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1. はじめに 

このマニュアルは Hilscher 社製 Cifx シリーズボードを EtherCAT マスタとして使用し，かつ弊社 HES-C400／M4x0 スレー

ブを動作させるためのアプリケーションを作成する上で必要な API 関数の仕様や情報などについて記載します． 

本マニュアルは，＜ソフトウェア編＞と併せてご使用下さい． 

なお本マニュアルでご説明する添付ソフトウェアは標準添付のものとは異なります．EtherCAT マスタとして Hilscher 社製 Cifx

シリーズボードを使用する場合は，ご注文時にその旨をお伝えください．  
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2. ソフトウェア 

  ソフトウェア構成 2.1.1

 

 

 

 

                                                 スレーブアクセス関数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本製品に添付されている「動かしてみる」では、ENIファイルからスレーブ構成情報を読み出すAPI関数を

使用しています．この関数も 32bitOS 用と 64bitOS 用があります． 

 

          図 2.1-1 ソフトウェア構成 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EtherCAT スレーブ 

マスタ PC [Windows 32bit/64bit OS] 

 

 

 

EtherCAT マスタアプリケーション ※ 

「動かしてみる」 Visual Studio2008 C++ 

 

HES-C400/M400 ライブラリ関数 

HES-C400/M400 ドライバ関数 

HES-C400/M400 

多重処理用 

ドライバ関数 HES-C400/M400 ( 1 台目 ) 

HES-C400/M400 ( 2 台目 ) 

HES-C400/M400 ( n 台目 ) 

[EtherCAT マスタ Cifx ボード] 

 

Hilscher Cifx 用 API ライブラリ 

（32bitOS 用／64bitOS 用） 

Windows ライブラリ 
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2.2 スレーブアクセス関数 

EtherCATマスタ Hilscher 社製 Cifｘボード用の添付ソフトウェアー「動かしてみる」は，弊社 CPDシリーズでも使用しているド

ライバ関数およびライブラリ関数に相当する部分をソースコードで提供しています．これにより，Cifx ボード用 API などのバージョ

ンアップや仕様変更などがあった場合にも，差し替えやコード変更が可能になります． 

以下では API 関数の構成や使用方法について記載しています． 

 

 アクセス関数の種類 2.2.1

本スレーブを，PC上のCifxボード EtherCATマスタからアクセスするためには，スレーブアクセス用の関数が必要です．関数に

は以下の種類があります． 

● 多重処理用ドライバ関数 

多重処理用ドライバ関数は，スレーブへの一連のコマンド送信処理の中で，コマンドデータ送信部分と応答データ受

信部分をそれぞれ分離し，応答待ち処理のような待ち要素を関数内に含まないようにし関数です．この関数を後述す

るドライバー関数の代わりに使用する事により，本スレーブが持っている最大4つのコマンドデータ領域を，マルチスレッド

を使ったアプリケーションから同時アクセスし，1 台のスレーブを効率的に運用することが可能になります． 

 

● ドライバ関数 

ドライバ関数は，本スレーブに対して基本的な操作（PDO を使った一連のコマンド送信処理）を行うための関数です．

関数内部は多重処理用ドライバ関数を使用していますが，関数内ではコマンド送信の後，コマンドに対する応答を受

信するまでの待ち要素を含んでいます． 

 

● ライブラリ関数 

ライブラリ関数は，ドライバ関数を使って機能別に作られた関数です． 

 

● マスタ用 API ライブラリ 

Hilshcer 社が Cifxボード EtherCAT マスタ用に提供しているマスタアクセス API 関数です．32BitOS用と 64bitOS

用があります．アプリケーションのタイプや使用する OS によって使い分ける必要があります． 

本スレーブの多重処理用ドライバ関数およびドライバ関数は，これら API 関数を使用してマスタの PDO データ，SDO

データにアクセスしています． 

 

 

 関数で使用するデータ型 2.2.2

データ型 表記 

符号付き 

8 ビットデータ  char 

16 ビットデータ  short 

32 ビットデータ  long 

符号なし 

8 ビットデータ  BYTE 

16 ビットデータ  WORD 

32 ビットデータ  DWORD 

   表 2.2-1 関数使用データ型 
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 関数の戻り値 2.2.3

ライブラリおよびドライバ（多重処理用ドライバ含む）の各関数を使用する時，関数の戻り値が異常値（'0'以外)であった場合には，

異常内容に対応した処理を行います．通常，この異常が発生した場合にはアプリケーションプログラムの続行は困難であり，プログ

ラム内容の再検討が必要となります． 

Ｎｏ 
戻り値 

異常内容と確認項目 
記号表記／エラー名称 16 進数表記 

1 NO_ERROR 00000000h 
正常 

異常は発生していません 

2 ILLEGAL_PARAM 00000100h 

関数の引数,指定したパラメータの値が不正 

◎関数の引数指定範囲の確認 

◇本マニュアル関数仕様を参照． 

◎各レジスタ，オプションポートの設定範囲の確認 

◇速度倍率設定値の範囲は２～４０９５． 

◇その他設定値を確認（マニュアル照合) 

3 SLAVE_ERR_RESPONSE 00100000h 

指定したスレーブからエラーが返されました 

◎コマンドフォーマットの確認 

 

4 SLAVE_NO_RESPONSE 00200000h 

指定したスレーブから応答がありません 

◎コマンド－応答シーケンスの確認 

 

5 FUNC_ERR_RESPONSE 00400000h 

ドライバ関数内部の応答タイムアウト監視でパフォマンスカウ

ンタを使用していますが，この関数が正常に操作できない場

合に返されます． 

◎通常は発生しませんが，ソフトウェアの変更によってパフォ

ーマンスカウンタへの不正操作で起きた可能性があります．プ

ログラムの確認を行って下さい． 

6 CMDRESP_ERR_SEQUENCE  00800000h 

多重処理用ドライバ関数のコマンド送信関数および応答受

信関数の使い方に問題が発生しました． 

◎通常は発生しませんが，ドライバー関数の内容の変更ま

たは，アプリケーションで直接，多重処理用ドライバ関数を使

用した時に，呼び出し順序やパラメータの間違いにより発生

します．プログラムの確認を行って下さい． 

※多重処理用ドライバ関数内でのみ使用しています． 

7 Ci fx API エラー  
80000000h～ 

  8FFFFFFFh 

Cifx API からエラーコードが返されました 

◎Cifx Help からエラー原因を絞り込み，要因を排除 

 

8 SLAVE_RES_NOTYET FFFFFFFFh 

発行したコマンドに対する応答がまだありません． 

※多重処理用ドライバ関数内でのみ使用しています． 

◇この戻り値はエラーではありません． 

◎ドライバ関数内でタイムアウトを監視していますが，多重

処理用ドライバ関数を直接使用する場合はアプリケーション

でこの戻り値の監視が必要です． 

表 2.2-2 関数戻り値 

 

なお，サーボ装置・メカセンサに起因する異常はこの異常報告に含まれません．個々の要因毎に，異常発生内容を明確にすると

共に，適切な処置が求められます． 

  ■ サーボ関係 ： サーボアラーム(SVALM)，位置決め完了信号(INPOS) 

  ■ メカセンサ  ： 極限センサ(ELS)，原点センサ(OLS)，減速センサ(DLS)，非常停止入力(EMG) 



 

 多重処理用ドライバ関数 2.2.4

多重処理用ドライバ関数は，13種類のドライバ関数のコマンド送信部および応答受信部を構成する 26種類の関数と，エラー

クリア処理時のため 1 関数，計 27 種類の関数があります． 

これら関数では，その内部で Cifx ボード用の PDO 入出力 API 関数を使用しています．異なるマスタを使用する場合は，その

マスタ用の API 関数への差し替えや，必要に応じてコード変更などを行う必要があります． 

No. 多重処理用関数 

関数名 

機能 多重処理用関数を使った 

ドライバー関数名 

7-C c400_rStsW_Cmd() メイン/サブステータスの読み出しコマンド送信 7. c400_rStsW() 

7-R c400_rStsW_Res()             〃        応答受信 

9-C c400_wCmdW_Cmd() 動作コマンド書き込みコマンド送信 9. c400_wCmdW() 

9-R c400_wCmdW_Res()         〃      応答受信 

10-C c400_rReg_Cmd () レジスタ読み出しコマンド送信 10. c400_rReg() 

10-R c400_rReg_Res()       〃     応答受信 

11-C c400_wReg_Cmd () レジスタ書き込みコマンド送信 11. c400_wReg() 

11-R c400_wReg_Res()       〃     応答受信 

12-C c400_rBufDW_Cmd () 入出力バッファ読み出しコマンド送信 12. c400_rBufDW() 

12-R c400_rBufDW_Res()          〃       応答受信 

13-C c400_wBufDW _Cmd () 入出力バッファ書き込みコマンド送信 13. c400_wBufDW() 

13-R c400_wBufDW _Res()          〃       応答受信 

14-C c400_rPortW_Cmd () オプションポート読み出しコマンド送信 14. c400_rPortW() 

14-R c400_rPortW_Res()          〃       応答受信 

15-C c400_wPortW_Cmd () オプションポート書き込みコマンド送信 15. c400_wPortW() 

15-R c400_wPortW_Res()           〃       応答受信 

16-C c400_rEsc_Cmd () ESC DPRAMデータ読み出しコマンド送信 16. c400_rEsc() 

16-R c400_rEsc_Res()            〃         応答受信 

17-C c400_wEsc_Cmd () ESC DPRAMデータ書き込みコマンド送信 17. c400_wEsc() 

17-R c400_wEsc_Res()           〃         応答受信 

18-C c400_SysErrClr_Cmd () エラークリアコマンド送信 18. c400_SysErrClr() 

18-R c400_SysErrClr_Res()    〃    応答受信 

18-CLR c400_SysErrClr_Release() エラークリアビットリセット（クリアコマンドの後処理） 

19-C c400_SetCoEData_Cmd () CoEオブジェクトへのデータ書き込みコマンド送信 19. c400_SetCoEData() 

19-R c400_SetCoEData_Res()           〃           応答受信 

20-C c400_GetCoEData_Cmd () CoEオブジェクトからのデータ読み出しコマンド送信 20. c400_GetCoEData() 

20-R c400_GetCoEData_Res()           〃            応答受信 

表 2.2-3 多重処理用ドライバ関数一覧 

 

※ 多重処理用ドライバ関数のソースコードはファイル” driverMult .c”に含まれています． 

※ マルチスレッド環境で使用する場合，各コマンドデータ領域に対する排他処理は，アプリケーション側で行って

下さい． 

※ HES-C400 については Ver5.30 より以前のバージョンはコマンド領域が 1 つのみです．(area=0 のみ有効) 
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 多重処理用ドライバ関数の詳細 2.2.5

(7-C) c400_rStsW_Cmd()    ステータス読み出しコマンド送信 

機能 指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域へステータス読み出しコマンドを送信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_rStsW _Cmd ( DWORD hDevID, WORD area, 

 DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    axis   ・・ 読み出しする軸指定［X-U 軸/0-3］ 

呼出例 
DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_rStsW_Cmd ( hDevID, 0, 2, 0 );  // 領域 1 使用, Slave2, X 軸 

 

(7-R) c400_rStsW_Res()    ステータス読み出し応答受信 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域からステータス読み出しコマンドの応答を受信

し，取得したメインステータスおよびサブステータスを指定場所に格納します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_rStsW_Res ( DWORD hDevID, WORD area, 

DWORD slave, WORD* wSts ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    *wSts  ・・ 読出されたデータが格納される場所の先頭アドレス(4Byte の領域が必要) 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 
WORD    sts[2];   // メイン＆サブステータス 

 ret = c400_rStsW_Res ( hDevID, 0, 2, sts );  // 領域 1, Slave2, sts に格納 

備考 
メインステータス／サブステータスについては次項ドライバ関数「c400_rStsW()」詳細説明， 
または「ユーザーズマニュアル＜運用編＞4.2.1～4.2.2 メインステータス／サブステータス」を参照 
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(9-C) c400_wCmdW_Cmd()    動作コマンド書き込みコマンド送信 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域へ動作コマンドの書き込みコマンドを送信し

ます． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_wCmdW_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, 

                         DWORD slave, WORD axis, WORD wCmd ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    axis    ・・ 書き込みする軸指定［X-U 軸/0-3］ 

WORD    wCmd  ・・ コマンドデータ 

呼出例 
DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_wCmdW_Cmd ( hDevID, 2, 0, 2, 0x4a );  // 領域 3 使用, Slave=0, Z 軸, 減速

停止 
備考 

動作コマンドについては次項ドライバ関数「c400_wCmdW()」の備考欄， 
または「ユーザーズマニュアル＜運用編＞4.1.1～5 スタートコマンド他」を参照 

 

(9-R) c400_wCmdW_Res()    動作コマンド書き込み応答受信 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域から動作コマンド書き込みコマンドの応答を

受信します． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_wCmdW_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area  ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave  ・・ スレーブ指定［0- ］ 

呼出例 
DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_wCmdW_Res ( hDevID, 2, 0 );  // 領域 3, Slave=0,  
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(10-C) c400_rReg_Cmd()     レジスタ読み出しコマンド送信 

(11-C) c400_wReg_ Cmd()    レジスタ書き込みコマンド送信 

機能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ,  コマンドデータ領域に， 

読み出し時・・PCL レジスタ読み出しコマンドを送信します． 

書き込み時・・PCL レジスタ書き込みコマンドを送信します． 

VC++ 

書式 

DWORD  c400_rReg_Cmd (DWORD hDevID, WORD area , 
DWORD slave,WORD axis, WORD wCmd ); 

DWORD  c400_wReg_Cmd (DWORD hDevID, WORD area , 
DWORD slave, WORD axis, WORD wCmd, DWORD dwReg ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    axis    ・・ 読み出し／書き込みする軸指定［X-U 軸/0-3］ 

WORD    wCmd  ・・ レジスタ読み出し／書き込みコマンド 

DWORD  dwReg  ・・ レジスタ書き込み：レジスタ書き込みデータ 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_rReg_Cmd ( hDevID, 2, 1, 2, 0xc0 );  // 領域 3 使用, Slave=1, Z 軸, 

// PRMV 読み出し 
 ret = c400_wReg_Cmd ( hDevID, 2, 1, 2, 0x80, 10000 );  // 領域 3 使用, Slave=1, Z 軸 

// PRMV に 10000 書き込み 

備考 
レジスタ読み出し／書き込みコマンドについては次項ドライバ関数「c400_rReg/c400_wReg()」の備考
欄，または「ユーザーズマニュアル＜運用編＞4.1.6 レジスタ制御コマンド」を参照 

 

(10-R) c400_rReg_ Res()    レジスタ読み出し応答受信 

(11-R) c400_wReg_Res()    レジスタ書き込み応答受信 

機能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に送信した， 

読み出し時・・PCL レジスタ読み出しコマンドの応答を受信し，取得したデータを指定場所に格納します． 

書き込み時・・PCL レジスタ書き込みコマンドの応答を受信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_rReg_Res (DWORD hDevID, WORD area, 

 DWORD slave, DWORD *dwReg ); 
DWORD  c400_wReg_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave ); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area    ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD   slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

DWORD*  dwReg  ・・ レジスタ読み出し：レジスタ読み出しデータの格納場所アドレス 

呼出例 

DWORD  ret;         // 関数の戻り値 
DWORD  regstr;      // レジスタのデータ 

 ret = c400_rReg_Res ( hDevID, 2, 1, &regstr );    // 領域 3, Slave=1, regstr に格納 

 ret = c400_wReg_Res ( hDevID, 2, 1 );         // 領域 3, Slave=1 

備考 
レジスタ読み出し／書き込みコマンドについては次項ドライバ関数「c400_rReg/c400_wReg()」の備考
欄，または「ユーザーズマニュアル＜運用編＞4.1.6 レジスタ制御コマンド」を参照 
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(12-C)  c400_rBufDW_Cmd()     入出力バッファ読み出しコマンド送信 

(13-C) c400_wBufDW_ Cmd()    入出力バッファ書き込みコマンド送信 

機 能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に， 

  読み出し時・・PCL 入出力バッファ(4 バイト)読み出しコマンドを送信します． 

  書き込み時・・PCL 入出力バッファ(4 バイト)書き込みコマンドを送信します． 

VC++ 

書 式 
DWORD  c400_rBufDW_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave, WORD axis ); 

DWORD  c400_wBufDW_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, 

DWORD slave, WORD axis, DWORD dwData ); 

引 数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area     ・・使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD   slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD    axis     ・・読み出し／書き込みする軸指定［X-U 軸/0-3］ 

DWORD   dwData  ・・バッファ書き込み：入出力バッファ書き込みデータ 

呼出例 

DWORD   ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_rBufDW_Cmd (hDevID, 0, 1, 0 );          // 領域 1 使用 Slave=1, X 軸 

 ret = c400_wBufDW_Cmd (hDevID, 0, 1, 0, 0x123456);  // 領域 1 使用 Slave=1, X 軸, 
                                         // バッファに 0x123456 を書き込み 

 

(12-R)  c400_rBufDW_ Res()    入出力バッファ読み出し応答受信 

(13-R) c400_wBufDW_Res()    入出力バッファ書き込み応答受信 

機 能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に送信した， 

  読み出し時・・PCL 入出力バッファ(4 バイト)読み出しコマンドの応答を受信し， 

取得したデータを指定場所に格納します． 

  書き込み時・・PCL 入出力バッファ(4 バイト)書き込みコマンドの応答を受信します． 

VC++ 

書 式 
DWORD  c400_rBufDW_Res (DWORD hDevID, WORD area, 

 DWORD slave, DWORD *dwData ); 

DWORD  c400_wBufDW_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave ); 

引 数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area    ・・使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD   slave   ・・スレーブ指定［0- ］ 

DWORD*  dwData ・・バッファ読み出し：読み出しデータの格納場所アドレス 

呼出例 

DWORD   ret;      // 関数の戻り値 
DWORD   ｄwData; 

 ret = c400_rBufDW_Res (hDevID, 0, 1, &dwData );  // 領域 1 使用, Slave=1, dwData に格納 

 ret = c400_wBufDW_Res (hDevID, 0, 1 );          // 領域 1 使用, Slave=1 

 

 

 

  



 

10 
 

 

(14-C) c400_rPortW_Cmd()     オプションポート読み出しコマンド送信 

(15-C) c400_wPortW_Cmd()    オプションポート書き込みコマンド送信 

機 能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に， 

  読み出し・・オプションポート読み出しコマンドを送信します． 

  書き込み・・オプションポート書き込みコマンドを送信します． 

VC++ 

書 式 
DWORD  c400_rPortW_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave, BYTE port); 

DWORD  c400_wPortW_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, 

 DWORD slave, BYTE port, WORD wData); 

引 数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

BYTE     port    ・・ 読み出しオプションポート/書込オプションポート 

WORD    wData  ・・ ポート書き込み：オプションポート書き込みデータ 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_rPortW_Cmd ( hDevID, 0, 2, 0 ); 

 // 領域 1 使用, Slave=2, ﾎﾟｰﾄ 0(ELS 極性)読み出し 

 ret = c400_wPortW_Cmd (hDevID, 0, 2, 0, 0x0001 ); 
  // 領域 1 使用, Slave=2, ﾎﾟｰﾄ 0（ELS 極性） X 軸を A 接設定 

備考 
オプションポート割り付けについては次項ドライバ関数「c400_rPortW/c400_wPortW)」の備考欄， 
または「ユーザーズマニュアル＜ソフトウェア編＞2.4.2 オプションポート／2.4.3 オプションポート詳細」を参照 

 

 

(14-R) c400_rPortW_Res()     オプションポート読み出し応答受信 

(15-R) c400_wPortW_Res()    オプションポート書き込み応答受信 

機 能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に送信した， 

  読み出し・・オプションポート読み出しコマンドの応答を受信し， 

取得したデータを指定場所に格納します． 

  書き込み・・オプションポート書き込みコマンドの応答を受信します． 

VC++ 

書 式 
DWORD  c400_rPortW_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave, WORD *wData); 

DWORD  c400_wPortW_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave); 

引 数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD   slave  ・・ スレーブ指定［0- ］ 

BYTE     port    ・・ 読み出しオプションポート/書込オプションポート 

WORD*   wData  ・・ ポート読み出し：読み出しデータの格納場所アドレス 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 
WORD   wData; 

 ret = c400_rPortW_Res ( hDevID, 0, 2, &wData );  // 領域 1, Slave=2, wData に格納 

 ret = c400_wPortW_Res ( hDevID, 0, 2 )          // 領域 1, Slave=2 

備考 
オプションポート割り付けについては次項ドライバ関数「c400_rPortW/c400_wPortW)」の備考欄， 
または「ユーザーズマニュアル＜ソフトウェア編＞2.4.2 オプションポート／2.4.3 オプションポート詳細」を参照 
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(16-C) c400_ｒEsc_Cmd()    ESC DPRAM データ読み出しコマンド送信 

(17-C) c400_wEsc_Cmd()    ESC DPRAM データ書き込みコマンド送信 

機能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に， 

  読み出し・・ESC DPRAM 読み出しコマンドを送信します． 

  書き込み・・ESC DPRAM 書き込みコマンドを送信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_ｒEsc_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave, WORD adr ); 

DWORD  c400_wEsc_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, 
 DWORD slave, WORD adr, WORD wData ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    adr    ・・ ESC 読み出しオフセットアドレス/書き込みオフセットアドレス 

WORD    wData  ・・ ESC 書き込み：書き込みデータ 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_rEsc_Cmd ( hDevID,0, 0, 0x800 ); 

  // 領域 1 使用, Slave=0, ESC SM0 Phisycal start address を読み出し 

 ret = c400_wEsc_Cmd ( hDevID,0, 0, 0x200, 0x0030 ); 

  // 領域 1 使用, Slave=0, ESC interrupt を ch0,1 に mapping 

 

(16-R) c400_ｒEsc_Res()    ESC DPRAM データ読み出し応答受信 

(17-R) c400_wEsc_Res()    ESC DPRAM データ書き込み応答受信 

機能 

指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に送信した， 

  読み出し・・ESC DPRAM 読み出し． 

取得したデータを指定場所に格納します． 

  書き込み・・ESC DPRAM 書き込みコマンドの応答を受信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_ｒEsc_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave, WORD *wData ); 

DWORD  c400_wEsc_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD*   wData  ・・ 読み出しデータの格納場所アドレス 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

WORD   wData; 

 ret = c400_rEsc_Res ( hDevID, 0, 0, &wData );  // 領域 1, Slave=0, wData に格納 

 ret = c400_wEsc_Res ( hDevID,0, 0 );          // 領域 1, Slave=0 
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(18-C) c400_SysErrClr_Cmd()        エラークリアコマンド送信 

機能 指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域にエラークリアコマンドを送信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_SysErrClr_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, 

 DWORD slave, WORD rsbit ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    rstbit   ・・ クリア場所の指定[1:クリア要求あり ] 

                      Bit0  ・・スレーブエラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit1  ・・コマンドデータ 1 領域(X) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit2  ・・コマンドデータ 2 領域(Y) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit3  ・・コマンドデータ 3 領域(Z) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit4  ・・コマンドデータ 4 領域(U) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit5  ・・Module1 または X 軸のエラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit6  ・・Module2 または Y 軸のエラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit7  ・・Module3 または Z 軸のエラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit8  ・・Module4 または U 軸のエラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit16 ・・スレーブワーニングﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit21 ・・Module1 または X 軸のワーニングﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit22 ・・Module2 または Y 軸のワーニングﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit23 ・・Module3 または Z 軸のワーニングﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit24 ・・Module4 または U 軸のワーニングﾋﾞｯﾄクリア要求 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_SysErrClr_Cmd ( 0, 0, 0x01e101ff));   // 領域 1 使用, Slave=0, 

// 全エラーﾋﾞｯﾄ&ワーニングビットをｸﾘｱ 

 

(18-R) c400_SysErrClr_Res()        エラークリア応答受信 

機能 
指定したCifxボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域に送信したエラークリアコマンドの応答を受信しま

す． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_SysErrClr_Res (DWORD hDevID, WORD area, DWORD slave ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area   ・・ 使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

呼出例 
DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_SysErrClr_Res ( hDevID, 0, 0);   // 領域 1, Slave=0 
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(18-CLR) c400_SysErrClr_Release()        エラークリアビット解除 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブ，コマンドデータ領域のエラーおよびワーニングクリアビットを 0 にリセッ

トします． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_SysErrClr_Cmd (DWORD hDevID, WORD area, 

 DWORD slave, WORD rsbit ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

WORD    area  ・・使用するコマンドデータ領域［領域 1-4/0-3］ 

DWORD  slave  ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD    rstbit  ・・クリア場所の指定[1:ビットリセット要求あり ] 

                      Bit0  ・・スレーブエラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit1  ・・コマンドデータ 1 領域(X) エラークリアビットリセット 

                       Bit2  ・・コマンドデータ 2 領域(Y) エラークリアビットリセット 

                       Bit3  ・・コマンドデータ 3 領域(Z) エラークリアビットリセット 

                       Bit4  ・・コマンドデータ 4 領域(U) エラークリアビットリセット 

                       Bit5  ・・Module1 または X 軸のエラークリアビットリセット 

                       Bit6  ・・Module2 または Y 軸のエラークリアビットリセット 

                       Bit7  ・・Module3 または Z 軸のエラークリアビットリセット 

                       Bit8  ・・Module4 または U 軸のエラークリアビットリセット 

                       Bit16 ・・スレーブワーニングクリアビットリセット 

                       Bit21 ・・Module1 または X 軸のワーニングクリアビットリセット 

                       Bit22 ・・Module2 または Y 軸のワーニングクリアビットリセット 

                       Bit23 ・・Module3 または Z 軸のワーニングクリアビットリセット 

                       Bit24 ・・Module4 または U 軸のワーニングクリアビットリセット 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_SysErrClr_Release ( hDevID, 0, 0, 0x01e101ff));  

  // 領域 1 使用, Slave=0, 全エラー&ワーニングクリアビットリセット 
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(19-C) c400_SetCoeData_Cmd()    CoE オブジェクトへのデータ書き込みコマンド送信 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブのオブジェクトディクショナリに登録されている CoE オブジェクトに

対して．データの書き込みコマンドを送信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_SetCoEData_Cmd( DWORD hDevID , DWORD slave 

                                     , WORD idx, WORD sidx, WORD sz, void* dat); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD   idx      ・・書き込みオブジェクトインデックス番号 

WORD   sidx     ・・書き込みオブジェクトサブインデックス番号 

WORD   sz       ・・書き込みデータｻｲｽﾞ 

Void*   dat       ・・書き込みデータ格納アドレス 

呼出例 

DWORD  ret;              //関数の戻り値 
 dat = 10000; 

 ret = c400_SetCoEData_Cmd( hDevID, 0, 0x4000, 1, 4, &dat );  //RMV に 10000 をセット 

 //Slave=0, Index=0x4000, Sub index=1, data size=4Byte, 

備考 
CoE オブジェクト割り付けについては「ユーザーズマニュアル＜ソフトウェア編＞2.2.2 オブジェクトディクショ
ナリ構成詳細」を参照 

 

(19-R) c400_ SetCoeData _Res()    CoE オブジェクトへのデータ書き込みコマンド応答受信 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブの CoE オブジェクトに対するデータ書き込みコマンドの応答を受

信します． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_ SetCoEData_Res (DWORD hDevID, DWORD* sts ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

DWORD*  sts     ・・応答ステータス(Hilscher API 関数実行の戻り値 0:エラーなし, 

詳細は Hilscher API 関数マニュアル参照) 

呼出例 
DWORD  ret;      // 関数の戻り値 

 ret = c400_SetCoeData_Res ( hDevID, &sts );  // 
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(20-C) c400_GetCoeData_Cmd()    CoE オブジェクトからのデータ読み出しコマンド送信 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブのオブジェクトディクショナリに登録されている CoE オブジェクトか

ら．データの読み出しコマンドを送信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_GetCoEData_Cmd( DWORD hDevID , DWORD slave , 

 WORD idx , WORD sidx); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD   idx      ・・読み出しオブジェクトインデックス番号 

WORD   sidx     ・・読み出しオブジェクトサブインデックス番号 

呼出例 

DWORD  ret;              //関数の戻り値 
  ret = c400_GetCoEData_Cmd( hDevID, 0, 0x4000, 2 );  //RFL からデータ読み出し（要求） 

 //Slave=0, Index=0x4000, Sub index=2, 

備考 
CoE オブジェクト割り付けについては「ユーザーズマニュアル＜ソフトウェア編＞2.2.2 オブジェクトディクショ
ナリ構成詳細」を参照 

 

(20-R) c400_ GetCoeData _Res()    CoE オブジェクトからのデータ読み出しコマンド応答受信 

機能 
指定した Cifx ボードに接続するスレーブの CoE オブジェクトに対するデータ読み出しコマンドの応答を受

信します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_ GetCoEData_Res (DWORD hDevID, WORD idx, WORD sidx, 

 WORD sz, void* dat ); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

WORD   idx      ・・読み出しオブジェクトインデックス番号 

WORD   sidx     ・・読み出しオブジェクトサブインデックス番号 

WORD   sz       ・・書き込みデータｻｲｽﾞ 

Void*   dat       ・・書き込みデータ格納アドレス 

呼出例 

DWORD  ret;      // 関数の戻り値 
DWORD sz; 
WORD dat; 

 ret = c400_GetCoeData_Res ( hDevID, 0x4000, 2, &sz, &dat );  // 
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2.3 ドライバ関数 

Hilscher 社製 Cifx シリーズボードで使用するドライバ関数には下記 20 種類の関数があります． 

このうち，下表グレー網掛けした関数は，Cifx EtherCAT マスタを使用する為に用意した開始，初期化，および終了処理を行

う関数です．  

表 2.3-1 ドライバ関数一覧 

 

HES-C400 Ver5.30以上およびHES-M400には，4つのコマンド領域を持っており，ドライバ関数内では使用する軸やコマン

ド内容によって、以下のように領域を変えて使用します．なお，上記以外のバージョンのHES-C400/M400につきましては，コマ

ンド領域は 1 領域のみですので，これらのような使い分けはありません． 

本ドライバー関数内では，以下のよう自動的に割り当てて使用します． 

・ コマンドデータ領域１ ・・・ X軸およびオプションポート，ESC アクセス用 

・ コマンドデータ領域 2 ・・・ Y 軸アクセス用 

・ コマンドデータ領域 3 ・・・ Z 軸アクセス用 

・ コマンドデータ領域 4 ・・・ U 軸および CoE アクセス用 

 

※ ドライバ関数のソースコードはファイル”driver.c”に含まれています． 

※ ドライバ関数では，コマンドに対する応答があるか，またはエラーの検出があるまで，関数から処理は戻りません． 

※ ドライバ関数内では，スレーブおよびコマンドデータ領域毎にセマフォによる排他を行っています．アプリケーションの構造

や機能によって，排他方法を適切に変更してご使用下さい． 

※ ドライバ関数内では，パフォーマンスカウンタを使って応答のタイムアウトを監視しています． 

 
 
  

No. 関数名 機能 備考 

1 c400_GetEcatDeviceCount EtherCATマスタボード枚数の取得  

2 c400_GetDeviceInfo EtherCATマスタボード情報の取得  

3 c400_OpenDevice マスタボードのオープン  

4 c400_CloseDevice マスタボードクローズ  

5 c400_GetSlaveCount スレーブ数の取得  

6 c400_GetSlaveInfo スレーブ情報の取得  

7 c400_rStsW() メイン/サブステータスの読み出し  

8 c400_rSts() 全軸メイン/サブステータスの読み出し PDO 応答データ－ステータスから読み出し 

9 c400_wCmdW() 動作コマンド書き込み  

10 c400_rReg() レジスタ読み出し  

11 c400_wReg() レジスタ書き込み  

12 c400_rBufDW() 入出力バッファ読み出し  

13 c400_wBufDW () 入出力バッファ書き込み  

14 c400_rPortW() オプションポートの読み出し  

15 c400_wPortW() オプションポートへ書き込み  

16 c400_rEsc() ESC DPRAMからのデータ読み出し ESC=EtherCAT Slave Controller 

17 c400_wEsc() ESC DPRAMへのデータ書き込み  

18 c400_SysErrClr() システムエラークリア  

19 c400_SetCoEData CoEオブジェクトへのデータの書き込み  

20 c400_GetCoEData CoEオブジェクトからのデータの読み出し  
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2.4 ドライバ関数の詳細 

(1) c400_GetEcatDeviceCount()    マスタボード枚数の取得 

機能 EtherCAT マスター Ｃｉｆｘボードの枚数を取得 

VC++ 

書式 DWORD c400_GetEcatDeviceCount( HANDLE hDriver, DWORD* count ) 

引数 
HANDLE hDriver ･･ CIFXドライバーハンドル 

DWORD* count  ･･ 取得したマスターボード枚数の格納エリア 

呼出例 

DWORD  ret;                  //関数の戻り値 

DWORD  count;                //枚数の格納エリア 

 ret = c400_GetEcatDeviceCount(hDriver, &count); 

 

(2) c400_GetDeviceInfo           マスタボード情報の取得 

機能 EtherCAT マスター Cifx ボードのデバイス情報を取得 

VC++ 

書式 
DWORD 400_GetDeviceInfo( HANDLE hDriver,DWORD* count, 
                         ECATMASTER_INFO* MstInfo ) 

引数 

HANDLE  hDriver ･･ CIFXドライバーハンドル 

DWORD* count  ･･ 取得したマスターボード枚数の格納エリア 

ECATMASTER_INFO* info ･･･ 取得したマスターボード情報の格納エリア 

呼出例 

DWORD  ret;                  //関数の戻り値 

DWORD  count;                //枚数の格納エリア 

ECATMASTER_INFO info;           // 取得したマスターボード情報の格納エリア 

 ret = 400_GetDeviceInfo(hDriver, &count, &info); 

 

(3) c400_OpenDevice            マスタボードのオープン 

機能 Ｃｉｆｘボードのオープン 

VC++ 

書式 
DWORD c400_OpenDevice( DWORD BrdID, DWORD ChID, char* fname, DWORD* hDevID, 

                           BYTE* pPdoIn, WORD InSize, BYTE* pPdoOut, WORD OutSize ) 

引数 

DWORD  BrdID  ・・ オープンするCifxマスタボードのBoard ID 

DWORD  ChID   ・・ 使用するChannel番号 

char*    fname  ・・ 選択したボードのコンフィグレーションファイルパス,ファイル名 

DWORD* hDevID  ・・ 取得したボードのデバイスハンドルの格納エリア 

BYTE*   pPdoIn  ・・ PDO入力データの先頭アドレス指定 

WORD   InSize   ・・ PDO入力データのデータサイズ 

BYTE*   pPdoOut ・・ PDO 出力データの先頭アドレス指定 

WORD   OutSize  ・・ PDO出力データのデータサイズ 

呼出例 

DWORD   ret;       //関数の戻り値 

DWORD  hDevID;     //取得したボードのデバイスハンドルの格納エリア 

BYTE     PdoIn[256];   //PDO入力データの先頭アドレス指定 

BYTE     PdoOut[256]; //PDO 出力データの先頭アドレス指定 

 ret = c400_OpenDevice(BrdID, ChID, fname, &hDevID, PdoIn, InSize, PdoOut, OutSize); 
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(4) c400_CloseDevice           マスタボードクローズ 

機能 Ｃｉｆｘボードのクローズ 

VC++ 

書式 DWORD c400_CloseDevice( DWORD hDevID ) 

引数 DWORD hDevID ・・ クローズするボードのデバイスハンドル 

呼出例 
DWORD   ret;       //関数の戻り値 

 ret = c400_OpenClose(hDevID); 

 

(5) c400_c400_GetSlaveCount()     スレーブ数の取得 

機能 Cifx ボードに接続するスレーブ数を取得 

VC++ 

書式 DWORD c400_GetSlaveCount( DWORD hDevID, DWORD* count ) 

引数 
DWORD  hDevID ･･ ボードのデバイスハンドル 

DWORD* count   ･･ 取得したスレーブ数の格納エリア 

呼出例 

DWORD   ret;       //関数の戻り値 

DWORD   count;     //取得したスレーブ数の格納エリア 

 ret = c400_GetSlaveCount(hDevID, &count); 

 

(6) c400_GetSlaveInfo()        スレーブ情報の取得 

機能 Cifx ボードに接続するスレーブのスレーブ情報を取得 

VC++ 

書式 DWORD c400_GetSlaveCount( DWORD hDevID, DWORD* count ) 

引数 

DWORD   hDevID ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD*  count  ･･ 取得するスレーブ情報数および実際に取得した数 

SLAVE_INFORMATION*  SlvInfo ･･･ 取得したスレーブ情報の格納エリア 

呼出例 

DWORD   ret;       //関数の戻り値 

DWORD   count;     //取得するスレーブ情報数および実際に取得した数 

SLAVE_INFORMATION  SlvInfo    //取得したスレーブ情報の格納エリア  

ret = c400_GetSlaveInfo(hDevID, &count, &SlvInfo ); 
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(7) c400_rStsW()        ステータス読み出し 

機能 
Cifx ボードに接続する指定スレーブのメインステータスおよびサブステータスを PCL から読み出し，指定エリ

アに格納します． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_rStsW ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD* wSts ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    axis    ・・ 軸指定［0-3］ 

WORD    *wSts  ・・ 読出されたデータが格納されるエリアの先頭アドレス(4Byte の領域が必要) 

呼出例 

DWORD  ret;               //関数の戻り値 
WORD    sts[2];            //メイン＆サブステータス 

 ret = c400_rStsW(hDevID, 2, 1, &sts[0] );    //Slave2, Ｙ軸 

備考 下記にメインステータス内容を記載 

 

(8) c400_rSts()         全軸ステータス読み出し 

機能 
Cifxボードに接続する全軸（４軸）のメインステータスおよびサブステータスを PDOデータに付加されるステー

タスから取り出し，指定エリアに格納します． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_rSts ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD* wSts ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    *wSts  ・・ 読出されたデータが格納されるエリアの先頭アドレス(16Byte の領域が必要) 

呼出例 

DWORD  ret;              //関数の戻り値 
WORD    sts[8];           //メイン＆サブステータス×4 

 ret = c400_rStsW(hDevID, 2, 1, &sts[0] );    //Slave2, Ｙ軸 

備考 下記にメインステータス内容を記載 

 

《メインステータス》 

ステータスの監視は常に対象となる軸の MSTS に対して行います．MSTS ポートから読み出します． 

スタートコマンドの発行後はMSTSを常にポーリングします．移動終了は b5または b4のみを監視し，これら全てが'0'の場

合は移動中です． 

移動が終了すると，正常終了では b5 が'1'となり，イベントステータスの処理をします．（※１) 

異常終了では b4 が'1'となり，エラーステータスの処理をします． 

 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

SPDF SPRF 0 
SCMPx SSCx 

SINT SERR SEND 0 SRUN SSCM 
5 4 3 2 1 1 0 

ビット 名 称 説  明 運用 

0 SSCM '1'：スタート指令が書込まれた． △ 

2 SRUN '１'：RUN 中 △ 

3 SEND '１'：移動終了状態                                   ※2 ◎ 

4 SERR '１'：エラー報告あり（エラーステータス(REST)読み出しで'０')     ※3 ◎ 

5 SINT '１'：イベント報告あり（イベントステータス(RIST)読み出しで'0')   ※3 ◎ 

6，7 SSCx 実行中または停止中のシーケンス番号（FRMD 設定値) △ 

8～12 SCMPx '１'：CMPx 比較条件成立時（通過時一致では正確に反映されない) △ 

14 SPRF '１'：次動作用プリレジスタが満杯（'0'：書き込み可能) △ 

15 SPDF '１'：CMP5 用プリレジスタが満杯（'0'：書き込み可能) △ 

表 2.4-1 メインステータス構成 

運用欄・・◎：基本的運用，△：アプリで任意運用，×：普通は不使用 
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※1． 正常終了でのイベント報告は”イベントマスク設定：自動停止”［b0：ISEN=1］とします． 

※2． b3(SEND)は状態を示しているビットです．電源投入直後は'0'であり，即（減速）停止指令の実行または一度移動実

行後の終了状態は'1'となります．移動中は'0'を示します． 

通常停止中(='1')か，動作中(='0')かを確認したいときに使用します． 

※3． b4(SERR)，b5(SINT)は CPU への割込要因となります． 

この設定を行う為には，各軸の環境設定 1（RENV1：b29：INTM=0）とボードのオプションポート：ボード割込マスク設

定（BINTM=1）を行います． 

 

《サブステータス》 

b15  b14  b13  b12  b11  b10  b9  b8  b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0  

SDLS SOLS SMEL SPEL SALM SFC SFD SFU 0 0 0 0 0 0 SVRST SVON 

ビット 名 称 説  明 運用 

0 SVO

N 

'1'："SVON"出力中 △ 

1 SVRS

T 

'1'："SVRST"出力中 △ 

8 SFU '1'：加速中 × 

9 SFD '1'：減速中 × 

10 SFC '1'：定速動作中 × 

11 SAL

M 

'1'：SVALM（サーボアラーム信号 ON 中) △ 

12 SPEL '1'：+ELS 検出中 △ 

13 SME

L 

'1'：-ELS 検出中 △ 

14 SOLS '1'：OLS 検出中 △ 

15 SDLS '1'：DLS 検出中 △ 

表 2.4-2 サブステータス構成 

運用欄・・◎：基本的運用，△：アプリで任意運用，×：普通は不使用 

 

   （注）※1． ビット 0（SVON），ビット１（SVRST）はサーボ出力指令のモニタビットです． 

※2． ビット 12(SALM)が'1'の場合，動作方向の ELS 検出中（SPEL,SMEL）の軸に対する動作 

          指令は異常終了となります． 

      ※3． 両方向のＥＬＳが共に検出中（SPEL=SMEL='1'）となる場合は，オプションポートの ELS 

          極性の設定（A接 / B 接)が逆となっている事が考えられます． 
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(9) c400_wCmdW()        動作コマンド書き込み 

機能 Cifx ボードに接続する指定スレーブの指定軸のコマンドバッファへ動作コマンドデータを書き込みます． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_wCmdW ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD wCmd ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave   ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD    axis    ・・ 軸指定［0-3］ 

WORD    wCmd  ・・ コマンドデータ 

呼出例 
DWORD  ret;                    //関数の戻り値 

 ret = c400_wCmdW(hDevID, 0, 2, 0x4a );  //Slave=0, Z 軸減速停止 

備考 以下にコマンド内容を記載 

 

《コマンドデータ》 

（１） コマンドデータの内容 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

0 0 0 0 
コマンド実行軸（SELx) 

コマンドコード(code) 
U Z Y X 

表 2.4-3 コマンドデータ構成 

（２） 実行軸の指定（SELx） 

個々の軸毎にコマンドコードを書込む場合はこの 4 ビットは '0'，2 軸以上に同一コマンドコードを書込む場合 

は，X 軸 (axis=0)に対して，SELx のビットで書込む軸を指定します． 

 

（３） コマンドコード一覧表 

code コマンド内容 code コマンド内容 

05h 非常停止 2Ah 自軸のみ，CSTA 入力と同じ 

06h CSTA 出力（同時スタート) 2Bh 動作用プリレジスタのシフト 

07h CSTP 出力（同時ストップ) 2Ch RCMP5 用プリレジスタのシフト 

10h SVON OFF 40h 直ちに FL 速度へ変更 

18h SVON ON 41h 直ちに FH 速度へ変更 

11h SVRST OFF 42h 減速して FL 速度へ変更 

19h SVRST ON 43h 加速して FH 速度へ変更 

04h ソフトウェアリセット 49h 即停止 

20h カウンタ 1 リセット 4ah 減速停止 

21h カウンタ 2 リセット 50h FL 定速スタート 

22h カウンタ 3 リセット 51h FH 定速スタート 

23h カウンタ 4 リセット 52h FH 定速継続スタート後減速停止 

24h 偏差カウンタクリア信号の出力 53h 高速スタート 

25h 偏差カウンタクリア信号のリセット 54h 残量 FL 定速スタート 

26h 動作用プリレジスタのキャンセル 55h 残量 FH 定速スタート 

27h RCMP5 用プリレジスタのキャンセル 57h 残量高速スタート 

28h 位置決め管理開始（PCS 入力代行)   

29h ラッチ入力代行   

表 2.4-4 コマンド操作コード一覧 
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(10) c400_rReg()        レジスタ読み出し 

(11) c400_wReg()       レジスタ書き込み 

機能 

Cifx ボードに接続する指定スレーブの 

読み出し時・・指定軸の指定 PCL レジスタの内容を読み出し，指定エリアに格納します． 

書き込み時・・指定軸の指定 PCL レジスタへデータを書き込みます． 

VC++ 

書式 

DWORD  c400_rReg ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, 

                                                WORD wCmd, DWORD *dwReg ); 

DWORD  c400_wReg ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, 

                                                WORD wCmd, DWORD dwReg ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave  ・・ スレーブ指定［0- ］ 

WORD   axis    ・・ 軸指定［0-3］ 

WORD   wCmd  ・・ レジスタ読み出し／書き込みコマンド 

DWORD* dwReg  ・・ レジスタ読み出し：読み出しデータの格納エリアアドレス 

DWORD  dwReg ・・ 書込：レジスタ書き込みデータ 

呼出例 

DWORD  ret;           //関数の戻り値 
DWORD  regstr;        //レジスタのデータ 

 ret = c400_rReg(hDevID,1, 0, 0xc0, &regstr );    //Slave=1, X 軸 PRMV 読み出し 

 ret = c400_wReg(hDevID,1, 0, 0x80, 10000 );    //Slave=1, X 軸 PRMV=10000 書き込み 

備考 以下にレジスタ内容を記載 

 

《レジスタ・プリレジスタ：読み出しコマンド・書き込みコマンド》 

Ｎｏ 内容 

レジスタ プリレジスタ 

名称 
コマンド 

名称 
コマンド 

読出 書込 読出 書込 

1 移動量，目標位置 RMV D0h 90h PRMV C0h 80h 

2 ベース速度 RFL D1h 91h PRFL C1h 81h 

3 動作速度 RFH D2h 92h PRFH C2h 82h 

4 加速レート RUR D3h 93h PRUR C3h 83h 

5 減速レート RDR D4h 94h PRDR C4h 84h 

6 速度倍率 RMG D5h 95h 
PRM

G 
C5h 85h 

7 減速点 RDP D6h 96h PRDP C6h 86h 

8 動作モード RMD D7h 97h 
PRM

D 
C7h 87h 

9 円弧補間中心位置 RIP D8h 98h PRIP C8h 88h 

10 加速時 S 字区間 RUS D9h 99h PRUS C9h 89h 

11 減速時 S 字区間 RDS Dah 9Ah PRDS CAh 8Ah 

12 補助速度 RFA DBh 9Bh    

13 環境設定 1 RENV1 DCh 9Ch    

14 環境設定 2 RENV2 DDh 9Dh    

15 環境設定 3 RENV3 DEh 9Eh    

16 環境設定 4 RENV4 DFh 9Fh    

17 環境設定 5 RENV5 E0h A0h    

18 環境設定 6 RENV6 E1h A1h    

19 環境設定 7 RENV7 E2h A2h    

20 カウンタ 1（指令パルス出力) ※1 RCUN1 E3h A3h    

21 カウンタ 2（エンコーダ入力) ※1 RCUN2 E4h A4h    

22 カウンタ 3（偏差カウンタ) RCUN3 E5h A5h    

23 カウンタ 4（汎用カウンタ) RCUN4 E6h A6h    

24 コンパレータ 1 用データ RCMP1 E7h A7h    

25 コンパレータ 2 用データ RCMP2 E8h A8h    

26 コンパレータ 3 用データ RCMP3 E9h A9h    

27 コンパレータ 4 用データ RCMP4 EAh AAh    
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28 コンパレータ 5 用データ RCMP5 EBh ABh 
PRCP

5 
CBh 8Bh 

29 イベントマスク設定 ※3 RIRQ ECh ACh    

30 カウンタ 1 ラッチデータ RLTC1 EDh     

31 カウンタ 2 ラッチデータ RLTC2 EEh     

32 カウンタ 3 ラッチデータ RLTC3 EFh     

33 カウンタ 4 ラッチデータ RLTC4 F0h     

34 拡張ステータス RSTS F1h     

35 エラーステータス ※5 REST F2h B2h ※6   

36 イベントステータス ※4 RIST F3h B3h ※6   

37 位置決めカウンタ RPLS F4h     

38 EZ カウンタ，速度モニタ ※2 RSPD F5h     

39 スローダウンポイント RSDC F6h     

40 円弧補間歩進数 RCI FCh BCh PRCI CCh 8Ch 

41 円弧補間歩進カウンタ RCIC FDh     

42 補間ステータス RIPS FFh     

表 2.4-5 レジスタコ操作マンド一覧 
 

※1． カウンタ 1=指令現在位置，カウンタ 2＝エンコーダ－フィードバック現在位置 

※2． 動作速度のモニタ（下位 16 ビット)・・［速度倍率を乗算して実速度］ 

※3． メインステータス：SINT=1 とするイベントを設定 

※4． 動作終了時のイベント発生内容確認ステータス（メインステータス：SINT=1) 

※5． 動作終了時のエラー終了内容の確認ステータス（メインステータス：SERR=1） 

※6． RENV5 Bit23 を 1 にした場合のステータスクリア．Bit23 が 0 の場合は書き込みコマンドは無効 
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(12) c400_rBufDW()        入出力バッファ読み出し 

(13) c400_wBufDW()       入出力バッファ書き込み 

機 能 
Cifx ボードに接続する指定スレーブの 
  読み出し時・・指定軸入出力バッファ 4 バイトの内容を読み出し，指定エリアに格納します． 
  書き込み時・・指定軸入出力バッファへ 4 バイトデータを書き込みます． 

VC++ 

書 式 
DWORD  c400_rBufDW ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD *dwData); 

DWORD  c400_wBufDW ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD dwData); 

引 数 

DWORD   hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD    slave   ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD     axis     ・・軸指定［0-3］ 

DWORD*   dwData  ・・バッファ読み出し：読み出しデータの格納エリアアドレス 

DWORD    dwData  ・・バッファ書き込み：入出力バッファ書き込みデータ 

呼出例 

DWORD   ret;              //関数の戻り値 
DWORD   ｄwData; 

 ret = c400_rBufDW ( hDevID,1, 0x0, &dwData );  // Slave=1,X 軸入出力バッファ内容を読み出し 

 ret = c400_wBufDW ( hDevID,1, 0x0, 0x123456);  // Slave=1,X 軸入出力バッファ内容に 
                                           0x123456 を書き込み 

備考  

 

(14) c400_rPortW()        オプションポート読み出し 

(15) c400_wPortW()       オプションポート書き込み 

機 能 
Cifx ボードに接続する指定スレーブの， 
  読み出し・・指定オプションポートの内容を読み出し，指定エリアに格納します． 
  書き込み・・指定オプションポートへデータを書き込みます． 

VC++ 

書 式 
DWORD  c400_rPortW ( DWORD hDevID, DWORD slave, BYTE port, WORD *wData); 

DWORD  c400_wPortW ( DWORD hDevID, DWORD slave, BYTE port, WORD wData); 

引 数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

BYTE     port     ・・読み出しオプションポート/書込オプションポート 

WORD*   wData   ・・ポート読み出し：読み出しデータの格納エリアアドレス 

WORD    wData   ・・ポート書き込み：オプションポート書き込みデータ 

呼出例 

DWORD  ret;            //関数の戻り値 
WORD   wData; 

 ret = c400_rPortW ( hDevID,1, 0x0, &wData );      // Slave=1, 各軸 ELS 極性設定を読込 

 ret = c400_wPortW ( hDevID,1, 0x0, 0x0001 )      ;// Slave=1，X 軸のみ A 接に設定 

備考 以下にオプションポートのアドレスとその内容を記載． 

 

 《オプションポート》 

ポート 呼称 読み出し 書き込み 

0h ELL ELS極性切替 ELS極性切替 

2h ELS_Use ELS 使用/不使用切替 ELS 使用/不使用切替 

4h DLS/PCS DLS/PCS入力切替 DLS/PCS入力切替 

6h STA/STP 同時スタート/ストップ設定 同時スタート/ストップ設定 

8h CMP コンパレータ出力設定 コンパレータ出力設定 

Ah DLS/DR JOGスタート設定 JOGスタート設定 

Ch DLS/EMG DLS/EMG入力切替 DLS/EMG入力切替 

Eh 7SEG 7Seg. LED.表示 7Seg. LED.表示 

表 2.4-6 オプションポート割り付け一覧 
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(16) c400_ｒEsc()        ESC DPRAM からのデータ読み出し 

機能 
Cifx ボードに接続する指定スレーブの EtherCAT Slave Controller(ESC) デュアルポート RAMからワード

データを読み出します． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_ｒEsc ( DWORD hDevID, DWORD slave, WORD adr, WORD *wData ); 

引数 

DWORD  hDevID ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave   ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD   adr     ・・ESC 読み出しオフセットアドレス 

WORD*   wData  ・・読み出しデータの格納エリアアドレス 

 

呼出例 

DWORD  ret;              //関数の戻り値 
WORD   wData; 

 ret = c400_rEsc (hDevID, 0, 0x800, &wData );  //Slave=0, ESC SM0 Phisycal start address 

//を読み出し 

 

(17) c400_wEsc()        ESC DPRAM へのデータ書き込み 

機能 
Cifxボードに接続する指定スレーブの EtherCAT Slave Controller(ESC) デュアルポートRAMへワードデ

ータを書き込みます．通常は使用しません． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_wEsc (DWORD hDevID , DWORD slave, WORD adr, WORD wData ); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD   adr      ・・ESC 読み出しオフセットアドレス 

WORD   wData   ・・ESC 書き込みデータ 

 

呼出例 
DWORD  ret;              //関数の戻り値 

 ret = c400_wEsc ( hDevID,0, 0x200, 0x0030 ); //Slave=0, ESC interrupt を ch0,1 に mapping 

 

(18) c400_SysErrClr()        エラークリア 

機能 ifx ボードに接続する指定スレーブのエラーおよびワーニングをクリアし，クリア後にクリアビットをリセットします． 

VC++ 

書式 DWORD  c400_SysErrClr (DWORD hDevID , WORD slave, WORD rsbit ); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD    rstbit    ・・リセット位置指定[1:クリア要求あり ] 

                       Bit0  ・・スレーブエラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit1  ・・コマンドデータ 1 領域(X) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit2  ・・コマンドデータ 2 領域(Y) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit3  ・・コマンドデータ 3 領域(Z) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit4  ・・コマンドデータ 4 領域(U) エラーﾋﾞｯﾄクリア要求 

                       Bit8  ・・スレーブワーニングﾋﾞｯﾄクリア要求 

呼出例 

DWORD  ret;              //関数の戻り値 

 ret = c400_SysErrClr (hDevID,0, 0, 0x011f);   //Slave=0，全エラーﾋﾞｯﾄ&スレーブワーニングビット 

//をｸﾘｱ 
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(19) c400_SetCoEData()        CoE オブジェクトへのデータ書き込み 

機能 
Cifxボードに接続する指定スレーブのオブジェクトディクショナリに登録されているCoEオブジェクトに対して，デ

ータを書き込みます． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_SetCoEData( DWORD hDevID , DWORD slave 

                                        , WORD idx, WORD sidx WORD sz, void* dat); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD   idx      ・・書き込みオブジェクトインデックス番号 

WORD   sidx     ・・書き込みオブジェクトサブインデックス番号 

WORD   sz       ・・書き込みデータｻｲｽﾞ 
Void*   dat       ・・書き込みデータ格納アドレス 

呼出例 

DWORD  ret;              //関数の戻り値 
 dat = 10000; 

 ret = c400_SetCoEData( hDevID, 0, 0x4000, 1, 4, &dat ); 

 //Slave=0, Index=0x4000, Sub index=1, data size=4Byte, 

 

(20) c400_GetCoEData()        CoE オブジェクトからのデータ読み出し 

機能 
Cifx ボードに接続する指定スレーブのオブジェクトディクショナリに登録されている CoE オブジェクトから，データ

を読み出します． 

VC++ 

書式 
DWORD  c400_GetCoEData( DWORD hDevID , DWORD slave 

                                       , WORD idx, WORD sidx WORD* sz, void* dat); 

引数 

DWORD  hDevID  ･･ 取得したボードのデバイスハンドル 

DWORD  slave    ・・スレーブ指定［0- ］ 

WORD   idx      ・・読み出しオブジェクトインデックス番号 

WORD   sidx     ・・読み出しオブジェクトサブインデックス番号 

WORD*  sz       ・・読み出しデータｻｲｽﾞ 

Void*   dat       ・・読み出しデータ格納アドレス 

呼出例 

DWORD  ret;              //関数の戻り値 
 dat = 10000; 

 ret = c400_GetCoEData( hDevID, 0, 0x1018, 1, 4, &dat ); 

           //Slave=0, Index=0x1018, Sub index=1, data size=4Byte, 
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2.5 ライブラリー関数 

ライブラリー関数はドライバー関数を使用して作られています． 

表中で黄色に網掛けされている関数は，アプリケーション作成時に通常は必ず使用する重要な関数です．またライブラリー関

数は，他のマスタで使用する場合にも，ドライバ関数および多重処理用ドライバ関数側を変更する事により，ライブラリー関数

自体は大幅な変更なくご利用頂く事が可能です． 

No. 関数名 機 能 備 考 

1 

デバイス関係 

hc400_DevOpen EtherCAT マスタのオープン Hilscher Cifx 専用 

2 hc400_DevClose EtherCAT マスタのクローズ Hilscher Cifx 専用 

3 hc400_SetInit スレーブの初期化  

4 

モ
ー
シ
ョ
ン
制
御
関
数 

初
期
設
定 

hc400_SetOrgMode 原点復帰モードの設定  

5 hc400_SetEls ELS の設定  

6 hc400_SetOls OLS の設定  

7 hc400_SetSvAlm SVALM の設定  

8 hc400_SetEz エンコーダＺ相の設定  

9 hc400_SetDlsSel DLS/ＰＣＳ入力の選択・設定  

10 hc400_SetInpos ＩＮＰOS の設定  

11 hc400_SetSvCtrCl 偏差カウンタクリア出力の設定  

12 hc400_SetSls ソフトリミットの設定  

13 hc400_SetCmdPulse 指令パルスの出力形式選択  

14 hc400_SetAccProfile 加減速形式の設定  

15 hc400_SetAutoDec 減速開始点の設定方式の自動/手動切り替え  

16 hc400_mSetDls DLS/PCS/±DR/EMG 入力選択，設定  

17 hc400_SetCmpOut STA/STP/コンパレータ出力選択，設定  

18 

状
態
読
み
出
し 

hc400_ReadMainSts メインステータスの読み出し  

19 hc400_ReadErrorSts エラーステータスの読み出し  

20 hc400_ReadEventSts イベントステータスの読み出し  

21 hc400_ReadSubSts サブステータスの読み出し  

22 hc400_ReadExSts 拡張ステータスの読み出し  

23 hc400_ReadSpd 指令速度の読み出し  

24 hc400_ReadCtr カウンタの読み出し  

25 

動
作
設
定 

hc400_SetFLSpd ベース速度の設定  

26 hc400_SetAuxSpd 補助速度の設定  

27 hc400_SetAccRate 加速レートの設定  

28 hc400_SetDecRate 減速レートの設定  

29 hc400_SetMult 速度倍率レジスタ値の設定  

30 hc400_SetEventMask イベントマスクの設定  

31 hc400_SetDecPoint 減速開始点の設定  

32 

運
用
設
定 

hc400_WritOpeMode 動作モードの設定  

33 hc400_WritFHSpd 動作速度の設定  

34 hc400_WritPos 移動量の設定  

35 hc400_WritLine 直線補間の移動量の設定  

36 hc400_WritCircl 円弧補間の移動量の設定  

37 hc400_WritCtr カウンタプリセット  

38 モ
ー
シ
ョ
ン
制
御

関
数 

動
作
制
御
指
令 

hc400_DecStop 減速停止  

39 hc400_QuickStop 即停止  

40 hc400_EmgStop 非常停止  

41 hc400_AccStart 加速スタート  

   次ページへ続く 
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42 hc400_CnstStartFH ＦＨ定速スタート  

43 hc400_CnstStartFL ＦＬ定速スタート  

44 hc400_CnstStartByDec ＦＨ定速スタート後減速停止  

45 hc400_SvOn サーボオン  

46 hc400_SvOff サーボオフ  

47 hc400_SvResetOn サーボリセットオン  

48 hc400_SvResetOff サーボリセットオフ  

49 hc400_PMOn パルスモータ励磁オン  

50 hc400_PMOff パルスモータ励磁オフ  

51 加減速レートの計算 hc400_CalAccRate 加減速レートの計算  

表 2.5-1 ライブラリー関数一覧 
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2.6 ライブラリ関数の詳細 

■ デバイス関係 

(1) hc400_DevOpen()     EtherCAT マスタのオープン 

機能 
Ｃｉｆｘボードのオープンと使用するための準備を行います． 

（事前にボード情報取得が完了している必要があります） 

書式 
DWORD hc400_OpenDevice( DWORD BrdID, DWORD ChID, char* fname, DWORD* hDevID, 
                           BYTE* pPdoIn, WORD InSize, BYTE* pPdoOut, WORD OutSize ); 

引数 

DWORD  BrdID;    /*オープンするCifxマスタボードのBoard ID */ 

DWORD  ChID;     /*使用するChannel番号*/ 

char*     fname;    /*選択したボードのコンフィグレーションファイルパス,ファイル名*/ 

DWORD* hDevID;    /*取得したボードのデバイスハンドルの格納エリア*/ 

BYTE*   pPdoIn;    /*PDO入力データの先頭アドレス指定*/ 

WORD   InSize;    /*PDO入力データのデータサイズ*/ 

BYTE*   pPdoOut;   /*PDO 出力データの先頭アドレス指定*/ 

WORD   OutSize;   /*PDO出力データのデータサイズ*/ 

記述例 

DWORD   ret;        //関数の戻り値 

DWORD  hDevID;      //取得したボードのデバイスハンドルの格納エリア 

BYTE    PdoIn[256];    //PDO入力データの先頭アドレス指定 

BYTE    PdoOut[256];  //PDO 出力データの先頭アドレス指定 

 ret = hc400_OpenDevice(BrdID, ChID, “EtherCAT.xml”, &hDevID, PdoIn, InSize, PdoOut, OutSize); 

  

(2) hc400_DevClose()     EtherCAT マスタのクローズ 

機能 EtherCAT マスタをクローズします．（Cifx ボード API の使用を終了します） 

書式 DWORD  hc400_CloseDevice( DWORD hDevID ); 

引数 DWORD  hDevID;    /*クローズするボードのデバイスハンドル*/ 

記述例 
DWORD ret;    //関数の戻り値 

ret = hc400_DevClose(hDevID ); 

  

(3) hc400_SetInit()       スレーブの初期化 

機能 スレーブ内の PCL レジスタ，オプションポートをデフォルト状態に初期化します． ※1 

書式 DWORD  hc400_SetInit( DWORD hDevID, DWORD slave ); 

引数 
DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;   /*スレーブ指定(0- )*/ 

記述例 

DWORD ret;    //関数の戻り値 

//スレーブ 0 の初期化 

ret = hc400_SetInit(hDevID , 0 ); 

※1 以下は初期化実行後の各レジスタ，オプションポートの状態です．この状態は電源投入直後のスレーブの状態と同じです．

水色網掛け部分は「動かしてみる」初期化処理内で値を設定している項目です． 

 

     ［PCL レジスタ］ 

項目 内容 値 項目 内容 値 

RMV 移動量，目標位置 0 RCUN3 カウンタ 3（偏差カウンタ) 0 

RFL ベース速度 200 RCUN4 カウンタ 4（汎用カウンタ) 0 

RFH 動作速度 2000 RCMP1 コンパレータ 1 用データ 0 

RUR 加速レート 1364 RCMP2 コンパレータ 2 用データ 0 

RDR 減速レート 0 RCMP3 コンパレータ 3 用データ 0 

RMG 速度倍率 299 RCMP4 コンパレータ 4 用データ 0 

     次ページへ続く 
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RDP 減速点 0 RCMP5 コンパレータ 5 用データ 0 

RMD 動作モード 08008000h RIRQ イベントマスク設定 00000001h 

RIP 円弧補間中心位置 0 RLTC1 カウンタ 1 ラッチデータ 0 

RUS 加速時 S 字区間 0 RLTC2 カウンタ 2 ラッチデータ 0 

RDS 減速時 S 字区間 0 RLTC3 カウンタ 3 ラッチデータ 0 

RFA 補助速度 200 RLTC4 カウンタ 4 ラッチデータ 0 

RENV1 環境設定 1 20434004h RSTS 拡張ステータス 0 

RENV2 環境設定 2 0020FD55h REST エラーステータス 0 

RENV3 環境設定 3 00F00002h RIST イベントステータス 0 

RENV4 環境設定 4 0 RPLS 位置決めカウンタ 0 

RENV5 環境設定 5 0 RSPD EZ カウンタ，速度モニタ  0 

RENV6 環境設定 6 0 RSDC スローダウンポイント 0 

RENV7 環境設定 7 0 RCI 円弧補間歩進数 0 

RCUN1 カウンタ 1（指令パルス出力)  0 RCIC 円弧補間歩進カウンタ 0 

RCUN2 カウンタ 2（エンコーダ入力)  0 RIPS 補間ステータス 0 

 

［オプションポート］                             ［汎用出力］ 

項目 内容 値 項目 内容 値 

ELL ELS極性切替 0 SRVON サーボON出力 0 
ELS_Use ELS 使用/不使用切替 0 SVRST サーボリセット出力 0 

DLS/PCS DLS/PCS入力切替 0    

STA/STP 同時スタート/ストップ設定 0    

CMP コンパレータ出力設定 0    

DLS/DR JOGスタート設定 0    

DLS/EMG DLS/EMG入力切替 0    

7SEG 7Seg. LED.表示 0（表示なし）    

表 2.6-1 初期設定値一覧 
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■ 初期設定 

(4) hc400_SetOrgMode()   原点復帰モードの設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の原点復帰方式を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetOrgMode(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD mode ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   mode;   /*原点復帰モード[0-12]*/ 

mode 

原点復帰 

モード番号 
原点復帰動作 

0 OLSoff→on で即停止(加減速動作時は減速停止) 

1 
OLSoff→on で即停止(加減速動作時は減速停止)後，補助速度定速で逆方向へ 

OLSoff まで動作し，その後補助速度で初めの方向へ動作し OLSoff→on で即停止 

2 
定速時は OLSoff→on 後の Z 相カウントアップで即停止 

加減速動作時は OLSoff→on で減速，Z 相カウントアップで即停止 

3 
定速時は OLSoff→on 後の Z 相カウントアップで即停止 

加減速動作時は OLSoff→on で減速，Z 相カウントアップで減速停止 

4 
OLSoff→on で即停止(加減速動作時は減速停止)後に補助速度定速で逆転， 

OLSon→off 後の Z 相カウントアップ時に即停止, 

5 
OLSoff→on で即停止(加減速動作時は減速停止)後に逆転， 

OLSon→off 後の Z 相カウントアップ時に即停止(加減速動作時は減速停止) 

6 ELSon で停止後，補助速度定速で逆転，ELSoffＦで即停止, 

7 ELSon で停止後，補助速度定速で逆転、ELSoff 後の Z 相カウントアップ時に即停止, 

8 
ELSonで停止後に逆転，ELSoff後のZ相カウントアップで即停止 

(加減速動作時は減速停止), 

9 ORGmode0の動作後，機械位置(CTR2)0点復帰, 

10 ORGmode3の動作後，機械位置(CTR2)0点復帰, 

11 ORGmode5の動作後，機械位置(CTR2)0点復帰, 

12 ORGmode8 の動作後，機械位置(CTR2)0 点復帰 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetOrgMode(hDevID , 0, 1, 1 );    //スレーブ 0，Y 軸を指定， 

//ORGmode1 (OLS 検出後抜出し再突入原点完了) 

  

(5) hc400_SetEls()       ELS の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の ELS 入力有効/無効，極性と停止方法を設定します． 

書式 
DWORD  hc400_SetEls(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, 

                                WORD pdis, WORD mdis, WORD pol, WORD stop ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis      /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   pdis;     /*+ELS[0:有効, 1:無効]*/ 

WORD   mdis;    /*-ELS[0:有効, 1:無効]*/ 

WORD   pol;      /*極性[0:B 接, 1:A 接]*/ ※極性 A 接で±ELS のいずれかが無効な状態には 

/* 設定できません*/ 

WORD   stop;     /*停止方法［0:即停止, 1:減速停止］*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetEls(hDevID , 0, 1, 1, 0 );    //スレーブ 0，Y 軸を指定，A 接，即停止 
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(6) hc400_SetOls()       OLS の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸のＯＬＳ入力極性と停止方法を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetOls(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD pol); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;   /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;    /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   pol;     /*極性[0:B 接, 1:A 接]*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetOls(hDevID , 0, 1, 1 );     //スレーブ 0，Y 軸を指定，A 接 

  

(7) hc400_SetSvAlm()     SVALM の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の SVALM 入力極性と停止方法を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetSvAlm(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD pol, WORD stop ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;   /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;    /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   pol;     /*極性[0:B 接, 1:A 接]*/ 

WORD   stop;    /*停止方法［0:即停止, 1:減速停止］*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetSvAlm(hDevID , 0, 1, 1, 0 );  //スレーブ 0，Y 軸を指定，A 接，即停止 

  

(8) hc400_SetEz()        エンコーダ Z 相の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸のエンコーダ Z 相使用時の検出回数と入力極性を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetEz(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD count, WORD pol ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;   /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   count;   /*原点復帰時の Z 相回数[0:1 回目, ～15:16 回目]*/ 

WORD   pol;     /*極性[0:立下がりエッジ, 1:立ち上がりエッジ]*/ 

記述例 
DWORD ret; //関数の戻り値 

ret = hc400_SetEz(hDevID , 0, 1, 2, 1 ); //スレーブ 0，Y 軸を指定，3 回目，A 接 
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(9) hc400_SetDlsSel()      DLS/PCS 入力の選択・設定 

機能 
指定されたスレーブ，軸のDLS/PCS入力選択及びその極性選択，DLS入力選択時の動作を設定します．なお，こ

の関数を使用した場合，±DR および EMG 入力の設定は”使用しない”に書き換えられます 

書式 
DWORD  hc400_SetDlsSel(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD enable, 

                                             WORD pol, WORD motion, WORD latch ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   enable;   /*DLS/PCS 入力の切替［0:DLS, 1:PCS, 2:両方不使用］*/ 

WORD   pol;      /*入力極性［0:B 接, 1:A 接］*/ 

WORD   motion;   /*DLS 入力時の動作［0:減速のみ, 1:減速停止］*/ 

WORD   latch;     /*DLS 入力時のラッチ［0:ラッチしない, 1:ラッチする］*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetDlsSel(hDevID , 0,1,0,1,0,0 );    //スレーブ 0，Y 軸,DLS 使用,A 接,減速のみ,ラッチしない 

  

(10) hc400_SetInpos()   INPOS の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の INPOS 使用可否と入力極性を設定します． 

書式 
DWORD  hc400_SetInpos(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, 

                                      WORD enable, WORD pol ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   enable;   /*使用/不使用[0:不使用, 1:使用]*/ 

WORD   pol;      /*極性[0:B 接, 1:A 接]*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetInpos(hDevID , 0, 1, 1, 1 );  //スレーブ 0，Ｙ軸を指定， INPOS 制御

ON，A 接 

  

(11) hc400_SetSvCtrCl()   偏差カウンタクリア出力の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の偏差カウンタクリア出力を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetSvCtrCl(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD enable ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   enable;   /*0:不使用, 1:原点完了時, 2:異常停止時, 3:原点完了及び異常停止時*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetSvCtrCl(hDevID , 0, 1, 1 );  //スレーブ 0，Y軸を指定，原点完了時出力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

  

(12) hc400_SetSls()       ソフトリミットの設定 

機能 指定されたスレーブ，軸のソフトリミット使用可否と停止方法を設定します． 

書式 
DWORD  hc400_SetSls(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, long psls, long msls, 

                                                         WORD enable, WORD stop ) 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

long      psls;      /*＋ＳＬＳ［パルス数］*/ 

long      msls;     /*－ＳＬＳ［パルス数］*/ 

WORD   enable;    /*ソフトリミットの使用［0:不使用,1:使用］*/ 

WORD   stop;      /*停止方法［0:即停止,1:減速停止］*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

//スレーブ 0，Y 軸, +SLS = 100000, -SLS = -50000, ソフトリミット使用, 即停止 

ret = hc400_SetSls(hDevID , 0, 1, 100000, -50000, 1, 0 ); 

備考 

1.ソフトリミット使用時は+SLS は必ず－SLS より大きくして下さい． 

2.ソフトリミット不使用時は msls = psls = enable = 0 とします． 

3.スタートコマンド書込み時に SLS が ON 状態の場合，SLS が ON になる方向へはスタートはできません(動きませ

ん)．逆方向へはスタートできます． 

  

(13) hc400_SetCmdPulse()   指令パルスの出力形式の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の偏差カウンタクリア出力を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetCmdPulse(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, short cmdpls ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   cmdpls;    /*指令パルスの出力形式[0:個別指令, 1:共通指令]*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetCmdPulse(hDevID , 0, 0, 1 ); //スレーブ 0，X 軸を指定，共通指令方式 

  

(14) hc400_SetAccProfile()   加減速形式の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の加減速形式を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetAccProfile(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD accpro ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   accpro;    /*加減速形式［0:直線, 1:S 字］*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SetAccProfile(hDevID , 0, 1, 1 ); //スレーブ 0，Y 軸を指定，S 字加減速に設定 
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(15) hc400_SetAutoDec()     減速開始点の設定方式の自動/手動切替 

機能 指定されたスレーブ，軸の減速開始点の設定方式を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetAutoDec(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD para ); 

引数 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   para;      /*減速開始点の設定方式［0:自動設定, 1:マニュアル設定］*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

//スレーブ 0，Y 軸の減速開始点の設定を手動計算設定 

ret = hc400_SetAutoDec(hDevID , 0, 1, 1 ); 

  

(16) hc400_mSetDls()   DLS マルチピン機能選択・設定 

機能 
指定されたスレーブ，軸のDLS/±DR/EMG機能の選択およびDR選択時に使用するDLS入力信号の設定を行い

ます． 

書式 
DWORD  hc400_mSetDls (DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, 

 WORD func, WORD dｌｓsel ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   func;      /*機能選択(0:DLS 1:+DR 2:-DR 3:EMG)*/ 

WORD   dlssel;     /*DLS 選択(0:変更しない 1:XDLS 切替 2:YDLS 切替 

 3:ZDLS 切替 4:UDLS 切替):)*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

//スレーブ 0，Y 軸を指定，ピン設定は DLS，DR ではないので変更なし 

ret = hc400_mSetDls(hDevID , 0, 1, 1, 0 ); 

備考 

 

JOGで使用するDR信号は，任意軸のDLS信号を割り当てて使用しますが，その割り当ては一組のDR信号（+/-）

のみ行う事が可能です．割り当てがされた DR 信号（+DR および-DR）は，それぞれ任意の 1 軸で使用する事ができ

ます．なお 1 つの DR 信号を複数の軸に割り当てることはできません．また+DR および-DR に割り付ける入力信号に

同一軸の DLS を使用することはできません． 

本関数で機能選択を+DR, -DR, EMG とした場合，DLS 信号極性は強制的に B 接に切り替えられます．これらは

B 接設定のまま使用しないと正常に動作しません 

  

(17) hc400_SetCmp()   STA/STP/コンパレータ出力設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の STA/STP 使用設定およびコンパレータ出力の選択を行います．． 

書式 
DWORD  hc400_SetCmp (DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, 

 WORD stause, WORD stpuse, WORD cmpout ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   stause;    /*STA 使用(0:使用しない 1:使用する)*/ 

WORD   stpuse;    /*STP 使用(0:使用しない 1:使用する)*/ 

WORD   cmpout;   /*コンパレータ出力選択 

(0:CMP3  1:CMP4  2:CMP5  3:CMP3+CMP4+CMP5)*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

 //スレーブ 0，Y 軸を指定，STA 使用，STP 不使用，CMP5 使用 

ret = hc400_mSetCmp(hDevID , 0, 1, 1, 0, 2 ); 
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■ 状態読み出し 

(18) hc400_ReadMainSts()   メインステータスの読み出し 

機能 指定されたスレーブ，軸のメインステータスを読み出し,指定したエリアに格納します． 

書式 DWORD  hc400_ReadMainSts(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD* msts ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;       /*軸指定(0-3)*/ 

WORD*  msts;       /*読出されたデータが格納されるエリアのアドレス*/ 

msts 

ビット 名称 説明 

0 SSCM '1' スタート指令が書込まれた． 

1 SRUN '1':RUN 中 

3 SEND '1':停止状態(*2) 

4 SERR '1':エラー報告あり(エラーステータス(REST)読出しで'0')  

5 SINT '1':イベント報告あり(イベントステータス(RIST)読出しで'0') 

7,6 SSCx 実行中または停止中のシーケンス番号(PRMD.b17,16 設定値) 

12-8 SCMPx '1':CMP5-1 比較条件成立時 

13 SEOR ‘1’:位置のオーバライド失敗時(本ステータス読出しで’0’) 

14 SPRF '1':次動作用プリレジスタが満杯('0':書込可能) 

15 SPDF '1':CMP5 用プリレジスタが満杯('0':書込可能) 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

WORD  msts; //メインステータス 

ret = hc400_ReadMainSts(hDevID , 0, 1, &msts ); //スレーブ 0，Y 軸を指定 

備考 

*1. 正常終了でのイベント報告は”イベントマスク設定:自動停止”［RIRQ.b0:ISEN=1］とします． 

*2. b3(SEND)は状態を示しているビットです． 

電源投入直後は '0' であり，即(減速)停止指令の実行または一度移動実行後の終了状態は'1'となります．移

動中は '0 'を示します．通常停止中(= '1' )か，動作中(= '0')かを確認したいときに使用します． 

*3. b13(SEOR)は HPCI-CPD574N，HPCI-CPD578N，HPCIe-CPD674N のみ対応しています． 
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(19) hc400_ReadErrorSts()   エラーステータスの読み出し 

機能 指定されたスレーブ，軸のエラーステータスを読み出し,指定したエリアに格納します． 

書式 DWORD  hc400_ReadErrorSts(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD* ests ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD*  ests;      /*読出されたデータが格納されるエリアのアドレス*/ 

ests 

ビット 名称 説明 

0 ESC1 ESC1,1:CMP1 条件成立で停止 (+SLS) 

1 ESC2 ESC2,1:CMP2 条件成立で停止 (-SLS) 

2 ESC3 ESC3,1:CMP3 条件成立で停止 

3 ESC4 1:CMP4 条件成立で停止 

4 ESC5 1:CMP5 条件成立で停止 

5 ESPL 1:+ELS 検出で停止 

6 ESML 1:-ELS 検出で停止 

7 ESAL 1:SVALM 検出で停止 

8 ESSP 1:STPon による停止 

9 ESEM 1:EMGon による停止 

10 ESSD 1:DLS 検出による停止 

12 ESDT 1: 動作データが不正で停止(注意 1) 

13 ESIP 1: 補間動作中に補間他軸の停止による停止 

14 ESPO 1:パルサ入力バッファオーバーフローによる停止 

15 ESAO 1:補間データのレンジオーバによる停止 

16 ESEE 1:エンコーダ信号エラー(停止しない) 

17 ESPE 1:パルサ入力信号エラー(停止しない) 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

DWORD rest; //エラーステータス 

ret = hc400_ReadErrorSts(hDevID , 0, 1, &rest ); //スレーブ 0，Y 軸を指定 

備考 

以下の場合に ESDT=1 になります． 

 1 軸だけ直線補間 1 モード(MOD=60h,61h,68h,69h)にしてスタートコマンドを書き込んだ時． 

 1 軸だけ円弧補間モード(MOD=64h,65h,66h,67h,6Ch,6Dh)にしてスタートコマンドを書き込んだ時． 

 円弧補間モードで RIP 設定(円弧中心座標)を(0,0)にしてスタートコマンドを書き込んだ時． 

 3 軸または 4 軸を円弧補間モードにしてスタートコマンドを書き込んだ時． 

 直線補間 2 モード(MOD=62h,63h,6Ah,6Bh)，RIP=0 の状態でスタートコマンドを書き込んだ時． 

 U 軸同期の円弧補間モード(MOD=66h,67h)でスタートコマンドを書き込んだ時にＵ軸が動作しない時． 

または円弧補間動作中に U 軸が動作完了になった時． 
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(20) hc400_ReadEventSts()   イベントステータスの読み出し 

機能 指定されたスレーブ，軸のイベントステータスを読み出し,指定したエリアに格納します． 

書式 DWORD  hc400_ReadEventSts(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD* ists ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD*  ists;      /*読出されたデータが格納されるエリアのアドレス*/ 

ists 

ビット 名称 説明 

0 IREN 1:動作完了報告 

1 IRN 1:次動作継続スタート報告 

2 IRNM 1:動作用プリレジスタ書込み可能報告 

3 IRND 1:CMP5 用プリレジスタ書込み可能報告 

4 IRUS 1:加速開始報告 

5 IRUE 1:加速終了報告 

6 IRDS 1:減速開始報告 

7 IRDE 1:減速終了報告 

8 IRC1 1:CMP1 比較条件成立報告(+SLS) 

9 IRC2 1:CMP2 比較条件成立報告(-SLS) 

10 IRC3 1:CMP3 比較条件成立報告(脱調検出用途) 

11 IRC4 1:CMP4 比較条件成立報告 

12 IRC5 1:CMP5 比較条件成立報告 

15 IROL 1:OLSon によるカウンタ値ラッチ報告 

16 IRSD 1:DLS 信号 OFF→ON 報告 

17 IRPD 1:+DR 信号 OFF→ON 報告 

18 IRMD 1:-DR 信号 OFF→ON 報告 

19 IRSA 1:STA 信号 OFF→ON 報告 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

DWORD rist;  //サブステータス 

ret = hc400_ReadEventSts( 0, 1, &rist ); //スレーブ 0，Y 軸を指定 
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(21) hc400_ReadSubSts()   サブステータスの読み出し 

機能 指定されたスレーブ，軸のサブステータスを読み出し,指定したエリアに格納します． 

書式 DWORD  hc400_ReadSubSts(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis axis, WORD* ssts ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD*   ssts;      /*読出されたデータが格納されるエリアのアドレス*/ 

ssts 

ビット 名称 説明 

0 SVON '1':"SVON"出力中 

1 SVRS '1':"SVRST"出力中 

8 SFU '1':加速中 

9 SFD '1':減速中 

10 SFC '1':定速動作中 

11 SALM '1':SVALM(サーボアラーム信号 ON 中) 

12 SPEL '1':+ELS 検出中 

13 SMEL '1':-ELS 検出中 

14 SOLS '1':OLS 検出中 

15 SDLS '1':DLS 検出中 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

WORD  ssts; //サブステータス 

ret = hc400_ReadSubSts(hDevID , 0, 1, &ssts ); //スレーブ 0，Y 軸を指定 
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(22) hc400_ReadExSts()    拡張ステータスの読み出し 

機能 指定されたスレーブ，軸の拡張ステータスを読み出し,指定したエリアに格納します． 

書式 DWORD  hc400_ReadExSts(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis axis, DWORD* exsts ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD*  exsts;    /*読出されたデータが格納されるエリアのアドレス*/ 

exsts 

ビット 名称 説明 

3-0 CND3-0 

動作状態 

0000:停止中 

0001:DR 入力待ち 

0010:STA 入力待ち 

0011:条件付きスタート待ち状態 

0100:他軸の停止待ち 

0101:SVCTRCL タイマ完了待ち 

0110:方向変化タイマ完了待ち  

0111:バックラッシュ/スリップ補正中 

1000:パルサ入力待ち 

1001:FA 定速動作中 

1010:FL 定速動作中 

1011:加速中 

1100:FH 定速動作中 

1101:減速中 

1110:INPOSon 待ち 

1111:その他 

4 SDIR 動作方向  0:＋方向，1:－方向 

5 SSTA 1:同時スタート信号(STA) on 

6 SSTP 1:同時停止信号(STP) on 

7 SEMG 1:EMGon 

8 SPCS 1:PCSon 

9 SERC 1:サーボ偏差カウンタ･クリア信号 on 

10 SEZ 1:エンコーダＺ相信号 on 

11 SDRP 1:＋DRon 

12 SDRM 1:－DRon 

15 SDIN 1:DLSon 

16 SINP 1:INPOSon 

19,18 PFC1,0 

RCMP5 用プリレジスタの使用状態 

00:未確定 

01:レジスタ確定 

10: 1st レジスタ確定， 

11: 2nd レジスタ確定(レジスタフル) 

21,20 PFM1,0 

動作用プリレジスタの使用状態 

00:未確定 

01:レジスタ確定 

10: 1st レジスタ確定， 

11: 2nd レジスタ確定(レジスタフル) 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

DWORD rsts; //拡張ステータス 

ret = hc400_ReadExSts(hDevID , 0, 1, &rsts ); //スレーブ 0，Y 軸を指定 
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(23) hc400_ReadSpd()      指令速度の読み出し 

機能 指定されたスレーブ，軸の速度データを読み出し,指定したエリアに格納します． 

書式 DWORD  hc400_ReadSpd(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis axis, WORD* spd ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD*   spd;      /*読出されたデータが格納されるエリアのアドレス*/ 

記述例 

DWORD ret;   //関数の戻り値 

WORD  speed;  //速度 

ret = hc400_ReadSpd(hDevID , 0, 0, &speed );  //スレーブ 0，Ｘ軸を指定，格納先 

  

(24) hc400_ReadCtr()       カウンタの読み出し 

機能 指定されたスレーブ，軸のカウンタ値を読み出し,指定したエリアに格納します． 

書式 DWORD  hc400_ReadCtr(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD selctr, long* count ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD*   selctr;     /*カウンタ選択[1:カウンタ 1, 2:カウンタ 2, 3:カウンタ 3, 4:カウンタ 4]*/ 

long*     count;     /*読出されたデータが格納されるエリアのアドレス*/ 

記述例 

DWORD  ret;  //関数の戻り値 

long   ctr1; //カウンタ 1(指令パルス出力)の値 

//スレーブ 0，X 軸を指定，カウンタ 1 を指定，格納先 

ret = hc400_ReadCtr(hDevID , 0, 0, 1, &ctr1 ); 

備考 

入力ソース 

 カウンタ 1・・指令パルス出力 
 カウンタ 2・・エンコーダ入力 
 カウンタ 3・・偏差カウンタ(脱調検出用) 

 カウンタ 4・・汎用カウンタ(指令パルス，エンコーダ入力等) 
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■ 動作設定 

(25) hc400_SetFLSpd()     ベース速度の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸のベース速度を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetFLSpd(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD spd ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD  spd;       /*ベース速度(FL)データ*/ 

記述例 
DWORD  ret; //関数の戻り値 

ret = hc400_SetFLSpd(hDevID , 0, 1, 500 ); //スレーブ 0，Y 軸を指定，RFL=500 

備  考 ベース速度・・加減速動作時の立ち上がりの速度(本速度から加速，本速度まで減速して停止) 

  

(26) hc400_SetAuxSpd()     補助速度の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の補助速度を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetAuxSpd(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD spd ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD  spd;       /*補助速度(FA)データ*/ 

記述例 
DWORD  ret; //関数の戻り値 

ret = hc400_SetAuxSpd(hDevID , 0, 1, 500 ); //スレーブ 0，Y 軸を指定，RＦA=500 

備  考 補助速度・・一部の原点復帰において，原点突入速度等に使用されます． 

  

(27) hc400_SetAccRate()     加速レートの設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の加速レートを設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetAccRate(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD rate ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD  rate;      /*加速レート[1～65535]*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

DWORD rur;  //RUR 

// RUR 計算 RFH=5000, RFL=500, 加速時間=100msec( 直線加速時) 

ret = hc400_CalAccRate( &rur, 100, 5000, 500, 0, 0 ); 

//スレーブ 0，Y 軸に設定 

ret = hc400_SetAccRate(hDevID , 0, 1, rur ); 

備  考 

加速レート(RUR)と加速時間の関係 

RFH:動作速度レジスタ 

RFL:ベース速度レジスタ 

RUR:加速レートレジスタ 

 

(1) 直線加速 

 

 

(2) 直線部分のない S 字加速 

 

 

19,660,800

41)(RURRFL)-(RFH
[sec]


加速時間

19,660,800

81)(RURRFL)-(RFH
[sec]


加速時間
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(28) hc400_SetDecRate()     減速レートの設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の減速レートを設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetDecRate(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD rate ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD  rate;      /*減速レート[1～65535]*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

DWORD rdr;  //RDR 

// RDR 計算 RFH=5000, RFL=500, 減速時間=200msec( 直線加速時) 

ret = hc400_CalAccRate( &rdr, 200, 5000, 500, 0, 0 ); 

//スレーブ 0，Y 軸に設定 

ret = hc400_SetDecRate(hDevID , 0, 1, rdr ); 

備  考 

減速レート(RDR)と減速時間の関係 

RFH:動作速度レジスタ 

RFL:ベース速度レジスタ 

RDR:減速レートレジスタ 

 

(1) 直線減速 

 

 

 

(2) 直線部分のない S 字減速 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,660,800

41)(RDRRFL)-(RFH
[sec]


加速時間

19,660,800

81)(RDRRFL)-(RFH
[sec]


加速時間
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(29) hc400_SetMult()         速度倍率レジスタ値の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の速度の速度倍率(RMG)を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetMult(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD rmg ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD  rmg;      /*倍率設定値[2～4095]*/ 

rmg 

設定値（HEX） 速度倍率 出力速度範囲(pps) 

2999 （0BB7h) 0.1 0.1 ～   6553.5 

1499 （05DBh） 0.2 0.2 ～  13107 

599  （0257h） 0.5 0.5 ～  32767.5 

299  （012bh） 1 1   ～  65535 

149  （0095h） 2 2   ～  131070 

59   （003Bh） 5 5   ～  327675 

29   （001Dh） 10 10   ～  655350 

14   （000Eh） 20 20   ～ 1310700 

11   （000Bh） 25 25   ～ 1638375 

9    （0009h） 30 30   ～ 1966050 

5    （0005h） 50 50   ～ 3276750 

4    （0004h） 60 60   ～ 3932100 

3    （0003h） 75 75   ～ 4915125 

2    （0002h） 100 100   ～ 6553500 

記述例 
DWORD  ret; //関数の戻り値 

ret = hc400_SetMult(hDevID , 0, 1, 299 );  //スレーブ 0，Y 軸を指定，速度倍率 1 倍 
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(30) hc400_SetEventMask()   イベントマスクの設定 

機能 指定されたスレーブ，軸のイベントマスクを設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetEventMask(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD mask ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD  mask;     /*イベントマスクデータ*/ 

mask 

マスクデータ 

（それぞれの OR） 
説明 

00001h 正常停止時 

00002h 動作継続スタート時 

00004h 動作用プリレジスタフルから空きができた時 

00008h コンパレータ 5 用プリレジスタフルから空きができた時 

00010h 加速開始時 

00020h 加速終了時 

00040h 減速開始時 

00080h 減速終了時 

00100h コンパレータ 1 条件成立時 

00200h コンパレータ 2 条件成立時 

00400h コンパレータ 3 条件成立時 

00800h コンパレータ 4 条件成立時 

01000h コンパレータ 5 条件成立時 

02000h CLR 入力によるカウント値のクリア時 

04000h LATCH 入力によるカウント値のラッチ時 

08000h OLS 入力によるカウント値のラッチ時 

10000h DLS 入力 ONＮ時 

20000h ±DR 入力変化時 

40000h CSTA 信号入力 ON 時 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

//スレーブ 0，Y 軸，正常停止,コンパレータ 5 条件成立時にイベント報告 

ret = hc400_SetEventMask(hDevID , 0, 1, 0x1001 ); 
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(31) hc400_SetDecPoint()   減速開始点の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の減速開始点を手動設定とした時の減速開始点を設定します． 

書式 DWORD  hc400_SetDecPoint(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, long dstnc ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

long      distnc;     /*減速開始点（残り移動量）*/ 

記述例 
DWORD  ret; //関数の戻り値 

ret = hc400_SetDecPoint(hDevID , 0, 1, 300 );  //スレーブ 0，Y 軸を指定，減速開始点 

備  考 

残移動量が減速開始点以下になると減速を開始します． 

 

[ 減速開始点計算自動時 ] 

自動で計算された減速開始点に対するオフセット値(単位：pulse)となります． 

＋の値を設定すると減速が早めに開始され，減速後ベース速度で動作します． 

－の値を設定すると減速が遅めに開始され，ベース速度に到達する前に動作完了となります． 

0 を設定すると通常の動作になります． 

 

[ 減速開始点計算手動時 ] 

残移動量が設定した値(pulse)以下になると減速を開始します． 

この場合に設定する値は次式の様になります．(ベース速度到達時に動作完了になる値) 

 

(1) 直線減速 

 

 

 

(2) 直線部分のない S 字減速 

 

 

 

 

 

 

768321

122

,)RMG(

)RDR()RFLRFH(
][




ﾊﾟﾙｽ最適値

768321

122

,)RMG(

2)RDR()RFLRFH(
][




ﾊﾟﾙｽ最適値
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■ 運用設定 

(32) hc400_WritOpeMode()   動作モードの設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の動作モードを設定します． 

書式 DWORD  hc400_WritOpeMode(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, WORD mode ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

WORD   mode;    /*動作モード*/ 

mode 

モード 説明 モード 説明 

00h コマンド制御による＋方向連続送り 08h コマンド制御による－方向連続送り 

01h パルサ入力による連続送り 02h ±DR 入力による連続送り 

10h ＋方向原点復帰動作 18h －方向原点復帰動作 

12h ＋方向原点抜け出し動作  1ah －方向原点抜け出し動作 

15h ＋方向原点サーチ動作 1dh －方向原点サーチ動作 

20h ＋ELS 又は＋SLS 位置まで動作 28h －ELS 又は-SLS 位置まで動作 

22h ＋ELS 又は+SLS 抜け出し動作 2ah －ELS 又は-SLS 抜け出し動作 

24h ＋方向に Z 相カウント動作 2ch －方向に Z 相カウント動作 

41h 位置決め動作 42h PCS 位置決め動作(ライブラリ関数のみ) 

44h 指令位置０点復帰動作 45h 機械位置０点復帰動作 

46h ＋方向 1 パルス動作 4eh －方向 1 パルス動作 

47h タイマ動作 51h パルサ入力による位置決め動作 

54h パルサ入力指令位置 0 点復帰動 55h パルサ入力機械位置 0 点復帰動作 

56h ±DR 入力による位置決め動作   

60h 連続直線補間動作 61h 直線補間動作 

64h CW 方向円弧補間動作 65h CCW 方向円弧補間動作 

記述例 
DWORD ret;   //関数の戻り値 

ret = hc400_WritOpeMode(hDevID , 0, 1, 0x41 ); //スレーブ 0，Y 軸を指定，位置決め動作 

  

(33) hc400_WritFHSpd()   動作速度の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の動作速度を設定します． 

書式 DWORD  hc400_WritFHSpd(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, DWORD spd ); 

引数 

DWORD  hDevID;  /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;   /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定(0-3)*/ 

DWORD  rmg;     /*FH（動作速度）レジスタ値*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_WritFHSpd(hDevID , 0, 1, 5000 ); //スレーブ 0，Y 軸を指定，RFH=5000 

 

 

 

 

」」 
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(34) hc400_WritPos()   位置決め移動量の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の位置決め移動量を設定します． 

書式 DWORD  hc400_WritPos(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, long dstnc ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

long      distnc;    /*移動量*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_WritPos(hDevID , 0, 1, 15000 );  //スレーブ 0，Y 軸を指定，+方向 15000pulse 

  

(35) hc400_WritLine()   直線補間の移動量の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の直線補間の移動量を設定します． 

書式 DWORD  hc400_WritLine(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, long dstnc ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

long      distnc;    /*移動量*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

//スレーブ 0，補間代表軸：X 軸を指定，－方向 30000pulse 

ret = hc400_WritLine(hDevID , 0, 0, -30000 ); 

//スレーブ 0，従軸：Y 軸を指定，－方向 15000pulse 

ret = hc400_WritLine(hDevID , 0, 1, -15000 ); 

  

(36) hc400_WritCircl()   円弧補間の移動量の設定 

機能 指定されたスレーブ，軸の円弧補間のデータを設定します． 

書式 
DWORD  hc400_WritCircl(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, long dstnc1, long dstnc2, 

                                                      long center1, long center2 ) 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*円弧補間軸指定( 0:XY 軸, 1:XZ 軸, 2:XU 軸, 3:YZ 軸, 4:YU 軸, 5:ZU 軸)*/ 

long      distnc1;   /*終点位置１*/ 

long      distnc2;   /*終点位置２*/ 

long      center1;   /*中心位置１*/ 

long      center2;   /*中心位置２*/ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

//スレーブ 0，XY 軸円弧(半径 1000pulse の真円) 

//終点(X,Y)=(0,0),中心(X,Y)=(1000,0) 

ret = hc400_WritCircl(hDevID , 0, 0, 0, 0, 1000, 0 ); 
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(37) hc400_WritCtr()   カウンタプリセット 

機能 指定されたスレーブ，軸のカウンタをプリセットします． 

書式 
DWORD  hc400_WritCtr(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis, 

                                        long preset, WORD selctr ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;     /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;      /*軸指定(0-3)*/ 

long      preset;    /*プリセット値*/ 

WORD   selctr;     /*カウンタ選択[1:カウンタ 1,2:カウンタ 2,3:カウンタ 3,4:カウンタ 4]*/ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_WritCtr(hDevID, 0, 0, 5000, 1 );  //スレーブ 0，X 軸，プリセット値=5000，カウンタ 1 
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■ 動作制御指令 

(38) hc400_DecStop()   減速停止 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して減速停止指令を行います． 

書式 DWORD  hc400_DecStop(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_DecStop(hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸減速停止 

  

(39) hc400_QuickStop()   即停止 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して即停止指令を行います．（4 軸単位） 

書式 DWORD  hc400_QuickStop(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

r et = hc400_QuickStop(hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸即停止 

  

(40) hc400_EmgStop()   非常停止 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して非常停止指令を行います．（4 軸単位） 

書式 DWORD  hc400_EmgStop(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_EmgStop(hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸非常停止 

  

(41) hc400_AccStart()   加速スタート 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して同時に加速スタートを行います． 

書式 DWORD  hc400_AccStart(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ) 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_AccStart(hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸加速スタート 
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(42) hc400_CnstStartFH()   FH 定速スタート 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して同時に FH 定速スタートを行います． 

書式 DWORD  hc400_CnstStartFH(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_ CnstStartFH (hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸 FH 定速スタート 

  

(43) hc400_CnstStartFL()   ＦＬ定速スタート 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して同時にＦＬ定速スタートを行います． 

書式 DWORD  hc400_CnstStartFL(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD    axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_ CnstStartFL ( hDevID, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸 FL 定速スタート 

  

(44) hc400_CnstStartByDec()   ＦＨ定速スタート後減速停止 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して同時にＦＨ定速スタート後減速停止を行います． 

 次ページに続く 

書式 DWORD  hc400_ConstStartByDec(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 

//スレーブ 0，XYZ 軸ＦＨ定速スタート後減速停止 

ret = hc400_ CnstStartByDec(hDevID, 0, 0x07 ); 

  

(45) hc400_SvOn()   SVON オン 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して SVON オンを行います． 

書式 DWORD  hc400_SvOn(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SvOn(hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸サーボオン 
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(46) hc400_SvOff()   SVON オフ 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して SVON オフを行います． 

書式 DWORD  hc400_SvOff(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SvOff(hDevID, 0, 0x07 );  //スレーブ 0，XYZ 軸 SVON オフ 

  

(47) hc400_SvResetOn()   SVRST オン 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対して SVRST オンを行います． 

書式 DWORD  hc400_SvResetOn(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SvResetOn( 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸 SVRST オン 

  

(48) hc400_SvResetOff()   SVRST オフ 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対してサーボリセットオフを行います． 

書式 DWORD  hc400_SvResetOff(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_SvResetOff(hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸 SVRST オフ 

  

(49) hc400_PMOn()   パルスモータ励磁オン 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対してパルスモータ励磁オンを行います． 

書式 DWORD  hc400_PMOn(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_PMOn(hDevID, 0, 0x07 );  //スレーブ 0，XYZ 軸励磁オン 

備  考 SVON をパルスモータドライバのモーターフリー(出力電流オフ)信号に接続した場合に使用可能． 
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(50) hc400_PMOff()   パルスモータ励磁オフ 

機能 指定されたスレーブの複数軸に対してパルスモータ励磁オフを行います． 

書式 DWORD  hc400_PMOff(DWORD hDevID, DWORD slave, WORD axis ); 

引数 

DWORD  hDevID;   /*ボードのデバイスハンドル*/ 

DWORD  slave;    /*スレーブ指定(0- )*/ 

WORD   axis;     /*軸指定( b3:U, b2:Z, b1:Y, b0:X ) */ 

記述例 
DWORD ret;  //関数の戻り値 

ret = hc400_PMOff(hDevID, 0, 0x07 ); //スレーブ 0，XYZ 軸パルスモータ励磁オフ 

備  考 SVON をパルスモータドライバのモーターフリー(出力電流オフ)信号に接続した場合に使用可能． 

 

 

■ 加減速レート計算 

(51) hc400_CalAccRate()   加減速レートの計算 

機能 加減速時間，FH，FL 等より加減速レートを計算し，指定したエリアに格納します． 

書式 
DWORD  hc400_CalAccRate( DWORD* rate, DWORD dwtime, DWORD fh, 

                                                   DWORD fl, WORD pro, DWORD s) 

引数 

DWORD  rate;      /*計算結果が格納されるエリアのアドレス*/ 

DWORD  dwtime;   /*加減速時間(msec)*/ 

DWORD  fh;        /*ＦＨレジスタ値[1～65535]*/ 

DWORD  fl;        /*ＦＬレジスタ値[1～65535]*/ 

WORD   pro;       /*加減速形式［0:直線,1:Ｓ字］*/ 

DWORD  s;        /*通常は０，直線部分ありのＳ字加減速ではＳ字範囲速度値*/ 

※s=(FH-FL)/2 の場合は直線部分なし 

記述例 

DWORD ret;  //関数の戻り値 
DWORD rate; //加減速レート 

//加減速時間 200ms, RFH=10000, RFL=500, 直線加減速 
ret = hc400_CalAccRate( &rate, 200, 10000, 500, 0, 0 ); 
//スレーブ 0，X 軸 加速レート設定 
ret = hc400_SetAccRate(hDevID, 0, 0, rate ); 
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