
ＵＳＢ接続
デジタル入出力基板

ＤＡＣＳ－１７００

取扱説明書

製品にはCD-ROMを添付しておりません。
説明書にCD-ROMの記述がある場合は、

「弊社HPダウンロードページのファイル」と

読替えてください。また、単にフォルダと記

述のある場合は、ダウンロードページのフォ

ルダを意味しています。
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１． 機能

ＵＳＢ接続デジタル入出力ボード ＤＡＣＳ－１７００（以下、ＵＳＢ－ＤＩＯボード）は、

パソコンのＵＳＢポートに接続して、パソコンから送信するコマンドにより、デジタル入出
力信号を制御するためのボードです。

基板上には、デジタル入力４８点（非絶縁）、デジタル出力４８点（非絶縁）、入出力共用

８点（非絶縁）があり、コマンドによりこれらの出力信号を制御し、また入力信号を読取る

動作を行うことができます。

ＤＡＣＳ－１７００には、これらの基本的なデジタル入出力機能に加えて、各32bit長のア

ップ／ダウンカウンタを４ｃｈ実装しており、単純にパルス数のカウントをすることはもち

ろんのこと、パルス周波数、パルス幅の計測などの多種多様な用途に利用することが可能で

す。

さらに高度な利用方法として、入力トリガ送信機能とフェイルセ－フ機能を働かせることも

できます。入力トリガ送信機能は、デジタル入力の変化があった場合に、デジタル入力デー

タを、パソコンへ自動的に送信する機能です。入力トリガ送信機能には、単－トリガと連続

トリガのモードがあります。また、フェイルセ－フ機能は、パソコンから通信が一定時間以
上途絶えた場合、あらかじめ指定しておいた出力パターンを、デジタル出力に自動的に出力

するものです。

パソコン側からみると

このボードをパソコンのＵＳＢポートに接続すると、アプリケーションプログラムからは、

高速版増設ＣＯＭポートとして扱うことができます。たとえば、標準にてＣＯＭ１とＣＯＭ

２をもっているパソコンでは、ＣＯＭ３がこのボードに対応する増設ＣＯＭポートとなりま

す。このボードを複数台接続すると、ＣＯＭ３、ＣＯＭ４、ＣＯＭ５ －－－ というように、

ＣＯＭポートが増えてゆきます。

また、ダイレクト版とよばれているデバイスドライバを使用すると、ＣＯＭポートではなく、

独自のＵＳＢデバイスとして使用することができます。この場合は、基板と共に供給するド

ライバ独自の関数を用いて、基板とのＲＥＡＤ／ＷＲＩＴＥを実行することになります。

ＲＥＡＤ／ＷＲＩＴＥのデータ形式は

パソコンからは、たとえば Ｗ０２Ａ５Ｂ６７ といった簡単なアスキーコードの文字

列を送信して、ボードのデジタル出力（１グループ２４ｂｉｔ分）を設定し、ボードからは

この応答として、たとえば Ｒ０１Ｃ４Ｄ５８ といったコードを返して、ボードのデジ

タル入力状態（１グループ２４ｂｉｔ分）を通知します。

USBｹｰﾌﾞﾙ

USB-DIO

USB USB

パソコン ポート Bｺﾈｸﾀ

または

ＵＳＢハブ
ＣＮ１ 50Pフラットケーブル

デジタル入力／出力 グループ１

ＣＮ２ 50Pフラットケーブル

デジタル入力／出力 グループ２

ＣＮ３ １６Pフラットケーブル

デジタル入出力（入出力共用）

グループ３

特徴は

本ボードでは、ｃＰＬＤとよばれる高密度集積回路を使用し、すべての動作を、ハードウェ

ア論理回路にて並列にて実行しています。このため、すべての入出力信号は、詳細仕様に記

載しているタイミングにて、高速かつ正確に動作します。
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主な機能

この説明書では、標準版のＤＡＣＳ－１７００について説明しています。

専用機能版の ＤＡＣＳ－１７００Ｅ では、この資料に記載している機能のなかで、

使用ができないものがあります。詳細は各専用機能版の追加説明書をご覧下さい。

１ パソコンとの接続 ＵＳＢインターフェイス

高速拡張ＣＯＭポートまたは専用ＵＳＢ機器として動作。

同時接続数 最大８

通信形式 アスキー文字列によるコマンド送信と

アスキー文字列によるレスポンス受信。

２ デジタル入力 非絶縁 ４８ｂｉｔ ＴＴＬレベル 入力電流１０μＡ以下

３ デジタル出力 非絶縁 ４８ｂｉｔ ＴＴＬレベル

ＴＴＬ接続時最大負荷電流 １．５ｍＡ 短絡電流 ５ｍＡ

４ デジタル入出力 入出力共用 非絶縁 ８ｂｉｔ ＴＴＬレベル

５ 動作モード （ａ）デジタル入出力モード

各出力を指定通りにＯＮ／ＯＦＦし、

各入力状態を読取ります。

（ｂ）カウンタモード
４ｃｈの32bitアップ／ダウンカウンタを制御しま

す。

エンコーダＡ／Ｂ相入力も可能

最大入力周波数 ３ＭＨｚ（Ａ／Ｂ相は1．5MHz）

周波数およびパルス幅計測も可能

(a),(b)のモードを複合して使用することができます。

補助機能として、（ｃ）入力トリガ送信機能

（ｄ）出力フェイルセ－フ機能

６ 動作速度（目安） コマンド送信とレスポンス受信のサイクル

仮想ＣＯＭドライバ使用時

最大繰返し周波数 ５０Ｈｚ

ダイレクトドライバ使用時
最大繰返し周波数 １ＫＨｚ

サンプリング最大周波数 １０ＫＨｚ

（注）詳細は、９項の解説を参照ください。

７ 電源 パソコンからＵＳＢケーブルにて供給しますので、

基板用の別電源は不要です。 消費電流 ８０ｍＡ

この数値はデジタル出力の負荷電流がない場合です。

デジタル出力に負荷電流が流れる場合は、その電流値

分が電源電流として増加します。

ＵＳＢケーブルより供給可能な電源電流は、５００ｍＡ

までです。また、この最大値は接続するパソコンにより

制限されている場合がありますのでご注意下さい。

８ 動作周囲温度 ０～５０℃
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２． 構成

DIPｽｲｯﾁ ＩＤ番号設定(0-７)

５０Ｐ ＵＳＢ

ＭＩＬコネクタ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ＵＳＢ

(ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ用) FT8U Ｂコネクタ

ＣＮ１ 245 ＣＮ４
入力/出力

グループ１ プログラマブル +5V電源

ロジック 基板動作用電源は

デバイス パソコンより供給

５０Ｐ

ＭＩＬコネクタ

(ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ用)

ＣＮ２

入力/出力

グループ２ ＵＳＢ－ＤＩＯ

ＤＡＣＳ－１７００

１６Ｐ
ＭＩＬコネクタ

(ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ用)

ＣＮ３

入出力共用

グループ３ config.

ROM

図２．１ ＵＳＢ－ＤＩＯボード（ＤＡＣＳ－１７００） ブロック図
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図２．２ ＵＳＢ－ＤＩＯ（ＤＡＣＳ－１７００）ボード 外形図



- 6 -

３． コネクタピン配置と入出力信号仕様

ＣＮ１ デジタル入力/出力（グループ１）コネクタ
（５０Ｐフラットケーブル用）

基板側 型式 オムロン ＸＧ４Ｃ５０３１

ケーブル側 型式 オムロン ＸＧ４Ｍ５０３０

（注）ケーブル側コネクタは、３０ｃｍケーブル付きにて標準添付となっています。

添付ケーブルの機器側は、解放端（コネクタなし）となっています。

２ ４ ６ ８ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

１ ３ ５ ７ ９ 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
△

１ デジタル入力 ｂｉｔ０(LSB) ２ デジタル入力 ｂｉｔ１

３ デジタル入力 ｂｉｔ２ ４ デジタル入力 ｂｉｔ３

５ デジタル入力 ｂｉｔ４ ６ デジタル入力 ｂｉｔ５

７ デジタル入力 ｂｉｔ６ ８ デジタル入力 ｂｉｔ７

９ デジタル入力 ｂｉｔ８ １０ デジタル入力 ｂｉｔ９

１１ デジタル入力 ｂｉｔ１０ １２ デジタル入力 ｂｉｔ１１

１３ デジタル入力 ｂｉｔ１２ １４ デジタル入力 ｂｉｔ１３

１５ デジタル入力 ｂｉｔ１４ １６ デジタル入力 ｂｉｔ１５

１７ デジタル入力 ｂｉｔ１６ １８ デジタル入力 ｂｉｔ１７
１９ デジタル入力 ｂｉｔ１８ ２０ デジタル入力 ｂｉｔ１９

２１ デジタル入力 ｂｉｔ２０ ２２ デジタル入力 ｂｉｔ２１

２３ デジタル入力 ｂｉｔ２２ ２４ デジタル入力 ｂｉｔ２３

２５ ０Ｖ ２６ ０Ｖ

２７ デジタル出力 ｂｉｔ０(LSB) ２８ デジタル出力 ｂｉｔ１

２９ デジタル出力 ｂｉｔ２ ３０ デジタル出力 ｂｉｔ３

３１ デジタル出力 ｂｉｔ４ ３２ デジタル出力 ｂｉｔ５

３３ デジタル出力 ｂｉｔ６ ３４ デジタル出力 ｂｉｔ７

３５ デジタル出力 ｂｉｔ８ ３６ デジタル出力 ｂｉｔ９

３７ デジタル出力 ｂｉｔ１０ ３８ デジタル出力 ｂｉｔ１１

３９ デジタル出力 ｂｉｔ１２ ４０ デジタル出力 ｂｉｔ１３

４１ デジタル出力 ｂｉｔ１４ ４２ デジタル出力 ｂｉｔ１５

４３ デジタル出力 ｂｉｔ１６ ４４ デジタル出力 ｂｉｔ１７
４５ デジタル出力 ｂｉｔ１８ ４６ デジタル出力 ｂｉｔ１９

４７ デジタル出力 ｂｉｔ２０ ４８ デジタル出力 ｂｉｔ２１

４９ デジタル出力 ｂｉｔ２２ ５０ デジタル出力 ｂｉｔ２３
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ＣＮ２ デジタル入力/出力（グループ２）コネクタ
（５０Ｐフラットケーブル用）

基板側 型式 オムロン ＸＧ４Ｃ５０３１
ケーブル側 型式 オムロン ＸＧ４Ｍ５０３０

（注）ケーブル側コネクタは、３０ｃｍケーブル付きにて標準添付となっています。

添付ケーブルの機器側は、解放端（コネクタなし）となっています。

２ ４ ６ ８ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

１ ３ ５ ７ ９ 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

△

１ デジタル入力 ｂｉｔ２４ ２ デジタル入力 ｂｉｔ２５

３ デジタル入力 ｂｉｔ２６ ４ デジタル入力 ｂｉｔ２７

５ デジタル入力 ｂｉｔ２８ ６ デジタル入力 ｂｉｔ２９

７ デジタル入力 ｂｉｔ３０ ８ デジタル入力 ｂｉｔ３１

９ デジタル入力 ｂｉｔ３２ １０ デジタル入力 ｂｉｔ３３

１１ デジタル入力 ｂｉｔ３４ １２ デジタル入力 ｂｉｔ３５

１３ デジタル入力 ｂｉｔ３６ １４ デジタル入力 ｂｉｔ３７

１５ デジタル入力 ｂｉｔ３８ １６ デジタル入力 ｂｉｔ３９

１７ デジタル入力 ｂｉｔ４０ １８ デジタル入力 ｂｉｔ４１

１９ デジタル入力 ｂｉｔ４２ ２０ デジタル入力 ｂｉｔ４３

２１ デジタル入力 ｂｉｔ４４ ２２ デジタル入力 ｂｉｔ４５

２３ デジタル入力 ｂｉｔ４６ ２４ デジタル入力 ｂｉｔ４７(MSB)
２５ ０Ｖ ２６ ０Ｖ

２７ デジタル出力 ｂｉｔ２４ ２８ デジタル出力 ｂｉｔ２５

２９ デジタル出力 ｂｉｔ２６ ３０ デジタル出力 ｂｉｔ２７

３１ デジタル出力 ｂｉｔ２８ ３２ デジタル出力 ｂｉｔ２９

３３ デジタル出力 ｂｉｔ３０ ３４ デジタル出力 ｂｉｔ３１

３５ デジタル出力 ｂｉｔ３２ ３６ デジタル出力 ｂｉｔ３３

３７ デジタル出力 ｂｉｔ３４ ３８ デジタル出力 ｂｉｔ３５

３９ デジタル出力 ｂｉｔ３６ ４０ デジタル出力 ｂｉｔ３７

４１ デジタル出力 ｂｉｔ３８ ４２ デジタル出力 ｂｉｔ３９

４３ デジタル出力 ｂｉｔ４０ ４４ デジタル出力 ｂｉｔ４１

４５ デジタル出力 ｂｉｔ４２ ４６ デジタル出力 ｂｉｔ４３

４７ デジタル出力 ｂｉｔ４４ ４８ デジタル出力 ｂｉｔ４５
４９ デジタル出力 ｂｉｔ４６ ５０ デジタル出力 ｂｉｔ４７(MSB)
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デジタル入力回路

デジタル 内部回路

入力

抵抗470Ω

入力電圧範囲０～＋５Ｖ C-MOSﾊﾞｯﾌｧ

入力リーク電流10μA以下

しきい値 ＴＴＬレベル High Level 最小値 1.7V

Low Level 最大値 0.9V

（注意）入力解放状態では、High/Lowのいずれになるかは不定です。

入力解放状態で入力をプログラムにて読みとると、読みとるごとに０と１

とが変わることがあり、あたかもボードが不安定な動作をしているように

みえてしまいます。

入力の動作試験を行うときは、
入力０とするためには、０～１０ＫΩのシリーズ抵抗にて、

０Ｖに接続してください。

入力１とするためには、０～１０ＫΩのシリーズ抵抗にて、

＋２Ｖ～＋５Ｖの電源に接続してください。

（警告）入力電圧範囲を超える電圧または負電圧を入力すると、

ボードに使用してあるプログラムロジックデバイスが壊れます。

該当する入力回路部分だけでなく、デバイス全体の機能が壊れます。

デジタル出力回路

内部回路 デジタル
出力

抵抗470Ω

C-MOSﾊﾞｯﾌｧ 出力電圧範囲０～＋３．３Ｖ

ＴＴＬ負荷時

最大負荷電流1．5mA

フォトカプラ接続時

最大電流 5mA

（注意）出力電圧のＨｉｇｈレベルは、

最小値で＋２．４Ｖ 最大値で＋３．３Ｖとなっています。
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ＣＮ３ デジタル入出力（グループ３）コネクタ
（16Ｐフラットケーブル用）

基板側 型式 オムロン ＸＧ４Ｃ１６３１
ケーブル側 型式 オムロン ＸＧ４Ｍ１６３０

（注）ケーブル側コネクタはオプション販売品です。

オプション販売品 ３０ｃｍケーブル付きになっています。

機器側は、解放端（コネクタなし）となっています。

２ ４ ６ ８ 10 12 14 16

１ ３ ５ ７ ９ 11 13 15

△

１ デジタル入出力 ｂｉｔ０(LSB) ２ ０Ｖ

３ デジタル入出力 ｂｉｔ１ ４ ０Ｖ

５ デジタル入出力 ｂｉｔ２ ６ ０Ｖ

７ デジタル入出力 ｂｉｔ３ ８ ０Ｖ

９ デジタル入出力 ｂｉｔ４ １０ ０Ｖ

１１ デジタル入出力 ｂｉｔ５ １２ ０Ｖ

１３ デジタル入出力 ｂｉｔ６ １４ ０Ｖ

１５ デジタル入出力 ｂｉｔ７ １６ ０Ｖ

デジタル入出力回路

デジタル 内部回路

入出力

抵抗470Ω

C-MOSﾊﾞｯﾌｧ

抵抗4．7KΩ

内部回路

０Ｖ C-MOSﾊﾞｯﾌｧ

出力enable制御

入力仕様

入力電圧範囲０～＋５Ｖ

しきい値 ＴＴＬレベル High Level 最小値 1.7V

Low Level 最大値 0.9V

出力仕様

出力電圧範囲０～＋３．０Ｖ

ＴＴＬ負荷時 最大負荷電流1．5mA

フォトカプラ接続時 最大電流 5mA
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ＣＮ４ ＵＳＢコネクタ （Ｂタイプ）

（注）ＵＳＢケーブルは、別途に準備ください。

１ ＋５Ｖ電源入力 （消費電流 ８０ｍＡ

ただしデジタル出力負荷電流０のとき）

２ ＵＳＢデータ（－）

３ ＵＳＢデータ（＋）

４ ０Ｖ

ＣＮ５ 電源出力コネクタ （３Ｐ アダプタ基板への電源供給用）

１ ＋５Ｖ電源出力 （最大出力電流 ２００ｍＡ）

２ ＋３．３Ｖ電源出力 （最大出力電流 ＋５Ｖとの合計値で ２００ｍＡ）

３ ０Ｖ

ＣＮ６ configration用コネクタ １０Ｐ ピンヘッダ

configration用のＥＥＰＲＯＭにプロクラムを書込む場合に使用します。

ALTERA社のプログラム書込ツールのピン配置に対応しています。

ユーザサイドでは、このコネクタは使用しないでください。

ＣＮ７ configration用コネクタ １０Ｐ ピンヘッダ（通常は未実装）

ＦＰＧＡのＳＲＡＭに直接にプログラムを書込む場合に使用します。

ＪＴＡＧ用のピン配置になっています。

ALTERA社のプログラム書込ツールのピン配置に対応しています。

ユーザサイドでは、このコネクタは使用しないでください。
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４． 基本機能の送受信データ形式

４．１ デジタル出力コマンド（グループ１およびグループ２）

出力を変更しないで入力データのみを取得する指定もできます。

このページ最下段部分に説明しています。

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｗ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｗ（大文字） デジタル出力コマンド（グループ１，２）識別文字コード
② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号指定

（１６進数文字表記 英字は小文字も可）

ＩＤコードは基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

bit 3 2 1 0

bit2～0 ＩＤコード 7～0

bit3 グループ番号 OFF:グループ１ ON:グループ2

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（英字は小文字も可）

デジタル出力する内容を指定。

× × × × × × 各桁とも１６進数表記

↑ ↑ ↑

グループ１ bit23-20 ↑15-12 ↑ 7-4 ↑ 例
19-16 11-8 3-0

↑ ↑ ↑

グループ２ bit47-44 ↑39-36 ↑31-28 ↑ MSB LSB

43-40 35-32 27-24

bit ３２１０

１にて、出力Ｈｉｇｈレベル ０にて、出力Ｌｏｗレベル

上記②にてグループ２を指定した場合は、デジタル出力bit47～24 が対象と

なります。

１６進数に該当しない文字を指定した場合。

その位置のデジタル出力は、直前に送信したコマンドの同一位置のデータ
となります。

これを、４ｂｉｔ単位の Don't Care として利用することができます。

データの例 Ｗ１Ｘ１２ＸＸＸ

データの省略

③項のデータのすべて、あるいはその途中からを省略することができます。

省略した場合は、上記のDon't Care と同じ扱いになります。

データの例 Ｗ１ Ｗ１Ａ８

bit23～20またはbit47～44の指定位置に、文字Ｒ（大文字）を指定すると、

出力データを変更しないで、入力データの取得のみを指定することができます。

データの例： Ｗ０Ｒ Ｗ８Ｒ または Ｗ０Ｒ０００００ など

出力変更なしで、指定したグルーブの入力データを応答します。
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④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード
キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。通常はキャ

リッジリターンコードを使用してください。使用上の区別については、９項の解

説を参照ください。

（２）動作

ＵＳＢ－ＤＩＯ基板は、基板識別ＩＤコードが一致するＷコマンドを受信すると、直

ちにデータ内容に従って、指定したグループ番号に該当する出力グループのディジタ

ル出力を実行します。この出力は、次のコマンドを受信するまで変化しません。

（参考）電源投入時には、すべてのデジタル出力がＬｏｗになっています。

このコマンドの受信を完了した時点で、入力データをラッチし、指定したグループ番
号に該当するデジタル入力データをホストに返します。レスポンスのデータ形式は、

デジタル入力データ形式（グループ１，２）に記述しています。

CRコード または ＆文字受信

bit23～0 デジタル出力

（グループ番号２のときは

bit47～24）

ここで受信データの指定内容にて変化

bit23～0 デジタル入力

（グループ番号２のときは

bit47～24） 333ns

ここでラッチし、ホストに返す。

図４．１ デジタル出力コマンド受信時の動作
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４．２ デジタル出力コマンド（グループ３）

出力および出力方向を変更しないで入力データのみを取得する指定もできます。
このページ下段部分に説明しています。

（１）データ形式

アスキーコード文字列 ｗ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① ｗ（小文字） デジタル出力コマンド（グループ３）識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード

ＩＤコードは基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

③ ００００００～０ＦＦ０ＦＦ １６進数６桁表記（英字は小文字も可）

入出力方向とデジタル出力内容を指定。

０ × × ０ × × 各桁とも１６進数表記

入出力方向 出力内容

↑ ↑

bit 7-4 ↑ bit 7-4 ↑ 例

3-0 3-0

MSB LSB

bit ３２１０
１にて、出力指定 １にて、出力Ｈｉｇｈレベル

０にて、入力指定 ０にて、出力Ｌｏｗ レベル

入出力方向指定にて、各ｂｉｔを入力として使用するのか出力として使用するの

かを指定します。入力に指定したｂｉｔの出力内容は無視されます。また、

出力に指定したｂｉｔの読取結果は、出力した内容と同じになります。

１６進数に該当しない文字を指定した場合。

その位置のデジタル出力は、直前に送信したコマンドの同一位置のデータ

となります。

これを、４ｂｉｔ単位の Don't Care として利用することができます。

データの例 ｗ１ＸＸ０ＸＸ４
データの省略

③項のデータのすべて、あるいはその途中からを省略することができます。

省略した場合は、上記のDon't Care と同じ扱いになります。

データの例 ｗ１ ｗ１０２

入出力方向bit7～4の指定位置に、文字Ｒ（大文字）を指定すると、

出力データを変更しないで、入力データの取得のみを指定することができます。

データの例： ｗ０Ｒ または ｗ０Ｒ０００００

入出力方向と出力を変更しないで、入力データを応答します。
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④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード
キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。通常はキャ

リッジリターンコードを使用してください。使用上の区別については、９項の解

説を参照ください。

（２）動作

ＵＳＢ－ＤＩＯ基板は、基板識別ＩＤコードが一致するｗ（小文字）コマンドを受信

すると、直ちにデータ内容に従って、グループ３の各bitの入出力方向を設定し、同時

に、出力方向に指定しているbitのデジタル出力を実行します。この出力は、次のコマ

ンドを受信するまで変化しません。

（参考）電源投入時には、すべてのデジタル入出力は入力側になっています。

このコマンドの受信を完了した時点で、入力データをラッチし、グループ３のディジ

タル入力データをホストに返します。レスポンスのデータ形式は、デジタル入力デー

タ形式（グループ３）に記述しています。出力側に指定しているbitの入力データは、

出力内容と同じになります。

CRコード または ＆文字受信

グループ３

bit７～0 デジタル出力

ここで出力側に指定したbitが、受信データbit７～0 の指定内容にて変化

グループ３

bit７～0 デジタル入力

３３３ｎｓ

ここでラッチし、ホストに返す。

図４．２ デジタル出力コマンド受信時の動作
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４．３ サンプリング間隔設定コマンド

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｉ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｉ（大文字 アイ） サンプリング間隔設定コマンド識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード

基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

③ ００００００～０ＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

受信データを実行する間隔を指定。

単位 １μｓ 設定範囲 ５ ～ １,０４８,５７５μｓ

正確な値を設定する場合の注意

実際の実行間隔は、ここに指定する間隔に、

（（送信文字数＋１）／３）μｓ が加算されます。

電源投入時には最小値になっています。

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。

通常はキャリッジリターンコードを使用してください。
使用上の区別については、９項の解説を参照ください。

（２）動作

ＵＳＢ－ＤＩＯ基板は、基板識別ＩＤコードが一致する Ｉコマンドを受信すると、デ

ータ内容に従って「受信データの実行間隔」を設定します。

実行間隔は、このコマンドを受信した直後から、その後に受信するコマンドすべてに

ついて有効になります。

ＵＳＢ－ＤＩＯ基板は、受信バッファに蓄積しているデータを、この間隔にて順次実

行してゆきます。

（参考）電源投入時には、最小値の５μｓになっています。

実行間隔設定内容および利用方法の詳細については、９項の解説を参照ください。

このコマンドに対して、Ｗコマンドと同様に、入力データ（bit23～0）をラッチし、

レスポンスとしてホストに、Ｒデータ（４．４項）を返します。入力データのラッチ

タイミングは、デジタル出力コマンドの場合と同じです。

このコマンドにより、デジタル出力の変化はありません。
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４．４ デジタル入力データ形式（グループ１およびグループ２）
（DACS-1７00 → PC）

ご注意 本項にて説明するデジタル入力データ形式は、パソコンから送信するコマンドで

はありません。パソコンから送信する「Ｗコマンド」などに、ＤＡＣＳ－１７００

が応答するデータ形式を説明しています。

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｒ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｒ（大文字） デジタル入力（グループ１，２）応答識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号

送信コマンドにて指定した番号と同じになります。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

デジタル入力内容。

× × × × × × 各桁とも１６進数表記

↑ ↑ ↑

グループ１ bit23-20 ↑15-12 ↑ 7-4 ↑ 例

19-16 11-8 3-0

↑ ↑ ↑
グループ２ bit47-44 ↑39-36 ↑31-28 ↑ MSB LSB

43-40 35-32 27-24

bit ３２１０

１にて、入力Ｈｉｇｈレベル ０にて、入力Ｌｏｗレベル

送信コマンドにてグループ２を指定した場合は、デジタル入力bit47～24 が

対象となります。

対応するコマンドデータの省略があっても、応答内容には省略はなく、常に固定

長です。

④ 区切りマーク
アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

対応するコマンドの末尾と同じコードを返します。

（２）動作

ＵＳＢ－ＤＩＯ基板は、基板識別ＩＤコードが一致するＷコマンドを受信すると、デ

ジタル入力信号をラッチし、指定したグループ番号に該当するデジタル入力データを、

本形式にてホストに返します。
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４．５ デジタル入力データ形式（グループ３）
（DACS-1７00 → PC）

ご注意 本項にて説明するデジタル入力データ形式は、パソコンから送信するコマンドで

はありません。パソコンから送信する「ｗコマンド」に、ＤＡＣＳ－１７００が

応答するデータ形式を説明しています。

（１）データ形式

アスキーコード文字列 ｒ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① ｒ（小文字） デジタル入力（グループ３）応答識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード

送信コマンドにて指定した番号と同じになります。

③ ００００００～００００ＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

デジタル入力内容。

０ ０ ０ ０ × × 各桁とも１６進数表記

↑

bit 7-4 ↑ 例

3-0

MSB LSB

bit ３２１０

１にて、入力Ｈｉｇｈレベル

０にて、入力Ｌｏｗレベル

対応するコマンドデータの省略があっても、応答内容には省略はなく、常に固定

長です。

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

対応するコマンドの末尾と同じコードを返します。

（２）動作

ＵＳＢ－ＤＩＯ基板は、基板識別ＩＤコードが一致するｗコマンドを受信すると、

グループ３のデジタル入力信号をラッチし、デジタル入力データを、本形式にて

ホストに返します。

出力側に指定しているｂｉｔの入力データは、出力内容と同じになります。
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４．６ デジタル出力状態読取りコマンドデータ形式
（PC → DACS-1７00）

出力 bit47～０ を対象としています。
この機能は ＤＡＣＳ－１７００（標準版）のみ有効です。
入出力専用版、出力専用版では使用できません。

アスキーコード文字列 ｓ ×

↑ ↑ ↑

① ② ③

① ｓ（小文字） デジタル出力状態読取りコマンド識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号指定

（１６進数文字表記 英字は小文字も可）

ＩＤコードは基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

bit 3 2 1 0

bit2～0 ＩＤコード 7～0

bit3 グループ番号 OFF:グループ１ ON:グループ2

③ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定し

ます。
通常はキャリッジリターンコードを使用してください。

使用上の区別については、標準仕様説明書を参照ください。

デジタル出力状態読取りコマンドの応答としてDACS-1700がホストに送信します。

（DACS-1７00 → PC）

アスキーコード文字列 Ｒ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｒ（大文字） 受信データ識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコード（１６進数文字表記 大文字）

送信コマンドにて指定した番号と同じになります。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

デジタル出力状態データ

左端より bit23～20（グループ２指定のとき bit47～44）

右端が bit3～0 （グループ２指定のとき bit27～24）

応答データは、それ以前のＷコマンドにて設定した値です。

対応するコマンドデータの省略があっても、応答内容には省略

はなく、常に固定長です。

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード
または ＆ 文字コード

対応するコマンドの末尾と同じコードを返します。
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５． 入力トリガ送信機能のコマンドと応答

５．１ 入力トリガ（正方向）マスクパターン 設定コマンド

入力信号の正方向（０から１）変化を検出する対象ｂｉｔパターンを指定します。このコマ

ンドをパソコンから送信して、マスクパターンを設定した段階で、入力トリガ機能の動作が

始まります。それまでは、入力トリガ送信機能は無効になっています。

このコマンドにてＯＮを指定した位置のｂｉｔが、入力信号変化検出の対象となり、指定し

たｂｉｔのいずれかが、０から１に変化すると、ＤＡＣＳ－１７００がパソコンに対し、

６．３項の、先頭がＵ文字から始まる文字列にて、デジタル入力状態を自動的に送信します。

マスクパターン設定以降の、最初のトリガのみ有効とする単一トリガモードと、マスクパタ

ーン設定以降のすべてのトリガにてデータ送信をする、連続トリガモードがあります。詳細

は、５．３項のトリガモード設定コマンドをご覧下さい。

（注１）１から０の変化を検出する場合は、後述の ｇ（小文字）コマンドを使用します。
両コマンドにてＯＮを指定したｂｉｔは、 「０から１」と「１から０」の両方の

入力変化を検出します。

（注２）マスクパターンの初期値は ００００００（１６進数）です。

入力トリガ機能設定後に、この機能を無効とするためには、Ｇコマンド、ｇコマン

ドの両方にて、００００００（１６進数）を指定します。

また、このコマンドの応答としては、標準版仕様のＷコマンドの応答と同じ、Ｒレスポンス

として、デジタル入力の状態を返します。

データ形式

アスキーコード文字列 Ｇ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｇ（大文字） 入力トリガ（正方向）マスクパターン設定 識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号指定

（１６進数文字表記 英字は小文字も可）

ＩＤコードは基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

bit 3 2 1 0

bit2～0 ＩＤコード 7～0

bit3 グループ番号 OFF:グループ１ ON:グループ2

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）
正方向マスクパターンを指定

左端より bit23～20 右端が bit3～0

デジタル入力 bit23～0（グループ２のときはbit47～24）マスクパターン

０を指定したｂｉｔ位置のデジタル入力は正方向変化の検出対象とはならない。

１を指定したｂｉｔ位置のデジタル入力が検出対象となり、

入力信号の０から１の変化にて、入力信号状態を自動送信する

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。

通常はキャリッジリターンコードを使用してください。
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５．２ 入力トリガ（負方向）マスクパターン 設定コマンド

入力信号の負方向（１から０）変化を検出する対象ｂｉｔパターンを指定します。このコマ

ンドをパソコンから送信して、マスクパターンを設定した段階で、入力トリガ機能の動作が

始まります。それまでは、入力トリガ送信機能は無効になっています。

このコマンドにてＯＮを指定した位置のｂｉｔが、入力信号変化検出の対象となり、指定し

たｂｉｔのいずれかが、１から０に変化すると、ＤＡＣＳ－１７００がパソコンに対し、

６．３項の、先頭がＵ文字から始まる文字列にて、デジタル入力状態を自動的に送信します。

マスクパターン設定以降の、最初のトリガのみ有効とする単一トリガモードと、マスクパタ

ーン設定以降のすべてのトリガにてデータ送信をする、連続トリガモードがあります。詳細

は、５．３項のトリガモード設定コマンドをご覧下さい。

（注１）０から１の変化を検出する場合は、前述の Ｇ（大文字）コマンドを使用します。

両コマンドにてＯＮを指定したｂｉｔは、 「０から１」と「１から０」の両方の

入力変化を検出します。
（注２）マスクパターンの初期値は ００００００（１６進数）です。

入力トリガ機能設定後に、この機能を無効とするためには、Ｇコマンド、ｇコマン

ドの両方にて、００００００（１６進数）を指定します。

また、このコマンドの応答としては、標準版仕様のＷコマンドの応答と同じ、Ｒレスポンス

として、デジタル入力の状態を返します。

データ形式

アスキーコード文字列 ｇ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① ｇ（小文字） 入力トリガ（負方向）マスクパターン設定 識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号指定

（１６進数文字表記 英字は小文字も可）

ＩＤコードは基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

bit 3 2 1 0

bit2～0 ＩＤコード 7～0

bit3 グループ番号 OFF:グループ１ ON:グループ2

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

負方向マスクパターンを指定
左端より bit23～20 右端が bit3～0

デジタル入力 bit23～0（グループ２のときはbit47～24）マスクパターン

０を指定したｂｉｔ位置のデジタル入力は負方向変化の検出対象とはならない。

１を指定したｂｉｔ位置のデジタル入力が検出対象となり、

入力信号の１から０の変化にて、入力信号状態を自動送信する

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。

通常はキャリッジリターンコードを使用してください。
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５．３ トリガモード設定コマンド

入力トリガマスクパターン設定以降の、最初のトリガのみ有効とする単一トリガモードと、

入力トリガマスクパターン設定以降のすべてのトリガにてデータ送信をする、連続トリガモ
ードのいずれかを、このコマンドにて選択します。入力トリガマスクパターン設定の前に、

必ずこのモード設定を行ってください。初期値は、全bitが単一トリガモードとなっています。

単一トリガモードを選択した場合

前述の入力トリガマスクパターン設定の後に発生する、最初のデジタル入力変化にて

データ自動送信を実行し、その後の変化ではデータ送信を行いません。単一トリガモー

ドで、再度、トリガを有効とするには、もう一度、入力トリガマスクパターンを設定しま

す。

同一のbitに、正方向と負方向の両方を指定した場合は、早く発生した入力変化方向にて

データ送信を実行し、その時点で、両方向ともトリガ無効となります。

また、複数のbitに単一トリガ指定をした場合は、いずれかのbitで、最初に入力変化が発

生した時点で、データ送信を実行し、その後は、単一トリガ指定をした、グループ１およ

びグループ２のすべてのbitについてトリガ無効となります。
入力トリガマスクパターンを設定して後、まだ自動データ送信が行われていないときに、

再度入力トリガマスクパターンを設定しても問題はありません。新しいマスクパターンに

て、あらためて動作を開始します。

連続トリガモードを選択した場合

前述の入力トリガマスクパターン設定の後、デジタル入力変化のつど、データ自動送信

を実行します。連続トリガモードを指定したときは、パソコン側ソフトウェアの処理速度

を考慮して、頻繁な入力変化により、パソコン側の受信バッファがオーバーフローしない

ように、５．４項のサンプリング間隔設定コマンドにより、適切なサンプリング間隔を指

定してください。一般的には １０ｍｓ 以上の間隔が必要となります。

単一トリガモードと連続トリガモードを混在して指定した場合、単一トリガの条件が成立

して、単一トリガbitが無効となっても、連続トリガbitは有効のままとなっています。

また、このコマンドの応答は、６．３項のＶレスポンスとして、受信したデータを、そのま

まのエコーとして返します。Ｗコマンドなどの応答はデジタル入力の状態ですが、トリガモ
ード設定コマンドの応答は、これとは異なることにご注意ください。

データ形式

アスキーコード文字列 Ｈ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｈ（大文字） トリガモード設定 識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号指定

（１６進数文字表記 英字は小文字も可）
ＩＤコードは基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

bit 3 2 1 0

bit2～0 ＩＤコード 7～0

bit3 グループ番号 OFF:グループ１ ON:グループ2

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

トリガモードを指定

左端より bit23～20 右端が bit3～0

デジタル入力bit23～0 （グループ２のときはbit47～24）の

各ｂｉｔに対応するトリガモード

０を指定したｂｉｔ位置のデジタル入力は単一トリガモードとなる。

１を指定したｂｉｔ位置のデジタル入力は連続トリガモードとなる

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード
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５．４ 入力サンプリング間隔 設定コマンド

デジタル入力状態を自動送信する場合の、デジタル入力変化を検出するサンプリング間隔を
設定します。たとえば、この時間を１０ｍｓに設定すると、入力信号のチャタリングなどに

て、１０ｍｓ以内の時間にて複数回の入力変化があっても、１回しかデータの送信を行いま

せん。また、１０ｍｓ以内に信号状態が元に戻るような短いパルス状入力があると、ＤＡＣ

Ｓ－１７００内部の動作タイミングによっては、１度もデータ送信をしないことがあります。

検出する入力信号変化速度に応じて、適切な値を設定してください。

入力Ａ

入力Ｂ

t t t t = ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔

① ② ③ ④

０→１の変化を指定した場合
入力Ａでは③のポイントにて送信 入力Ｂでは④のポイントにて送信

サンプリング間隔の初期値は ５μｓとなっています。また、この時間を設定しただけでは、

入力トリガ送信機能は動作しません。前述のマスクパターン設定コマンドを受信した時点で

動作を開始します。従って、（１）サンプリング間隔、（２）トリガモード （３）マスクパ

ターンの順番にて指定してください。（１）と（２）を設定してのちは、（３）のみを連続

して送信してもかまいません。

また、このコマンドの応答は、６．３項のＶレスポンスとして、受信したデータを、そのま

まのエコーとして返します。Ｗコマンドなどの応答はデジタル入力の状態ですが、サンプリ

ング間隔設定コマンドの応答は、これとは異なることにご注意ください。

データ形式

アスキーコード文字列 Ｋ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｋ（大文字） 入力サンプリング間隔設定 識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード（１６進数文字表記 小文字も可）

基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

入力サンプリング間隔を指定

左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit23～20 無効

bit19～0 入力サンプリング間隔

設定範囲 ００００５～ＦＦＦＦＦ（１６進数）

５ ～ １，０４８，５７５ 単位 1μs

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。

通常はキャリッジリターンコードを使用してください。



- 23 -

５．５ 入力トリガ自動送信データ形式 （DACS-1７00 → PC）

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｕ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｕ（大文字） デジタル入力自動送信 識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード

基板のディップスイッチ設定により決まる。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

デジタル入力内容。

× × × × × × 各桁とも１６進数表記

↑ ↑ ↑

グループ１ bit23-20 ↑15-12 ↑ 7-4 ↑ 例

19-16 11-8 3-0

グループ２の変化があった場合でも、 MSB LSB

グループ１のデータを送信します。

グループ２のデータ送信は行いません。

bit ３２１０
１にて、入力Ｈｉｇｈレベル ０にて、入力Ｌｏｗレベル

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

（２）動作

入力変化の検出を指定したｂｉｔが、指定方向に変化すると、本形式にて、データを

ホストに送信します。

Ｕレスポンスとして返すのは、グループ１のbit23～0のデータのみです。グループ２

のbit47～24が変化した場合でも、bit23～0のデータのみ返します。

また単一トリガを指定したｂｉｔは、ｂｉｔ４７～０すべての単一トリガ指定ｂｉｔ
のトリガマスクをクリアします。
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６． フェイルセーフ機能のコマンド

６．１ フェイルセーフ時間 設定コマンド

フェイルセーフ機能が動作して、デジタル出力をフェイルセーフ出力とする時間を設定しま

す。

この時間を設定しただけでは、フェイルセーフ機能は動作しません。後述のフェイルセーフ

出力パターン設定コマンドを受信した時点で動作を開始します。従って、（１）フェイルセ

ーフ時間、（２）フェイルセーフ出力パターンの順番にて指定してください。

また、このコマンドの応答は、６．３項のＶレスポンスとして、受信したデータを、そのま

まのエコーとして返します。Ｗコマンドなどの応答はデジタル入力の状態ですが、フェイル

セーフ時間設定コマンドの応答は、これとは異なることにご注意ください。

データ形式

アスキーコード文字列 Ｔ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｔ（大文字） フェイルセーフ時間設定 識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード

基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

③ ００００００～００３ＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

フェイルセーフ時間を指定

左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit23～16 無効

bit15～0 フェイルセーフ時間

設定範囲 000１～３ＦＦF（１６進数）

１～16３８３ 単位 1ms（1.024mｓ）

（注）最大値 3FFF（16進数）を指定すると、フェイルセーフ無効となります。

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。

通常はキャリッジリターンコードを使用してください。
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６．２ フェイルセーフ出力パターン 設定コマンド

フェイルセーフ機能が動作したときに出力するデジタル出力パターンを設定します。

このコマンドにて出力パターンを設定すると、フェイルセーフ機能の動作を開始します。

また、このコマンドの応答は、６．３項のＶレスポンスとして、受信したデータを、そのま

まのエコーとして返します。Ｗコマンドなどの応答はデジタル入力の状態ですが、フェイル

セーフ出力パターン設定コマンドの応答は、これとは異なることにご注意ください。

データ形式

アスキーコード文字列 Ｌ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｌ（大文字） フェイルセーフ出力パターン 識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号指定

（１６進数文字表記 英字は小文字も可）

ＩＤコードは基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

bit 3 2 1 0

bit2～0 ＩＤコード 7～0

bit3 グループ番号 OFF:グループ１ ON:グループ2

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

フェイルセーフ出力パターンを指定

左端より bit23～20 右端が bit3～0
デジタル出力bit23～0（グループ２のときはbit47～24）のフェイルセーフ時

のデジタル出力パターン

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。

通常はキャリッジリターンコードを使用してください。
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６．３ 入力トリガ送信設定とフェイルセーフ設定の応答データ形式
（Ｈ，Ｋコマンド、およびＴ，Ｌコマンドの応答

DACS-1７00 → PC）

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｖ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｖ（大文字） 応答識別文字コード

② ０～９，Ａ～Ｆ 基板識別ＩＤコードおよびグループ番号

送信コマンドにて指定した番号と同じになります。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

「Ｈ，Ｋコマンド」または「Ｔ，Ｌコマンド」の

データ覧24bitをそのままエコーとして返します。

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

対応するコマンドの末尾と同じコードを返します。

（２）動作

基板識別ＩＤコードが一致する「Ｈ，Ｋコマンド」または「Ｔ，Ｌコマンド」を受信

すると、レスポンスとして、本形式にて、データをパソコンに返します。
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７． カウンタ機能

ＤＡＣＳ－１７００ には、３２ｂｉｔ長の４個のカウンタを備えており、カウンタ値の読
取りおよび各カウンタのコントロールを、パソコンのＵＳＢインターフェイスを用いて行う

ことができます。

カウント動作は、ＵＰ／ＤＯＷＮカウントモードと、エンコーダ信号などのＡ／Ｂ相入力モ

ードの２種類があり、パソコンからのコマンドにて選択することができます。

また、基準クロック出力として１ＭＨｚと、０．５Ｈｚ(50%duty)を準備していますので、

これらの出力とゲート機能を使用して、パルス幅とパルス周波数の計測を行うことができま

す。

１ カウンタ個数 ４個

２ カウンタビット長 各３２ｂｉｔ

３ 動作モード エンコーダ信号Ａ／Ｂ相入力モード
ＵＰ／ＤＯＷＮカウントモード

パルス周期および幅計測モード

４ 入力信号最高周波数 エンコーダ信号Ａ／Ｂ相入力モード １．５ＭＨｚ

ＵＰ／ＤＯＷＮカウントモード ３ＭＨｚ

５ その他 最終カウント値指定可能

分周パルス出力機能あり

基準クロック出力 １ＭＨｚ

周波数計測ゲート信号用出力 ０．５Ｈｚ

テスト用A/B相信号出力 １ＫＨｚ

＜ 各出力の周波数確度 ±０．０１％ ＞

標準デジタル入出力機能と併用して使用できます。

テスト用出力および分周パルスを出力するデジタル出力のＤＯ１２～Ｄ

Ｏ２３は、カウンタ設定コマンドを送信した時点から、カウンタ機能用

として動作します。初期状態では、出力０(low)となっており、カウンタ

設定コマンドを送信するまでは、標準機能のデジタル出力用として動作

します。
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７．１ カウンタ設定コマンドデータ形式 （PC → DACS-1７00）

アスキーコード文字列 Ｍ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｍ（大文字） カウンタ設定コマンド識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード

基板のディップスイッチ設定と同一とすること。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

カウンタの動作内容を指定
左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit2３～20 カウンタ番号とデータ欄のLow/High word指定

０： カウンタ０番指定 データ欄はLow word

１： カウンタ０番指定 データ欄はHigh word

２： カウンタ１番指定 データ欄はLow word

３： カウンタ１番指定 データ欄はHigh word

４： カウンタ２番指定 データ欄はLow word

５： カウンタ２番指定 データ欄はHigh word

６： カウンタ３番指定 データ欄はLow word

７： カウンタ３番指定 データ欄はHigh word

８： カウンタ０番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はLow word

９： カウンタ０番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word

Ａ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はLow word

Ｂ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word

Ｃ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はLow word

Ｄ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word
Ｅ： カウンタ３番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はLow word

Ｆ： カウンタ３番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word

ホールドレジスタには、各カウンタのゲート信号入力の立ち下がりで、

そのときのカウンタ値をホールドします。

また、パルス間隔計測モードを有効とした場合の動作関しては、

７．３項（４）パルス間隔計測モードの説明を参照ください。
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bit20を０（Low word指定）とした場合

bit19 カウンタスタート

ＯＮ：スタート ＯＦＦ；無指定

bit18 カウンタストップ

ＯＮ：ストップ ＯＦＦ；無指定

bit17 未使用（０としてください。）

bit16 カウンタリセット

ＯＮ ：リセット ＯＦＦ；無指定

以上bit19～16の指定は、カウンタ番号にて指定したカウンタ

全ビット（Low/High wordともに）が対象となります。

bit1５～0 カウント最終指定値 Low word

データ範囲 ００００～ＦＦＦＦ（初期値はＦＦＦＦ）

bit20を１（high word指定）とした場合

bit19 カウンタ動作モードの指定

ＯＮ ：エンコーダA/B相入力動作

ＯＦＦ；UP/DOWN動作（初期状態）

bit18 パルス間隔計測モード ＯＮ にて有効（初期値OFF）

bit17 ゲート機能有効 ＯＮ にて有効（初期値OFF）

bit16 カウント最終指定値にて停止

ＯＮ にて停止 （初期値OFF）

パルス間隔計測モード指定のときは、

ゲート信号入力のフィルタ機能解除として使用

ＯＮ にて解除 （初期値OFF）

以上bit19～16の指定は、カウンタ番号にて指定したカウンタ

全ビット（Low/High wordともに）が対象となります。

bit1５～0 カウント最終指定値 High word

データ範囲 ００００～ＦＦＦＦ（初期値はＦＦＦＦ）

１６進数に該当しない文字を指定した場合。

その位置のデジタル出力は、直前に送信したコマンドの同一位置の

データとなります。

これを、４ｂｉｔ単位の Don't Care として利用することができます。

（注意）直前のコマンドとは異なる種類のコマンドを送信する場合に、

Don't Care を利用すると、出力が不正になります。
データの省略

③項のデータのすべて、あるいはその途中からを省略することができ

ます。省略した場合、

bit23～20は、上記のDon't Care と同じ扱いになります。

bit19～16，bit15～0については、設定値の変更をしません。

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

キャリッジリターン、または＆文字のうちのいずれかを指定します。

通常はキャリッジリターンコードを使用してください。使用上の区別については、

９項の解説を参照ください。
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７．２ カウント値入力データ形式 （DACS-1７00 → PC）

カウンタ設定コマンドの応答としてDACS-1７00がホストに送信します。

アスキーコード文字列 Ｎ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｎ（大文字） カウント値応答識別文字コード

② ０～７ 基板識別ＩＤコード
基板のディップスイッチ設定により決まる。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

指定カウンタのカウント値

左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit2３～20 カウンタ番号とデータ欄のLow/High word

０： カウンタ０番指定 データ欄はLow word

１： カウンタ０番指定 データ欄はHigh word

２： カウンタ１番指定 データ欄はLow word

３： カウンタ１番指定 データ欄はHigh word

４： カウンタ２番指定 データ欄はLow word

５： カウンタ２番指定 データ欄はHigh word
６： カウンタ３番指定 データ欄はLow word

７： カウンタ３番指定 データ欄はHigh word

８： カウンタ０番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はLow word

９： カウンタ０番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word

Ａ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はLow word

Ｂ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word

Ｃ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取指定
データ欄はLow word

Ｄ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word

Ｅ： カウンタ３番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はLow word

Ｆ： カウンタ３番ホールドレジスタ読取指定

データ欄はHigh word

ホールドレジスタには、各カウンタのゲート信号入力の立ち下がりで、

そのときのカウンタ値をホールドします。

また、パルス間隔計測モードを有効とした場合の動作関しては、

７．３項（４）パルス間隔計測モードの説明を参照ください。
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bit19～16 常に０

bit1５～0 カウント値のLowまたはHigh word
データ範囲 ００００～ＦＦＦＦ

LowまたはHigh wordの区別は bit20 にて。

対応するコマンドデータの省略があっても、応答内容には省略はなく、

常に固定長です。

④ 区切りマーク

アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード または ＆ 文字コード

対応するコマンドの末尾と同じコードを返します。
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７．３ 動作

ＤＡＣＳ－１７００基板は、基板識別ＩＤコードが一致するＭコマンドを受信すると、指定
されたカウンタを指示内容に従って設定します。さらに。その時の指定カウンタのカウント

値（３２bit分）をラッチし、ラッチしたデータを識別文字コードＮの文字列データとしてホ

ストに返します。

カウント値のラッチ動作とは、カウント値を送信データ用として保持する動作です。ラッチ

動作があっても、カウンタそのものの動作には影響はありません。

Low wordを指定したＭコマンド送信にて、Low/High wordともに（３２bit分を）ラッチ

します。この後に続く、High wordを指定したＭコマンド送信では、カウント値のラッチを

実行しません。この機能により、(1)Low word指定、(2)High word指定の順にてカウント

値を読取ることにより、正確なデータを読取ることができます。この逆の順序でデータを読

取ると、カウンタ値のLow wordからHigh word への桁上がりがあったときに、正常なデー

タを読取ることができませんので注意が必要です。

また、１６bit長（あるいはそれ以下）のカウント範囲にて使用する場合は、
常にLow word 指定としてＭコマンドを送信することにより、High word側を意識しないで

カウント値を読取ることが可能です。

さらに、High word側のみを続けて読取った場合には、

連続した２回目以降のHigh word読取動作で、無条件にラッチを実行します。これにより、

High word のみを連続して読取ることも可能です。

（１）カウンタのスタート／ストップ

Ｍコマンドの bit19 にて、カウンタをスタート状態とし、bit18にてストップ状態としま

す。このとき、bit20をOFFとして、Ｍコマンドを送信します。スタート／ストップの指
定は、カウンタ番号にて指定したカウンタの、32bit分（Low/High wordとも）が対象

となります。

カウンタをストップしたときは、ストップした時点のカウント値を保持します。

カウンタをスタートしたときは、保持しているカウント値に続けてカウントを実行します。

（２）カウンタリセット

Ｍコマンドの bit1６ をＯＮとすると、カウンタリセット（０クリア）となります。

このとき、bit20をOFFとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。
リセット指定は、Ｍコマンドを送信した時点で有効となり、その後はＯＦＦ扱いとなりま

す。リセット解除の目的で、bit16をＯＦＦとしたデータを送信する必要はありません。

デジタル入力信号のリセット入力ＯＮでも同様に、カウンタをリセットできます。

電源投入直後のカウント値は、０となっています。
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（３）カウンタ動作モードの指定

Ｍコマンドの bit19 にて指定します。

このとき、bit20をＯＮとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。

エンコーダA/B相入力動作 エンコーダより出力するＡ相およびＢ相パルスを入力して、

ＵＰ／ＤＯＷＮカウントを実行します。

UP/DOWN動作 カウントパルスとUP/DOWNステート信号を入力して、

ＵＰ／ＤＯＷＮカウントを実行します。

（４）パルス間隔計測モードの指定

Ｍコマンドの bit18 にて指定します。
パルス間隔計測モードを有効にすると、

その後は、ゲート入力信号（デジタル入力bit3）の立下がりにより、カウンタがリセッ

トされます。またリセット直前のカウント値は、別の内部32bitレジスタにホールドされ

るようになります。すなわち、ゲート入力信号の立下がり時のカウンタの値が、このレジ

スタにホールドされます。

この状態で、

Ｍコマンドの、bit2３～20（カウンタ番号とデータ欄のLow/High word）を８からＦ

としてコマンドを送信すると、ＤＡＣＳ－１７００からは、指定したカウンタの上記ホー

ルド値を応答として返してきます。

利用例その１ カウンタのクロック入力に、

デジタル出力bit12の基準クロック（１ＭＨｚ）を接続しておきます。

ゲート機能無効にて、パルス間隔計測モードを有効にすると、
ゲート入力信号のパルス周期を計測することができます。

利用例その２ カウンタのクロック入力に、

デジタル出力bit12の基準クロック（１ＭＨｚ）を接続しておきます。

ゲート機能有効にて、パルス間隔計測モードを有効にすると、

ゲート入力信号のパルス幅を計測することができます。

ゲート入力信号のチャタリング防止について

ゲート入力信号の立ち上がりおよび立ち下がり時に、チャタリング（リンギング）がある

と、そのときの短いパルス状入力を正規のパルスとみて、パルス間隔の計測をしてしまい

ます。チャタリングのあるゲート入力信号を使用すると、パルス幅もしくはパルス周期が、

正規のパルス幅（周期）ではなく、０またはそれに近い小さな値となって返ってくること

があります。
この問題を解決するために、パルス幅計測モードでは、カウンタをリセットをするタイミ

ングである、ゲート入力信号の立ち下がりで、ゲート入力信号が、約７００μｓ（正確に

は６８３μｓ）の間、連続して ｌｏｗ状態 となることを確認しています。すなわち、

チャタリングがおさまってから、カウンタリセットを実行するようになっています。

パルス幅計測 －－－ パルスカウント可否を決めるゲート入力信号自体には、このフィル

タ機能は働きませんので、パルス幅計測の精度には影響ありません。

パルス周期計測 －－ ゲート入力のHigh->Low変化から、正確に６８３μｓ後にカウン

タリセットを実行し、毎回これを繰り返しますので、パルス周期計

測値には影響しません。

パルス間隔計測モードでのゲート入力信号のパルス幅最小値

ＯＮ側 ０．１７μｓ ＯＦＦ側 ６８３μｓ

（注）ＯＦＦ側に変化するとき、上記値以下の短いパルスが連続すると、ＯＮ側が連続
しているものとみなします。
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パルス間隔計測モードでのゲート入力信号のフィルタ機能の解除方法

Ｍコマンドのbit18をＯＮとして、パルス間隔計測モードを指定するときに、
bit116を同時にＯＮとすると、フィルタ機能を解除できます。

このときのゲート入力信号のＯＦＦ側パルス幅最小値は、 ０．１７μｓ となります。

（５）ゲート機能

Ｍコマンドの bit1７ をＯＮとするとゲート機能が有効となります。

このとき、bit20をＯＮとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。

ゲート機能が無効のときは、ゲート信号入力は無効となります。

ただし、パルス間隔計測モードのときは、ゲート入力信号は

上記（４）項の機能として動作します。

ゲート機能が有効のときは、ゲート信号入力ＯＮ（１）にてカウント動作を開始し、
ゲート信号入力ＯＦＦ（０）にてカウント動作を停止します。

（Ｍコマンドにてスタート／ストップを制御した場合と同じ

動作となります。）

（６）カウント最終指定値にて停止

Ｍコマンドの bit16 をＯＮとすると、カウント値がカウント最終指定値となったときに

カウントを停止する機能が有効となります。

このとき、bit20をＯＮとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。

この機能が有効の場合は、

ＵＰカウントの場合 カウント最終値にて停止します。
ただし、この状態からのＤＯＷＮカウントは機能します。

ＤＯＷＮカウントの場合 カウント値０にて停止します。

ただし、この状態からのＵＰカウントは機能します。

この機能が無効の場合は、

ＵＰカウントの場合 カウント最終値のつぎに、カウンタは０に戻り、

つづけて、カウントを継続します。

ＤＯＷＮカウントの場合 カウント値０のつぎに、カウンタはカウント最終値とな

り、つづけて、カウントを継続します。

カウント最終値を初期状態（ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ）にて使用した場合、３２ｂｉｔ長の

カウンタとして動作します。「カウント最終指定値にて停止」する機能を、無効

（初期状態値）にて使用してください。

ＵＰカウントの場合 カウント最終値 ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ（１６進数）のつぎ
に、０に戻り、つづけて、カウントを継続します。

ＤＯＷＮカウントの場合 カウント値０のつぎに、カウント値 ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ

（１６進数）となり、つづけて、カウントを継続します。

（７）カウンタ番号とデータ欄のLow/High word 指定

Ｍコマンドの bit2３～20 にて指定します。

データ欄のLow/High word の区別指定は、Ｍコマンドの bit15～0 に指定するデータ

が、３２bit長の Low word／High word のいずれになるかを指示するものです。

また、DACS-１７００基板が応答するカウント値も、ここで指定した側のwordデータと

なります。



- 35 -

７．４ 入出力信号仕様

信号仕様詳細は、標準版と同じです。

カウンタ機能専用として、グループ１のデジタル入出力を、次のように配置しています。

デジタル入力 ｂｉｔ０ カウンタ番号 ０ カウントパルス入力

または、エンコーダＡ相入力

１ カウンタ番号 ０ UP/DOWNステート入力

0:UP 1:DOWN

または、エンコーダＢ相入力

２ カウンタ番号 ０ カウンタリセット入力

0:通常 1:リセット

３ カウンタ番号 ０ ゲート入力

0:停止 1:カウント有効

デジタル入力 ｂｉｔ４ カウンタ番号 １ カウントパルス入力
または、エンコーダＡ相入力

５ カウンタ番号 １ UP/DOWNステート入力

または、エンコーダＢ相入力

６ カウンタ番号 １ カウンタリセット入力

７ カウンタ番号 １ ゲート入力

デジタル入力 ｂｉｔ８ カウンタ番号 ２ カウントパルス入力

または、エンコーダＡ相入力

９ カウンタ番号 ２ UP/DOWNステート入力

または、エンコーダＢ相入力

１０ カウンタ番号 ２ カウンタリセット入力

１１ カウンタ番号 ２ ゲート入力

デジタル入力 ｂｉｔ１２ カウンタ番号 ３ カウントパルス入力

または、エンコーダＡ相入力
１３ カウンタ番号 ３ UP/DOWNステート入力

または、エンコーダＢ相入力

１４ カウンタ番号 ３ カウンタリセット入力

１５ カウンタ番号 ３ ゲート入力

（注１） 各入力を無接続（解放状態）としておくと、入力が０もしくは１に確定し

ません。わずかなノイズにより、low/high を繰り返すこともあります。

このため、カウンタとして使用する場合は、各入力を０または１の確定す

るＴＴＬレベルの信号源に接続してください。

使用しない入力は、必ず、０Ｖに接続してください。
（注２） カウンタを使用しない場合、bit0～1５の各入力はデジタル入力として使

用できます。

また、カウンタを使用している状態でも、カウントパルスなどの各入力を
デジタル入力として読取ることができます。
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デジタル出力 ｂｉｔ１２ 基準クロック出力 １ＭＨｚ ５０％duty
＊パルス幅計測用のクロック入力などに使用

１３ 基準クロック出力 ０．５Ｈｚ ５０％duty

＊周波数計測用のゲート信号などに使用

１４ エンコーダ疑似信号 Ａ相出力 １ＫＨｚ

１５ エンコーダ疑似信号 Ｂ相出力 １ＫＨｚ

デジタル出力 ｂｉｔ１６ カウンタ番号 ０ 分周パルス出力

１７ カウンタ番号 ０ ＵＰ/ＤＯＷＮステート

0:UP 1:DOWN

デジタル出力 ｂｉｔ１８ カウンタ番号 １ 分周パルス出力

１９ カウンタ番号 １ ＵＰ/ＤＯＷＮステート

デジタル出力 ｂｉｔ２０ カウンタ番号 ２ 分周パルス出力

２１ カウンタ番号 ２ ＵＰ/ＤＯＷＮステート
デジタル出力 ｂｉｔ２２ カウンタ番号 ３ 分周パルス出力

２３ カウンタ番号 ３ ＵＰ/ＤＯＷＮステート

（注３） 分周パルス出力は、カウント値が最終値となると、low->high または

high->low と変化します。

すなわち、指定カウント値の２倍周期のパルスを出力します。

DOWNカウントではカウント値が０となったときに変化します。

UP/DOWN動作（初期状態）

分周パルス出力の周期 ＝（入力パルスの周期）×（指定最終値＋１）×２

エンコーダA/B相入力動作

分周パルス出力の周期 ＝（入力パルスの周期）×（指定最終値＋１）／２

「カウント最終指定値にて停止」を指定している場合は、出力が変化した

時点で同一方向のカウントを停止します。分周パルスにはなりません。

（注４） カウンタを使用しない場合、bit1２～23の各出力はデジタル出力として

使用できます。カウンタ設定コマンドを送信した時点から、カウンタ機能

用として動作します。初期状態では、出力０(low)となっており、カウンタ

設定コマンドを送信するまでは、標準仕様のデジタル出力用として動作し

ます
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７．５ 入力信号とカウンタ動作

エンコーダA/B相入力動作

入力ＯＮ（TTL high） カウントＵＰ／ＤＯＷＮ境界

Ａ相入力

Ｂ相入力

入力ＯＮ（TTL high） カウントＵＰ／ＤＯＷＮ境界

カウントＤＯＷＮ方向 カウントＵＰ方向

１相分の変化にて４カウントをする、いわゆる４逓倍カウントの動作をします。

ＵＰ／ＤＯＷＮ入力動作

カウントUP カウントDOWN

カウント

パルス入力

high

low

UP/DOWN

ステート入力 high
low

UPステート DOWNステート

入力パルスの最小パルス幅について

基板内部では、入力パルスのサンプリングを、１２．５ＭＨｚ周期にて実行しています。

従って、入力パルスの最小パルス幅は、high側およびlow側ともに、１６０ｎｓ以上が必要と

なります。５０％dutyのパルスで、入力最大周波数は、３ＭＨｚとなります。

また、エンコーダA/B相入力信号の場合は、high側およびlow側ともに、３２０ｎｓ以上が

必要となります。５０％dutyのパルスで、入力最大周波数は、１．５ＭＨｚとなります。
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７．６ サンプルプログラム（ソースリスト添付）の動作

サンプルプログラムを動作させる前に、ＤＡＣＳ－１７００のデバイスドライバをインスト
ールしてください。サンプルプログラムを動作させる場合にインストールするドライバは

「ダイレクトドライバ」です。

ボード上のＤＩＰスイッチはすべてＯＦＦとし、ＩＤ番号を０番としておきます。下記は、

ＩＤ番号を０とセットした場合の説明となっています。スイッチ設定にて０番以外のＩＤ番

号を設定した場合は、ＩＤ指定欄を設定した番号に置き換えて読んでください。

「ＤＡＣＳ－１７００ ディスク３」にある、実行ファイル

Ｄ１７ＤＩＣＮＴ．ｅｘｅ をダブルクリックして、サンプルプログラムを起動してください。

カウンタ機能テスト例

（１） Ｗ０００００００ と入力し、デジタル出力コマンドを送信してみます。
デバイスが正常に動作していれば、Ｒ０－－－－－－ というデータが受信できま

す。

－－ 部分は、ディジタ

ル入力状況により異なり

ます。

（２） さらに、この応答によ

り、接続しているデバイ

スのＩＤ番号が確定しま

すので、この後、サンプ

ルプログラムが、

下記１６個分のコマンド

文字列を、５０ｍｓのく
り返しにて、自動的に送

信し続けます。

Ｍ００ Ｍ０１

Ｍ０２ Ｍ０３

Ｍ０４ Ｍ０５

Ｍ０６ Ｍ０７

Ｍ０８ Ｍ０９

Ｍ０Ａ Ｍ０Ｂ

Ｍ０Ｃ Ｍ０Ｄ

Ｍ０Ｅ Ｍ０Ｆ

（３） 上記の、

Ｍ００ ～Ｍ０Ｆ

送信データの応答とし

て、デバイスから文字列

Ｎ０－－－－－－ が

１６個分返ってきます。

サンプルプログラムは、このデータ文字列の先頭文字がＮであることを確認し、

各カウンタ値を画面表示します。左側が８桁の１６進数表示、右側が１０進数表示

です。表示くり返し時間は、（２）項の送信データの送出くり返し時間と同じ、

５０ｍｓです。

最初は、カウンタがスタートしていませんので、カウンタ値はすべて０となってい

ます。（カウンタ４～７という表示は、カウンタ０～３番のホールドレジスタの値

です。）
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（４） 各カウンタのカウント入力に、適当な信号源を接続してください。

「ＤＡＣＳ－１７００カウンタ機能」には、試験用のクロック出力を準備していま

すので、この信号出力を利用することもできます。

（５） 次のようにキー入力を行って、各カウンタをスタートすることかできます。

Ｍ００８ カウンタ０番がスタートします。

Ｍ０２８ カウンタ１番がスタートします。

Ｍ０４８ カウンタ２番がスタートします。

Ｍ０６８ カウンタ３番がスタートします。

次のようにキー入力を行って、各カウンタをストップすることができます。

Ｍ００４ カウンタ０番がストップします。

Ｍ０２４ カウンタ１番がストップします。

Ｍ０４４ カウンタ２番がストップします。
Ｍ０６４ カウンタ３番がストップします。

次のようにキー入力を行って、各カウンタをリセットできます。

Ｍ００１ カウンタ０番がカウント値０となります。

Ｍ０２１ カウンタ１番がカウント値０となります。

Ｍ０４１ カウンタ２番がカウント値０となります。

Ｍ０６１ カウンタ３番がカウント値０となります。

（６） 各カウンタの動作仕様の設定変更をします。

カウンタ０番を設定するときのキー入力例

Ｍ０００１０００ カウンタ０番のカウント最終値low Wordを

１６進数の １０００（Ｈ） とします。

Ｍ０１９００１０ カウンタ０番のカウント最終値High Wordを

１６進数の ００１０（Ｈ） とします。

カウンタ０番の動作モードを、エンコーダA/B相入力と

します。また、カウント最終指定値にて停止させます。

（７） 次のようにキー入力を行って、カウンタ０番をパルス間隔計測モードとします。

Ｍ０１４ カウンタ０番がパルス間隔計測モード（周期計測）となります。

Ｍ００８ カウンタ０番がスタートします。

カウンタ０の、ゲート入力信号の立下がりから、次の立下がりま

でのカウント数を、カウンタ４として表示します。

基準クロック（１ＭＨｚ）をカウンタ０番のクロック入力に接続

していれば、カウンタ４の表示値は、１μｓ単位でのゲート入力

信号のパルス周期となります。

Ｍ０１６ カウンタ０番がパルス間隔計測モード（パルス幅計測）となりま

す。

カウンタ０の、ゲート入力信号ＯＮ期間のカウント数を、カウン

タ４として表示します。

基準クロック（１ＭＨｚ）をカウンタ０番のクロック入力に接続

していれば、カウンタ４の表示値は、１μｓ単位でのゲート入力

信号のパルス幅（ＯＮ期間）となります。

このほかの設定機能の詳細は、Ｍコマンドの説明の項を参照ください。
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８． ディップスイッチとランプの説明

（１）ディップスイッチの設定

基板上にあるディップスイッチ Ｓ１ にて、ＩＤ番号を設定します。

ＩＤ番号の使用方法については、９項の解説を参照ください。

Ｓ１

ON OFF: 0 ON: 1 ＩＤ番号

ON ③ ② ①

０ ０ ０ ０

０ ０ １ １

１ ２ ３ ４ ０ １ ０ ２
OFF ０ １ １ ３

MSB １ ０ ０ ４

ＩＤ番号を １ ０ １ ５

２進数にて設定 １ １ ０ ６

１ １ １ ７

④ 通常はＯＦＦとして使用

ＯＮとすると、デジタル入力/

出力コネクタの割当てが逆転し

ＣＮ１←グループ２

ＣＮ２←グループ１となります。

図８．１ ディップスイッチの設定

（２）ＬＥＤランプの表示

ＬＥＤランプＰ１（黄色）は電源表示ランプです。ＵＳＢケーブルより＋５Ｖ電源が

供給されると点灯します。

ＬＥＤランプＰ２（緑色）は、デジタル出力のbit23 がＯＮ（１）となると点灯しま

す。

ＣＮ１

ＬＥＤランプ Ｐ２ 緑色

（bit23 がＯＮ（１）
ＣＮ４ となると点灯）

ディップスイッチＳ１

（ＩＤ番号をセットする） ○

○ ＣＮ３

ＣＮ２

ＬＥＤランプ Ｐ１ 黄色

（電源表示）

図８．２ ディップスイッチとＬＥＤランプの位置
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９． 解説

９．１ 接続

ＵＳＢケーブルにて、パソコンとＵＳＢ－ＤＩＯ基板を接続します。ケーブルは別途ご購入

ください。パソコン側がＡタイプコネクタ、ＵＳＢ－ＤＩＯ側がＢコネクタのケーブルを使

用します。ケーブルの最大長は５ｍです。

複数台のＵＳＢ－ＤＩＯを接続する場合で、パソコン側のＵＳＢインターフェイスポートが

不足するときは、汎用ＵＳＢハブを使用して接続可能ポート数を増やしてください。

基板の電源は、パソコンからＵＳＢケーブルを介して供給されますので、基板用に特別な電

源を用意する必要はありませんが、２台以上の基板を使用する場合は、パソコンから供給す

る電源容量が不足しますので、ＵＳＢハブに外部電源を接続して別電源を供給してください。

ＵＳＢハブによっては、接続する機器の条件にかかわらず、必ず外部電源を必要とするもの

もあります。（使用するＵＳＢハブの説明書を参照してください。）

また、ノートパソコンをご使用の場合で、２台以上の基板を使用する場合は、必ずＵＳＢハ
ブに外部電源を供給し、この電源にて基板を動作させるようにしてください。

９．２ ボードＩＤ番号のセット

ボードＩＤ番号をすべて同一（たとえば０）の設定として複数台の基板を動作させたとして

も、特に問題が発生するわけではありません。しかし、基板の故障などにて基板を交換する

ようなことがあると、複数台の基板を接続したシステムで、ＩＤ番号を利用したプログラム

を採用していない場合は、プログラムの一部を変更しない限り、システムが正常に動作しな

くなってしまいます。この理由は下記のとおりです。

一般のＵＳＢ接続機器と同様に、ＵＳＢ－ＤＩＯボードも、ベンダＩＤ、プロダクトＩＤ、

ボードシリアルＮｏ． という番号により区別されています。このうち、ベンダＩＤとプロダ

クトＩＤはＵＳＢ－ＤＩＯシリーズ固有のもので、すべての基板で同一のものとなっていま
す。ボードシリアルＮｏ．については、弊社より出荷するボードごとに個別に異なった番号

が設定されています。このボードシリアルＮｏ．は、基板上のＥＥＰＲＯＭ内に書き込んで

あり、書込プログラムツールを使用しない限り変更することはできません。

このシリアルＮｏ．により、パソコン側のデバイスドライバが、それぞれのボードごとにデ

バイス番号を、０，１，２，３，－－－というように０番からの連番で、割り当てて動作す

るようになっています。（同じシリアルＮｏ．では、デバイスドライバがボードを区別する

ことができません。）

このため、複数の基板を利用しているシステムで、基板の故障などで、一部またはすべての

基板を交換するようなことがあると、デバイスドライバが割り当てるデバイス番号の順番が

変わってしまうことになり、アプリケーションプログラムからみたデバイス対応が、それま

でのものと一致しなくなってしまいます。

単独使用の場合 ボードＩＤ番号は固定（たとえば０）にて使用してください。
仮想ＣＯＭポートドライバを使用した場合、基板を交換すると、

あらたなＣＯＭポートが追加になります。

Ｗｉｎｄｏｗｓのデバイスマネージャーをひらいて、

ＣＯＭポートをもとの番号にもどせば、正常に動作するようにな

ります。

ダイレクトドライバを使用した場合、基板交換があっても、

デバイス番号は０番しかありませんので、そのままで動作します。

複数台使用の場合 ボードＩＤ番号をそれぞれに割り当てて、ディップスイッチにて

設定してください。
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仮想ＣＯＭポートドライバを使用した場合、基板を交換すると、

あらたなＣＯＭポートが追加になります。

Ｗｉｎｄｏｗｓのデバイスマネージャーをひらいて、
ＣＯＭポートをもとの番号にもどせば、正常に動作するようにな

ります。

しかし、すべてのＣＯＭポート番号とボードとの対応が、きちん

と保持できているかどうかを管理するのは、なかなか困難なので、

複数台使用の場合は、仮想ＣＯＭポートドライバではなく、ダイ

レクトドライバを使用することをおすすめします。

ダイレクトドライバを使用した場合、基板交換があるとデバイス

番号の順番が変わります。このため、ボードＩＤ番号をもとにし

たプログラムを作成するようにしてください。

具体的には、デバイス番号とボードＩＤとの対応表をもっておき、

システムの稼働時に、この対応をサーチするといったような方法

となります。

基板と共にご提供している「ダイレクトドライバを使用したサン
プルプログラム」では、この方法を採用しています。

サンプルプログラムのソースファイルを参考にしてください。

９．３ デバイスドライバのインストール

デバイスドライバには、仮想ＣＯＭポートドライバと、ダイレクトドライバの２種類があり

ます。これらのドライバを同時に同じパソコンにインストールすることはできません。ドラ

イバを変更する場合は、ドライバに付属しているアンインストールプログラムを実行して、

先にインストールしているドライバ類を削除して後、新たなドライバをインストールするよ

うにしてください。

対応ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ１０／８／７／Ｖｉｓｔａ／ＸＰ

仮想ＣＯＭポートドライバ

このドライバをインストールすると、拡張ＣＯＭポートが追加となります。

インストール後、ＷｉｎｄｏｗｓのデバイスマネージャーにてＣＯＭポートが増

えていることと、増えたＣＯＭポートの番号を確認してください。

アプリケーションプログラムからは、通常のシリアルポートと同様の扱いにて、

プログラミングができます。

基板と共にご提供しているサンプルプログラムにより、インストール後の動作確

認を行ってください。サンプルプログラムの動作については、９．８項のサンプ

ルプログラムの動作を参照ください。

Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００／ＸＰのアクセサリーにあるハイパーターミナルを用い

ても、同様の動作確認を行うことができます。

ハイパーターミナルの設定
ポート番号 ＣＯＭ３（増設状況により異なる番号となることがあります。）

ビット／秒 最大値（いずれに設定しても特に意味はありません。）

データビット ８

パリティ なし

ストップビット １

フロー制御 ハードウェア

ダイレクトドライバ

アプリケーションプログラムからは、ダイレクトドライバ専用の関数を使用して

ＯＰＥＮ／ＲＥＡＤ／ＷＲＩＴＥ／ＣＬＯＳＥ などを実行します。

複数の基板を使用する場合、あるいは高速動作をさせる必要のある場合は、この

ダイレクトドライバを使用されることをお勧めします。

基板と共にご提供しているサンプルプログラムにより、インストール後の動作確
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認を行ってください。サンプルプログラムの動作については、９．８項のサンプ

ルプログラムの動作を参照ください。

ダイレクトドライバ専用関数の使用方法については、ドライバと共にご提供する
ＰＤＦファイル（英文）とサンプルプログラムのソースファイルを参照してくだ

さい。

インストール方法

インストール方法の詳細は、USB接続デバイス ドライバインストール手順説明

書を参照してください。

９．４ もっともシンプルな使用方法

もっともシンプルな使用方法は、１台のＵＳＢ－ＤＩＯ基板を使用し、デバイスドライバと

して仮想ＣＯＭドライバをインストールした場合です。

標準的なパソコンでは、ＵＳＢ－ＤＩＯは、デバイスドライバのインストールで、ＣＯＭ３

に接続されます。動作試験は添付のサンプルプログラム（仮想ＣＯＭシングル版）にて行い
ます。

（注）パソコンによっては、ＣＯＭ３以外に接続される場合があります。

この場合、Ｗｉｎｄｏｗｓのデバイスマネージャーをひらいて、ＣＯＭ３が使用中か

どうかを確認してください。使用中になっていなければ、ＵＳＢ－ＤＩＯのＣＯＭポ

ートをＣＯＭ３に変更してください。

添付のサンプルプログラム（仮想ＣＯＭシングル版）はＣＯＭ３専用になっています。

ＣＯＭ３が使用中の場合は、後述の仮想ＣＯＭマルチデバイス版サンプルプログラム

を使用するか、もしくはＷｉｎｄｏｗｓのアクセサリーにあるハイパーターミナルを

利用してください。

サンプルプログラム起動後、キーボードから、たとえば Ｗ０１２３４５６（Ｅｎｔｅｒ）

と入力してみてください。ボードＩＤ番号が０に設定してあって、正常に接続できていれば、

Ｒ０００００００ といった応答がかえってきます。

（受信データの最後には、キャリッジリターンコードがありますが、このコードは画面上で
は ・ となるか、全く表示されないかのいずれかになります。）

この使用方法では、パソコンからコマンドを送信し、その応答を待って、次のステップに進

むという、コマンドとレスポンスの１対１対応のハンドシェイク方式となります。

コマンドを送出する繰り返し最小間隔は、およそ２０ｍｓ となります。

この時間間隔は、次のような理由により決まります。

ＵＳＢインターフェイスでは、６４byte長のパケットを使用しています。

また、ＵＳＢ－ＤＩＯ（ＤＡＣＳ－１７００）に使用しているＵＳＢインターフェイスでは、

送出するデータ長が６４byte（ユーザデータは６２byte）となるか、１６ｍｓのタイムアウ

トとなるまで、このパケットを送出しません。ＵＳＢ－ＤＩＯの送信データ長は９byteです

ので、ＵＳＢ－ＤＩＯは、毎回、１６ｍｓのタイムアウトにてデータを送信します。
パソコンからのデータ送信にも、１～２ｍｓの時間がかかりますので、これらの合計時間と

して、繰り返し最小間隔は、およそ２０ｍｓ となります。
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９．５ 複数台のボードを仮想ＣＯＭポートとして使用する

複数台のボードを、仮想ＣＯＭポートとして使用することもできます。

標準的なパソコンでは、ＵＳＢ－ＤＩＯは、デバイスドライバのインストールで、ＣＯＭ３

から順次ＣＯＭ４，ＣＯＭ５ －－－ というように接続されてゆきます。

動作試験は添付のサンプルプログラム（仮想ＣＯＭマルチデバイス版）にて行います。サン

プルプログラムでは、接続しているすべての ＵＳＢ－ＤＩＯボードにデータを送信し、その

応答を待ちます。それぞれのボードに異なったＩＤ番号をセットしていれば、いずれかの１

台がこれに応答してきます。サンプルプログラムでは、応答のあったＣＯＭポートのデータ

をポート番号と共に表示します。

（注）仮想ＣＯＭマルチデバイス版サンプルプログラムにて扱っているポート番号は

ＣＯＭ３，４，５，６，７，８，９ のうち、最大４ポートまでです。これ以外のポー

トは対象にしていません。

複数台のボードを使用する場合、仮想ＣＯＭポートドライバを利用すると、ＣＯＭポート番

号とボードの対応を管理することが難しくなります。複数台のボードを使用する場合は、ダ

イレクトドライバを使用することをお勧めします。

９．６ ダイレクトドライバを使用して応答速度を向上

（注）動作速度に関する以下の説明は、ボードを１台のみ接続し、種々の条件を

最良にした場合です。ＵＳＢハブは使用していません。

ダイレクトドライバを使用することにより、９．４項に記述しているタイムアウト時間を短

縮することができます。
ダイレクトドライバでは、EventCharacter という特殊文字をＵＳＢ－ＤＩＯボードに送信

して登録することができます。ＵＳＢ－ＤＩＯボードでは、この文字を送信データ列にみつ

けると、タイムアウト時間を待たないで、直ちにデータをホスト（パソコン側）に送信しま

す。添付のサンプルプログラム（ダイレクトドライバ マルチデバイス版）では、キャリッジ

リターンコードを、この EventCharacter とし、これにより、１６ｍｓのタイムアウト時間

を解除しています。サンプルプログラムでは、デバイスのＯＰＥＮを行っている直後に、こ

のEventCharacter設定関数を呼び出しています。サンプルプログラムのソースファイルを参

照してください。

一方、パソコン側からＵＳＢ－ＤＩＯボードにデータを転送する間隔については、パソコン

のＵＳＢスケジューラのポーリングサイクルが１ｍｓとなっているために、パソコンからコ

マンドを送出する間隔を、このポーリング時間以下にすることができません。
アプリケーションプログラムで、データ受信（Read）から、次のデータ送信準備（Write）

までを、１ｍｓよりも十分に短い時間で実行できるとすれば、コマンドとレスポンスのハン

ドシェイクを、最短時間の１ｍｓにて、繰り返して行うことができます。

機器制御のような用途で、データ出力とデータ入力を繰り返すような場合、この１ｍｓの時

間間隔が最短の繰り返し時間となります。

サンプルプログラムでは、キー入力データを送信するようになっていますので、この時間を

確認することはできませんが、受信後ただちに次のコマンド送信を実行するように改造すれ

ば、確認をとることができます。（弊社にて、この方法にて最短時間の確認をとっていま

す。）
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９．７ データサンプリングを高速に実行する

（注）動作速度に関する以下の説明は、ボードを１台のみ接続し、種々の条件を

最良にした場合です。 ＵＳＢハブは使用していません。

ＵＳＢ－ＤＩＯボードには、受信バッファ（FIFO BUFFER）として １２８byte、送信バ

ッファ（FIFO BUFFER）として ３８４byte があります。データ計測のような用途では、

このバッファを利用して、最高１０ＫＨｚにてデータサンプリングを実行することができま

す。

（１）均一なサンプリング間隔を確保するために、Ｉ（アイ）コマンドを用いて、サンプリ

ング間隔 （コマンド実行間隔）を設定します。

例 Ｉ０００００６２ ＜－－－末尾は 0D(H)
送信文字数３とした場合の １００μｓ 設定例

（２）次のような複数のコマンドからなる文字列を、ＷＲＩＴＥ関数の呼出しにて、ＵＳＢ

－ＤＩＯ に送信します。

Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０＆Ｗ０

Ｗコマンド１２個を、省略形式にて＆でつなぎます。末尾は 0D(H) とします。

＆は、キャリッジリターンと同様に、各コマンドの区切りとなります。

唯一、キャリッジリターンと異なるのは、＆で区切っているコマンドに対して

は、レスポンスデータの末尾も＆となるため、９．６項にて説明している

EventCharacter とならないことです。

ＵＳＢ－ＤＩＯでは、Ｓコマンドを、０．１ｍｓの間隔にて１２回繰り返し、
送信バッファにたまったデータ列が、６２byteのデータとなるか、またはキャ

リッジリターンのあったところで、レスポンスデータとしてホストに送信しま

す。

さらに、このコマンド列を、あと２回、合計で３回、ＷＲＩＴＥ関数にて送信します。

この回数は、受信バッファを有効に利用するためのものです。

ＵＳＢ－ＤＩＯの受信バッファは１２８byteの容量ですので、ＵＳＢ－ＤＩＯの受信

するデータが、３６×３＝１０８byte となって、これが限界となります。４回送信す

るとバッファがいっぱいになり、ＷＲＩＴＥ関数を呼び出しても、バッファに空きが

できるまで、戻ってこなくなってしまいます。

（３）受信バッファに、ＵＳＢ－ＤＩＯボードからのレスポンス１２個分
（９×１２＝１０８byte）が蓄積されるのを待って、ＲＥＡＤ関数で１０８byteを読取

ります。

ＵＳＢ－ＤＩＯの送信バッファは、３８４byte ありますので、３回分のデータ

（９×１２×３＝３２４byte）が残留してもオーバーフローすることはありません。

もしもオーバーフローがおこると、レスポンスデータの一部が消滅するという致命的

な問題が発生します。

（４）データを受信すると直ちに、（２）項のコマンド列を１回送信します。

（３）と（４）を繰り返して、連続的にサンプリングを実行してゆきます。

弊社にて、上記の方法にてテストプログラムを用いて、最高１０ＫＨｚを確認してい

ます。
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９．８ サンプルプログラムの動作

サンプルプログラムの収納フォルダは、１０項「添付ファイルの内容」をご覧下さい。

（１）仮想ＣＯＭ/シングルデバイス版サンプルプログラム Ｄ１７ＤＩＶＣＳ

対象となるＣＯＭポートは、ＣＯＭ３ に固定しています。

起動後、いずれかのキーを押すと画面上にキー入力内容を表示します。

たとえば Ｗ０１２３４５６（ＥＮＴＥＲ） と入力すると、

このデータをＤＡＣＳ－１７００ に送信し、その送信内容を表示します。

送信内容の表示がない場合は、ＤＡＣＳ－１７００の接続がないか、ＣＯＭ３以外に

なっているか、ドライバのインストールが正常にできていないことが考えられます。

ボードＩＤ番号と送信したデータが一致すれば、ＤＡＣＳ－１７００よりレスポンス

がかえってきます。正常に受信ができれば、この受信データを画面に表示します。

（２）仮想ＣＯＭ/マルチデバイス版サンプルプログラム Ｄ１７ＤＩＶＣＭ

仮想ＣＯＭマルチデバイス版サンプルプログラムにて扱っているポート番号は

ＣＯＭ３，４，５，６，７，８，９ のうち、最大４ポートまでです。これ以外のポー

トは対象にしていません。この条件にて、複数台のＤＡＣＳ－１７００を接続するこ

とができます。サンプルプログラムは、接続しているデバイスを検索し、該当するＣ

ＯＭポート（最大数４）をＯＰＥＮします。

起動後、いずれかのキーを押すと画面上にキー入力内容を表示します。

たとえば Ｗ０１２３４５６（ＥＮＴＥＲ） と入力すると、

このデータを、接続しているすべてのＤＡＣＳ－１７００ に送信し、その送信内容を
表示します。

送信内容の表示がない場合は、ＤＡＣＳ－１７００の接続がないか、ドライバのイン

ストールが正常にできていないことになります。

ボードＩＤ番号と送信したデータが一致するボードから、レスポンスがかえってきま

す。正常に受信ができれば、ＣＯＭ番号と共に、この受信データを画面に表示します。

（３）ダイレクト/マルチデバイス版サンプルプログラム Ｄ１７ＤＩＤＲＭ

ダイレクトドライバを使用し、複数台のＤＡＣＳ－１７００に対応したプログラムに

なっています。
操作仕様は、（２）と同じです。

ボードＩＤ番号を識別するようになっており、最初はすべてのボードにデータを送信

しますが、一度でも該当するボードからの応答を受信すると、その後は、そのデバイ

スにはボードＩＤ番号の一致するデータしか、送信しないようになっています。

上記（１），（２），（３）のサンプルプログラムの動作、およびダイレクト

版ドライバ関数使用方法の詳細については、ソースファイル内に記述している

説明文（和文注釈）を参照してください。

（４）カウンタ機能関連のサンプルプログラム

詳細は、７項の「カウンタ機能」を参照下さい。
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９．９ Ｌｉｎｕｘでの動作

デジタル入出力基板 ＤＡＣＳ－１７００ は、下記のＬｉｎｕｘ にて、ＯＳインストール

時に自動的に仮想ＣＯＭ版相当のドライバが組込まれます。なにも特別な処理をする必要は

ありません。

動作確認済みのＬｉｎｕｘ

ＲｅｄＨａｔ Ｌｉｎｕｘ ９．０

Ｓｕｓｅ Ｌｉｎｕｘ ９．１ Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｆｅｄｏｒａ Ｃｏｒｅ ２

インストール後の動作確認方法

ターミナルを開いて入出力リダイレクトにより、簡単に動作確認を行うことができます。

（１）ｒｏｏｔ権限にてログオンしてください。

（２）グラフィカルモードにて起動してください。

（３）システムツール －－＞ ターミナル にてターミナルを起動してください。

コマンドラインに下記内容をキー入力し、

入力デバイスを ＤＡＣＳ－１７００ にリダイレクトします。

ｃａｔ ＜ ／ｄｅｖ／ｕｓｂ／ｔｔｙＵＳＢ０

（４）システムツール －－＞ ターミナル にて、もう一つ別のターミナルを起動してくだ

さい。

コマンドラインに下記内容をキー入力し、
出力デバイスを ＤＡＣＳ－１７００ にリダイレクトします。

ｃａｔ ＞ ／ｄｅｖ／ｕｓｂ／ｔｔｙＵＳＢ０

出力デバイスをリダイレクトしたこのターミナルにて、たとえば、

Ｗ０００００００ と入力し、ＤＡＣＳ－１７００にデータを送信すると、

先の（３）項にて開いたターミナルに

Ｒ０００００００ というような、ＤＡＣＳ－１７００からの受信データが表示され

ます。
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１０． ファイルの内容

ｄａｃｓ１７００ フォルダに、ＤＡＣＳ－１７００基板関連のファイルを収納しています。
下記のフォルダは、この ｄａｃｓ１７００フォルダのなかにある名前です。

ｄｉｓｋ１

ＦＴｓｅｒｉａｌ

－－＞ 仮想ＣＯＭポート版デバイスドライバおよび説明資料他を格納し

ているフォルダです。仮想ＣＯＭドライバのインストールでは、

このディレクトリーを指定してください。

このディレクトリーにある Ｆｔｄｉｕｎｉｎ．ｅｘｅ は

ドライバのアンインストール実行用です。

ドライバを削除する場合は、Windowsコントロールパネルの

「プログラムの追加と削除」にて
FTDI USB Serial Converter Drivers の削除をします。

ダイレクト版のドライバに交換する場合は、必ず、仮想ＣＯＭド

ライバを削除してください。

（注）このドライバは、チップFT8U245AM(DACS-1700のUSBイ

ンターフェイス部分に使用)を製造している英国ＦＴＤＩ社が、無償配

布しているものです。ＷＩｎｄｏｗｓ以外のＯＳ用ドライバも配布さ

れており、次のサイトから最新版がダウンロードできます

http://www/ftdichip.com

Ｄ１７ＤＩＶＣＳ

－－＞ 仮想ＣＯＭ/シングルデバイス版サンプルプログラムのソースフ
ァイルおよび実行ファイルを格納しているフォルダです。

Ｄ１７ＤＩＶＣＳ．Ｃ ＶＣ６対応ソースファイル

Ｄ１７ＤＩＶＣＳ．ＥＸＥ サンプル実行ファイル

Ｄ１７ＤＩＶＣＭ

－－＞ 仮想ＣＯＭ/マルチデバイス版サンプルプログラムのソースファ

イルおよび実行ファイルを格納しているフォルダです。

Ｄ１７ＤＩＶＣＭ．Ｃ ＶＣ６対応ソースファイル

Ｄ１７ＤＩＶＣＭ．ＥＸＥ サンプル実行ファイル

ｄｉｓｋ２

ＦＴｄｉｒｅｃｔ

－－＞ ダイレクト版デバイスドライバおよび説明資料他を格納している
フォルダです。ダイレクトドライバのインストールでは、このデ

ィレクトリーを指定してください。

このディレクトリーにある ＦＴＤ２ＸＸＵＮ．ｅｘｅ は

ドライバのアンインストール実行用です。

ドライバを削除する場合は、Windowsコントロールパネルの

「プログラムの追加と削除」にて

FTDI FTD2XX USB Drivers の削除をします。

仮想ＣＯＭ版のドライバに交換する場合は、必ず、ダイレクト版

ドライバを削除してください。

（注）このデバイスドライバは、英国ＦＴＤＩ社が無償配布して

いるものです。

Ｄ１７ＤＩＤＲＭ
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－－＞ ダイレクト/マルチデバイス版サンプルプログラムのソースファ

イルおよび実行ファイルを格納しているフォルダです。

Ｄ１７ＤＩＤＲＭ．ＣＰＰ ＶＣ６＋＋ 対応ソースファイル
Ｄ１７ＤＩＤＲＭ．ＥＸＥ サンプル実行ファイル

Ｄ１７ＭＡＮＵ．ｐｄｆ ＤＡＣＳ－１７００ 取扱説明書

Ｄ２ＸＸＰＧ３０．ｐｄｆ ダイレクト版ドライバ関数マニュアル（英文）

ｄｉｓｋ３

カウンタ機能関連のサンプルプログラムを収納しています。

Ｄ１７ＤＩＣＮＴ．ＣＰＰ ＶＣ６＋＋ 対応ソースファイル

Ｄ１７ＤＩＣＮＴ．ＥＸＥ サンプル実行ファイル
詳細は、７項の「カウンタ機能」を参照下さい。

ＶＢｓａｍｐｌｅ

ＶＢ６のサンプルプログラムを収納しています。

Ｄ１７ＤＩＶＢ６

－－＞ 仮想ＣＯＭシングルデバイス版サンプルプログラムのソースファ

イルおよび実行ファイルを格納しているフォルダです。

Ｄ１７ＤＩＶＢＭ

－－＞ 仮想ＣＯＭマルチデバイス版サンプルプログラムのソースファイ

ルおよび実行ファイルを格納しているフォルダです。
Ｄ１７ＤＩＤＲＢ

－－＞ ダイレクト版サンプルプログラムのソースファイルおよび実行フ

ァイルを格納しているフォルダです。

Ｄ１７ＤＩＤＭＢ

－－＞ ダイレクト版（マルチデバイス用）サンプルプログラムのソース

ファイルおよび実行ファイルを格納しているフォルダです。
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ＤＡＣＳ－１７００製品内容

製品の名称 ＵＳＢ接続デジタル入出力基板 ＤＡＣＳ－１７００

標準構成 ＤＡＣＳ－１７００基板 １枚

デジタル入出力接続用ケーブル ＣＮ1(2)用 ３０ｃｍ ２本

（機器接続側はコネクタなしの解放端となっています）

デジタル入出力接続用ケーブル ＣＮ３用 ３０ｃｍ １本

（機器接続側はコネクタなしの解放端となっています）

デバイスドライバ／サンプルプログラム／取扱説明書は

ダウンロードにて

ＤＡＣＳ－１７００販売条件

１． 接続の間違い、誤った取扱いによって、接続したパソコン、または本ボードの

双方またはいずれが故障しても、弊社は一切の責任を負いません。

２． 本基板を使用した装置および機器にて発生する問題について、弊社はいかなる

責任も負いません

製造販売 ダックス技研株式会社
ホームページ http://www.dacs-giken.co.jp

DACS170018326A


