
１２ビットＤ／Ａ
ＤＡＭ－２０２ＲＳ ＲＳ２３２Ｃ Ｄ／Ａユニット

□概要と特長

本機はＲＳ２３２Ｃインターフェースを持った１２ビットＤ／Ａコン
バータです。

Ｄ／Ａ変換・電圧出力部は２ＣＨあり、それぞれ、６種類の出力電圧
を選択できます。その他に８ビットの入力ポート、７ビットのステー
タス入力を装備しています。

ホストコンピュータからＲＳ２３２Ｃを通して２ＣＨの出力電圧を制
御したり、端末側の入力ポートやステータス入力を監視したりするこ
とができます。

ボーレート、パリティ、ストップビットはディップスイッチで切り替
えることができます。

別売の Excelソフト「ＷＡＶ－２０２ＲＳ」と組み合わせて任意波形
発生器として使用することができます。

□機能の概略 □応用

◇ 電圧出力の制御、入力ポートの入力、本機の動作状態や ★ 遠隔制御／監視
ステータス入力の読み込みなどの操作をＡＳＣＩＩ文字列 パソコンやシーケンサから離れた場所で機器の制御を行
のコマンドで行うことができます。 うシステムに適しています。（最長目安２００ｍ）

◇ ２５６Ｋデータの大容量バッファメモリを搭載している ★ パソコンの拡張
ので、あらかじめバッファメモリにＤ／Ａデータを転送し 拡張スロットの無いノート型ＰＣ、拡張スロットの少な
てから、一定間隔・繰り返し電圧波形を出力することがで いデスクトップＰＣなどでＣＯＭポートが有れば使用で
きます。 きます。

◇ ビット単位、バイト単位の入力コマンド、バッファリン ★ 任意波形発生器
グ機能などもあります。 本機に内蔵されてるバッファメモリに任意の電圧波形デ

ータを記憶させ、繰り返し出力させることができます。

□入力関連コマンド（抜粋） □電圧出力関連コマンド（抜粋）
INPUTコマンドセット OUTPUTコマンドセット

コマンド パラメータ 備考 コマンド パラメータ

:INPut :OUTput ﾁｬﾝﾈﾙ名称,出力ﾃﾞｰﾀ
[:DATA]? ﾋﾞｯﾄ名称,ﾃﾞｰﾀ数

ﾊﾞｲﾄ名称,ﾃﾞｰﾀ数
:FORMat ﾃﾞｰﾀ形式 ﾃﾞｰﾀ形式の指定

□バッファリング機能関連コマンド（抜粋）

□ステータス関連コマンド（抜粋） MEMORYコマンドセット

STATUSコマンドセット コマンド パラメータ 備考

コマンド パラメータ 備考 :MEMory
ﾌﾞﾛｯｸ番号,ﾜｰﾄﾞ数 メモリ領域容量の指定確保

:STATus :ASSign
:EXTernal :WRITe ﾌﾞﾛｯｸ番号 指定領域の書込ﾎﾟｲﾝﾀを

:TRANSition 数値(0～255) イベント発生 :INITialize 初期化
条件の設定 ﾌﾞﾛｯｸ番号,ﾃﾞｰﾀ列 書込ﾎﾟｲﾝﾄから書込み、
０＝HighからLow [:NEXT] 書込ﾎﾟｲﾝﾄを次へ移す。
への変化で発生
１＝LowからHigh :READ ﾌﾞﾛｯｸ番号 指定領域の読出ﾎﾟｲﾝﾀを
への変化で発生 :INITialize 初期化

:ENAble 数値(0～255) イベント発生によ ﾌﾞﾛｯｸ番号,ﾜｰﾄﾞ数 読出ﾎﾟｲﾝﾄから読出し、
るステータス送信 [:NEXT]? 読出ﾎﾟｲﾝﾀを次へ移す。
の禁止／許可 ﾌﾞﾛｯｸ番号,ﾃﾞｰﾀ形式 読出ﾃﾞｰﾀ形式を指定する
０＝禁止、 :FORMat
１＝許可

:TRANSition? イベント発生条件
をクエリする PLAYコマンドセット

:EVEnt? イベントの発生
状況をクエリする コマンド パラメータ 備考

:ENAble? イベント発生に
よるステータス送 :PLAY
信の禁止／許可を :CLOCk
クエリする :LEVel ﾁｬﾝﾈﾙ名称,ｸﾛｯｸｿｰｽのﾚﾍﾞﾙ値 ﾚﾍﾞﾙ値の設定

:CONDition? 条件レジスタを 設定値は1～10000000
クエリする (m秒)

:REPeat ﾁｬﾝﾈﾙ名称,回数(0～1000000) 繰り返し回数の設定
０を指定すると無限

ﾁｬﾝﾈﾙ名称,ﾌﾞﾛｯｸ番号,ﾃﾞｰﾀ数 プレイ入出力の
割り当て

[:STARt] ﾁｬﾝﾈﾙ名称,指令 指令は下記のいずれか
ENAble,DISable



□ブロック図 □ＤＡＭ－２０２ＲＳ外観

□主な端末側信号機能

信号名称 機 能 論理 入出力
A0 OUT Ｄ／Ａ出力ＣＨ０の出力電圧 出力
A1 OUT Ｄ／Ａ出力ＣＨ１の出力電圧 出力

TD1～TD8 デジタル入力ポートの入力データ信号 正 入力
TD-CLK 入力データを入力するタイミングを示す 負 出力

入力データと同時にLowにすることに
EOD 負 入力

よりデータが最終であることを示す信号
外部回路がデータを入力する準備が

READY 負 入力
できていることを示す信号

外部ステータス入力信号
ST1～ST8 負 入力

ステータス（STB）送信を要求する信号
本機を電源投入時と同じ初期状態に 負 入力

RES-IN
するための信号

R&C RES-INとの折り返し信号 負 出力
*TRG（トリガ）コマンドを受信したこと

TRG 負 出力
を示す

□総合仕様

ボーレート 300,600,1200,2400,4800,9600,19200（DIPSWで選択）

パリティ なし、奇数、偶数（DIPSWで選択）
シリアルＩ／Ｆ

ストップビット １ビット、２ビット（DIPSWで選択）

データ長 ８ビット（変更不可）

使用信号 送信（ＴｘＤ）、受信（ＲｘＤ）

２ﾁｬﾝﾈﾙ、分解能１２ビット、
Ｄ／Ａ出力

電圧（０～＋５Ｖ、０～＋１０Ｖ、±５Ｖ、±１０Ｖ、０～ー５Ｖ、０～ー１０Ｖ）
データ入力 ８ビット、正論理
ステータス ７ビット、負論理

ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘ容量 ２５６Ｋワード（２５６Ｋデータ）
消費電力 ＡＣ１００Ｖ±１５％ ２２ＶＡ以下
使用環境 ０℃～４５℃（結露しないこと）

外形寸法 ＊１ ２１０Ｗ×１８７Ｌ×３８Ｈ（ｍｍ）
取扱説明書 １部
コマンド説明書 １部

付属品
コネクタ（ＵＦＳ４０Ｂ－０４） １個

端末側コネクタ用
コンタクトピン（ＵＦＳ－６６） ４０個

ＡＣ電源用 インレットコード １組
予備ヒューズ ガラス管ヒューズ１Ａ １個

＊１：外形寸法はコネクタなどの突き出し部分を含みません。

このカタログは2002年11月14日現在の内容です。
今後、改良のため仕様を変更することがあります。
ご購入の際は、最新の仕様などをご確認ください。

〒182-0024 東京都調布市布田1丁目44番地3 高橋ビル
TEL 0424(87)9564 FAX 0424(82)9138
E-mail info@mci-eng.co.jp
URL http://www.mci-eng.co.jp/
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