MECHATROLINK-

通信 ASIC

JL-080 スレーブ用アクセスドライバ

Manual No. MMA TDJP 005A

本書の内容の一部または全部を、MECHATROLINK 協会の文書による許可なしに、転載または複製するこ
とは、固くお断りします。
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1概要

1 概要
本ドライバは、通信ネットワーク ASIC JL-080 へスレーブ（MECHATROLINKⅡスレーブ）としてアクセスするためのドライバです。
本ドライバを使用することで、通信初期化、リンクデータ送受信の通信サービ
スを行うことができます。
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2使用条件・適用範囲

2 使用条件・適用範囲
本ドライバのソースコードは標準 C 言語( ISO/IEC 9899 又は JIS X3010 )の規格
合致プログラムです。但し、幾つかの処理系定義項目について必要事項があり、
処理系はそれを満足している必要があります。それを下表に示します。

処理系定義項目

必要事項

外部結合である識別子において(6 以上の)意味がある先頭の文字数

20 文字以上必要

外部結合である識別子において英小文字と英大文字の区別に意味があるか否か

区別必要

注意事項
JL-080 のインタフェースレジスタは、ハード的に１６ビット単位の構成となってお
ります。そのため、このインタフェースレジスタにアクセスする場合は１６ビット
単位でアクセスする必要があります。本ソースコードでは JL-080 とのインタフェー
スレジスタを unsigned short 型でアクセスしていますので、unsigned short 型が 16 ビ
ットでない処理系をお使いの場合には、インタフェースレジスタにアクセスする部
分のソースコードの変更が必要となります。

■

適用範囲

■ JL-080 ホストモード
■ MECHATROLINK スレーブ局
■ MECHATROLINK-Ⅰ／MECHATROLINK-Ⅱ
■ 固定バッファモード

■ 必要 RAM 容量
■ 40 + (2×伝送バイト数) [byte]
■ スタック 100[byte]以上
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3構成

3 構成
本ドライバは C 言語ソースファイルで供給されます。構成は以下の通りです。
アクセスドライバ Ver： 1.33 以上

■ File 構成：
■ 通信初期化サービスドライバ

jl080ini.c

■ リンク通信サービスドライバ

jl080lnk.c

■ 通信ドライバ各種定義

jl080def.h

■ 通信ドライバ外部参照用定義

jl080gbl.h

■ 通信サンプルソフト

slv_smpl.c

■ 関数構成：

通信初期化サービスドライバ
yns_sequent_init()
yns_check_ram()
yns_reset_prm()

JL-080 通信初期化処理
JL-080RAM チェック
伝送周期再設定処理

リンク通信サービスドライバ
yns_read_ldata()
yns_write_ldata()
yns_read_ldata2()
yns_write_ldata2()
yns_begin_link_acc()
yns_end_link_acc()
yns_read_comstat()
yns_get_gblstat()

チャネルデータ読み込み
チャネルデータ書き込み
チャネルデータ読み込み（制御部付き）
チャネルデータ書き込み（制御部付き）
リンクアクセス開始処理(ホスト監視用 WDT 更新)
リンクアクセス終了処理
JL-080 状態確認
同期割り込み状態取得
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4使用方法

4 使用方法
MECHATROLINK 通信を行うために、通信サンプルソフト(slv_smpl.c)を参考に
以下の処理を実装する必要があります。
1. 通信初期化処理
2. INT1 割込み処理（リンクデータ送受信処理）
3. 通信パラメータ再設定処理
4. MECHATROLINK コマンド・レスポンスデータ処理（アプリケーション）
上記 2. 4.の関係は下図の通りとなります。
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4使用方法

4.1 処理概要
4.1.1 通信初期化処理
JL-080 の初期化とネットワークの設定を行います。

slv init( )

yns_check_ram( )

通信パラメータ設定

yns_sequent_init( )

ネットワーク（INT1）
割り込み ENABLE

JL-080 で使用する RAM の
リード・ライトチェック

使用する通信環境の設定

初期化処理実行

ユーザ関数を呼び出す

End
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4使用方法

4.1.2 リンクデータ送受信処理
以下に、リンクデータの送受信処理の流れを示します。通信周期毎に JL-080
へ送信データを書き込み、受信データを読み出します。また、JL-080 の状態監
視も行います。
通信周期（INT1）割り込みの先頭で処理を行うようにします。
slv_exchange( )

yns_begin_link_acc( ) *1

リンクアクセス開始処理
（ホスト CPU 監視用 WDT 更新要求発行）

同期割り込み状態確認

yns_get_gblstat( ) *2
同期異常(=ERROR NO SYNC)
同期正常(≠ERROR NO SYNC)

yns_read_comstat() *3

JL-080 状態確認
JL-080 ステータス異常
（システムエラー時）

JL-080 ステータス正常

yns_read_ldata( )
or yns_read_lpart( )

受信処理

yns_write_ldata( )
or yns_write_lpart( )

送信処理

通信パラメータ再設定
処理

再設定完了

再設定未完

通信パラメータ再設定*5

yns_end_link_acc( ) *4

リンクアクセス終了処理

End
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4使用方法

*1. リンクアクセス開始時に必ず実行します。
*2. 同期異常が発生した場合、INT1 割り込み処理は直ちに終了してください。
*3. ステータス異常の場合、JL-080 に異常が発生していますので、アプリケーショ
ンにてアラーム処理をしてください。
*4. リンクアクセス終了時に必ず実行します。
*5. MECHATROLINK-II 通信時、CONNECT コマンド受信時に伝送周期を再設定し
ます。詳細は「4.1.3 通信パラメータ再設定処理」を参照ください。
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4使用方法

4.1.3 通信パラメータ再設定処理
CONNECT コマンド受信により、JL-080 の通信パラメータ（伝送周期）を再設
定します。
以下のシーケンスにより通信パラメータの再設定を実施してください。

通信パラメータ再設定開始

CONNECT 未受信

CONNECT コマンド
正常受信
CONNECT 受信正常

*1

*2

伝送周期チェック

伝送周期設定ＯＫ

エラー処理
伝送周期設定
範囲外エラー

yns_get_gblstat( )
（伝送周期取得）

yns_reset_prm( )
（伝送周期再設定）

通信パラメータ再設定終了

*1. 自製品がサポートしている伝送周期であるかをチェック
します。
*2. エラー処理はアプリケーションで実装します。
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4使用方法

4.2

ユーザ設定
通信初期化時、ユーザで変更する必要のある通信パラメータについて説明します。
以下の YENET_USER_PAR 構造体のメンバに通信パラメータを設定します。
struct YENET_USER_PAR
タイプ

メンバ名

説明

unsigned short

mod

通信モード設定

unsigned short

ma

自局アドレス

unsigned short

ma_max

１固定

unsigned short

t_mcyc

伝送周期 [0.25us]

unsigned short

t_cyc

設定不要

unsigned short

byte

伝送バイト数

unsigned short

dev

設定不要

unsigned short

max_rtry

設定不要

unsigned short

c2m_ch

設定不要

unsigned short

wdt

ホスト監視用 WDT 機能設定

4.2.1 通信パラメータ詳細
■ mod
以下の定義済みシンボルの論理和を設定します。
シンボル
YN_MOD_PROCEL_1NS

説明
通信プロトコル選択

*（注）

MECHATROLINK-Ⅱモード

YN_MOD_PROCEL_2NS
YN_MOD_SPEED_4M

通信速度選択

*（注）

4 Mbps

YN_MOD_SPEED_10M
YN_MOD_BMOD_STATIC

10 Mbps
バッファモード選択

*（注）

動作モード選択

*（注）

C1 マスタ
スレーブ

YN_MOD_TYPE_SLAVE
YN_MOD_ESYNCS

固定バッファ
使用しないでください

YN_MOD_BMOD_ALT
YN_MOD_TYPE_MASTER

MECHATROLINK-Ⅰ互換モード

外部同期（RTCIL 端子）入力に同期します。
設定しない場合は内部クロックに同期します。

YN_MOD_INT_FRS

自走タイマによる同期割り込みを発生させます。

（注） 必ず指定する必要があります。
*1. MECHATROLINK-I の設定例：（4Mbps, 固定バッファ, スレーブ）
mod = YN_MOD_PROCEL_1NS | YN_MOD_SPEED_4M |
YN_MOD_BMOD_STATIC | YN_MOD_TYPE_SLAVE;
*2. MECHATROLINK-Ⅱの設定例：（10Mbps, 固定バッファ, スレーブ）
mod = YN_MOD_PROCEL_2NS | YN_MOD_SPEED_10M |
YN_MOD_BMOD_STATIC | YN_MOD_TYPE_SLAVE;
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■ ma（自局アドレス）
03H~FEH の範囲で設定してください。
（予約局 C1 マスタ：01H、C2 マスタ：02H、グローバルアドレス：FFH）

■ t_mcyc（伝送周期）
設定範囲： 500 ~ 32000 (125us ~ 8ms)
（MECHATROLINK-I 通信時：2000(2ms)

単位 [0.25us]
単位 [us] *）

∗ 通信プロトコルとして YN_MOD_PROCEL_1NS を選択した
場合は、単位が[1us]となります。

■ byte（MECHATROLINK フィールド伝送バイト数）
MECHATROLINK 通信 17byte モードの時： 17 単位 [byte]
MECHATROLINK 通信 32byte モードの時： 32
（MECHATROLINK-I 通信時：17）

■ wdt（ホスト CPU 監視用 WDT 機能設定）
ホスト CPU が WDT の更新要求をしなくなってから、送受信が停止になるまで
の時間を設定します。
設定範囲： 0（機能無効）
1 ~ 15 (10 ~ 150ms)
単位 [10ms]
（MECHATROLINK-I 通信時：0）

13/34

4使用方法

4.3 エラー処理
初期化処理時、リンク通信中における各通信ドライバ関数が返すエラー内容を
示します。
エラー種別は、通信エラー、システムエラー、ユーザエラーに分けられます。
アプリケーションでは、各エラー種別に対してシステム仕様を満たすエラー処
理を行う必要があります。

通信エラー：
外来ノイズ等によって発生します。
発生頻度は環境により異なりますが、アプリケーションソフトウェアによる対
応が必要です。
（参考：MECHATROLINK 対応ドライブでは 2 回連続して通信エラーが発生
した場合にサーボアラームとしています。）

システムエラー：
ハードウェアの故障、またはアプリケーションの不具合の可能性があります。

ユーザエラー：
スレーブ側アプリケーションの設定が誤ってます。
（再確認後、正しい設定に修正する必要があります。）
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4.3.1 初期化エラー
初期化関数エラー内容
関数名

エラー

値

内容

エラー
種別

yns_check_ram

ERROR_RAM_CHECK

-11

JL-080 で使用する RAM エリアで、書
き込みデータと読み込んだデータが
一致しない場合に発生します。

システム

yns_sequent_init

ERROR_INIT_CHANNEL

-1

CHNNEL_INFO 構造体のバッファの
初期化が正しく行われてません。

システム

ERROR_INVALID_PROTOCOL

-2

未サポートプロトコルが選択されて
います。

ユーザ

mｏｄ設定を見直してください。
ERROR_INVALID_BMODE

-3

未サポートバッファモードが選択さ
れています。mｏｄ設定を見直してく
ださい。

ユーザ

ERROR_INVALID_PARAMETER

-4

ユーザパラメータの設定が誤ってい
ます。

ユーザ

ERROR_NOT_READY

-5

JL-080 のリセットに失敗しました。

システム

ERROR_POLL_TIMEOUT_REG

-6

通信モードの設定処理が正常に完了
しませんでした。

システム

ERROR_POLL_TIMEOUT_PAR

-7

通信パラメータの設定処理が正常に
完了しませんでした。

システム

ERROR_POLL_TIMEOUT_ENA

-8

JL-080 の初期化シーケンス終了処理
が正常に完了しませんでした。

システム

ERROR_RAM_SIZE_OVER

-9

JL-080 で使用する内部 RAM エリアが
不足してます。

ユーザ
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4.3.2 リンク送受信エラー
リンク通信関数エラー内容
関数名

エラー

値

内容

エラー
種別

yns_begin_link_acc

ERROR_ALT_BUFFER

-21

交替バッファモード動作時、通信割り込
み開始での交替バッファの切り替えが
失敗しました。

システム

(固定バッファモードではエラーは発生
しません。)
yns_read_ldata

ERROR_INVALID_ST_NO

-20

設定範囲外の局番号がセットされてい
ます。

ユーザ

ERROR_RECV_DATA

-24

受信データ未受信、もしくは、データ受
信エラーが発生しました。

通信

ERROR_REQ_SIZE

-23

データオフセット設定がリンクデータ
長を超えています。

ユーザ

ERROR_INVALID_ST_NO

-20

設定範囲外の局番号がセットされてい
ます。

ユーザ

ERROR_REQ_SIZE

-23

データオフセット設定がリンクデータ
長を超えています。

ユーザ

ERROR_TOGGLE_BUFFER

-22

交替バッファの切り替え要求が設定で
きませんでした。エラーの場合、JL-080
は前回のサイクルで使用したバッファ
を再度使用してサイクリック伝送を行
います。

通信

yns_read_ldata2

yns_write_ldata
yns_write_ldata2

yns_end_link_acc

(固定バッファモードではエラーは発生
しません。)
yns_get_gblstat

*1.

ERROR_SYNC_NO_RECV

-25

同期フレーム未受信により、自走タイマ
による INT1 割り込みが発生しました。

*1

ERROR_NO_SYNC

-26

同期フレームの異常受信により、不正割
り込みが発生しました。検出後は INT1
割り込み処理を即座に終了してくださ
い。

*1

状態モニタ
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リンク通信関数エラー内容（つづき）
関数名

エラー

Bit

値

内容

位置
yns_read_comstat

エラー
種別

WDTOVR

BitF

1

JL-080 内蔵 WDT(ウォッチドッグタイマ)のタイ
ムオーバが発生しました。
通信パラメータでホスト WDT を有効にしてい
る場合に発生します。

システム

EWDTOVR

BitE

1

JL-080 外付け WDT(ウォッチドッグタイマ)のタ
イムオーバが発生しました。JL-080 が誤動作し
ています。

システム

RFO_ERR

BitC

1

JL-080 内部の受信 FIFO にオーバーランエラーが
発生しました。

システム

TUR_ERR

BitB

1

JL-080 内部の送信 FIFO にアンダーランエラーが
発生しました。

システム

TGL_ERR

BitA

1

交替バッファの切り替え要求が設定できません
でした。エラーの場合、JL-080 は前回のサイク
ルで使用したバッファを再度使用してサイクリ
ック伝送を行います。

ユーザ

SPT_ERR

Bit5

1

受信ショートパケットエラー(2 バイト以下のデ
ータ受信)が発生しました。同時に ABT_ERR も
セットされます。

通信

ALG_ERR

Bit4

1

受信アライメントエラー(8 ビット単位でないデ
ータ受信)が発生しました。同時に ABT_ERR も
セットされます。

通信

TMCYCOVR

Bit3

1

伝送周期 T_MCYC 内に全局分の個別データ送受
信が完了しなかった場合に発生します。要因とし
て、通信パラメータのスレーブ数 MA_MAX、伝
送周期 T_MCYC、 タイムスロット幅 T_CYC の
設定値に誤りが考えられます。

通信

ABT_ERR

Bit1

1

ABORT 受信により、データ受信の中断が発生し
ました。

通信

CRC_ERR

Bit0

1

データ受信中、CRC エラーが発生しました。

通信
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4.4 アクセス関数リファレンス
アクセス関数一覧
(1) yns_sequent_init

JL-080 の初期化およびﾕｰｻﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀによる通信初期化を実行する。

(2) yns_begin_link_acc

ﾘﾝｸ通信開始処理を実行する。

(3) yns_read_ldata

指定した CH のﾘﾝｸﾃﾞｰﾀ領域からﾃﾞｰﾀを読み出す。

(4) yns_read_ldata2

指定した CH のﾘﾝｸﾃﾞｰﾀ領域からﾃﾞｰﾀを読み出す。（制御部付き）

(5) yns_write_ldata

指定した CH のﾘﾝｸﾃﾞｰﾀ領域にﾃﾞｰﾀを書き込む。

(6) yns_write_ldata2

指定した CH のﾘﾝｸﾃﾞｰﾀ領域にﾃﾞｰﾀを書き込む。（制御部付き）

(7) yns_read_comstat

JL-080 の状態を確認する。

(8) yns_end_link_acc

ﾘﾝｸ通信終了処理を実行する。

(9) yns_get_netclk

ネットワーク時刻の更新処理を行う。

(10) yns_check_ram

JL-080 で使用する RAM エリアのリード/ライトチェックを行う。

(11)yns_get_gblstat

同期割り込み状態を取得する。

(12)yns_reset_prm

伝送周期の再設定処理を実行する。
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4.4.1 yns_sequent_init
要約
JL-080 の初期化及び、ユーザパラメータによる通信初期化を行います。
int yns_sequent_init( CHANNEL_INFO *chbuffp,
USHORT *hif_reg_top, YENET_USER_PAR *usr_par, UCHAR *adrp);
chbuffp
hif_reg_top
usr_par

adrp

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス
JL-080 ホストインタフェースレジスタの先頭アドレス
ユーザで設定した通信パラメータ （詳細は 4.2 項参照）
局番号に対応させる局アドレス

解説
1. JL-080 アクセス定義構造体(chbuffp)を初期化し、JL-080 ホストインターフェ
ースレジスタの先頭アドレスをセットします。
2. usr_par で設定した通信パラメータに従い、アクセス対象となる JL-080 の初
期化を行い、リンク通信可能にします。
スレーブの場合、adrp は使用しませんので、NULL ポインタ、もしくはダミ
ー変数を指定してください。

戻り値
JL-080 が通信開始要求の処理を正常に完了した場合，OK を返します。
異常の場合，以下の値を返します。
ERROR_INIT_CHANNEL

： chbuffp 初期化未完

ERROR_INVALID_PROTOCOL ：プロトコルの未サポート
ERROR_INVALID_PARAMETER：パラメータ設定異常
ERROR_INVALID_BMODE
：バッファモード未サポート
ERROR_NOT_READY
： JL-080 リセット失敗
ERROR_POLL_TIMEOUT_REG ： JL-080 レジスタ設定失敗
ERROR_POLL_TIMEOUT_PAR ： JL-080 通信パラメータ設定失敗
ERROR_POLL_TIMEOUT_ENA ： JL-080 通信開始失敗

（注）
リンク通信を確立する前に，本関数を使用して初期化しておかなければなりません。
また、JL-080 アクセス定義構造体(chbuffp)構造体は他のサービスドライバで使用す
る設定がされますので、他のサービス関数を呼び出す際には、本関数で設定された
JL-080 アクセス定義構造体を使用する必要があります。
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4.4.2 yns_begin_link_acc
要約
リンク送受信の開始処理を行います。
int yns_begin_link_acc(CHANNEL_INFO *chbuffp);
chbuffp

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス

解説
JL-080 の通信サイクルスタート割り込みの確認、及び、JL-080 へのウォッチド
ッグ更新要求を発行を行います。異常終了した場合は、その回の書き込みデー
タ、読み出しデータは補償できません。

戻り値
正常終了にて OK（０）を返します。
異常の場合，０以外を返します。（詳細は 4.3 項参照）

（注）
本関数は、リンクの送受信処理を行う前に毎回必ず実行して下さい。
また、本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなけれ
ばなりません。
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4.4.3

yns_read_ldata
要約
自局のリンク受信データを読み出します。
int yns_read_ldata(CHANNEL_INFO chbuffp,
UINT st_no, USHORT *rbuffp, UINT size);

Chbuffp
st_no
rbuffp
size

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス
受信データを読み出す CH 番号（１固定）
読出された受信データの格納場所
読み出すサイズ[ワード数]

解説
chbuffp で指定する JL-080 の st_no で指定した CH からの受信データを size 分読
出し、rbuffp にコピーします。
受信データは以下のように rbuffp に入ります。

CTRL
(03H)

局ｱﾄﾞﾚｽ

rbuffp[0]
MECHATROLINK
コマンドデータ

size

戻り値
正常終了時，受信したデータワード数を返します。
異常の場合，負の値を返します。（詳細は 4.3 項参照）

（注）
本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなければなり
ません。
通信サイクル毎に１局につき 1 回以上呼び出さないでください。
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4.4.4 yns_read_ldata2
要約
自局のヘッダー情報（制御部、局アドレス）とリンク受信データを読み出しま
す。
int yns_read_ldata2(CHANNEL_INFO chbuffp,
UINT st_no, USHORT *rctrl, USHORT *rbuffp, UINT size);

Chbuffp
st_no
rctrl
rbuffp
size

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス
受信データを読み出す CH 番号（１固定）
受信ヘッダー情報の格納場所
読出された受信データの格納場所
読み出すサイズ[ワード数]

解説
chbuffp で指定する JL-080 の st_no で指定した局からの受信データを size 分読
出し、rbuffp にコピーします。同時に、制御部（CTRL）、局アドレスを rctrl
に格納します。尚、受信エラーが発生した場合、rctrl へは 00FFH の値が入り
ます。

CTRL

局ｱﾄﾞﾚｽ

rctrl

rbuffp[0]
MECHATROLINK
コマンドデータ

rbuffp[1]
;
rbuffp[size-1］

JL-080

Buffer

戻り値
正常終了時，受信したデータワード数を返します。
異常の場合，負の値を返します。（詳細は 4.3 項参照）

（注）
本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなければなり
ません。
通信サイクル毎に１局につき 1 回以上呼び出さないでください。
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4.4.5

yns_write_ldata
要約
自局リンク送信データを書き込みます。
int yns_write_ldata(CHANNEL_INFO chbuffp, UINT st_no, USHORT *sbuffp,
UINT size);

chbuffp
st_no
rbuffp
size

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス
送信データを書き込む CH 番号（0 固定）
送信データの格納先
書き込むサイズ[ワード数]

解説
chbuffp で指定する JL-080 の st_no で指定した CH へ、sbuffp に入っている送信
データ size 分を JL-080 へ書き込みます。
送信データは以下のように sbuffp にセットします。

CTRL
(01H)

局ｱﾄﾞﾚｽ

sbuffp[0]
MECHATROLINK
レスポンスデータ

size

戻り値
正常終了時，書き込んだデータワード数を返します。
異常の場合，負の値を返します。（詳細は 4.3 項参照）

（注）
本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなければなり
ません。
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4.4.6 yns_write_ldata2

要約
自局のヘッダー情報（制御部、局アドレス）とリンク受信データを書き込みま
す。
int yns_write_ldata2(CHANNEL_INFO chbuffp,
UINT st_no, USHORT sctrl, USHORT *sbuffp, UINT size);

chbuff
st_no
sctrl
sbuffp
size

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス
送信データを書き込む CH 番号（0 固定）
送信ヘッダー情報
送信データの格納先
書き込むサイズ[ワード数]

解説
chbuffp で指定する JL-080 の st_no で指定した局へ、送信データ sbuffp を size
分 JL-080 へ書き込みます。また、sctrl で指定された制御部（CTRL）、局アド
レスを JL-080 へ書き込みます。送信データは以下のように sbuffp にセットし
ます。
sctrl

CTRL

局ｱﾄﾞﾚｽ

sbuffp[0]
sbuffp[1]

MECHATROLINK

;

レスポンスデータ

sbuffp[size-1］
Buffer

JL-080

戻り値
正常終了時，書き込んだデータワード数を返します。
異常の場合，負の値を返します。（詳細は 4.3 項参照）

（注）
本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなければなり
ません。
局アドレスの変更は、JL-080 の再初期化が必要です。通信中の局アドレスの変更は
動作が保障されません。
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4.4.7 yns_read_comstat
要約
JL-080 のステータスを確認します。
USHORT yns_read_comstat(CHANNEL_INFO *chbuffp );

chbuffp
err_info

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス
JL-080 のエラー情報

解説
JL-080 のステータスを確認します。
エラーが検出された場合、戻り値にエラー要因が入ります。

戻り値
正常終了にて OK（０）を返します。
異常の場合，０以外を返します。（詳細は 4.3 項参照）

（注）
本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなければなり
ません。
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4.4.8 yns_end_link_acc

要約
リンク送受信の終了処理を行います。
int yns_begin_link_acc(CHANNEL_INFO *chbuffp);

chbuffp JL-080

アクセス定義構造体の先頭アドレス

解説
リンクデータの送信要求を行います。

戻り値
正常終了にて OK（０）を返します。
異常の場合，０以外を返します。（詳細は 4.3 項参照）

（注）
本関数は、リンクの送受信処理を行った後に毎回必ず実行して下さい。
また、本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなけれ
ばなりません。
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4.4.9 yns_get_netclk
要約
ネットワーク時刻の読み込みを行います。
USHORT yns_set_netclk(CHANNEL_INFO *chbuffp);

chbuffp

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス

解説
C1 マスタより送信されているネットワーク時刻を読み取ります。

戻り値
読み込んだネットワーク時刻を返します。

（注）
本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなければなり
ません。
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4.4.10 yns_check_ram

要約
JL-080 で使用する RAM エリアのリード/ライトチェックを行います。
int yns_check_ram( USHORT *hif_reg_top, UINT ofst_adr, UINT size,
USHORT chk_data);

hif_reg_top
ofst_adr
size
chk_data

JL-080 ホストインタフェースレジスタの先頭アドレス
RAM チェック開始アドレス(内蔵 RAM 使用時：0～2048)[ワード]
チェックする RAM サイズ [ワード]
RAM へ書き込むデータ

解説
hif_reg_top で指定する JL-080 の ofst_adr から size 分の RAM エリアへ chk_data
を書き込み、chk_data と RAM から読み出した値を比較して、正常にリード/
ライトできるか確認します。

戻り値
OK(0)

：正常終了

ERROR_RAM_CHECK(-11) ：Verify エラー
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4.4.11 yns_get_gblstat
要約
同期割り込み状態を取得します。
int yns_get_gblstat( CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT *t_mcyc);
chbuffp

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス

t_mcyc

受信した伝送周期の格納場所[1 単位：0.25us]

解説
同期割り込み状態を取得します。
戻り値が OK の場合、t_mcyc に受信したマスタの伝送周期を格納します。戻り
値が OK 以外の場合は、t_mcyc=0 となります。
戻り値が ERROR_NO_SYNC の場合、同期フレーム異常受信による不正 INT1
割り込みのため、INT1 割り込み処理を直ちに終了させる必要があります。

戻り値
OK(0)
：正常終了
ERROR_SYNC_NO_RECV(-25) ：同期フレーム未受信
（自走タイマ(INTFREE)による割込み発生）
ERROR_NO_SYNC(-26)
：同期フレーム異常受信による不正割込み発生

（注）
本関数を起動する前に，yns_sequent_init()の初期化処理が完了していなければなり
ません。
本関数は yns_begin_link_acc()の後に必ず実行し、同期フレームの受信状態を確認し
てから INT1 割り込み処理を行うようにします。（4.1.2 参照）
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4.4.12 yns_reset_prm
要約
伝送周期の再設定処理を実行します。
int yns_reset_prm( CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT *t_mcyc);
chbuffp

JL-080 アクセス定義構造体の先頭アドレス

t_mcyc

伝送周期 [0.25usec 単位]

解説
chbuffp で指定する JL-080 の伝送周期を t_mcyc で指定した値に再設定します。

戻り値
正常終了にて OK(0)を返します。
異常の場合（t_mcyc の値が不正）、ERROR_INVALID_PARAMETER(-4)を返
します。
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4.5 データ構造
struct

CHANNEL_INFO

タイプ

メンバ名

説明

YENET_HOST_IF_REGS*

mod

JL-080 インタフェースレジスタ先頭アドレ
ス

unsigned short

ma

自局アドレス

unsigned short

ma_max

最大接続スレーブ数

unsigned short

link_sz

JL-080 内部リンクワード数

unsigned short

buff_mod

バッファモード

unsigned short

alt_buf

現在使用中バッファ

unsigned short

ubp_data

UBP レジスタデータ

unsigned short

link_sadr[2]

交代バッファオフセットアドレス

unsigned short

link_radr[2]

交代バッファオフセットアドレス

unsigned short

pars_data

通信パラメータ領域先頭アドレス

unsigned short

c1msg_sz

C１メッセージサイズ

unsigned short

c2msg_sz

C2 メッセージサイズ

unsigned short

c1msg_adr

C１メッセージバッファ先頭アドレス

unsigned short

c2msg_adr

C2 メッセージバッファ先頭アドレス

unsigned short

msgpkt_sz

１回あたりのメッセージ伝送サイズ

unsigned short

check_code

バッファ確認用チェックコード

unsigned short

net_clk

ネットワーク時刻

CHANNEL_INFO 構造体は、JL-080 へアクセスするための情報が設定されてます
ので、直接変数へ書き込みは行わないでください。また、CPU１個で JL-080 を複
数使用する場合、CHANNEL_INFO 構造体を使用する JL-080 の数だけ用意し、必
ず、１：１に対応するようにしてください。

struct

YENET_USER_PAR

タイプ

メンバ名

説明

unsigned short

mod

通信モード設定

unsigned short

ma

自局アドレス

unsigned short

ma_max

最大接続スレーブ数

unsigned short

t_mcyc

伝送周期 [0.25us]

unsigned short

t_cyc

タイムスロット幅 [0.25us]

unsigned short

byte

伝送バイト数

unsigned short

dev

INT1 分周比（INT2 出力用）

unsigned short

max_rtry

最大リトライ回数

unsigned short

c2m_ch

C2 マスタ用タイムスロット

unsigned short

wdt

ホスト監視用 WDT 機能設定

yns_sequent_init( )内部で使用します。
詳細は、4.2 項のユーザ設定を参照ください。
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付録.用語定義

付録.用語定義
■ タイムスロット
局間（マスタ－スレーブ間）の送受信にかかる一定の時間間隔です。
■ CH（Channel）
タイムスロット 1 個を使用して行われる送受信の１set を CH と呼びます。同期フレームの送信に１CH、
C2 マスタ局接続に１CH、スレーブ１局当り１CH 必要です。またリトライ機能を使用する場合には最大
リトライ回数分の CH が必要になります。使用する CH の合計時間より伝送周期が大きくなるように設定
します。１CH 当りのタイムスロット幅は通信 LSI の仕様に規定されます。
■ リンク通信
C1 マスタ局とスレーブ局の間で通信周期毎にデータ交換を行います。その制御は C1 マスタ局が行いま
す。
■ C1 マスタ局
リンク通信の制御を行うマスタ局です。１局だけ接続します。MECHATROLINK-Ⅰ<4>の１次局にあたり
ます。
■ C2 マスタ局
ネットワークおよびシステムのサポート用の局です。リンク通信には参加しません。最大１局接続できま
す。接続時には１CH 分のタイムスロットを使用します。
■ スレーブ局
C1 マスタ局との間でデータ交換を行います。MECHATROLINK-Ⅰの２次局にあたります。
■ 伝送周期
MECHATROLINK MAC（メディアアクセスコントロール）層におけるデータ送受信周期です。通信 LSI
に設定された送受信周期となります。
■ 通信周期
C1 マスタ局のデータ更新周期です。但し、通信 LSI 間のデータの送受信は伝送周期で行われます。同期
通信を使用する場合にはこの周期に同期して C1 マスタ局－スレーブ局間のデータ交換を行います。通信
周期は伝送周期の整数倍です。これはコネクション確立時に C1 マスタ局がコマンド（CONNECT コマン
ド）で設定します。
■ ホストモード
外部 CPU から JL-080 へアクセスして、通信制御をするモードです。
■ 2:N 同期通信
2 台のマスタ(C1 マスタ, C2 マスタ)と複数のスレーブで構成される通信プロトコルです。
C1 マスタの同期フレームで、ネットワーク上に接続された全局に割り込みを発生させることにより、C1
マスタと全局の処理を同期させることができます。
■ マスタ CPU 監視用 WDT 機能
JL-080 へアクセスする外部 CPU が、一定時間以上 JL-080 へ WDT の更新要求を発行しなかったときに送
受信の停止を行う機能です。
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