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チャンネル数 シングルエンド �6ch ( 不平衡入力 ) 

分解能 ��bit (�/4096) 

サンプリングレート �00kHz ( 最高速度 ) 

入力レンジ
バイポーラ : ± 0.�, ± 0.�5, ± 0.5, ± �, ± � 5, ± 5, ± �0V

ユニポーラ : ＋ 0.�, ＋ 0.�5, ＋ 0.5, ＋ �, ＋ �.5, ＋ 5, ＋ �0V 

トリガ機能 [�] 入力立上がり / 下りレベル [�] デジタル入力立上がり / 下
がりエッジ [3] ソフトウェア 

パラレル I/O 入力 �bit   出力 �bit (TTL) 

TL-DAQ
LabVIEW 対応 USB 計測 VI ライブラリ

USB データ計測機器対応の LabVIEW 用 VI ライブラリです。
TL-DAQ ライブラリを使用することにより LabVIEW 上で高機能なＵＳＢデータ計測システムが簡単に構築できます。
本格的なデータ計測解析プログラム「LaBDAQ-TLDAQ」 もソースとともにサンプルとして添付されています。

■ 対応USBデータ計測機器

TUSB-1612ADSM-S   ( 16ch 12bit   AD コンバータ )  

TUSB-0412ADSM-SZ   ( 4ch 12bit   BNC ネクタ対応 AD コンバータ )  

チャンネル数 シングルエンド �6ch (BNC コネクタ 不平衡入力 )

分解能 ��bit (�/4096) 

サンプリングレート �00kHz ( 最高速度 ) 

入力レンジ
バイポーラ : ± 0.�, ± 0.�5, ± 0.5, ± �, ± �.5, ± 5, ± �0V

ユニポーラ : ＋ 0.�, ＋ 0.�5, ＋ 0.5, ＋ �, ＋ �.5, ＋ 5, ＋ �0V

トリガ機能 [�] 入力立上がり / 下りレベル [�] デジタル入力立上がり / 下
がりエッジ [3] ソフトウェア

パラレル I/O 入力 �bit   出力 �bit (TTL)

■ 提供VI ライブラリ一覧

基本処理

TLDAQOpenAD AD システムの開始

TLDAQCloseAD AD システムの終了

TLDAQOpenDevice 使用デバイスのオープン

TLDAQCloseDevice 使用デバイスのクローズ

TLDAQErrorMessage エラー内容の取得

デバイス情報・計測条件設定取得

TLDAQGetDeviceInfo デバイスの計測情報取得

TLDAQSetDeviceConfig デバイスの計測条件設定

TLDAQGetDeviceConfig デバイスの計測条件取得

TLDAQDialogDeviceConfig デバイスの計測条件設定

 ダイアログ呼び出し
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基本処理

TLDAQOpenAD AD システムの開始

TLDAQCloseAD AD システムの終了

TLDAQOpenDevice 使用デバイスのオープン

TLDAQCloseDevice 使用デバイスのクローズ

TLDAQErrorMessage エラー内容の取得

デバイス情報・計測条件設定取得

TLDAQGetDeviceInfo デバイスの計測情報取得

TLDAQSetDeviceConfig デバイスの計測条件設定

TLDAQGetDeviceConfig デバイスの計測条件取得

TLDAQDialogDeviceConfig デバイスの計測条件設定

 ダイアログ呼び出し

データ変換

TLDAQConvertToADData 電圧からＡＤデータに変換

TLDAQConvertToVolt ＡＤデータから電圧に変換

計測実行

TLDAQSingleSampling シングルサンプリング実行

TLDAQStartSampling 連続サンプリングを開始

TLDAQStopSampling 連続サンプリングを停止

TLDAQGetDeviceData 連続サンプリングのデータ取得

TLDAQGetDeviceStatus デバイスのステータス取得

ＩＯ入出力

TLDAQReadDio ＩＯの読み込み

TLDAQWriteDio ＩＯの書き込み

ユーティリティ

TLDAQBitBoolToByte ビット論理配列からバイ

 トデータに変換

TLDAQByteToBitBool バイトデータからビット

 論理配列に変換

TLDAQSaveCsvDataFile CSV 形式でのファイル保

 存

■ VI 使用基本サンプル
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■ シングルサンプリングＶＩ使用サンプル

フロントパネル

ブロックダイヤグラム
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■ ＩＯリードライトサンプル

フロントパネル

ブロックダイヤグラム
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■ 高機能データ計測解析ソフトウエア LaBDAQ-TLDAQ

フロントパネル

　VI ライブラリである「TL-DAQ」 を使用した、LabVIEW 上での本格的なデータ計測解析ができるサンプルプログラ

ムです。各ＵＳＢ計測機器の機能をフルに使用したデータ計測が可能です。指定データ点数・連続サンプリング・ト

リガ・プリトリガサンプリング機能・計測データのＣＳＶ形式保存機能等を備えています。
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ブロックダイヤグラム
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■ ラインアップ

すぐに LabVIEW での計測システムが構築可能な �6 チャンネル AD コンバータ付キット

■キット内容

TUSB-1612ADSM-S ･････ �6ch ��bit　AD コンバータ

TL-DAQ ････････････････ LabVIEW 対応 USB 計測 VI ライブラリ

■価格

¥�4�,000

TL-DAQ1612

すぐに LaBVIEW での計測システムが構築可能な 4 チャンネル BNC 対応 AD コンバータ付キット

■キット内容

TUSB-0412ADSM-SZ ････ 4ch ��bit　BNC コネクタ対応 AD コンバータ

TL-DAQ ････････････････ LabVIEW 対応 USB 計測 VI ライブラリ

■価格

¥�4�,000

TL-DAQ0412

TL-DAQ

すでに AD コンバータをお持ちの方へ

■内容

TL-DAQ ････････････････ LabVIEW 対応 USB 計測 VI ライブラリ

■価格

¥ �4,000

※いずれのセットとも動作環境は以下になります。

OS: Windows �000 XP VISTA 各 3�bit 版

LabVIEW: LabVIEW�.5 以降
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0�9-95�-��43 (9:00 ～ ��:00)
0�9-95�-��43
support@labnet.co.jp

お問い合わせは

〒 �90-0944 愛媛県松山市古川西 � 丁目 ��-�4

株式会社  松山アドバンス
TL-DAQ の詳細や各種ドキュメントについては以下のページから入手できます。
http://www.labnet.co.jp/pacsoft/tldaq.html

TL-DAQ Win�000・XP・VISTA 各 3�bit版

T E L
F A X
Email

動作環境  PC 本体：IBM PC/AT 互換機　本体メモリ：3�MB（推奨：64MB 以上）
 使用ディスク：ハードディスク �0MB 以上　対応 OS：Windows�000・XP・VISTA 各 32bit
 版　LabVIEW�.5 以降

�009.06


