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第1章 はじめに 

1.1 概要 

 本ソフトウェアは、Linux アプリケーションおよび RTLinux リアルタイムモジュールから、弊社

CompactPCI/PCI パルスカウンタボード製品の制御を行うためのソフトウェアです。GPG-6106 は、弊

社 CompactPCI/PCI パルスカウンタボードを Linux アプリケーションから Lib をリンクし関数をコー

ルすることにより制御します。 

 本ドキュメントは、Linux 上で GPG-6106 を使用するための情報を掲載しています。 

 

1.2 特長 

●ゲート付きカウントモード、スタート・ストップカウントモード、トグルカウントモード、フリー

カウントモードの 4つのモードでの高精度測定が簡単にできます。  

●入力仕様、入力極性、クロック切り替え、カウンタイネーブル、基準クロックをソフトウェアで制

御することができます。  

● 高 10MHz の信号を測定することができます。  

●外部クロック、内部クロックを切り替えて使用することができます。  

●カウンタスタート/ストップ、オーバーフロー発生、インターバルタイマ使用の際にコールバック

関数を呼び出すことができます。 
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第2章 製品仕様 

2.1 動作環境 

PCI バス Pentium M 系、PentiumⅢ系、 

Geode 系、SH-4 系 

弊社 CPU ボード 

CompactPCI バス Pentium M 系、Celeron M 系、 

PentiumⅢ系、Geode 系、SH-4 系

機種 

パソコン Intel Architecture-32 

（IBM PC/AT Compatibles） 

ドライバ種別 キャラクタ型ドライバ 

組み込み方式 モジュール（ダイナミックロード/アンロード） 

メジャー番号割り当て 自動割り当て 

ソースコードの 

取り扱い 

ドライバモジュール一部公開 

ライブラリソースコード非公開 

共用モジュール公開 

ビルドサポート メイクファイル提供 

対応カーネルバージョン ・IBM PC/AT 互換機 

  カーネル 2.2.x 

  カーネル 2.4.x 

  カーネル 2.6.x 

・弊社 SH-4 CPU ボード 

  弊社 SH-Linux 

ヘルプファイル PDF 形式 

テキスト形式 

 

2.2 対象ボード 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-6106 

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-6106 

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-6106 
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2.3 基本仕様 

大ボード枚数 同一型式は 16 枚まで。 

イベント機能 以下の割り込み要因でコールバック関数を呼び出すことができ

ます。 

・カウンタスタート時 

・カウンタストップ時 

・オーバーフロー(桁上がり)発生時 

・インターバルタイマ割り込み 

インターバルタイマ機能 指定した周期でコールバック関数を呼び出すことができます。

(10ms～1500ms) 

PCI-6106, CPZ/CTP-6106 パルスカウンタボードの電源投入時に

おける各レジスタのデフォルト値は以下の様に設定されます。

 レジスタ及びモード リセット時の状態 

 カウンタ値 0000h 

 カウンタモード 0（ゲート付きカウントモード） 

 入出力仕様 フォトカプラ絶縁 

 入力極性 立ち上がりエッジ測定 

 クロック切り替え 外部クロックを使用 

 内部基準クロック 0.1µs 
 カウント動作 ディセーブル（カウンタ動作不可）

 汎用入力 OFF(High) 

 汎用出力 OFF(High) 

初期設定 

 

PCI-6106, CPZ/CTP-6106 は以下の機能を持ちます。 

 機 能 説 明  

 ゲート付きカウントモード  

 スタート・ストップカウントモード  

 トグルカウントモード  

 

カウンタモード 

フリーカウントモード  

 フォトカプラ絶縁  

 

入出力仕様 

非絶縁 TTL  

 立ち上がりエッジをカウント  

 

入力極性 

立ち下がりエッジをカウント  

 外部クロック  

 

クロック切り替え 

内部クロック  

 カウンタイネーブル（動作可能）  

 

カウンタ切り替え 

カウンタディセーブル（動作不可）  

 内部基準クロック 0.1µs, 1µs, 10µs, 100µs, 1ms, 
10ms, 100ms, 1s 

 

機能 
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第3章 実行手順 

3.1 ボードを動かすまで 

1. インストール 

ボードを拡張スロットに実装しシステムを起動します。 

インストーラを起動し、Linux ドライバのインストールを行います。 

詳しいインストール方法は、Readme をご参照ください。 

#sh install 

 

インストーラの指示に従って、インストールを行ってください。 

 

2. ドライバモジュールの組み込み 

GPG-6106 の Linux 用ドライバモジュールを組み込みます。 

ドライバ組み込み用シェルスクリプトを実行してください。 

cd /usr/src/interface/gpg6106/(アーキテクチャ名※)/linux/driver 

#sh inspcnt.sh 

 

アーキテクチャ名には、PC/AT 互換機の場合 i386、SH-CPU ボードの場合 sh4 になります。以下同じ

です。 

 

3. デバイス番号設定 

デバイス番号を設定します。デバイス番号設定ユーティリティ dpg0101 を起動します。 

#/usr/bin/dpg0101 

 

デバイス番号設定ユーティリティを起動させると、以下の画面が表示されます。 

************************************************** 

 Setup Utility 

-------------------------------------------------- 

 Version: 1.01-02 

-------------------------------------------------- 

 Copyright 2002 Interface Corporation. 

                      All rights reserved. 

************************************************** 

 

Enter the model number of the product: GPG- 
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入力画面では、”6106”を打ち込んでリターンキーを押してください。 

===================================== 

Ref.ID | Model          | RSW1 | Device No. 

------------------------------------- 

      1 | PCI/PAZ-6106 |     0 |      0 

------------------------------------- 

      2 | PCI/PAZ-6106 |     1 |      1 

===================================== 

 

項目 内容 

Ref.ID そのデバイス番号の ID です。 

次のメニューでデバイス番号の変更などを行う際に指定します。 

Model 現在システムが認識している GPG-6106 が制御するデバイス一覧です。 

RSW1 RSW1 設定値です。 

Device No. 各ボードに割り当てられたデバイス番号です。 

任意の値に変更可能です。 

 

次にメニューを選択します。メニューに示されている番号を入力することでそれぞれの設定変更が可

能です。 

************** Command *************** 

  1. Change the device number. 

  2. Delete the device number. 

  3. Load new device setting file. 

  4. Run the initialization program. 

  5. Run the CardBus ID setup utility. 
 99. Exit the program. 
************************************** 
Enter the command number: 

 

番号 項目 内容 

1 デバイス番号の変更 GPG-6106 では使用できません。 

2 デバイス番号（ノード）の削除 

 

設定されたデバイス番号を削除します。ID を入力してくださ

い。ここでデバイス番号を削除した場合は、再度 dpg0101 を

実行するとデバイス番号が設定されます。 

3 別のソフト型式のデバイス番号

設定 

GPG-6106 以外の GPG-XXXX で制御するボード型式のデバイス

番号設定に移ります。他のカテゴリ（例えば DIO（GPG-2000）

など）と併用してシステムを構築している場合に使用してく

ださい。 

4 初期設定ユーティリティの起動 GPG-6106 では使用できません。 

5 カードバス ID 設定ユーティリテ

ィの起動 

GPG-6106 では使用できません。 

99 プログラムの終了 デバイス番号設定ユーティリティを終了します。 

 

※新しくデバイスをシステムに組み込んだ場合は、全てのデバイスに対してデバイス番号設定プロ

グラムでデバイスノードを作成してください。 

複数カテゴリのドライバ使用時にドライバのロード順番が前回と変わった場合には、ドライバの

ロード順番を、デバイス番号設定プログラムを実行した際の順番に戻して下さい。 

やむをえず、ドライバのロード順番を変更する場合は、デバイス番号設定プログラムで再設定を

行なって下さい。 
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4. プログラム作成 

プログラムの作成を行います。エディタを起動し、下記のコードを記述します。 

ここでは RSW1 設定値が 0の PCI-6106 のチャンネル 1でパルスカウントを行います。 

#include    <stdio.h> 

#include    "FbiPcnt.h" 

 

int main(void) 

{ 

    int             nRet;           // 関数戻り値 

    unsigned long   ulValue;        // カウンタ値格納用 

 

    // パルスカウンタボードの初期化を行います。 

    nRet = PcntOpen( 1, PCNT_FLAG_NORMAL ); 

    if ( nRet != PCNT_ERROR_SUCCESS ) { 

        printf(“オープン失敗”); 

        return -1;             //プログラム終了 

    } 

 

    //チャンネル 1をフリーカウントモード、非絶縁 TTL 入力、立ち上がりエッジを測定 

    //内部クロック使用に設定します 

    nRet = PcntSetMode( 1, 1, 3, 1, 0, 1 ); 

    if ( nRet != PCNT_ERROR_SUCCESS ) { 

        printf(“モード設定失敗”); 

        PcntClose( 1 ); 

        return -1;             //プログラム終了 

    } 

 

    //チャンネル 1を基準クロック 100ms に設定します 

    nRet = PcntSetBaseClock( 1, 1, 0x06 ); 

    if ( nRet != PCNT_ERROR_SUCCESS ) { 

        printf(“ベースクロック設定失敗”); 

        PcntClose( 1 ); 

        return -1;             //プログラム終了 

    } 

 

    //チャンネル 1のカウンタをイネーブルにして、カウントを開始します 

    nRet = PcntEnable( 1, 1, 1 ); 

 

    //カウンタ値を 0クリアします。 

    ulValue =0； 

     

    //カウンタ値を取得します。 

    //チャンネル 1のカウンタ値取得 

    nRet = PcntRead( 1, 1, &ulValue ); 

 

    // カウント値の表示 

    printf("カウント値 = %04x\r", ulValue); 

 

    // 終了処理 

    PcntClose( 1 ); 

} 

 

コードの記述が終われば PulseCnttest.c というファイル名で保存しておきます。 
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5. コンパイル 

作成したプログラムをコンパイルします。下記のコマンドを実行してください。 

#gcc -o PulseCnttest PulseCnttest.c –lgpg6106 

 

6. 実行 

コンパイルすることで実行ファイル PulseCnttest ができていますので、 

#./PulseCnttest 

 

と入力し、プログラムを実行してください。 

「ボードオープン」→「モード設定」→「ベースクロック設定」→「チャンネル 1でカウント開始」

→｢カウント値取得｣→「ボードクローズ」の一連のボード制御を行います。 

コーンソール画面にカウント値が表示されます。 

関数処理が失敗した場合、コンソール画面に失敗メッセージが表示されます。 

 

より詳しい制御方法は、『3.2制御手順』をご参照ください。 
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3.2 制御手順 
 

同一型式のボードを複数枚使用する場合は、ボード上の RSW1（ロータリスイッチ）の設定値が同一

型式同士で重複しないように設定してからコンピュータに実装してください。同一型式で複数のボー

ドが存在する場合、ボードを一意に識別するための番号となります。重複していた場合、本ソフトウ

ェアは正常に動作いたしません。 

 

パルスカウンタボードは、以下の流れでカウンタを読み込みます。 

パルスカウンタボードでは、動作モードおよび内部基準クロックを設定した時点で、カウンタがクリ

アされます。この時、カウンタはディセーブル（カウンタ動作不可）状態になっていますので、カウ

ンタをイネーブル（動作可能）状態にしてから、カウンタを読み込んでください。 

 

 
基本的な制御の手順は以下の通りです。（記述例は C言語です。） 
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1. 初期化 

 

ボードを PcntOpen 関数で初期化します。 

 

    nRet = PcntOpen( 1, PCNT_FLAG_NORMAL ); 

 

デバイス番号（1）を第一パラメータで指定して初期化を行います。デバイス番号とは、パルスカ

ウンタボードを一意に識別するもので、下記以降の関数コールの際に指定します。 

このデバイス番号はデバイス番号設定ユーティリティによって設定されます。デバイス番号の設

定方法については『3.1 ボードを動かすまで』を参照下さい。第二パラメータは予約です。0 を

指定してください。 

 

初期化が正常終了すると上記の記述例では nRet に PCNT_ERROR_SUCCCESS が返されます。 

 

複数のパルスカウンタボードを使用する場合は、各ボードに対し PcntOpen 関数をコールし、オー

プンする必要があります。 

別々のプロセスから同一のパルスカウンタボードを初期化（使用）することが可能です。これに

より別々のプロセス間で一枚のパルスカウンタボードを共有することが可能です。 

 

一枚のボードを複数アプリケーションで共有する場合、カウンタの値、マスク設定等は 後に設

定を行った値となります。（アプリケーション毎に設定は保持されません） 

複数アプリケーションで同時に一枚のボードを制御する場合、ボードの設定等は整合性を保てる

ようにアプリケーション間で調整を行ってください。 

初期化したパルスカウンタボードはアプリケーション終了の際には必ず終了処理（ PcntClose 関

数 ）を行ってください。 
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2. 各チャンネルモードの設定・取得 

 

 

PcntSetMode 関数にて、カウンタ動作モード、入力仕様、入力極性、クロック切り替えを設定し

ます。 

 

      nRet = PcntSetMode( 1, 1, 0, 0, 0, 1 ); 

 

チャンネル 1 をゲート付きカウントモード、フォトカプラ絶縁入力、立ち上がりエッジを測定、

内部クロック使用 に設定する例です。 

 

1) ゲート付きカウントモード 

 

ゲート付きカウントモードは、外部の GATE 信号により、カウンタのスタート・ストップが可能

です。GATE 信号が有効な時（”Low”レベル）のみ、カウントされます。 
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2) スタート・ストップカウントモード 

 

スタート・ストップモードは、外部の GATE 信号の立下りによりカウンタのスタート、外部の STOP

信号の立下りによりカウンタのストップが可能です。 
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3) トグルカウントモード 

 

トグルカウントモードは、 初の GATE 信号によりカウンタのスタート、次の GATE 信号によりカウ

ンタのストップが可能で、GATE 信号の立ち下がりにより、カウンタのスタート・ストップを繰り

返すモードです。 
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4) フリーカウントモード 

 

フリーカウントモードは、PcntEnable 関数の、カウンタイネーブル／ディセーブルにより、カウ

ンタのスタート・ストップを行うモードです。 

 

 
 

 

PcntGetMode 関数にて現在のモードを取得することができます。 

 

 

    nRet = PcntGetMode( 1, 1, &nMode, &nConfig, &nLine, &nClock ); 

 

チャンネル 1の現在のモードを取得します 
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3. 基準クロックの設定・取得 

 

PcntSetBaseClock 関数にて、基準クロックを設定します。 

（基準クロックは、モード設定で「内部クロック使用」を選択した際に有効になります） 

 

    nRet = PcntSetBaseClock( 1, 1, 0x02 ); 

 

チャンネル 1の基準クロックを 10µs に設定する例です。 

 

PcntGetBaseClock 関数で設定された基準クロックを取得することができます。 

 

    nRet = PcntGetBaseClock( 1, 1, &nBaseClock ); 

 

チャンネル 1の現在の基準クロックを取得します 

 

4. カウンタイネーブル／ディセーブルの設定 

 

PcntEnable 関数で、カウンタをイネーブルまたはディセーブルにすることができます。カウンタ

をディセーブル（動作不可）にすると、カウンタは動作しなくなります。フリーカウントモード

では、この関数にて、カウンタのスタート・ストップを制御します。カウンタをご使用の際には、

必ずイネーブルに設定してください。 

 

    nRet = PcntEnable( 1, 1, 1 ); 

 

チャンネル 1のカウンタをイネーブルにします。 

 



GPG-6106 Help for Linux 

© 2002, 2007 Interface Corporation. All rights reserved. 

 
17 

 

5. カウンタ値の取得 

 

カウンタ値を PcntRead 関数にて取得します。 

 

    nRet = PcntRead( 1, 1, &wCounter ); 

 

チャンネル 1の現在のカウンタ値を取得します。 

 

また、PcntReadEx 関数にて複数チャンネルのカウンタ値を取得することができます。 

 

6. イベント割り込みの設定 

 

割り込みイベントが発生した時に、登録した関数を実行させることができます。 

これをコールバックイベント機能と呼びます。 

 

PcntSetEvent 関数にて割り込みイベントが発生した時にコールされる関数を登録します。 

 

PcntSetEventMask 関数にて必要な割り込みイベントのマスクを解除します。設定したマスク状態

は PcntGetEventMask 関数で取得できます。 

 

割り込みイベントが発生すると、設定した関数がコールされます。 

 

割り込みイベントの処理が必要なくなった場合は、PcntSetEventMask 関数にて割り込み要因をマ

スクし、PcntKillEvent 関数でコールバック関数の登録を解除します。 

 

7. ステータスの取得 

 

PcntGetStatus 関数にてボードのステータスを取得することができます。 

 

8. インターバルタイマ 

 

PcntSetTimerConfig 関数、PcntGetTimerConfig 関数、PcntGetTimerCount 関数を使用してボード

上に搭載されたタイマを直接使用することができます 

 

9. 終了処理 

PcntClose 関数でボードの終了処理を行います。アプリケーションでは、必ずクローズ処理を行

ってから終了してください。 

 

nRet = PcntClose( 1 ); 
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第4章 リファレンス 

4.1 関数一覧 
 

No 関 数 名 機  能 

1 PcntOpen パルスカウンタボードのオープンを行い、以後のボードへのアクセ

スを行えるようにします。（デバイス番号でのオープン） 

2 PcntClose パルスカウンタボードのクローズを行い、ボードアクセスのために

使用されていた各種リソースの解放を行い、以後のボードへのアク

セスを禁止します。 

3 PcntSetMode パルスカウンタの動作モードを設定します。 

設定項目には、モード、入力仕様、入力極性、クロック切り換えが

あります。 

4 PcntGetMode パルスカウンタの動作モードを取得します。 

5 PcntEnable パルスカウンタのイネーブル／ディセーブルを切り替えます。 

6 PcntSetBaseClock 内部基準クロックを設定します。 

7 PcntGetBaseClock 内部基準クロックを取得します。 

8 PcntRead カウンタ値を読み込みます。 

9 PcntReadEx 複数チャンネルのカウンタ値を読み込みます。 

10 PcntClear カウンタをクリアします。 

11 PcntClearEx 複数チャンネルのカウンタをクリアします。 

12 PcntSetEventMask コールバックイベントのマスクを設定します。 

13 PcntGetEventMask コールバックイベントのマスクを取得します。 

14 PcntSetEvent コールバックイベントを登録します。 

15 PcntKillEvent コールバックイベントを削除します。 

16 PcntSetTimerConfig インターバルタイマの設定を行います。 

17 PcntGetTimerConfig インターバルタイマの設定情報を取得します。 

18 PcntGetTimerCount インターバルタイマのカウント値を取得します。 

19 PcntGetStatus 現在のカウンタステータスを取得します。 

20 PcntInputDI パルスカウントボードの汎用入力値を取得します。 

21 PcntOutputDO パルスカウントボードで汎用出力を行います。 

22 lpEventProc PcntSetEvent 関数にて登録し、割り込みイベントが発生した時に

コールされるコールバック関数です。 
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4.2 関数個別説明 
 

 1.PcntOpen 

パルスカウンタボードのオープンを行い、以後のボードへのアクセスを行えるようにします。 

（デバイス番号でのオープン） 

 

int PcntOpen( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned int fnFlags /* オープンフラグ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
制御を行うボードのデバイス番号を指定します。 

 

fnFlags 
オープン時のフラグを指定します。（フラグには下記の識別子を指定します） 

 

PCNT_FLAG_NORMAL： 

通常のオープン時に使用するフラグです。これを指定すると同じデバイス番号を重複し

てオープンすることはできません。 

PCNT_FLAG_SHARE ：内部クロックを使用 

同じデバイスを複数のプロセスから重複(共有)してオープンすることを許可するフラグ

です。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_NOT_OPEN 

・PCNT_ERROR_NOT_DEVICE 

・PCNT_ERROR_ALREADY_OPEN 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntOpen(1, PCNT_FLAG_NORMAL); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードをオープンします。 
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 2.PcntClose 

パルスカウンタボードのクローズを行い、ボードアクセスのために使用されていた各種リソース

の解放を行い、以後のボードへのアクセスを禁止します。 

 

int PcntClose( 

 int nDevice /* デバイス番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

備考 

・再度、ボードへのアクセスを行う場合にはオープン処理(PcntOpen関数)を呼び出してください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntOpen(1, PCNT_FLAG_NORMAL); 

if(nRet== PCNT_ERROR_SUCCESS){ 

    ： 

    ： 

    nRet = PcntClose(1); 

} 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのクローズ処理を行います。 
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 3.PcntSetMode 

パルスカウンタボードの動作モード、入力仕様、入力極性、クロックソースを指定します。 

 

int PcntSetMode ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 int nMode, /* 動作モード */ 

 int nConfig, /* 入力仕様 */ 

 int nLine, /* 入力極性 */ 

 int nClock /* クロックソース */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 
nChannel 

設定を行うチャンネルを指定します。 

1～4 の値を設定してください。 

 

nMode 
カウンタ動作モードを指定します。 

bit31～bit2 bit1 bit0 

予約 MD1 MD0 

 

bit1：MD1 bit0：MD0 モード 

0 0 ゲート付きカウントモード 

0 1 スタート・ストップカウントモード 

1 0 トグルカウントモード 

1 1 フリーカウントモード 

 

 

nConfig 
入力仕様を指定します。 

 

0 ：フォトカプラ絶縁入力 

1 ：非絶縁 TTL 入力 

 

nLine 
外部クロック入力の極性を指定します。 

 

0 ：立ち上がりエッジをカウント 

1 ：立ち下がりエッジをカウント 

 

 

nClock 
入力パルスのクロックソースを指定します。 

 

0 ：外部クロックを使用 

1 ：内部クロックを使用 
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戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_INVALID_MODE 

・PCNT_ERROR_INVALID_CONFIG 

・PCNT_ERROR_INVALID_LINE 

・PCNT_ERROR_INVALID_CLOCK 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

備考 

PcntSetMode 関数を実行した時点で、カウンタはクリアされ、ディセーブル(動作不可)状態にな

ります。再びカウンタを開始するには、PcntEnable 関数にて、カウンタをイネーブル(動作可能)

状態に設定してください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntSetMode(1, 1, 0, 0, 0, 1); 

 

デバイス番号 1 のパルスカウンタボードのチャンネル 1 をゲート付きカウントモード、フォトカ

プラ絶縁入力、立ち上がりエッジを測定、内部クロック仕様に設定します。 
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 4.PcntGetMode 

パルスカウンタボードの現在の設定状態を取得します。 

 

int PcntGetMode ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 int *pnMode, /* 動作モード格納用変数へのポインタ */ 

 int *pnConfig, /* 入力仕様格納用変数へのポインタ */ 

 int *pnLine, /* 入力極性格納用変数へのポインタ */ 

 int *pnClock /* クロック切り換え格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 
nChannel 

チャンネルを指定します。 

1～4 の値を設定してください。 

 

pnMode 
カウンタ動作モードを格納する変数へのポインタを指定します。 

格納される内容は以下の通りです。 

 

bit31～bit2 bit1 bit0 

予約 MD1 MD0 

 

bit1：MD1 bit0：MD0 モード 

0 0 ゲート付きカウントモード 

0 1 スタート・ストップカウントモード 

1 0 トグルカウントモード 

1 1 フリーカウントモード 

 

pnConfig 
入力仕様を格納する変数へのポインタを指定します。 

格納される内容は以下の通りです。 

 

0 ：フォトカプラ絶縁入力 

1 ：非絶縁 TTL 入力 
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pnLine 
外部クロック入力の極性を格納する変数へのポインタを指定します。 

格納される内容は以下の通りです。 

 

0 ：立ち上がりエッジをカウント 

1 ：立ち下がりエッジをカウント 

 

pnClock 
入力パルスのクロックソースを格納する変数へのポインタを指定します。 

格納される内容は以下の通りです。 

 

0 ：外部クロックを使用 

1 ：内部クロックを使用 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

int nMode; 

int nConfig; 

int nLine; 

int nClock; 

 

nRet = PcntGetMode( 1, 1, &nMode, &nConfig, &nLine, &nClock ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1から現在の各設定状態を取得します。 
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 5.PcntEnable 

パルスカウンタボードのカウンタをイネーブルまたはディセーブルにします。カウンタは初期状

態でディセーブル（動作不可）状態となっておりますので、必ずこの関数にてイネーブル（動作

可能）状態に設定してからカウンタ値を読み込んでください。 

 

int PcntEnable( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 int nEnable /* イネーブル/ディセーブル */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
カウンタイネーブル/ディセーブルを切り替えるチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定して下さい。 

 

nEnable 
カウンタ状態を指定します。 

0：カウンタディセーブル(カウンタ動作不可) 

1：カウンタイネーブル(カウンタ動作可能) 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_INVALID_ENABLE 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntEnable( 1, 1, 1 ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1をカウンタイネーブルに設定します。 
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 6.PcntSetBaseClock 

パルスカウンタボードの内部基準クロック周期を設定します。 

 

int PcntSetBaseClock( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned int uBaseClock /* 基準クロック周期 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
基準クロック周期を設定するチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定します。 

 

uBaseClock 
基準クロック周期を指定します。 

 

設定値 基準クロック周期 

00h 0.1μs 

01h 1μs 

02h 10μs 

03h 100μs 

04h 1ms 

05h 10ms 

06h 100ms 

07h 1s 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_INVALID_BASECLOCK 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntSetBaseClock( 1, 1, 6 ); 

 

デバイス番号1のパルスカウンタボードのチャンネル1に基準クロック周期100msを設定します。 
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 7.PcntGetBaseClock 

パルスカウンタボードからパルスを発生させます。 

 

int PcntGetBaseClock( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned int *puBaseClock /* 基準クロック周期格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
基準クロック周期を取得するチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定して下さい。 

 

puBaseClock 
基準クロック周期を格納する変数へのポインタを指定します。 

取得される内容は以下の通りです。 

 

取得値 基準クロック周期 

00h 0.1μs 

01h 1μs 

02h 10μs 

03h 100μs 

04h 1ms 

05h 10ms 

06h 100ms 

07h 1s 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned int uBaseClock; 

 

nRet = PcntGetBaseClock( 1, 1, &uBaseClock ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1の基準クロック周期を取得します。 
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 8.PcntRead 

パルスカウンタボードのカウンタ値を読み込みます。 

 

int PcntRead( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned short *pwCounter /* カウンタ値格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
カウンタ値を読み込むチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定します。 

 

pwCounter 
取得したカウンタ値を格納する変数へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

unsigned short wCounter; 

int nRet; 

 

nRet = PcntRead( 1, 1, &wCounter ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1からカウンタ値を読み込みます。 
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 9.PcntReadEx 

パルスカウンタボードの複数チャンネルのカウンタ値を読み込みます。 

 

int PcntReadEx( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned short *pwCounter /* カウンタ値格納値用配列へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
カウンタ値を読み込むチャンネルを以下のビットで指定します。 

bit31～bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

無効 CH4 CH3 CH2 CH1 

    0：チャンネル無効 

    1：チャンネル有効 

 

pwCounter 
取得したカウンタ値を格納する配列へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

備考 

選択されていないチャンネルには、FFFFh が返ります。 

取得したカウンタ値は、unsigned short（16 ビット）×4の配列に格納されます。 

 

配列インデックス 取得値 

0 チャンネル 1カウンタ値 

1 チャンネル 2カウンタ値 

2 チャンネル 3カウンタ値 

3 チャンネル 4カウンタ値 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned short pwCounter[4]; 

 

nRet = PcntReadEx( 1, 0x0B, &pwCounter[0] ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1のパルスを停止します。
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10.PcntClear 

パルスカウンタボードのカウンタをクリアします。 

 

int PcntClear( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel /* チャンネル番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
カウンタをクリアするチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定して下さい。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntClear( 1, 1 ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1のカウンタをクリアします。 

 



GPG-6106 Help for Linux 

© 2002, 2007 Interface Corporation. All rights reserved. 

 
31 

 

11.PcntClearEx 

パルスカウンタボードで複数チャンネルのカウンタをクリアします。 

 

int PcntClearEx( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned int uChannel /* チャンネル番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

uChannel 
カウンタをクリアするチャンネルを以下のビットで指定します。 

 

bit31～bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 CH4 CH3 CH2 CH1 

      0：チャンネル無効 

      1：チャンネル有効（クリアを行います） 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet 

 

nRet = PcntClearEx( 1, 0x0D ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1、3、4のカウンタをクリアします。 
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12.PcntSetEventMask 
パルスカウンタボードのイベントマスクを設定します。 

 

int PcntSetEventMask( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned int nEventmask, /* イベントマスク */ 

 unsigned int nTimerMask /* マスク設定 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
マスク設定をするチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定して下さい。 

 

nEventMask 
カウンタイベントのマスクデータを指定します。 

bit31～bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 OF END ST 

 

設定値 内容(1:割り込み有効, 0:割り込み無効) 

ST カウンタスタート割り込み  

END カウンタストップ割り込み  

OF オーバーフロー割り込み 

（カウンタの値が FFFFh  → 0 になった時に発生） 

 

nTimerMask 
インターバルタイマイベントのマスクデータを指定します。 

0：インターバルタイマ割り込み無効  

1：インターバルタイマ割り込み有効 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_INVALID_MASK 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 
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使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntSetEventMask( 1, 1, 7, 1 ) 

 

デバイス番号 1 のパルスカウンタボードのチャンネル 1 の、「カウンタスタート割り込み」「オー

バーフロー割り込み」「カウンタストップ割り込み」、と「インターバルタイマ割り込み」の割り

込みを有効にします。 
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13.PcntGetEventMask 

パルスカウンタボードのイベントのマスク設定を取得します。 

 

int PcntGetEventMask ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned int *pnEventMask, /* イベントマスク格納用配列へのポインタ */ 

 unsigned int *pnTimerMask /* マスク設定格納用配列へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
マスクを設定するチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定して下さい。 

 

pnEventMask 
カウンタイベントマスクを取得する変数へのポインタを指定します。 

bit31～bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 OF END ST 

 

設定値 内容(1:割り込み有効, 0:割り込み無効) 

ST カウンタスタート割り込み  

END カウンタストップ割り込み  

OF オーバーフロー割り込み 

（カウンタの値が FFFFh  → 0 になった時に発生） 

 

pnTimerMask 
インターバルタイマイベントマスク設定を取得する変数へのポインタを指定します。 

0：インターバルタイマ割り込み無効  

1：インターバルタイマ割り込み有効 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_INVALID_MASK 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet, nEventMask, nTimerMask; 

 

nRet = PcntGetEventMask( 1, 1, &nEventMask, &nTimerMask ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1のイベントマスク状態を取得します。  
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14.PcntSetEvent 

パルスカウンタボードからのイベント発生時に起動するコールバック関数を登録します。 

 

int PcntSetEvent( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 LPPCNTCALLBACK lpEventProc, /* コールバック関数のアドレス */ 

 unsigned long ulUser /* ユーザデータ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 

lpEventProc 
コールバック関数のアドレス 

 

ulUser 
コールバック関数に渡す任意の 32 ビットデータを指定します。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_ALREADY_REGISTRATION 

・PCNT_ERROR_INITIALIZE_IRQ 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

備考 

コールバック関数の書式は以下の通りです。 

void lpEventProc( unsigned long ulEvent, unsigned long ulUser ); 

 

スタート/ストップ信号イベントとインターバルタイマ割り込みは、早い周期でのイベントは動作

が保証できません。 

 

ulEvent 内容(1:検出, 0:未検出) 

bit0 ： ST1 チャンネル 1 カウンタスタート割り込み検出 

bit1 ： END1 チャンネル 1 カウンタストップ割り込み検出 

bit2 ： OF1 チャンネル 1 オーバーフロー割り込み検出 

bit3 ： ST2 チャンネル 2 カウンタスタート割り込み検出 

bit4 ： END2 チャンネル 2 カウンタストップ割り込み検出 

bit5 ： OF2 チャンネル 2 オーバーフロー割り込み検出 

bit6 ： ST3 チャンネル 3 カウンタスタート割り込み検出 

bit7 ： END3 チャンネル 3 カウンタストップ割り込み検出 

bit8 ： OF3 チャンネル 3 オーバーフロー割り込み検出 

bit9 ： ST4 チャンネル 4 カウンタスタート割り込み検出 

bit10 ： END4 チャンネル 4 カウンタストップ割り込み検出 

bit11 ： OF4 チャンネル 4 オーバーフロー割り込み検出 

bit12 ： SIGT インターバルタイマ 

bit31～bit13 予約 
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使用例 

void lpEventProc（unsigned long dwEvent, unsigned long dwUser） 

{ 

             // ・ 

             // ・ 割り込みイベントに対応する処理を記述します。 

             // ・ 

} 

 

nRet = PcntSetEvent( 1, (LPPCNTCALLBACK)lpEventProc, ulUser ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードにコールバック関数 lpEventProc を登録します。 
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15.PcntKillEvent  

パルスカウンタボードの登録されたコールバック関数を削除します。 

 

int PcntKillEvent( 

 int nDevice /* デバイス番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_ALREADY_DELETE 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntKillEvent( 1 ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードに設定されたコールバック関数を削除します。 
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16.PcntSetTimerConfig 

インターバルタイマを設定します。 

 

int PcntSetTimerConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned char bTimerConfigValue /* インターバルタイマ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 

bTimerConfigValue 
インターバルタイマを設定する、ビットの組み合わせを指定します。 

タイマ周期は基準周期と分周値の積となります。 

タイマ周期 = 基準周期 × 分周値  

基準周期と分周値は以下のビットアサインで設定します。 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

基準周期 分周値 

予約 CTL7 CTL6 CTL5 CTL4 CTL3 CTL2 CTL1 

 

分周値は以下のビットの組み合わせて、設定されます。 

 

 CTL4 CTL3 CTL2 CTL1 

タイマ停止 0 0 0 0 

1 分周 0 0 0 1 

2 分周 0 0 1 0 

3 分周 0 0 1 1 

4 分周 0 1 0 0 

5 分周 0 1 0 1 

6 分周 0 1 1 0 

7 分周 0 1 1 1 

8 分周 1 0 0 0 

9 分周 1 0 0 1 

10 分周 1 0 1 0 

11 分周 1 0 1 1 

12 分周 1 1 0 0 

13 分周 1 1 0 1 

14 分周 1 1 1 0 

15 分周 1 1 1 1 

 

基準周期は以下のビットの組み合わせて、設定されます。 

 

基準周期 CTL7 CTL6 CTL5 

10μs 0 0 0 

100μs 0 0 1 

1ms 0 1 0 

10ms 0 1 1 

100ms 1 0 0 
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戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_ITIMER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntSetTimerConfig( 1, 0x38 ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのインターバルタイマを、分周値 8、基準周期 10ms で設

定を行います。 
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17.PcntGetTimerConfig 

インターバルタイマの設定情報を取得します。 

 

int PcntGetTimerConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned char *pbTimerConfigValue /* インターバルタイマ格納用変数へのポインタ */

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 

pnTimerConfigValue 
インターバルタイマの設定データを格納する変数のポインタを指定します。 

 

インターバルタイマのタイマ周期は基準周期と分周値の積となります。 

タイマ周期 = 基準周期 × 分周値  

 

基準周期と分周値は取得したデータに対して以下のビットアサインで判断します。 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

基準周期 分周値 

予約 CTL7 CTL6 CTL5 CTL4 CTL3 CTL2 CTL1 

 

分周値は以下のビットの組み合わせて判断します。 

 

 CTL4 CTL3 CTL2 CTL1 

タイマ停止 0 0 0 0 

1 分周 0 0 0 1 

2 分周 0 0 1 0 

3 分周 0 0 1 1 

4 分周 0 1 0 0 

5 分周 0 1 0 1 

6 分周 0 1 1 0 

7 分周 0 1 1 1 

8 分周 1 0 0 0 

9 分周 1 0 0 1 

10 分周 1 0 1 0 

11 分周 1 0 1 1 

12 分周 1 1 0 0 

13 分周 1 1 0 1 

14 分周 1 1 1 0 

15 分周 1 1 1 1 

 

基準周期は以下のビットの組み合わせて判断します。 

基準周期 CTL7 CTL6 CTL5 

10μs 0 0 0 

100μs 0 0 1 

1ms 0 1 0 

10ms 0 1 1 

100ms 1 0 0 
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戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned char bTimerConfigValue; 

 

nRet = PcntGetTimerConfig( 1, &bTimerConfigValue ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードからインターバルタイマの設定情報を取得します。 
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18.PcntGetTimerCount 

パルスカウンタボードのインターバルタイマのカウント値を取得します。 

 

int PcntGetTimerCount( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned char *pbTimerCount /* インターバルタイマのカウント値格納用変数へのポインタ */

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードの デバイス番号を指定してください。 

 

pbTimerCount 
ボード上のインターバルタイマの現在のカウンタ値を格納する変数のポインタを指定します。 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

備考 

PcntSetTimerConfig 関数により設定した周期における、現在のカウント値を 4bit カウンタで取

得します。 

 

bit7～bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 TD4 TD3 TD2 TD1 

 

カウント TD4 TD3 TD2 TD1 

0 カウント 0 0 0 0 

1 カウント 0 0 0 1 

2 カウント 0 0 1 0 

3 カウント 0 0 1 1 

4 カウント 0 1 0 0 

5 カウント 0 1 0 1 

6 カウント 0 1 1 0 

7 カウント 0 1 1 1 

8 カウント 1 0 0 0 

9 カウント 1 0 0 1 

10 カウント 1 0 1 0 

11 カウント 1 0 1 1 

12 カウント 1 1 0 0 

13 カウント 1 1 0 1 

14 カウント 1 1 1 0 

15 カウント 1 1 1 1 
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使用例 

int nRet; 

char TimerCount; 

 

nRet = PcntGetTimerCount( 1, &TimerCount ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードからインターバルタイマのカウント値を取得します。 
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19.PcntGetStatus 

パルスカウンタボードのステータスを取得します。 

 

int PcntGetStatus( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nChannel, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned int *puStatus /* ステータス格納変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

nChannel 
ステータスを取得するチャンネルを指定します。 

1～4 の値を指定してください。 

 

puStatus 
ステータスを格納する変数へのポインタを指定します。 

 

bit31～bit8 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 ST STR STP OF 予約 予約 予約 STT 

 

フラグ名 内  容 

STT カウントイネーブルステータス 

0：カウント不可 

1：カウント可能  

OF オーバーフロー 

0：オーバーフロー未発生 

1：オーバーフロー発生 

（カウンタの値が FFFFh → 0 になった時に発生）  

STP カウンタストップ 

0：カウンタストップ未発生 

1：カウンタストップ発生  

STR カウンタスタート 

0：カウンタスタート未発生 

1：カウンタスタート発生  

ST カウンタステータス 

0：カウンタ停止中 

1：カウンタ動作中 

 

オーバーフローフラグ、カウンタスタート／ストップフラグは、読み出すとクリアされます。

その他のステータスは、都度変化します。 
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戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL 

・PCNT_ERROR_PARAMETER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned int uStatus; 

 

nRet = PcntGetStatus( 1, 1, &uStatus ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードのチャンネル 1からステータス値を取得します。  
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20.PcntInputDI 

パルスカウンタボードの汎用入力端子の状態を取得します。 

 

int PcntInputDI( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long *pulValue /* 汎用入力値 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

pulValue 
汎用入力端子の状態を格納する変数へのポインタを指定します。 

 

bit31～bit2 bit1 bit0 

予約 IN2 IN1 

 

bit 内 容 

IN1 汎用入力端子 1 

0：汎用入力端子 High レベル 

1：汎用入力端子 Low レベル 

IN2 汎用入力端子 2 

0：汎用入力端子 High レベル 

1：汎用入力端子 Low レベル 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

備考 

汎用入力端子は、信号が”Low”レベル時 ON(“1”)、”High”レベルの時 OFF(“0”)となります。 

 

使用例 

int nRet; 

int nValue; 

 

nRet = PcntInputDI( 1, &nValue ); 

 

デバイス番号 1のパルスカウンタボードから汎用入力値を取得します。  
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21.PcntOutputDO 

パルスカウンタボードにて、汎用出力端子の状態を制御します。 

 

int PcntOutputDO( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulValue /* 汎用出力値 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
PcntOpen 関数でオープンしたボードのデバイス番号を指定してください。 

 

ulValue 
bit31～bit2 bit1 bit0 

予約 OUT2 OUT1 

 

bit 内 容 

OUT1 汎用出力端子 1 

0：汎用出力端子 High レベル 

1：汎用出力端子 Low レベル 

OUT2 汎用出力端子 2 

0：汎用出力端子 High レベル 

1：汎用出力端子 Low レベル 

 

戻り値 

正常終了した場合は、PCNT_ERROR_SUCCESS が返されます。 

 

正常終了しなかった場合は以下のエラーが発生します。 

・PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

 

詳細については『4.3 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

備考 

汎用出力端子は、出力値が ON(“1”)の時”Low”レベル、OFF(“0”)の時”High”レベルとなります。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = PcntOutputDO( 1, 1 ); 

 

デバイス番号1のパルスカウンタボードの汎用出力端子1をON、汎用出力端子2をOFFにします。  
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22.lpEventProc（イベントコールバック関数） 

PcntSetEvent 関数にて登録し、割り込みイベントが発生した時にコールされるコールバック関数

です。 

 

void lpEventProc( 

 unsigned long ulEvent, /* イベント要因 */ 

 unsigned long ulUser /* ユーザデータ */ 

); 

 

パラメータ 

ulEvent 
発生した割り込みイベント要因が格納されます。（下記のビット構成で表されます。） 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

END3 ST3 OF2 END2 ST2 OF1 END1 ST1 

 

bit31～bit13 bit12 bit11 bit10 bit9 bit8 

予約 SIGT OF4 END4 ST4 OF3 

 

ulEvent 内 容（1：検出、0：未検出） 

bit0：ST1 チャンネル 1カウントスタート 

bit1：END1 チャンネル 1カウントストップ 

bit2：OF1 チャンネル 1オーバーフロー 

bit3：ST2 チャンネル 2カウントスタート 

bit4：END2 チャンネル 2カウントストップ 

bit5：OF2 チャンネル 2オーバーフロー 

bit6：ST3 チャンネル 3カウントスタート 

bit7：END3 チャンネル 3カウントストップ 

bit8：OF3 チャンネル 3オーバーフロー 

bit9：ST4 チャンネル 4カウントスタート 

bit10：END4 チャンネル 4カウントストップ 

bit11：OF4 チャンネル 4オーバーフロー 

bit12：SIGT インターバルタイマ 

bit31～bit13 予約 

 

ulUser 
PcntSetEvent 関数の実行時に指定したユーザデータが格納されています。 

 

※コールバックルーチンの関数型 LPPCNTCALLBACK は下記のように定義されます。 

typedef void (*PLPPCNTCALLBACK)(unsigned long ulEvent, unsigned long ulUser); 

 

戻り値 

この関数に戻り値はありません。 
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4.3 戻り値一覧 
 

エラー識別子 値 意味 対処方法 

PCNT_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 - 

PCNT_ERROR_NOT_DEVICE C0000001h ドライバが呼び出せま

せん。 

指定されたデバイスが見つか

りませんでした。指定している

デバイス番号が存在するかど

うかを確認してください。 

PCNT_ERROR_NOT_OPEN C0000002h ドライバが OPEN できま

せん。 

デバイスのオープン時に何ら

かのエラーが発生しました。

（ドライバ内部作業領域の確

保に失敗したなど。） 

PCNT_ERROR_INVALID_DEVICE_NU

MBER 

C0000003h デバイス番号が正しく

ありません。 

不正なデバイス番号で呼び出

しを行おうとしました。デバイ

ス番号設定プログラムで設定

したデバイス番号を使用して

ください。 

PCNT_ERROR_ALREADY_OPEN C0000004h 既に OPEN されているデ

バイスを OPEN しようと

しました。 

既に OPEN されているデバイス

です。 

PCNT_ERROR_NOT_SUPPORTED C0000009h ボードがサポートして

いない関数です。 

ボードがサポートしていない

機能のため制御できません。 

PCNT_ERROR_INITIALIZE_IRQ C0001000h 割り込みの初期化に失

敗しました 

システムエラーです。 

PCNT_ERROR_INVALID_CHANNEL C0001001h 不正なチャンネル番号

を指定しました。 

チャンネル番号は 1～4 を指定

してください。 

（ PcntReadEx 関 数 お よ び

PcntClearEx 関数の時は、1～15

を指定してください） 

PCNT_ERROR_INVALID_MODE C0001002h 不正なモードを指定し

ました 

モードは 0～3 を指定してくだ

さい 

PCNT_ERROR_INVALID_CONFIG C0001003h 不正な入力仕様を指定

しました 

入力仕様は、0 か 1 を指定して

ください。 

PCNT_ERROR_INVALID_LINE C0001004h 不正な入力極性を指定

しました 

入力極性は、0 か 1 を指定して

ください。 

PCNT_ERROR_INVALID_CLOCK C0001005h 不正なクロック切り替

え値を指定しました 

クロック切り替え値は、0 か 1

を指定してください。 

PCNT_ERROR_INVALID_ENABLE C0001006h 不正なカウンタ切り替

え値を指定しました 

カウンタ切り替え値は、0 か 1

を指定してください。 

PCNT_ERROR_INVALID_BASECLOCK C0001007h 不正な基準クロックを

指定しました 

基準クロックは、0～7を指定し

てください。 

PCNT_ERROR_INVALID_MASK C0001008h 不正なイベントマスク

を指定しました 

イベントマスクは、0～7を指定

してください。 

PCNT_ERROR_INVALID_ITIMER C0001009h 不正なインターバルタ

イマ設定値を指定しま

した 

正しいインターバルタイマ設

定値を指定してください。 

PCNT_ERROR_INVALID_OUTPUT C000100Ah 不正なタイムアウト値

を指定しました 

 

正しいタイムアウト値を指定

してください。 

PCNT_ERROR_ALREADY_REGISTRAT

ION 

C000100Bh イベントはすでに登録

済みです 

 

PCNT_ERROR_ALREADY_DELETE C000100Ch イベントはすでに削除

されています 
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PCNT_ERROR_NULL_POINTER C0001011h NULL ポインタが渡され

ました 

システムに障害が発生してい

る可能性がございます。どのよ

うな状況でエラーが発生した

かをご連絡ください。 

PCNT_ERROR_PARAMETER C0001012h 引数パラメータの値が

不正です 

API 関数に指定する値が不正も

しくは範囲外です。 

PCNT_ERROR_DRVCAL C0001013h ドライバがコールでき

ません 

ドライバファイルが組み込ま

れていない場合などに発生し

ます。ドライバの組み込みを行

ってください。 
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4.4 Kylix をお使いの方へ 
本ドキュメント内の関数、プログラム例の書式はすべて C言語となっております。Kylix をお使いの

方は下記の書式の違いにご注意してお使いください。 

 

１． 関数 

C 言語 Kylix 

int PcntGetEventMask( 1)function PcntGetEventMask( 

 int nDevice, 2)nDevice: Integer3); 

 int nChannel, nChannel: Integer; 

 int *nEventMask, 4)var nEventMask: Integer; 

 int *nTimerMask var nTimerMask: Integer 

); 

 

): 5)Integer; 6)cdecl; external ‘gpg6105.so’; 
1)Kylix では戻り値を返す場合は function、返さない場合（C 言語の void に相当）は procedure を

関数の先頭につけます。 

2)C 言語では”変数の型 変数名”の順で引数を記述するのに対し、Kylix では”変数名:変数の型”の順

で記述します。 

3)Kylix では変数の型が C言語と異なります。一部を紹介します。 

・int→Integer 

・long→Longint 

・unsigned long→Cardinal 

・void*→pointer 

4)参照渡しを記述する際には変数名に var をつけます。 

5)C 言語では戻り値の型を先頭に記述するのに対し、Kylix では引数リストの後に戻り値の型を記述

します（戻り値の型が C言語における void 型の場合は、戻り値の型は”:;”と何も記述しません。） 

6)ライブラリ関数を呼ぶ際には、関数の 後に cdecl;external ‘ライブラリ名’;を記述します（ただ

しコールバックルーチンは external ‘ライブラリ名’;は必要ありません）。 

 

２． 使用例 

ボードオープンから周波数設定値の取得方法までを記述します。 

C 言語 

void CALLBACK lpEventProc(unsigned long ulEvent, unsigned long ulUser); 

 

int main(void) 

{ 

    PcntOpen( 1, 0 ); 

    PcntSetEvent( 1, lpEventProc, 0 ); 

    : 

    : 

} 

 

void lpEventProc(unsigned long ulEvent, unsigned long ulUser); 

{ 

    // 割り込みイベントに対する処理を行います 

} 

                                          

Kylix 
1)var 

    procedure lpEventProc (dwEvent: DWORD; dwUser：DWORD);cdecl; 

    nRet : Integer; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
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2)begin 

     

    nRet := PcntOpen( 1, 0 ); 

    nRet := PcntSetEvent( 1, lpEventProc, 0 ); 

    : 

    : 

 

end; 

 

procedure lpEventProc (dwEvent: DWORD; dwUser：DWORD);cdecl; 

begin 

   // 割り込みイベントに対する処理を行います 

end; 

 

1)var 節で関数宣言、変数宣言を行います。 

2)関数の処理記述は begin～end;の中に記述します。 

3)Kylix では代入には:=を使用します。 

4)アドレスを渡す際は、C言語では&であるのに対し、Kylix では@を記述します。 

5)C 言語では 0x～が 16 進数を示すのに対し、Kylix では$～が 16 進数を意味します。 
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4.5 テストドライバの使用方法 
本ソフトウェアには、ボードがなくてもドライバを動かすことができるテストドライバ機能がついて

おります。 

テストドライバを使用する場合は、libgpg6106.so の代わりに libgpg6106t.so をリンクし、コンパ

イルしてください。 

テストドライバ機能を使用するプログラム test.c をコンパイルする場合のコンパイル例を示します。 
#gcc -o test test.c –lgpg6106t 

 

各関数は、与えられた引数が規定どおりになっているか、チェックします。 

 

関数名 機能 

PcntOpen 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntClose 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntSetMode 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntGetMode 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntEnable 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntSetBaseClock 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntGetBaseClock 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntRead カウンタ値 FFFFh が返されます。 

PcntReadEx カウンタ値 FFFFh が返されます。 

PcntClear 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntClearEx 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntSetEventMask 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntGetEventMask 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntSetEvent 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntKillEvent 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntSetTimerConfig 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntGetTimerConfig 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntGetTimerCount 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntGetStatus 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntInputDI 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 

PcntOutputDO 引数が正常であれば、PCNT_ERROR_SUCCESS を返します。 
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第5章 サンプルプログラム 

サンプルプログラムは「/usr/src/interface/gpg6106/(アーキテクチャ名)/linux/samples」にソー

スコード、Makefile を用意しています。サンプルプログラムには実行形式ファイルが付属していま

せんので、Makefile を実行して、実行形式のファイルを作成してからご使用ください。 

   

5.1 pcntread.c 
1 チャンネルのカウンタ読み出しを行うサンプルプログラムです。 

 

・ 制御を行なうボードのデバイス番号を指定します。 

・ 指定するチャンネルのモード設定を行います。 

・ カウンタをイネーブルにします。 

・ 指定したチャンネルのカウンタ値を読み出します。 

・ ボードをクローズします。 

 

5.2 pcntreadex.c 
複数チャンネルのカウンタ読み出しを行うサンプルプログラムです。 

 

・ 制御を行なうボードのデバイス番号を指定します。 

・ 指定するチャンネルのモード設定を行います。 

・ カウンタをイネーブルにします。 

・ 指定したチャンネルのカウンタ値を読み出します。 

・ ボードをクローズします。 

 

5.3 freecountext.c 
1 チャンネルのカウンタ読み出しを行うサンプルプログラムです。 

外部クロックでのカウントを行います。 

 

・ デバイス番号１のボードをオープンします。 

・ 指定するチャンネルのモード設定を行います。 

・ カウンタをイネーブルにします。 

・ 指定したチャンネルのカウンタ値を読み出します。 

 （カウントが 1000 になるまで繰り返し読み出し表示します。） 

・ ボードをクローズします 

 

5.4 pcntread_k.bpr(kylix 用) ※ 
1チャンネルのカウンタ読み出しを行うサンプルプログラムです。 

 

・ 制御を行なうボードのデバイス番号を指定します。 

・ 指定するチャンネルのモード設定を行います。 

・ カウンタをイネーブルにします。 

・ 指定したチャンネルのカウンタ値を読み出します。 

・ ボードをクローズします。 

 

5.5 pcntreadex_k.bpr(kylix 用) ※ 
複数チャンネルのカウンタ読み出しを行うサンプルプログラムです。 

 

・ 制御を行なうボードのデバイス番号を指定します。 

・ 指定するチャンネルのモード設定を行います。 

・ カウンタをイネーブルにします。 



GPG-6106 Help for Linux 

© 2002, 2007 Interface Corporation. All rights reserved. 

 
55 

・ 指定したチャンネルのカウンタ値を読み出します。 

・ ボードをクローズします。 

 

※ SH-Linux 版では提供されなていないサンプルプログラムです。
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第6章 重要な情報 

 

保証の内容と制限 

弊社は本ドキュメントに含まれるソースプログラムの実行が中断しないこと、またはその実行に誤り

が無いことを保証していません。 

本製品の品質や使用に起因する、性能に起因するいかなるリスクも使用者が負うものとします。 

 

弊社はドキュメント内の情報の正確さに万全を期しています。万一、誤記または誤植などがあった場

合、弊社は予告無く改訂する場合があります。ドキュメントまたはドキュメント内の情報に起因する

いかなる損害に対しても弊社は責任を負いません。 

ドキュメント内の図や表は説明のためであり、ユーザ個別の応用事例により変化する場合があります。 

 

著作権、知的所有権 

弊社は本製品に含まれるおよび本製品に対する権利や知的所有権を保持しています。   

本製品はコンピュータ ソフトウェア、映像/音声(例えば図、文章、写真など)を含んでいます。 

 

医療機器/器具への適用における注意 

弊社の製品は人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられる事を目的として設計、製造さ

れた物では有りません。 

弊社の製品は人体の検査などに使用するに適する信頼性を確保する事を意図された部品や検査機器

と共に設計された物では有りません。 

医療機器、治療器具などの本製品の適用により、製品の故障、ユーザ、設計者の過失などにより、損

傷/損害を引き起こす場合が有ります。 

 

複製の禁止 

弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製、改変などを行うことはでき

ません。 

 

責任の制限 

弊社は、弊社または再販売者の予見の有無にかかわらず発生したいかなる特別損害、偶発的損害、間

接的な損害、重大な損害について、責任を負いません。 

 

本製品(ハードウェア，ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得られる結果

に関する一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。 

 

本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給（納期遅延）、性能もしくは使用に起因する付帯的損

害もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改良（正

常に動作する）、代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は負わないものとしますので、予めご了

承ください。 

 

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は

一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等

は行っておりません。 

 

商標/登録商標 

本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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