 

,・・・， 

0x0005BE 

， 

0x0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力エラー

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x0005A0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005A1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005BE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005A0+a」となります． 

18 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ 

ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ 

ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ 

ALAM， 

 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

,・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生していま

す． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005E0+a」となります． 

表 3.4.30-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_GroupStop() 軸グループの停止動作 

機  能 軸グループを停止します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupStop 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_GROUP_STOP_IN* Inp, 
  MC_GROUP_ STOP_OUT* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupStop Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_GROUP_STOP_IN, _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_STOP_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupStop 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_STOP_IN Inp, 
ref MC_GROUP_STOP_OUT Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_STOP_IN Inp // 入力情報を格納する構造体 

MC_GROUP_STOP_OUT Outp // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_GroupStop ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_STOP_IN 

 

1 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

2 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupStop () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_STOP_IN 

 

3 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS，1： MCS，2： PCS 

 

4 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: (予約)Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

MC_GROUP_STOP_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を

返却します．)． 

E) MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が

格納されます． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x33”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x33”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x33”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(3) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupStop () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

(4) 軸方向の速度は次式となります． 

ここで，直線補間で移動する方向の速度を fVelocity，直線補間で移動する方向の移動量を fPathDista

nce とし，本関数を実行する前に，各軸 1～32 の目標位置として設定されていた移動量を，fDis1，fDis

2，．．．，fDis32 とします．各軸 1～32 の速度を fVel1，fVel2，．．．，fVel32 とします． 

 

fVel1 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠1

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

fVel2 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠2

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

．．． 

fVel32 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠32

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

⚫ 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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtimeが応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

7 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態で

す． 

8 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 軸グループのパラメータが異常です． 

9 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

(表 3.3.31-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupStop () 前ページからのつづき) 

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 

10 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

,・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004A0+a」となります． 

11 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ 

ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ 

ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ 

ALAM， 

 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

,・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生していま

す． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005E0+a」となります． 

表 3.3.31-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 (予約) MC_GroupHalt() 

 (予約) MC_GroupInterrupt() 

 (予約) MC_GroupContinue() 

 MC_MoveLinearAbsolute() 絶対移動量における線形補間動作 

機  能 絶対移動量における線形補間動作を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MoveLinearAbsolute 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN * Inp, 
  MC_MOVE_LINEAR_ABS_OUT* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MoveLinearAbsolute Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN, _ 
ByRef Outp As MC_MOVE_LINEAR_ABS_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MoveLinearAbsolute 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN Inp, 
ref MC_MOVE_LINEAR_ABS_OUT Outp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg // 予約 

ret = MC_MoveLinearAbsolute ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearAbsolute () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_IN 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸の絶対位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています．(fPosition[0]，

fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グループの MC_AX

ES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，stAxis[0]，

stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)byCoordSys BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0：ACS，1：MCS，2：PCS 

 

7 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

 
8 

(予約) 

wTransitionMode 
- - 

 

9 
(予約) 

fTransitionParam
[32] 

- - 

MC_MOVE_LINEAR_ABS_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

[章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearAbsolute () つづき) 

概 要  

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を

返却します．)． 

E) MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が

格納されます． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x34”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x34”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x34”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(3) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(4) fPosition[32]に設定した位置まで，軸は移動します． 

(5) fVelocity は，直線補間で移動する方向における速度です． 

(6) 直線補間で移動する方向の移動量は，次式となります． 

ここで，直線補間で移動する方向の移動量を fPathDistance とし，各軸 1～32 の移動量を，fDis1，fDis

2，．．．，fDis32 とします． 

 

fPathDistance =  √𝑓𝐷𝑖𝑠12 + 𝑓𝐷𝑖𝑠22 + ⋯ + 𝑓𝐷𝑖𝑠322 

 

(7) 軸方向の速度は次式となります． 

ここで，直線補間で移動する方向の移動量を fPathDistance とし，各軸 1～32 の移動量を，fDis1，fDis

2，．．．，fDis32 とします．各軸 1～32 の速度を fVel1，fVel2，．．．，fVel32 とします． 

 

fVel1 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠1

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

fVel2 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠2

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

．．． 

fVel32 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠32

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearAbsolute () 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B INtimeが起動していません． 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラー．(INtimeが応答していない，関数の実行がタ

イムアウトとなった等) 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照願います． 

7 
RET_INVALID_BUFFER_MO
DE 

0x000225 

未定義のバッファモード(動作モード)です．バッファモード(動

作モード)に関しましては，項目「バッファモード」をご参照願い

ます． 

[軸の場合]  

章番号 2.12「バッファモード」 

[軸グループの場合] 

 章番号 2.23.8「軸グループのバッファモード」 

8 
RET_BUFFER_MODE_INVA
LID 

0x000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができませ

ん． 

9 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態で

す． 

10 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 軸グループのパラメータが異常です． 

11 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

12 RET_GRP_ILL_FOLLOWING 0x000410 ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラー． 

13 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PR

M，  

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PR

M，  

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

RM，  

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P
RM 

0x000460 

， 

0x000461 

,・・・， 

0x00047E 

， 

0x00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x000460． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x000461．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x00047E．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x00047F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000460+a」となります． 

(表 3.4.35-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearAbsolute () 前ページからのつづき) 

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 

14 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

,・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004A0+a」となります． 

15 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION，， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0 

， 

0x0004E1 

,・・・， 

0x0004FE 

， 

0x0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004E0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004E1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004FE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004E0+a」となります． 

16 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_FO

LLOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_FO

LLOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_F

OLLOWING， 

 

0x000520 

， 

0x000521 

,・・・， 

0x00053E 

， 

0x00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000520． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x000521．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00053E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00053F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常の

場合は，「0x000520+a」となります． 

(表 3.4.35-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearAbsolute () 前ページからのつづき) 

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 

17 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_NO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_N

OT， 

 

0x000560 

， 

0x000561 

,・・・， 

0x00057E 

， 

0x00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エラー

です． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000560． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000561．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00057E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00057F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は，「0x000560+a」となります． 

18 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

OT， 

 

0x0005A0 

， 

0x0005A1 

,・・・， 

0x0005BE 

， 

0x0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力エラー

です． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x0005A0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005A1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005BE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005A0+a」となります． 

19 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ 

ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ 

ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ 

ALAM， 

 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

,・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生していま

す． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005E0+a」となります． 

20 RET_BUFFER_FULL 0x000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関数を

実行することができません． 

表 3.4.35-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_MoveLinearRelative() 相対移動量における線形補間動作 

機  能 相対移動量における線形補間動作を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MoveLinearRelative 
 ( DWORD hMaster, 
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_MOVE_LINEAR_REL_IN* Inp, 
  MC_MOVE_LINEAR_REL_OUT* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MoveLinearRelative Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_MOVE_LINEAR_REL_IN, _ 
ByRef Outp As MC_MOVE_LINEAR_REL_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MoveLinearRelative 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_MOVE_LINEAR_REL_IN Inp, 
ref MC_MOVE_LINEAR_REL_OUT Outp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_MOVE_LINEAR_REL_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_LINEAR_REL_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_MoveLinearRelative ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_MOVE_LINEAR_REL_IN 

 

1 fDistance[32] double 

[説明] 軸の相対位置を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています．(fPosition[0]，

fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グループの MC_AX

ES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，stAxis[0]，

stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

 

(次ページへつづく) 

 

 



2.ソフトウェア概略 

327 

(MC_MoveLinearRelative () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_LINEAR_REL_IN 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 (予約)byCoordSys BYTE 

[説明] 座標系 を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0：ACS，1：MCS，2：PCS 

 

7 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

 
8 

(予約) 

wTransitionMode 
- - 

 

9 
(予約) 

fTransitionParam
[32] 

- - 

MC_MOVE_LINEAR_REL_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: (予約)Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearRelative () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を

返却します．)． 

E) MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が

格納されます． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x35”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x35”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x35”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(3) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(4) fDistance[32]に設定した位置まで，軸は移動します． 

(5) 直線補間で移動する方向の移動量は，次式となります． 

ここで，直線補間で移動する方向の移動量を fPathDistance とし，各軸 1～32 の移動量を，fDis1，fDis

2，．．．，fDis32 とします． 

 

fPathDistance =  √𝑓𝐷𝑖𝑠12 + 𝑓𝐷𝑖𝑠22 + ⋯ + 𝑓𝐷𝑖𝑠322 

 

(6) 軸方向の速度は次式となります． 

ここで，直線補間で移動する方向の移動量を fPathDistance とし，各軸 1～32 の移動量を，fDis1，fDis

2，．．．，fDis32 とします．各軸 1～32 の速度を fVel1，fVel2，．．．，fVel32 とします． 

 

fVel1 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠1

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

fVel2 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠2

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

．．． 

fVel32 =  fVelocity ×
𝑓𝐷𝑖𝑠32

𝑓𝑃𝑎𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

⚫ 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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B INtimeが起動していません． 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラーです(INtimeが応答していない．または，関数

の実行がタイムアウトとなった等．)． 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

(表 3.4.36-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearRelative () 前ページからのつづき) 

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 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

7 
RET_INVALID_BUFFER_MO
DE 

0x000225 

未定義のバッファモード(動作モード)です．バッファモード(動

作モード)に関しましては，項目「バッファモード」をご参照願い

ます． 

[軸の場合]  

章番号 2.12「バッファモード」 

[軸グループの場合] 

 章番号2.23.8「軸グループのバッファモード」 

8 
RET_BUFFER_MODE_INVA
LID 

0x000310 
バッファモード(動作モード)による実行を行うことができませ

ん． 

9 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態で

す． 

10 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 軸グループのパラメータが異常です． 

11 RET_GRP_ILL_DIRECTION 0x000404 軸グループの動作方向が異常です． 

12 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

13 RET_GRP_ILL_FOLLOWING 0x000410 ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラー． 

14 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PR

M，  

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PR

M，  

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

RM，  

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P
RM 

0x000460 

， 

0x000461 

，・・・， 

0x00047E 

， 

0x00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x000460． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x000461．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x00047E．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x00047F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000460+a」となります． 

15 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

，・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004A0+a」となります． 

(表 3.4.36-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearRelative () 前ページからのつづき) 

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 

15 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

，・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004A0+a」となります． 

16 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION，， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0 

， 

0x0004E1 

,・・・， 

0x0004FE 

， 

0x0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004E0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004E1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004FE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004E0+a」となります． 

17 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_FO

LLOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_FO

LLOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_F

OLLOWING， 

 

0x000520 

， 

0x000521 

，・・・， 

0x00053E 

， 

0x00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000520． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x000521．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00053E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00053F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000520+a」となります． 

18 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_NO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_N

OT， 

 

0x000560 

， 

0x000561 

,・・・， 

0x00057E 

， 

0x00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エラー

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x000560． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x000561．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x00057E．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x00057F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000560+a」となります． 

(表 3.4.36-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearRelative () 前ページからのつづき) 

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 

19 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

OT， 

 

0x0005A0 

， 

0x0005A1 

，・・・， 

0x0005BE 

， 

0x0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力エラー

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x0005A0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005A1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005BE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005A0+a」となります． 

20 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ 

ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ 

ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ 

ALAM， 

 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

，・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生していま

す． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005E0+a」となります． 

21 RET_BUFFER_FULL 0x000901 
バッファモード(動作モード)のバッファが最大のため，関数を実

行することができません． 

表 3.4.36-1 wErrorID のエラーコードの例 

 

 

  



2.ソフトウェア概略 

332 

 MC_MoveLinearVelocity() 軸グループに追加された軸の連続動作 

機  能 軸グループに追加された軸の連続動作を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MoveLinearVelocity 
 ( DWORD hMaster,    
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN * Inp, 
  MC_MOVE_LINEAR_VEL_OUT* Outp, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MoveLinearVelocity Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN, _ 
ByRef Outp As MC_MOVE_LINEAR_VEL_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MoveLinearVelocity 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_MOVE_LINEAR_LINEAR_VEL_IN Inp, 
ref MC_MOVE_LINEAR_LINEAR_VEL_OUT Outp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_OUT Outp; // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_MoveLinearVelocity ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearVelocity () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN 

 

1 bJogAxis[32] BOOL 

[説明] 連続動作を行う軸を設定します． 

配列番号は，軸グループの  

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( bJogAxis[0]，bJogAxis[1]，bJogAxis [2]，・・・は，軸

グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stA

xis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

[初期値] False 

[範囲] False： 対応する軸の連続動作を有効とします． 

True： 対応する軸の連続動作を無効とします． 

 

2 fVelocity double 

[説明] 最高速度 (目標速度) を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 wDirection WORD 

[説明] 回転方向を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0： 負方向 ( mcPositiveDirection ) 

1： 正方向 ( mcNegativeDirection )  

2： (予約)mcCurrentDirection 現在の設定方向 

3： (予約)mcShortestWay 指定の位置に距離が近い方

向 

 

7 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: (予約)Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

 

 

(次ページへつづく) 

 

  



2.ソフトウェア概略 

334 

(MC_MoveLinearVelocity () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_IN 

 

8 byMode BYTE 

[説明] 速度の設定モードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 

 0： 各軸の速度に"fVelocity"の値を使用します． 

本設定により，各軸の速度は等しい速度となります． 

1： 各軸の速度に"fJogVelocity[32]"の値を使用します． 

本設定により，各軸の速度は異なる速度とすることが可

能です． 

( “fJogVelocity[0]”，”fJogVelocity[1]”，”fJogVelocit

y[2]”，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_RE

F 構造体メンバ”stAxis[0]”，”stAxis[1]”，”stAxis

[2]”，・・・と対応しています． ) 

[備考] 

“0”,”1”以外の場合，設定値は”0”となります． 

 

9 byBase BYTE 

[説明]  

“byMode”が”1”の時に設定します．加速度,減速度,ジャー

クを適用する軸を設定します． 

設定値は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，…，の配列

番号となります． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～31 

 

10 fJogVelocity[32] double 

[説明] 軸グループに追加された軸ごとの速度を設定します． 

“fJogVelocity[0]”，”fJogVelocity[1]”，”fJogVelocity

[2]”，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構

造体メンバ”stAxis[0]”，”stAxis[1]”，”stAxis[2]”，・・・と対

応しています． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

11 (予約)fRefvelocity double 

(予約)  

[説明] 加速度,減速度,ジャークを適用する速度を設定しま

す. 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

12 
(予約) 

byCoordSys 
BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0： ACS, 1： MCS, 2： PCS 

 
13 

(予約) 

wTransitionMode 
WORD － 

 

14 
(予約) 

fTransitionParam[
32] 

double － 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearVelocity () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_LINEAR_VEL_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x01: (予約)Done(目標速度に到達) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: (予約)CommandAborted 

      (他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコード 

章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～0xFFFF 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 動作させる軸の設定は，bJogAxis[32]により行います．配列番号は，軸グループの 

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています．  

(設定例)： 

bJogAxis[0]，bJogAxis[1]に True を設定し，bJogAxis[2]～bJogAxis[31]に False を設定し， 

MC_MoveLinearVelocity 関数を実行した場合，stAxis[0]，stAxis[1]に対応する軸は，連続動作を

開始します( bJogAxis[0]，bJogAxis[1]が True のため )． 

stAxis[2] ～ stAxis[31]に対応する軸は，連続動作を開始しません． 

( bJogAxis[2] ～ bJogAxis[31]が False のため )． 

(3) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を

返却します．)． 

E) MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が

格納されます． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x36”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x36”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x36”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます．  

(3) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(4) 連続動作を停止させる場合，MC_GroupStop 関数を実行します． 

(5) byMode，byBase，fJogVelocity[32]の設定に関しまして，章番号 2.28「電子ギア」もご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearVelocity () 前ページからのつづき) 

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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中にタイムエラー

となり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラー．(INtimeが応答していない，関数の実行がタ

イムアウトとなった等) 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

7 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 

軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態で

す． 

8 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 軸グループのパラメータが異常です． 

9 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

10 RET_GRP_ILL_FOLLOWING 0x000410 ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラー． 

11 RET_GRP_AXIS_ILL_PRM 0x000430 

軸グループに追加済みの軸の設定に関係するパラメータが

異常です．(全ての軸が動作できない設定等)． 

[MC_MoveLinearVelociity 関数の場合] 

駆動させる軸の設定が不足しています． 

12 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PR

M，  

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PR

M，  

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

RM，  

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P
RM 

0x000460， 

0x000461, 

・・・， 

0x00047E， 

0x00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

 

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x000460，0x000461，0x000462，・・・， 

0x00047D，0x00047E，0x00047F となります． 

すなわち，配列番号 a( a は 0～31(0x0～0x1F) )が異常

の場合は， 

「0x000460+a」となります． 

13 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0， 

0x0004A1, 

・・・， 

0x0004BE， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x0004A0，0x0004A1，0x0004A2，・・・， 

0x0004BD，0x0004BE，0x0004BF となります． 

すなわち，配列番号 a( a は 0～31(0x0～0x1F ) )が異常

の場合は，「0x0004E0+a」となります． 

14 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0， 

0x0004E1, 

・・・， 

0x0004FE， 

0x0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x0004E0，0x0004E1，0x0004E2，・・・， 

0x0004FD，0x0004FE，0x0004FF となります． 

すなわち，配列番号 a( a は 0～31(0x0～0x1F) )が異常

の場合は，「0x0004E0+a」となります． 

(表 3.4.37-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearVelocity () 前ページからのつづき) 

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 

15 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0， 

0x0004E1, 

・・・， 

0x0004FE， 

0x0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x0004E0，0x0004E1，0x0004E2，・・・， 

0x0004FD，0x0004FE，0x0004FF となります． 

すなわち，配列番号 a( a は 0～31(0x0～0x1F) )が異常

の場合は，「0x0004E0+a」となります． 

16 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_FO

LLOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_FO

LLOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_F

OLLOWING， 

 

0x000520， 

0x000521, 

・・・， 

0x00053E， 

0x00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

 

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x000520，0x000521，0x000522，・・・， 

0x00053D，0x00053E，0x00053F となります． 

すなわち，配列番号 a ( a は 0～31(0x0～0x1F) )が異常

の場合は，「0x000520+a」となります． 

17 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_NO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_N

OT， 

 

0x000560， 

0x000561, 

・・・， 

0x00057E， 

0x00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エラー

です． 

 

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x000560，0x000561，0x000562，・・・， 

0x00057D，0x00057E，0x00057F となります． 

すなわち，配列番号 a ( a は 0～31(0x0～0x1F) )が異常

の場合は，「0x000560+a」となります． 

18 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

OT， 

 

0x0005A0， 

0x0005A1, 

・・・， 

0x0005BE， 

0x0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力エラー

です． 

 

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x0005A0，0x0005A1，0x0005A2，・・・， 

0x0005BD，0x0005BE，0x0005BF となります． 

すなわち，配列番号 a( a は 0～31(0x0～0x1F) )が異常

の場合は，「0x0005A0+a」となります． 

19 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ 

ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ 

ALAM， 

 

0x0005E0， 

0x0005E1, 

・・・， 

0x0005FE， 

0x0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生していま

す． 

 

配列番号 0，1，2，・・・，29，30，31 がエラーの場合は， 

0x0005E0，0x0005E1，0x0005E2，・・・， 

0x0005ED，0x0005EE，0x0005EF となります． 

すなわち，配列番号 a( a は 0～31(0x0～0x1F) )が異常

の場合は，「0x0005E0+a」となります． 

(表 3.4.37-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MoveLinearVelocity () 前ページからのつづき) 

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 

20 

RET_GRP_ARRAY0_RAT

IO_ERR， 

RET_GRP_ARRAY1_RAT

IO_ERR， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_RA

TIO_ERR， 

RET_GRP_ARRAY31_RA

TIO_ERR， 

0x000620， 

0x000621, 

・・・， 

0x00062E， 

0x00062F 

軸グループに追加済みの軸の電子ギアの設定に関す

るエラーです．問題の解消のため，電子ギアを大きくす

る等を行ってください． 

 
[ VC++] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000620． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000621．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00063E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00063F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))

が異常の場合は，「0x000620+a」となります． 
 

表 3.4.37-1 wErrorID のエラーコードの例 

 

 

 (予約) MC_MoveCircularAbsolute() 

 (予約) MC_MoveCircularRelative() 

 (予約) MC_MoveDirectAbsolute() 

 (予約) MC_MoveDirectRelative() 
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 MC_MovePath() 指定の Path データを使用して，動作の連続実行 

機  能 指定の Path データを使用して，動作の連続実行を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_MovePath 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  

MC_PATH_DATA_REF* PathData， 

  MC_MOVE_PATH_IN* Inp， 

  MC_MOVE_PATH_OUT* Outp， 

  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_MovePath Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 

ByVal PathData As MC_PATH_DATA_REF()，_ 

ByRef Inp As MC_MOVE_PATH_IN, _ 
ByRef Outp As MC_MOVE_PATH_OUT, _ 
ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_MovePath 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 

MC_PATH_DATA_REF[] PathData， 

ref MC_MOVE_PATH_IN Inp, 
ref MC_MOVE_PATH_OUT Outp, 
ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

PathData Path データを格納する構造体 

Inp 入力情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_PATH_DATA_REF PathData // Path データを格納する構造体 

MC_MOVE_PATH_IN Inp; // 入力情報を格納する構造体 

MC_MOVE_PATH_OUT Otp // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_MovePath ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, &Outp, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(MC_MovePath () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_PATH_DATA_REF 

 

1 fPosition[32] double 

[説明] 軸の現在位置の設定値を設定します． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グ

ループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxi

s[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています． ) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

2 fVelocity double 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

3 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

4 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

5 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

6 wBufferMode WORD 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

※ 設定可能な値は，実行する関数により異なります． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: Buffered 

2: BlendingLow，3: BlendingPrevious 

4: BlendingNext，5: BlendingHigh 

 

7 
(予約) 

byTransitionMode 
BYTE 

(予約) 

[説明] トランジションモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値]  

 0： TMNone， 

1： TMStartVelocity， 

2： TMConstantVelocity， 

3： TMCornerDistance 

4： TMMaxCornerDeviation 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MovePath () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_PATH_DATA_REF 

 

8 byMtnCmd BYTE 

[説明] パスの動作を設定します．設定可能な動作は下記と

なります． 

・ 相対位置決め動作(MC_MoveLinearRelative 関数に

相当する動作)， 

・ 絶対位置決め動作(MC_MoveLinearAbsolute 関数

に相当する動作)， 

・ 原点復帰による位置決め動作(MC_GroupHome 関

数に相当する動作) 

[初期値] 0 

[範囲]  

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 

 

9 
(予約) 

fVelFactor 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の最高速度の割合を設定します． 

設定値が 0 の時または 100 以上の場合は，100 として設

定します．  

トランジションモードが” TMStartVelocity”， 

” TMConstantVelocity”の時に設定します． 

[単位] % 

[初期値] 0 

[値] 0～100 

 

10 
(予約) 

fCornerDistance 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジショ

ンモードによる動作を行う位置との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMCornerDistance”の時に設定し

ます． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

11 
(予約) 

fMaxCornerDeviat
ion 

double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジショ

ンモードによる遷移中の曲線との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMMaxCornerDeviation”の時に設

定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

MC_MOVE_PATH_IN 

 

1 byInpMode BYTE 

[説明] Path データの作成のために使用する設定値を読み

込むモードを設定します． 

[初期値] 0 

[範囲]  

0： MC_PATH_DATA_REF 構造体から，設定値を読み

込みます． 

 1： 指定したファイルから設定値を読み込みます． 

本構造体の pName に設定されたファイルを読み込みま

す．データ形式は txt 形式または，csv 形式です． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MovePath () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_PATH_IN 

 

2 
(予約) 

byCoordSystem 
BYTE 

(予約) 

[説明] 座標系を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0：ACS，1：MCS，2：PCS 

 

3 
(予約) 

wBufferMode 
WORD 

(予約) 

[説明] 動作中の軸グループに新しい動作指令が実行された

場合のバッファモード(動作モード)を設定します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0: Aborting，1: (予約)Buffered 

2: (予約)BlendingLow，3: (予約)BlendingPrevious 

4: (予約)BlendingNext，5: (予約)BlendingHigh 

 

4 
(予約) 

byTransitionMode 
BYTE 

(予約) 

[説明] トランジションモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値]  

 0： TMNone， 

1： TMStartVelocity， 

2： TMConstantVelocity， 

3： TMCornerDistance 

4： TMMaxCornerDeviation 

 

5 dwSize DWORD 

[説明] データ数を設定します．  

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

6 
(予約) 

fVelFactor 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の最高速度の割合を設定します．  

設定値が 0 の時または 100 以上の場合は，100 として設

定します．  

トランジションモードが” TMStartVelocity”， 

” TMConstantVelocity”の時に設定します． 

[単位] % 

[初期値] 0 

[値] 0～100 

 

7 
(予約) 

fCornerDistance 
double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジショ

ンモードによる動作を行う位置との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMCornerDistance”の時に設定し

ます． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

8 
(予約) 

fMaxCornerDeviat
ion 

double 

(予約) 

[説明] 実行中の関数の実行が完了する位置と，トランジショ

ンモードによる遷移中の曲線との間の距離を設定します． 

トランジションモードが”TMMaxCornerDeviation”の時に設

定します． 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2147483647 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_MovePath () 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_MOVE_PATH_IN 

 

9 
(予約) 

fTransitionParam
[32] 

double 

(予約) 

[説明] トランジションモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値]  

0： TMNone， 

1： TMStartVelocity， 

2： TMConstantVelocity， 

3： TMCornerDistance 

4： TMMaxCornerDeviation 

 

10 pName Char* 

[説明] Path データの作成のために使用する設定値を読み

込むファイルのパスを設定します．読み込み可能なファイルの

拡張子は，”txt”，”csv”，”xml”となります． 

例えば，読み込むファイル名”PathData.csv”，パス”C：¥”の

場合，設定値は下記となります． 

 

pName = “C：¥PathData.csv”； 

 

MC_MOVE_PATH_OUT 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 関数実行結果のステータスを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0x01: Done(完了) 

0x02: Busy(API 関数を実行中です) 

0x03: CommandAborted 

(他の API 関数によって実行が中断されました) 

0x04: Error(エラーが発生しました) 

 

2 dwSize DWORD 

[説明] 実行が開始されるデータ数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～10000 

 

3 wErrorID WORD 

[説明] エラーコードを示します． 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード(章番号 2.4「エラーコード」参照) 

 

4 dwErrLine DWORD 

[説明] エラーとなるデータが存在していた場合，エラーが存在

するデータの行数を示します． 

[初期値] 0 

[範囲] 0～1000 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 本関数の実行から，本関数の実行結果を確認するまでの基本的な流れは，下記となります． 

A) 下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 本関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 本関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，本関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を通知

する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベントを

待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

B) 本関数を実行します．本関数は実行中となります． 

C) 本関数の実行が完了した後，割り込みイベントが発生します． 

D) MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，割り込みイベントを取得し，待機状態を解除します(処理を

返却します．)． 

 

(次ページへつづく) 
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概 要  

 

E) MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します．MC_GroupReadFunctionResult 関数の 

第３引数である MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，本関数の実行結果が

格納されます． 

[正常に実行が完了した場合] 

wFunction の値は”0x45”となり，wStatus の値は”0x01”となります． 

[実行が中断した場合] 

wFunction の値は”0x45”となり，wStatus の値は”0x03”となります． 

[実行中にエラーが発生した場合] 

wFunction の値は”0x45”となり，wStatus の値は”0x04”となります．wError にエラーコードが格納さ

れます． 

(3) 本関数を実行すると，wStatus は bBusy となります．この時，割り込みイベントは発生しませんので，ご注

意願います． 

(4) 本関数を使用することで，下記の関数機能の組み合わせによる，連続した動作を行うことが可能です． 

・ 相対位置決め動作(MC_MoveLinearRelative 関数に相当する動作) 

・ 絶対位置決め動作(MC_MoveLinearAbsolute 関数に相当する動作) 

・ 原点復帰による位置決め動作(MC_GroupHome 関数に相当する動作) 

(5) 機能につきまして，2.26 「動作の連続実行」もご参照願います． 

 

⚫ 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 RET_ILL_GR 0x000004 グループ番号が不正です． 

2 RET_INACTIVE_INTIME 0x00000B 

INtime が起動していません． 

(または，INtime 上で動作する弊社ソフトウェアが動作してい

ません．) 

3 
RET_ACTIVE_OTHER_FUN
CTION 

0x00000C 
他の関数が起動中です．関数の実行待機中に，タイムエラ

ーとなり，関数を実行することができませんでした． 

4 RET_OTHER_ERR 0x000010 
その他のエラー．(INtime が応答していない，関数の実行が

タイムアウトとなった等) 

5 
RET_SOFTWARE_NOT_SU
PPORT 

0x00001F ソフトウェアの型番において，サポートしてない機能です． 

6 RET_LAST_ERR 0x000110 

INtime 実行におけるエラーが発生しました． 

エラーコードの詳細は，コンソール画面で表示されます．コン

ソール画面では，INtime の関数である

GetLastRtError(VOID)または，GetLastError(VOID)を

実行した時に返却されるエラー値が表示されます． 

可能でしたら，エラーコード詳細は，INtime ヘルプをご参照

願います．または，弊社までご連絡いただきたく思います． 

7 
RET_GRP_ILL_PLCOPEN_S
TATE 

0x000402 
軸グループの状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸の状態遷移図)で定義された状態です． 

8 RET_GRP_ILL_PRM 0x000403 軸グループのパラメータが異常です． 

9 RET_GRP_NO_AXIS 0x000407 軸グループに追加された軸が存在しません． 

10 RET_GRP_ILL_FOLLOWING 0x000410 ガントリ制御における，ガントリ軸の位置偏差エラーです． 

11 RET_ILL_PATH_DATA_SIZE 0x000420 
MC_MovePath 関数におけるデータ数の指定が 0 または

不正です． 

12 RET_PATH_DATA_MAX 0x000421 
Path データ数が最大数(MAX_PATH_DATA)を超えてい

ます． 

13 RET_ILL_LINE 0x000422 Path データ数の入力規則に誤りがある可能性があります． 

14 
RET_GRP_PATH_POSITION
_ERR 

0x000423 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータエラ

ー．位置 

15 
RET_GRP_PATH_VELOCITY
_ERR 

0x000424 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータエラ

ー．速度 

16 
RET_GRP_PATH_ACCELER
ATION_ERR 

0x000425 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータエラ

ー．加速度 

(表 3.4.42-1 wErrorID のエラーコードの例) 

 

(次ページへつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

345 

(MC_MovePath () 前ページからのつづき) 

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 

17 
RET_GRP_PATH_DECELER
ATION_ERR 

0x000426 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータエラ

ー．減速度 

18 
RET_GRP_PATH_JERK_ER
R 

0x000427 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータエラ

ー．ジャーク 

19 
RET_GRP_PATH_BUFFER_
MODE_ERR 

0x000428 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータエラ

ー．バッファモード 

20 
RET_GRP_PATH_MOTION_
CMD_ERR 

0x000429 
MC_MovePath 関数における Path データのパラメータエラ

ー．モーションコマンド 

21 RET_GRP_PATH_FILE_ERR 0x00042A 
MC_MovePath 関数における Path データのファイル読み

込みエラー 

22 
RET_GRP_MVPATH_EXECU
TED_ERR 

0x00042F 
MC_MovePath 関数実行中のため，関数を実行すること

ができません. 

23 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PR

M，  

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PR

M，  

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

RM，  

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P
RM 

0x000460 

， 

0x000461 

,・・・， 

0x00047E 

， 

0x00047F 

軸グループに追加済みの軸のパラメータ異常です． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x000460． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x000461．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x00047E．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x00047F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x000460+a」となります． 

24 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PL

COPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PL

COPEN_STATE， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

LCOPEN_STATE， 

0x0004A0 

， 

0x0004A1 

,・・・， 

0x0004BE 

， 

0x0004BF 

軸グループに追加済みの軸の状態が異常です．状態とは， 

図 2.23.1-1(軸グループの状態遷移図)で定義された状態

です． 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004A0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004A1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004BE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004A0+a」となります． 

(表 3.4.42-1 wErrorID のエラーコードの例) 
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(MC_MovePath () 前ページからのつづき) 

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 

25 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_DI

RECTION， 

・・・， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_DI

RECTION， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_DI

RECTION， 

0x0004E0 

， 

0x0004E1 

,・・・， 

0x0004FE 

， 

0x0004FF 

軸グループに追加済みの軸の動作方向が異常です．  

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 が異常の場合は， 

0x0004E0． 

配列番号 1 が異常の場合は， 

0x0004E1．  

．．． 

配列番号 30 が異常の場合は， 

0x0004FE．  

配列番号 31 が異常の場合は， 

0x0004FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0004E0+a」となります． 

26 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_FO

LLOWING， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_FO

LLOWING， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_F

OLLOWING， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_F

OLLOWING， 

 

0x000520 

， 

0x000521 

,・・・， 

0x00053E 

， 

0x00053F 

軸グループに追加済みの軸の位置偏差エラーです． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000520． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x000521．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00053E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00053F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常の

場合は，「0x000520+a」となります． 

27 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_NO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_NO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_N

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_N

OT， 

 

0x000560 

， 

0x000561 

,・・・， 

0x00057E 

， 

0x00057F 

軸グループに追加済みの軸の負方向駆動禁止入力エラー

です． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x000560． 

配列番号 1 がエラーの場合は，0x000561．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は，0x00057E．  

配列番号 31 がエラーの場合は，0x00057F．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常の

場合は，「0x000560+a」となります． 

(表 3.4.42-1 wErrorID のエラーコードの例) 
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(MC_MovePath () 前ページからのつづき) 

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 

28 

RET_GRP_ARRAY0_ILL_PO

T， 

RET_GRP_ARRAY1_ILL_PO

T， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ILL_P

OT， 

RET_GRP_ARRAY31_ILL_P

OT， 

 

0x0005A0 

， 

0x0005A1 

,・・・， 

0x0005BE 

， 

0x0005BF 

軸グループに追加済みの軸の正方向駆動禁止入力エラー

です． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は， 

0x0005A0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005A1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005BE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005BF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005A0+a」となります． 

29 

RET_GRP_ARRAY0_ALAM， 

RET_GRP_ARRAY1_ ALAM， 

．．．， 

RET_GRP_ARRAY30_ 

ALAM， 

RET_GRP_ARRAY31_ 

ALAM， 

 

0x0005E0 

， 

0x0005E1 

,・・・， 

0x0005FE 

， 

0x0005FF 

軸グループに追加済みの軸にサーボアラームが発生していま

す． 

 

[ VC++,VC#の場合 ] 

配列番号 0 がエラーの場合は，0x0005E0． 

配列番号 1 がエラーの場合は， 

0x0005E1．  

．．． 

配列番号 30 がエラーの場合は， 

0x0005FE．  

配列番号 31 がエラーの場合は， 

0x0005FF．  

すなわち，配列番号 a(a は 0～31(0x0～0x1F))が異常

の場合は， 

「0x0005E0+a」となります． 

30 RET_MK_MEM_ERR 0x000820 
Path データを格納するメモリの生成に失敗しました. INtime

メモリが不足している可能性があります. 

表 3.4.42-1 wErrorID のエラーコードの例 
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 MC_GroupReadBuffer() 軸グループのバッファ待機中の関数の情報を読込み 

機  能 軸グループのバッファ待機中の関数の情報を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupReadBuffer 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  

  MC_GROUP_READ_BUFFER_OUT * Outp， 

  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupReadBuffer Lib “hmecw0.dll”_ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Outp As MC_GROUP_READ_BUFFER_OUT, _ 
ByVal flg As Short ) As Integer 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll”)] public static extern uint MC_GroupReadBuffer 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_GROUP_READ_BUFFER_OUT Outp, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Outp 出力情報を格納する構造体 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_GROUP_READ_BUFFER_OUT Otp // 出力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupReadBuffer ( hMaster, &AxesGroup, &Outp, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

MC_GROUP_READ_BUFFER_OUT 

 

1 bBufferNum BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の個数 

[初期値] 0 

[範囲] 0～1 

 

2 wErrorID WORD 

[説明] エラーコード 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード(章番号 2.4「エラーコード」参照) 

 
3 BufferFunction[4] 

MC_GROUP_BU
FFER_FUNC 

バッファ待機中の関数の情報を格納する構造体 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupReadBuffer()前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_GROUP_ BUFFER_FUNC 

 

1 wBufferMode WORD 

[説明] バッファモードを設定します．  

[初期値] 0 

[値] 0:Aborting，1:Buffered， 

2:BlendingLow，3:BlendingPrevious 

4:BlendingNext，5:BlendingHigh 

 

2 bFuncID BYTE 

[説明] バッファ待機中の関数の識別コード  

[初期値] 0 

[値] 0x24：MC_MoveLinearAbsolute 関数 

0x25：MC_MoveLinearRelative 関数 

 

3 fPosition[32] double 

[説明] 軸の現在位置の設定値．バッファ待機中の関数が，

MC_MoveLinearAbsolute 関数の時に，値が格納され

ます． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グ

ループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stA

xis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

4 fDistance[32] double 

[説明] 軸の現在位置の設定値．バッファ待機中の関数が，

MC_MoveLinearRelative 関数の時に，値が格納されま

す． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(fPosition[0]，fPosition[1]，fPosition[2]，・・・は，軸グ

ループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stA

xis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・と対応しています．) 

[単位] pulse 

[初期値] 0 

[範囲] -2147483648～2147483647 

 

5 fVelocity double 

[説明] 速度を設定します． 

[単位] pps 

[初期値] 0 

[範囲] 1～2147483647 

 

6 fAcceleration double 

[説明] 加速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

7 fDeceleration double 

[説明] 減速度を設定します． 

[単位] pps2 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

8 fJerk double 

[説明] ジャークを設定します． 

[単位] pps3 

[初期値] 0 

[範囲] 0～2,251,799,813,685,250 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 読み込みを行った情報は，MC_GROUP_ BUFFER_FUNC 構造体に格納されます． 
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 MC_GroupDeleteBuffer() 軸グループのバッファ待機中の関数の削除 

機  能 軸グループのバッファ待機中の関数が存在する場合，関数が実行される前に削除します． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupDeleteBuffer 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupDeleteBuffer Lib “hmecw0.dll” _ 
( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByVal flg As Short ) As Integer 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll”)] public static extern uint MC_GroupDeleteBuffer 
( uint hMaster, 
ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupDeleteBuffer ( hMaster, &AxesGroup, flg ); 
 

  

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 
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 MC_SetGroupIntSignalInfo() 軸グループの動作指令の実行結果を通知する割り込みに関係する

設定 

機  能 
MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実行した後, MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行した時の

戻り値の設定を行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_SetGroupIntSignalInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD Sig, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_SetGroupIntSignalInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByVal Sig As Uint, 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_SetGroupIntSignalInfo  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  uint Sig; 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Sig 設定値 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD Sig // 設定値 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_SetIntSignalInfo( hMaster, &AxesGroup, Sig, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 
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(MC_SetGroupIntSignalInfo()前ページからのつづき) 

概 要  

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 割り込みについて 

A) MC_GroupReset 関数，MC_GroupStop 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数， 

MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数， 

MC_GroupHome 関数を実行し，軸グループの実行が完了した場合，実行結果を通知する割り込み

イベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

B) 割り込みイベントを取得する場合，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を使用します． 

下記(ⅰ)，(ⅱ)の内，いずれかの箇所で，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行します． 

(ⅰ) 上記 A)の関数を実行した後の処理の部分 

(ⅱ) 上記 A)の関数を実行したスレッドとは異なるスレッド内の部分 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は，上記 A)の関数の実行が完了した時に発生する，実行結果を

通知する割り込みイベント(以下，本概要では割り込みイベント)を，取得する関数です．割り込みイベン

トを待機する時間を無限大(Infinity)として実行した場合，割り込みイベントが発生するまで，待機状態

( 処理を抱え込んだ状態 )となります． 

C) 割り込みイベントが発生(MC_GroupWaitNextInterrupt 関数が，割り込みイベントを取得)した場合， 

MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します． 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記 A)の関数の実行結果が格納されま

す． 

D) 割り込みイベント待機状態となっている本関数の実行をキャンセルする場合，MC_GroupCancelWaitI

nterrupt 関数を実行します． 

 

(3) 本関数の設定値について 

・ 表 3.4.43-1 は，設定値と内容です． 

No. 値 内容 

1 0 

デフォルトの設定です． 

割り込みが発生していない時に，MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実

行し，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行した場合，戻り値は 0 とな

ります． 
 

2 1 

割り込みが発生していない時に，MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実

行し，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行した場合， 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の戻り値は 0x000020 となります． 

(0x000020 は” 割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み待機がキ

ャンセルされました．”を意味します．) 
 

表 3.4.43-1 設定値と内容 
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 MC_GetGroupIntSignalInfo() 軸グループの動作指令の実行結果を通知する割り込みに関係する

設定の取得 

機  能 MC_SetGroupIntSignalInfo 関数を実行して設定した値の読み込みを行います． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GetGroupIntSignalInfo 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup, 
  DWORD Sig, 
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GetGroupIntSignalInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByRef Sig As Uint, 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GetGroupIntSignalInfo  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  ref uint Sig; 
  ushort flg ); 

  

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体 

Sig 設定値 

flg 予約 

  

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD Sig // 設定値 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GetLatchCountIntSignalInfo ( hMaster, &AxesGroup, &Sig, flg ); 
 

(次ページへつづく)  
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(MC_GetGroupIntSignalInfo()前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(2) 割り込みについて 

A) MC_GroupReset 関数，MC_GroupStop 関数，MC_MoveLinearAbsolute 関数， 

MC_MoveLinearRelative 関数，MC_MoveLinearVelocity 関数， 

MC_GroupHome 関数を実行し，軸グループの実行が完了した場合，実行結果を通知する割り込み

イベント(以下，本概要では割り込みイベント)が発生します． 

B) 割り込みイベントを取得する場合，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を使用します． 

上記 A)の関数を実行する前または後に，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行し，割り込みイベ

ント待機状態にします． 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数は待機状態の時，割り込みイベントが発生するまで処理を抱え込

んだ状態になります． 

C) 割り込みイベントが発生(MC_GroupWaitNextInterrupt 関数が，割り込みイベントを取得)した場合，

MC_GroupReadFunctionResult 関数を実行します． 

MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体に，上記 A)の関数の実行結果が格納されま

す． 

D) 割り込みイベント待機状態となっている MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の実行をキャンセルする場

合，MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実行します． 

 

(3) 本関数から読込み可能な設定値について 

・ 表 3.4.44-1 は，読込み可能な設定値と内容です． 

No. 値 内容 

1 0 

デフォルトの設定です． 

割り込みが発生していない時に，MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実

行し，MC_GroupWaitNextInterrupt 数を実行した場合，戻り値は 0 となりま

す． 
 

2 1 

割り込みが発生していない時に，MC_GroupCancelWaitInterrupt 関数を実

行し，MC_GroupWaitNextInterrupt 関数を実行した場合， 

MC_GroupWaitNextInterrupt 関数の戻り値は 0x000020 となります． 

(0x000020 は” 割り込み待機をキャンセルする関数により，割り込み待機がキ

ャンセルされました．”を意味します．) 
 

表 3.4.44-1 設定値と内容 
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 MC_GroupAxesReadMotionState() 軸グループに追加された軸のモーションステータスの読込み 

機  能 軸グループに追加され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 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupAxesReadMotionState 
 ( DWORD hMaster, 

MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup, 
MC_AXES_READ_MOTION_STATE* Inp, 
WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupAxesReadMotionState Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 

ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_AXES_READ_MOTION_STATE, _ 

  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupAxesReadMotionState 
 ( uint hMaster, 

ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_AXES_READ_MOTION_STATE Inp, 

  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する MC_AXES_READ_MOTION_STATE 構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_AXES_READ_MOTION_STATE Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupAxesReadMotionState( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく)  



2.ソフトウェア概略 

356 

(MC_GroupAxesReadMotionState() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_READ_MOTION_STATE 

 

1 wPLCOpenStatus WORD 

[説明] 軸グループの状態遷移のステータスを示しま

す． 

軸グループの状態遷移のステータスは，TRUE となっ

た bit に対応した状態となります． 

 軸グループの状態遷移のステータスと各 bit との対応

は，下記となります． 

bit0： (予約) 

bit1： GroupMoving 

bit2： GroupHoming 

bit3： GroupErrorStop 

bit4： GroupStandby 

bit5： GroupStopping 

bit6： GroupDisabled 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x02： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupMoving”となります． 

0x04： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupHoming”となります． 

0x08： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupErrorStop”となります． 

0x10： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStandby”となります． 

0x20： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStopping”となります． 

0x40： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupDisabled”となります． 

 

2 wMotionStatus WORD 

[説明] 軸グループの動作状態を示します． 

軸グループの動作状態は，TRUE となった bit に対

応した状態となります． 

軸グループの動作状態と各 bit との対応は，下記と

なります． 

bit0： (予約) 

bit1： 定速中 ([範囲] 0:定速中以外, 1:定速中) 

bit2： 加速中 ([範囲] 0:加速中以外, 1:加速中) 

bit3： 減速中 ([範囲] 0:減速中以外, 1:減速中) 

bit4： InPosition(予約) 

bit5： Error(予約) 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

 

3 MotionState[32] READ_MOTION_STATE 

[説明] 軸のモーションステータスを格納する構造体で

す． 

MotionState[32]の配列番号は，軸グループの MC

_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]

と対応しています． 

( MotionState[0]，MotionState[1]，

MotionState[2]， 

・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，・・・

と対応しています． ) 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupAxesReadMotionState() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

READ_MOTION_STATE 

 

1 wMotionState WORD 

[説明] モーションステータスを示します． 

下記の bitが，モーションステータスと対応しています． 

bit0: エラー ([範囲] 0:エラー未発生, 1:エラー発生) 

bit1: 定速中 ([範囲] 0:定速中以外, 1:定速中) 

bit2: 加速中 ([範囲] 0:加速中以外, 1:加速中) 

bit3: 減速中 ([範囲] 0:減速中以外, 1:減速中) 

bit4: ＋方向動作中  

([範囲] 0:＋方向動作中以外, 1:＋方向動作

中) 

bit5: ー方向動作中 

([範囲] 0:ー方向動作中以外, 1:ー方向動作

中) 

bit6～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

 

(1) 軸グループに追加された軸のモーションステータスを読込みます．  

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 読み込みを行った情報は，MC_AXES_READ_MOTION_STATE 構造体に格納されます． 

(4) 軸のモーションステータスは，本関数の第 3 引数である MC_AXES_READ_MOTION_STATE 構造体

に含まれる MotionState[32](READ_MOTION_STATE)構造体メンバ wMotionState に，格納されま

す． 

MotionState[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸のモーションステータスは，それぞれ

MotionState[0]，MotionState[1]，MotionState[2]，．．．，MotionState[32]のメンバ wMotionState

に，格納されます．) 
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 MC_GroupAxesReadStatus() 軸グループに追加された軸のステータスの読込みます 

機  能 軸グループに追加された軸のステータスを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupAxesReadStatus 
 ( DWORD hMaster, 

MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup, 
MC_AXES_READ_STATUS* Inp, 
WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupAxesReadStatus Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 

ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_AXES_READ_STATUS, _ 

  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupAxesReadStatus 
 ( uint hMaster, 

ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_AXES_READ_STATUS Inp, 

  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する MC_AXES_READ_STATUS 構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_AXES_READ_STATUS Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupAxesReadStatus ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupAxesReadStatus() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_READ_STATUS 

 

1 wPLCOpenStatus WORD 

[説明] 軸グループの状態遷移のステータスを示します． 

軸グループの状態遷移のステータスは，TRUE となった bit

に対応した状態となります． 

 軸グループの状態遷移のステータスと各 bit との対応は，下

記となります． 

bit0： (予約) 

bit1： GroupMoving 

bit2： GroupHoming 

bit3： GroupErrorStop 

bit4： GroupStandby 

bit5： GroupStopping 

bit6： GroupDisabled 

bit7～bit15： (予約) 

[初期値] 0 

[範囲]  

0x02： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupMoving”となります． 

0x04： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupHoming”となります． 

0x08： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupErrorStop”となります． 

0x10： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStandby”となります． 

0x20： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupStopping”となります． 

0x40： 軸グループの状態遷移のステータスは， 

”GroupDisabled”となります． 

 

2 Status[32] READ_STATUS 

[説明] 軸グループに追加された軸の状態遷移のステータスを

格納する構造体です． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

( Status[0]，Status[1]，Status[2]，・・・は，軸グループの

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，

stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています． ) 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupAxesReadStatus() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

READ_STATUS 

 

1 wStatus WORD 

[説明] 状態遷移のステータスを示します． 

下記の bit が，状態遷移のステータスと対応しています． 

bit0:  (予約) Error 

bit1:  ErrorStop 
bit2:  Disabled 
bit3:  Stopping 
bit4:  Homing 
bit5:  StandStill 
bit6:  DiscreteMotion 
bit7:  ContinuousMotion 
bit8:  SynchronizedMotion 

bit9～bit15:  (予約) 

[初期値] 0 

[範囲] 

 0: 状態遷移のステータスは未定義となっています． 

 0x02: 状態遷移のステータスは”ErrorStop”となっていま

す． 

 0x04: 状態遷移のステータスは”Disabled”となっています． 

 0x08: 状態遷移のステータスは”Stopping”となっています． 

0x10: 状態遷移のステータスは”StandStill”となっていま

す． 

0x20: 状態遷移のステータスは”DiscreteMotion”となって

います． 

0x40: 状態遷移のステータスは”DiscreteMotion”となって

います． 

0x80: 状態遷移のステータスは”ContinuousMotion”とな

っています． 

0x100: 状態遷移のステータスは”SynchronizedMotion”

となっています． 

 

(1) 軸グループに追加された軸のステータスを読込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 読み込みを行った情報は，MC_AXES_READ_STATUS 構造体に格納されます． 

(4) 軸のステータスは，本関数の第 3 引数である MC_AXES_READ_STATUS 構造体に含まれる 

Status[32] (READ_STATUS)構造体メンバ wStatus に，格納されます． 

Status[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸のステータスは，それぞれ Status[0]，

Status[1]，Status[2]，．．．，Status[32]のメンバ wStatus に，格納されます．) 
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 MC_GroupAxesReadInfo() 軸グループに追加された軸の軸情報の読込み 

機  能 軸グループに追加された軸の軸情報を読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupAxesReadInfo 
 ( DWORD hMaster, 

MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup, 
MC_AXES_READ_INFO* Inp, 
WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupAxesReadInfo Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 

ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_AXES_READ_ INFO, _ 

  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupAxesReadInfo 
 ( uint hMaster, 

ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_AXES_READ_ INFO Inp, 

  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する MC_AXES_READ_ INFO 構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_AXES_READ_ INFO Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupAxesReadInfo( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(ページへつづく) 
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概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_READ_ INFO 

 

1 AxisInfo[32] READ_INFO 

[説明] 軸グループに追加された軸の軸情報を格納する構造

体です． 

配列番号は，軸グループの 

MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( AxisInfo[0]，AxisInfo [1]，AxisInfo[2]，・・・は，軸グル

ープの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ

stAxis[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています． ) 

READ_ INFO 

 

1 dwAxisInfo DWORD 

[説明] 軸の軸情報を示します． 

下記の bit が，軸情報と対応しています． 

bit0: (予約) 軸のエラー  

([範囲] 0：エラー無し，1：エラー有り) 

bit1: 原点入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit2: +ELS 入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit3: －ELS 入力信号の状態 ([範囲] 0:OFF, 1:ON) 

bit4: (予約) 上限側のソフトウェアリミットが有効の場合， 

     上限側のソフトウェアリミットの状態 

     ([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit5: (予約) 下限側のソフトウェアリミットが有効の場合， 

     下限側のソフトウェアリミットの状態 

     ([範囲] 0:リミットスイッチ OFF, 1:リミットスイッチ ON) 

bit6: (予約) シミュレーションモード実行状態 

     (例：モータのシミュレーションモード等) 

     ([範囲] 0:未実行, 1:実行中) 

bit7: スレーブを駆動する準備が完了した状態 

([範囲] 0:未完了, 1:完了) 

bit8: 電源状態 ([範囲] 0:電源 OFF, 1:電源 ON) 

bit9: 原点復帰完了状態 ([範囲] 0:未確定, 1:確定) 

     アブソリュートエンコーダの場合は 1 になりません． 

Bit10: ワーニング発生状況  

([範囲] 0:未発生, 1:ワーニング発生) 

bit11: (予約) Fault (異常発生状況) 

([範囲] 0:未発生, 1:異常発生) 

bit12～bit15：(予約) 

[初期値] 0 

 

(1) 軸グループに追加された軸の軸情報を読込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 読み込みを行った情報は，MC_AXES_READ_ INFO 構造体に格納されます． 

(4) 軸の軸情報は，本関数の第 3 引数である MC_AXES_READ_INFO 構造体に含まれる 

AxisInfo[32] (READ_ INFO)構造体メンバ dwAxisInfo に，格納されます． 

AxisInfo[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_READ_INFO 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸のモーションステータスは，それぞれ

AxisInfo[0]，AxisInfo[1]，AxisInfo[2]，．．．，AxisInfo[32]のメンバ dwAxisInfo に，格納されます．) 

 

(次ページへつづく) 
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 MC_GroupAxesReadError() 軸グループに追加された軸のエラーコードの読込み 

機  能 軸グループに追加された軸のエラーコードを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI MC_GroupAxesReadError 
 ( DWORD hMaster, 

MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup, 
MC_AXES_READ_ ERROR* Inp, 
WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function MC_GroupAxesReadError Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 

ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
ByRef Inp As MC_AXES_READ_ ERROR, _ 

  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint MC_GroupAxesReadError 
 ( uint hMaster, 

ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
ref MC_AXES_READ_ ERROR Inp, 

  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

Inp 入力情報を格納する MC_AXES_READ_ ERROR 構造体 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

MC_AXES_READ_ ERROR Inp; // 入力情報を格納する構造体 

WORD flg; // 予約 

ret = MC_GroupAxesReadError ( hMaster, &AxesGroup, &Inp, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

 

(次ページへつづく) 
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(MC_GroupAxesReadError() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_READ_ ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] 軸グループに発生しているエラー． 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード 

( 章番号 4「エラーコード」をご参照願います． )  

 

2 AxisError READ_ERROR 

[説明] 軸グループに追加された軸のエラーを格納する構造

体． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF

構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(AxisError[0]，AxisError [1]， 

AxisError [2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GR

OUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[0]，stAxis[0]， 

stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

READ_ERROR 

 

1 wErrorID WORD 

[説明] 軸に発生しているエラー． 

[初期値] 0 

[範囲] エラーコード 

( 章番号 2.4「エラーコード」をご参照願います． ) 

 

(1) 軸グループに追加された軸の軸情報を読込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 読み込みを行った情報は，MC_AXES_READ_ ERROR 構造体に格納されます． 

(4) 軸の軸情報は，本関数の第 3 引数である MC_AXES_READ_ INFO 構造体に含まれる 

AxisError [32] (READ_ERROR)構造体メンバ wErrorID に格納されます． 

AxisError[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_READ_INFO 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸のモーションステータスは，それぞれ

AxisError[0]，AxisError[1]，AxisError[2]，．．．，AxisError[32]のメンバ wErrorID に格納されます．) 
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 IO_Groupinp() 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットの読込み 

機  能 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_Groupinp 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD offset,  
  BYTE* byData[32],  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_Groupinp Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal byData As Byte[], _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_Groupinp  
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  uint offset,  
  byte[] byData,  
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

offset PDO マッピングを行ったオブジェクトのオフセットアドレス 

byData[32] 

読込みを行うデータを格納する配列． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(byData[0]，byData[1]，byData[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAx

is[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD offset; // オフセットアドレス 

BYTE byData[32]; // 読込みを行うデータを格納する配列 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_Groupinp ( hMaster, &AxesGroup, offset, byData, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(IO_Groupinp() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットを読込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 第 4 引数 byData[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸から読込まれたデータは，それぞれ

byData[0]，byData[1]，byData[2]，．．．，byData[32]に格納されます．) 

 

 

 IO_Groupinpw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットの読込み 

機  能 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_Groupinpw 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD offset,  
  WORD* wData[32],  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_Groupinpw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal wData As WORD[], _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_Groupinpw 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  uint offset,  
  WORD[] wData,  
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

offset PDO マッピングを行ったオブジェクトのオフセットアドレス 

wData[32] 

読込みを行うデータを格納する配列． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(wData[0]，wData[1]，wData[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[0]，stAxis

[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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(IO_Groupinpw() 前ページからのつづき) 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD offset; // オフセットアドレス 

WORD wData [32]; // 読込みを行うデータを格納する配列 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_Groupinpw ( hMaster, &AxesGroup, offset, wData, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットを読込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 第 4 引数 wData[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸から読込まれたデータは，それぞれ

wData[0]，wData[1]，wData[2]，．．．，wData[32]に格納されます．) 

 

 

 IO_Groupinpdw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットの読込み 

機  能 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットを読込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_Groupinpdw 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD offset,  
  DWORD* dwData[32],  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_Groupinpdw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal dwData As DWORD[], _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_Groupinpdw 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  uint offset,  
  DWORD[] dwData,  
  ushort flg ); 

(次ページへつづく) 

  



2.ソフトウェア概略 

368 

(IO_Groupinpdw() 前ページからのつづき) 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

offset PDO マッピングを行ったオブジェクトのオフセットアドレス 

dwData[32] 

読込みを行うデータを格納する配列． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(dwData[0]，dwData[1]，dwData[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stA

xis[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD offset; // オフセットアドレス 

DWORD dwData [32]; // 読込みを行うデータを格納する配列 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_Groupinpdw ( hMaster, &AxesGroup, offset, dwData, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットを読込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 第 4 引数 dwData[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸から読込まれたデータは，それぞれ

dwData[0]，dwData[1]，dwData[2]，．．．，dwData[32]に格納されます．) 
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 IO_Groupoutp() 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットの書込み 

機  能 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットを書込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_Groupoutp 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD offset,  
  BYTE* byData[32],  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_Groupoutp Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal byData As BYTE[], _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_Groupoutp 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  uint offset,  
  BYTE[] byData,  
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

offset PDO マッピングを行ったオブジェクトのオフセットアドレス 

byData[32] 

書き込みを行うデータを格納する配列． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(byData[0]，byData[1]，byData[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAx

is[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD offset; // オフセットアドレス 

BYTE byData[32]; // 書き込みを行うデータを格納する配列 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_Groupoutp ( hMaster, &AxesGroup, offset, byData, flg ); 
 

(次ページへつづく) 
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(IO_Groupoutp() 前ページからのつづき) 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 軸グループに追加された軸の PDO データ 8 ビットを書込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 第 4 引数 byData[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_READ_ INFO 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸へ書込みを行うデータは，それぞれ

byData[0]，byData[1]，byData[2]，．．．，byData[32]に設定します．) 

 

 

 IO_Groupoutpw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットの書込み 

機  能 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットを書込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_Groupoutpw 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD offset,  
  WORD* wData[32],  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_Groupoutpw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal wData As WORD[], _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_Groupoutpw 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  uint offset,  
  WORD[] wData,  
  ushort flg ); 

 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

offset PDO マッピングを行ったオブジェクトのオフセットアドレス 

wData[32] 

書き込みを行うデータを格納する配列． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(wData[0]，wData[1]，wData[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis

[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

flg 予約 

(次ページへつづく) 
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(IO_Groupoutpw() 前ページからのつづき) 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD offset; // オフセットアドレス 

WORD wData[32]; // 書き込みを行うデータを格納する配列 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_Groupoutpw ( hMaster, &AxesGroup, offset, wData, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 軸グループに追加された軸の PDO データ 16 ビットを書込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 第 4 引数 wData[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸へ書込みを行うデータは，それぞれ

wData[0]，wData[1]，wData[2]，．．．，wData[32]に設定します．) 

 

 

 IO_Groupoutpdw() 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットの書込み 

機  能 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットを書込みます． 

  

開発言語 書  式 

VC++ 

DWORD WINAPI IO_Groupoutpdw 
 ( DWORD hMaster,  
  MC_AXES_GROUP_REF* AxesGroup,  
  DWORD offset,  
  DWORD* dwData[32],  
  WORD flg ); 

VB.NET 

Declare Function IO_Groupoutpdw Lib “hmecw0.dll” _  
 ( ByVal hMaster As Uinteger , _ 
  ByRef AxesGroup As MC_AXES_GROUP_REF , _ 
  ByVal offset As Uinteger, _ 
  ByVal dwData As DWORD[], _ 
  ByVal flg As Ushort ) As Uinteger 

VC# 

[DllImport(“hmecw0.dll “)] public static extern uint IO_Groupoutpdw 
 ( uint hMaster, 
  ref MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup, 
  uint offset,  
  DWORD[] dwData,  
  ushort flg ); 

(次ページへつづく) 
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(IO_Groupoutpdw() 前ページからのつづき) 

引  数 説  明 

hMaster マスタハンドル 

AxesGroup 軸グループの情報を格納する構造体のポインタ 

offset PDO マッピングを行ったオブジェクトのオフセットアドレス 

dwData[32] 

書き込みを行うデータを格納する配列． 

配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxis[32]と対応しています． 

(dwData[0]，dwData[1]，dwData[2]，・・・は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stA

xis[0]，stAxis[0]，stAxis[0]，・・・と対応しています．) 

flg 予約 

 

VC++ 

記述例 

// ※ 変数設定のコードは省略しています． 

DWORD ret; // 関数の戻り値 

DWORD hMaster; // マスタハンドル 

MC_AXES_GROUP_REF AxesGroup; // 軸グループの情報を格納する構造体 

DWORD offset; // オフセットアドレス 

DWORD dwData[32]; // 書き込みを行うデータを格納する配列 

WORD flg; // 予約 

ret = IO_Groupoutpdw ( hMaster, &AxesGroup, offset, dwData, flg ); 
 

 

概 要  

 

⚫ 構造体のメンバ 

構造体名 

 No. メンバ名 データ型 内容 

MC_AXES_GROUP_REF 

 表 3.1-2 の MC_AXES_GROUP_REF 構造体をご参照願います． 

 

(1) 軸グループに追加された軸の PDO データ 32 ビットを書込みます． 

(2) 本関数の引数 MC_AXES_GROUP_REF 構造体は，軸が追加された構造体を指定します． 

(3) 第 4 引数 dwData[32]の配列番号は，軸グループの MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ 

stAxis[32]と対応しています． 

( stAxis[0]，stAxis[1]，stAxis[2]，．．．，stAxis[32]に追加された軸へ書込みを行うデータは，それぞれ

dwData[0]，dwData[1]，dwData[2]，．．．，dwData[32]に設定します．) 
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4. 用語解説 

モーション関数 MC_Power 関数，MC_MoveRelative 関数，MC_MoveLinearRelative 関数等の，国際規

格 61131-3 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．軸の動作指令と，軸グループの動作指令があります． 

[軸の動作指令] 

MC_Home 関数，MC_MoveAbsolute 関数，MC_MoveRelative 関数， 

MC_MoveAdditive 関数，MC_MoveVelocitiy 関数，MC_Stop 関数 

 

[軸グループの動作指令] 

MC_GroupHome 関数，MC_GroupStop 関数， 

MC_MoveLinearAbsolute 関数，MC_MoveLinearRelative 関数， 

MC_MoveLinearVelocity 関数，MC_MovePath 関数 

+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． 

PLCOpen で定義された

状態 

[軸の場合] 

PLCOpen で定義された状態状態とは，図 2.7-1(軸の状態遷移図)で定義されている状態のこ

とです． 

[軸グループの場合] 

PLCOpen で定義された状態状態とは，図 2.23.2-1(軸グループの状態遷移図)で定義されてい

る状態のことです． 

軸の状態 図 2.7-1(軸の状態遷移図)で定義されている状態のことです． 

本書では，“軸の状態遷移のステータス”と記載していることがあります． 

軸グループの状態 図 2.23.2-1(軸グループの状態遷移図)で定義されている状態のことです． 

本書では，“軸グループの状態遷移のステータス”と記載していることがあります． 
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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 

1.10 2014/9/8 ・表題形式誤記訂正 

・「1.3.3 ソフトウェア開発環境」の内容追記 

・「図 2.1-1 ソフトウェアの構成」の内容追記 

・「2.1 ソフトウェアの構成」の内容追記 

・「表 2.2-1 添付ファイル名」の内容追記 

・「2.3 関数の戻り値」を変更表 

・「2.3-1 戻り値のエラー内容」の内容追記 

・「2.4 エラーコード」を「2.4 関数実行中のエラー」として内容見直し 

・「2.6 動作の状態と状態遷移」を「2.6 動作における本製品の特徴」，「2.7 状態遷移」，

「2.7.1 動作の状態」として内容見直し 

・「2.7.2 軸の状態に関する特記事項」を追加 

・「2.7 変数の有効範囲」を「2.9 変数の有効範囲」として内容見直し 

・「2.8 変数の設定値」，「2.8.1 変数の初期設定値」，「2.8.2 動作の状態と動作のステータス

の設定値」を「2.10 変数の設定値」，「2.10.1 変数の初期設定値」，「2.10.2 動作の状態と

動作のステータスの設定値」に番号変更 

・「2.10.1 変数の初期設定値」の内容見直し 

・「2.8 モーション関数のステータス」を追加 

・「2.11 動作方向」を追加 

・「2.12 動作中の軸における動作の中断」を追加 

・「2.13Aborting の動作」を追加 

・「2.14 モーション関数の Aborting」を追加 

・「2.15API 関数使用上の注意」を追加 

・図 3.1 構造体の内容一部修正 

・「3.3.1MC_Power 関数」の概要追加 

・「3.3.2MC_ReadStatus 関数」の概要追加 

・目次の「3.3.6 MC_ReadAxisError()」を(予約)に変更 

・「3.3.6MC_ReadAxisError 関数」の概要追加 

・「3.3.7MC_ReadActualPosition 関数」の概要追加 

・「3.3.8MC_ReadActualVelocity 関数」の概要追加 

・「3.3.9MC_ReadAxisInfo 関数」の概要追加 

・「3.3.10MC_ReadMotionState 関数」の概要追加 

・「3.3.12MC_SetOverride 関数」の概要追加 

・「3.3.15MC_Reset 関数」の概要追加 

・「3.3.16MC_Home 関数」の概要追加 

・「3.3.17MC_Stop 関数」の概要追加 

・「3.3.18MC_MoveAbsolute 関数」の概要追加 

・「3.3.19MC_MoveRelative 関数」の概要追加 

・「3.3.20MC_MoveAdditive 関数」の概要追加 

・「3.3.21MC_MoveVelocity 関数」の概要追加 

・「4.用語集」追加 

1.15 2014/9/19 ・3.2.1 分類と機能 ※追加 

1.20 2014/10/3 ・「2.3-1 戻り値のエラー内容」の戻り値を追加 

・「2.4 エラーコード」のエラーコードを追加 

・「2.7.2 軸の状態に関する特記事項」に番号 6 追加 

・「2.9 変数の有効範囲」の表 2.9-1(a)の表記変更 

・「2.14 モーション関数の Aborting」の表 2.14-1 の内容見直し 

・「3.2.2 動作可能な軸の状態」に※2 追加 

・「3.3.16MC_Home 関数」に※1 追加 

・「3.3.15MC_Reset 関数」「3.3.16MC_Home 関数」「3.3.17MC_Stop 関数」

「3.3.18MC_MoveAbsolute 関数」「3.3.19MC_MoveRelative 関数」

「3.3.20MC_MoveAdditive 関数」「3.3.21MC_MoveVelocity 関数」

「3.3.22MC_ReadFunctionResult 関数」「3.3.23MC_WaitNextInterrupt 関数」

「3.3.24MC_CancelWaitInterrupt 関数」に割込みについての記述を追加 

(次ページへつづく)  
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(表 5.1-1 前ページからのつづき) 

版 更新年月日 内容 

1.25 2015/3/5 ・表 2.4-1 にエラーコードを追加 

・表 2.14-1 の内容変更 

・表 2.14-1 に※2 追加 

・章番 3.3.21 の概要に内容追加 

1.30 2015/4/24 ・誤記訂正 

・内容追加 

1.31 2015/6/1 ・誤記訂正 

・内容追加 

・Diagnosis 関連の構造体の説明を追記 

1.32 2016/6/6 ・誤記訂正 

・章番号 2.12 章題見直し 

・章番号 2.13 内容見直し 

・章番号 2.15 以降 内容追加による章番号見直し 

・機能追加 

1.33 2016/7/15 ・誤記訂正 

・機能追加 

・表 2.3-1 にエラーコードを追加 

1.34 
 

2016/10/24 ・マニュアル名に HLS-ECAT02xx/Win 追加 

・各章番において，HLS-ECAT02xx/Win の機能に関係する内容追加 

・章番号 2.23「協調動作(グループ動作)」追加 

・章番号 3.3.6 MC_ReadAxisError 関数を実装 

・章番号 3.4「関数の詳細(軸グループに関係する関数)」追加 

・MC_AXIS_DRIVE 構造体にメンバを追加． 

・MC_SetAxisSetting 関数で設定可能な変数を追加. 

・MC_GetAxisSetting 関数で読み込み可能な変数を追加. 

・MC_ResetAxisSetting 関数で初期化可能な変数を追加. 

1.35 2017/9/11 ・誤記訂正 

・MC_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体のメンバに内容を追加 

・MC_GROUP_MOVE_FUNCTION_RESULT 構造体のメンバに内容を追加 

・図 3.2.2-1 に関数追加．関数追加に伴う番号変更 

・MC_ReadFunctionResult 関数の概要に内容追加 

・MC_GroupReadFunctionResult 関数の概要に内容追加 

・章番号 2.24 追加 

・章番号 2.25 追加 

・EC_ReadVersion 関数に説明追加 

1.36 2017/10/17 ・誤記訂正 

・説明見直し 

・ソフトウェア対応環境追加 

・章番号 2.24，2.25 説明見直し 

・検索の利便性のため，章番号 3.1.1，3.1.2 追加 

1.37 2018/3/28 ・誤記訂正 

・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 

・表 2.2-1 に VC#，VB の内容追加．文章見直し 

・表 2.3-1 にエラーコードを追加 

・表 2.4-1 にエラーコードを追加 

・章番号 2.5.2「API 関数実行の流れ」を追加 

・章番号 2.26「動作の連続実行」を追加 

・章番号 2.27 「PDO データへのアクセスにおけるオフセット値の設定」を追加 

・章番号 3 のデータ型の表記変更 

・表 3.1-2「構造体 2」に構造体削除，追加 

・章番号 3.3，3.4 の一部関数の概要，表，図を見直し 

(次ページへつづく) 
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(表 5.1-1 前ページからのつづき) 

版 更新年月日 内容 

1.37 2018/3/28 ・章番号 3.3「関数の詳細(軸に関係する関数)」関数追加に伴う章番号，表項目番号見直

し 

・章番号 3.4「関数の詳細(軸グループに関係する関数)」関数追加に伴う章番号，表項目番

号見直し 

・MC_MoveLinearVelocity 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_MovePath 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupReadPathData 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupSetOverride 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_ResetMotionSts 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_ResetLatchSts 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupResetMotionSts 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

1.38 2018/7/24 ・誤記訂正 

・予約としたバッファモードの一部対応 

・表 2.3-1 にエラーコード追加 

・表 2.4-1 にエラーコード追加 

・表 2.23.9-1 に機能追加に伴う内容追加 

・章番号 2.12「バッファモード」の内容見直し 

・章番号 2.16 の章名変更および内容追加 

・章番号 2.16 に表 2.16-2 追加 

・章番号 2.23.8「軸グループのバッファモード」の内容見直し 

・章番号 2.23.9 の章名変更および内容追加 

・章番号 2.23.9 に表 2.23.9-2，2.23.9-3 追加 

・章番号 3.3「関数の詳細(軸に関係する関数)」において，関数追加に伴う章番号，表項目

番号見直し 

・章番号 3.4「関数の詳細(軸グループに関係する関数)」において，関数追加に伴う章番号，

表項目番号見直し 

・章番号 3.4「関数の詳細(軸グループに関係する関数)」において，一部の関数の概要に，内

容を追加 

・MC_SetIntSignalInfo 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GetIntSignalInfo 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_SetLatchCountIntSignalInfo 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GetLatchCountIntSignalInfo 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupSetOverride 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_MovePath 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupReadPathData 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupReadBuffer 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupDeleteBuffer 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_SetGroupIntSignalInfo 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GetGroupIntSignalInfo 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

1.39 2018/8/31 ・誤記訂正 

・図，表のずれ(番号含む)の修正 

・章番号 1.4「マニュアル構成」に内容追加 

・表 2.3-1 にエラーコード追加 

・表 2.4-1 にエラーコード追加 

・EC_StartLogPosition 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・EC_StopLogPosition 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・EC_SaveLogPosition 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・EC_ReadLogPositionStatus 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・EC_ClearLogPositionMemory 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupAxesReadMotionState 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupAxesReadStatus 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupAxesReadInfo 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・MC_GroupAxesReadError 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

(次ページへつづく) 
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(表 5.1-1 前ページからのつづき) 

版 更新年月日 内容 

1.39 2018/8/31 ・IO_Groupinp 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・IO_Groupinpw 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・IO_Groupinpdw 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・IO_Groupoutp 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・IO_Groupoutpw 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

・IO_Groupoutpdw 関数を追加．追加に伴い，関連する表に内容を追加 

1.40 2018/10/31 ・HLS-ECAT01xx/Win 製品の廃止に伴い，表記見直し 

・誤記訂正 

・表記見直し 

・章番号見直し 

・関数の概要見直し 

・章番号 1.3.2 「動作環境」に内容追加 

・章番号 1.3.3 「ソフトウェア開発環境」に内容追加 

・1.3.5 「サンプルプログラム開発環境」に内容追加 

・1.3.6 「ユーザプログラム」に内容追加 

・章番号 2.3 「関数の戻り値」の内容見直し 

・章番号 2.4 「エラーコード(戻り値以外)」の内容見直し 

・”pulse/sec”，”pulse/(sec*sec)”， ”pulse/(sec*sec*sec)”の表記を，それぞれ”pps”， 

”pps2”，”pps3”に統一 

・各構造体の説明を見直し 

・章番号 4.「用語解説」に内容追加 

1.41 2019/3/13 ・誤記訂正 

・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 

・関数の戻り値，エラーコード(戻り値以外)の内容追加 

・MC_AXES_GROUP_REF 構造体メンバ stAxisRef を，stAxis に訂正 

1.42 2019/7/22 ・ビル名変更に伴う会社所在地変更 

表 5.1-1 更新履歴 
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