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第1章 はじめに 

1.1 概要 

 本ソフトウェアは、Linux アプリケーションから、弊社アナログ出力製品の制御を行うための

ソフトウェアです。弊社アナログ出力製品を Linux アプリケーションからライブラリ関数をコー

ルして制御します。 

 本ドキュメントは、Linux 上で GPG-3300 を使用するための情報を掲載しています。 

 

1.2 特長 

● (一部型式では)複数枚同期アナログ出力をサポートしているので、容易にチャンネル数を増や

すことができます。 

●キャリブレーションソフトウェアを含んでいます。 

● 大 1,073,741,824 個のデータをアナログ出力することができます。 

この数は仕様上の 大値です。実際の 大値はご使用の環境によって異なります。 

●ディスクへのデータが保存できます。 

●データ変換関数を使用してアナログ出力データの各種変換を行うことができ、バイナリデータ、

物理データの変換をサポートしています。 

●平均化処理を使用することでノイズ除去を行うことができます。 

●トリガ機能を備えているため、トリガ発生と同時にアナログ出力を開始または終了することが

できます。 

●トリガディレイ機能を持っているため、トリガ発生後、指定時間経過後にアナログ出力を開始

または終了する事ができます。 

●ソフトウェアによるレンジ設定ができます。 

●サンプルプログラムを含んでいます。 
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第2章 製品仕様 

2.1 基本仕様 

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 

ヘルプファイル PDF 形式 

大デバイス数 同一型式 16 デバイスまで 

チャンネル数 ハードウェアの仕様に依存する 

データ転送方式 I/O 方式、FIFO 方式、メモリ方式 

アナログ出力更新レート I/O 方式 約 0.01Hz～約 80kHz(※1) 

FIFO 方式 122Hz～100kHz 

メモリ方式 0.01Hz～約 200kHz 

メモリ方式 0.01Hz～5MHz(PCI-3305) 

トリガ機能 外部トリガ 

DI マスク付き外部トリガ 

トリガタイミング アナログ出力更新開始時／アナログ出力更新停止時 

スタートトリガディレイ機能 ポストトリガ 1～1,073,741,824 件 

ストップトリガディレイ機能 ポストトリガ 1～1,073,741,824 件 

イベント機能 アナログ出力更新停止 

アナログ出力更新完了 

電流断検出 

リセットイン 

データ変換機能 平均（単純／移動） 

スムージング 

データ形式：バイナリ←→物理量変換 

 

※1 これらの値は参考値です。ご使用の環境により異なる場合があります。 

 

・複数枚デバイス使用時、どのデータ転送でも追従できるアナログ出力更新レートは低下します。 

・この 大アナログ出力更新レートは 1チャンネルアナログ出力時の値です。 

・複数チャンネルでアナログ出力を行う場合、チャンネル当りの出力更新レートは出力を行うチ

ャンネル数に応じ低下します。 

 

上記仕様は、使用するデバイスやデータ転送方式などにより、設定可能範囲や選択可能項目など

が異なる場合があります。 
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第3章 実行手順 

3.1 デバイスを動かすまで 

1. インストール、ドライバモジュールの組み込み 

Readme を参照してください。 

 

2. 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 を起動させます。 

#/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: 1.30-07 

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

 Copyright 2003, 2005 Interface Corporation. 

                      All rights reserved. 

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

Enter the model number of the product: GPG/GPH- 

 

入力画面では、"3300"を打ち込んでリターンキーを押してください。 

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

Ref.ID | Model     | RSW1 | ADDA | Device No. 

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

      1 | PCI-3310  |     0 |  da   |      1 

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

      2 | PCI-3325  |     1 |  da   |      2 

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

 

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-3300 が制御するデバイス一覧です。 

RSW1 RSW1 設定値です。 

ADDA 使用可能なファンクションの種類です。 

Device No. 各デバイス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。 
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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 デバイスのデバイス番号を変更します。 

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-3300以外のGPG-XXXXで制御するデバイス型式

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-3300 では使用できません。 

5 CardBusID 設定ユーティリティの

起動 

複数枚の同一型式 CardBus 製品を使用する際に使

用します。 

『3.3CardBusID設定ユーティリティについて』をご

参照ください。 

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。 

 

※ソルコンCD製品(PCI-342012,PCI-361516)は、デバイス番号設定は行えません。デバイス番号

は257となります。 
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3. 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-3310 について,１件出力するコードを記述しています。 

#include <stdio.h> 

#include "fbida.h" 

 

int main() 

{ 

    int  nRet; 

    DASMPLCHREQ  DaSmplChReq[2]; 

    unsigned short  Data[2]; 

 

    nRet = DaOpen(1); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("Open Error\n"); 

        return -1; 

    } 

 

    DaSmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaSmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaSmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

    Data[0] = 0x8000; 

    Data[1] = 0xC000; 

 

    // 1 件のアナログ出力実行 

    nRet = DaOutputDA(1, 2, &DaSmplChReq[0], &Data[0]); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaOutputDA Error\n"); 

        DaClose(1); 

        return -1; 

    } 

 

    nRet = DaClose(1); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS) printf("Close Error\n"); 

 

    return 0; 

} 

 

コードの記述が終われば datest.c というファイル名で保存しておきます。 
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4. 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 datest datest.c -lgpg3300 

 

5. 実行 

コンパイルすることで実行ファイル datest ができていますので、 

#./datest 

 

と入力し、プログラムを実行してください。 

「デバイスオープン」→「アナログ 1件出力」→「DA デバイスクローズ」の一連のデバイス制御

を行います。オープン成功、アナログ出力成功、クローズ成功と表示されます。 

 

より詳しいプログラム方法は、『3.2制御手順』をご参照ください。 
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3.2 制御手順 
3.2.1. 連続してアナログ出力を行うには 

連続してアナログ出力を行うには、まず DaSetBoardConfig 関数にてアナログ出力データ格納用バ

ッファサイズを設定します。次に DaSetSamplingConfig 関数にてアナログ出力更新条件を設定しま

す。 後に DaSetSamplingData 関数にてアナログ出力バッファにアナログ出力データをセットしま

す。それから DaStartSampling 関数でアナログ出力更新を開始します。 

PCI-3305 を使用する場合には、DaSetMode 関数でデバイス固有の動作モードを設定することも出来

ます。 

int DaOutput(int DeviceNo ) 

{ 

    int  nRet, i; 

    DASMPLREQ  DaSmplConfig; 

    unsigned short  SmplData[512][2]; 

     

    nRet = DaOpen(DeviceNo); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("Open Error\n"); 

        return -1; 

    } 

 

    // バッファサイズの指定 

    nRet = DaSetBoardConfig(DeviceNo, 512, NULL, NULL, 0); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetBoardConfig Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    // アナログ出力更新条件の取得 

    nRet = DaGetSamplingConfig(DeviceNo, &DaSmplConfig); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaGetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    DaSmplConfig.ulChCount = 2; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplConfig.ulSamplingMode = DA_IO_SAMPLING; 

    DaSmplConfig.fSmplFreq =10000.0; 

    DaSmplConfig.ulSmplRepeat = 1; 

    DaSmplConfig.ulTrigMode = DA_FREERUN; 
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    DaSmplConfig.ulTrigPoint = DA_TRIG_START; 

    DaSmplConfig.ulTrigDelay = 0; 

    DaSmplConfig.ulEClkEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaSmplConfig.ulTrigEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaSmplConfig.ulTrigDI = 0; 

 

    // アナログ出力更新条件の設定 

    nRet = DaSetSamplingConfig(DeviceNo, &DaSmplConfig); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

     

    // アナログ出力データの作成 

    // SmplData[512][2]に出力を行いたいデータをセットします) 

    for(i = 0; i < 512 ; i++){ 

       SmplData[i][0] = i; 

       SmplData[i][1] = 512 - i; 

    } 

    // アナログ出力データのセット 

    nRet = DaSetSamplingData(DeviceNo, &SmplData[0][0], 512); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingData Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    // アナログ出力更新の開始 

    nRet = DaStartSampling(DeviceNo, FLAG_SYNC); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaStartSampling Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    nRet = DaClose(DeviceNo); 

 

    return 0; 

} 
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3.2.2. 1 件のアナログ出力を行うには 
1件のアナログ出力を行うには、DaOutputDA 関数を使用します。DaOutputDA 関数を実行するたびに指

定チャンネルの 1件アナログ出力が出来ます。 

 

int DaOutput(int DeviceNo) 

{ 

    int  nRet; 

    DASMPLCHREQ  DaSmplChReq[2]; 

    unsigned short  Data[2]; 

     

    nRet = DaOpen( DeviceNo ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaOpen Error\n"); 

        return -1; 

    } 

     

    DaSmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaSmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaSmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

    Data[0] = 0x800; 

    Data[1] = 0xC00; 

 

    // 1 件のアナログ出力実行 

    nRet = DaOutputDA( DeviceNo, 2, &DaSmplChReq[0], &Data[0] ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaOutputDA Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    nRet = DaClose(DeviceNo); 

      

    return 0;  

} 
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3.2.3. 複数枚のデバイスを同期させてアナログ出力更新するには 
複数枚同期アナログ出力機能を使用することにより複数枚のデバイスでアナログ出力更新を同期

させることができます。1 枚のデバイスをマスタとして残りのデバイスをスレーブとして処理を行

います。 

同期アナログ出力更新を行うデバイスに対してそれぞれ、DaSetBoardConfig 関数、

DaSetSamplingConfig 関数、DaSetSamplingData 関数にてアナログ出力データ格納用バッファサイ

ズ、アナログ出力更新条件、アナログ出力データを設定します。次に各スレーブデバイスに対して

それぞれ DaSyncSampling 関数を実行します。そして 後にマスタデバイスで、DaSyncSampling 関

数を実行することにより、アナログ出力更新が同期して開始します。 

 

int DaOutput(int MasterNo, int Slave1No, int Slave2No) 

{ 

    int  nRet, i; 

    DASMPLREQ  DaConfigMaster; 

    DASMPLREQ  DaConfigSlave1; 

    DASMPLREQ  DaConfigSlave2; 

    unsigned short  DataMaster[512][2]; 

    unsigned short  DataSlave1[512][2]; 

    unsigned short  DataSlave2[512][2]; 

 

    nRet = DaOpen(MasterNo); // マスタデバイス 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("Open Error\n"); 

        return -1; 

    } 

    nRet = DaOpen(Slave1No); // スレーブデバイス 1 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("Open Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        return -1; 

    } 

    nRet = DaOpen(Slave2No); // スレーブデバイス 2 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("Open Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        return -1; 

    } 

 

    // バッファサイズの指定 

    DaSetBoardConfig( MasterNo, 512, NULL, NULL, 0 ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetBoardConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

    DaSetBoardConfig( Slave1No, 512, NULL, NULL, 0 ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetBoardConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 
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        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

    DaSetBoardConfig( Slave2No, 512, NULL, NULL, 0 ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetBoardConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    // サンプリング条件の取得（マスタデバイス） 

    nRet = DaGetSamplingConfig(MasterNo, & DaConfigMaster); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaGetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    DaConfigMaster.ulChCount = 2; 

    DaConfigMaster.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaConfigMaster.SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaConfigMaster.SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaConfigMaster.SmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

    DaConfigMaster.ulSamplingMode = DA_IO_SAMPLING; 

    DaConfigMaster.fSmplFreq =10000.0; 

    DaConfigMaster.ulSmplRepeat = 1; 

    DaConfigMaster.ulTrigMode = DA_FREERUN; 

    DaConfigMaster.ulTrigPoint = DA_TRIG_START; 

    DaConfigMaster.ulTrigDelay = 0; 

    DaConfigMaster.ulEClkEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaConfigMaster.ulTrigEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaConfigMaster.ulTrigDI = 0; 

 

    // サンプリング条件の設定（マスタデバイス）   

    nRet = DaSetSamplingConfig( MasterNo, &DaConfigMaster ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

     

    // サンプリング条件の取得（スレーブデバイス 1） 

    nRet = DaGetSamplingConfig(Slave1No, & DaConfigSlave1); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaGetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 
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        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    DaConfigSlave1.ulChCount = 2; 

    DaConfigSlave1.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaConfigSlave1.SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaConfigSlave1.SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaConfigSlave1.SmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

 

    // サンプリング条件の設定（スレーブデバイス 1） 

    nRet = DaSetSamplingConfig(Slave1No, &DaConfigSlave1); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

     

    // サンプリング条件の取得（スレーブデバイス 2） 

    nRet = DaGetSamplingConfig(Slave2No, & DaConfigSlave2); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaGetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    DaConfigSlave2.ulChCount = 2; 

    DaConfigSlave2.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaConfigSlave2.SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaConfigSlave2.SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaConfigSlave2.SmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

 

    // サンプリング条件の設定（スレーブデバイス 2） 

    nRet = DaSetSamplingConfig(Slave2No, &DaConfigSlave2); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    // アナログデータの作成 

    for(i = 0; i < 512 ; i++){ 

       DataMaster[i][0] = i; 

       DataSlave1[i][0] = i; 

       DataSlave2[i][0] = i; 

       DataMaster[i][1] = 512 - i; 
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       DataSlave1[i][1] = 512 - i; 

       DataSlave2[i][1] = 512 - i; 

    } 

 

    // アナログ出力データのセット 

    nRet = DaSetSamplingData(MasterNo, &DataMaster[0][0], 512); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingData Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

    nRet = DaSetSamplingData(Slave1No, &DataSlave1[0][0], 512); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingData Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

    nRet = DaSetSamplingData(Slave2No, &DataSlave2[0][0], 512); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingData Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    // スレーブデバイスから実行 

    nRet = DaSyncSampling(Slave1No, DA_SLAVE_MODE); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSyncSampling Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

    nRet = DaSyncSampling(Slave2No, DA_SLAVE_MODE); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSyncSampling Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 

        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    // マスタデバイスで実行 

    nRet = DaSyncSampling( MasterNo, DA_MASTER_MODE); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSyncSampling Error\n"); 

        DaClose(MasterNo); 
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        DaClose(Slave1No); 

        DaClose(Slave2No); 

        return -1; 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

その他の方法としては、外部クロックを使用し、全てのデバイスに同一クロックを入力する方

法や、外部トリガを、全てのデバイスに入力し、全てのデバイスでアナログ出力更新を同時に

開始する方法などがあります。 
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3.2.4. トリガによるアナログ出力更新を開始するには 
トリガによるアナログ出力更新を開始するには、DaSetSamplingConfig 関数でアナログ出力更新条件の

トリガ位置とトリガの種類を設定します。それから DaStartSampling 関数にてアナログ出力更新を開始

します。 

 

int DaOutput(int DeviceNo) 

{ 

    int        nRet, i; 

    DASMPLREQ  DaSmplConfig; 

    unsigned short  SmplData[512][2]; 

     

    nRet = DaOpen(DeviceNo); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaOpen Error\n"); 

        return -1; 

    } 

 

    // バッファサイズの指定 

    nRet = DaSetBoardConfig(DeviceNo, 512, NULL, NULL, 0); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetBoardConfig Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    // アナログ出力更新条件の設定 

    nRet = DaGetSamplingConfig(DeviceNo, &DaSmplConfig); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaGetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    DaSmplConfig.ulChCount = 2; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplConfig.ulSamplingMode = DA_IO_SAMPLING; 

    DaSmplConfig.fSmplFreq =10000.0; 

    DaSmplConfig.ulSmplRepeat = 1; 

    DaSmplConfig.ulTrigMode = DA_EXTTRG; // 外部トリガ 

    DaSmplConfig.ulTrigPoint = DA_TRIG_START; // トリガによるアナログ出力更新開始 

    DaSmplConfig.ulTrigDelay = 0; 

    DaSmplConfig.ulEClkEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaSmplConfig.ulTrigEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaSmplConfig.ulTrigDI = 0; 

 

    // アナログ出力更新条件の設定 

    nRet = DaSetSamplingConfig(DeviceNo, &DaSmplConfig); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingConfig Error\n"); 
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        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    // アナログデータの作成 

    // SmplData へ格納します。 

    for(i = 0; i < 512 ; i++){ 

       SmplData[i][0] = i; 

       SmplData[i][1] = 512 - i; 

    } 

 

    // アナログ出力データのセット 

    nRet = DaSetSamplingData(DeviceNo, &SmplData[0][0], 512); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingData Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    // トリガ待ち状態にし、トリガ条件成立後にアナログ出力更新が開始されます 

    nRet = DaStartSampling(DeviceNo, FLAG_SYNC); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaStartSampling Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    nRet = DaClose(DeviceNo); 

 

    return 0;  

} 
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3.2.5. 外部クロックによるアナログ出力更新を開始するには 
外部クロックによるアナログ出力更新を開始するには、DaSetSamplingConfig 関数でアナログ出力更

新条件にて外部クロックを使用する設定にします。 

外部クロックにするためにはアナログ出力更新レートの設定を 0Hz にします。DaStartSampling 関数

を実行して外部からクロックが入力されるとアナログ出力更新を開始します。 

 

int DaOutput(int DeviceNo) 

{ 

    int  nRet, i; 

    DASMPLREQ  DaSmplConfig; 

    unsigned short  SmplData[512][2]; 

 

    nRet = DaOpen(DeviceNo); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaOpen Error\n"); 

        return -1; 

    } 

 

    // バッファサイズの指定 

    nRet = DaSetBoardConfig(DeviceNo, 512, NULL, NULL, 0); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetBoardConfig Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    DaSmplConfig.ulChCount = 2; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

    DaSmplConfig.SmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

    DaSmplConfig.ulSamplingMode = DA_IO_SAMPLING; 

    DaSmplConfig.fSmplFreq = 0.0;      // 外部クロックを使用する 

    DaSmplConfig.ulSmplRepeat = 1; 

    DaSmplConfig.ulTrigMode = DA_FREERUN; 

    DaSmplConfig.ulTrigPoint = DA_TRIG_START; 

    DaSmplConfig.ulTrigDelay = 0; 

    DaSmplConfig.ulEClkEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaSmplConfig.ulTrigEdge = DA_DOWN_EDGE; 

    DaSmplConfig.ulTrigDI = 0; 

 

    // アナログ出力更新条件の設定 

    nRet = DaSetSamplingConfig( DeviceNo, &DaSmplConfig ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingConfig Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    // アナログデータを SmplData へ格納 

    for(i = 0; i < 512 ; i++){ 

       SmplData[i][0] = i; 
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       SmplData[i][1] = 512 - i; 

    } 

    // アナログ出力データのセット 

    nRet = DaSetSamplingData( DeviceNo, &SmplData[0][0], 512 ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaSetSamplingData Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    // 外部クロックが入力されるとアナログ出力更新が開始されます 

    nRet = DaStartSampling( DeviceNo, FLAG_SYNC ); 

    if(nRet != DA_ERROR_SUCCESS){ 

        printf("DaStartSampling Error\n"); 

        DaClose(DeviceNo); 

        return -1; 

    } 

 

    nRet = DaClose(DeviceNo); 

 

    return 0;  

} 
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3.3 CardBusID 設定ユーティリティについて 
CardBusID 設定ユーティリティは、複数枚の同一型式 CardBus 製品を使用する為のものです。カード

毎に異なる ID 番号を設定します。 

 

#dpg0101 -c 

 

実行すると、現在挿入されている弊社 CardBus 製品の情報が表示されます。 

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

Ref.ID | Bus | Dev | Func | Model         | RSW1 

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

     1  |   2  |   0  |    1  | CBI-360116   |    0 

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

 

項目 内容 

Ref.ID カードのインデックス番号です。 

メニューでカードの選択を行う際に指定します。 

Bus カードが挿入されているバス番号を示します。 

Dev カードが挿入されているデバイス番号を示します。 

Func カードが挿入されているデバイス番号を示します。 

Model カードの型式を示します。 

RSW1 設定されている ID 番号を示します。 

 

ID 番号を変更したい場合はメニューから「1」を選択し、変更を行いたいカードのインデックス番号

を入力します。 

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

 1. Change the board id number. 

 2. Run the device number setup utility. 

99. Exit the program. 

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

Enter the command number: 1 

 

次にカード ID 番号を入力しリターンキーを押します。カード ID 番号は 0～15 の値を入力してくださ

い。 

Enter Ref.ID: 1 

Enter the board id number (0-15). 

If you want to cancel this operation, enter -1. 

: 1 

 

「99」を選択することでユーティリティを終了します。 

 

※変更した ID 番号をシステムに認識させるには、ドライバの再起動が必要です。 

※設定した ID 番号がわかるように番号を記したシールをカードに貼ることをお勧めします。 
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第4章 機能説明 

4.1 サンプリング方式 
サンプリング方式とは、サンプリングを行うときの動作方式のことを示します。 

サンプリング方式には次の 3種類があり、DaSetSamplingConfig関数で指定します 

（DaSetFifoConfig関数は、FIFO方式でのみ使用できます）。 

 

 I/O 方式 

 FIFO 方式 

 メモリ方式 

 

ご使用のデバイスが対応しているサンプリング方式はDaGetDeviceInfo関数で取得することができま

す。 

 

4.1.1. IO 方式 
パソコンへのハードウェア割り込みで、1件ずつデータをサンプリングする方式です。 

全てのトリガ機能、トリガディレイ機能が使用できます。また、サンプリング件数の制限がありませ

ん。 

 

以下の型式が I/O 方式に対応しています。 

PCI-3174, PCI-3175, PCI-3176, PCI-3310, PCI-3325, PCI-3329, PCI-3336, PCI-3338, PCI-3340, 

PCI-3341A, PCI-3342A, PCI-3343A, PCI-3345A, PCI-3346A, PCI-3347, PCI-3521, PCI-3522A, 

PCI-3523A, PCI-360116, PCI-360112, PCI-360216, PCI-3329K, PCI-3338K, PCI-342012, PCI-361516, 

PCI-362616 

LPC-361116, LPC-361216 

PEX-361116, PEX-361216 

PEX-H3329K, PEX-H3338K, PEX-H3347, PEX-H360116 

CTP-3174, CTP-3175, CTP-3182, CTP-3325, CTP-3329, CTP-3338, CTP-3340A, CTP-3340B, CTP-3340C, 

CTP-3340D, CTP-3342, CTP-3343, CTP-3346, CTP-3347, CTP-3348, CTP-3349, CTP-3350, CTP-3351, 

CTP-3521, CTP-3522, CTP-3523, CTP-360116, CTP-360112, CTP-360810 

CPZ-3174, CPZ-3175, CPZ-3182, CPZ-3325, CPZ-3329, CPZ-3338, CPZ-3340A, CPZ-3340B, CPZ-3340C, 

CPZ-3340D, CPZ-3342, CPZ-3343, CPZ-3346, CPZ-3347, CPZ-3348, CPZ-3349, CPZ-3350, CPZ-3351, 

CPZ-3521, CPZ-3522, CPZ-3523, CPZ-340616, CPZ-340716, CPZ-340816, CPZ-340916, CPZ-360116, 

CPZ-360112, CPZ-360810, CPZ-340516 

CSI/CBI-360112, CBI-360112TR, CBI-360112TK, CBI-360112TL, CSI/CBI-360116, CBI-360116TR, 

CBI-360116TK, CBI-360116TL 
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4.1.2. FIFO 方式 
デバイス上の FIFO メモリにサンプリングデータを蓄え、一定件数のサンプリングデータが FIFO に蓄

えられるとパソコンにハードウェア割り込みをかけ、必要な件数分のサンプリングデータを FIFO か

ら取り出す方式です。 

高速なサンプリングを実現できますが、トリガ機能、トリガディレイ機能、イベント処理への制限が

発生します。 

ご使用のデバイスによりサンプリング件数に上限がある場合があります。これらの制限は、使用する

デバイスにより異なります。 

詳細については、使用上の注意事項を参照してください。 

 

PCI-3525, PCI-341016, PCI-362816 

LPC-340216, LPC-340416, LPC-361316, LPC-361416 

PEX-340216, PEX-340416, PEX-361316, PEX-361416 

PEX-H3525 

CTP-3525 

CPZ-3525 

CBI-340112, CSI/CBI-340212, CSI/CBI-340312, CBI-340212TR, CBI-340212TK, CBI-340212TL, 

CBI-340312TR, CBI-340312TK, CBI-340312TL 

 

4.1.3. メモリ方式 
デバイス上のメモリを利用してサンプリングを行う方式です。非常に高速なサンプリングを行うこと

ができます。但し、サンプリング件数、トリガ機能、トリガディレイ機能、イベント処理に制限が発

生します。 

デバイスによる制限については、使用上の注意事項を参照してください。 

 

以下の型式がメモリ方式に対応しています。 

PCI-3305, PCI-3335, PCI-3337 
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4.2 トリガ 
 

トリガ機能は、アナログ出力更新スタート（DaStartSampling 関数呼び出し）後、実際のアナログ出

力更新を開始、またはアナログ出力更新を終了するタイミングを決定する機能です。 

トリガ機能には、次のものがあります。 

  外部トリガ 

  DI マスク付き外部トリガ 

 

トリガディレイ機能が設定されている場合、実際のアナログ出力更新開始／終了は、これらのトリガ

からディレイ件数分のずれが発生します。 

 

4.2.1. 外部トリガ 
外部トリガは、アナログ出力更新スタート後、外部からのトリガ入力信号により実際のアナログ出力

更新を開始または終了するタイミングを決定します。 

 

外部トリガ入力端子は使用するデバイスにより異なります。 

データ転送方式 外部トリガ入力端子 

IO 方式 EXINT IN 端子 

FIFO 方式 EXTRG IN 端子 

メモリ方式 EXTRG IN 端子 

 

外部トリガ有効エッジ 

外部トリガ入力の極性を設定可能なデバイスの場合、有効とするエッジ(立ち上がり／立ち下がり)

を選択できます。設定不可能なデバイスの場合、有効となるトリガ信号は USER'S MANUAL を参照して

ください。 
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4.2.2. デジタル入力端子（DI）の状態による外部トリガのマスク 
外部トリガ機能に、DI 入力状態によるマスク機能を追加したものです。 

指定した DI 端子への入力が Low レベルとなっているときの外部トリガが有効なトリガ入力となりま

す。 

DI 端子の入力状態が High レベルの場合、外部トリガ入力は無視されます。 

 

使用するデバイス、データ転送方式により使用できる DI 端子が異なります。 

 

データ転送方式 DI 端子 

IO 方式 IN1、IN2 端子 

FIFO 方式 未対応 

メモリ方式 

(PCI-3335、3337) 

IN1 端子 

メモリ方式(PCI-3305) 未対応 

 

 

外部トリガ 

DI 入力端子 

このトリガでアナログ出力は 

開始されません。 このトリガでアナログ出力は 

開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. トリガディレイ 
トリガ機能が設定されている場合、トリガとなったタイミングから更に実際のアナログ出力更新開始

／終了のタイミングをずらせる機能です。 

 

ポストトリガディレイ 

トリガとなったタイミングから、ディレイ件数分遅れたデータを実際のアナログ出力更新開始／終了

タイミングとします。 
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4.3 データ形式 
 

次の 3種類のデータを扱います。 

アナログ出力データ DaStartSampling 関数によるアナログ出力更新、DaOutputDA 関数によ

るアナログ出力で出力させるデータ 

デジタル入力データ DaInputDI 関数によるデジタル入力で返されるデータ 

デジタル出力データ DaOutputDO 関数によるデジタル出力で出力されるデータ 

 

4.3.1. アナログ出力データ 
アナログ出力データは、出力を行うチャンネルの順番に出力するデータを連続して並べます。 

・アナログデータの格納形式 

 

チャンネル 1の 1件目 

チャンネル 2の 1件目 

： 

： 

1 件目 ← 

チャンネル nの 1件目 

チャンネル 1の 2件目 

チャンネル 2の 2件目 

： 

： 

2 件目 ← 

チャンネル nの 2件目 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

チャンネル 1の m件目 

チャンネル 2の m件目 

： 

： 

m 件目 ← 

チャンネル nの m件目 

 

・1 件のデータ格納形式 

 

1 チャンネル目 

2 チャンネル目 

： 

： 

n チャンネル目 

 

DaOutputDA 関数の場合、アナログ出力データは、1件のみとなります。 
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・アナログデータの形式 

 

分解能 サイズ 

(byte) 

1 チャンネル分のデータ 

bit7  ～  bit08bit DA の場合 

unsigned char 型(8bit) 

1 

  

           bit15  ～  bit12 bit11   ～  bit012bit DA の場合 

unsigned short 型(16bit) 

2 

 0 固定  

bit15        ～         bit016bit DA の場合 

unsigned short 型(16bit) 

2 

  

 

データ領域のサイズ 

 

データ領域のサイズ[Bytes] = チャンネル数×サンプリング件数×データサイズ(バイト) 

 

例） 

アナログ出力チャンネル数 ＝ 4 チャンネル 

アナログ出力件数 ＝ 100 件 

16bit DA デバイスの場合 

 

データ領域のサイズ［Bytes］＝ 4［チャンネル］ × 100［件］ × 2［バイト］＝800 バイト 

 

となります。 

 

4.3.2. デジタル入力データ 
 

デジタル入力データは、そのデバイスが持っている汎用デジタル入力端子の状態を bit 単位で表した

ものです。デバイスにより汎用デジタル入力端子の数および極性が異なります。USER'S MANUAL を参

照してください。 

 

デジタルデータの形式 

 

 bit31     ～     bit16 bit15            ～            bit0

 未使用 IN16 の状態 ・ ・ ・ IN1 の状態 

 

4.3.3. デジタル出力データ 
 

デジタル出力データは、そのデバイスが持っている汎用デジタル出力端子の状態を bit 単位で指定す

るものです。デバイスにより汎用デジタル出力端子の数および極性が異なります。USER'S MANUAL を

参照してください。 

 

デジタルデータの形式 

 

 bit31     ～   bit16 bit15            ～            bit0 

 未使用 OUT16 の状態 ・ ・ ・ OUT1 の状態 
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4.4 トリガディレイ 
 

トリガ機能が設定されている場合、トリガとなったタイミングから更に実際のアナログ出力更新開始／

終了のタイミングをずらせる機能です。 

 

ポストトリガディレイ 

 

トリガとなったタイミングから、ディレイ件数分遅れたデータを実際のアナログ出力更新開始／終了タ

イミングとします。 

 

  

 

1)スタートトリガ＋ポストトリガディレイ 

 

           ｜＜－－－－－－サンプリング件数－－－－－－－＞｜ 

  ｜        ｜                       ｜ 

  ｜ポストトリガ件数｜                       ｜ 

  ｜＜－－－－－－＞｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 

  ｜                                ｜ 

トリガ発生                           サンプリング終了 

 

 サンプリング件数にはポストトリガ件数は含まれません。 

  

 

2)ストップトリガ＋ポストトリガディレイ 

 

  ｜＜－－－－－－サンプリング件数－－－－－－－＞｜ 

  ｜                       ｜ 

  ｜              ｜ポストトリガ件数｜ 

  ｜－－－－－－－－－－－－－－｜＜－－－－－－＞｜ 

                 ｜        ｜ 

               トリガ発生   サンプリング終了 

 

 サンプリング件数にはポストトリガ件数も含まれます。 
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4.5 平均 
 

DaDataConv 関数には、アナログデータを平均したデータに変換する機能を持っています。 

DaDataConv 関数が行う平均の方法には次の 2つの方法があります。 

 

 

単純平均 -------------------------------N 個-----------------------------------

 -----ｎ個------  -----ｎ個------  -----ｎ個------

平均前のデータ データ … データ データ … データ  データ … データ

  ………  
↓ 

 ↓  ↓   ↓ 

平均後のデータ データ  データ   データ  

 

n 件での単純平均を行った場合、平均後のアナログ出力更新レートは、アナログ出力更新レートの 1／n

になります。 

平均前のデータ数を Nとすると、平均後のデータ数は N/n になります。 

平均前のデータ数 Nが nで割り切れずに余るデータは平均処理に使用されません。 

DaDataConv 関数で n 件の単純平均を行う場合、uEffect に DA_CONV_AVERAGE1 を、uCount に n を指定し

ます。 

 

数式では以下のようになります。 

 平均前のデータ系列：   xk
1)-(N,,0・・・=k  

 

平均後のデータ系列： yi
  1

n
N,,0 −= ・・・i  

 

 

 

∑
−+

=

=
1)1(1 in

nik
ki xy n
 

 

移動平均 -----------------------------------N 個-------------------------------------

 -------ｎ個-------- -------ｎ個--------  -------ｎ個--------

平均前のデータ データ … データ データ … データ  データ … データ

↓    

    

   ……

 

    

 

↓ 
↓ 

↓ 
↓    ↓ 

平均後のデータ データ データ データ データ   データ N/A 

 

平均前のデータ数を N として、n 件での移動平均を行った場合、平均後のデータ数は、（N－n＋1）にな

ります。 

DaDataConv 関数で n 件の移動平均を行う場合、uEffect に DA_CONV_AVERAGE2 を、uCount に n を指定し

ます。 

 

数式では以下のようになります。 
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∑
−+

=

=
11 ni

ik
ki xy n
 

平均前のデータ系列：   xk
1)-(N,,0・・・=k  

平均後のデータ系列： yi
  n)-(N,,0・・・=i  



GPG-3300 Help for Linux 

 

4.6 スムージング 
DaDataConv 関数には、アナログデータをスムージングしたデータに変換する機能を持っています。ス

ムージングとは、アナログデータのデータとデータの間のデータを作成し、データを滑らかにする機

能です。補間されるデータは直線補間で作成されます。 

 

パラメータ n が与えられた場合、元の波形の 2 点間に新しく(n-1)個のデータが挿入されます。サン

プルされた波形がデータ系列 x で表現されるとき、 と の間に新しいデータ が下記のよう

に得られます。 

xk xk 1+ x jk ,

 

)/)(( 1, njxxxx kkkjk −+=
+

 

nj ,....,1,0=  

 

DaDataConv 関数で n 件のスムージングを行う場合、uEffect に DA_CONV_SMOOTH を、uCount に n を指

定します。 

 x  
 xk 1+

 

 xk  

 x1
 

 xN

 tΔ  
 t  

● 

● 

●

●

●

●

● 

●

● 
● ●

●
●

 x  
 xk

 

 x jk ,

  xk 1+
 

 t  0 1 2  j   n  

 tΔ  

tΔ ：update interval 
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4.7 波形出力モード 
 

DaSetMode 関数にて、波形出力のモードを設定することができます。（PCI-3305 のみ） 

波形のモードには、TBWG モード、FBWG モードの 2 種類があり、それぞれ設定できる項目が異なりま

す。 

FBWG モードは、設定項目が決まっており、変更することはできません。 

 

モード アナログ出力

データ数 

出力間隔 データ更新レート 繰り返しイ

ンターバル 

繰り返し回数 

TBWG 

モード 

1～524288 － 2.5MHz 以下で可変 

5MHz 固定 

・なし 

・あり 

1～65536 回 

無限 

FBWG 

モード 

524288 2 の累乗 524288Hz 固定 － 無限 

 

4.5.1 基準クロックによる波形生成(Time Based Waveform Generation：TBWG モード) 

1. 通常の波形出力 

TBWG モードは、アナログ出力データ数を設定することで通常の波形出力を行うことができます。 

メモリから、指定した数（N）のアナログデータを出力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 繰り返し出力 

TBWG モードでは、繰り返し出力を行うことができます。繰り返し回数は、1～65536 回または無限

回を指定できます。無限回が指定された場合、DaStopSampling 関数により停止されるまで、出力を

繰り返します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524288 番目のデータ 

(メモリフル) 
N 番目のデータ

N番目のデータ
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3. 繰り返し出力時のインターバル 

TBWG モードでは、繰り返し出力時にインターバルを設定して、同一周期で指定件数のアナログ出力

更新を繰り返すことができます。インターバル設定時の周期は、0.01[Hz]～2.5[MHz]（400[ns]～

100[s]）で設定できます。 

 

 

N 番目のデータ

インターバル設定時の周期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DA ラッチの設定 

TBWG モードおよび後述の FBWG モードでは、アナログ出力更新が終了した時に、終了した時点の電

圧を保持するか、データ 0（そのレンジの取り得る 小の電圧）に設定するかを選択することがで

きます。 

 

DA ラッチをクリアする 

(データ 0を出力する) 
N 番目のデータ

DA ラッチをクリアしない 

( 終出力電圧を保持する) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 更新レートクロックの選択 

TBWG モードでは、更新レートクロックを選択することができます。 

 

・内部タイマを使用するクロックは、 大 2.5MHz で、可変です。 

・内部固定クロックを使用するクロックは、5MHz 固定です。 

 

FBWG モードは、クロック 524288Hz 固定です。 

 

更新レートに0を設定（DASMPLREQ構造体のfSmplFreqメンバに0を設定して、DaSetSamplingConfig

関数で設定）すると、外部クロックでのアナログ出力更新となります。 
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4.5.2 基準周波数による波形生成(Frequency Based Waveform Generation：FBWG モード) 

 

1. FBWG モード 

FBWG モードは、メモリのデータを間引きながら出力するモードです。 

出力間隔は、2の累乗（1,2,4,8,16,・・・,524288）で設定できます。 

たとえば、出力間隔が 2 の場合は、1 番目のデータ，3 番目のデータ，5 番目のデータ，・・・を出

力します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全データ出力時 

524288 番目のデータ

(メモリフル) 

524288 番目のデータ 

(メモリフル) 
524288/2 番目のデータ

 

 

 

2. アナログ出力カウンタのクリア 

FBWG モードでは、アナログ出力更新停止時点のカウンタをクリアするか保持するかを選択すること

ができます。カウンタを保持すると、次のアナログ出力更新スタート時には、停止した時点の件数

からスタートすることができます。 

 

独立電圧レンジ設定 
PCI-3305では、個々のチャンネルの電圧レンジを 大10Vの範囲で任意に設定することができます。 

 

ソフトウェアでは、DaSetMode 関数を使用し、DAMODEREQ 構造体の ulRange メンバにてレンジ（ユ

ニポーラかバイポーラ）を、ModeChReq.fVolt にて、電圧 大値を設定します。（ソフトウェアでの

電圧設定 大値は 10V です） 

 

© 2001 Interface Corporation 

 
34 



GPG-3300 Help for Linux 

 

4.8 使用上の注意事項 
 

● 実行手順として  

DaOpen 関数(デバイスの初期化)は他のどのコマンド（関数）よりも先に実行する必要があります。

また、DaClose・DaCloseEx 関数(終了）は、プログラムの 後に実行するようにしてください。 

 

● デバイスの版数、チェンジナンバーについて 

 

デバイスの版数とチェンジナンバーはデバイスの表面に表示されています。 

下図の位置にデバイスの版数とチェンジナンバーは表示されています。 

型式によっては表示されている位置が異なることがあります。 

 
本ヘルプでは、デバイスの版数、チェンジナンバーを下記のように記述しています。 

 

例）デバイス型式 PCI-3310、デバイスの版数 11 版、チェンジナンバー C01 の場合 

  PCI-3310[11]C01 
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● タイマに 8254 相当品を使用しているデバイスの出力更新レート周波数について 

PCI-3305, 3310, 3325, 3329, 3335, 3336, 3337, 3338, 3340, 3341A, 3342A, 3343A, 3345A, 3346A, 

3521, 3522A, 3523A, 3329K, 3338K,  

CTP/CPZ-3325, 3329, 3338, 3340A, 3340B, 3340C, 3340D, 3342, 3343, 3346, 3347, 3348, 3349, 

3350, 3351, 3521, 3522, 3523 

PEX-H3329K, PEX-H3338K, PEX-H3347 

出力更新レートは SetSamplingConfig 関数にて設定できますが、この関数で設定した周波数に対し

て、実際にタイマに設定された周波数が誤差を持つ場合があります。 

実際の出力更新レートは、タイマの基準クロックを 2段の分周カウンタにより分周することで生成

されます。 

各カウンタに設定できる分周値は 2～65535 です。 

タイマが生成する出力更新レートは次式より求める事ができます。  

 

10

0

NN
f

f
×

= 

 

ここで 

f: 出力更新レート(Hz) 

f0: 基準クロック(Hz) 

N0: カウンタ 0の分周値 

N1: カウンタ 1の分周値 

 

ライブラリはDaSetSamplingConfig関数にて設定された出力更新レートから適切なN0とN1を求め、

タイマをプログラムします。 

このとき、N0 と N1 が整数ではない場合、丸めが発生します。 

その結果、設定された出力更新レートに対して実際の出力更新レートが誤差を持つことになります。 

基準クロックが 8MHz のタイマの場合には、8MHz を分周する事により 小 125ns 単位で出力更新レ

ートを設定できます。 

よって実際に設定できる出力更新レートは 8MHz を分周してできる周波数になります。 

カウンタ値 N0セット

カウンタ値 N1セット

カウンタ#0

カウンタ#1

OSC
8MHz

CLK0
OUT0

CLK1
OUT1

タイマ出力

プログラマブルタイマ
 

周波数は、下記の式により求められます。  

10

8000000
NN ×

=周波数  
 

 

 

設定例) 

DaSetSamplingConfig 関数で出力更新レートを 300Hz に指定した場合には、もっとも適切な N0 と

N1 はそれぞれ N0=3、N1=8889 となり、実際の周波数は 299.99625Hz になります。 

 

9850008.299
26668

8000000
133342

8000000
==

×
 

 

9962500.299
26667

8000000
88893

8000000
==

×
 

 

007502.300
26666

8000000
133332

8000000
==

×
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4.8.1 使用上の注意事項（IO 方式） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3174 PCI-3175 PCI-3176 PCI-3310 

PCI-3325 PCI-3329 PCI-3336 PCI-3338 

PCI-3340 PCI-3341A PCI-3342A PCI-3343A 

PCI-3345A PCI-3346A PCI-3347 PCI-3521 

PCI-3522A PCI-3523A PCI-360116 PCI-360112 

PCI-360216 PCI-3329K PCI-3338K PCI-342012 

PCI-362816 PCI-361516 PCI-362616  

 

LPC シリーズ（Low Profile PCI バス製品） 

LPC-361116 LPC-361216   

 

PEX シリーズ（PCI Express バス製品） 

PEX-361116 PEX-361216 PEX-H3329K PEX-H3338K 

PEX-H3347 PEX-H360116   

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-3174 CTP-3175 CTP-3182 CTP-3325 

CTP-3329 CTP-3338 CTP-3340A CTP-3340B 

CTP-3340C CTP-3340D CTP-3342 CTP-3343 

CTP-3346 CTP-3347 CTP-3348 CTP-3349 

CTP-3350 CTP-3351 CTP-3521 CTP-3522 

CTP-3523 CTP-360116 CTP-360112 CTP-360810 

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-3174 CPZ-3175 CPZ-3182 CPZ-3325 

CPZ-3329 CPZ-3338 CPZ-3340A CPZ-3340B 

CPZ-3340C CPZ-3340D CPZ-3342 CPZ-3343 

CPZ-3346 CPZ-3347 CPZ-3348 CPZ-3349 

CPZ-3350 CPZ-3351 CPZ-3521 CPZ-3522 

CPZ-3523 CPZ-340616 CPZ-340716 CPZ-340816 

CPZ-340916 CPZ-360116 CPZ-360112 CPZ-360810 

CPZ-340516    

 

CBI シリーズ（CardBus 製品） 

CBI-360112 CBI-360112TK CBI-360112TL CBI-360112TR 

CBI-360116 CBI-360116TK CBI-360116TL CBI-360116TR 

 

CSI シリーズ（CardBus 製品） 

CSI-360112 CSI-360116   
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● 外部クロック、外部トリガについて 

・EXINT IN 端子に接続された信号は、設定により外部クロック信号 または 外部トリガ信号とし

て扱われます。そのため、外部クロックと外部トリガを同時に使用する事はできません。 

・DI マスク付き外部トリガを使用する場合は、EXINT IN 端子と IN1,IN2 端子を使用して下さい。 

（PCI-3174, 3175, 3176, 360116, 360112, 360216, 342012, 362816, 361516, LPC/PEX-361116, 

361216, CTP/CPZ-3174, 3175, 3182, 360116, 360112, CTP/CPZ-360810, CSI/CBI-360112, 360116, 

CBI-360112TR, 360112TK, 360112TL, 360116TR, 360116TK, 360116TL, PEX-H360116 では、DI マス

ク付き外部トリガは使用できません） 

 

外部クロックを使用する時は、DaSetSamplingConfig 関数にて、fSmplFreq (アナログ出力更新レー

ト）の値を 0に設定してください。 

（PCI-342012 では外部クロックを使用する事が出来ません） 

 

● 0V 出力リセット 

（PCI-3310, 3336） 

RESET IN 端子に信号が入力されると、レンジがユニポーラ 0～5[V]になり、0[V]を出力します。 

ソフトウェアは、サンプリング中のみイベントが発生します。 

（PCI-3340） 

RESET IN 端子に信号が入力されると、レンジがバイポーラ±5[V]になり、0[V]を出力します。 

ソフトウェアは、サンプリング中のみイベントが発生します。 

（PCI-3347,CTP/CPZ-3340A, 3340B, 3340C, 3340D, 3347） 

RESET IN 端子に信号が入力されると、0[V]を出力します。 

ソフトウェアは、サンプリング中のみイベントが発生します。 

 

● 電流断割り込みについて（PCI-3325, CTP/CPZ-3325） 

電流断割り込みが発生すると、イベントが発生します。DaGetBoardConfig 関数のイベント要因で、

DA_EVENT_CURRENT_OFF（電流断検出）フラグが立ちます。電流断検出は、どのチャンネルで発生し

ても検出されます。付属ソフトウェアにて、電流断のチャンネルを検出することはできません。 

 

● クロック出力について(PCI-3310, 3336, 3340, CTP/CPZ-3340A, 3340B, 3340C, 3340D) 

EXCLK OUT 端子より出力されるクロック信号を停止させることができます。DaSetMode 関数にて設

定を行います。DAMODEREQ 構造体の ulExClock メンバに DA_EXCLK_IN を設定するとクロック出力を

停止します、DA_EXCLK_OUT を設定するとクロック出力します。 

 

● 汎用入出力について 

PCI-3174, 3175, 3176, 360116, 360112, 360216, 342012, 362816, 361516,  

CTP/CPZ-3174, 3175, 3182, 360116, 360112, 360810, 

LPC/PEX-361116, 361216,  

CSI/CBI-360112, CBI-360112TR, 360112TK, 360112TL,  

CSI/CBI-360116, 360116TR, 360116TK, 360116TL 

PEX-H360116 

DaInputDI 関数、DaOutputDO 関数による汎用入出力端子の制御はできません。 

 

● 外部電源過電圧検出/DA 出力過電圧検出割り込みについて（CPZ-340516） 

外部電源過電圧検出/DA 出力過電圧検出割り込みが発生すると、イベントが発生します。 

DaGetBoardConfig 関数のイベント要因で、DA_EVENT_EXOV_OFF（外部電源過電圧検出）

/DA_EVENT_OV_OFF（DA 出力過電圧検出）フラグが立ち、連続出力を強制停止させます。 

検出は、どのチャンネルで発生しても検出されます。 

本ソフトウェアにて、チャンネルを検出することはできません。 

 

● 設定できる電流値の注意（CPZ-340516） 

全チャンネルで 大 400mA までしか設定できません。 
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● ユニポーラレンジでアナログデータ出力を行う場合について 

(PCI-3347, PCI-3329, 3329K, CTP-3329, CPZ-3329, PEX-H3329K, PEX-H3338K) 

PCI-3329, 3329K, CTP-3320, CPZ-3329, PEX-H3329K, PEX-H3338K 

全チャンネル同時出力を使用した場合 

電源起動後、DA コンバータの内部レジスタ初期値は 0x800 が設定されています。 

1 件出力/連続出力時、出力チャンネル以外のチャンネルには 0x800 に相当する電圧が出力され

ます。 

0～5V レンジの場合、2.5V が出力されます。 

バイポーラレンジの場合、0V が出力されます。  

PCI-3347 

電源起動後、DA コンバータの内部レジスタ初期値は 0ｘ8000 が設定されています。 

1 件出力/連続出力時、出力チャンネル以外のチャンネルには 0x8000 に相当する電圧が出力され

ます。 

0～5V レンジの場合、2.5V が出力されます。 

0～10V レンジの場合、5V が出力されます。 

バイポーラレンジの場合、0V が出力されます。  

 

出力を回避するためには、下記方法をとることで回避することができます。 

 

■DaOpen 関数実行後に下記のように初期化処理を追加してください。 

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

// 1 件出力の場合（ 大チャンネルが 4チャンネルで分解能が 16bit の場合） 

DASMPLCHREQ DaSmplChReq[4]; 

unsigned short wData[4]; 

 

ret= DaOpen(1); 

 

// 1 件のアナログ出力実行（初期化処理） 

for (i = 0; i < 4; i++) { 

DaSmplChReq[i].ulChNo = i+1; 

DaSmplChReq[i].ulRange = DA_0_10V; 

wData[i] = 0x0000;     // ← 0V のデータ 

} 

DaOutputDA(1, 4, &DaSmplChReq[0], &wData[0]); 

 

for (i = 0; i < 1; i++) { 

DaSmplChReq[i].ulChNo = i+1; 

DaSmplChReq[i].ulRange = DA_0_10V; 

wData[i] = 0xFFFF; 

} 

 

// 1 件のアナログ出力実行 

DaOutputDA(1, 1, &DaSmplChReq[0], &wData[0]); 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
40 

 

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

// 連続出力の場合（ 大チャンネルが 4チャンネルで分解能が 16bit の場合） 

DASMPLCHREQ DaSmplChReq[4]; 

WORD           wData[4]; 

DASMPLREQ      DaSmplConfig; 

unsigned short wSmplData[512][2]; 

 

ret= DaOpen(1); 

 

// 1 件のアナログ出力実行（初期化処理） 

for (i = 0; i < 4; i++) { 

DaSmplChReq[i].ulChNo = i+1; 

DaSmplChReq[i].ulRange = DA_0_10V; 

wData[i] = 0x0000;     // ← 0V のデータ 

}  

DaOutputDA( 1, 4, &DaSmplChReq[0], &wData[0]);  

 

DaSetBoardConfig( 1, 512, NULL, NULL, 0 ); 

 

DaGetSamplingConfig( 1, &DaSmplConfig ); 

 

DaSmplConfig.ulChCount = 2; 

for (i = 0; i < DaSmplConfig.ulChCount; i++) { 

DaSmplConfig.SmplChReq[i].ulChNo = i+1; 

DaSmplConfig.SmplChReq[i].ulRange = DA_0_10V; 

} 

 

DaSetSamplingConfig( 1, &DaSmplConfig ); 

 

// アナログ出力データのセット 

DaSetSamplingData( 1, &wSmplData[0][0], 512 ); 

 

DaStartSampling( hDeviceHandle, FLAG_SYNC );。 
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4.8.2 使用上の注意事項（FIFO 方式） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3525 PCI-341016 PCI-362816  

 

LPC シリーズ（Low Profile PCI バス製品） 

LPC-340216 LPC-340416 LPC-361316 LPC-361416 

 

PEX シリーズ（PCI Express バス製品） 

PEX-340216 PEX-340416 PEX-361316 PEX-361416 

PEX-H3525    

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-3525    

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-3525    

 

CBI シリーズ（CardBus 製品） 

CBI-340112    

CBI-340212 CBI-340212TK CBI-340212TL CBI-340212TR 

CBI-340312 CBI-340312TK CBI-340312TL CBI-340312TR 

 

CSI シリーズ（CardBus 製品） 

CSI-340212 CSI-340312   

 

 

● 外部クロック、外部トリガについて 

（PCI-3525, CTP/CPZ-3525, PEX-H3525） 

・外部クロックは機能がないために使用することができません。 

・外部トリガを使用する場合には、EXTRG IN 端子に入力してください。 

・トリガディレイを設定することはできません。 

・DI マスク付き外部トリガは使用できません。 

（PCI-362816, 

  LPC/PEX-340216, 340416, 361316, 361416, 

  CSI/CBI-340212, CBI-340212TR, 340212TK, 340212TL,  

  CSI/CBI-340312, CBI-340312TR, 340312TK, 340312TL） 

・外部クロックを使用する場合は、EXCLK IN 端子に入力してください。 

・外部トリガを使用する場合は、EXTRG IN 端子に入力してください。 

・トリガディレイを設定することはできません。 

・DI マスク付き外部トリガは使用できません。 

外部クロックを使用する時は、DaSetSamplingConfig 関数にて、fSmplFreq (アナログ出力更新レー

ト）の値を 0に設定してください。 

 

● クロック出力について 

（PCI-362816, 

  LPC/PEX-340216, 340416, 361316, 361416, 

  CSI/CBI-340212, CBI-340212TR, 340212TK, 340212TL,  

  CSI/CBI-340312, CBI-340312TR, 340312TK, 340312TL） 

EXCLK OUT 端子より出力されるクロック信号を停止させることができます。DaSetMode 関数にて設

定を行います。DAMODEREQ 構造体の ulExClock メンバに DA_EXCLK_IN を設定するとクロック出力を

停止します、DA_EXCLK_OUT を設定するとクロック出力します。 
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● 汎用入出力について 

(PCI-341016, 362816, LPC/PEX-361316, 361416) 

DaInputDI 関数、DaOutputDO 関数による汎用入出力端子の制御はできません。 

 

● アナログ出力更新条件について 

DaSetSamplingConfig 関数、DaSetFifoConfig 関数のどちらを使用してもアナログ出力更新条件を

設定できますが、いずれの関数を使用した場合でも、 後に設定した条件が有効になります。 

また、それぞれの関数で指定した DASMPLREQ 構造体と DAFIFOREQ 構造体の内容は以下のように対応

しています。 

DASMPLREQ 構造体  DAFIFOREQ 構造体 

ulChCount → ulChCount 

SmplChReq → SmplChReq 

ulSamplingMode → (未使用) 

fSmplFreq → fSmplFreq 

ulSmplRepeat → ulSmplRepeat 

ulTrigMode → ulStartTrigCondition,

ulStopTrigCondition 

ulTrigPoint → ulStartTrigCondition,

ulStopTrigCondition 

ulTrigDelay → (0) 

ulEClkEdge → ulEClkEdge 

ulTrigEdge → ulTrigEdge 

ulTrigDI → (0) 

(0) → ulSmplNum 
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4.8.3 使用上の注意事項（メモリ方式 1） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3335 PCI-3337   

 

● 外部クロック、外部トリガについて 

・外部クロックを使用する場合は、EXCLK IN 端子に入力してください。 

・外部トリガを使用する場合は、EXTRG IN 端子に入力してください。 

外部クロックを使用する時は、DaSetSamplingConfig 関数にて、fSmplFreq (アナログ出力更新レー

ト）の値を 0に設定してください。 

 

● 外部トリガ使用時の注意 

外部トリガをストップ トリガ, スタート ストップ トリガに指定した場合, データは 512k 分用意

してください。 

 

● 0V 出力リセット 

RESET IN 端子に信号が入力されると、レンジがユニポーラ 0～5[V]になり、0[V]を出力します。 

 

● デバイスバッファメモリ容量を越えるデータの取り扱い 

ドライバソフトウェアはデバイスのバッファメモリの容量を越えるデータを一度に扱うことがで

きます。 

しかし、出力データ数がデバイスのバッファメモリ容量を越える場合、繰り返し出力はできません。 

 

● クロック出力について 

EXCLK OUT 端子より出力されるクロック信号を停止させることができます。DaSetMode 関数にて設

定を行います。 

DAMODEREQ 構造体の ulExClock メンバに DA_EXCLK_IN を設定するとクロック出力を停止します、

DA_EXCLK_OUT を設定するとクロック出力します。 
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4.8.4 使用上の注意事項（メモリ方式 2） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3305    

 

● 外部クロック、外部トリガについて 

・外部クロックを使用する場合は、CN4 端子に入力してください。 

・外部トリガを使用する場合は、CN3 端子に入力してください。 

・外部トリガ出力と外部トリガ入力を同時に使用する事はできません。 

外部クロックを使用する時は、DaSetSamplingConfig 関数にて、fSmplFreq (アナログ出力更新レー

ト）の値を 0に設定してください。 

 

● DaOutputDA 関数でアナログデータ出力を行う際のレンジ設定について 

DaOutputDA 関数で出力する場合には、DaSetSamplingConfig 関数または DaSetMode 関数にてレンジ

の設定を行ってください。 

 

● 設定できるデータ数について 

設定できるデータ数は 1～524288 です。 

DaStartFileSampling 関数も同様です。 

 

● クロック出力について 

EXCLK OUT 端子より出力されるクロック信号を停止させることができます。DaSetMode 関数にて設

定を行います。DAMODEREQ 構造体の ulExClock メンバに DA_EXCLK_IN を設定するとクロック出力を

停止します、DA_EXCLK_OUT を設定するとクロック出力します。 
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第5章 リファレンス 

5.1 関数一覧 
5.1.1 関数一覧（IO 方式 1） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3325 PCI-3341A PCI-3342A PCI-3343A 

PCI-3345A PCI-3346A PCI-3521 PCI-3522A 

PCI-3523A    

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-3325 CTP-3342 CTP-3343 CTP-3346 

CTP-3351 CTP-3521 CTP-3522 CTP-3523 

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-3325 CPZ-3342 CPZ-3343 CPZ-3346 

CPZ-3351 CPZ-3521 CPZ-3522 CPZ-3523 

CPZ-340616 CPZ-340716 CPZ-340816 CPZ-340916 

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにする

かを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されている連続出力更新条件を取得しま

す。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaSyncSampling 複数枚同期アナログ出力機能を使用したアナログ出力更新をスタートさせま

す。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx関数でアナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行うとき

の使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaInputDI アナログ出力デバイスの汎用デジタル入力端子を読み出します。 

DaOutputDO アナログ出力デバイスの汎用デジタル出力端子へデータを出力します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 
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DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デー

タ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、データ 1

点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホルダ

ーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事ができま

す。 
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5.1.2 関数一覧（IO 方式 2） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3174 PCI-3175 PCI-3176 PCI-360112 

PCI-360116 PCI-360216 PCI-362616  

 

LPC シリーズ（Low Profile PCI バス製品） 

LPC-361116 LPC-361216   

 

PEX シリーズ（PCI Express バス製品） 

PEX-361116 PEX-361216 PEX-H360116  

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-3174 CTP-3175 CTP-3182 CTP-360116 

CTP-360112    

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-3174 CPZ-3175 CPZ-3182 CPZ-360116 

CPZ-360112    

 

CBI シリーズ（CardBus 製品） 

CBI-360112 CBI-360112TK CBI-360112TL CBI-360112TR 

CBI-360116 CBI-360116TK CBI-360116TL CBI-360116TR 

 

CSI シリーズ（CardBus 製品） 

CSI-360112 CSI-360116   

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにする

かを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得し

ます。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx関数でアナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行うとき

の使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 
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DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デー

タ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、データ 1

点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホルダ

ーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事ができま

す。 
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5.1.3 関数一覧（IO 方式 3） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3329 PCI-3338 PCI-3329K PCI-3338K 

 

PEX シリーズ（PCI Express バス製品） 

PEX-H3329K PEX-H3338K   

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-3329 CTP-3338 CTP-3348 CTP-3349 

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-3329 CPZ-3338 CPZ-3348 CPZ-3349 

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行え

るようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた各

種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた各

種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにするか

を引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得し

ます。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行います。

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaSyncSampling 複数枚同期アナログ出力機能を使用したアナログ出力更新をスタートさせま

す。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputMode アナログ出力デバイスの同時出力機能を有効か無効にするか設定します。 

DaGetOutputMode アナログ出力デバイスの同時出力機能の設定を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx 関数でアナログ出力デバイスの 1 件のアナログ出力を行うとき

の使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaInputDI アナログ出力デバイスの汎用デジタル入力端子を読み出します。 

DaOutputDO アナログ出力デバイスの汎用デジタル出力端子へデータを出力します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均処

理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デー

タ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、データ 1

点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホルダ
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ーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事ができま

す。 
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5.1.4 関数一覧（IO 方式 4） 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3310 PCI-3336 PCI-3340 PCI-3347 

 

PEX シリーズ（PCI Express バス製品） 

PEX-H3347    

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-3340A CTP-3340B CTP-3340C CTP-3340D CTP-3347 

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-3340A CPZ -3340B CPZ -3340C CPZ -3340D CPZ -3347 

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにする

かを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得し

ます。 

DaSetMode アナログ出力デバイスのデバイス固有の動作モードの設定を行います。 

DaGetMode アナログ出力デバイスの現在設定されているデバイス固有の動作モードを取

得します。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaSyncSampling 複数枚同期アナログ出力機能を使用したアナログ出力更新をスタートさせま

す。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx関数でアナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行うとき

の使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaInputDI アナログ出力デバイスの汎用デジタル入力端子を読み出します。 

DaOutputDO アナログ出力デバイスの汎用デジタル出力端子へデータを出力します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デー

タ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、データ 1

点毎に呼び出されます。 
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CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホルダ

ーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事ができま

す。 
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5.1.5 関数一覧（IO 方式 5） 

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-360810    

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-360810    

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを

行えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されてい

た各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されてい

た各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにす

るかを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得

します。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx関数でアナログ出力デバイスの1件のアナログ出力を行うと

きの使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaSetFunction アナログ出力デバイスのコネクタの機能設定を行います。 

DaGetFunction アナログ出力デバイスのコネクタの機能設定を取得します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平

均処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デ

ータ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、デ

ータ 1点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホル

ダーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事がで

きます。 
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5.1.6 関数一覧（IO 方式 6） 

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-340516    

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにする

かを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されている連続出力更新条件を取得しま

す。 

DaSetCurrentDir アナログ出力デバイスの電流出力方向の設定を行います。 

DaGetCurrentDir アナログ出力デバイスの電流出力方向の取得を行います。 

DaSetPowerSupply アナログ出力デバイスの外部電源供給/遮断の設定を行います。 

DaGetPowerSupply アナログ出力デバイスの外部電源供給/遮断の設定状態を取得します。 

DaGetRelayStatus アナログ出力デバイスの出力リレーの設定状態を取得します。 

DaGetOVStatus アナログ出力デバイスの過電圧検出信号の状態を取得します。 

DaSetExcessVoltage アナログ出力デバイスの過電圧検出の有効/無効の設定を行います。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaSyncSampling 複数枚同期アナログ出力機能を使用したアナログ出力更新をスタートさせま

す。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx関数でアナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行うとき

の使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaInputDI アナログ出力デバイスの汎用デジタル入力端子を読み出します。 

DaOutputDO アナログ出力デバイスの汎用デジタル出力端子へデータを出力します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デー

タ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、データ 1

点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホルダ

ーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事ができま

す。 
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5.1.7 関数一覧（IO 方式 7） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-342012 PCI-361516   

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されている連続出力更新条件を取得しま

す。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

※サンプリング中は出力データのセットを行う事が出来ません。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx関数でアナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行うとき

の使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デー

タ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、データ 1

点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホルダ

ーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事ができま

す。 
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5.1.8 関数一覧（FIFO 方式 1） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3525    

 

PEX シリーズ（PCI Express バス製品） 

PEX-H3525    

 

CTP シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CTP-3525    

 

CPZ シリーズ（CompactPCI バス製品） 

CPZ-3525    

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにする

かを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得

します。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx 関数でアナログ出力デバイスの 1 件のアナログ出力を行うと

きの使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaInputDI アナログ出力デバイスの汎用デジタル入力端子を読み出します。 

DaOutputDO アナログ出力デバイスの汎用デジタル出力端子へデータを出力します。 

DaSetFifoConfig FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を行います。 

DaGetFifoConfig FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を取得します。 

DaSetInterval アナログ出力デバイスのインターバルタイマの設定を行います。 

DaGetInterval アナログ出力デバイスのインターバルタイマの設定を取得します。 

DaSetFunction アナログ出力デバイスのコネクタの機能設定を行います。 

DaGetFunction アナログ出力デバイスのコネクタの機能設定を取得します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 
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fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デ

ータ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、デー

タ 1点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホル

ダーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事がで

きます。 
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5.1.9 関数一覧（FIFO 方式 2） 

 

LPC シリーズ（Low Profile PCI バス製品） 

LPC-340216 LPC-340416 LPC-361316 LPC-361416 

 

PEX シリーズ（PCI Express バス製品） 

PEX-340216 PEX-340416 PEX-361316 PEX-361416 

 

CBI シリーズ（CardBus 製品） 

CBI-340112    

CBI-340212 CBI-340212TK CBI-340212TL CBI-340212TR 

CBI-340312 CBI-340312TK CBI-340312TL CBI-340312TR 

 

CSI シリーズ（CardBus 製品） 

CSI-340212 CSI-340312   

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを

行えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されてい

た各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止しま

す。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されてい

た各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止しま

す。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにす

るかを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取

得します。 

DaSetMode アナログ出力デバイスのデバイス固有の動作モードの設定を行います。 

DaGetMode アナログ出力デバイスの現在設定されているデバイス固有の動作モード

を取得します。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行い

ます。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx 関数でアナログ出力デバイスの 1 件のアナログ出力を行う

ときの使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaInputDI アナログ出力デバイスの汎用デジタル入力端子を読み出します。 

DaOutputDO アナログ出力デバイスの汎用デジタル出力端子へデータを出力します。 

DaSetFifoConfig FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を行います。 

DaGetFifoConfig FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を取得します。 

DaSetInterval インターバルタイマの設定を行います。 
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DaGetInterval インターバルタイマの設定を取得します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平

均処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。

データ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、

データ 1点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホ

ルダーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事

ができます。 

 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
60 

 

5.1.10 関数一覧（FIFO 方式 3） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-341016 PCI-341116 PCI-362816  

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにする

かを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得

します。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx 関数でアナログ出力デバイスの 1 件のアナログ出力を行うと

きの使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaSetFifoConfig FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を行います。 

DaGetFifoConfig FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を取得します。 

DaSetInterval インターバルタイマの設定を行います。 

DaGetInterval インターバルタイマの設定を取得します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デ

ータ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、デー

タ 1点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホル

ダーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事がで

きます。 
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5.1.11 関数一覧（メモリ方式） 

 

PCI シリーズ（PCI バス製品） 

PCI-3305 PCI-3335 PCI-3337  

 

関数名 機能 

DaOpen アナログ出力デバイスのオープンを行い、以後のデバイスへのアクセスを行

えるようにします。 

DaClose アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

DaCloseEx アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイスのために使用されていた

各種リソースの解放を行い、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をリセットするか、現在の値を保持したままにする

かを引数で選択します。 

DaGetDeviceInfo アナログ出力デバイスの仕様を取得します。 

DaSetBoardConfig アナログ出力デバイスのデバイス動作の設定を行います。 

DaGetBoardConfig アナログ出力デバイスの現在のデバイス動作設定を取得します。 

DaSetSamplingConfig アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件の設定を行います。 

DaGetSamplingConfig アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得

します。 

DaSetMode アナログ出力デバイスのデバイス固有の動作モードの設定を行います。 

DaGetMode アナログ出力デバイスの現在設定されているデバイス固有の動作モードを

取得します。 

DaSetSamplingData アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行いま

す。 

DaClearSamplingData アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

DaStartSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

DaStartFileSampling データファイルを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

DaStopSampling アナログ出力デバイスのアナログ出力更新を停止させます。 

DaGetStatus アナログ出力デバイスのアナログ出力更新動作状態を取得します。 

DaSetOutputDAEx DaOutputDAEx 関数でアナログ出力デバイスの 1 件のアナログ出力を行うと

きの使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDA アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を行います。 

DaOutputDAEx アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaInputDI アナログ出力デバイスの汎用デジタル入力端子を読み出します。 

DaOutputDO アナログ出力デバイスの汎用デジタル出力端子へデータを出力します。 

DaDataConv アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均

処理やスムージング処理を行う事ができます。 

DaWriteFile 指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに保存します。 

fnConv DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダーです。デ

ータ変換時に fnConv 関数を呼び出す事ができます。DafnConv 関数は、デー

タ 1点毎に呼び出されます。 

CallbackProc アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のブレースホル

ダーです、アナログ出力更新終了時に CallBackProc 関数を呼び出す事がで

きます。 
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5.2 関数個別説明 
1. DaOpen 

アナログ出力デバイスのオープンします。以後のデバイスへのアクセスを行えるようにします。 

 

int DaOpen( 

 int nDevice /* デバイス番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
オープンするデバイス番号を指定します。 

ソルコン CD 製品(PCI-322012、PCI-361516)をご使用の場合は、デバイス番号は 257 を指定し

ます。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE  

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_OPEN 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaOpen(1); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスをオープンします。 
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2. DaClose 
アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイス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、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

 

int DaClose( 

 int nDevice /* デバイス番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE  

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

 

備考 

・再度、デバイスへのアクセスを行う場合にはオープン処理(DaOpen関数)を呼び出してください。 

・アナログ出力更新中に本関数を実行した場合、アナログ出力更新を終了させます。 

・デバイスクローズ後の出力電圧は全チャンネル 0V になります。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaOpen(1); 

if(!nRet){ 

    ： 

    ： 

    nRet = DaClose(1); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスのクローズ処理を行います。 
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3. DaCloseEx 
アナログ出力デバイスのクローズを行い、デバイス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、以後のデバイスへのアクセスを禁止します。 

また、クローズ後に出力をデバイスのデフォルト値に戻すか、現在の値を保持したままにするか

を引数で選択します。 

 

int DaCloseEx( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 int nFinalState /* クローズ後の出力状態 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

nFinalState 
クローズ後の出力の状態を指定してください。 

識別子 値 意味 

DA_OUTPUT_RESET 0 クローズ後に DA 出力をリセットします。（デフォ

ルト） 

DA_OUTPUT_MAINTAIN 1 クローズ直前の DA 出力を保持したまま終了しま

す。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE  

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

 

備考 

・再度、デバイスへのアクセスを行う場合にはオープン処理(DaOpen関数)を呼び出してください。 

・アナログ出力更新中に本関数を実行した場合、アナログ出力更新を終了させます。 

・デバイスの終了時には、DaClose 関数または本関数のどちらか一方のみを実行してください。 

・本関数で「DA_OUTPUT_MAINTAIN」を指定してクローズ処理を行った後に、DaOpen 関数を実行し

た場合にはデバイスの出力値(出力データ,レンジ設定)が保持された状態でオープンされます。

出力のリセットを行いたい場合は、DaOpen 関数実行後に個別に行う必要があります。 

・PCI-3525, CTP/CPZ-3525, PEX-H3525 で DaCloseEx を使用する場合に、DA_OUTPUT_MAINTAIN を

指定して出力を保持するとコネクタ 4 の機能設定がアナログ出力に固定されます。この状態で

は GPG-3100 からコネクタ 4 を使用できなくなっています。この場合、一度 DaOpen 関数でデバ

イスオープンしてから DaClose 関数で終了処理を行うことで、GPG-3100 側からコネクタ 4を使

用可能な状態に戻すことが可能です。 
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使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaOpen(1); 

if(!nRet){ 

    ： 

    ： 

    nRet = DaCloseEx(1, DA_OUTPUT_MAINTAIN); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスクローズ処理を行い,出力を保持します。



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
66 

 

4. DaGetDeviceInfo 
アナログ出力デバイスの各種仕様を取得します。 

 

int DaGetDeviceInfo( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 PDABOARDSPEC pBoardSpec /* デバイス仕様構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pBoardSpec 
DA デバイスの仕様を格納する構造体（DABOARDSPEC 構造体）へのポインタです。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE  

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

使用例 

int nRet; 

DABOARDSPEC BoardSpec; 

 

nRet = DaOpen(1); 

if(!nRet){ 

    nRet = DaGetDeviceInfo(1, &BoardSpec); 

    if(!nRet)printf("デバイスタイプ：%d\n",BoardSpec.ulBoardType); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスの各種仕様の取得を行います。 
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5. DaSetBoardConfig 
アナログ出力デバイスのコールバック関数の設定を行います。 

 

int DaSetBoardConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulSmplBufferSize, /* バッファサイズ */ 

 void* pReserved, /* 予約 */ 

 PLPDACALLBACK pCallBackProc, /* コールバック関数 */ 

 int dwUser /* ユーザデータ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulSmplBufferSize 
アナログ出力データを格納するバッファサイズを指定します。 

デフォルト：1024 件 

 

pReserved 
予約：NULL を指定してください。 

 

pCallBackProc 
アナログ出力更新停止時に呼び出すユーザ・コールバック関数のアドレスを指定します。 

詳しくは、「26. CallbackProc」を参照してください。 

ユーザ・コールバック関数の呼び出しを行わない場合には、C 言語では NULL を指定してくだ

さい。 

デフォルト：NULL 

 

dwUser 
ユーザ・コールバック関数へ引き渡すユーザ・データを指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE  

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOW_SAMPLING 

 

備考 

・データが設定されている状態でアナログ出力バッファサイズを変更した場合、データはクリア

されます。 

・アナログ出力データバッファサイズのみは、アナログ出力更新中に変更することはできません。 

・コールバック関数の書式は以下の通りです。 

詳しくは、「26. CallbackProc」を参照してください。 

void CallBackProc(int nReserved); 
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使用例 

int nRet; 

unsigned long ulSmplBufferSize; 

 

void CallBackProc(int nReserved){ 

    : 

} 

 

ulSmplBufferSize = 2048; 

nRet = DaSetBoardConfig(1, ulSmplBufferSize, NULL, CallBackProc, 0); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスのコールバック関数の設定を行ないます。 

また、2048 件のデータバッファサイズを確保します。 
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6. DaGetBoardConfig 
アナログ出力デバイスのコールバック関数の発生要因を取得します。 

 

int DaGetBoardConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long *ulSmplBufferSize, /* バッファサイズ */ 

 unsigned long *ulSmplEventFactor /* コールバック関数発生要因 */ 

/* 格納用変数へのポインタ  */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulSmplBufferSize 
アナログ出力データを格納しておくバッファのサイズ件数を格納するための変数へのポイン

タを指定します。 

 

ulSmplEventFactor 
アナログ出力更新のコールバック関数発生要因を格納する変数へのポインタです。 

以下の識別子が格納されます。 

識別子 値 状 態 

DA_EVENT_STOP_TRIGGER 1 トリガによるアナログ出力更新停止 

DA_EVENT_STOP_FUNCTION 2 関数によるアナログ出力更新停止 

DA_EVENT_STOP_SAMPLING 3 指定件数による出力更新終了 

DA_EVENT_RESET_IN 4 リセットイン発生 

DA_EVENT_CURRENT_OFF 5 電流断検出 

DA_EVENT_EXOV_OFF 9 外部電源過電圧検出 

DA_EVENT_OV_OFF 10 DA 出力過電圧検出 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 
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使用例 

int nRet; 

unsigned long ulBufferSize, ulEventFactor; 

 

void event_proc(int nReserved) 

{ 

    printf("Analog outputs completed.\n"); 

    nRet = DaGetBoardConfig(1, &ulBufferSize, &ulEventFactor); 

    if(!nRet){ 

        printf("Buffer Size：%lx\n", ulBufferSize); 

        printf("Factor：%lx\n", ulEventFactor); 

    } 

} 

 

nRet = DaSetBoardConfig( 1, 100, NULL, event_proc, 0 ); 

if(!nRet){ 

        nRet = DaStartSampling(1, FLAG_ASYNC); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスからコールバック関数の発生要因を取得します。 
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7. DaSetSamplingConfig 
アナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件を設定します。 

 

int DaSetSamplingConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 PDASMPLREQ pDaSmplConfig /* アナログ出力更新条件構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pDaSmplConfig 
アナログ出力更新条件構造体(DASMPLREQ 構造体)へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。正常終

了した場合は、DA_ERROR_SUCCESSが返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

アナログ出力チャンネルとリピート回数は、アナログ出力更新中に変更することはできません。 

 

使用例 

int nRet; 

DASMPLREQ DaSmplConfig; 

 

DaSmplConfig.ulChCount = 2; 

DaSmplConfig.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

DaSmplConfig.SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

   

nRet = DaSetSamplingConfig(1, &DaSmplConfig); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスのアナログ出力更新条件を設定します。 
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8. DaGetSamplingConfig 
アナログ出力デバイスの現在設定されているアナログ出力更新条件を取得します。 

 

int DaGetSamplingConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 PDASMPLREQ pDaSmplConfig /* アナログ出力更新条件構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pDaSmplConfig 
現在の設定されているアナログ出力更新条件を格納するためのアナログ出力更新条件構造体

(DASMPLREQ 構造体)へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

デバイスオープン直後に本関数を実行することにより、アナログ出力更新条件構造体(DASMPLREQ

構造体)のデフォルトの設定値を取得することができます。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned long i; 

DASMPLREQ DaSmplConfig; 

 

nRet = DaGetSamplingConfig(1, &DaSmplConfig); 

if(!nRet){ 

    for(i=0; i<DaSmplConfig.ulChCount; i++){ 

        printf("Output ch: %d\n",DaSmplConfig.SmplChReq[i].ulChNo); 

    } 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスからアナログ出力更新条件を取得します。 
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9. DaSetMode 
アナログ出力デバイスのデバイス固有の動作モードの設定を行います。 

 

int DaSetMode( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 PDAMODEREQ pDaMode /* 波形出力モード構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pDaMode 
波形出力モード構造体(DAMODEREQ 構造体)へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

・本関数はアナログ出力更新中に実行することは出来ません。 

・波形出力モードに関する詳細は、ユーザーズマニュアルおよび『波形出力モード』を参照くだ

さい。 

・EXCLK OUT 端子より出力されるクロック信号を停止させることができる型式では、DAMODEREQ 構

造体のulExClockメンバにDA_EXCLK_INを設定するとクロック出力を停止します。DA_EXCLK_OUT

を設定するとクロックを出力します。 

・EXTRG OUT 端子より出力されるトリガ信号を停止させることができる型式では、DAMODEREQ 構造

体の ulExControl メンバに DA_EXTRG_IN を設定するとトリガ出力を停止します。DA_EXTRG_OUT

を設定するとトリガを出力します。 

・RESET IN 端子を有効/無効と制御させることができる型式では、DAMODEREQ 構造体のメンバ

ulExControl に DA_RESET_OFF を設定するとリセット信号を入れてもリセットの処理が働かない

ようになり、DA_RESET_ON を設定するとリセットの処理が働くようになります。 
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対象デバイス 

下記対象デバイス一覧で記載されていない型式では、本関数を使用することができません。 

 

型 式 波形出力モード EXCLK OUT EXTRG OUT RESET IN 

PCI-3305 ○ － － － 

PCI-3310 － ※1 － － 

PCI-3335 － ※2 ※2 － 

PCI-3336 － ※1 － － 

PCI-3337 － ※2 ※2 － 

PCI-3340 － ○ － － 

PCI-362816 － ○ － ○ 

LPC/PEX-340216 － ○ － ○ 

LPC/PEX-340416 － ○ － ○ 

LPC/PEX-361316 － ○ － ○ 

LPC/PEX-361416 － ○ － ○ 

CTP/CPZ-3340A － ○ － － 

CTP/CPZ-3340B － ○ － － 

CTP/CPZ-3340C － ○ － － 

CTP/CPZ-3340D － ○ － － 

CSI/CBI-340212 － ○ － ○ 

CBI-340212TR － ○ － ○ 

CBI-340212TK － ○ － ○ 

CBI-340212TL － ○ － ○ 

CSI/CBI-340312 － ○ － ○ 

CBI-340312TR － ○ － ○ 

CBI-340312TK － ○ － ○ 

CBI-340312TL － ○ － ○ 

 

※1 デバイス版数が[11]版以前のデバイスでは使用できない機能です。 

※2 デバイス版数が[12]版以前のデバイスでは使用できない機能です。 

 

使用例 

int nRet; 

DAMODEREQ DaMode; 

 

nRet = DaGetMode(1, &DaMode); 

if(!nRet){ 

    DaMode.ulPulseMode = DA_MODE_SYNTHE; 

    nRet = DaSetMode(1, &DaMode); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスの波形出力モードを取得し、設定します。 
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10. DaGetMode 

アナログ出力デバイスのデバイス固有の動作モードの設定値を取得します。 

 

int DaGetMode( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 PDAMODEREQ pDaMode /* 波形出力モード構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pDaMode 
波形出力モード構造体(DAMODEREQ 構造体)へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

・本関数は、PCI-3305 と EXTRG OUT 端子、EXCLK OUT 端子より出力される各信号を制御すること

ができる型式で、有効となります。 

・EXTRG OUT 端子より出力される外部トリガ信号の出力を制御できることができる型式では、 

DAMODEREQ 構造体の ulExControl メンバに外部トリガの出力設定が格納されます。 

・EXCLK OUT 端子より出力されるクロック信号を停止させることができる型式では、DAMODEREQ 構

造体の ulExClock メンバにクロックの出力状態が格納されます。 
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対象デバイス 

下記対象デバイス一覧で記載されていない型式では、本関数を使用することができません。 

 

型 式 波形出力モード EXCLK OUT EXTRG OUT RESET IN 

PCI-3305 ○ － － － 

PCI-3310 － ※1 － － 

PCI-3335 － ※2 ※2 － 

PCI-3336 － ※1 － － 

PCI-3337 － ※2 ※2 － 

PCI-3340 － ○ － － 

PCI-362816 － ○ － ○ 

LPC/PEX-340216 － ○ － ○ 

LPC/PEX-340416 － ○ － ○ 

LPC/PEX-361316 － ○ － ○ 

LPC/PEX-361416 － ○ － ○ 

CTP/CPZ-3340A － ○ － － 

CTP/CPZ-3340B － ○ － － 

CTP/CPZ-3340C － ○ － － 

CTP/CPZ-3340D － ○ － － 

CSI/CBI-340212 － ○ － ○ 

CBI-340212TR － ○ － ○ 

CBI-340212TK － ○ － ○ 

CBI-340212TL － ○ － ○ 

CSI/CBI-340312 － ○ － ○ 

CBI-340312TR － ○ － ○ 

CBI-340312TK － ○ － ○ 

CBI-340312TL － ○ － ○ 

 

※1 デバイス版数が[11]版以前のデバイスでは使用できない機能です。 

※2 デバイス版数が[12]版以前のデバイスでは使用できない機能です。 

 

使用例 

int nRet; 

DAMODEREQ DaMode; 

 

nRet = DaGetMode(1, &DaMode); 

if(!nRet){ 

    DaMode.ulPulseMode = DA_MODE_SYNTHE; 

    nRet = DaSetMode(1, &DaMode); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスの波形出力モードを取得、設定します。 
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11. DaSetSamplingData 

アナログ出力デバイスから出力するアナログ出力データのセットを行います。 

 

int DaSetSamplingConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 void* pSmplData, /* 出力データへのポインタ */ 

 unsigned long ulSmplDataNum /* 出力データ件数 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pSmplData 
アナログ出力データを格納しているバッファへのポインタを指定します。 

 

ulSmplDataNum 
アナログ出力するデータの個数を指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_SET_DATA 

 

備考 

・本関数ではアナログ出力更新データをアナログ出力バッファにセットするのみで、実際のアナ

ログ出力更新は行いません。アナログ出力更新の開始は DaStartSampling 関数で行います。ま

た、既にアナログ出力バッファにデータがセットされている場合には、そのデータの後に指定

されたアナログ出力データを連結します。 

・アナログ出力更新中に本関数を実行した場合、次のアナログ出力データとしてバッファにセッ

トされます。既にセットされていたデータのアナログ出力が終了してから、次のデータのアナ

ログ出力更新が開始されます。 

・メモリ方式のデバイス（PCI-3335,3337）では、データは後ろに追加されずに先頭から上書きさ

れます。 

・PCI-3305 ではデバイスの仕様上、アナログ出力更新中に本関数を実行する事はできません。 
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使用例 

int i, nRet; 

unsinged short SmplData[4096][2]; 

 

// アナログ出力データの作成 

for(i = 0; i < 4096; i++){ 

    SmplData[i][0] = i; 

    SmplData[i][1] = 4095 - i; 

} 

 

// アナログ出力データセット 

nRet = DaSetSamplingData(1, &SmplData[0][0], 4096); 

 

デバイス番号1のアナログ出力デバイスから出力する4096個のアナログ出力データを2チャンネ

ル分セットし、アナログ出力データを引き渡します。 
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12. DaClearSamplingData 

アナログ出力バッファ内のデータをクリアします。 

 

int DaClearSamplingData( 

 int nDevice /* デバイス番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOW_SAMPLING 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaClearSamplingData(1); 

 

デバイス番号 1 のアナログ出力デバイスのアナログ出力バッファ内のアナログ出力データをクリ

アします。 
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13. DaStartSampling 

アナログ出力デバイスのアナログ出力更新をスタートさせます。 

 

int DaStartSampling( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulSyncFlag /* 更新処理 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulSyncFlag 
アナログ出力更新処理を同期で行うか非同期で行うかを指定します。 

フラグ 値 意 味 

FLAG_SYNC 1 同期処理でアナログ出力更新を行います。 

FLAG_ASYNC 2 非同期処理でアナログ出力更新を行います。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_START_SAMPLING 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_NOW_SAMPLING 

 

備考 

・DaSetSamplingData 関数でセットした全てのデータのアナログ出力更新が完了時点(リピート有

りの場合はリピート回数分完了時点)でアナログ出力更新は停止します。 

 

1) 同期／非同期処理について 

・同期出力(FLAG_SYNC) 

アプリケーションはアナログ出力更新が完了するまで待ちます。 

アプリケーション 

アプリケーション           アプリケーションへリターン 

↓                       ↑ 

Lib 

DaStartSampling               DaStartSampling処理終了 

 

↓                       ↑ 

ドライバ/デバイス 

アナログ出力更新開始・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・アナログ出力更新終了 

[アナログ出力更新中] 
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・非同期入出力（FLAG_ASYNC） 

アプリケーションはアナログ出力更新の完了まで待たず、制御が API から即戻ります。

アナログ出力更新の完了はコールバック関数が実行されます。 

 

アプリケーション 

アプリケーション 

アプリケーションへリターン          コールバック関数処理 

↓↑                      ↑ 

Lib 

DaStartSampling 関数             コールバック関数の実行 

DaStartSampling 関数終了 

↓                       ↑ 

ドライバ/デバイス 

アナログ出力更新開始・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・→アナログ出力更新終了 

[アナログ出力更新中] 

 

2) 非同期処理で開始したアナログ出力更新は、DaStopSampling 関数にてアナログ出力更新を強

制終了させることができます。 

3) 同期処理でアナログ出力更新を行う場合は、アナログ出力更新動作の繰り返し回数

（DASMPLREQ構造体のulSmplRepeat）を0にすることはできません。0に設定されていた場合、

本関数はエラーを返します。 
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使用例 

int i, nRet; 

unsigned short SmplData[4096][2]; 

unsigned long Status, Count, AvailCount, AvailRepeat; 
 
nRet = DaClearSamplingData(1); 
 
// アナログ出力データの作成 

for (i = 0; i < 4096; i++) { 

    SmplData[i][0] = i; 

    SmplData[i][1] = 4095 - i; 

} 
 
// アナログ出力データセット 

nRet = DaSetSamplingData(1, &SmplData[0][0], 4096); 

if(!nRet){ 

    nRet = DaStartSampling(1, FLAG_SYNC); 

} 

 

// デバイス番号 1のアナログ出力デバイスに対してデータをセットし、 

// データのアナログ出力更新を同期で開始します。 

 

nRet = DaStartSampling(1, FLAG_ASYNC); 

if(!nRet){ 

    do{ 

        nRet = DaGetStatus(1, &Status, &Count, &AvailCount, &AvailRepeat); 

        if(nRet){ 

            printf("Status Error\n"); 

            DaClose(1); 

            exit(1); 

        } 

    }while(Status != DA_STATUS_STOP_SAMPLING); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスのアナログ出力更新を非同期処理として開始します。 
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14. DaStartFileSampling 

データファイルからアナログ出力データを読み込み、アナログ出力更新を行います。 

 

int DaStartFileSampling( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 char* szPathName, /* ファイルパス */ 

 unsigned long ulFileFlag, /* ファイル形式 */ 

 unsigned long ulSmplNum /* データ件数 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

szPathName 
アナログ出力データを含む、データファイルを指定します。 

 

ulFileFlag 
データファイルの形式を指定します。 

フラグ 値 意 味 

FLAG_BIN 1 バイナリ形式でデータを読み込みます。 

FLAG_CSV 2 CSV 形式(物理量)でデータを読み込みます。 

 

ulSmplNum 
アナログ出力データ件数を指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_START_SAMPLING 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER 

・DA_ERROR_FILE_OPEN 

 

備考 

・CSV 形式でデータを読み込む時には、データを物理量からバイナリに変換するので、オーバー

ヘッドがかかり、設定した更新レートでアナログ出力更新ができない場合があります。 

・アナログ出力の繰り返し設定はできません。設定されていても無視されます。 

・アナログ出力バッファにデータが残っている状態で本関数を実行した場合には、関数開始と同

時にアナログ出力バッファはクリアされます。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaStartFileSampling( 1, "test.dat", FLAG_CSV, 1024 ); 

 

データファイル"test.dat"を読み込み、デバイス番号 1 のアナログ出力デバイスから読み込んだ

データ（1024 個）のアナログ出力を開始します。 
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15. DaSyncSampling 

複数枚同期アナログ出力機能を使用したアナログ出力更新を行います。 

(本関数は、複数枚同期アナログ出力機能に対応したデバイスのみで使用できます。その他のデバ

イスでは使用できません。また、異なる型式のデバイス間での使用もできません。) 

 

int DaSyncSampling( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulMode /* 出力モード */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulMode 
マスタで使用するかスレーブで使用するか指定します。 

識別子 値 内容 

DA_MASTER_MODE 1 マスタモード 

DA_SLAVE_MODE 2 スレーブモード 

 

CTP/CPZ 型式デバイスで複数枚同期サンプリング機能を使用する場合、同期番号の設定が必要

になります。 

上記に加え、下記識別子にて同期番号も同時に指定します。 

識別子 値 内容 

DA_SYNC_NUM1 0100h 同期番号 1 

DA_SYNC_NUM2 0200h 同期番号 2 

DA_SYNC_NUM3 0400h 同期番号 3 

DA_SYNC_NUM4 0800h 同期番号 4 

DA_SYNC_NUM5 1000h 同期番号 5 

DA_SYNC_NUM6 2000h 同期番号 6 

DA_SYNC_NUM7 4000h 同期番号 7 

 

I/O 方式サンプリング時には、7 つの内から 1 つの番号を指定します。その他のサンプリン

グ方式では 2つの番号を指定します。指定する同期番号は、同期を行う型式内で全て同じ番

号を指定します。 

 

※複数型式をそれぞれの型式毎に同期を行う場合、異なる型式間で同じ同期番号を使用しな

いでください。同じ番号を使用した場合、故障の原因となります。 

 

設定例） 

I/O 方式サンプリングで、同期番号 1を使用してマスタモードに設定する場合。 

ulMode = DA_MASTER_MODE + DA_SYNC_NUM1; 
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戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_START_SAMPLING 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_NOW_SAMPLING 

 

備考 

・本関数には DaStartSampling 関数のように同期処理（FLAG_SYNC）、非同期処理（FLAG_ASYNC）

の設定はありません。常に非同期処理として実行されます。 

・アナログ出力更新終了時に、イベントの通知、コールバックルーチンの呼び出しを行う事がで

きます。イベント、コールバックルーチンの設定は DaSetBoardConfig 関数でマスタモードのデ

バイスのみに設定します。 

・アナログ出力更新を途中で終わらせる場合には DaStopSampling 関数を使用します。 

・アナログ出力更新条件は DaSetSamplingConfig 関数、DaSetMode 関数で設定します。  

・アナログ出力更新条件には以下のような制限があります。 

チャンネル数、チャンネル条件、モード設定チャンネル条件、DA ラッチについては、デバイス

毎に値を設定できますが、その他の項目は全て同じ値を設定する必要があります。 

トリガはスタートトリガのみ指定できます。また、ディレイは指定できません。各サンプリン

グ方式で指定できるトリガは以下の通りです。 

IO 方式 外部トリガ、DI マスク付き外部トリガ 

FIFO 方式 外部トリガ 

メモリ方式 外部トリガ 

アナログ出力更新中には各種条件を変更することはできません。 

・アナログ出力更新データは全デバイスに対して同じ件数分セットする必要があります。 

・マスタモードは複数枚同期アナログ出力を行うデバイスの中で 1 枚のみ指定できます。その他

のデバイスはスレーブモードに指定します。 

・本関数はスレーブモードにするデバイスから実行して、 後にマスタモードのデバイスを実行

します。（使用例を参照）  

・各関数はデバイス毎に実行する必要があります。 
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対象デバイス 

下記対象デバイス一覧で記載されていない型式では、本関数を使用することができません。 

 

型式 サポート 同期番号設定 

PCI-3310 ※1 ※3 

PCI-3329 ※1 ※3 

PCI-3329K ○ ※3 

PCI-3336 ※1 ※5 

PCI-3338K ○ ※3 

PCI-3340 ○ ※3 

PCI-3341A ○ ※3 

PCI-3342A ○ ※3 

PCI-3343A ○ ※3 

PCI-3345A ○ ※3 

PCI-3346A ○ ※3 

PCI-3347 ○ ※3 

PCI-3521 ※2 ※3 

PCI-3522A ○ ※3 

PCI-3523A ○ ※3 

CTP/CPZ-3325 ○ ○ 

CTP/CPZ-3329 ○ ○ 

CTP/CPZ-3338 ○ ○ 

CTP/CPZ-3340A ○ ○ 

CTP/CPZ-3340B ○ ○ 

CTP/CPZ-3340C ○ ○ 

CTP/CPZ-3340D ○ ○ 

CTP/CPZ-3342 ○ ○ 

CTP/CPZ-3343 ○ ○ 

CTP/CPZ-3346 ○ ○ 

CTP/CPZ-3347 ○ ○ 

CTP/CPZ-3348 ○ ○ 

CTP/CPZ-3349 ○ ○ 

CTP/CPZ-3350 ○ ○ 

CTP/CPZ-3351 ○ ○ 

CTP/CPZ-3521 ○ ○ 

CTP/CPZ-3522 ○ ○ 

CTP/CPZ-3523 ○ ○ 

CPZ-340516 ○ ○ 

CPZ-340616 ○ ○ 

CPZ-340716 ○ ○ 

CPZ-340816 ○ ○ 

CPZ-340916 ○ ○ 

PEX-H3329K ○ ※3 

PEX-H3338K ○ ※3 

PEX-H3347 ○ ※3 

 

※1 デバイス版数が[11]版以前のデバイスでは使用できない機能です。 

※2 デバイス版数が[12]版以前のデバイスでは使用できない機能です。 

※3 同期化ケーブルを接続する必要があります。 
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使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaSyncSampling(2, DA_SLAVE_MODE); 

nRet = DaSyncSampling(1, DA_MASTER_MODE); 

 

デバイス番号 1 のアナログ出力デバイスをマスタに、デバイス番号 2 のアナログ出力デバイスを

スレーブに設定して複数枚同期アナログ出力を実行します。 
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16. DaStopSampling 

非同期でスタートさせたアナログ出力更新を停止させます。 

 

int DaStopSampling( 

 int nDevice /* デバイス番号 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_STOP_SAMPLING 

 

備考 

DaSetBoardConfig 関数において、ユーザ・コールバック関数を設定していた場合、本関数の呼び

出し後にユーザ・コールバック関数が実行されます。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaStopSampling(1); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスに対して、即アナログ出力更新の停止を行います。 
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17. DaGetStatus 

アナログ出力デバイスのアナログ出力更新状態を取得します。 

 

int DaGetStatus( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long* ulDaSmplStatus, /* アナログ出力更新状態格納用変数へのポインタ

*/ 

 unsigned long* ulDaSmplCount, /* 出力更新済み件数格納用変数へのポインタ */ 

 unsigned long* ulDaAvailCount, /* 出力更新の残り件数格納用変数へのポインタ */ 

 unsigned long* ulDaAvailRepeat /* 残り繰り返し回数格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulDaSmplStatus 
アナログ出力更新状態を格納する変数へのポインタです。 

格納される状態は以下のコードとなります。 

識別子 値 状 態 

DA_STATUS_STOP_SAMPLING 1 アナログ出力更新は停止しています。 

DA_STATUS_WAIT_TRIGGER 2 アナログ出力更新はトリガ待ち状態です。

DA_STATUS_NOW_SAMPLING 3 アナログ出力更新動作中です。 

 

ulDaSmpleCount 
アナログ出力済のデータの個数を格納する変数へのポインタです。 

 

ulDaAvailCount 
アナログ出力されず残っているデータの個数格納変数へのポインタです。 

 

ulDaAvailCount 
アナログ出力動作の残り繰り返し回数を格納する変数へのポインタです。 

(PCI-3335、3337 では残り繰り返し回数を取得することはできません。値は常に 0 になりま

す。) 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 
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使用例 

int nRet; 

unsigned long ulDaSmplStatus; 

unsigned long ulDaSmplCount; 

unsigned long ulDaAvailCount; 

unsigned long ulDaAvailRepeat; 

 

nRet = DaGetStatus(1, &ulDaSmplStatus, &ulDaSmplCount, &ulDaAvailCount, 

                   &ulDaAvailRepeat); 

if(!nRet){ 

    printf("Status:%x\n",ulDaSmplStatus); 

    printf("Count:%d\n",ulDaSmplCount); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスに対して、現在のアナログ出力更新状態を取得します。 
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18. DaSetOutputDAEx 

アナログ出力デバイスの 1件のアナログ出力の使用チャンネル・使用レンジを設定します。 

DaOutputDAEx 関数を使用してアナログ出力を行う場合に、本設定が有効になります。 

 

int DaSetOutputDAEx( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulCh, /* チャンネル数 */ 

 PDASMPLCHREQ pSmplChReq, /* チャンネル設定構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulCh 
アナログ出力を行うチャンネル数を指定します。1～そのデバイスの提供する 大チャンネル

数です。ulCh には必ず 1以上の値を指定してください。 

 

pSmplChReq 
各チャンネル毎のアナログ出力構造体 DASMPLCHREQ のポインタです。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_NOW_SAMPLING 

 

備考 

・ulCh パラメータでは 1 件出力を行うチャンネル数を指定します(つまり、出力チャンネル番号

が 1,3,5,7 であればチャンネル数 4となります)。 

・出力を行うチャンネル番号は、DASMPLCHREQ 構造体(アナログ出力チャンネル構造体)の ulChNo

メンバに格納された番号となります。 

・本関数では、DaOutputDAEx 関数を使用して出力を行う際に使用するチャンネル・レンジの設定

を行います。本関数実行後に DaOutputDAEx 関数を実行してください。 

・PCI-3305, PCI-3335, PCI-3337 は未対応です。 

 

使用例 

int  nRet; 

DASMPLCHREQ  SmplChReq[4]; 

 

SmplChReq[0].ulChNo = 1; SmplChReq[1].ulChNo = 3; 

SmplChReq[2].ulChNo = 5; SmplChReq[3].ulChNo = 7; 

nRet = DaSetOutputDAEx(1, 4, &SmplChReq[0]); 

 

アナログ出力デバイスPCI-3310(RSW1=0)にアナログ出力を行うチャンネル及びレンジの設定を行

います。 
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19. DaOutputDA 

アナログ出力デバイスから 1件のアナログ出力を行います。 

DaStartSampling 関数を使用した通常のアナログ出力更新とは異なり、デバイスのアナログ出力

機能のみを利用します。 

 

int DaOutputDA( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulCh, /* チャンネル数 */ 

 PDASMPLCHREQ pSmplChReq, /* チャンネル設定構造体 */ 

 void* pData /* 出力データへのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulCh 
アナログ出力を行うチャンネル数を指定します。1～そのデバイスの提供する 大チャンネル

数です。ulCh には必ず 1以上の値を指定してください。 

 

pulSmplChReq 
DASMPLCHREQ へのポインタを指定します。 

 

pData 
アナログ出力するデータを格納している位置へのポインタを指定します。 

pData が指す位置に格納されているアナログデータを出力します。(詳細は『4.2  データ形式』

をご参照ください。) 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_NOW_SAMPLING 

 

備考 

・ulCh パラメータでは 1 件出力を行うチャンネル数を指定します(つまり、出力チャンネル番号

が 1,3,5,7 であればチャンネル数 4となります)。 

・出力を行うチャンネルの番号は、DASMPLCHREQ 構造体(アナログ出力チャンネル構造体)の

ulChNo メンバに格納します。 
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使用例 

int nRet; 

DASMPLCHREQ SmplChReq[4]; 

unsigned short Data[4]; 

 

SmplChReq[0].ulChNo = 1; SmplChReq[1].ulChNo = 3; 

SmplChReq[2].ulChNo = 5; SmplChReq[3].ulChNo = 7; 

 

Data[0] = 0xffff; Data[1] = 0x0000;  

Data[2] = 0xffff; Data[3] = 0x0000; 

nRet = DaOutputDA(1, 4, &SmplChReq[0], Data); 

 

デバイス番号 1 のアナログ出力デバイスのチャンネル 1,3,5,7 に対して、1 件分のアナログデー

タを出力します。
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20. DaOutputDAEx 

アナログ出力デバイスから 1件のアナログ出力を高速に行います。 

DaStartSampling 関数を使用した通常のアナログ出力更新とは異なり、デバイスのアナログ出力

機能のみを利用します。 

 

int DaOutputDAEx( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 void* pData /* 出力データへのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pData 
アナログ出力するデータを格納している位置へのポインタを指定します。 

pData が指す位置に格納されているアナログデータを出力します。(詳細は『4.2 データ形式』

をご参照ください。) 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_NOW_SAMPLING 

 

備考 

・本関数実行後直ちにデータ出力を実行します。出力を行うチャンネル番号及び、 

レンジ設定は、あらかじめ DaSetOutputDAEx 関数を使用して設定した値を使用します。 

・PCI-3305, PCI-3335, PCI-3337 は未対応です。 

 

使用例 

int  nRet; 

unsigned short  Data[2]; 

DASMPLCHREQ  SmplChReq[2]; 

 

SmplChReq[0].ulChNo = 1; SmplChReq[1].ulChNo = 2; 

SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; SmplChReq[1].ulRange = DA_5V; 

nRet = DaSetOutputDAEx(1, 2, &SmplChReq[0]); 

 

Data[0] = 0xffff; Data[1] = 0x0000; 

nRet = DaOutputDAEx(1, Data); 

 

アナログ出力デバイス PCI-3310(RSW1=0)のチャンネル 1,2 に対して、1 件分のアナログデータを

出力します。 
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21. DaInputDI 

アナログ出力デバイスの汎用入力端子の状態を読み出します。 

 

int DaInputDI( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long* ulData /* 入力デジタルデータ格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulData 
入力したデジタルデータを格納する変数へのポインタを指定します。 (詳細については『4.2

データ形式』) 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

本関数の対応デバイスは『4.8使用上の注意事項』をご参照ください。 

また、汎用入力端子を搭載していないデバイス（PCI-3305）では使用できません。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned long ulData; 

 

nRet = DaInputDI( 1, &ulData ); 

if(!nRet){ 

    printf("Input Data：%x\n",ulData); 

} 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスから汎用入力端子の状態を読み出します。 
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22. DaOutputDO 

アナログ出力デバイスの汎用出力端子へデータを出力します。 

 

int DaOutputDO( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulData /* 出力するデジタルデータ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulData 
出力するデジタルデータを指定します。(詳細については『4.2 データ形式』を参照してくだ

さい。) 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

 

備考 

本関数の対応デバイスは『4.8使用上の注意事項』をご参照ください。 

また、汎用入力端子を搭載していないデバイス（PCI-3305）では使用できません。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaOutputDO(1, 0x03); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスから汎用出力端子に対して 03h のデータを出力します。 
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23. DaDataConv 

アナログデータの形式を変換します。形式の変換とともにデータに対し平均処理やスムージング

処理を行うことができます。 

また、ユーザ関数の指定により、任意のデータ変換式を設定することも可能です。 

 

int DaDataConv( 

 unsigned long ulSrcFormCode, /* 変換元のデータ形式 */ 

 void* pSrcData, /* 変換元データへのポインタ */ 

 unsigned long ulSrcSmplDataNum, /* 変換元データ数 */ 

 PDASMPLREQ pSrcSmplReq, /* 変換元用アナログ出力構造体*/ 

 unsigned long ulDestFormCode, /* 変換後のデータ形式 */ 

 void* pDestData, /* 変換後データへのポインタ */ 

 unsigned long* pulDestSmplDataNum, /* 変換後データ数へのポインタ*/ 

 PDASMPLREQ pDestSmplReq, /* 変換後用アナログ出力構造体*/ 

 unsigned long ulEffect, /* データ変換の指定 */ 

 unsigned long ulCount, /* 平均,スムージングのデータ数*/ 

 PDACONVPROC pfnConv /* ユーザ関数 */ 

); 

 

パラメータ 

ulSrcFormCode 
pSrcData が指すデータ領域に格納されているデータ形式をデータ指定識別子にて指定します。 

識別子 値 データ形式 

DA_DATA_PHYSICAL 1 物理量(電圧[V]または電流[mA]) 

DA_DATA_BIN8 2 8bit バイナリ 

DA_DATA_BIN12 3 12bit バイナリ 

DA_DATA_BIN16 4 16bit バイナリ 

DA_DATA_BIN24 5 24bit バイナリ 

バイナリデータとは、デバイスに対して直接入出力できる形式のデータを指します。 

 

pSrcData 
変換元データへのポインタを指定します。 

 

ulSrcSmplDataNum 
変換元データ数を指定します。 

 

pSrcSmplReq 
変換元データのアナログ出力更新条件が格納されている構造体(DASMPLREQ 構造体)へのポイ

ンタを指定します。 

 

ulDestFormCode 
pDestData が指すデータ領域に格納されているデータ形式をデータ指定識別子にて指定しま

す。 

識別子 値 データ形式 

DA_DATA_PHYSICAL 1 物理量(電圧[V]または電流[mA]) 

DA_DATA_BIN8 2 8bit バイナリ 

DA_DATA_BIN12 3 12bit バイナリ 

DA_DATA_BIN16 4 16bit バイナリ 

DA_DATA_BIN24 5 24bit バイナリ 

バイナリデータとは、デバイスに対して直接入出力できる形式のデータを指します。 
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pDestData 
変換後データへのポインタを指定します。 

 

pulDestSmplDataNum 
変換後データ数のポインタを指定します。 

 

pDestSmplReq 
変換後データのアナログ出力更新条件が格納されている構造体(DASMPLREQ 構造体)へのポイ

ンタを指定します。 

 

ulEffect 
データ変換の指定を行います。データ変換の際に平均、スムージング処理を行うかどうかを

以下のデータ変換識別子にて指定します。0を指定すると平均、スムージング処理は行われま

せん。 

識別子 値 内 容 

0 0 平均、スムージングを行いません。 

DA_CONV_SMOOTH 1 データに対し、スムージングによる変換を行います。

DA_CONV_AVERAGE1 100h データに対し、単純平均による変換を行います。 

DA_CONV_AVERAGE2 200h データに対し、移動平均による変換を行います。 

 

ulCount 
平均、スムージングのデータ数を指定します。 

ulEffect で平均、スムージングを行うように指定したとき、平均、スムージングのデータ数

を指定します。 

ulEffect に 0 が指定されている場合は、ulCount は無効です。 

 

pfnConv 
ユーザ関数へのポインタを指定します。 

データ変換を終えた後、ユーザ関数により任意の計算を行ってデータに変換を加えることが

できます。pfnConv には変換を行うための関数へのポインタを指定します。(fnConv 関数参照) 

ユーザ関数によるデータ変換を行わない場合は、pfnConv に NULL を指定してください。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_INVALID_DATA_FORMAT 

・DA_ERROR_INVALID_AVERAGE_OR_SMOOTHING 

 

備考 

・スムージングを行った場合、pSrcData と pDestData はデータ件数だけでなく、アナログ出力更

新条件にも変化が起こります。例えば、1kHz で 1000 件のデータを持っていた場合、これを 10

件で平均した場合、アナログ出力データ更新レートは 100Hz、データは 100 件になります。ス

ムージングを行った場合はその逆のことが起こります。 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
99 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaDataConv( DA_DATA_BIN12, &pSrcBuffer, &pSrcSmplDataNum, &pSrcSmplReq, 

             DA_DATA_BIN16, &pDestBuffer, &puDestSmplDataNum, &pDestSmplReq, 0, 0, NULL); 

 

 

アナログ出力データの変換を行います。 

変換条件は以下の通りです。 

 

変換元データ形式 ： 12bit バイナリデータ  

変換元データアナログ出力更新条件 ： DASMPLREQ 構造体にて指定  

変換後データ形式 ： 16bit バイナリデータ  

変換後データアナログ出力更新条件 ： DASMPLREQ 構造体に格納  

スムージング ： 無し  

ユーザ関数 ： 無し 
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24. DaWriteFile 

指定バッファ内のアナログ出力データをファイルに書き込みます。 

ファイル形式はバイナリと CSV に対応しています。 

 

int DaWriteFile( 

 char* pszPathName, /* データファイルのパス */ 

 void* pSmplData, /* 出力データ */ 

 unsigned long ulFormCode, /* 出力データ形式 */ 

 unsigned long ulSmplNum, /* 出力データ件数 */ 

 unsigned long ulChCount /* 出力チャンネル数 */ 

); 

 

パラメータ 

pszPathName 
アナログ出力データを格納するデータファイルへのパスを指定します。 

 

pSmplData 
ファイルに書き込むアナログ出力データが格納されているバッファへのポインタを指定しま

す。 

 

ulFormCode 
バッファ内のアナログ出力データの形式を指定します。 

識別子 値 データ形式 

DA_DATA_PHYSICAL 1 物理量(電圧[V]または電流[mA]) 

DA_DATA_BIN8 2 8bit バイナリ 

DA_DATA_BIN12 3 12bit バイナリ 

DA_DATA_BIN16 4 16bit バイナリ 

DA_DATA_BIN24 5 24bit バイナリ 

 

ulSmplNum 
アナログ出力データ数を指定します。 

 

ulChCount 
アナログ出力を行うチャンネル数を指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_FILE_OPEN 

・DA_ERROR_INVALID_DATA_FORMAT 

 

備考 

・バッファ内のデータ形式のままファイルに書き込みます。 

・データがバイナリの場合は、バイナリ形式のファイルに、データが物理量の場合は CSV 形式の

ファイルとなります。 
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使用例 

int nRet; 

char *pszPathName = "DATA.CSV"; 

 

nRet = DaWriteFile( pszPathName, pSmplData, DA_DATA_PHYSICAL, 1024, 1 ); 

 

物理量のデータをバッファ（pSmplData）から１チャンネル 1024 件のアナログ出力データファイ

ル（DATA.CSV)に書き込みます。 
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25. fnConv 

DaDataConv 関数で使用するコールバック関数のプレースホルダです。DaDataConv 関数の pfnConv

に fnConv 関数へのポインタを設定することにより、データ変換時に fnConv 関数を呼び出すこと

ができます。fnConv 関数は、データ 1点毎に呼び出されます。 

 

void fnConv( 

 int nCh, /* チャンネル番号 */ 

 unsigned long ulCount, /* データ件数 */ 

 void* pData /* データ格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nCh 
nCh は、pData が指すデータのチャンネル番号が渡されます。 

 

ulCount 
ulCount には、pData が指すデータが、データの先頭から何番目にあたるかが渡されます。 

 

pData 
pData には、DaDataConv 関数により変換されたデータが格納されているデータへのポインタ

が渡されます。fnConv 関数は、データ 1 つ毎に呼び出されます。pData が指す位置のデータ

を変換後のデータ形式の型式で読み出し、計算を行った後 pData が指す位置へ変換後データ

形式の型と同じ型で書き込んでください。 

 

戻り値 

fnConv 関数は、値を返しません。 

 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
103 

 

26. CallbackProc 

アナログ出力更新終了時に呼び出されるコールバック関数のプレースホルダです。

DaSetBoardConfig関数のlpCallbackProcメンバ変数にCallbackProc関数へのポインタを設定す

ることにより、アナログ出力更新終了時に CallbackProc 関数を呼び出すことができます。 

 

void CallbackProc( 

 int nReserved  /* ユーザ・データ */ 

); 

 

パラメータ 

nReserved 
DaSetBoardConfig 関数のパラメータ dwUser で指定したデータが渡されます。 

 

戻り値 

CallbackProc 関数は、値を返しません。 
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5.3 関数個別説明（IO 系用） 
 

27. DaSetOutputMode 

 

同時出力機能を有効か無効にするか設定します。 

 

int DaSetOutputMode( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulMode /* 指定する出力設定 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulMode 
同時出力機能を有効にするか無効にするかを指定します。 

識別子 値 内容 

DA_SYNC_OUTPUT 1 同時出力機能有効 

DA_NORMAL_OUTPUT 2 同時出力機能無効(デフォルト) 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

 

備考 

・本関数は、PCI-3329[12]版, PCI-3338[12]版,CTP/CPZ-3329[11]版,CTP/CPZ-3338[11]版以降と

PCI-3329K、PCI-3338K, PEX-H3329K, PEX-H3338K でのみ使用できます。 

・PCI-3329[11] 版 , PCI-3338[11] 版 で は 、 同 時 出 力 機 能 を 搭 載 し て い な い た め 、

DA_NORMAL_OUTPUT(同時出力機能無効)状態になります。  

・本関数を実行しない場合はデフォルトとしてDA_NORMAL_OUTPUT(同時出力機能無効)に設定され

ています。 

・本関数はアナログ出力更新中に実行することは出来ません。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaSetOutputMode(1, DA_SYNC_OUTPUT); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスに対して同時出力機能を有効にします。 
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28. DaGetOutputMode 

 

同時出力機能の設定を取得します。 

 

int DaGetOutputMode( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long* ulMode /* 同時出力機能設定格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulMode 
同時出力機能の設定を取得します。 

識別子 値 内容 

DA_SYNC_OUTPUT 1 同時出力機能有効 

DA_NORMAL_OUTPUT 2 同時出力機能無効(デフォルト) 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

・本関数は、PCI-3329[12]版, PCI-3338[12]版,CTP/CPZ-3329[11]版,CTP/CPZ-3338[11]版以降と

PCI-3329K、PCI-3338K, PEX-H3329K, PEX-H3338K でのみ使用できます。 

・PCI-3329[11] 版 , PCI-3338[11] 版 で は 、 同 時 出 力 機 能 を 搭 載 し て い な い た め 、

DA_NORMAL_OUTPUT(同時出力機能無効)状態になります。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned long ulMode; 

 

nRet = DaGetOutputMode( 1, &ulMode ); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスの同時出力設定情報を取得します。 
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29. DaSetCurrentDir 

 

電流出力方向の設定を行います。 

 

int DaSetCurrentDir ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long Direction /* 指定する電流出力方設定 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

Direction 
各チャンネルの電流出力方向を指定します。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 

 

CH1 CH1 の電流出力方向の設定 

0：IOUT1→ICOM1（順方向） 

1：ICOM1→IOUT1（逆方向） 

CH2 CH2 の電流出力方向の設定 

0：IOUT2→ICOM2（順方向） 

1：ICOM2→IOUT2（逆方向） 

CH3 CH3 の電流出力方向の設定 

0：IOUT3→ICOM3（順方向） 

1：ICOM3→IOUT3（逆方向） 

CH4 CH4 の電流出力方向の設定 

0：IOUT4→ICOM4（順方向） 

1：ICOM4→IOUT4（逆方向） 

CH5 CH5 の電流出力方向の設定 

0：IOUT5→ICOM5（順方向） 

1：ICOM5→IOUT5（逆方向） 

CH6 CH6 の電流出力方向の設定 

0：IOUT6→ICOM6（順方向） 

1：ICOM6→IOUT6（逆方向） 

CH7 CH7 の電流出力方向の設定 

0：IOUT7→ICOM7（順方向） 

1：ICOM7→IOUT7（逆方向） 

CH8 CH8 の電流出力方向の設定 

0：IOUT8→ICOM8（順方向） 

1：ICOM8→IOUT8（逆方向） 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 
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備考 

・本関数は、CPZ-340516 でのみ使用できます。 

・本関数はアナログ出力更新中に実行することは出来ません。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaSetCurrentDir(1, 0x01); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスに対してチャンネル 1を逆方向にします。 
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30. DaGetCurrentDir 

 

電流出力方向の設定を取得します。 

 

int DaGetCurrentDir( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long* Direction /* 電流出力方向設定格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

Direction 
電流出力方向の設定取得用変数へのポインタです。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 

 

CH1 CH1 の電流出力方向の設定 

0：IOUT1→ICOM1（順方向） 

1：ICOM1→IOUT1（逆方向） 

CH2 CH2 の電流出力方向の設定 

0：IOUT2→ICOM2（順方向） 

1：ICOM2→IOUT2（逆方向） 

CH3 CH3 の電流出力方向の設定 

0：IOUT3→ICOM3（順方向） 

1：ICOM3→IOUT3（逆方向） 

CH4 CH4 の電流出力方向の設定 

0：IOUT4→ICOM4（順方向） 

1：ICOM4→IOUT4（逆方向） 

CH5 CH5 の電流出力方向の設定 

0：IOUT5→ICOM5（順方向） 

1：ICOM5→IOUT5（逆方向） 

CH6 CH6 の電流出力方向の設定 

0：IOUT6→ICOM6（順方向） 

1：ICOM6→IOUT6（逆方向） 

CH7 CH7 の電流出力方向の設定 

0：IOUT7→ICOM7（順方向） 

1：ICOM7→IOUT7（逆方向） 

CH8 CH8 の電流出力方向の設定 

0：IOUT8→ICOM8（順方向） 

1：ICOM8→IOUT8（逆方向） 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 
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備考 

・本関数は、CPZ-340516 でのみ使用できます。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned long Direction; 

 

nRet = DaGetCurrentDir( 1, &Direction); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスの電流出力方向設定情報を取得します。 

 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
110 

 

31. DaSetPowerSupply 

 

外部電源の供給/遮断の設定を行います。 

 

int DaSetPowerSupply ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ExOnOff /* 外部電源の供給/遮断の設定 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ExOnOff 
外部電源の供給/遮断の設定を指定します。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

EXON 予約 

 

EXON 外部電源の供給/遮断 

0：供給 

1：遮断 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

 

備考 

・本関数は、CPZ-340516 でのみ使用できます。 

・本関数はアナログ出力更新中に実行することは出来ません。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaSetPowerSupply(1, 0x01); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスに対してチャンネル 1を逆方向にします。 

 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
111 

 

32. DaGetPowerSupply 

 

電流出力方向の設定を取得します。 

 

int DaGetPowerSupply ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long* ExOnOff /* 電流出力方向設定格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ExOnOff 
外部電源の供給/遮断の設定状態取得用変数へのポインタです。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

EXON 予約 VSEL EXOVH EXOVL 

 

EXON 外部電源の供給/遮断 

0：供給 

1：遮断 

VSEL アナログ電源の供給源を確認します 

0：バス電源 

1：外部電源 

EXOVH 外部電源の電圧状態を確認します 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

EXOVL 外部電源の電圧状態を確認します 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

EXOVH, EXOVL は現在の状態を取得します（値をラッチしません）。 

外部電源の過電圧状態が検出されている間だけ 1になります。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

・本関数は、CPZ-340516 でのみ使用できます。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned long ExOnOff; 

 

nRet = DaGetPowerSupply(1, &ExOnOff); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスの外部電源供給/遮断の設定情報を取得します。 
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33. DaGetRelayStatus 

 

出力リレーの設定状態を取得します。 

 

int DaGetRelayStatus ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long* Status /* リレーの設定状態取得用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

Status 
リレーの設定状態取得用変数へのポインタです。。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 

 

CH1 CH1 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

CH2 CH2 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

CH3 CH3 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

CH4 CH4 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

CH5 CH5 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

CH6 CH6 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

CH7 CH7 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

CH8 CH8 のリレー 

0：OFF 

1：ON 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 
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備考 

・本関数は、CPZ-340516 でのみ使用できます。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned long Status; 

 

nRet = DaGetRelayStatus (1, &Status); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスのリレーの設定状態を取得します。 
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34. DaGetOVStatus 

 

出力リレーの設定状態を取得します。 

 

int DaGetOVStatus ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long* LowStatus, /* 過電圧検出信号(-)の状態取得用変数へのポイン */ 

 unsigned long* HighStatus /* 過電圧検出信号(+)の状態取得用変数へのポインタ

*/ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

LowStatus 
過電圧検出信号(-)の状態取得用変数へのポインタです。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 

 

CH1 CH1 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

CH2 CH2 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

CH3 CH3 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

CH4 CH4 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

CH5 CH5 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

CH6 CH6 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

CH7 CH7 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

CH8 CH8 の過電圧検出 

0：過電圧(-)未検出 

1：過電圧(-)検出 

 

過電圧検出信号の状態は現在の状態を取得します（値をラッチしません）。 

DA 出力端子の過電圧状態が検出されている間だけ 1になります。 
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HighStatus 
過電圧検出信号(+)の状態取得用変数へのポインタです。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 

 

CH1 CH1 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

CH2 CH2 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

CH3 CH3 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

CH4 CH4 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

CH5 CH5 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

CH6 CH6 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

CH7 CH7 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

CH8 CH8 の過電圧検出 

0：過電圧(+)未検出 

1：過電圧(+)検出 

 

過電圧検出信号の状態は現在の状態を取得します（値をラッチしません）。 

DA 出力端子の過電圧状態が検出されている間だけ 1になります。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

 

備考 

・本関数は、CPZ-340516 でのみ使用できます。 

 

使用例 

int nRet; 

unsigned long LowStatus; 

unsigned long HighStatus; 

 

nRet = DaGetOVStatus(1, &LowStatus, & HighStatus); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスの過電圧検出信号の状態を取得します。 
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35. DaSetExcessVoltage 

 

過電圧検出の有効/無効の設定を行います。 

 

int DaSetExcessVoltage ( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ExOnOff /* 過電圧検出の有効/無効 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ExOnOff 
過電圧検出の有効/無効の設定を指定します。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 EXOVEN OVEN 

 

OVEN 過電圧検出機能の有効/無効 

0：有効 

1：無効 

EXOVEN 外部電源の過電圧検出機能の有効/無効 

0：有効 

1：無効 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.4 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

 

備考 

・本関数は、CPZ-340516 でのみ使用できます。 

・本関数はアナログ出力更新中に実行することは出来ません。 

 

使用例 

int nRet; 

 

nRet = DaSetExcessVoltage(1, 0x02); 

 

デバイス番号 1のアナログ出力デバイスに対して、過電圧検出を無効します。 

 

 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
117 

 

5.4 関数個別説明（FIFO 系用） 
 

36. DaSetFifoConfig 

FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を行います。 

 

int DaSetFifoConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 PDAFIFOREQ pDaFifoConfig /* アナログ出力更新構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pDaFifoConfig 
FIFO 方式のアナログ出力更新条件構造体(DAFIFOREQ 構造体)へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.7 戻り値一覧』をご参照ください。正常終

了した場合は、DA_ERROR_SUCCESSが返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

 

備考 

・アナログ出力チャンネルとリピート回数のみは、アナログ出力更新中に変更することはできま

せん。 

 

使用例 

int  nRet; 

DAFIFOREQ  DaFifoConfig; 

 

DaFifoConfig.ulChCount = 1; 

DaFifoConfig.SmplChReq[0].ulChNo = 1; 

DaFifoConfig.SmplChReq[0].ulRange = DA_5V; 

DaFifoConfig.fSmplFreq = 10000; 

DaFifoConfig.ulSmplRepeat = 1; 

DaFifoConfig.ulSmplNum = 100; 

DaFifoConfig.ulStartTrigCondition = DA_TRG_FREERUN; 

DaFifoConfig.ulStopTrigCondition = DA_TRG_SMPLNUM; 

DaFifoConfig.ulEClkEdge = DA_DOWN_EDGE; 

DaFifoConfig.ulTrigEdge = DA_START_DOWN_EDGE; 

 

nRet = DaOpen( 1 ); 

if(nRet) exit(1); 

nRet = DaSetFifoConfig( 1, &DaFifoConfig ); 

 

アナログ出力デバイス(デバイス番号=1)のアナログ出力更新条件を設定します。 
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37. DaGetFifoConfig 

FIFO 方式 DA デバイスのアナログ出力更新設定を取得します。 

 

int DaGetFifoConfig( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 PDAFIFOREQ pDaFifoConfig /* アナログ出力更新構造体 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pDaFifoConfig 
現在の設定されているFIFO方式デバイスのアナログ出力更新条件を格納するためのアナログ

出力更新条件構造体(DAFIFOREQ 構造体)へのポインタを指定します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.7 戻り値一覧』をご参照ください。 

正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

 

備考 

・デバイスオープン直後に本関数を実行することにより、アナログ出力更新条件構造体

(DAFIFOREQ 構造体)のデフォルトの設定値を取得することができます。 

 

使用例 

int  nRet; 

unsigned long  i; 

DAFIFOREQ  DaFifoConfig; 

 

nRet = DaOpen( 1 ); 

if(nRet) exit(1); 

 

nRet = DaGetFifoConfig(1, &DaFifoConfig); 

if(!nRet){ 

    for( i=0; i<DaFifoConfig.ulChCount; i++){ 

        printf("Output ch: %d\n",DaFifoConfig.SmplChReq[i].ulChNo); 

    } 

} 

 

アナログ出力デバイス(デバイス番号=1)からアナログ出力更新条件を取得します。
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38. DaSetInterval 

インターバルタイマの設定を行います。 
 

int DaSetInterval( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulInterval /* インターバルタイマ周期設定 */ 

); 
 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 
ulInterval 

インターバルタイマの周期を指定します。 

設定範囲は 0[μs]～16,777,215[μs](000000h～FFFFFFh)となります。(1μs 単位) 

周期に 0を指定した場合には、インターバルタイマが停止します。 
 
戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.7 戻り値一覧』をご参照ください。正常終

了した場合は、DA_ERROR_SUCCESSが返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 
 
備考 

・本関数で指定したインターバルタイマの周期は、DaSetFifoConfig 関数でスタート（ストップ）

トリガ条件に DA_TRG_SIGTIMER を指定した場合に、指定した周期毎にアナログ出力が開始（終

了）します。 

・DaStartSampling 関数によるソフトウェアスタートとインターバルタイマは同期していないた

め、DaStartSampling 関数実行後インターバルタイマによるトリガ条件が 初に成立するまで

に、 大で 1周期分の遅延が発生する可能性があります。 

インターバルタイマ周期

スタート／ストップ

トリガ条件に設定

（リトリガあり）

スタート／ストップ

トリガ条件に設定

（リトリガなし）

ソフトウェアスタート

（DaStartSampling 関数）

アナログ出力中

アナログ出力中 アナログ出力中 アナログ出力中

 

使用例 

int  nRet; 
 

nRet = DaOpen( 1 ); 

if(nRet) exit(1); 
 

nRet = DaSetInterval( 1, 1000 ); 
 

アナログ出力デバイス(デバイス番号=1)のインターバルタイマを 1ms 周期に設定します。
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39. DaGetInterval 

インターバルタイマの設定を取得します。 

 

int DaGetInterval( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long *pulInterval /* インターバルタイマ周期設定格納用変数へのポインタ

*/ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

pulInterval 
インターバルタイマの周期を取得する変数へのポインタを指定します。 

設定範囲は 0[μs]～16,777,215[μs](000000h～FFFFFFh)となります。(1μs 単位) 

周期に 0を指定した場合には、インターバルタイマが停止します。 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.7 戻り値一覧』をご参照ください。正常終

了した場合は、DA_ERROR_SUCCESSが返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 

 

使用例 

int  nRet; 

unsigned long ulInterval; 

 

nRet = DaOpen( 1 ); 

if(nRet) exit(1); 

 

nRet = DaGetInterval(1, &ulInterval); 

if(nRet == DA_ERROR_SUCCESS) printf("Intervcal = %lu\n", ulInterval); 

 

アナログ出力デバイス(デバイス番号=1)のインターバルタイマ設定を取得します。 
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5.5 関数個別説明（制御信号用） 
 

40. DaSetFunction 

コネクタの制御信号の設定を行います。 

 

int DaSetFunction( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulCnNo, /* コネクタ番号 */ 

 unsigned long ulFunction /* 機能設定 */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulCnNo 
機能設定を行うコネクタ番号を指定します。指定の範囲は以下の通りです。 

・PCI-3525、CTP/CPZ-3525, PEX-H3525 の場合 

3 を指定します。 

 

・CTP/CPZ-360810 の場合 

識別子 値 説明 

DA_EX_DIO1 1 CN4 

DA_EX_DIO2 2 CN5 

DA_EX_DIO3 3 CN6 10pin 

 

ulFunction 
ulCnNo で指定したコネクタの機能を指定します。 

設定機能は、下記の識別子で指定されます。 

・PCI-3525、CTP/CPZ-3525, PEX-H3525 の場合 

識別子 値 説明 

DA_CN_FREE 0 コネクタ未使用 

DA_CN_EXTRG_IN 1 外部トリガ入力 

DA_CN_EXTRG_OUT 2 外部トリガ出力 

DA_CN_EXINT_IN 5 外部割り込み入力 

DA_CN_OPEN 10 オープン状態(CN4 のみ有効) 

 

・CTP/CPZ-360810 の場合 

識別子 値 説明 

DA_CN_FREE 0 コネクタ未使用 

DA_CN_EXINT_IN 5 外部割り込み入力 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.7 戻り値一覧』をご参照ください。正常終

了した場合は、DA_ERROR_SUCCESSが返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_USED_AD 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 
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備考 

PCI-3525, CTP/CPZ-3525, PEX-H3525 の場合 

・CN4 は DaOpen 関数実行後に自動的にアナログ出力に切り替わります。 

・汎用入出力の状態は以下のようになります。 

 CN3 で DA_CN_DI(DA_CN_DO)を設定した場合は IN1(OUT1)となります。 

・デフォルトでは未使用（DA_CN_FREE）の状態になります。 

・AD 側で使用しているコネクタに対して設定を行うことはできません。 

 

CTP/CPZ-360810 の場合 

・デフォルトでは未使用（DA_CN_FREE）の状態になります。 

 

使用例 

int  nRet; 

unsigned long ulCnNo = 3; 

unsigned long ulFunction = DA_CN_EXTRG_IN; 

 

nRet = DaOpen( 1 ); 

if(nRet) exit(1); 

 

nRet = DaSetFunction(1, ulCnNo, ulFunction); 

 

アナログ出力デバイス(デバイス番号=1)のコネクタ機能を外部トリガ入力に設定します。
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41. DaGetFunction 

コネクタの機能設定を取得します。 

 

int DaGetFunction( 

 int nDevice, /* デバイス番号 */ 

 unsigned long ulCnNo, /* コネクタ番号 */ 

 unsigned long *pulFunction /* 機能設定格納用変数へのポインタ */ 

); 

 

パラメータ 

nDevice 
DaOpen 関数でオープンしたデバイス番号を指定してください。 

 

ulCnNo 
機能設定を取得するコネクタ番号を指定します。指定の範囲は以下の通りです。 

・PCI-3525、CTP/CPZ-3525, PEX-H3525 の場合 

3 を指定します。 

 

・CTP/CPZ-360810 の場合 

識別子 値 説明 

DA_EX_DIO1 1 CN4 

DA_EX_DIO2 2 CN5 

DA_EX_DIO3 3 CN6 10pin 

 

pulFunction 
ulCnNo で指定したコネクタの機能を取得する変数へのポインタを指定します。 

設定機能は、下記の識別子で指定されます。 

・PCI-3525、CTP/CPZ-3525, PEX-H3525 の場合 

識別子 値 説明 

DA_CN_FREE 0 コネクタ未使用 

DA_CN_EXTRG_IN 1 外部トリガ入力 

DA_CN_EXTRG_OUT 2 外部トリガ出力 

DA_CN_EXINT_IN 5 外部割り込み入力 

DA_CN_OPEN 10 オープン状態(CN4 のみ有効) 

 

・CTP/CPZ-360810 の場合 

識別子 値 説明 

DA_CN_FREE 0 コネクタ未使用 

DA_CN_EXINT_IN 5 外部割り込み入力 

 

戻り値 

この関数では下記の戻り値が返されます。詳細は『5.7 戻り値一覧』をご参照ください。正常終

了した場合は、DA_ERROR_SUCCESSが返されます。 

・DA_ERROR_NOT_DEVICE 

・DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 

・DA_ERROR_INVALID_PARAMETER 

・DA_ERROR_NULL_POINTER 

・DA_ERROR_USED_AD 

・DA_ERROR_NOT_SUPPORTED 
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備考 

PCI-3525, CTP/CPZ-3525, PEX-H3525 の場合 

・DaSetFunction 関数で機能設定を行う前に、本関数を実行した場合にはデフォルト値を取得し

ます。 

・デフォルトでは未使用（DA_CN_FREE）の状態になります。 

・AD 側でコネクタ設定を AD_CN_FREE 以外にしている場合には、設定を取得することはできませ

ん。 

 

CTP/CPZ-360810 の場合 

・デフォルトでは未使用（DA_CN_FREE）の状態になります。 

 

使用例 

int  nRet; 

int  nDevice = 1; 

unsigned long ulCnNo = 3; 

unsigned long ulFunction; 

 

nRet = DaOpen(nDevice); 

if(nRet) exit(1); 

 

nRet = DaGetFunction(nDevice, ulCnNo, &ulFunction); 

if(!nRet) printf("CN%d , FUNCTION:%lx\n", ulCnNo, ulFunction); 

 

アナログ出力デバイス(デバイス番号=1)のコネクタ 3の機能設定情報を取得します。
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5.6 構造体 
●DASMPLREQ 構造体 

アナログ出力更新条件設定関数(DaSetSamplingConfig 関数)、データ変換関数(DaDataConv 関数)

で指定するアナログ出力更新の条件を設定する構造体です。 

 

typedef struct { 

 unsigned long ulChCount; 

 DASMPLCHREQ SmplChReq[256]; 

 unsigned long ulSamplingMode; 

 float fSmplFreq; 

 unsigned long ulSmplRepeat; 

 unsigned long ulTrigMode; 

 unsigned long ulTrigPoint; 

 unsigned long ulTrigDelay; 

 unsigned long ulEClkEdge; 

 unsigned long ulTrigEdge; 

 unsigned long ulTrigDI; 

} DASMPLREQ, *PDASMPLREQ 

 

メンバ 説明 

ulChCount アナログ出力を行うチャンネル数を 1～そのデバイスの提供する 大チャン

ネル数の範囲で指定します。どのチャンネルを使用するかは DASMPLCHREQ 構造

体の ulChNo メンバで指定します。 

デフォルト：1 

  

SmplChReq 各チャンネル毎のアナログ出力条件を設定します。(DASMPLCHREQ 構造体) 

  

データ転送方式を指定します。 

ulSamplingMode は以下のデータ転送方式識別子を指定します。 

使用するデバイスにより設定できるデータ転送方式が異なります。 

識別子 値 内 容 

DA_IO_SAMPLING 1 I/O 方式 

DA_FIFO_SAMPLING 2 FIFO 方式 

ulSamplingMode 

DA_MEM_SAMPLING 4 メモリ方式 

  

fSmplFreq ※1 アナログ出力更新レートを 0.01f 以上で、Hz を単位として設定します。外部

クロックを使用する場合は、0.0f を指定してください。 

デフォルト：使用するデバイスにより異なります。デフォルト値はデバイスオ

ープン直後に DaGetSamplingConfig 関数を実行することにより取得できます。

 

以下の型式では、外部クロックは使用できません。 

PCI-341016, 341116, 342012, 361516 

  

ulSmplRepeat アナログ出力更新動作の繰り返し回数を 1～65535 の範囲で指定します。アナ

ログ出力更新を ulSmplRepeat で指定した回数だけ繰り返します。0 を指定す

ると DaStopSampling 関数が実行されるまでアナログ出力更新動作を停止しま

せん。 

デフォルト：1 
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トリガを指定します。 

ulTrigMode は、トリガ指定識別子のいずれか 1つを指定します。 

識別子 値 内 容 

DA_FREERUN 1 トリガなし(デフォルト) 

DA_EXTTRG 2 外部トリガ 

ulTrigMode 

DA_EXTTRG_DI 3 DI マスク付き外部トリガ 

  

トリガポイントを指定します。 

ulTrigPoint は、トリガポイント指定識別子のいずれか 1つを指定します。 

識別子 値 内 容 

DA_TRIG_START 1 スタートトリガ(デフォルト) 

DA_TRIG_STOP 2 ストップトリガ 

ulTrigPoint 

DA_TRIG_START_STOP 3 スタートストップトリガ 

  

トリガディレイをアナログ出力データ数を単位として指定します。 

ulTrigMode でトリガが設定されている場合に有効です。ulTrigPoint で、

DA_TRIG_START_STOP が設定されている場合には、トリガディレイを指定する

ことはできません。ulTrigDelay に設定する値は次のようになります。 

デフォルト：0件 

ポストトリガディレイ 1 ～ 1G (1073741824) 

ulTrigDelay 

ディレイを使用しない時 0 

  

外部クロック入力のエッジ極性を極性指定識別子のうちいずれか 1 つを指定

します。fSmplFreq に 0.0f（外部クロック）が指定されている場合に有効です。

外部クロック極性指定識別子は以下の通りです。 

識別子 値 内 容 

DA_DOWN_EDGE 1 立ち下がりエッジでトリガする(デフォルト) 

ulEClkEdge 

DA_UP_EDGE 2 立ち上がりエッジでトリガする 

  

外部トリガのエッジ極性を極性指定識別子のうちいずれか 1つを指定します。

ulTrigModeに外部トリガまたはDIマスク付き外部トリガが指定されている場

合に有効です。 

外部トリガ極性指定識別子は以下の通りです。 

識別子 値 内 容 

DA_DOWN_EDGE 1 立ち下がりエッジでトリガする(デフォルト) 

ulTrigEdge 

DA_UP_EDGE 2 立ち上がりエッジでトリガする 

  

ulTrigDI 汎用デジタル入力端子による外部トリガのマスクを指定します。 

ulTrigDI の 16bit のうちいずれか 1bit を 1 にセットします。 

1にセットされているbitに対応した汎用デジタル入力端子の状態がLowレベ

ルになっている間、外部トリガ入力が有効となります。 

1 をセットする bit の位置は、使用するデバイスが持っている汎用デジタル入

力端子の数に注意してください。 

ulTrigMode に DI マスク付き外部トリガが指定されている場合に有効です。 

ulTrigDI の形式は、デジタル入力データの形式と同じ形式です。 

(4.2 データ形式参照) 

デフォルト：0 
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※1 PCI-342012 では、サンプリング周期の設定は 100μs 単位で行ないます。 

 

＜サンプリング周波数の計算方法＞ 

サンプリング周波数は 100μs 単位で指定するため、以下の計算式となります。 

 

「 (1 / 周波数 ) * 10000 」を行います。 

小数点以下を四捨五入し、四捨五入したものを「 A 」とします。 

 

さらに、 

「 (1 / A) * 10000 」としたものが実際に設定されるサンプリング周波数になります。 

 

 

例)サンプリング周波数を 2600Hz に設定した場合 

(1 / 2600 ) * 10000 = 3.8461・・・ 

 

四捨五入して、4とし、再度計算を行う。 

1 / 4 * 10000 = 2500 

 

実際に設定される値は 2500Hz（400μs 周期でサンプリング）という設定となります。 
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●DASMPLCHREQ 構造体 
各チャンネル毎のアナログ出力条件を設定する構造体です。 

DASMPLREQ 構造体のメンバ、DaOutputDA 関数で使用されます。 

 

typedef struct { 

 unsigned long ulChNo; 

 unsigned long ulRange; 

} DASMPLCHREQ, *PDASMPLCHREQ 

 

メンバ 説明 

ulChNo アナログ出力を行うチャンネルの番号を指定します。 

指定の範囲は以下の通りです。 

・ 1 ～ そのデバイスの提供する 大チャンネル数 

  

ulChNo で指定したチャンネルのレンジを指定します。 

レンジの指定は、レンジ識別子のうちいずれか 1つを指定します。 

識別子 値 内 容 

DA_0_1V 00000001h 電圧 ユニポーラ 0～1V 

DA_0_2P5V 00000002h 電圧 ユニポーラ 0～2.5V 

DA_0_5V 00000004h 電圧 ユニポーラ 0～5V 

DA_0_10V 00000008h 電圧 ユニポーラ 0～10V  

DA_1_5V 00000010h 電圧 ユニポーラ 1～5V 

DA_0_20mA 00001000h 電流 ユニポーラ 0～20mA 

DA_4_20mA 00002000h 電流 ユニポーラ 4～20mA 

DA_0_1mA 00004000h 電流 ユニポーラ 0～1mA 

DA_0_100mA 00008000h 電流 ユニポーラ 0～100mA 

DA_1V 00010000h 電圧 バイポーラ ±1V 

DA_2P5V 00020000h 電圧 バイポーラ ±2.5V 

DA_5V 00040000h 電圧 バイポーラ ±5V 

DA_10V 00080000h 電圧 バイポーラ ±10V 

ulRange 

DA_20mA 01000000h 電流 バイポーラ ±20mA 
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●DABOARDSPEC 構造体 
デバイスの仕様を格納する構造体です。DaGetDeviceInfo 関数で使用されます。 

 

typedef struct { 

 unsigned long ulBoardType; 

 unsigned long ulBoardID; 

 unsigned long ulSamplingMode; 

 unsigned long ulChCount; 

 unsigned long ulResolution; 

 unsigned long ulRange; 

 unsigned long ulIsolation; 

 unsigned long ulDi; 

 unsigned long ulDo; 

} DABOARDSPEC, *PDABOARDSPEC; 

 

メンバ 説明 

ulBoardType デバイスの型式番号を格納します。 

例： 

・PCI-3329 であれば、3329 が格納されます。 

  

ulBoardID デバイスの識別番号（RSW1 の値）を格納します。 

  

デバイスが対応しているデータ転送方式を表します。下記のように対応す

るビットが 1になります。 

bit0 I/O 方式 

bit1 FIFO 方式 

bit2 メモリ方式 

bit3～bit31 予約(全て 0) 

ulSamplingMode 

・0：未サポート、1：サポート 

  

ulChCount デバイスのチャンネル数を格納します。 

  

ulResolution デバイスの分解能を格納します。 

・12bit DA デバイスの場合：12 が格納されます。 

  

デバイスが対応しているレンジをビットマップで格納します。 

 

bit0 電圧 ユニポーラ 0～1V 

bit1 電圧 ユニポーラ 0～2.5V 

bit2 電圧 ユニポーラ 0～5V 

bit3 電圧 ユニポーラ 0～10V 

bit4 電圧 ユニポーラ 1～5V 

bit5～bit11 予約(全て 0) 

bit12 電流 ユニポーラ 0～20mA 

bit13 電流 ユニポーラ 4～20mA 

bit14 電流 ユニポーラ 0～1mA 

bit15 電流 ユニポーラ 0～100mA 

bit16 電圧 バイポーラ ±1V 

bit17 電圧 バイポーラ±2.5V 

bit18 電圧 バイポーラ ±5V 

ulRange 

bit19 電圧 バイポーラ ±10V 
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bit20～bit31 予約(全て 0) 

・0：未サポート、1：サポート 

  

デバイスの絶縁／非絶縁を以下の識別子で格納します。 

識別子 値 内 容 

DA_ISOLATION 1 絶縁デバイス 

ulIsolation 

DA_NOT_ISOLATION 2 非絶縁デバイス 

  

ulDi デバイスのデジタル入力点数を格納します。 

  

ulDo デバイスのデジタル出力点数を格納します。 
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●DAMODEREQ 構造体 
デバイス固有のモード設定／取得関数(DaSetMode 関数、DaGetMode 関数)で指定するアナログ出

力更新条件を設定する構造体です。 

 

typedef struct { 

 DAMODECHREQ ModeChReq[2]; 

 unsigned long ulSyntheOut; 

 unsigned long ulPulseMode; 

 unsigned long ulInterval; 

 float fIntervalCycle; 

 unsigned long ulCounterClear; 

 unsigned long ulDaLatch; 

 unsigned long ulSamplingClock; 

 unsigned long ulExControl; 

 unsigned long ulExClock; 

} DAMODEREQ, *PDAMODEREQ 

 

メンバ 説明 

ModeChReq 各チャンネル毎のアナログ出力条件を設定します。(DAMODECHREQ 構造体) 

[0]がチャンネル 1、[1]がチャンネル 2に対応します。 

常に 2チャンネル分の条件を設定する必要があります。 

  

出力波形のモードを指定します。 

ulPulseMode は以下の識別子を指定します。 

識別子 値 内 容 

DA_MODE_CUT 1 TBWG(Time Based Wave Generation)モード

（デフォルト） 

ulSyntheOut 

DA_MODE_SYNTHE 2 FBWG(Frequency Based Wave Generation)

モード 

  

ulPulseMode FBWG モードにおける出力間隔を指定します。 

2 のべき乗（1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192,

16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288）で指定します。 

デフォルト：1 

  

繰り返し時のインターバルを指定します。 

ulInterval は以下の識別子を指定します。 

識別子 値 内 容 

DA_REPEAT_NONINTERVAL 1 インターバルなしでリピート（デ

フォルト） 

ulInterval 

DA_REPEAT_INTERVAL 2 インターバルありでリピート 

  

fIntervalCycle インターバル指定時の周期を指定します。 

0.01f～2500000f（2.5MHz）の範囲で、Hz を単位として設定します。 

デフォルト：1.0f(1Hz) 

  

アナログ出力更新スタート時に、アナログ出力カウンタをクリアするかしない

かを指定します。 

識別子 値 内 容 

ulCounterClear 

DA_COUNTER_CLEAR 1 カウンタをクリアする(デフォル

ト) 
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DA_COUNTER_NONCLEAR 2 カウンタをクリアしない 

  

DA ラッチ（アナログ出力更新終了時点の電圧をクリアするかしないか）を指定

します。 

識別子 値 内 容 

DA_LATCH_CLEAR 1 DA ラッチをクリアする(デフォルト) 

ulDaLatch 

DA_LATCH_NONCLEAR 2 DA ラッチをクリアしない 

  

内部のアナログ出力更新レートを選択します。 

内部タイマ（8254 相当）を使用すると、 大 2.5MHz までのクロックでアナログ

出力更新を行うことができます。また、5MHz 固定の内部タイマを使用すること

もできます。この場合、クロックは変えられません。 

識別子 値 内 容 

DA_CLOCK_TIMER 1 タイマ（8254）2.5MHz を使用(デフォルト) 

ulSamplingClock 

DA_CLOCK_FIXED 2 5MHz 固定タイマを使用 

  

PCI-3305 の場合 

外部入出力制御（CN3 の入出力仕様)を選択します。 

識別子 値 内 容 

DA_EXTRG_IN 1 外部トリガ入力(デフォルト) 

DA_EXTRG_OUT 2 外部トリガ出力 

 

PCI-3335, 3337（PCI-3335,3337 は 13 版以降）の場合 

EXTRG OUT 端子からのトリガ出力状態を選択します。 

識別子 値 内 容 

DA_EXTRG_IN 1 外部トリガ出力停止 

DA_EXTRG_OUT 2 外部トリガ出力(デフォルト) 

 

PCI-3335, 3337 の場合 

EXTRG OUT 端子からのトリガ出力の極性を選択します。 

この設定は外部トリガ出力状態と OR で指定します。 

識別子 値 内 容 

DA_EXTRG_DOWN_EDGE 10h 立ち下がりエッジ(デフォルト) 

DA_EXTRG_UP_EDGE 20h 立ち上がりエッジ 

 

PCI-3310, 3335, 3336, 3337, 3340, CTP/CPZ-3340A, 3340B, 3340C, 3340D の

場合 

外部リセット入力の極性を選択します。 

PCI-3335, 3337 の場合は、外部トリガ出力状態と外部トリガ出力極性と OR で指

定します 

識別子 値 内 容 

DA_RESET_DOWN_EDGE 40h 立ち下がりエッジ(デフォルト) 

DA_RESET_UP_EDGE 80h 立ち上がりエッジ 

 

PCI-362816 

LPC-340216, LPC-340416, LPC-361316, LPC-361416  

PEX-340216, PEX-340416, PEX-361316, PEX-361416  

CBI-340112, CBI/CSI- 340212, CBI/CSI- 340312, CBI- 340212TR, CBI-

340312TR, CBI- 340212TK, CBI- 340312TK, CBI- 340212TL, CBI- 340312TL の

場合 

RESET_IN 端子の処理を制御します。 

ulExControl 

識別子 値 内 容 
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DA_RESET_ON 1 外部リセット有効 

DA_RESET_OFF 2 外部リセット無効 

PCI-3305 の場合 

外部クロック入出力（CN4 の入出力仕様)を選択します。 

識別子 値 内 容 

DA_EXCLK_IN 1 外部クロック入力(デフォルト) 

DA_EXCLK_OUT 2 外部クロック出力 

 

PCI-3310, PCI-3335, PCI-3336, PCI-3337, PCI-3340（PCI-3310,3336 は 12 版

以降、PCI-3335,3337 は 13 版以降） 

の場合 

EXCLK OUT 端子からのクロック出力状態を選択します。 

識別子 値 内 容 

DA_EXCLK_IN 1 外部クロック出力停止 

DA_EXCLK_OUT 2 外部クロック出力(デフォルト) 

 

PCI-36281LPC-340216, LPC-340416, LPC-361316, LPC-361416  

PEX-340216, PEX-340416, PEX-361316, PEX-361416  

CTP/CPZ-3340A, 3340B, 3340C, 3340D 

CBI-340112, CBI/CSI-340212, CBI/CSI-340312, CBI-340212TR, CBI-340312TR, 

CBI-340212TK, CBI-340312TK, CBI-340212TL, CBI-340312TL の場合 

EXCLK OUT/EXTRG OUT 端子からの出力状態を選択します。 

識別子 値 内 容 

DA_EXCLK_IN 1 出力停止(デフォルト) 

ulExClock 

DA_EXCLK_OUT 2 出力 
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●DAMODECHREQ 構造体 
各チャンネル毎のアナログ出力モードを設定する構造体です。 

DAMODEREQ 構造体のメンバ、DaSetMode 関数で使用されます。 

 

typedef struct { 

 unsigned long ulRange; 

 float fVolt; 

 unsigned long ulFilter; 

} DAMODECHREQ, *PDAMODECHREQ 

 

メンバ 説明 

レンジを選択します。 

識別子 値 内 容 

DA_RANGE_UNIPOLAR 1 ユニポーラ(デフォルト) 

ulRange 

DA_RANGE_BIPOLAR 2 バイポーラ 

  

fVolt ulRange で指定したレンジの出力電圧 高値を指定します。 

1.024～10.0[V]の範囲で 0.0025[V]おきに指定できます。 

※小数点以下 4桁が有効 

デフォルト：5.0[V] 

（ユニポーラ設定の場合には 0～5[V]、バイポーラ設定の場合には±5[V]とな

ります） 

  

出力波形のグリッジを減少するためのローパスフィルタを設定します。 

識別子 値 内 容 

DA_FILTER_OFF 1 フィルタ未使用(デフォルト) 

ulFilter 

DA_FILTER_ON 2 フィルタ使用 
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●DAFIFOREQ 構造体 
FIFO方式アナログ出力更新条件設定関数(DaSetFifoConfig関数)で指定するアナログ出力更新の

条件を設定する構造体です。 
 

typedef struct { 

 unsigned long ulChCount; 

 DASMPLCHREQ SmplChReq[256]; 

 float fSmplFreq; 

 unsigned long ulSmplRepeat; 

 unsigned long ulSmplNum; 

 unsigned long ulStartTrigCondition; 

 unsigned long ulStopTrigCondition; 

 unsigned long ulEClkEdge; 

 unsigned long ulTrigEdge; 

} DAFIFOREQ, *PDAFIFOREQ 
 

メンバ 説明 

ulChCount アナログ出力を行うチャンネル数を 1～そのデバイスの提供する

大チャンネル数の範囲で指定します。どのチャンネルを使用するか

は DASMPLCHREQ 構造体の ulChNo メンバで指定します。 

デフォルト：1 
  
SmplChReq 各チャンネル毎のアナログ出力条件を設定します。(DASMPLCHREQ 構

造体) 
  

アナログ出力更新レートを 0.01f 以上で、Hz を単位として設定しま

す。 
 
外部クロックを使用する場合は、0.0f を指定してください。 

PCI-341016, 341116 では、外部クロックは使用できません。 
 
カウンタアップダウンクロックを使用する場合は、-1 を指定してく

ださい。(※7) 
 
内部同期ラインを使用する場合には、下記を指定してください。 

PCI-341016, 341116 でのみ使用できます。 

 内容 値  

 内部同期トリガ 1 -1  

 内部同期トリガ 2 -2  

fSmplFreq 

デフォルト：使用するデバイスにより異なります。 

デフォルト値はデバイスオープン直後に DaGetSamplingConfig 関数

を実行することにより取得できます。 
  
ulSmplRepeat アナログ出力データの繰り返し回数を 1～65,535 の範囲で指定しま

す。 

0 を指定すると終了条件が成立するか、DaStopSampling 関数が実行

されるまでアナログ出力更新動作を停止しません。 

デフォルト：1 
  
ulSmplNum ストップトリガ条件（ulStopTrigCondition）を DA_TRG_SMPLNUM に

設定した場合のアナログ出力終了件数を、1～16,777,215 の範囲で

指定します。 

デフォルト：1 
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スタートトリガ条件を指定します。 

ulStartTrgCondition は、トリガ指定識別子のいずれか 1 つを指定

します。 

PCI-341016, 341116 では、DA_TRG_EXTTRG は使用できません。 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_FREERUN 0 トリガなし(デフォルト) 

DA_TRG_EXTTRG 1 外部トリガ 

DA_TRG_SIGTIMER 3 インターバルタイマ 

 

以下のスタートトリガ条件は PCI-3525, CTP/CPZ-3525のみ対応して

います。(※1)（※6） 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_ATRG 2 アナログトリガ 

DA_TRG_AD_START 5 AD スタート 

DA_TRG_AD_STOP 6 AD ストップ 

DA_TRG_AD_PRETRG 7 AD プリトリガ 

DA_TRG_AD_POSTTRG 8 AD ポストトリガ 

 

以下のスタートトリガ条件は以下の型式のみ対応しています。 

LPC-340216,LPC-340416,LPC-361316,LPC-361416 

PEX-340216,PEX-340416,PEX-361316,PEX-361416 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_CNT_EQ 4 カウンタ一致トリガ(※7) 

DA_TRG_Z_CLR 5 Z 相入力トリガ(※8) 

 

以下のスタートトリガ条件は以下の型式のみ対応しています。 

PCI-341016, 341116 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_SYNC1 14 内部同期トリガ 1 

ulStartTrigCondition 

DA_TRG_SYNC2 15 内部同期トリガ 2 

  

ストップトリガ条件とリトリガ設定を指定します。 ※1 

ulStopTrgCondition は、トリガ指定識別子のいずれか 1つを指定し

ます。 

PCI-341016, 341116 では、DA_TRG_EXTTRG は使用できません。 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_FREERUN 0 トリガなし 

DA_TRG_EXTTRG 1 外部トリガ 

DA_TRG_SIGTIMER 3 インターバルタイマ 

DA_TRG_SMPLNUM 9 DA 指定件数終了 

DA_TRG_FIFO_EMPTY 10 FIFO エンプティ(デフォルト)

※2 

 

以下のストップトリガ条件は PCI-3525, CTP/CPZ-3525 のみ対応して

います。(※1)（※6） 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_ATRG 2 アナログトリガ 

DA_TRG_AD_START 5 AD スタート 

DA_TRG_AD_STOP 6 AD ストップ 

DA_TRG_AD_PRETRG 7 AD プリトリガ 

ulStopTrigCondition 

DA_TRG_AD_POSTTRG 8 AD ポストトリガ 
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下記の識別子はストップトリガ条件との OR で指定します。 ※5 

識別子  内 容 

DA_RETRG 4 リトリガ ※3 

DA_FIFO_RESET 5 FIFO リセット ※4 

 

以下のストップトリガ条件は以下の型式のみ対応しています。 

LPC-340216,LPC-340416,LPC-361316,LPC-361416 

PEX-340216,PEX-340416,PEX-361316,PEX-361416 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_CNT_EQ 4 カウンタ一致トリガ(※7) 

DA_TRG_Z_CLR 5 Z 相入力トリガ(※8) 

 

以下のストップトリガ条件は以下の型式のみ対応しています。 

PCI-341016, 341116 

識別子 値 内 容 

DA_TRG_SYNC1 14 内部同期トリガ 1 

 

DA_TRG_SYNC2 15 内部同期トリガ 2 

  

外部クロック入力のエッジ極性を極性指定識別子のうちいずれか 1

つを指定します。fSmplFreq に 0.0f（外部クロック）が指定されて

いる場合に有効です。 

外部クロック極性指定識別子は以下の通りです。 

識別子 値 内 容 

DA_DOWN_EDGE 1 立ち下がりエッジでトリガする 

(デフォルト) 

ulEClkEdge 

DA_UP_EDGE 2 立ち上がりエッジでトリガする 

  

外部トリガのエッジ極性を極性指定識別子の中から、スタートトリ

ガ使用時の極性とストップトリガ使用時の極性をそれぞれ選択し

て、2つの識別子を OR で指定します。 ※5 

ulStartTrigCondition／ulStopTrigCondition にそれぞれ外部トリ

ガ 

（DA_TRG_EXTTRG）が指定されている場合に有効です。 

＜スタートトリガの極性指定識別子＞ 

識別子 値 内 容 

DA_START_DOWN_EDGE 1 立ち下がりエッジでトリガ

する(デフォルト) 

DA_START_UP_EDGE 2 立ち上がりエッジでトリガ

する 

 

＜ストップトリガの極性指定識別子＞ 

識別子 値 内 容 

DA_STOP_DOWN_EDGE 4 立ち下がりエッジでトリガ

する(デフォルト) 

ulTrigEdge 

DA_STOP_UP_EDGE 8 立ち上がりエッジでトリガ

する 
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※1 スタートストップト

リガ条件 

ulStartTrigCondition 及び ulStopTrigCondition に同じトリガ条件

を指定した場合には、設定完了後の 初のトリガ条件成立時にアナロ

グ出力をスタートし、次のトリガ条件成立時に出力を停止します。 

リトリガ設定(※3)を行っている場合には、それ以降のトリガ条件成

立時にはアナログ出力更新スタートとストップを交互に繰り返しま

す。 

※2 FIFO エンプティ 終了条件を FIFO エンプティに設定した場合、出力データがなくなっ

た時点で出力更新を停止し、次のデータをセットしてもアナログ出力

を再開しません。 

終了条件を FIFO エンプティ以外に設定した場合、出力データがなく

なると、次のデータがセットされるまで 終データを出力し続け、次

のデータがセットされるとアナログ出力を再開します。 

また、FIFO エンプティ終了とリトリガを同時に設定している場合に

は、アナログ出力終了後に再度データをセットしないと、アナログ出

力を再開できません。 

※3 リトリガ 終了条件成立後に再度開始条件が成立すると、アナログ出力が再開さ

れます。 

開始終了条件にトリガなし（DA_TRG_FREERUN）を指定した場合にはリ

トリガを指定することはできません。 

※4 FIFO リセット DA_FIFO_RESET を指定した場合には、停止後にアナログ出力を再開す

る際に、再びデータの先頭からアナログ出力を開始します。 

FIFO リセットを指定していない場合には、停止後にアナログ出力を

再開すると、前回のデータの続きからアナログ出力を開始します。 

※5 複数識別子の指定 ulStopTrigCondition と ulTrigEdge は複数の識別子を下記の設定例

の様に OR で指定します。 

 

（設定例） 

DAFIFOREQ FifoConfig; 

 

FifoConfig.ulStopTrigCondition 

  = DA_TRG_SIGTIMER | DA_RETRG | DA_FIFO_RESET; 

FifoConfig.ulTrigEdge 

  = DA_START_DOWN_EDGE | DA_STOP_UP_EDGE; 

  

※6 カウンタアップダウ

ンクロック 

カウンタ機能が搭載しているデバイスのみ対応しています。 

LPC-340216, LPC-340416, LPC-361316, LPC-361416 

PEX-340216, PEX-340416, PEX-361316, PEX-361416 

カウンタのカウントアップ/ダウンに同期して DA 出力を行います。 

  

※7 カウンタ一致トリガ カウンタ機能が搭載しているデバイスのみ対応しています。 

LPC-340216, LPC-340416, LPC-361316, LPC-361416 

PEX-340216, PEX-340416, PEX-361316, PEX-361416 

カウンタのカウンタ値が指定したカウンタ値と一致した場合にサン

プリングの開始/終了が行えます。 

  

※8 Z 相入力トリガ カウンタ機能が搭載しているデバイスのみ対応しています。 

LPC-340216, LPC-340416, LPC-361316, LPC-361416 

PEX-340216, PEX-340416, PEX-361316, PEX-361416 

カウンタの Z相入力によりサンプリングの開始/終了が行えます。 
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5.7 戻り値一覧 
エラー識別子 値 意味 対処方法 

DA_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 － 

DA_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

デバイス名が存在するかどう

かを確認してください。 

DA_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、既に OPEN されてい

るデバイスを OPEN 使用とした

など。 

DA_ERROR_INVALID_DEVICE_NUMBER 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。 

DA_ERROR_NOT_SUPPORTED C0000009h デバイスがサポ

ートしていない

関数です。 

デバイスがサポートしていな

い機能を制御です。 

DA_ERROR_NOW_SAMPLING C0001001h アナログ出力更

新中です。 

指定件数のアナログ出力更新

が完了する前に再度、アナログ

出力更新開始を実行しようと

しました。 

指定件数のアナログ出力更新

中に実行できない関数を呼び

出そうとしました。 

DA_ERROR_STOP_SAMPLING C0001002h アナログ出力更

新が停止中で

す。 

アナログ出力更新停止中に実

行できない関数を呼び出そう

としました。 

DA_ERROR_START_SAMPLING C0001003h アナログ出力更

新を開始できま

せんでした。 

アナログ出力バッファにまだ

アナログ出力データがセット

されていないため、アナログ出

力を行うことができませんで

した。 

DA_ERROR_INVALID_PARAMETER C0001021h パラメータが不

正です。 

引数の値が不正です。 

引数の値の範囲が指定範囲外

です。 

DA_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER C0001022h アナログ出力設

定が正しくあり

ません。 

アナログ出力設定値が正しく

ありません。 

アナログ出力設定に矛盾があ

ります。 
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DA_ERROR_NULL_POINTER C0001023h NULLポインタを

指定しました。

アナログ出力データ領域の指

定に NULL を指定しました。 

データ変換 API において、デー

タ変換元となるデータへのポ

インタが NULL で指定された。

変換後のデータを返すための

ポインタが NULL で指定され

た。 

DA_ERROR_SET_DATA C0001024h アナログ出力デ

ータのセットが

できません。 

既にセットされているアナロ

グ出力データとの連結後のデ

ータ長がバッファの 大長を

越えているため、データのセッ

トを行うことができませんで

した。 

DA_ERROR_USED_AD C0001025h ADドライバで使

用中です。 

AD 側で使用中の機能を停止し

てから、関数を実行しなおして

ください。 

DA_ERROR_FILE_OPEN C0001041h ファイルのオー

プンに失敗しま

した。 

ファイルのパス名が存在しま

せん。 

存在しないドライブを指定し

ました。 

DA_ERROR_FILE_CLOSE C0001042h ファイルのクロ

ーズに失敗しま

した。 

ファイルアクセス時に何らか

のエラーが発生しました。デー

タファイルに異常がないか確

認してください。 

DA_ERROR_FILE_READ C0001043h ファイルの読み

込みに失敗しま

した。 

ファイルアクセス時に何らか

のエラーが発生しました。デー

タファイルに異常がないか確

認してください。 

DA_ERROR_FILE_WRITE 

 

C0001044h ファイルの書き

込みに失敗しま

した。 

ファイルアクセス時に何らか

のエラーが発生しました。デー

タファイルに異常がないか確

認してください。 

DA_ERROR_INVALID_DATA_FORMAT C0001061h データ形式が無

効です。 

データ形式をご確認ください。

DA_ERROR_INVALID_AVERAGE_OR_SM

OOTHING 

C0001062h 平均またはスム

ージングの指定

が正しくありま

せん。 

平均またはスムージングの回

数が、0またはデータ件数を越

えている。 

平均またはスムージングの件

数が 0で指定された。 

DA_ERROR_INVALID_SOURCE_DATA C0001063h データ変換元と

して指定された

データが正しく

ありません。 

データ変換元のアドレス指定

箇所などに間違いがないか確

認してください。 

DA_ERROR_NOT_ALLOCATE_MEMORY C0001081h メモリが確保で

きません。 

ドライバ内部で作業するため

のメモリの確保に失敗しまし

た。 
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DA_ERROR_CALL_DLL C0001083h ライブラリの呼

び出しに失敗し

ました。 

インストールを行なっている

か確認してください。 

DA_ERROR_USBIO_FAILED C0001085h USB デバイスの

実行に失敗しま

した 

DA_ERROR_USBIO_TIMEOUT C0001086h USB デバイスと

の通信がタイム

アウトしました

再起動を行うか、 

DPG-0401 の 

「IfUsbDevicePowerCtl」関数

を使用し、USB デバイスの電源

を OFF→ON して下さい。 

「IfUsbDevicePowerCtl」関数

の使用方法は、DPG-0401 の

Help を参照してください。 

DA_ERROR_USBLIB_LOAD_FAILED C0001087h ライブラリの読

み込みに失敗し

ました。 

デバイス番号が正しいことを

確認してください。 
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5.8 テストドライバの使用方法 
本ソフトウェアには、I/O モジュール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、libgpg3300.so の代わりに libgpg3300t.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 -lgpg3300t 

 

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 

DaOpen 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaClose 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaCloseEx 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetDeviceInfo 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetBoardConfig 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetBoardConfig 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetSamplingConfig 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetSamplingConfig 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetMode 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetMode 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetSamplingData 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaClearSamplingData 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaStartSampling 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaStartFileSampling 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSyncSampling 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaStopSampling 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetStatus 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaOutputDA 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaInputDI 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaOutputDO 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetOutputMode 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetOutputMode 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetFifoConfig 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetFifoConfig 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetInterval 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetInterval 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaSetFunction 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaGetFunction 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaDataConv 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

DaWriteFile 正常終了した場合は、DA_ERROR_SUCCESS が返されます。 

fnConv 正常終了します。 

CallBackProc 正常終了します。 
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第6章 サンプルプログラム 

• 
• 

• 

サンプルプログラムのファイルの場所については、Readme をご参照ください。 

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。 

使用するデバイスの仕様にあわせてプログラム中の設定を変更してください。 

 

6.1 file.c 
・ DaWriteFile 関数にて「test.dat」ファイルに 1024 件のバイナリデータを書き込みます。 

・ 「test.dat」ファイルからのデータを読み出してアナログ出力更新を同期処理で行います。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

以下のアナログ出力更新条件でファイルからのアナログ出力更新を行います。 

アナログ出力チャンネル数 1 

データ転送方式 使用デバイスのデフォルト値 

アナログ出力更新回数 100 件 

アナログ出力更新レート 1000Hz 

アナログ出力チャンネル、レンジ チャンネル 1、±5V 

 

6.2 adasync.c 
アナログ入力機能と同期してアナログ出力スタートを行います。PCI-3525, CTP/CPZ-3525 専用サン

プルプログラムです。このプログラムを実行する為には、GPG-3100 のアナログ入力用ドライバが必

要です。 

 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

・ DA のアナログ出力更新条件を設定後、DaStartSampling 関数で DA 出力更新が開始します。AD の

サンプリングは DA スタートをトリガ条件として開始します。 

・ AD はサンプリング指定件数に達した時点で停止します。DA のアナログ出力更新は AD サンプリン

グが完了した時点で停止します。 

 

以下のアナログ出力更新条件で出力更新を行います。 

AD 

アナログ入力チャンネル数 2 

AD サンプリングレート 1MHz 

アナログ入力チャンネル、レンジ チャンネル 1、±5V 

アナログ入力チャンネル、レンジ チャンネル 2、±5V 

AD スタートトリガ条件 DA スタート 

AD ストップトリガ条件 指定件数終了 

DA 

アナログ出力チャンネル数 1 

アナログ出力更新レート 10kHz 

アナログ出力チャンネル、レンジ チャンネル 1、±5V 

DA スタートトリガ条件 ソフトスタート 

DA ストップトリガ条件 AD ストップ 
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6.3 sampledata.c 
・ 連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.4 fifosampling.c 
・ 連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.5 outputda.c 
・ 1 件のアナログ出力更新が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

・ 1 チャンネル分のアナログ出力更新を行います。 

 

6.6 async.c 
・ 同期サンプリングが行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.7 DAOutputDA.c 
・ 1 件のアナログ出力更新が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

・ 1 チャンネル分のアナログ出力更新を行います。 

 

6.8 DaSampling.c 
・ 連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.9 DaSync.c 
・ コールバック関数を使用した連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.10 DaWaitEvent.c 
・ コールバック関数を使用した連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.11 ExClk.c 
・ 外部クロック入力で連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.12 ExTrg.c 
・ 外部トリガ入力スタート･ストップによる連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.13 SyncPci.c 
・ 複数枚同期サンプリング（PCI 製品）が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 
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6.14 SyncCpz.c 
・ 複数枚同期サンプリング（CPZ 製品）が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.15 FifoExTrg.c 
・ 外部トリガ入力スタートによる連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.16 FifoExClk.c 
・ 外部クロック入力で連続出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.17 ExTrgOut.c 
・ 外部トリガ出力を出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.18 ExClkOut.c 
・ 外部クロック出力を出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.19 InputDI.c 
・ 汎用入力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 

 

6.20 OutputDo.c 
・ 汎用出力が行われます。 

・ 制御を行うデバイスのデバイス番号を指定します。 
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第7章 ユーティリティ 

 

7.1 DA 調整プログラム  
1. ユーティリティの起動 

「cdaadjust」を実行してください（/usr/bin にインストールされています）。 

設定項目 内容 

入力仕様 調整を行う入力仕様を指定します。 

チャンネル 調整を行うチャンネル番号を指定します。 

レンジ 調整を行うチャンネルのレンジを指定します。 

調整方法 調整を行う方法を指定します。 

調整項目 調整を行う項目を指定します。 

 

※ 調整が正常に行われければ、次回から正しいデータを出力することができなくなりますの

でご注意ください。 

※ 調整の精度は、使用して頂くマルチメータに大きく依存します。 

※ ディストリビューションによっては、パッケージ不足で実行できない可能性があります。

その場合にはパッケージをインストールし、ソースを再コンパイルして使用してください。 

ソースコードの場所については Readme を参照してください。 

 

2. デバイス型式の認識、表示 

プログラムが起動すると、下図のようなメッセージが表示されます。ここでデバイス番号を入力し

ます。 

デバイス番号の設定はデバイス番号設定プログラムで設定します。 

 

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

DA Caribration Program 

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

Version: 1.02-03 

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

Copyright 2000, 2004 Interface Corporation. 

                 All rights reserved. 

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

 

Enter the device number: 

 

 

下図のようにデバイス番号１のデバイスの型式、RSW1 設定値の情報が表示されます。 

調整が不要なデバイスを選択した場合、「This board is calibration free. Program is 

terminated.」と表示され、プログラムが終了します。 

※調整プログラムで調整できる型式は、 

PCI-3176, PCI-3310, PCI-3335, PCI-3336, PCI-3337, PCI-3340, PCI-3347, PCI-341016, 

CTP/CPZ-3340A, CTP/CPZ-3340B, CTP/CPZ-3340C, CTP/CPZ-3340D, CTP/CPZ-360810, CPZ-340516, 

CPZ-340616, CPZ-340716, CPZ-340816, CPZ-340916, 

LPC/PEX-340216, LPC/PEX-340416, LPC/PEX-361116, LPC/PEX-361216, LPC/PEX-361316, 

LPC/PEX-361416, PEX-H3347, 

CSI/CBI-360112, CBI-360112TR, CBI-360112TK, CBI-360112TL,  

CSI/CBI-360116, CBI-360116TR, CBI-360116TK, CBI-360116TL, 

CSI/CBI-340212, CBI-340212TR, CBI-340212TK, CBI-340212TL, 

CSI/CBI-340312, CBI-340312TR, CBI-340312TK, CBI-340312TL 

です。その他の型式は調整する必要がありません。 
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表示されたデバイスの調整を行うのであれば "y"キーを押し、 

そうでなければ "n"キーを押します。 

 

===== Board Information======== 

   Device No.: 1 

   Board Type: PCI/CTP/CPZ-3310 

   RSW1:       0h 

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

 

OK? (y/n): y 

 

 

3. 調整チャンネル設定 

調整チャンネル（Adjustment channel）、出力レンジ（Range）を選択します。 

・選択可能なチャンネルが表示されますので、調整を行うチャンネル番号を入力します。 

・設定可能な出力レンジが表示されますので番号によりレンジを選択します。 

 

===== Calibration Channel ===== 

 1 through 4 

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

 

 Enter the channel number: 1 

 

===== Range =============== 

1: Unipolar: 0 V to 5 V 

2: Unipolar: 0 V to 10 V 

3: Bipolar: -5 V to +5 V 

4: Bipolar: -10 V to +10 V 

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

 

 Enter the output range: 3 

 

 

 

選択した情報が表示され、 

 

その情報で調整を行うのであれば "ｙ"キーを押し、 

そうでなければ "n"キーを押します。 

"n"キーを押した場合、調整チャンネル選択へと戻ります。 

 

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

===== Caribration channel: 1 

===== Caribration range: -5 V to +5 V 

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

 

OK? (y/n): y 
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4. 調整項目、方法設定 

 

次に調整する調整項目を選択します。 

型式 調整順番 

PCI-3176, 3310, 3335, 3336, 3337, 3340, 3347 341016, 341116, 

362616, 362816 

CTP/CPZ-3340A, 3340B, 3340C, 3340D, 3347, 

CTP/CPZ-360810 

CPZ-340516, 340616, 340716, 340816, 340916 

LPC/PEX-340216, 340416, 361116, 361216, 361316, 361416 

CSI/CBI-360112, CBI-360112TR, 360112TK, 360112TL, 

CSI/CBI-360116, CBI-360116TR, 360116TK, 360116TL, 

CSI/CBI-340212, CBI-340212TR, 340212TK, 340212TL, 

CSI/CBI-340312, CBI-340312TR, 340312TK, 340312TL 

PEX-H3347, PEX-H360116 

1. オフセット 

2. ゲイン 

3. ミドルレンジ 

PCI-3174, 3175, 3305, 3325, 3329, 3338, 3329K, 3338K, 3341A, 

3342A, 3343A, 3345A, 3346A, 3521, 3522A, 3523A, 3525 

CTP/CPZ-3174, 3175, 3182, 3325, 3329, 3338, 3342, 3343, 3346, 

3348, 3349, 3350, 3351, 3521, 3522, 3523, 3525 

PEX-H3329K, PEX-H3338K, PEX-H3525 

調整不要 

 

===== Calibration Item ====== 

 1: Offset 

 2: Half scale range 

 3: Gain 

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

 

 Enter the calibration item: 1 

 

 

設定情報が表示され、デバイスと電圧測定外部機器（マルチメータ等）を接続するように促すメッ

セージが表示されます。 

表示されているチャンネルに、電圧測定外部機器（マルチメータ等）を接続して下さい。 

 

-調整のポイント- 

 

・一回の調整では、調整しきれないことがあります。 

この場合には、調整項目(Calibration Item)1.、2.を繰り返し手動(Manual)調整し、目標値

(Target Value)へ近づくように微調整していきます。 

・レンジによっては一つの調整項目(Calibration Item)を目標値(Target Value)通りに調整する 

と、残りの調整項目が調整範囲に入らないことがあります。 

この場合には、調整できている項目の調整値を意図的にずらして、残りの調整項目が調整範囲

内に入るようにします。 
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ここで準備ができれば、"y"キーを押します。 

 

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

  Channel |      Range     | Calibration Item  

 

       1  |  -5 V to +5 V  | Offset 

    

=== Connection to the multimeter =============== 

 

 Connect channel 1 to your multimeter. 

 

 After the connection is completed, 

 Pres the y key ： 

 

 Pres the y key after ready to run: y 

 

 

5. ボリューム調整 

 

次に下図のように目標値とその許容誤差範囲内の電圧が表示されます。 

電圧測定外部機器の測定値が目標値に近づくように調整を行ないます。 

 

調整時では下にメッセージが表示されているように、 

’u’キーを押すとプラス方向への調整を行ない、 

’d’キーを押すとマイナス方向への調整を行ないます。 

次の調整項目に移りたい時は ’n’キーを押して下さい。 

 

=== Target Value ===================== 

Max.:  -4.998932 V 

           | 

Goal:  -4.999237 V 

           | 

Min.:  -4.999542 V 

 

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

 

Press the u key to increase the volume:  

Press the d key to decrease the volume:  

Press the n key to go next step: n 

 

 

’n’キーを押すと下のようなメッセージが表示されます。 

Save? (y/n): y 

 

ここで調整したボリュームの保存を行ないます。保存を行う場合は ’y’キーを押し、保存しない

場合は ’n’キーを押して下さい。 

以下の型式については’n’キーを押すと EEPROM に現在書き込まれている調整値をロードします。 

PCI-341016, PCI-341116, PCI-362616, PCI-362816 

LPC/PEX-340216, 340416, 

LPC/PEX-361116, 361216, 361316, 361416, 

CSI/CBI-360112, CBI-360112TR, 360112TK, 360112TL,  

CSI/CBI-360116, CBI-360116TR, 360116TK, 360116TL 
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次に下のメッセージが表示されます。 

Press the n key to go next step:  

Press the q key to exit: q 

’n’キーを押すと調整項目選択画面に移ります。 

’q’キーを押すとプログラムが終了します。 

 



GPG-3300 Help for Linux 

© 2001 Interface Corporation 

 
151 

 

7.2 DA キャリブレーションプログラム 
 

1. ユーティリティの起動 

「cdacalib」を実行してください（/usr/bin にインストールされています）。 

 

設定項目 内容 

チャンネル 調整を行うチャンネル番号を指定します。 

レンジ 調整を行うチャンネルのレンジを指定します。 

 

※ 調整が正常に行われければ、次回から正しいデータを出力することができなくなりますの

でご注意ください。 

※ 本ユーティリティでキャリブレーションを行うには、アナログ入力デバイスが必要です。

GPG-3100 をインストールし、アナログ入力のデバイス番号を設定してください。 

※ ディストリビューションによっては、パッケージ不足で実行できない可能性があります。

その場合にはパッケージをインストールし、ソースを再コンパイルして使用してください。 

ソースコードの場所については Readme を参照してください。 

 

2. デバイス型式の認識、表示 

プログラムが起動すると、下図のようなメッセージが表示されます。 

ここでアナログ出力のデバイス番号を入力します。 

次に、アナログ入力デバイスのデバイス番号を入力します。 

デバイス番号の設定はデバイス番号設定プログラムで設定します。 

 

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

DA Caribration Program 

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

Version: 1.00-01 

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

Copyright 2011 Interface Corporation. 

                 All rights reserved. 

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

 

Enter the analog output device number:１ 

Enter the analog input device number:１ 

 

下図のようにデバイス番号１のデバイスの型式、RSW1 設定値の情報が表示されます。 

※キャリブレーションプログラムで調整できる型式は、 

PCI-341016, PCI-341116（±10V レンジ）, PCI-361516 

です。 

その他の型式では使用することはできません。 

 

===== Board Information======== 

   Device No.: 1 

   Board Type: PCI-341016 

   RSW1:       0h 

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

 

OK? (y/n): y 
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3. 調整チャンネル設定 

調整チャンネル（Adjustment channel）、出力レンジ（Range）を選択します。 

・選択可能なチャンネルが表示されますので、調整を行うチャンネル番号を入力します。 

・設定可能な出力レンジが表示されますので番号によりレンジを選択します。 

 

===== Calibration Channel ===== 

 1 through 4 

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

 

 Enter the channel number: 1 

 

===== Range =============== 

1: Unipolar: 0 V to 5 V 

2: Unipolar: 0 V to 10 V 

3: Bipolar: -5 V to +5 V 

4: Bipolar: -10 V to +10 V 

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

 

 Enter the output range: 3 

 

 

 

選択した情報が表示され、キャリブレーションが開始されます。 

キャリブレーションが完了すると「calibration success」と表示されます。 

 

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

===== Caribration channel: 1 

===== Caribration range: -10 V to +10 V 

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

 

calibration success 
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第8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。 

 

本製品に含まれる不都合、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(有

償サービスの利用)、代品交換までとし、製品の予防交換並びに、代金減額等、金銭面での賠償の責

任は負わないものとします。 

 

本製品は、日本国内仕様です。 

 

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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