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NAME

halui − observe HAL pins and command LinuxCNC through NML

SYNOPSIS

halui [−ini <path-to-ini>]

DESCRIPTION

halui は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使スイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使してユーザーインターフェイスを構築するために使ユーザーインターフェイスを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使構築するために使するために使使
用してユーザーインターフェイスを構築するために使されます。 多数のピンをエクスポートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使エクスポートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。し、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使これらが変更されたときにそれに応じて動作します。変更されたときにそれに応じて動作します。されたとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使きに使それに使応じて動作します。じてユーザーインターフェイスを構築するために使動作します。します。

OPTIONS

−ini name

名前を構成ファイルとして使用します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使構成ファイルとして使用します。ファイルとして使用します。とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使します。 注：halui は ini で指定された指定されたされた nml ファイルとして使用します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使見つけつけ
る必要があります。通常、そのファイルはが変更されたときにそれに応じて動作します。あります。通常、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使そのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ファイルとして使用します。は ini とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使同じフォルダーにあるため、そのフォルダーじフォルとして使用します。ダーに使あるため、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使そのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使フォルとして使用します。ダー
から halui を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使実行するのが理にかなっています。するのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使が変更されたときにそれに応じて動作します。理にかなっています。に使かなってユーザーインターフェイスを構築するために使います。

USAGE

実行するのが理にかなっています。するとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使halui は多数のピンをエクスポートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使エクスポートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。します。 ユーザーはそれらを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使自分の物理的なノブとのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使物理にかなっています。的なノブとなノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使
スイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 LED に使接続でき、変化に気づいたときにで指定されたき、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変化に気づいたときにに使気づいたときにづいたとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使きに使 halui が変更されたときにそれに応じて動作します。適切なイベントをトリガーします。 なイベントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使トし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。リガーします。 

halui は信号がデバウンスされることを想定しているため、必要に応じて（ノブの接触が悪い）、最が変更されたときにそれに応じて動作します。デバウンスされることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使想定されたしてユーザーインターフェイスを構築するために使いるため、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使必要があります。通常、そのファイルはに使応じて動作します。じてユーザーインターフェイスを構築するために使（ノブの接触が悪い）、最ノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使接触が悪い）、最が変更されたときにそれに応じて動作します。悪い）、最い）、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使最
初に物理ボタンをに使物理にかなっています。ボタンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 HAL デバウンスフィルとして使用します。ターに使接続でき、変化に気づいたときにします。

PINS

abort

halui.abort bit in

ほとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使んどのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使エラーを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使クリアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使するためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
tool

halui.tool.length−offset.a float out

A 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.b float out

B 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.c float out

C 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.u float out

U 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.v float out

V 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.w float out

W 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.x float out

X 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.y float out

Y 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.length−offset.z float out
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Z 軸に現在適用されている工具長オフセットに使現在適用してユーザーインターフェイスを構築するために使されてユーザーインターフェイスを構築するために使いる工具長オフセットオフセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。
halui.tool.diameter float out

現在のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使工具径、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使または工具が変更されたときにそれに応じて動作します。ロードされてユーザーインターフェイスを構築するために使いない場合はは 0

halui.tool.number u32 out

現在選択されているツールされてユーザーインターフェイスを構築するために使いるツールとして使用します。
spindle

halui.spindle.N.brake−is−on bit out

ブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使レーキがオンかどうかを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンかどうかを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.spindle.N.brake−off bit in

スピンドルとして使用します。ブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使レーキがオンかどうかを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使無効にするためのピンに使するためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.spindle.N.brake−on bit in

スピンドルとして使用します。ブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使レーキがオンかどうかを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使作します。動させるためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.spindle.N.decrease bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使現在のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使スピンドルとして使用します。速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。 100 低下します。します。
halui.spindle.N.forward bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使スピンドルとして使用します。が変更されたときにそれに応じて動作します。前を構成ファイルとして使用します。進しますします
halui.spindle.N.increase bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使現在のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使スピンドルとして使用します。速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。 100 増加します。します。
halui.spindle.N.is−on bit out

スピンドルとして使用します。が変更されたときにそれに応じて動作します。オンかどうかを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.spindle.N.reverse bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使スピンドルとして使用します。が変更されたときにそれに応じて動作します。逆になりますに使なります
halui.spindle.N.runs−backward bit out

スピンドルとして使用します。が変更されたときにそれに応じて動作します。逆になります回転しているかどうかを示すステータスピンしてユーザーインターフェイスを構築するために使いるかどうかを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.spindle.N.runs−forward bit out

スピンドルとして使用します。が変更されたときにそれに応じて動作します。前を構成ファイルとして使用します。進しますしてユーザーインターフェイスを構築するために使いるかどうかを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.spindle.N.start bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。スピンドルとして使用します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使開始しますします
halui.spindle.N.stop bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がで指定されたスピンドルとして使用します。が変更されたときにそれに応じて動作します。停止しますします
spindle override

halui.spindle.N.override.count−enable bit in (default: TRUE)

TRUE のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使カウントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。変更されたときにそれに応じて動作します。されたとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使きに使スピンドルとして使用します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使オーバーライドを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。します。
halui.spindle.N.override.counts s32 in

カウントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 X スケールとして使用します。=スピンドルとして使用します。オーバーライドパーセンテージにより、現在のスピンドル速度が
halui.spindle.N.override.decrease bit in

SO を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使下します。げるためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最-=スケールとして使用します。）
halui.spindle.N.override.direct−value bit in

直接スピンドルとして使用します。オーバーライド値入力を有効にするピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使有効にするためのピンに使するピン
halui.spindle.N.override.increase bit in

SO を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使増やすためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最+ =スケールとして使用します。）
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halui.spindle.N.override.scale float in

SO のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使カウントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使スケールとして使用します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.spindle.N.override.value float out

現在のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 OF 値
program

halui.program.block−delete.is−on bit out

ブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ロック削除がオンになっていることを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.program.block−delete.off bit in

ブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ロック削除がオンになっていることを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オフに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いる
halui.program.block−delete.on bit in

ブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ロック削除がオンになっていることを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いる
halui.program.is−idle bit out

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。実行するのが理にかなっています。されてユーザーインターフェイスを構築するために使いないことスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.program.is−paused bit out

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。一時停止しますしてユーザーインターフェイスを構築するために使いることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.program.is−running bit out

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。実行するのが理にかなっています。中であることを示すステータスピンで指定されたあることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.program.optional−stop.is−on bit out

オプショナルとして使用します。ストし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ップが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.program.optional−stop.off bit in

オプショナルとして使用します。ストし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ップが変更されたときにそれに応じて動作します。オフで指定されたあることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするピン
halui.program.optional−stop.on bit in

オプショナルとして使用します。ストし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ップが変更されたときにそれに応じて動作します。オンで指定されたあることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするピン
halui.program.pause bit in

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使一時停止しますするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.program.resume bit in

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使再開するためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.program.run bit in

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使実行するのが理にかなっています。するためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.program.step bit in

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンに使ステップインするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.program.stop bit in

プログラムが実行されていないことを示すステータスピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使停止しますするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最注：このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンは halui.abort とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使同じフォルダーにあるため、そのフォルダーじことスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使行するのが理にかなっています。います）
mode

halui.mode.auto bit in

自動モードを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.mode.is−auto bit out

自動モードのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いる
halui.mode.is−joint bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ジにより、現在のスピンドル速度がョグモードに使よるジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いる
halui.mode.is−manual bit out
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手動モードのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いる
halui.mode.is−mdi bit out

mdi モードのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いる
halui.mode.is−teleop bit out

協調ジョグモードを示すピンがオンになっているジにより、現在のスピンドル速度がョグモードを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いる
halui.mode.joint bit in

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ジにより、現在のスピンドル速度がョグモードで指定されたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.mode.manual bit in

手動モードを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.mode.mdi bit in

mdi モードを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.mode.teleop bit in

協調ジョグモードを示すピンがオンになっているジにより、現在のスピンドル速度がョグモードを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
mdi (optional)

halui.mdi−command−XX bit in

halui looks for ini variables named [HALUI]MDI_COMMAND, and exports a pin for each 

command it finds. When the pin is driven TRUE, halui runs the specified MDI 

command. XX is a two digit number starting at 00. If no [HALUI]MDI_COMMAND 

variables are set in the ini file, no halui.mdi−command−XX pins will be exported by 

halui.

mist

halui.mist.is−on bit out

ミストし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使います
halui.mist.off bit in

ミストし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使止しますめるためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.mist.on bit in

ミストし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使開始しますするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
max−velocity

halui.max−velocity.count−enable bit in (default: TRUE)

True のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使halui.max-velocity.counts が変更されたときにそれに応じて動作します。変更されたときにそれに応じて動作します。されたとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使きのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使最大速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。します。
halui.max−velocity.counts s32 in

.count-enable が変更されたときにそれに応じて動作します。 True のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使halui はこのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。に使応じて動作します。じてユーザーインターフェイスを構築するために使最大速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。します。通
常、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使halui は操作します。パネルとして使用します。またはジにより、現在のスピンドル速度がョグペンダントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 MPG エンコーダーに使接続でき、変化に気づいたときにされます。
.count-enable が変更されたときにそれに応じて動作します。 False のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使halui はこのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使無視します。します。

halui.max−velocity.direct−value bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。 True のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使halui は最大速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使直接（ノブの接触が悪い）、最.counts * .scale）に使命令します。します。 このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使
ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。 False のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使halui は相対的なノブとな方法で最大速度を指令します。最大速度を（で指定された最大速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使指令します。します。最大速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使（ノブの接触が悪い）、最.counts 

* .scale のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。）に使等しい量だけ変更します。しい量だけ変更します。だけ変更されたときにそれに応じて動作します。します。
halui.max−velocity.increase bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ポジにより、現在のスピンドル速度がティブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使エッジにより、現在のスピンドル速度が（ノブの接触が悪い）、最False から True へのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使遷移）は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使.scale ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使値だけ最大速度が
を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使増加します。させます。 （ノブの接触が悪い）、最halui は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使.count-enable ピンとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使は関係なく、常にこのピンに応答するなく、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使常に使このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンに使応じて動作します。答するする
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ことスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使に使注意してください。）してユーザーインターフェイスを構築するために使ください。）
halui.max−velocity.decrease bit in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ポジにより、現在のスピンドル速度がティブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使エッジにより、現在のスピンドル速度が（ノブの接触が悪い）、最False から True へのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使遷移）は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使.scale ピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使値だけ最大速度が
を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使低下します。させます。 （ノブの接触が悪い）、最halui は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使.count-enable ピンとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使は関係なく、常にこのピンに応答するなく、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使常に使このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンに使応じて動作します。答するする
ことスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使に使注意してください。）してユーザーインターフェイスを構築するために使ください。）

halui.max−velocity.scale float in

このノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンは、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使最大速度がのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変化に気づいたときにのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使スケールとして使用します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制御します。します。 .counts のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使各単位の変更、およのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使およ
び.increase とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使.decrease のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使各正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使エッジにより、現在のスピンドル速度がは、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使最大速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使.scale だけ変更されたときにそれに応じて動作します。します。 .scale ピ
ンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使単位の変更、およは、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使1 秒あたりのマシン単位です。あたりのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使マシン単位の変更、およで指定されたす。

halui.max−velocity.value float out

最大速度がのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使現在のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使値（ノブの接触が悪い）、最マシン単位の変更、およ/秒あたりのマシン単位です。）
machine

halui.machine.units−per−mm float out

inifile 設定されたに使応じて動作します。じた 1mm あたりのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使マシンユニットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最インチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使：1 / 25.4、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使mm：1）：
[TRAJ]LINEAR_UNITS

halui.machine.is−on bit out

機械のピンはオンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンはオン/オフで指定されたす
halui.machine.off bit in

機械のピンはオンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使オフに使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.machine.on bit in

設定された機用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンオン
lube

halui.lube.is−on bit out

潤滑油のピンがオンになっていますのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使います
halui.lube.off bit in

潤滑油のピンがオンになっていますを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使止しますめるためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.lube.on bit in

潤滑を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使開始しますするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
joint (N = joint number (0 ... num_joints−1))

halui.joint.N.select bit in

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使選択されているツールするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.joint.N.is−selected bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N が変更されたときにそれに応じて動作します。選択されているツールされてユーザーインターフェイスを構築するために使いるステータスピン
halui.joint.N.has−fault bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N に使障害があることを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.N.home bit in

ホーミングジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン N

halui.joint.N.is−homed bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N が変更されたときにそれに応じて動作します。ホームが実行されていないことを示すステータスピンに使なったことスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.N.on−hard−max−limit bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N が変更されたときにそれに応じて動作します。正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
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halui.joint.N.on−hard−min−limit bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N が変更されたときにそれに応じて動作します。ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.N.on−soft−max−limit bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N が変更されたときにそれに応じて動作します。正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ソフトし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.N.on−soft−min−limit bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N が変更されたときにそれに応じて動作します。ソフトし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.N.override−limits bit out

ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。一時的なノブとに使上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が書きされることを示すステータスピンきされることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.N.unhome bit in

ホーミング解除がオンになっていることを示すステータスピンジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン N

halui.joint.selected u32 out

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。番号がデバウンスされることを想定しているため、必要に応じて（ノブの接触が悪い）、最（ノブの接触が悪い）、最0 ... num_joints-1）
halui.joint.selected.has−fault bit out

ステータスピン選択されているツールジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。に使障害があることを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。あります
halui.joint.selected.home bit in

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ホーミングするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.joint.selected.is−homed bit out

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。ホームが実行されていないことを示すステータスピンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使いることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.selected.on−hard−max−limit bit out

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.selected.on−hard−min−limit bit out

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.selected.on−soft−max−limit bit out

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ソフトし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.selected.on−soft−min−limit bit out

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。ソフトし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンに使あることスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.selected.override−limits bit out

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使制限にあることを示すステータスピンが変更されたときにそれに応じて動作します。一時的なノブとに使上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が書きされることを示すステータスピンきされたことスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使示すステータスピンすステータスピン
halui.joint.selected.unhome bit in

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ホーミングを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使解除がオンになっていることを示すステータスピンするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
joint jogging (N = joint number (0 ... num_joints−1))

halui.joint.jog−deadband float in pin for setting jog analog deadband (jog analog inputs 

smaller/slower

これより（ノブの接触が悪い）、最絶対値で指定された）無視します。されます）
halui.joint.jog−speed float in

プラス/マイナスジにより、現在のスピンドル速度がョギングのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン。
halui.joint.N.analog float in

フロートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。値（ノブの接触が悪い）、最ジにより、現在のスピンドル速度がョイスティックなど）を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン。 通
常 0.0 から±1.0 のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使間に設定される値は、ジョグ速度の乗数として使用されます。に使設定されたされる値は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ速度がのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使乗数のピンをエクスポートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使されます。

halui.joint.N.increment float in

増分の物理的なノブとプラス/マイナスを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使する場合はのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ増分の物理的なノブとを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
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halui.joint.N.increment−minus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がは、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.joint.N.increment−plus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がは、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.joint.N.minus bit in

halui.joint.jog-speed 速度がで指定された負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョギングするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.joint.N.plus bit in

halui.joint.jog-speed 速度がで指定された正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 N を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョギングするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.joint.selected.increment float in

増分の物理的なノブとプラス/マイナスを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使する場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ増分の物理的なノブとを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピ
ン

halui.joint.selected.increment−minus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.joint.selected.increment−plus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.joint.selected.minus bit in

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 halui.joint.jog-speed 速度がで指定された負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョギングするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.joint.selected.plus

選択されているツールしたジにより、現在のスピンドル速度がョイントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ビットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 halui.joint.jog-speed 速度がで指定された正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
axis jogging (L = axis letter (xyzabcuvw)

halui.axis.jog−deadband float in

ジにより、現在のスピンドル速度がョグアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ナログ不感帯を設定するためのピン（これよりも小さいを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最これよりも小さい小さいさい/遅いジョグアナログ入力いジにより、現在のスピンドル速度がョグアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ナログ入力を有効にするピン
（ノブの接触が悪い）、最絶対値）は無視します。されます）

halui.axis.jog−speed float in

プラス/マイナスジにより、現在のスピンドル速度がョギングのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ速度がを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン。
halui.axis.L.analog float in

フロートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。値（ノブの接触が悪い）、最ジにより、現在のスピンドル速度がョイスティックなど）を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使してユーザーインターフェイスを構築するために使軸に現在適用されている工具長オフセット L を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン。 通常 0.0 か
ら±1.0 のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使間に設定される値は、ジョグ速度の乗数として使用されます。に使設定されたされる値は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ速度がのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使乗数のピンをエクスポートし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使されます。

halui.axis.L.increment float in

増分の物理的なノブとプラス/マイナスを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使する場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使軸に現在適用されている工具長オフセット L のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ増分の物理的なノブとを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.axis.L.increment−minus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使軸に現在適用されている工具長オフセット L が変更されたときにそれに応じて動作します。増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.axis.L.increment−plus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使軸に現在適用されている工具長オフセット L が変更されたときにそれに応じて動作します。増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.axis.L.minus bit in

halui.axis.jog-speed 速度がで指定された負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使軸に現在適用されている工具長オフセット L を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョギングするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.axis.L.plus bit in

halui.axis.jog-speed 速度がで指定された正のエッジは、最大速度を方向にジョグします。に使軸に現在適用されている工具長オフセット L を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョギングするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.axis.selected u32 out

選択されているツールした軸に現在適用されている工具長オフセット（ノブの接触が悪い）、最インデックス：0：x 1：y 2：z 3：a 4：b 5：cr 6：u 7：v 8：w）
halui.axis.selected.increment float in
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増分の物理的なノブとプラス/マイナスを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使使用してユーザーインターフェイスを構築するために使する場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使選択されているツールした軸に現在適用されている工具長オフセットのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ジにより、現在のスピンドル速度がョグ増分の物理的なノブとを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.axis.selected.increment−minus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使選択されているツールした軸に現在適用されている工具長オフセットが変更されたときにそれに応じて動作します。増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.axis.selected.increment−plus bit in

立ち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がち上がりエッジにより、現在のスピンドル速度が上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がが変更されたときにそれに応じて動作します。りエッジにより、現在のスピンドル速度がに使より、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使選択されているツールした軸に現在適用されている工具長オフセットが変更されたときにそれに応じて動作します。増分の物理的なノブと量だけ変更します。だけ正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグします。
halui.axis.selected.minus bit in

選択されているツールした軸に現在適用されている工具長オフセットを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 halui.axis.jog-speed 速度がで指定された負の制限にあることを示すステータスピンのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.axis.selected.plus

選択されているツールした軸に現在適用されている工具長オフセットビットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 halui.axis.jog-speed 速度がで指定された正のエッジは、最大速度をのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使方向にジョグします。に使ジにより、現在のスピンドル速度がョグするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
flood

halui.flood.is−on bit out

洪水用してユーザーインターフェイスを構築するために使のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピンが変更されたときにそれに応じて動作します。オンに使なってユーザーインターフェイスを構築するために使います
halui.flood.off bit in

洪水を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使止しますめるためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.flood.on bit in

洪水を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使開始しますするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
feed override

halui.feed−override.count−enable bit in (default: TRUE)

TRUE のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使カウントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。変更されたときにそれに応じて動作します。されたとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使きに使フィードのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使オーバーライドを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。します。
halui.feed−override.counts s32 in

カウントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 X スケールとして使用します。=フィードオーバーライドパーセンテージにより、現在のスピンドル速度が
halui.feed−override.decrease bit in

FO を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使下します。げるためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最-=スケールとして使用します。）
halui.feed−override.direct−value bit in

直接値フィードオーバーライド入力を有効にするピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使有効にするためのピンに使するピン
halui.feed−override.increase bit in

FO を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使上がりエッジにより、現在のスピンドル速度がげるためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最+ =スケールとして使用します。）
halui.feed−override.scale float in

FO 変更されたときにそれに応じて動作します。時のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使目盛りを設定するためのピンりを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.feed−override.value float out

現在のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使フィードオーバーライド値
rapid override

halui.rapid−override.count−enable bit in (default: TRUE)

TRUE のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使場合は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使カウントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。が変更されたときにそれに応じて動作します。変更されたときにそれに応じて動作します。されたとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使きに使 RapidOverride を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。します。
halui.rapid−override.counts s32 in

カウントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。 X スケールとして使用します。=高速オーバーライドパーセンテージにより、現在のスピンドル速度が
halui.rapid−override.decrease bit in

ラピッドオーバーライドを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使減らすためのピン（らすためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最-=スケールとして使用します。）
halui.rapid−override.direct−value bit in

直接値のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ラピッドオーバーライド入力を有効にするピンを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使有効にするためのピンに使するピン
halui.rapid−override.increase bit in
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ラピッドオーバーライドを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使増やすためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最+ =スケールとして使用します。）
halui.rapid−override.scale float in

ラピッドオーバーライドのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使変更されたときにそれに応じて動作します。時に使スケールとして使用します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン
halui.rapid−override.value float out

現在のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ラピッドオーバーライド値
estop

halui.estop.activate bit in

Estop を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使設定されたするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最LinuxCNC 内部）オン
halui.estop.is−activated bit out

Estop状態を表示するためのピン（を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使表示すステータスピンするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最LinuxCNC 内部）オン/オフ
halui.estop.reset bit in

Estop を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使リセットし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。するためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最LinuxCNC 内部）オフ
home

halui.home−all bit in

ホームが実行されていないことを示すステータスピンオールとして使用します。を使用してユーザーインターフェイスを構築するために使要があります。通常、そのファイルは求するためのピンがオフになっているするためのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ピン（ノブの接触が悪い）、最有効にするためのピンなホーミングシーケンスが変更されたときにそれに応じて動作します。指定されたされてユーザーインターフェイスを構築するために使いる場合はに使
のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使み使用可能）使用してユーザーインターフェイスを構築するために使可能）

SEE ALSO

HISTORY

BUGS

現時点では不明です。で指定されたは不明です。で指定されたす。
AUTHOR

LinuxCNC プロジにより、現在のスピンドル速度がェクトし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。のノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使一部とスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使してユーザーインターフェイスを構築するために使 AlexJoni に使よってユーザーインターフェイスを構築するために使書きされることを示すステータスピンかれました。 ジにより、現在のスピンドル速度がョンソーントし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ンに使よってユーザーインターフェイスを構築するために使更されたときにそれに応じて動作します。
新されましたされました

REPORTING BUGS

バグを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使 alex_joniAT ユーザーに使報告するする DOTsourceforge DOT net

COPYRIGHT

Copyright © 2006 Alex Joni.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。ソフトし、これらが変更されたときにそれに応じて動作します。ウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使で指定されたす。 コピー条件については、ソースを参照してください。に使ついてユーザーインターフェイスを構築するために使は、ハードウェアのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使ソースを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使参照してください。してユーザーインターフェイスを構築するために使ください。 保証はありませはありませ
ん。 商品性や特定の目的への適合性についてもそうではありません。や特定されたのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使目的なノブとへのノブとスイッチを使用してユーザーインターフェイスを構築するために使適合は性や特定の目的への適合性についてもそうではありません。に使ついてユーザーインターフェイスを構築するために使も小さいそうで指定されたはありません。


