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保証について
■ 責任の制限
本マニュアルは，お客様が用途に応じた適切な MECHATROLINK 製品を開発して
いただくための参考資料であり、本マニュアル中に記載の技術情報について
MECHATROLINK 協会、及び MECHATROLINK 対応製品製造メーカーが所有する
知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。

■ 適用用途や条件などの確認
1. 本マニュアルに記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他
応用回路例の使用に起因する損害，第三者所有の権利に対する侵害に関し、
MECHATROLINK 協会、及び MECHATROLINK 対応製品製造メーカーは責任を
負いません。
2. 本マニュアルに記載した情報は，正確を期すため，慎重に制作したものですが、
万一本マニュアルの記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、
MECHATROLINK 協会、及び MECHATROLINK 対応製品製造メーカーはその責
任を負いません。
3. 本マニュアルに記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及
びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で
評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用
可否を判断してください。MECHATROLINK 協会、及び MECHATROLINK 対応
製品製造メーカーは、適用可否に対する責任は負いません。
4. 本マニュアルに記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用され
る機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたもので
はありません。本マニュアルに記載の製品を運輸，移動体用、医療用、航空宇宙
用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用
をご検討の際には、MECHATROLINK 協会にご照会ください。
5. 本マニュアルの転載、複製については、文書による MECHATROLINK 協会事前
の承諾が必要です。

■ 仕様の変更
1. 本マニュアルに記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他
すべての情報は本マニュアル発行時点のものであり、MECHATROLINK 協会は、
予告なしに、本マニュアルに記載した仕様を変更することがあります。
MECHATROLINK 製品のご購入、開発に当たりましては，事前に
MECHATROLINK 協会へ最新の情報をご確認いただくとともに、
MECHATROLINK 協会ホームページ (http://www.mechatrolink.org/)などを通じて
公開される情報に常に注意してください。
2. 本マニュアルに関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がご
ざいましたら、MECHATROLINK 協会にご照会ください。
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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-100/JL-101 へ C1 マスタ
（MECHATROLINK-Ⅲ C1 マスタ）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、サイクリッ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-100/JL-101 のインタフェースレジスタは、ハード的に 32 ビット単位の構成となって
います。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 32 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-100/JL-101 とのインタフェースレ
ジスタを unsigned long 型でアクセスしていますので、unsigned long 型が 32 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
C1 マスタ
MECHATROLINK-Ⅲ

■ 必要 RAM 容量
・サイクリック通信

：72 + (16 + 指令データ長+応答データ長) ×
(スレーブ軸数+1) [byte]

・メッセージ通信

：20 + メッセージ送信データ長 +
メッセージ受信データ長 [byte]

・イベントドリブン通信 ：20 + イベントドリブン送信データ長 +
イベントドリブン受信データ長 [byte]
・スタック

：400 [byte] 以上
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構成

3 構成
本ドライバは C 言語ソースファイルで提供されます。構成は以下の通りです。

3.1 アクセスドライババージョン
Ver. 1.21 以上

3.2 File 構成
・通信初期化サービスドライバ

･･･ jl100m_ini.c

・サイクリック通信サービスドライバ
・メッセージ通信サービスドライバ
・通信ドライバ各種定義

･･･ jl100m_lnk.c
･･･ jl100m_msg.c
･･･ little_jl100_def.h
（リトルエンディアン用）
･･･ big_jl100_def.h
（ビッグエンディアン用）
･･･ jl100m_gbl.h
･･･ mst_smpl.c
･･･ smpl_par.h

・通信ドライバ外部参照用定義
・サンプルプログラム
・サンプルプログラム用ユーザ定義

3.3 関数構成
3.3.1 通信初期化サービスドライバ
jl100m_setup_asic()

･･･ ASIC 立ち上げ処理

jl100m_chk_asic_ready()
jl100m_reset_asic ()
l100m_initialize()
jl100m_req_detect_slv()
jl100m_chk_detect_slv_cmp()
jl100m_req_measure_transdly()
jl100m_chk_transdly_cmp()
jl100m_calc_dlytime()
jl100m_infm_cmode()
jl100m_chk_infm_cmode_cmp()
jl100m_start_sync()

･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･

jl100m_start_async()

･･･

jl100m_read_ram()
jl100m_write_ram()
jl100m_activate_comprm()
jl100m_read_slvstat()

･･･
･･･
･･･
･･･

ASIC 正常起動確認処理
ASIC リセット処理
ASIC 通信初期化処理
接続局検出要求処理
接続局検出完了確認処理
伝送遅延計測実施要求処理
伝送遅延計測完了確認処理
応答監視時間・割り込み遅延時間の算出処理
通信モード通知処理
通信モード通知完了の確認処理
サイクリック通信開始処理
（サイクリック通信モード用）
イベントドリブン通信開始処理
（イベントドリブン通信モード用）
ASIC 内部 RAM からデータ読み込み処理
ASIC 内部 RAM へデータ書き込み処理
ユーザパラメータ設定有効化処理
C2 マスタ/スレーブ状態確認
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構成

3.3.2 サイクリック通信サービスドライバ
jl100m_begin_cyclic_com()
jl100m_change_rbuff()
jl100m_change_cbuff()
jl100m_read_ldata()
jl100m_write_ldata()
jl100m_read_comstat()
jl100m_get_stistat()
jl100m_get_rrcvstat()

･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･
･･･

サイクリック通信開始処理
応答データバッファの切替処理
指令データバッファの切替処理
応答データ読み込み
指令データ書き込み
ASIC 状態確認
接続ステータス取得処理
応答データ受信ステータス取得処理

3.3.3 イベントドリブン通信サービスドライバ
jl100m_ req_rcv_frame()
jl100m_send_frame()

･･･ フレーム受信処理
･･･ フレーム送信処理

3.3.4 メッセージ通信サービスドライバ
jl100m_req_rcv_msgdata()

･･･ メッセージ受信要求

jl100m_req_snd_msgdata()
jl100m_abort_msgdata()
jl100m_read_msgdata()
jl100m_write_msgdata()

･･･
･･･
･･･
･･･

メッセージ送信要求
メッセージ通信アボート要求
メッセージ読み込み処理
メッセージ書き込み処理

3.3.5 その他サービスドライバ
jl100m_chk_intrp_factor()

･･･ 割り込み要因確認処理

jl100m_get_cid()
jl100m_get_accdrv_ver()

･･･ JL100 のチップ ID 取得
･･･ アクセスドライババージョン取得
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アクセスドライバ使用方法

4 アクセスドライバ使用方法
以下に本アクセスドライバで使用するデータ構造体、ユーザ設定値、及び各アクセ
スドライバの関数について説明します。

4.1 データ構造
本ドライバで使用する各構造体のデータ構成について以下に記します。
なお、各構造体は以下に示すように、使用する JL-100/JL-101 の個数分必要になります。
１つの CPU で JL-100/JL-101 を複数使用する場合でも必ず１：１に対応するように領
域を確保してください。

・・・・
JL100/JL101
No. 1

JL100/JL101
No. 2

１：１に対応させる

１：１に対応させる

JL100_USER_IOMAP
JL100_USER_PAR
CHANNEL_INFO

JL100/JL101
No. n

１：１に対応させる

JL100_USER_IOMAP

JL100_USER_IOMAP

JL100_USER_PAR

JL100_USER_PAR

CHANNEL_INFO

CHANNEL_INFO

・・・・
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4.1.1 CHANNEL_INFO 構造体
CHANNEL_INFO 構造体は、ASIC へアクセスするための情報が設定されています
ので、直接変数へ書き込みは行わないでください。
struct

CHANNEL_INFO

タイプ

メンバ名

説明

設定

JL100_HOST_IF_REGS*

hif_reg_top

ホストインターフェースレジスタ先頭アドレス

ドライバ

JL100_USER_IOMAP*

usr_iomap

IO マップ定義構造体先頭アドレス

ドライバ

unsigned short

ma0

自局アドレス

ドライバ

unsigned short

ma1

システム予約

ドライバ

unsigned short

ma_max

接続スレーブ数

ドライバ

unsigned short

t_unit

時間単位

ドライバ

unsigned short

prot_sel

通信モード選択

ドライバ

unsigned short

max_rtry

最大リトライ数

ドライバ

unsigned short

msg_ptr

メッセージバッファポインタ

ドライバ

unsigned short

pars_data

通信パラメータ先頭アドレス

ドライバ

unsigned short

iomap_ptr

IO マップバッファポインタ

ドライバ

unsigned short

c1msg_sz

C1 メッセージサイズ

ドライバ

unsigned short

c2msg_sz

C2 メッセージサイズ

ドライバ

unsigned short

pkt_sz

メッセージ通信パケットサイズ

ドライバ

unsigned short

chk_code

処理シーケンスチェックコード

ドライバ

unsigned short

my_st_no

自局ステーション番号(C1 マスタ不使用)

ドライバ

unsigned long

cid

チップ ID 格納用

ドライバ

4.1.2 JL100_USER_PAR 構造体
JL100_USER_PAR 構造体は、初期化時にユーザで設定が必要な通信パラメータで
す。
intoffset に関しては、ユーザで設定した値で動作させる場合と、jl100m_calc_dlytime()
を使用して割り込み遅延時間の最適値をドライバで算出し、セットする方法があり
ます。詳細は「4.2 ユーザ設定」を参照してください。
struct JL100_USER_PAR
タイプ

メンバ名

説明

設定

unsigned long

mod

通信モード設定

ユーザ

unsigned short

ma0

自局アドレス

ユーザ

unsigned short

ma_max

最大接続スレーブ数

ユーザ

unsigned long

t_mcyc

伝送周期 [10nsec]

ユーザ

unsigned long

intoffset

割り込み遅延時間 [10nsec]

ユーザ/ドライバ

unsigned long

c2_dly

C2 マスタ送信開始時間 [10nsec]

ユーザ

unsigned short

prot_sel

通信プロトコル選択

ユーザ

unsigned short

max_rtry

最大リトライ回数

ユーザ

unsigned short

pkt_sz

ひとつのメッセージフレームで送
信するデータ長

ユーザ

unsigned short

wdt

ホスト監視用 WDT 機能設定

ユーザ

unsigned short

dly_cnt

伝送遅延測定回数

ユーザ
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4.1.3 JL100_USER_IOMAP
JL100_USER_IOMAP 構造体は、初期化時にユーザで設定が必要な通信条件です。
C1 マスタとして使用する場合は、自局（同期フレーム）、接続するスレーブ数分
及び、C2 マスタの順に領域を確保し、それぞれについて設定する必要があります。
t_rsp に関しては、ユーザで設定した値で動作させる場合と、jl100m_calc_dlytime( )
を使用して応答監視時間の最適値をドライバで算出し、セットする方法があります。
詳細は「4.2 ユーザ設定」を参照してください。
struct

JL100_USER_IOMAP

タイプ

メンバ名

unsigned short

axis_adr

説明

設定

局アドレス

ユーザ

unsigned long

t_rsp

応答監視時間 [10nsec]

ユーザ/ドライバ

unsigned short

cd_len

指令データ長(byte)

ユーザ

unsigned short

rd_len

応答データ長(byte)

ユーザ

unsigned short

cmdbuff_offset

コマンドバッファオフセットアドレス

ドライバ

unsigned short

rspbuff_offset

レスポンスバッファオフセットアドレス

ドライバ

■ 通信条件の設定例
（スレーブ 1 台、マルチスレーブ 1 台、C2 マスタあり）
構造体
C1 master

Slave #1*

Slave #2*

Slave #3*

Slave #4*

C2 master

設定値

io_map[0].axis_adr

0x0001

io_map[0].t_rsp

1000（固定）

io_map[0].cd_len

8（固定）

io_map[0].rd_len

8（固定）

io_map[1].axis_adr

0x0021

io_map[1].t_rsp

5000

io_map[1].cd_len

48

io_map[1].rd_len

48

io_map[2].axis_adr

0x0022

io_map[2].t_rsp

5000

io_map[2].cd_len

48

io_map[2].rd_len

48

io_map[3].axis_adr

0x0122

io_map[3].t_rsp

5000

マルチスレーブは拡張

io_map[3].cd_len

48

アドレス 00H の局を先

io_map[3].rd_len

48

頭に連続して登録

io_map[4].axis_adr

0x0222

io_map[4].t_rsp

5000

io_map[4].cd_len

48

io_map[4].rd_len

48

io_map[4].axis_adr

0x0002

io_map[4].t_rsp

5000
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io_map[4].cd_len

0（固定）

io_map[4].rd_len

0（固定）
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∗ 上記の設定例で Slave #n の n をステーション番号と呼び、IO マッ
プに登録した順番に、1 から昇順で割り振られる番号です。
MECHATROLINK 通信を開始した際は、この番号の順に伝送路に
データが送信されます。
∗ マルチスレーブでは、拡張アドレスを設定することで、自ノード
内の局の判別を行います。通信条件を設定する際は、拡張アドレ
ス“00H”の局を必ず含むようにし、その局を先頭に、マルチス
レーブの局数分（拡張アドレス数分）を連続して設定する必要が
あります。
∗ C2 マスタは、IO マップの一番最後に登録する必要があります。
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4.2 ユーザ設定
通信初期化時、ユーザで設定する必要のある通信パラメータ及び、通信条件につい
て説明します。
以下の JL100_USER_PAR 構造体のメンバに通信パラメータ及び
JL100_USER_IOMAP 構造体のメンバに通信条件を設定します。
伝送周期 ： t_mcyc
C2メッセージ通信開始時間 ： c2_dly
割込み遅延時間 ： int_offset
同期フレーム
#1 slv
#2 slv
応答監視時間 応答監視時間応答監視時間

S
Y
N
C

C
#1

C
#2
R
#1

同期

#n slv
応答監視時間

・・・
R
#2

・・・

サイクリック通信

ma_max

SYNC
C#n
R#n
MSG#n
PP

C
#n

C'
#1
R
#n

C'
#2
R'
#1

・・・
R'
#2

・・・

サイクリック通信リトライ

MSG
#n

S
Y
N
C

PP
ACKor
MSG#n

C1メッセージ
通信

ACKor
PP

C2メッセージ
通信

max_rtry

： 同期フレーム
： スレーブnへの指令データ
： スレーブnからの応答データ
： C1メッセージ通信
： C2メッセージ通信

図 4-1 サイクリック通信時のタイムスケジュールと設定値の関係
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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。
サンプルソースは MECHATROLINK-Ⅲ用の設定（C1 マスタ,ハード同期）になっ
ています。
シンボル
JL100_MOD_TYPE_C1MST

説明
動作タイプ選択 *1

（C1 マスタ）

JL100_MOD_INT_FR

内部タイマが同期フレームの送信タイミングを管理します。*1
（ハード同期）

JL100_MOD_INTLV_PLS

INT0L の出力形態をパルス出力に設定します。
（アクティブ“L”／パルス幅：1us）
設定しない場合は、INT0L はレベル出力（アクティブ“H”）
となります。また、INT1L は本設定に関係なく、常にパルス出
力（アクティブ“L”／パルス幅：1us）です。

JL100_MOD_ESYNCS

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。

*1. 必ず指定する必要があります。

■ MECHATROLINK -Ⅲ設定例
mod = JL100_MOD_TYPE_C1MST | JL100_MOD_INT_FR
（C1 マスタ、ハード同期、INT0L：レベル出力、INT1L：パルス出力）
mod = JL100_MOD_TYPE_ C1MST | JL100_MOD_INT_FR | JL100_MOD_INTLV_PLS
（C1 マスタ、ハード同期、INT0L：パルス出力、INT1L：パルス出力）

■ ma0（自局アドレス）
0001H（C1 マスタ） 固定

■ ma_max（最大接続スレーブ数）
設定範囲： 1 ~ 62

単位 [局]

■ t_mcyc（伝送周期）
設定範囲： 3125 ~ 6400000（31.25us～64ms） 単位 [10ns]
(31.25[us]の 2 のべき乗倍を推奨します。)

■ prot_sel（通信モード選択）
設定値 ： 0：サイクリック通信
1：イベントドリブン通信
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■ max_rtry（最大リトライ回数）
最大リトライ回数を設定します。
設定範囲： 0 ~ 62
単位 [回]

■ pkt_sz（ひとつのメッセージフレームで送信するデータ長）
メッセージ通信時のパケットサイズを設定します。
なお、本設定はメッセージ通信を行う場合にのみ使用されます。
設定値： 64 固定 単位 [Byte]

■ 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。
本機能はサイクリック通信モードでのみ有効です。
本機能を使用する場合、ホスト CPU はサイクリック通信を開始してから定周期に
WDT の更新要求( jl100m_begin_cyclic_com() )を行う必要があります。
設定範囲： 0（機能無効）
1 ~ 16384(8 ~ 131072us)
単位 [8us]

■ c2_dly（C2 マスタの送信開始時間）
初期化時、C2 マスタの有効／無効を設定します。
C2 マスタを使用する場合は、機能有効を設定した上で伝送周期内に C2 メッセージ
を行う時間を確保する必要があります。
設定範囲：0（機能無効：C2 マスタを使用しない）
伝送周期設定値 － 500(5usec)
単位 [10ns]
（機能有効：C2 マスタを使用する）

■ intoffset（割込み遅延時間）*
割込み遅延時間を設定します。
設定範囲： 0～

伝送周期設定値 － 500

単位［10nsec］

∗ 本パラメータは、jl100m_calc_dlytime()実行により、最適値が設定
されますが、初期値としては上記の設定範囲で設定してください。
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4.2.2 通信条件詳細
■ axis_adr（局アドレス）
設定範囲：拡張アドレス（上位バイト） 00H～3DH
局アドレス （下位バイト） 01H（C1 マスタ）
02H（C2 マスタ）
03H～EFH（スレーブ）
拡張アドレスを持つスレーブは、拡張アドレス部分が 00H から始まり、1 ずつ増え
ます。
例えば、
局アドレス 21H で拡張アドレスを 3 個持つスレーブであれば、0021H、
0121H、0221H となります。拡張アドレスを持たないスレーブや C1 マスタ、C2 マ
スタは拡張アドレス部分は 00H となります。

■ t_rsp（応答監視時間）*
設定範囲：500 ～ （伝送周期設定値） 単位

[10nsec]

∗ 本パラメータの値は、初期化処理における遅延計測処理時のタイ
ムアウト時間として使用されます。このため、実際のシステム構
成におけるその局との通信データの往復の通信時間以上が設定
されている必要があります。
詳細な設定値を設定する場合は、MECHATROLINK 協会
（http://www.mechatrolink.org/）より配布されている計算ツールを
用い、システムにあった値を設定してください。
また、初期化処理における遅延計測処理完了後に、
jl100m_calc_dlytime()実行にて、実際の計測時間を元にした最適値
が再設定されます。

■ cd_len（指令データ長）
サイクリック通信時、スレーブへ送信するコマンドデータ長です。
（cd_len と rd_len は同じ値を設定します。）
設定範囲：8／16／32／48／64
単位 [byte]
（C1 マスタ時：8 固定， C2 マスタ時：0 固定）

■ rd_len（応答データ長）
サイクリック通信時、スレーブから送信するレスポンスデータ長です。
（cd_len と rd_len は同じ値を設定します。）
設定範囲：8／16／32／48／64
単位 [byte]
（C1 マスタ時：8 固定， C2 マスタ時：0 固定）
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4.3 アクセス関数リファレンス
以下に、各アクセス関数について説明します。
これらのアクセス関数を使用した、通信初期化、サイクリック通信、イベントドリブ
ン通信、メッセージ通信の処理シーケンスの組み方については、「5.サンプルプログ
ラムについて」を参照してください。
通信初期化
jl100m_setup_asic
jl100m_chk_asic_ready
jl100m_reset_asic
jl100m_initialize
jl100m_req_detect_slv
jl100m_chk_detect_slv_cmp
jl100m_req_measure_transdly
jl100m_chk_transdly_cmp

ASIC の立ち上げを行います。
ASIC が正常に起動完了したかの確認を行います。
ASIC のリセットを行います。
ASIC 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します。
接続されているスレーブ/C2 マスタの検出要求を行います。
スレーブ/C2 マスタの検出完了を確認します。
接続ｽﾚｰﾌﾞに対し伝送遅延測定の要求を行います。
伝送遅延測定の完了を確認します。

jl100m_calc_dlytime

応答監視時間、割り込み遅延時間を算出します。

jl100m_infm_cmode

接続スレーブに通信モードを通知します。

jl100m_chk_infm_cmode_cmp

通信モード通知の完了を確認します。

jl100m_start_sync

サイクリック通信モードで通信可能な状態にします。

jl100m_start_async

イベントドリブン通信モードで通信可能な状態にします。

jl100m_read_ram

ASIC で使用する RAM からデータを読み出します。

jl100m_write_ram

ASIC で使用する RAM に指定データを書き込みます。

jl100m_activate_comprm

ユーザパラメータの設定を有効にします。

jl100m_read_slvstat

指定したｽﾚｰﾌﾞ局の状態番号を取得します。

サイクリック通信
jl100m_begin_cyclic_com

サイクリック通信モード時に通信開始処理を行います。

jl100m_change_rbuff

応答データの交替バッファを切り替えます。

jl100m_change_cbuff

指令データの交替バッファを切り替えます。

jl100m_read_ldata

指定したｽﾚｰﾌﾞ局の応答ﾃﾞｰﾀ領域からﾃﾞｰﾀを読み出します。

jl100m_write_ldata

指定したｽﾚｰﾌﾞ局の指令ﾃﾞｰﾀ領域にﾃﾞｰﾀを書き込みます。

jl100m_read_comstat
jl100m_get_stistat
jl100m_get_rrcvstat

ASIC の状態を確認します。
接続ステータスを取得します。
応答データ受信ステータスを取得します。

イベントドリブン通信
jl100m_req_rcv_frame

イベントドリブン通信モードでフレームの受信を行います。

jl100m_send_frame

イベントドリブン通信モードでフレームの送信を行います。

メッセージ通信
jl100m_req_rcv_msgdata

メッセージデータの受信要求を行います。

jl100m_req_snd_msgdata

メッセージデータの送信要求を行います。

jl100m_abort_msgdata

メッセージデータ送受信のアボートを行います。

jl100m_read_msgdata

メッセージデータの読み込みを行います。

jl100m_write_msgdata

メッセージデータの書き込みを行います。

その他
jl100m_chk_intrp_factor

割り込み要因の確認を行います。

jl100m_get_cid

ASIC のチップ ID を取得します。

jl100m_get_accdrv_ver

アクセスドライバのバージョンを取得します。
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4.3.1 jl100m_setup_asic

■ 要約
ASIC の立ち上げ処理を行います。

short jl100m_setup_asic ( ULONG *hif_reg_top );

■ パラメータ
hif_reg_top

ASIC ホストインタフェースレジスタの先頭アドレス

■ 解説
ASIC の立ち上げ処理を行います。
なお、本関数の戻り値が正常起動完了(LIB_OK)となるまで、ポーリングする必要
があります。

■ 戻り値
正常終了時
WAIT_SETUP ：
LIB_OK（０） ：

ASIC 立ち上げ完了待ち
ASIC 立ち上げ完了

異常終了時
以下のエラー要因を返します。（詳細は「4.4.1 初期化エラー」を参照）
ERROR_VERIFY_MICRO ：マイクロコードベリファイチェック異常
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4.3.2 jl100m_chk_asic_ready

■ 要約
ASIC の正常起動が完了したことの確認を行います。

short jl100m_chk_asic_ready( ULONG *hif_reg_top );

■ パラメータ
hif_reg_top

ASIC ホストインタフェースレジスタの先頭アドレス

■ 解説
ASIC が正常起動完了したかの確認を行います。
なお、本関数の戻り値が正常起動完了(LIB_OK)となるまで、ポーリングする必要
があります。

■ 戻り値
WAIT_ASIC_READY ：
LIB_OK（０）
：

ASIC 起動完了待ち
ASIC 起動完了
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4.3.3 jl100m_reset_asic

■ 要約
ASIC のリセットを行います。

short jl100m_reset_asic ( CHANNEL_INFO *chbuffp );

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
ASIC のリセットを行います。
なお、本関数を実行後は、jl100m_setup_asic()関数にて、ASIC の立ち上げ処理を行
う必要があります。

■ 戻り値
正常終了時
LIB_OK（０） ：

ASIC リセット完了
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4.3.4 jl100m_initialize

■ 要約
ASIC の初期化、ユーザパラメータによる通信初期化を行います。

short jl100m_initialize( CHANNEL_INFO *chbuffp, ULONG *hif_reg_top,
JL100_USER_PAR *usr_par, JL100_USER_IOMAP *io_map);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

hif_reg_top
usr_par

ASIC 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「4.2.1通信パラメータ詳細」を参照）
ユーザで設定した通信条件
（詳細は「4.2.2通信条件詳細」を参照）

io_map

■ 解説
1. ASIC アクセス定義構造体(chbuffp)を初期化し、ASIC ホストインターフェースレ
ジスタの先頭アドレス(hif_reg_top)をセットします。
2. usr_par で設定した通信パラメータ及び、io_map で設定した通信条件に従い、ア
クセス対象となる ASIC の初期化をします。
io_map の局アドレスは重複しないように、以下のように設定します。
なお、C2 マスタを接続する際は、設定先は以下のように最後に設定します。
（ma_max : 最大接続スレーブ数）
設定先

ｽﾃｰｼｮﾝ番号

io_map[0] .axis_adr

0

0001H(C1 マスタ用)

io_map[1] .axis_adr

1

io_map[2] .axis_adr

2

拡張アドレス：00H～3DH
(上位バイト)

：

：

io_map[ma_max] .axis_adr

ma_max

io_map[ma_max+1] .axis_adr

ma_max+1

設定アドレス

局アドレス ：3H～EFH
(下位バイト)
0002H(C2 マスタ用)
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■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）
異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_INVALID_HIFPTR
ERROR_INVALID_USRPAR
ERROR_RAM_SIZE_OVER
ERROR_TOUT_MODE_SET
ERROR_TOUT_USRPRM_SET
ERROR_INVALID_TMCYC
ERROR_IOMAP_SIZE

： ホスト IF 割付け異常
： パラメータ設定値異常
： パラメータ(ポインタ)設定値異常
： MODE 設定失敗
： ユーザパラメータ設定失敗
： 伝送周期設定値異常
： 指令/応答データサイズ設定値異常
（IOMAP パラメータ）

(注)
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、ASIC
アクセス定義構造体(chbuffp)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 ASIC 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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4.3.5 jl100m_req_detect_slv

■ 要約
接続されているスレーブ/C2 マスタの検出要求を行います。

short jl100m_req_detect_slv(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
IO マップに登録されているスレーブ/C2 マスタに対し、現在 C1 マスタに接続され
ているかの確認要求を行います。
本関数にて検出要求を行った後は、jl100m_chk_detect_slv_cmp にて検出完了確認を
行う必要があります。

■ 戻り値
正常終了時

：

LIB_OK（０）

異常終了時

：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ ： 処理シーケンス異常
(注)
伝送遅延計測を行う前に、本関数で現在接続されているスレーブ/C2 マスタの検出を行
っていなければなりません。
また、本関数を起動する前に，jl100m_initialize ( )が完了していなければなりません。
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4.3.6 jl100m_chk_detect_slv_cmp

■ 要約
接続局検出の完了を確認します。

short jl100m_chk_detect_slv_cmp(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
jl100m_req_detect_slv( )での接続局検出要求に対し、接続局検出の完了を確認しま
す。
なお、本関数の戻り値として、ERROR_SLV_AXIS_NO が返ってきた場合、 ネッ
トワーク内に同じ局アドレスが設定されているスレーブが存在するため、スレーブ
の局のアドレスを設定しなおす必要があります。
なお、接続検出の結果、本接続であるスレーブなどを調べる場合は、
jl100m_read_slvstat( )を使用して各スレーブの状態を確認する必要があります。

■ 戻り値
正常終了時：
WAIT_CMP_DETECT
LIB_OK（０）

： 検出中
： 検出完了

異常終了時： 以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）
ERROR_WRONG_SEQ
ERROR_SLV_AXIS_NO
ERROR_TX_FRM

： 処理シーケンス異常
： スレーブ局アドレス設定異常
： フレーム送信異常
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4.3.7 jl100m_req_measure_transdly

■ 要約
伝送遅延計測要求を行います。

short jl100m_req_measure_transdly (CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
伝送遅延計測要求を行い、IO マップに登録されたスレーブ局に対し、伝送遅延計
測を行います。
本関数にて伝送遅延計測要求を行った後は、jl100m_chk_transdly_cmp()にて伝送遅
延計測完了の確認を行う必要があります。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）
異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ ： 処理シーケンス異常
(注)
サイクリック・イベントドリブン通信を確立する前に，本関数を使用して各スレーブ局
までの伝送遅延時間を測定しておかなければなりません。
また、本関数を起動する前に，jl100m_initialize( )が完了していなければなりません。
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4.3.8 jl100m_chk_transdly_cmp

■ 要約
遅延計測の完了確認を行います。

short jl100m_chk_transdly_cmp(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
jl100m_req_measure_transdly( )での遅延計測要求に対し、遅延計測の完了を確認しま
す。なお、遅延計測の結果、遅延計測が正常に完了していないスレーブなどを調べ
る場合は、jl100_get_stistat( )を使用して各スレーブの状態を確認する必要がありま
す。

■ 戻り値
正常終了時 ：
MEASURING_TRANSDLY
LIB_OK（０）

異常終了時 ：

： 遅延計測中
： 遅延計測完了

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ
ERROR_TX_FRM

： 処理シーケンス異常
： フレーム送信異常
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jl100m_calc_dlytime

■ 要約
遅延計測結果から応答監視時間、割り込み遅延時間を算出します。

short jl100m_calc_dlytime(CHANNEL_INFO *chbuffp , JL100_USER_PAR
*usr_par, JL100_USER_IOMAP *io_map);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

usr_par

ユーザで設定した通信パラメータ
（詳細は「4.2.1 通信パラメータ詳細」参照）

io_map

ユーザで設定した通信条件
（詳細は「4.2.2 通信条件詳細」参照）

■ 解説
遅延計測の結果から応答監視時間、割り込み遅延時間を算出し、応答監視時間を
io_map に、 割り込み遅延時間を usr_par に格納します。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ ： 処理シーケンス異常

(注)
本関数を起動する前に、初期化処理、伝送遅延計測処理が完了していなければなりませ
ん。
本関数を実行後、jl1100m_activate_comprm( )を実行することで計算結果を有効にします。
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4.3.10 jl100m_infm_cmode

■ 要約
マスタで設定した通信モードをスレーブに通知します。

short jl100m_infm_cmode(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
IO マップに登録されているスレーブに対し、マスタで設定されている通信モード
を通知します。
本関数にて通信モード通知を行った後は、jl100m_chk_infm_cmode_cmp()にて検出
完了確認を行う必要があります。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ ： 処理シーケンス異常

(注)
サイクリック・イベントドリブン通信を確立する前に，本関数を使用して各スレーブへ
通信モードを通知する必要があります。
また、本関数を起動する前に，初期化処理、伝送遅延計測処理が完了していなければな
りません。
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4.3.11 jl100m_chk_infm_cmode_cmp

■ 要約
マスタで設定した通信モードでスレーブが通信可能な状態になったか確認します。

short jl100m_chk_infm_cmode_cmp(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
IO マップに登録されたスレーブが、jl100m_infm_cmode( )で通知した通信モードで
通信可能な 状態になったかを確認します。
戻り値として WAIT_SLV_RSP が返ってくる間は本関数をポーリングする必要が
あります。また、ERROR_INFM_CMODE が返ってきた場合は、通信可能な状態に
遷移できていないスレーブが存在するため、再度通信モード通知
（jl100m_infm_cmode()）をする必要があります。

■ 戻り値
正常終了時 ：
WAIT_SLV_RSP ：
LIB_OK（０） ：

異常終了時 ：

スレーブからの応答待ち
通常運転中確認完了

以下のエラー要因を返します。
詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ
ERROR_INFM_CMODE
ERROR_TX_FRM

：
：
：

処理シーケンス異常
通信可能でないスレーブ局あり
フレーム送信異常

(注)
サイクリック・イベントドリブン通信を確立する前に，本関数を使用して各スレーブの
状態を確認する必要があります。
また、本関数を起動する前に，初期化処理、伝送遅延計測処理、通信モード通知処理が
完了していなければなりません。
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4.3.12 jl100m_start_sync

■ 要約
サイクリック通信可能にします。

short jl100m_start_sync(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
1. 指令データバッファに同期フレーム、及び各スレーブのヘッダ情報を書き込み
ます。
2. サイクリック通信開始要求を行い、サイクリック通信可能とします。
（本関数の戻り値が LIB_OK となった時点でサイクリック通信が開始された状
態です。）

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ

：処理シーケンス異常

ERROR_TOUT_CHANG_CBUFF ：交替バッファ切り替え失敗
ERROR_TOUT_CSTART
：サイクリック通信状態への遷移失敗
(注)
本関数を起動する前に，初期化処理、伝送遅延計測処理、通信モード通知処理、スレー
ブの状態確認処理が完了していなければなりません。
初期化完了後、サイクリック通信に遷移する場合に１回のみ実行して下さい。
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4.3.13 jl100m_start_async

■ 要約
イベントドリブン通信可能にします。

short jl100m_start_async(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
イベントドリブン通信開始要求を行い、イベントドリブン通信可能とします。
本関数の戻り値が LIB_OK となった時点で、イベントドリブン通信が可能な状態で
す。jl100m_req_rcv_frame()、及び、jl100m_send_frame()を使用してフレームの送受
信を行ってください。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_WRONG_SEQ

：

処理シーケンス異常

ERROR_TOUT_ASTART

：

イベントドリブン通信状態への遷移失敗

(注)
本関数を起動する前に，初期化処理、伝送遅延計測処理、通信モード通知処理、スレー
ブの状態確認処理が完了していなければなりません。
初期化完了後、イベントドリブン通信に遷移する場合に１回のみ実行して下さい。
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4.3.14 jl100m_read_ram

■ 要約
ASIC で使用する RAM エリアのデータを読み込みます。

short jl100m_read_ram(ULONG*hif_reg_top, USHORT ofst_adr,
USHORT size, ULONG *rdata);

■ パラメータ
hif_reg_top

ASIC ホストインタフェースレジスタの先頭アドレス

ofst_adr
size
rdata

RAM の読み込み開始アドレス （設定範囲：0～32764）[バイト]*
RAM から読み込むデータサイズ [バイト]*
RAM から読み込んだデータの格納先

∗ 4 の倍数で指定してください。

■ 解説
hif_reg_top で指定する ASIC の内部 RAM 先頭より ofst_adr の位置から size 分のデ
ータを読み込み、rdata に読み込んだデータを格納します。
（ASIC の内部 RAM チェックのために jl100m_write_ram 関数と組み合わせて使用
します。）

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_INVALID_SIZE ：
ERROR_REQ_SIZE_OVER ：

読み込みサイズ異常
読み込みサイズオーバー

(注)
戻り値としてエラー要因が返された場合は、データの読み込みは行っていません。
(rdata には前回の読み込み値が保持されます)

32/80

4

アクセスドライバ使用方法

4.3.15 jl100m_write_ram

■ 要約
ASIC で使用する RAM エリアにデータを書き込みます。

short jl100m_write_ram(ULONG *hif_reg_top, USHORT ofst_adr,
USHORT size, ULONG wdata);

■ パラメータ
hif_reg_top

ASIC ホストインタフェースレジスタの先頭アドレス

ofst_adr
size
wdata

RAM への書き込み開始アドレス（設定範囲：0～32764）[バイト]*
RAM へ書き込むデータサイズ [バイト]*
RAM へ書き込むデータ

∗ 4 の倍数で指定して下さい。

■ 解説
hif_reg_top で指定する ASIC の内部 RAM 先頭より ofst_adr の位置から wdata に格
納されたデータを size 分 RAM エリアにデータを書き込みます。
（ASIC の内部 RAM チェックのために jl100m_read_ram 関数と組み合わせて使用し
ます。）

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_INVALID_SIZE
ERROR_REQ_SIZE_OVER

：
：

書き込みサイズ異常
書き込みサイズオーバー

(注)
戻り値としてエラー要因が返された場合は、データの書き込みは行っていません。
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4.3.16 jl100m_activate_comprm

■ 要約
設定された通信パラメータを有効にします。

short jl100m_activate_comprm( CHANNEL_INFO *chbuffp, JL100_USER_PAR
*usr_par ,JL100_USER_IOMAP *io_map);

■ パラメータ
chbuffp ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス
usr_par ユーザで設定した通信パラメータ
（詳細は「4.2.1通信パラメータ詳細」参照）
io_map ユーザで設定した通信条件 （詳細は「4.2.2通信条件詳細」参照）

■ 解説
設定された通信パラメータ（usr_par）及び、通信条件（io_map）を有効にします。
ユーザ設定パラメータ(usr_par および io_map)を変更した場合は、本関数を実行し
て設定値を有効にする必要があります。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_RAM_SIZE_OVER
：
ERROR_INVALID_USRPAR ：
ERROR_TOUT_USRPRM_SET ：
ERROR_INVALID_TMCYC ：
ERROR_IOMAP_SIZE
：

パラメータ(ポインタ)設定値異常
パラメータ設定値異常
ユーザパラメータ設定失敗
伝送周期設定値異常
指令/応答データサイズ設定値異常
（IOMAP パラメータ）

(注)
サイクリック通信中に本関数を実行しないでください。
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4.3.17 jl100m_read_slvstat

■ 要約
指定スレーブ局の状態を取得します。

short jl100m_read_slvstat(CHANNEL_INFO *chbuffp ,USHORT st_no);

■ パラメータ
chbuffp
st_no

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス
状態番号を読み出すステーション番号

■ 解説
指定スレーブ局の状態番号を取得します。
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。
st_no で指定されたステーションが拡張アドレス≧１を持つマルチスレーブであれ
ば、戻り値は常に STSNUM_PON（電源未投入／未接続状態）となります。
マルチスレーブであっても拡張アドレス＝０のスレーブ(例．0003H)では、 その
スレーブの状態番号が返ります。

■ 戻り値
正常終了時 ：

指定スレーブ局の状態を返します。（詳細は下表参照）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.1 初期化エラー」参照）

ERROR_INVALID_STNO ： ステーション番号異常
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表．正常終了時の戻り値と指定スレーブ局の状態
戻り値
STSNUM_PON
STSNUM_WAIT_PAR

スレーブの状態
電源未投入／未接続状態
ユーザパラメータ設定待ち

STSNUM_WAIT_DTCT

接続局検出要求待ち

STSNUM_DETECTED

接続局検出完了状態

STSNUM_AXISNUM_ERR

重複アドレス検出状態

STSNUM_WAIT_ DLY_APPFRM

伝送遅延計測要求待ち

STSNUM_WAIT_TMCFRM
STSNUM_SYNC_COM
STSNUM_ASYNC_COM

伝送周期通知フレーム受信待ち
サイクリック通信状態
イベントドリブン通信状態

(注)
本関数を起動する前に，jl100m_initialize( )が完了していなければなりません。
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4.3.18 jl100m_begin_cyclic_com

■ 要約
サイクリック通信モード時に通信開始処理を行います。

short jl100m_begin_cyclic_com(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
定周期割り込みの確認、及び、ASIC へのウォッチドッグ更新要求*を発行します。
∗ 通信パラメータの wdt（マスタ CPU 監視用 WDT 機能設定）機能
を使用する場合は、本関数にて ASIC へのウォッチドッグ更新要
求を行います。
wdt 機能については、「4.2.1 通信パラメータ詳細」を参照くださ
い。

(注)
本関数は、サイクリックの送受信処理を行う前に毎回必ず実行して下さい。
本関数を起動する前に、ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」を参照してください。）
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4.3.19 jl100m_change_rbuff

■ 要約
応答データの交替バッファを切り替えます。

short jl100m_change_rbuff(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
応答データの交替バッファを切り替えます。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.2 サイクリック通信エラー」参照）

ERROR_TOUT_CHANG_RBUFF ： 交替バッファ切り替え失敗

(注)
本関数を起動する前に，ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」を参照してください。）
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4.3.20 jl100m_change_cbuff

■ 要約
指令データの交替バッファを切り替えます。

short jl100m_change_cbuff(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
指令データの交替バッファを切り替えます。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.2 サイクリック通信エラー」参照）

ERROR_TOUT_CHANG_CBUFF ：交替バッファ切り替え失敗

(注)
本関数を起動する前に，ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」を参照してください。）
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4.3.21 jl100m_read_ldata
■ 要約
指定スレーブ局の応答データを読み出します。

short jl100m_read_ldata(CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT st_no, ULONG
*rbuffp);

■ パラメータ
chbuffp
st_no
rbuffp

ASIC 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ステーション番号
読み出された受信データの格納先

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC の st_no で指定した局の受信データを読出し、IO マップ
に設定された rd_len のサイズ分 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。
なお、本関数を実行する前に、jl100m_change_rbuff( )を実行し、応答データバッフ
ァを切り替えておく必要があります。
送信先アドレス
送信元アドレス
制御部
フレーム
タイプ

データ長
rbuffp[0]
rbuffp[1]
応答データ
:
rbuffp[(rd_len/4)-1]

JL-100

buffer

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）
異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.2 サイクリック通信エラー」参照）

ERROR_INVALID_STNO ： ステーション番号異常
(注)
本関数を起動する前に，ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」を参照してください。）
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4.3.22 jl100m_write_ldata
■ 要約
指定スレーブ局へ指令データを書き込みます。
short jl100m_write_ldata( CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT st_no,
ULONG*sbuffp);

■ パラメータ
chbuffp ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス
st_no 送信データを書き込むステーション番号
sbuffp 送信データの格納先

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC の st_no で指定した局へ、sbuffp に入っている送信データ
を IO マップに設定された cd_len 分 ASIC 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。
なお、本関数を実行する前に、jl100m_change_cbuff( )を実行し、指令バッファを切
り替える必要があります。

送信先アドレス
送信元アドレス
制御部
フレーム
タイプ

データ長

sbuffp[0]
sbuffp[1]
指令データ
:
sbuffp[(cd_len/4)-1]

buffer

JL-100

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（0）

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.2 サイクリック通信エラー」参照）

ERROR_INVALID_STNO ： ステーション番号異常
(注)
本関数を起動する前に，ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」を参照してください。）
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4.3.23 jl100m_read_comstat

■ 要約
ASIC のステータスを確認します。

unsigned long jl100m_read_comstat(CHANNEL_INFO *chbuffp );

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
ASIC 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。
また、エラー検出された場合は本関数内で、エラー要因をクリアします。

■ 戻り値
正常終了時 ： LIB_OK（０）
異常終了時 ：

エラー要因を返します。
（詳細は「4.4.4サイクリック通信、イベントドリブン通信共通エ
ラー」参照）

(注)
本関数を起動する前に，ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」を参照してください。）
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4.3.24 jl100m_get_stistat

■ 要約
接続ステータスを取得します。

void jl100m_get_stistat (CHANNEL_INFO *chbuffp ,ULONG *stistat);

■ パラメータ
chbuffp
stistat

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス
接続ステータスの格納場所

■ 解説
接続ステータスをレジスタより取得し、指定した格納場所に保存します。
なお、接続ステータスは以下のように格納され、格納先(stistat)は 8byte 分の領域が
必要になります。

BIT_63 BIT_62 BIT_61 BIT_60 BIT_59 BIT_58 BIT_57 BIT_56 BIT_55 BIT_54 BIT_53 BIT_52 BIT_51 BIT_50 BIT_49 BIT_48
ST_63 ST_62 ST_61 ST_60 ST_59 ST_58 ST_57 ST_56 ST_55 ST_54 ST_53 ST_52 ST_51 ST_50 ST_49 ST_48
BIT_47 BIT_46 BIT_45 BIT_44 BIT_43 BIT_42 BIT_41 BIT_40 BIT_39 BIT_38 BIT_37 BIT_36 BIT_35 BIT_34 BIT_33 BIT_32
ST_47 ST_46 ST_45 ST_44 ST_43 ST_42 ST_41 ST_40 ST_39 ST_38 ST_37 ST_36 ST_35 ST_34 ST_33 ST_32
BIT_31 BIT_30 BIT_29 BIT_28 BIT_27 BIT_26 BIT_25 BIT_24 BIT_23 BIT_22 BIT_21 BIT_20 BIT_19 BIT_18 BIT_17 BIT_16
ST_31 ST_30 ST_29 ST_28 ST_27 ST_26 ST_25 ST_24 ST_23 ST_22 ST_21 ST_20 ST_19 ST_18 ST_17 ST_16
BIT_15 BIT_14 BIT_13 BIT_12 BIT_11 BIT_10 BIT_09 BIT_08 BIT_07 BIT_06 BIT_05 BIT_04 BIT_03 BIT_02 BIT_01 BIT_00
ST_15 ST_14 ST_13 ST_12 ST_11 ST_10 ST_09 ST_08 ST_07 ST_06 ST_05 ST_04 ST_03 ST_02 ST_01
（ST_no：ステーション番号 no の接続ステータス

0：未接続， 1：接続(遅延計測完了)）

(注)
上記に示す、ステーション番号 ST_no は「4.1データ構造」にて示す、JL100_USER_IOMAP
構造体へ登録した順に昇順で no が振られます。
例えば、スレーブ 5 台分登録した場合は ST_01～ST_05 の各ビットがそれぞれの接続ス
テータスを示します。
なお、C2 マスタの接続ステータスは常に ST_63 に示されます。
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4.3.25 jl100m_get_rrcvstat

■ 要約
応答データの受信ステータスを取得します。

void jl100m_get_rrcvstat (CHANNEL_INFO *chbuffp ,ULONG *rcvstat);

■ パラメータ
chbuffp
rcvstat

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス
応答データ受信ステータスの格納場所

■ 解説
応答データの受信ステータスをレジスタより取得し、 指定した格納場所に保存し
ます。
なお、受信ステータスは以下のように格納され、格納先(rcvstat)は 8byte 分の領域
が必要になります。

BIT_63 BIT_62 BIT_61 BIT_60 BIT_59 BIT_58 BIT_57 BIT_56 BIT_55 BIT_54 BIT_53 BIT_52 BIT_51 BIT_50 BIT_49 BIT_48
ST_62 ST_61 ST_60 ST_59 ST_58 ST_57 ST_56 ST_55 ST_54 ST_53 ST_52 ST_51 ST_50 ST_49 ST_48
BIT_47 BIT_46 BIT_45 BIT_44 BIT_43 BIT_42 BIT_41 BIT_40 BIT_39 BIT_38 BIT_37 BIT_36 BIT_35 BIT_34 BIT_33 BIT_32
ST_47 ST_46 ST_45 ST_44 ST_43 ST_42 ST_41 ST_40 ST_39 ST_38 ST_37 ST_36 ST_35 ST_34 ST_33 ST_32
BIT_31 BIT_30 BIT_29 BIT_28 BIT_27 BIT_26 BIT_25 BIT_24 BIT_23 BIT_22 BIT_21 BIT_20 BIT_19 BIT_18 BIT_17 BIT_16
ST_31 ST_30 ST_29 ST_28 ST_27 ST_26 ST_25 ST_24 ST_23 ST_22 ST_21 ST_20 ST_19 ST_18 ST_17 ST_16
BIT_15 BIT_14 BIT_13 BIT_12 BIT_11 BIT_10 BIT_09 BIT_08 BIT_07 BIT_06 BIT_05 BIT_04 BIT_03 BIT_02 BIT_01 BIT_00
ST_15 ST_14 ST_13 ST_12 ST_11 ST_10 ST_09 ST_08 ST_07 ST_06 ST_05 ST_04 ST_03 ST_02 ST_01
（ST_no：ステーション番号 no の受信ステータス

0：受信未完， 1：受信完)

(注)
上記に示す、ステーション番号 ST_no は「4.1データ構造」にて示す、JL100_USER_IOMAP
構造体へ登録した順に昇順で no が振られます。
例えば、スレーブ 5 台分登録した場合は ST_01～ST_05 の各ビットがそれぞれの受信ス
テータスを示します。
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4.3.26 jl100m_req_rcv_frame
■ 要約
指定スレーブ局からのフレームを受信します。（イベントドリブン通信用）

short jl100m_req_rcv_frame(CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT *st_adr,
USHORT *rcv_stat, USHORT *ftype, ULONG *rbuffp, USHORT *size, USHORT
tout_time);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

st_adr
rcv_sts
ftype
rbuffp
size
tout_time

送信元局アドレスの格納先
受信ステータスの格納先
受信したフレームタイプ格納先
受信データの格納先
受信データサイズの格納先［バイト］
受信監視時間設定［usec］

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC の受信データを読出し、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。
また、送信元局アドレス、受信ステータス、フレームタイプ、受信データサイズ
は st_adr, rcv_sts, ftype, size に入ります。（受信ステータスとしては下表の３つの状
態があります。）
tout_time に受信監視時間を設定します。（tout_time には通常最大値：0xFFFF（約
65msec）を設定してください。）

受信監視時間
受信ステータス

rcv_sts

送信先アドレス
st_adr
送信元アドレス
ftype
メッセージ制御
フレーム
タイプ

size

パケット長

rbuffp[0]
rbuffp[1]
データ
:
rbuffp[(size/4)-1]

JL-100

buffer
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表．受信ステータス
値

名称

内容

0x0001

受信正常完了

受信処理が正常に完了しました。

0x0002

受信時エラー検出

データ受信中にエラー検出しました。

0x0003

受信処理タイムアウト

設定した受信監視時間中にデータを受信しません
でした。

■ 戻り値
RCVING_FRAME ：
RCVED_FRAME ：

フレーム受信待ち状態
フレーム受信完了

(注)
本関数を起動する前に，ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」を参照してください。）
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4.3.27 jl100m_send_frame

■ 要約
指定スレーブ局にフレームを送信します。(イベントドリブン通信用)

short jl100m_send_frame(CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT st_adr,
USHORT ftype, ULONG *sbuffp, USHORT size);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

st_adr
ftype
sbuffp
size

送信先のスレーブ局の局アドレス
送信フレームタイプ
送信データの格納先
送信データサイズ［バイト］＊
∗ 4 の倍数で指定して下さい。

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC の st_adr で指定した局へ、sbuffp に入っている送信データ
を size 分 ASIC へ書き込みます。
送信データ、データサイズ、送信先局アドレス及び、フレームタイプは以下のよう
に sbuffp, size, st_adr, ftype にセットします。

送信監視時間
st_adr

送信ステータス
送信先アドレス

size
送信元アドレス
ftype

メッセージ制御
フレーム
タイプ

パケット長

sbuffp[0]
sbuffp[1]
データ
:
sbuffp[(size/4)-1]

buffer

JL-100
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■ 戻り値
正常終了時 ：
SNDING_FRAME

：

フレーム送信中

LIB_OK（０）

：

フレーム送信完了

異常終了時 ：

以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.3イベントドリブン通信エラー」参照）

ERROR_INVALID_FTYPE ：

フレームタイプ異常

ERROR_INVALID_SIZE

データサイズ異常

：

(注)
本関数を起動する前に、ASIC の通信初期化処理が完了していなければなりません。
（通信初期化処理については、「5.2.1通信初期化処理」をご参照ください。）
本関数(イベントドリブン通信時のフレーム送信)で指定できるフレームタイプは、
指令／応答データフレーム(ftype:0x02)、メッセージフレーム(ftype:0x0C)の 2 種類のみと
なります。
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4.3.28 jl100m_req_rcv_msgdata

■ 要約
メッセージデータの受信要求をします。

short jl100m_req_rcv_msgdata(CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT cnmsg,
USHORT st_adr, USHORT *msg_size);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

cnmsg

C1／C2 メッセージの選択
(C1 メッセージ：DEF_C1_MST, C2 メッセージ：DEF_C2_MST)
受信要求を出す相手局のアドレス
受信したメッセージのサイズの格納先

st_adr
msg_size

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC で st_adr で指定する局からのメッセージデータの受信確認
を行い、受信している場合は受信要求を発行し、メッセージデータを受信バッファ
へ受信します。
また受信したメッセージデータのサイズを msg_size に格納します。

■ 戻り値
正常終了時 ：
RCVING_MSG

：

メッセージデータ受信中

LIB_OK（0）

：

メッセージデータ受信完了

異常終了時： 以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.5メッセージ通信エラー」参照）
ERROR_MSG_OVERFLOW ：

メッセージオーバフロー

ERROR_MSG_ABORT
ERROR_BUSY_MSG

メッセージアボート
メッセージビジー

：
：
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4.3.29 jl100m_req_snd_msgdata

■ 要約
メッセージデータの送信要求をします。

short jl100m_req_snd_msgdata( CHANNEL_INFO* chbuffp , USHORT cnmsg,
USHORT st_adr, USHORT msg_size);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

cnmsg

C1／C2 メッセージの選択
(C1 メッセージ：DEF_C1_MST, C2 メッセージ：DEF_C2_MST)
st_adr
送信先の局アドレス
msg_size 送信するメッセージデータのサイズ＊ （設定範囲：4～1500 バイト）
∗ 4 の倍数で指定して下さい。

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC で st_adr で指定する局へ msg_size 分の送信メッセージバッ
ファのメッセージデータの送信要求を発行します。

■ 戻り値
正常終了時：
SNDING_MSG

：

メッセージデータ送信中

LIB_OK（0）

：

メッセージデータ送信完了

異常終了時： 以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.5メッセージ通信エラー」参照）
ERROR_MSG_ABORT

：メッセージアボート

ERROR_MSG_UNDERFLOW
ERROR_MSG_BUSY
ERROR_MSG_DIV_OVER

：メッセージアンダーフロー
：メッセージビジー
：メッセージ分割オーバ
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4.3.30 jl100m_abort_msgdata

■ 要約
メッセージデータのアボート要求を行い、メッセージの送受信を強制終了します。

short jl100m_abort_msgdata(CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT cnmsg);

■ パラメータ
chbuffp
cnmsg

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス
C1／C2 メッセージの選択
(C1 メッセージ：DEF_C1_MST, C2 メッセージ：DEF_C2_MST)

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC でメッセージデータのアボート要求を行い、メッセージ
送受信を 強制終了します。

■ 戻り値
正常終了時： LIB_OK（0）
異常終了時： 以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.5メッセージ通信エラー」参照）
ERROR_ABT_MSG ：

メッセージアボート失敗
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4.3.31 jl100m_read_msgdata
■ 要約
メッセージデータを受信します。

short jl100m_read_msgdata(CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT cnmsg,
USHORT offset, SHORT size, ULONG *rdata);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

cnmsg

C1／C2 メッセージの選択
(C1 メッセージ：DEF_C1_MST, C2 メッセージ：DEF_C2_MST)
受信データの読み出し開始オフセット[バイト]＊
データサイズ[バイト]＊
受信メッセージデータの格納先

offset
size
rdata

∗ 4 の倍数で指定して下さい。

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC の受信したメッセージデータの、受信バッファのメッセー
ジデータ領域の先頭から offset の位置より size 分の受信データを rdata にコピーし
ます。
予約
受信ステータス
送信先アドレス
送信元アドレス
メッセージ制御
フレーム
タイプ

メッセージデータ長
rdata

size

offset

メッセージデータ
size

空き領域

JL-100

buffer
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■ 戻り値
正常終了時： LIB_OK（0）

異常終了時： 以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.5メッセージ通信エラー」参照）
ERROR_INVALID_SIZE ：
ERROR_REQ_MSG_SIZE ：
ERROR_RCVING_MSG ：

メッセージデータサイズ異常
メッセージデータサイズオーバー
メッセージ受信中
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4.3.32 jl100m_write_msgdata

■ 要約
指定スレーブ局へメッセージデータを送信します。

short jl100m_write_msgdata(CHANNEL_INFO *chbuffp, USHORT cnmsg,
USHORT offset, USHORT size, ULONG *sdata);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

cnmsg

C1／C2 メッセージの選択
(C1 メッセージ：DEF_C1_MST, C2 メッセージ：DEF_C2_MST)
メッセージデータの書き込み先オフセット[バイト]＊
データサイズ[バイト]＊
送信メッセージデータの格納先 （設定範囲：4～1500 バイト）

offset
size
sdata

∗ 4 の倍数で指定して下さい。

■ 解説
chbuffp で指定する ASIC のメッセージ送信バッファの先頭から offset の位置に、
sdata に入っているメッセージデータを size 分書き込みます。

応答監視時間
送信ステータス
送信先アドレス
送信元アドレス
メッセージ制御
フレーム
タイプ
size

メッセージデータ長

sdata
offset

メッセージデータ
size

空き領域

buffer

JL-100
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■ 戻り値
正常終了時： LIB_OK（0）
異常終了時： 以下のエラー要因を返します。
（詳細は「4.4.5メッセージ通信エラー」参照）
ERROR_INVALID_SIZE ： メッセージデータサイズ異常
ERROR_REQ_MSG_SIZE ： メッセージデータサイズオーバー
ERROR_SNDING_MSG ： メッセージ送信中
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4.3.33 jl100m_chk_intrp_factor

■ 要約
割り込みの要因を確認します。

unsigned long jl100m_chk_intrp_factor(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
割り込みの要因を確認します。
割り込みの要因（サイクリック通信割り込み／イベントドリブン通信割り込み）を
判断する必要がある場合、本関数にて確認します。

■ 戻り値
ASIC の割り込み要因レジスタの内容
本関数の戻り値の bit7 の状態により割り込みの要因は以下になります。
（最下位ビットを bit0 とします。）
Bit7：OFF
Bit7：ON

： サイクリック通信割り込み（INT1）
： イベントドリブン通信割り込み（INT0）
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4.3.34 jl100m_get_cid

■ 要約
ASIC のチップ ID 情報を読み込みます。

short jl100m_get_cid(CHANNEL_INFO *chbuffp);

■ パラメータ
chbuffp

ASIC アクセス定義構造体の先頭アドレス

■ 解説
ASIC のチップ ID 情報をレジスタから読み込みます。

■ 戻り値
読み込んだチップ ID 情報（2byte データ

0×100A）
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4.3.35 jl100m_get_accdrv_ver

■ 要約
アクセスドライバのバージョンを読み込みます。

unsigned long jl100m_get_accdrv_ver(void);

■ 解説
使用しているアクセスドライバのバージョンを読み込みます。

■ 戻り値
読み込んだアクセスドライバのバージョン（4byte データ）
上位 2byte ：アクセスドライババージョン
下位 2byte

：アクセスドライバ対応タイプ
（00h：スレーブ, 01h：C1 マスタ, 02h：C2 マスタ）
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4.4 エラー処理
初期化処理時、サイクリック通信中、イベントドリブン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、ユーザエラー、通信エラー、システムエラーに分けられます。
マスタ側では、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。
■ ユーザエラー：
コントローラ側アプリケーションの設定、または初期化の手順が誤っています。
ユーザ設定パラメータの設定、または初期化手順を修正後、再度初期化処理を行って下さい。
■ 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。
■ 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。

4.4.1 初期化エラー
初期化関数エラー内容
関数名

戻り値
(型：USHORT)

内容

値
ｴﾗ-種別
(上位
4bit)

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
(下位
12bit)

エラー
種別

jl100m_setup_asic

ERROR_VERIFY
_MICRO

0x3

0x0E

マイクロコードのダウンロードが正常に完了
しませんでした。

システム

jl100m_initialize

ERROR_INVALID
_HIFPTR

0x1

0x05

ホストインターフェースのアドレス割付が設
定範囲外です。

ユーザ

ERROR_INVALID
_USRPAR

0x1

0x00

ユーザパラメータの設定が誤っています。

ユーザ

ERROR_TOUT
_MODE_SET

0x3

0x01

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_TOUT
_USRPRM_SET

0x3

0x02

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_RAM
_SIZE_OVER

0x1

0x06

RAM 容量が不足しています。

ユーザ

jl100m_req_detect ERROR_WRONG
_slv
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

jl100m_chk_detect ERROR_WRONG
_slv_cmp
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

ERROR_SLV
_AXIS_NO

0x1

0x0C

スレーブの軸番号設定が誤っています。

ユーザ

ERROR_TX
_FRM

0x2

0x11

処理中に送信エラーが発生しました。再度
jl100m_req_detect_slv()にて処理要求を行う必
要があります。

通信

ERROR_WRONG
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

jl100m_req_
measure_transdly
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jl100m_chk_transdly ERROR_WRONG
_cmp
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

ERROR_TX_FRM

0x2

0x11

処理中に送信エラーが発生しました。
再度 jl100m_req_measure_transdly()にて処理要
求を行う必要があります。

通信

jl100m_calc_dlytime ERROR_WRONG
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

jl100m_infm_cmode ERROR_WRONG
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

ERROR_WRONG
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

ERROR_TX_FRM

0x2

0x11

通信
処理中に送信エラーが発生しました。
再度 jl100m_infm_cmode()にて処理要求を行う
必要があります。

ERROR_INFM
_CMODE

0x3

0x0A

マスタが指定した通信モードで通信可能な状
態に遷移が完了していないスレーブがありま
す。

システム

ERROR_WRONG
_SEQ

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

ERROR_TOUT
_CHANG_CBUFF

0x3

0x1C

指令データバッファの切替処理中にタイムア
ウトが発生しました。

システム

ERROR_TOUT
_CSTART

0x3

0x08

サイクリック通信開始処理が正常に完了しま
せんでした。

システム

0x1

0x0B

本関数を実行する前に必要な処理が行われて
いません。

ユーザ

ERROR_TOUT
_ASTART

0x3

0x09

イベントドリブン通信開始処理が正常に完了
しませんでした。

システム

ERROR_INVALID
_SIZE

0x1

0x20

設定範囲外のサイズが指定されています。

ユーザ

ERROR_REQ
_SIZE_OVER

0x1

0x04

指定された offset, size が RAM の領域を越えて ユーザ
います。

ERROR_INVALID
_SIZE

0x1

0x20

設定範囲外のサイズが指定されています。

ERROR_REQ
_SIZE_OVER

0x1

0x04

指定された offset, size が RAM の領域を越えて ユーザ
います。

ERROR_RAM
_SIZE_OVER

0x1

0x06

RAM 容量が不足しています。

ユーザ

ERROR_INVALID
_TMCYC

0x1

0x07

指定された伝送周期が設定範囲外です。

ユーザ

ERROR_TOUT
_USRPRM_SET

0x3

0x02

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_INVALID
_USRPAR

0x1

0x00

ユーザパラメータの設定が誤っています。

ユーザ

jl100m_read_slvstat ERROR_INVALID
_STNO

0x1

0x1E

設定範囲外のステーション番号がセットされ
ています。

ユーザ

jl100m_chk_infm
_cmode_cmp

jl100m_start_sync

jl100m_start_async ERROR_WRONG
_SEQ

jl100m_read_ram

jl100m_write_ram

jl100m_activate
_comprm

ユーザ
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4.4.2 サイクリック通信エラー
サイクリック通信関数エラー内容
関数名

戻り値
(型：USHORT)

値

内容

エラー
種別

ｴﾗ-種別 ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
(上位
(下位
4bit)
12bit)

jl100m_change_rbuff ERROR_TOUT_CHANG
_RBUFF

0x3

0x1A

応答データバッファの切替処理中にタイム
アウトが発生しました。

システム

jl100m_change_cbuff ERROR_TOUT_CHANG
_CBUFF

0x3

0x1C

指令データバッファの切替処理中にタイム
アウトが発生しました。

システム

jl100m_read_ldata

ERROR_INVALID
_STNO

0x1

0x1E

設定範囲外のステーション番号がセットさ
れています。

ユーザ

jl100m_write_ldata

ERROR_INVALID
_STNO

0x1

0x1E

設定範囲外のステーション番号がセットさ
れています。

ユーザ

4.4.3 イベントドリブン通信エラー
イベントドリブン通信関数エラー内容
関数名

jl100m_send_frame

戻り値
(型：USHORT)

内容

値
ｴﾗ-種別 ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
(上位
(下位
4bit)
12bit)

エラー
種別

ERROR_INVALID_
SIZE

0x1

0x20

設定範囲外のサイズが指定されています。

ユーザ

ERROR_INVALID
_FYTPE

0x1

0x21

設定範囲外のフレームタイプが指定されて
います。

ユーザ
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4.4.4 サイクリック通信、イベントドリブン通信共通エラー
サイクリック通信、イベントドリブン通信関数共通エラー内容
関数名

jl100m_read
_comstat

戻り値
(型：ULONG)

値

内容

bit 位置
（データ：1）

エラー種別
サイクリック イベントド
通信
リブン通信

TXSM_ERR

Bit 1B

JL-100 内部で送信シーケンス異常が発生しました。

通信

通信

TUR_ERR

Bit 1A

JL-100 内部の送信 FIFO にアンダーランエラーが発
生しました。

通信

通信

TFO_ERR

Bit 19

JL-100 内部の送信 FIFO にオーバーランエラーが発
生しました。

通信

通信

TXSM_OVER

Bit 15

JL-100 内部(PHY IF 部)で、送信データのオーバラン
エラーが発生しました。

通信

通信

TXSM_UNDER

Bit 14

JL-100 内部(PHY IF 部)で、送信データのオーバラン
エラーが発生しました。

通信

通信

RXRX_ERR

Bit 13

JL-100 内部(PHY IF 部)で、受信動作中にもう一方の
経路から受信しました。

通信

通信

TXRX_ERR

Bit 12

JL-100 内部(PHY IF 部)で、送信動作中に受信しまし
た。

通信

通信

RXTX_ERR

Bit 11

JL-100 内部(PHY IF 部)で、受信動作中に送信しまし
た。

通信

通信

TXTIM_OVR

Bit 10

JL-100 内部(PHY IF 部)で、PHY 転送データサイズ上
限をオーバーしました。

通信

通信

WDTOVR

Bit 0F

JL-100 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。

システム

システム

RXSM_ERR

Bit 0B

JL-100 内部で受信シーケンス異常が発生しました。

通信

通信

RUR_ERR

Bit 0A

JL-100 内部の受信 FIFO にアンダーランエラーが発
生しました。

通信

通信

RFO_ERR

Bit 09

JL-100 内部の受信 FIFO にオーバランエラーが発生
しました。

通信

通信

RXLEN_ERR

Bit 08

受信したフレームのデータ長が IO マップに登録さ
れたデータ長と一致していません。

通信

－

ADDSTN_ERR

Bit 05

サイクリック通信中に途中接続局を検出しました
が、伝送周期内に途中加入のための時間が不足して
います。伝送周期内に途中加入時間を確保するか、
初期化からやり直してください。

システム

－

AXIS_NO_ERR

Bit 04

複数のスレーブ局で同じ局アドレスが設定されてい
る場合に発生します。スレーブ局のアドレスを見直
し再設定してください。

ユーザ

－

TMCYCOVR

Bit 03

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。発生した場
合、通信パラメータ(MA_MAX,T_MCYC)を見直し再
設定してください。

ユーザ

－

PAR_ERR

Bit 02

通信パラメータの各項目の設定値が、上下限を越え
ている場合に発生します。

ユーザ

ユーザ

SCNF_ERR

Bit 01

マスタが指定した通信モードで通信可能な状態に遷
移が完了していないスレーブがあります。
（jl100m_chk_infm_cmode_cmp()の
ERROR_INFM_CMODE と同じ）

システム

システム

FCS_ERR

Bit 00

データ受信中、FCS エラーが発生しました。

通信

通信
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4.4.5 メッセージ通信エラー
メッセージ通信関数エラー内容
関数名

内容

値

戻り値(USHORT)

ｴﾗｴﾗｰ
種別 ｺｰﾄﾞ
(上位 (下位
4bit) 12bit)
jl100m_req_rcv_msgdata

jl100m_req_snd
_msgdata

エラー
種別

ERROR_MSG_ABORT

0x1

0x30 メッセージ通信がアボートされました。 ユーザ

ERROR_MSG_OVERFLOW

0x1

0x31 受信メッセージサイズがメッセージ受信 ユーザ
データ領域を越えています。

ERROR_BUSY_MSG

0x3

0x36 メッセージ通信相手局がビジー状態です。システム

ERROR_MSG_ABORT

0x1

0x30 メッセージ通信がアボートされました。 ユーザ

ERROR_MSG_UNDERFLOW 0x1

0x37 送信メッセージサイズがメッセージ送信 ユーザ
データ領域を超えています。

ERROR_BUSY_MSG

0x3

0x36 メッセージ通信相手局がビジー状態です。システム

ERROR_MSG_DIV_OVER

0x1

0x38 メッセージパケット分割数が 127 を超え ユーザ
ています。

jl100m_abort_msgdata

ERROR_ABT_MSG

0x3

0x35 メッセージアボート処理が正常に終了し システム
ませんでした。

jl100m_read_msgdata

ERROR_RCVING_MSG

0x1

0x34 メッセージ受信要求中にバッファからデ ユーザ
ータを読み込もうとしています。

ERROR_INVALID_SIZE

0x1

0x20 設定範囲外のサイズが指定されています。ユーザ

ERROR_REQ_MSG_SIZE

0x1

0x33 指定のサイズがメッセージ領域を越えて ユーザ
います。

ERROR_SNDING_MSG

0x1

0x32 メッセージ送信要求中にバッファへ書き ユーザ
込みを行おうとしています。

ERROR_REQ_MSG_SIZE

0x1

0x33 指定のサイズがメッセージ領域を越えて ユーザ
います。

ERROR_INVALID_SIZE

0x1

0x20 設定範囲外のサイズが指定されています。ユーザ

jl100m_write_msgdata
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5 サンプルプログラムについて
本節では、アクセスドライバに同梱してある、サンプルプログラムのユーザ定数の設
定内容、及び動作内容について説明します。
なお、本サンプルプログラムは、デフォルト設定でリトルエンディアン用となってお
ります。ビッグエンディアン CPU と組み合わせて使用する際は、以下の変更が必要と
なります。
ビッグエンディアン CPU と組み合わせて使用する場合
jl100m_gbl.h（line.15）
#include "little_jl100_def.h" （リトルエンディアン用定義ファイルの読み込み）
↓
#include "big_jl100_def.h" （ビッグエンディアン用定義ファイルの読み込み）

また、アクセスドライバでは、ASIC に対して処理要求を発行後、処理の完了確認は
一定回数を上限としたポーリングにより行っています。使用する CPU が高速の場合
は、ポーリングの上限回数を過ぎても、処理が完了しない場合に処理完了待ちタイ
ムアウトが発生することがあります。この場合、以下の定義のポーリング回数の上
限（デフォルト：0xFFFF（最大：0xFFFFFFFF））を調整する必要があります。
jl100s_gbl.h（line.20）
#define JL100_CMD_POLLING_CNT

0x0000ffff

以下に、対象となるアクセスドライバ関数、及び処理完了待ちタイムアウト発生時
のエラーコードを示します。
関数名

戻り値
（型：USHORT）

値
エラー種別
（上位 4bit）

エラーコード
（下位 12bit）

ERROR_TOUT_MODE_SET

0x3

0x01

ERROR_TOUT_USRPRM_SET

0x3

0x02

ERROR_TOUT_CHANG_CBUFF

0x3

0x1C

ERROR_TOUT_CSTART

0x3

0x08

jl100m _ start_async

ERROR_TOUT_ASTART

0x3

0x09

jl100m_activate_comprm

ERROR_TOUT_USRPRM_SET

0x3

0x02

jl100m _change_rbuff

ERROR_TOUT_CHANG_RBUFF

0x3

0x1A

jl100m _change_cbuff

ERROR_TOUT_CHANG_CBUFF

0x3

0x1C

jl100m _abort_msgdata

ERROR_ABT_MSG

0x3

0x35

jl100m_initialize
jl100m _start_sync
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5.1 ユーザ定数の設定値について
以下に、サンプルプログラムのユーザ定義ファイルにて設定している、ユーザ定数
の設定内容を記します。設定内容の詳細については、「4.2 ユーザ設定」を参照く
ださい。
ユーザ定義ファイル：smpl_par.h
マクロ定義名

内容

設定内容

動作モード

C1 マスタ（ハード同期）

接続スレーブ数

8局

伝送周期

500μsec

DEF_MAX_RTRY

最大リトライ回数

1回

DEF_PROT_SEL

通信モード

サイクリック通信

遅延計測回数

1回

ウォッチドッグ設定

131msec（最大値）

割込み遅延時間

250μsec

C2 マスタ送信開始時間

495μsec

初期化時応答監視時間

50μsec

DEF_CD_LEN

指令データ長

48byte

DEF_RD_LEN

応答データ長

48byte

DEF_MOD_REGS
DEF_MA_MAX
DEF_TMCYC

DEF_DLY_CNT
DEF_WDT
DEF_INT_OFFSET

*1

DEF_C2_DLY
DEF_TRSP

*2

C1MSG_PEER_ADR

C1 メッセージ通信

相手局アドレス

21H 局

DEF_C1MSG_SIZE

C1 メッセージ通信

データサイズ

64byte

C2MSG_PEER_ADR

C2 メッセージ通信

相手局アドレス

02H 局

DEF_C2MSG_SIZE

C2 メッセージ通信

データサイズ

64byte

メッセージ通信

DEF_PKT_SZ

パケットサイズ

64byte

DEF_ASYNC_PEER_ADR

イベントドリブン通信

相手局アドレス

21H 局

DEF_ASYNC_FTYPE

イベントドリブン通信

フレームタイプ

02H（指令／応答フレーム）

DEF_ASYNC_DATA_SIZE

イベントドリブン通信

データサイズ

64byte

*1. jl100m_calc_dlytime 関数を実行しない場合は、定義ファイル
に設定した値が適用されます。
jl100m_calc_dlytime 関数は必ず実行ください。
*2.

jl100m_calc_dlytime 関数を実行しない場合は、サイクリック
通信に遷移した後も、定義ファイルに設定した値が適用されます。
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5.1.1 初期化時応答監視時間（DEF_TRSP）について
初期化時応答監視時間は、初期化処理の際に暫定的に使用する応答監視時間であり、
サンプルプログラムでは、全スレーブに対し上記の値(DEF_TRSP)をセットします。
サイクリック通信中に後から、スレーブを途中介入させるようなシステムの場合は、
システムに見合った値を設定することを推奨します。
システムの構成により、推奨する初期化時応答監視時間の目安は以下の通りです。
条件： サイクリック通信データサイズ（指令／応答）：64byte
局間ケーブル長：1m
ノード数

*1

応答監視時間
(単位：10nsec)

ノード数

*1

応答監視時間
(単位：10nsec)

0

2100

20

6000

1

2400

25

6800

2

2600

30

8000

3

2800

35

9000

4

3000

40

10000

6

3400

45

11000

8

3800

50

12000

10

4200

55

13000

12 *2

4600

61

14200

15

5200

－

－

*1.
*2.

C1 マスタと対象のスレーブ局との間にあるノード数
C1 マスタ⇔スレーブ#n の間のノード数が 12 を超えるような
システムの場合は、サンプルプログラムのデフォルト値
(5000)から変更が必要です。

設定例
下図のようなシステムでの、推奨の初期化時応答監視時間は下表のようになります。
C1
MST

SLV
#1

C2
MST

SLV
#2

SLV
#3

名称

初期化時応答監視時間推奨値
(単位：10nsec)

SLV#1

2100

C2MST

2400

SLV#2

2600

SLV#3

2800
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5.2 サンプルプログラムの処理概要
以下に、サンプルプログラムの処理概要について記します。

5.2.1 通信初期化処理
以下に、通信初期化処理の動作内容について記します。
サンプルコード：mst_init( )
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図 5-1 ASIC 初期化、ネットワーク設定シーケンス

（注） 1. ASIC 起動確認(jl100m_chk_asic_ready())関数の戻り値が、1sec 以上経過しても
ASIC 起動完了待ち(WAIT_ASIC_READY)のままの場合は、ASIC 故障／エンデ
ィアン設定の不一致などが考えられます。
（注） 2. 一旦、初期化処理（jl100m_initialize）を実行した後に、再度初期化処理からや
り直す場合は、初期化処理を実行する前に、ASIC リセット処理
(jl100m_reset_asic)を行う必要があります。
（注） 3. 初期化処理(jl100m_initialize())関数が、1sec 以上経過しても完了しない場合は、
ASIC 故障が考えられます。
（注） 4. ユーザにて判断が必要な処理です。
（全スレーブ局の通信初期化の完了を待つ場合は、再遅延計測を行って全局の
遅延計測完了を待ってください。）
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5.2.2 サイクリック通信処理
以下、サイクリック通信処理の動作内容を示します。通信周期毎に ASIC へ送信デ
ータを書き込み、応答データを読み込みます。また、ASIC の状態監視も行います。
伝送周期（INT1）割り込み*の先頭で処理を行うようにします。
∗ INT1 割り込みはサイクリック通信時には伝送周期毎に発生しま
す。割り込み要因の確認には、jl100m_chk_intrp_factor()を使用し
ます。

サンプルコード：mst_exchange_sync( )
mst_exchange_sync()

jl100m_begin_cyclic_com( )

未受信or受信異常

asic_status =
jl100m_read_comstat( )

ASIC状態確認処理

jl100m_change_rbuff( )

応答データバッファの切替処理

jl100m_change_cbuff( )

指令データバッファの切替処理

jl100m_get_rrcvstat( )

応答データ受信ステータスの取得

rrcvstat

応答データ受信ステータスの確認

正常受信

asic_status

jl100m_read_ldata( )

応答データ受信処理
１局毎に実行し、
接続スレーブ数分繰り返し行う

ASICステータス異常
ASICステータス正常

異常処理

指令データの更新

jl100m_write_ldata( )

指令データ送信処理

END

図 5-2 サイクリック通信処理の流れ
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図 5-3 送受信データのアクセスタイミング
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ASIC と CPU の間の送受信データの授受は MECHATROLINK-Ⅲの伝送シーケンスと同期して行う必要があります。以下にその条件を説明
します。
MECHATROLINK-Ⅲの伝送シーケンスおよびマスタ CPU への割込み信号を図 5-3 に示します。
ASIC へのデータアクセスは INT1 をトリガとして開始し、1 伝送周期(T_MCYC)内に接続軸数分の処理を完了する必要があります。

5.2.3 送受信データのアクセスタイミング(サイクリック通信モード時)

5
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5.2.4 イベントドリブン通信処理
以下に、イベントドリブン通信処理の動作内容について示します。フレームの送信
タイミング、受信タイミング、及び、送受信のシーケンス（図 5-4 中の async_sw）
はユーザで管理する必要があります。
また、ASIC の状態監視もユーザで行う必要があります。
イベントドリブン通信では、C1 マスタの任意のタイミングでコマンドを送信する
ことが可能です。以下の処理を任意のタイミングで実行してください。
jl100m_send_frame()及び jl100m_req_rcv_frame()は、実行したタイミングでのステー
タスが戻り値となります。このため、送信シーケンスまたは受信シーケンスが正常
完了するまでには、以下のシーケンスを複数回実行する必要が出る場合もあります。

サンプルコード：mst_exchange_async( )

mst_exchange_async

async_sw
送信シーケンス

フレームの送信処理

送信中 or
送信異常

受信シーケンス

ret = jl100m_send_frame( )

ret = jl100m_req_rcv_frame( )

ret

ret
送信完了

async_sw = ASYNC_RCV_SEQ

フレームの受信処理

受信未完

受信完了

async_sw = ASYNC_SND_SEQ

async_rcv_stat

受信異常

正常受信
または
受信タイムアウト

jl100m_read_comstat( )

jl100m_read_comstat( )
ASICステータス正常

ASIC状態確認処理

ASICステータス異常

異常処理

END

図 5-4 イベントドリブン通信処理の流れ
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5.2.5 メッセージ通信処理
以下に、メッセージ通信処理の動作内容について示します。
サイクリック通信状態で、下記のシーケンスを行うことにより、メッセージ通信が
可能です。
メッセージの一次局及び、二次局間でのメッセージの送受信シーケンス（図 5-5 中
の msg_sw）はユーザで管理する必要があります。

サンプルコード：mst_exchange_msg( )

mst_exchange_msg( )

msg_sw
受信シーケンス

送信シーケンス

メッセージ書き込み関数の
パラメータの設定
(offset, size)

送信メッセージバッファ
ポインタの設定

メッセージ送信バッファへの
メッセージデータ書き込み

jl100m_write_msgdata( )

ret = jl100m_req_rcv_msgdata( )

メッセージ受信要求処理

受信中

ret

未完了

受信アボート

受信完了
全メッセージデータ書き込み
完了？

完了

メッセージデータ送信要求

メッセージ バッファ
ポインタの設定

メッセージ書き込み関数の
パラメータの設定(offset, size)

jl100m_read_msgdata( )

メッセージ受信バッファから
メッセージデータ読み込み

ret = jl100m_req_snd_msgdata( )

送信アボート
or
相手局ビジー

ret
送信完了

送信中
未完了
全メッセージデータ読み込み
完了？

完了

msg_sw = MSG_RCV_SEQ

msg_sw = MSG_SND_SEQ

END

図 5-5 メッセージ通信処理の流れ

（注）
メッセージ通信を行う場合は、伝送周期内にメッセージ通信を行う時間を確保しておく
必要があります。
イベントドリブン通信モードでメッセージ通信を行う場合は、前項のイベントドリブン
通信のシーケンスで行う必要があります。
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5.2.6 メッセージ通信送受信データのアクセスタイミング
メッセージ通信は、ユーザからのメッセージ送信要求及び、メッセージ受信要求に
よってメッセージデータの送受信を行います。
ユーザは任意のタイミング（ラウンド処理、CPU のタイマ割り込み処理など）で、
図 5-5 に示すようなメッセージ送受信シーケンスに従い、メッセージ通信を行って
ください。
メッセージ通信送受信データへのアクセスタイミングを、図 5-6 に示します。
一次局
(ホスト)

ユーザ手順

一次局
(ASIC)

二次局
(ASIC)

ﾒｯｾｰｼﾞ送信ﾊﾞｯﾌｧに
送信ﾃﾞｰﾀ書き込み

jl100m_write_msgdata()

jl100m_ｒｅｑ_snd_msgdata()

二次局
(ホスト)

ﾒｯｾｰｼﾞ受信要求

・
・
・

ﾒｯｾｰｼﾞ送信要求

ユーザ手順

jl100s_ｒｅｑ_rcv_msgdata()

メッセージ通信
jl100s_ｒｅｑ_rcv_msgdata()

jl100m_ｒｅｑ_snd_msgdata()

ret = RCVING_MSG

ret = SNDING_MSG

ﾒｯｾｰｼﾞ送信
完了待ち
ret = SNDING_MSG

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

jl100s_ｒｅｑ_rcv_msgdata()

jl100m_ｒｅｑ_snd_msgdata()

ret = SNDING_MSG

jl100s_ｒｅｑ_rcv_msgdata()

jl100m_ｒｅｑ_snd_msgdata()
ﾒｯｾｰｼﾞ送信
完了

ret = LIB_OK

ret = LIB_OK

jl100m_ｒｅｑ_rcv_msgdata()

・
・
・
ret = RCVING_MSG

ﾒｯｾｰｼﾞ受信完了

ﾒｯｾｰｼﾞ送信完了

ﾒｯｾｰｼﾞ受信
完了待ち
ret = RCVING_MSG

ﾒｯｾｰｼﾞ受信ﾊﾞｯﾌｧから
受信ﾃﾞｰﾀ読み込み

ﾒｯｾｰｼﾞ受信要求

・
・
・

・
・
・

ﾒｯｾｰｼﾞ受信
完了

jl100s_read_msgdata()

応答データ作成
ﾒｯｾｰｼﾞ送信ﾊﾞｯﾌｧに
送信ﾃﾞｰﾀ書き込み
・
・
・

メッセージ通信

ﾒｯｾｰｼﾞ送信要求

jl100m_ｒｅｑ_rcv_msgdata()

jl100s_write_msgdata()

jl100s_ｒｅｑ_snd_msgdata()

ret = RCVING_MSG

ﾒｯｾｰｼﾞ受信
完了待ち

jl100s_ｒｅｑ_snd_msgdata()
ret = RCVING_MSG

ret = SNDING_MSG

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

jl100m_ｒｅｑ_rcv_msgdata()
ret = RCVING_MSG

jl100s_ｒｅｑ_snd_msgdata()
ﾒｯｾｰｼﾞ受信完了

ﾒｯｾｰｼﾞ送信完了

ret = SNDING_MSG

ret = LIB_OK

ret = LIB_OK

ﾒｯｾｰｼﾞ受信要求
ﾒｯｾｰｼﾞ受信ﾊﾞｯﾌｧから
受信ﾃﾞｰﾀ読み込み

jl100m_read_msgdata()

・
・
・

jl100s_ｒｅｑ_snd_msgdata()

jl100m_ｒｅｑ_rcv_msgdata()
ﾒｯｾｰｼﾞ受信
完了

ﾒｯｾｰｼﾞ送信
完了待ち
ret = SNDING_MSG

ﾒｯｾｰｼﾞ送信
完了

jl100s_ｒｅｑ_rcv_msgdata()

・
・
・

図 5-6 メッセージ通信送受信データへのアクセスタイミング
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5.2.7 サイクリック通信状態から再初期化を行う場合の処理
C1 マスタにて、サイクリック通信状態から、通信パラメータ、通信条件を変更す
る場合などは、ASIC のリセット（jl100m_reset_asic()）を実行後、再度、通信初期
化処理(mst_init())から実行する必要があります。
この際、図 5-1(1/2)に示す、ASIC 内部 RAM のリード・ライトチェックは省略して
もかまいません。
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5.2.8 イベントドリブン通信状態から再初期化を行う場合の処理
C1 マスタにて、イベントドリブン通信状態から ASIC リセット後、再初期化を行い、
イベントドリブン通信／サイクリック通信に遷移する場合は、以下の手順に従い、
処理を実行する必要があります。

イベントドリブン通信状態①

通信パラメータの設定

jl100m_activate_comprm( )

送信エラー
(ret == ERROR_TX_FRM)
または
スレーブ処理待ち
(ret == ERROR_INFM_CMODE)

jl100m_infm_cmode( )

通信パラメータをサイクリック通信モードに変更する

通信パラメータ/IOマップの設定値を有効にする

IOマップに登録されているスレーブに
通信モードを通知する

スレーブからの応答待ち
（ret == WAIT_SLV_RSP）
ret=jl100m_chk_infm_cmode_cmp( )

スレーブがサイクリック通信で通信可能状態
(通常運転状態)に遷移したことを確認する
全接続局通常運転中
(ret == LIB_OK)

jl100m_reset_asic( )

ASICをリセットする

通信初期化処理を実行する。
（詳細手順は、「5.2.1通信初期化処理」を参照）

初期化処理

イベントドリブン通信状態②
または
サイクリック通信状態

図 5-7 イベントドリブン通信状態から、再初期化後、イベントドリブン通信に遷移
する場合の手順

以下に示すその他の状態遷移については、特に注意事項はありません。
1. サイクリック通信

→ ASIC リセット →

サイクリック通信

2. サイクリック通信

→ ASIC リセット →

イベントドリブン通信
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用語定義
■ ステーション番号
IO マップに登録するスレーブを特定するために昇順に連番で使用する番号。
C1 マスタを０とし、C2 マスタは接続スレーブ数を ma_max とすると ma_max+1 として扱う。
■ 動作タイプ
MECHATROLINK-Ⅲでは通信動作タイプとして C1 マスタ、C2 マスタ、スレーブ、モニタ
スレーブの４つのタイプがあります。必ず何れかの動作タイプを選択するものとし、同一の
機器が同時に複数の動作タイプを実行することは出来ません。

■ C1 マスタ
サイクリック通信の制御を行いながら、スレーブと指令データ／応答データを交換する局で
す。
ネットワーク上に必ず１台存在し、サイクリック通信時のマスタ局として動作します。
同一ネットワークに複数台接続することは出来ません。

■ C2 マスタ
ネットワーク及び、システムのサポート用の局です。ネットワーク上に最大１台接続可能で
す。
サイクリック通信はモニタしか出来ません。

■ スレーブ
C1 マスタと指令データ／応答データを交換する局です。ネットワーク上にモニタスレーブ
とあわせて最大 62 台まで接続可能です。
■ モニタスレーブ
スレーブの一種で、C1 マスタとの間で指令データ／応答データを交換するだけでなく、他
のスレーブと C1 マスタとの間のサイクリック通信のモニタ機能を持ちます。ネットワーク
上にスレーブとあわせて最大 62 台まで接続可能です。

■ マルチスレーブ
スレーブの一種で、拡張アドレスを設定することでノード内に複数のスレーブをもつことが
できます。また、モニタスレーブと同様に他のスレーブと C1 マスタとの間のサイクリック
通信のモニタ機能を持ちます。ネットワーク上にスレーブとあわせて最大 62 台まで接続可
能です。（マルチスレーブ台数は、ノード内のスレーブ数で数えます）

■ サイクリック通信
C1 マスタが送信する同期フレームに同期して全スレーブが一斉動作する通信方式です。ス
レーブは、一斉動作するタイミングでマスタから受信した指令データの処理や応答データ作
成を行います。

■ イベントドリブン通信
スレーブが、マスタから受信した指令データの処理、応答データ作成を個別のタイミングで
実行する通信方式です。
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■ 伝送周期通知フレーム
初期化時に C1 マスタが、伝送周期及び通信モード（サイクリック通信／イベントドリブン
通信）をスレーブ／C2 マスタに通知するため送信するフレームです。
スレーブ／C2 マスタは、本フレームにて通知された伝送周期、通信モードにて動作するよ
うに設定しなければなりません。

■ 伝送遅延時間
C1 マスタが送信したデータがスレーブに到達するまでに必要な時間です。
スレーブ毎に値が異なります。

■ 応答監視時間
C1 マスタがサイクリック通信時にスレーブからの応答データの受信を監視する時間、及び、
C1 マスタ／C2 マスタがメッセージ通信時に相手局からの応答受信を監視する時間です。
■ 伝送遅延計測
C1 マスタがスレーブ毎に、伝送遅延時間を測定することです。
■ 拡張アドレス
送信先アドレス／送信元アドレス中の 8bit の情報です。マルチスレーブは拡張アドレスを使
用します。通常のスレーブは、拡張アドレス部は 00H 固定となります。

■ IO マップ
サイクリック通信/イベントドリブン通信時に使用する、各ステーション毎のパラメータ群で
す。
C1 マスタの場合、ネットワークを構成する全スレーブ／C2 マスタの局アドレス、指令/応答
データ長、応答監視時間を登録する必要があります。

■ ユーザ設定パラメータ
通信パラメータ及び通信条件を指します。
通信開始する前にユーザで設定が必要なパラメータです。
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