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はじめに
このたびは，コントロールツールキットfor MATLAB(Model 707747)をお買い上げいた
だきましてありがとうございます。
このユーザーズマニュアルは，コントロールツールキットfor MATLABのインストール方
法，関数などについて記述したものです。Model 707741 WEコントロールAPIユーザー
ズマニュアル(IM 707741-61J)とあわせてご使用ください。
お読みになったあとは，ご使用時にすぐにご覧になれるところに，大切に保存してくださ
い。ご使用中に取り扱いがわからなくなったときなどにきっとお役に立ちます。

ご注意
●本書の内容は，コントロールツールキット for MATLAB Ver. 1.03に対応しています。

このバージョン以外のコントロールツールキット for MATLABをお使いのときは，本

書に記載の内容と異なることがあります。

●本書の内容は，性能・機能の向上などにより，将来予告なしに変更することがあります。
●本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づきのこ
とがありましたら，お手数ですが，裏表紙に記載の当社支社・支店・営業所までご連絡
ください。

●本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。

商　標
●MATLABは，米国The MathWorks, Inc.の登録商標です。
●Microsoft，WindowsおよびWindows NTは，米国Microsoft Corporationの米国お
よびその他の国における登録商標または商標です。

● AdobeおよびAcrobatは，Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商
標です。

●その他の各製品名は，各社の商標，または登録商標です。

履　歴
2003年1月 初版発行
2003年4月 2版発行

Disk No. WE22

2nd Edition: April 2003 (YK)

All Rights Reserved, Copyright © 2003 Yokogawa Electric Corporation
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ソフトウエア使用許諾契約書

ご使用前に必ずお読みください。
このたびは横河電機株式会社のソフトウエアをご購入いただきまして誠にありがとうございます。お客様がこのパッケージを開封された場合には，下記の「ソフトウエア
使用許諾契約書」に同意したものとみなします。横河ソフトウエアは当社の著作物であり，同ソフトウエアを開封のうえ，インストールし，ご使用されるにあたっては，
下記の「ソフトウエア使用許諾契約書」を必ずお読みのうえ，ご承諾いただくようお願いします。ご承諾いただけない場合には，パッケージを開封しないでください。

ソフトウエア使用許諾契約書
お客様が本ソフトウエア使用許諾契約書(以下，「本契約」といいます)に合意することを条件として，横河電機株式会社(以下，「当社」といいます)は，包装されたソフト
ウエア製品(以下，「横河ソフトウエア」といいます)の使用権をお客様に許諾します。なお，当社は，横河ソフトウエアの使用権をお客様に許諾するものであり，横河ソフ
トウエアを販売するものではありません。
製品 ：コントロールツールキットfor MATLAB (Model 707747)
ライセンス数 ：1ライセンス

第1条(適用範囲)
1. 本契約は，当社がお客様に提供する横河ソフトウエア製品に適用するものとします。
2. 横河ソフトウエアは，それに含まれる一切の技術，アルゴリズム，およびプロセスを包含するものとします。

第2条(使用権の許諾)
1. お客様は，横河ソフトウエアについて，別途合意した使用料を対価として，前文に定めるライセンス数に対応する台数のコンピュータに限りインストールできるものと
し，当社は，お客様の自己使用を目的とした，非独占的かつ譲渡不能の使用権(以下「使用権」といいます)を許諾します。

2. お客様は，当社の事前の書面による承諾なしに，横河ソフトウエアを第三者に頒布，転貸，複製，譲渡，質入，伝送もしくは再使用権を許諾しないものとします。
3. お客様は，バックアップ目的として一組のみ横河ソフトウエアを複製する以外は，横河ソフトウエアの全部または一部を複製しないものとします。また当該複製物の保
管および管理については厳重な注意を払うものとします。

4. お客様は，いかなる理由においても横河ソフトウエアをダンプ，逆アッセンブル，逆コンパイル，リバースエンジニアリングなどによるソースプログラムその他人間が
読み取り可能な形式への変換もしくは複製または横河ソフトウエアの修正もしくは他の言語への翻訳など，提供された形式以外に改変しないものとします。また，当社
は，別に同意しない限り，お客様にソースプログラムを提供しないものとします。

5. 横河ソフトウエアおよびそれらに含まれる一切の技術，アルゴリズム，およびプロセスなどのノウハウは，当社または当社に対し再使用許諾を含む使用許諾権を付与し
ている第三者の固有財産であり，当社または当社に対し再使用許諾権を付与している第三者が権利を有しているものであり，お客様に権利の移転や譲渡を一切行うもの
ではありません。

6. 当社は，横河ソフトウエアに保護の機構(コピープロテクト)を使用または付加することがあります。当該コピープロテクトを除去したり，除去を試みることは認められ
ないものとします。

7. 横河ソフトウエアには，当社が第三者から再使用許諾を含む使用許諾権を付与されているソフトウエアプログラム(以下「第三者プログラム」といい，当社の関連会社
が独自に製作・販売しているソフトウエアプログラムもこれに含みます)を含む場合があります。かかる第三者プログラムに関し，当社が当該第三者より本契約と異な
る再使用許諾条件を受け入れている場合には，別途書面により通知される当該条件を遵守していただきます。

第3条(特定用途に関する制限)
1. 横河ソフトウエアは，下記の各号を目的として，製作または頒布されるものではありません。
(a)航空機の運行または船舶の航行や，これらを地上でサポートする機器の立案，設計，開発，保守，運用および使用されること。(b)原子力施設の立案，設計，開発，
建設，保守，運用および使用されること。(c)核兵器，化学兵器または生物兵器の立案，設計，開発，保守，運用および使用されること。(d)医療機器などの人身に直接
関わるような状況下で使用されることを目的に立案，設計，開発，保守，運用および使用されること。

2. お客様が前項の目的で横河ソフトウエアを使用する場合には，当社は当該使用により発生するいかなる請求および損害に対しても責任を負わないものとし，お客様は，
お客様の責任においてこれを解決するものとし，当社を免責するものとします。

第4条(保証)
1. 横河ソフトウエアは，当該製品完成時または出荷時の現状のままでお客様に提供されるものとし，お客様は，これに合意するものとします。横河ソフトウエアの記録媒
体に破損，損傷が発見された場合は，開封後7日間に限り無償で交換をいたします(お客様の費用で当社の指定するサービス拠点に当該ソフトウエア製品の記憶媒体を送
付していただくものとします)が，いかなる場合であっても横河ソフトウエアに瑕疵のないこと，的確性，正確性，信頼性もしくは最新性などの品質上または性能上の
明示または黙示の保証をするものではありません。また，横河ソフトウエアが他のソフトウエアとの間で不整合，相互干渉などの影響のないことを保証するものでもあ
りません。

2. 前項の規定に関わらず，横河ソフトウエアに第三者プログラムが存在する場合の保証期間，保証条件については，かかるプログラムの供給者の定めるところによるもの
とします。

3. 当社は，自己の判断により必要と認めた場合，横河ソフトウエアに関するレビジョンアップおよびバージョンアップ(以下，アップデートサービスといいます)を実施す
ることがあります。

4. 前項の定めにも拘らず，当社は，いかなる場合であってもお客様により改変または修正された横河ソフトウエアに関するアップデートサービスについては，第三者によ
り改変・修正された場合を含め，一切対応しないものとします。

第5条(特許権，著作権の侵害に関する損害賠償責任)
1. お客様は，横河ソフトウエアについて，第三者から特許権，商標権，著作権その他の権利に基づき使用の差し止め，損害賠償請求などが行われた場合は，書面にて速や
かに請求の内容を当社に通知するものとします。

2. 前項の請求などが当社の責に帰すべき事由による場合は，その防御および和解交渉について，お客様から当社に防御，交渉に必要なすべての権限を与えていただき，か
つ必要な情報および援助をいただくことを条件に，当社は自己の費用負担で当該請求などの防御および交渉を行い，前項記載の第三者に対して最終的に認められた責任
を負うものとします。

3. 当社は第1項における請求またはその恐れがあると判断した場合は，当社の選択により，当社の費用で下記のいずれかの処置を取るものとします。
(a)正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウエアの使用を継続する権利を取得する。(b)第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウエア製品と交換する。(c)
第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウエアを改造する。

4. 前項各号の処置がとれない場合，当社は，お客様から当社にお支払い頂いた第2条第1項に定める使用料の対価を限度として損害を賠償するものとします。

第6条(責任の制限)
本契約に基づいて当社がお客様に提供した横河ソフトウエアによって，当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は，当社は，本契約の規定に従って対応
するものとしますが，いかなる場合においても，派生損害，結果損害，その他の間接損害(営業上の利益の損失，業務の中断，営業情報の喪失などによる損害その他)につい
ては一切責任を負わないものとし，かつ当社の損害賠償責任は，かかる横河ソフトウエアについてお客様からお支払いを受けた第2条第1項に定める使用料の対価を限度と
します。なお，当社が納入した製品をお客様が当社の書面による事前の承諾なく改造，改変，他のソフトウエアとの結合を行い，またはその他基本仕様書または機能仕様
書との相違を生ぜしめた場合は，当社は一部または全ての責任を免れることができるものとします。

第7条(輸出規制)
お客様は，事前に当社の同意を得た場合を除き，横河ソフトウエアを，直接，間接を問わず輸出または他国に伝送しないものとします。

第8条(本契約の期間)
本契約は，お客様が横河ソフトウエアを受領した日から，契約解除されない限り，お客様または当社が相手方に対し，1ヶ月前に書面による通知によって当該ソフトウエア
製品の使用を終了させるまで，またはお客様の横河ソフトウエアの使用終了時まで，有効とします。

第9条(使用の差止め)
横河ソフトウエアの使用許諾後といえども，使用環境の変化または許諾時には見出せなかった不適切な環境条件が見られる場合，その他横河ソフトウエアを使用するに著
しく不適切であると当社が判断した場合には，当社はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとします。

第10条(解除)
当社は，お客様が本契約に違反した場合には，何ら催告を要することなく通知をもって本契約を解除できます。ただし，本契約終了または解除後といえども第5条，第6条
ならびに第11条は効力を有するものとします。

第11条(管轄裁判所)
本契約に関して生じた紛争，疑義については，両者誠意を持って協議解決するものとします。ただし，一方当事者が他方当事者に協議解決をしたい旨の通知後90日以内に
両当事者間で協議が整わない場合は東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的管轄裁判所とします。

以上
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本書の読み方

本書は，本ソフトウエア独自の設定やMATLAB用の関数などについてだけ記載し，Model
707741 WEコントロールAPIのユーザーズマニュアル(IM 707741-61J)とあわせてお読
みいただくことを前提に作られています。
各関数設定の詳細，アスキーコマンドの設定などについては，WEコントロールAPIのユー
ザーズマニュアル(IM 707741-61J)をお読みください。
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1. 概要

「コントロールツールキットfor MATLAB」は，WE7000をコントロールするためのインタフェース関
数(WEコントロールAPI)をベースに用意したツールキットです。このツールキットを使うことにより，
The MathWorks, Inc.のMATLAB上のアプリケーションソフトウエアを作成することが可能です。

インストールされるmex関数群について

WEコントロールツールキットfor MATLABは，次のmex関数群から構成されています。各mex関数
は，WEコントロールAPIの関数と1対1に対応しています。
・初期化

使用する通信モジュールに応じて，通信方法の選択や通信設定などを設定できます。計測ステーショ
ンの初期化を行います。

・ハンドル・リンク

ステーションハンドルの取得，モジュールハンドルの取得，リンクハンドルの取得，およびハンドル
の解放を行います。

・計測ステーションの制御

計測ステーション名リストまたは情報の取得，計測ステーションのスタンバイ電源の制御，リスター
トなどを行います。

・モジュール制御

モジュール情報の取得を行います。
・設定

現在設定の初期化，プリセット値の初期化，設定情報の保存/更新/コピー，スケール変換情報の設
定/取得，各設定値の設定，設定情報の取得を行います。

・連携機能

計測ステーションのトリガバスの設定，EXT I/Oコネクタの入出力設定，TRIG IN端子の入力，極性
設定，タイムベースソースの設定，アーミング信号の設定，および設定の取得を行います。

・GUI制御

モジュール操作パネルの表示/消去，トリガ設定ダイアログボックスの表示/消去，スケール変換設
定ダイアログボックスの表示/消去を行います。

・計測制御

計測モジュールの動作のスタート/ストップ/シングルスタート，ラッチコマンドの発行，アクイジ
ションデータの読み出し，瞬時値データの読み出し，スケール変換後のデータ読み出し，波形パラ
メータの自動計測値の読み出し，パターンデータの保存/ロード，オーバーラン検出の設定を行いま
す。

・波形パラメータの演算

波形パラメータの演算の実行，生データによる波形パラメータの演算の実行を行います。
・ 4ch 100kS/s D/AモジュールWE7281用フィルタAPI

指定ファイルの波形データをs16，w32，w7281形式に変換を行います。
・その他

ブロックの計測が終了したかどうかの問い合わせを行います。

この他に，ファイル操作関数があります。

対応OS

Microsoft Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0，Windows 2000 Pro またはWindows XP
Professional/Home Edition

対応開発環境

MATLAB 6.1(R12.1)または6.5(R13)

Note
本ソフトウエアをご使用になる場合，別売のWEコントロールAPI(形名707741)が必要です。



1-2 IM 707747-61J

インストールされるファイルについて

「コントロールツールキットfor MATLAB」をインストールすると， MATLABが保存されているディレ
クトリ(MATLAB6.5のデフォルトでは，C:¥MATLAB6p5¥toolbox)の下に「¥YOKOGAWA¥WE7000」
のディレクトリが作成され，下記のファイルがコピーされます。
IM707747-61J.pdf ユーザーズマニュアル
*.dll WEコントロール用mex関数
*.m，*.fig サンプルプログラム
readme*.txt サンプルプログラムの説明

Note
MATLABをデフォルトのディレクトリ以外にインストールしている場合は，ツールキットをインストールする際
のディレクトリを変更してください。
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2. インストール

ここでは，「コントロールツールキットfor MATLAB」をインストールする手順について説明します。
「コントロールツールキットfor MATLAB」をインストールする前に，WE7000コントロールソフトウ
エアおよびWEコントロールAPIがインストールされている必要があります。

1. パーソナルコンピュータ本体の電源を入れ，Windowsを立ち上げた状態にします。
2. CD-ROMドライブに「コントロールツールキットfor MATLAB」セットアップディスクを挿入する

と，自動的にインストーラが起動し，下図のダイアログボックスが表示されます。自動的に起動し
ない場合は，[スタートメニュー]の[ファイル名を指定して実行]を選択し，表示されるダイアログ
ボックスで，[名前]にCD-ROMの[disk1]ディレクトリにある[setup.exe]を指定し，[OK]ボタンを
クリックすると，下図のダイアログボックスが表示されます。
[次へ]をクリックします。

3. 使用許諾契約書に同意していただくために，下図のようなダイアログボックスが表示されます。使
用許諾契約書を確認し，[使用許諾契約の条項に同意します]のラジオボタンをクリックしたのち，
[次へ]をクリックします。
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4. 使用者のお名前および所属を登録するための下図のようなダイアログボックスが表示されます。各
テキストボックスに，設定内容を入力したのち，[次へ]をクリックします。

5. MATLABをデフォルトでインストールした場合は，[次へ]をクリックします。
MATLABをデフォルト以外にインストールした場合は，[カスタム]のラジオボタンをクリックした
のち，[次へ]をクリックして，インストール先を変更して[次へ]をクリックします。
インストールの開始を確認するためのダイアログボックスが表示されます。

6. [インストール]をクリックします。
インストールが開始され，インストール状況を示すダイアログボックスが表示されます。
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7. インストールが完了したことをお知らせするダイアログボックスが表示されるので，[完了]をク
リックします。

Note
MATLABを初期設定以外のディレクトリにインストールしたときは，コントロールツールキットfor MATLABの
インストール先のディレクトリを変更してください。
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3. パスの設定

MATLABがファイルを自動で探す場所を定義するための設定です。コントロールツールキットをインス
トールした後に，MATLABを起動して行います。通常，MATLABは，プログラムやコマンドが実行さ
れたときにカレントディレクトリでファイルを探します。カレントディレクトリにファイルが存在しな
いときは，パスの設定に従います。

1. ファイルメニューから，パスの設定を選択するか，またはコマンドウインドウプロンプトで
「pathtool」とタイプすると，次のパスを設定ダイアログボックスが開きます。

2. [フォルダの追加...]をクリックして，インストールのときに指定したインストール先のフォルダ(デ
フォルトは，C:¥MATLAB6p1¥toolbox¥YOKOGAWA¥WE7000または，
C:¥MATLAB6p5¥toolbox¥YOKOGAWA¥WE7000)を追加します。

3. [パスを設定]ダイアログボックスに戻り，[保存]をクリックしてから[閉じる]をクリックして，設定
を終了してください。
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4. コントロールツールキットfor MATLABの実行方法

コントロールツールキットfor MATLABでは，MATLABの特長である対話形式を使ってプログラミン
グします。MATLABのコマンドウインドウおよびMファイル上での関数の使用例は次のとおりです。

MATLABの画面
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コマンドウインドウでの実行例

>> comm = 'ethernet'
comm =
ethernet
>> name = 'Station1'
name =
Station0
>> r = mexWeInit(comm)
r =
     0
>> [r, handle] = mexWeOpenStation(name)
r =
     0
handle =
   513138704
>> sw = 1
sw =
     1
>> r = mexWePower(handle, sw)
r =
     0
>> module = 'WE7271'
module =
WE7271
>> [r, mh] = mexWeOpenModule(handle, module, 1)
r =
     0
mh =
   361272136
>> [r, wh] = mexWeShowModuleWindow(mh)
r =
     0
wh =
      459594
>>
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mファイルの例

comm = 'ethernet'
name = 'Station1'
r = mexWeInit(comm)
[r, handle] = mexWeOpenStation(name)
sw = 1
r = mexWePower(handle, sw)
mh7121 = 0
mh7282 = 0
mh = 0
module = 'WE7271'
[r, mh] = mexWeOpenModule(handle, module, 1)
[r, wh] = mexWeShowModuleWindow(mh)
module = 'WE7281';
if mh7282==0 % 既にオープンしていればスキップ
    [r, mh7282] = mexWeOpenModule(handle, module, 1);
    r = mexWeSetControl(mh7282, 'Operation Mode', 'FG');
    r = mexWeSetControl(mh7282, 'FG:CH1:Func', 'Sine');
    r = mexWeSetControl(mh7282, 'FG:CH1:Freq Start', '10');
    r = mexWeSetControl(mh7282, 'FG:CH1:On', 'On');
    r = mexWeSetControl(mh7282, 'FG:Output', 'On');
end
[r, sw] = mexWeIsModuleWindow(mh7282);
if sw==0 % モジュールウインドウが閉じていたら開く
    [r, wh7282] = mexWeShowModuleWindow(mh7282);
end

module = 'WE7271';
if mh==0 % 既にオープンしていればスキップ
    [r, mh] = mexWeOpenModule(handle, module, 1);
    r = mexWeSetControl(mh, 'Sampling Interval', '1E-3');
    r = mexWeSetControl(mh, 'Memory Partition', '2');
end
[r, sw] = mexWeIsModuleWindow(mh);
if sw==0 % モジュールウインドウが閉じていたら開く
    [r, wh] = mexWeShowModuleWindow(mh);
end
% スケーリングパラメータの設定
para = struct('a', 1.0, 'b', 0.0, 'ch', 0);
para(1).a = 1.0;
para(1).b = 0.0;
para(2).a = 1.0;
para(2).b = 0.0;
para(3).a = 1.0;
para(3).b = 0.0;
para(4).a = 1.0;
para(4).b = 0.0;
% X軸値の設定
X(1:1000) = 0:0.001:0.999;
N = 30; % 繰り返し回数の設定
for n=1:N
    % シングルスタート
    r = mexWeStartSingle(mh, 30);
    % 物理値データの取得
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    [r, outPara, recSize, buf] = mexWeGetScaleData(mh, -1, 0, para, 32000, 50);
    Y1(1:1000) = buf(1:1000);
    Y2(1:1000) = buf(1001:2000);
    Y3(1:1000) = buf(2001:3000);
    Y4(1:1000) = buf(3001:4000);
    % グラフに表示
    plot(X,Y1,X,Y2,X,Y3,X,Y4)
    drawnow
end
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5. 関数詳細説明

各mex関数名から「mex」を除いた関数名がWEコントロールAPIの関数名に対応します。
mex関数の詳細については，WEコントロールAPIユーザーズマニュアル(IM707741-61J)の「6.　関数
詳細説明」をご覧ください。ただし，[mexWeIsBlockEnd]に対応するAPI関数はありません。

5.1 関数一覧

初期化

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeInit WeInit 初期化処理 5-5
mexWeExit WeExit 終了処理 5-5

ハンドル・リンク

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeOpenStation WeOpenStation ステーションハンドルの取得 5-6
mexWeOpenModule WeOpenModule モジュールハンドルの取得 5-6
mexWeLinkStation WeLinkStation ステーションリンクハンドルの取得 5-6
mexWeLinkModule WeLinkModule モジュールリンクハンドルの取得 5-7
mexWeCloseHandle WeCloseHandle ハンドルの解放 5-7

ステーション制御

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeGetStationList WeGetStationList 計測ステーション名リストの取得 5-8
mexWeGetStationInfo WeGetStationInfo 計測ステーション情報の取得 5-8
mexWePower WePower 計測ステーションのスタンバイ 5-8

電源のON/OFF
mexWeRestart WeRestart 計測ステーションのリスタート 5-9
mexWeSetStationName WeSetStationName 計測ステーション名/コメントの 5-9

設定
mexWeGetStationName WeGetStationName 計測ステーション名/コメントの 5-9

取得
mexWeIdentifyStation WeIdentifyStation 計測ステーションの識別 5-10
mexWeGetPower WeGetPower 計測ステーションのスタンバイ 5-10

電源状態の取得

モジュール制御

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeGetModuleInfo WeGetModuleInfo モジュール情報の取得 5-11
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設定

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeInitSetup WeInitSetup 現在の設定の初期化 5-12
mexWeInitPreset WeInitPreset プリセット値をデフォルト値に 5-12

置き換え
mexWeSaveSetup WeSaveSetup 現在の設定情報をファイルに保存，5-12

または現在の設定でプリセット値を
更新

mexWeLoadSetup WeLoadSetup 設定情報をロードして現在の設定 5-13
を更新，またはプリセット値を更新

mexWeCopySetup WeCopySetup モジュール間の設定情報コピー 5-13
mexWeCopyChSetup WeCopyChSetup 設定値のチャネル間コピー 5-13
mexWeCopyChSetupEx WeCopyChSetupEx 設定値のチャネル間コピー(拡張) 5-14
mexWeSetControl WeSetControl 各設定値の設定(文字列のみ) 5-14
mexWeGetControl WeGetControl 設定情報の取得(文字列のみ) 5-14
mexWeSetControlEx WeSetControlEx 各設定値の拡張設定 5-15
mexWeGetControlEx WeGetControlEx 各設定値の拡張取得 5-15
mexWeSetScaleInfo WeSetScaleInfo スケール変換情報の設定 5-16
mexWeGetScaleInfo WeGetScaleInfo スケール変換情報の取得 5-16

連携機能

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeExecManualTrig WeExecManualTrig マニュアルトリガの発行 5-17
mexWeSetModuleBus WeSetModuleBus トリガソース/タイムベース 5-17

ソース/アーミングの設定
mexWeGetModuleBus WeGetModuleBus トリガソース/タイムベース 5-18

ソース/アーミングの設定の取得
mexWeSetTrigBusLogic WeSetTrigBusLogic トリガバスの論理の設定 5-18
mexWeGetTrigBusLogic WeGetTrigBusLogic トリガバスの論理の取得 5-19
mexWeSetEXTIO WeSetEXTIO EXT. I/Oコネクタのトリガ/ 5-19

タイムベース入出力端子の入出力
設定

mexWeGetEXTIO WeGetEXTIO EXT. I/Oコネクタのトリガ/ 5-20
タイムベース入出力端子の入出力
設定の取得

mexWeSetTRIGIN WeSetTRIGIN TRIG IN端子からのトリガ信号 5-20
入力/極性設定

mexWeGetTRIGIN WeGetTRIGIN TRIG IN端子からのトリガ信号 5-21
入力/極性設定の取得

mexWeSetClockBusSource WeSetClockBusSource タイムベースソースの設定 5-21
mexWeGetClockBusSource WeGetClockBusSource タイムベースソースの設定の取得 5-22
mexWeSetRcvTrigPacket WeSetRcvTrigPacket トリガパケットの受信ステー 5-22

ションの設定
mexWeSetSndTrigPacket WeSetSndTrigPacket トリガパケットのソースステー 5-23

ションの設定
mexWeFireTrigPacket WeFireTrigPacket トリガパケット発行 5-23
mexWeSetSndClockPacket WeSetSndClockPacket タイムベースパケットのソース 5-24

ステーションの設定
mexWeSetRcvClockPacket WeSetRcvClockPacket タイムベースパケットの受信 5-24

ステーションの設定
mexWeFireClockPacket WeFireClockPacket タイムベースパケットの発行 5-24
mexWeOutputEXTIOEvent WeOutputEXTIOEvent EXT. I/Oコネクタのイベント出力 5-25

の設定
mexWeExecManualArming WeExecManualArming アーミング信号の発生 5-25
mexWeSetArmingSource WeSetArmingSource アーミングソースの設定 5-25
mexWeGetArmingSource WeGetArmingSource アーミングソース設定の取得 5-26
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GUI制御

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeShowModuleWindow WeShowModuleWindow モジュール操作パネルの表示 5-27
mexWeCloseModuleWindow WeCloseModuleWindow モジュール操作パネルの消去 5-27
mexWeIsModuleWindow WeIsModuleWindow モジュール操作パネルの表示/ 5-27

非表示の問い合わせ
mexWeShowTrigWindow WeShowTrigWindow トリガ設定ダイアログボックスの 5-28

表示
mexWeCloseTrigWindow WeCloseTrigWindow トリガ設定ダイアログボックスの 5-28

消去
mexWeIsTrigWindow WeIsTrigWindow トリガ設定ダイアログボックスの 5-28

表示/非表示の問い合わせ
mexWeShowLinearScaleWindow WeShowLinearScaleWindow スケール変換設定ダイアログ 5-29

ボックスの表示
mexWeCloseLinearScaleWindow WeCloseLinearScaleWindow スケール変換設定ダイアログ 5-29

ボックスの消去
mexWeIsLinearScaleWindow WeIsLinearScaleWindow スケール変換設定ダイアログボッ 5-29

クスの表示/非表示の問い合わせ

計測制御

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeStart WeStart 計測モジュールの動作スタート 5-30
mexWeStop WeStop 計測モジュールの動作ストップ 5-30
mexWeStartEx WeStartEx 計測モジュールの動作スタート 5-30

(拡張)
mexWeStartSingle WeStartSingle シングルデータアクイジション 5-31
mexWeIsRun WeIsRun 計測モジュールの実行状態 5-31

(Run/Stop)の問い合わせ
mexWeLatchData WeLatchData ラッチコマンドの発行 5-31
mexWeGetAcqDataInfo WeGetAcqDataInfo アクイジションデータ付属情報の 5-32

読み出し
mexWeGetAcqDataSize WeGetAcqDataSize アクイジションデータのサイズの 5-32

読み出し
mexWeGetAcqData WeGetAcqData アクイジションデータ(生データ) 5-33

の読み出し
mexWeGetAcqDataEx WeGetAcqDataEx アクイジションデータの読み出し 5-34

(拡張)
mexWeGetCurrentData WeGetCurrentData 瞬時値データの読み出し 5-35
mexWeGetScaleCurrentData WeGetScaleCurrentData スケール変換後の瞬時値データの 5-35

読み出し
mexWeGetScaleCurrentDataEx WeGetScaleCurrentDataEx スケール変換後の瞬時値データの 5-36

読み出し(拡張)
mexWeGetScaleData WeGetScaleData スケール変換の読み出し 5-36
mexWeGetScaleDataEx WeGetScaleDataEx スケール変換の読み出し(拡張) 5-37
mexWeGetMeasureParam WeGetMeasureParam 波形パラメータの自動測定値の 5-37

読み出し
mexWeSaveAcqData WeSaveAcqData アクイジションデータ(生データ) 5-38

の保存
mexWeSaveScaleData WeSaveScaleData スケール変換データの保存 5-38
mexWeSaveScaleDataEx WeSaveScaleDataEx スケール変換データの保存(拡張) 5-39
mexWeSaveAsciiData WeSaveAsciiData アスキーデータの保存 5-39
mexWeSaveScaleAsciiData WeSaveScaleAsciiData スケール変換データのアスキー 5-40

ファイル保存
mexWeSaveScaleAsciiDataEx WeSaveScaleAsciiDataEx スケール変換データのアスキー 5-40

ファイル保存(拡張)
mexWeSaveAcqHeader WeSaveAcqHeader ヘッダ(波形情報)ファイルの保存 5-41
mexWeSavePatternData WeSavePatternData パターンデータ(任意波形データ) 5-41

の保存
mexWeLoadPatternData WeLoadPatternData パターンデータ(任意波形データ) 5-41

のロード
mexWeLoadPatternDataEx WeLoadPatternDataEx パターンデータ(任意波形データ) 5-42

のロード(拡張)
mexWeSetOverRun WeSetOverRun オーバーラン検出する/しないの 5-42

切り替え
mexWeGetOverRun WeGetOverRun オーバーランの検出状態の問い 5-42

合わせ



5-4 IM 707747-61J

波形パラメータの演算

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeExecMeasureParam WeExecMeasureParam 波形パラメータの演算の実行 5-43
mexWeExecMeasureParamAcqData WeExecMeasureParamAcqData 生データによる波形パラメータ 5-44

の演算の実行

4ch100kS/s D/AモジュールWE7281用フィルタAPI

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeWvf2S16GetSize WeWvf2S16GetSize 指定ファイルの波形データをs16 5-45

形式に変換したときのバイトサイズ
の取得

mexWeWvf2W32GetSize WeWvf2W32GetSize 指定ファイルの波形データをw32 5-45
形式に変換したときのバイトサイズ
の取得

mexWeWvf2W7281GetSize WeWvf2W7281GetSize 指定ファイルの波形データを 5-46
w7281形式に変換したときのバイ
トサイズの取得

mexWeWvf2S16 WeWvf2S16 指定ファイルの波形データをs16 5-46
形式に変換

mexWeWvf2W32 WeWvf2W32 指定ファイルの波形データをw32 5-47
形式に変換

mexWeWvf2W7281 WeWvf2W7281 指定ファイルの波形データを 5-47
w7281形式に変換

その他

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeIsBlockEnd なし 計測モジュールのブロックデータ 5-48

読み込みの終了状態を問い合わせ

Note
下記のAPI関数に対応するmex関数はありません。
WeSetQueryControl 各設定値の設定と取得
WeStopEx 計測モジュールの動作ストップ(拡張)
WeStartWithEvent 終了通知イベントによるスタート
WeCreateEvent イベントの発行要求
WeSetEventPattern イベント要因の設定
WeResetEventPattern イベント要因の解除
WeSetEventMode イベントモードの設定
WeReleaseEvent イベントハンドルの解放
WeGetHandle イベントの第2引数からのモジュールハンドルの取り出し
WeIsNan 非数かどうかの問い合わせ
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5.2 初期化

初期化mexWeInit

概要
初期化処理関数です。アプリケーションプログラムからコントロールツールキットfor MATLABを使用
する場合に一番最初に実行する必要があります。この関数の実行によって，ネットワークの初期化，接
続されているステーションの自動認識，ツールキット実行環境の初期化などが行われます。

インタフェース
ret = mexWeInit(comm)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
comm：通信インタフェースの種類

終了処理 mexWeExit

概要
終了処理関数です。通信ドライバーやツールキット実行環境の終了処理を行います。アプリケーション
プログラムの最後で必ず実行してください。

インタフェース
ret = mexWeExit

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
なし
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5.3 ハンドル・リンク

ステーションハンドルの取得mexWeOpenStation

概要
ステーション名を指定することにより，計測ステーションをコントロールするためのステーションハン
ドルを取得します。ネットワーク内の全計測ステーションをコントロールするためのハンドル(ブロード
キャストハンドル)を取得することも可能です。

インタフェース
[ret, stationHandle] = mexWeOpenStation(name)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
stationHandle： 取得したステーションハンドル

入力引数
name：ステーション名

モジュールハンドルの取得mexWeOpenModule

概要
モジュールをコントロールするためのモジュールハンドルを取得(モジュールをオープン)します。

インタフェース
[ret, moduleHandle] = mexWeOpenModule(stationHandle, name, connection)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
moduleHandle： 取得したモジュールハンドル

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル
name： モジュールの製品名[:番号]，またはスロット番号
connection： 連結動作をさせたいモジュール数

ステーションリンクハンドルの取得mexWeLinkStation

概要
ステーションのリンクハンドルを取得します。複数の計測ステーションを一括してコントロールするこ
とが可能になります。

インタフェース
[ret, stationLinkHandle] = mexWeLinkStation(num, stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
stationLinkHandle：取得したステーションリンクハンドル

入力引数
num： リンクさせたいステーション数
stationHandle： リンクさせたいステーションのステーションハンドルの配列
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モジュールリンクハンドルの取得mexWeLinkModule

概要
モジュールのリンクハンドルを取得します。複数のモジュールを一括してコントロールすることが可能
になります。

インタフェース
[ret, moduleLinkHandle] = mexWeLinkModule(num, moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
moduleLinkHandle：取得したモジュールリンクハンドル

入力引数
num： リンクさせたいモジュール数
moduleHandle： リンクさせたいモジュールのモジュールハンドルの配列

ハンドルの解放mexWeCloseHandle

概要
ステーション，モジュールハンドル，またはリンクハンドルを解放します。ステーションハンドルを解
放すると，そのステーション内のモジュールハンドルやモジュールリンクハンドルも解放されます。

インタフェース
ret = mexWeCloseHandle(hHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，モジュールハンドル，またはモジュー

ルリンクハンドル
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5.4 ステーション制御

計測ステーション名リストの取得mexWeGetStationList

概要
ネットワーク内の計測ステーション名リストを取得します。

インタフェース
[ret, num, stationList] = mexWeGetStationList

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
num： リストを取得したステーションの数
stationList： リストを取得したステーション名構造体

入力引数
なし

計測ステーション情報の取得mexWeGetStationInfo

概要
装着モジュールの製品名や1モジュールあたりのチャネル数などの計測ステーション情報を取得します。

インタフェース
[ret, stationInfo] = mexWeGetStationInfo(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
stationInfo：取得したステーション情報構造体

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル

計測ステーションのスタンバイ電源mexWePower

概要
計測ステーションのスタンバイ電源をON/OFFします。

インタフェース
ret = mexWePower(stationHandle, sw)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル
sw： 電源状態0＝オフ，1＝オン
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計測ステーションのリスタートmexWeRestart

概要
計測ステーションをリスタートします。パワーオンリセットと同様な処理が実行されます。ただし，通
信モジュールはリスタートされません。

インタフェース
ret = mexWeRestart(hHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハンドル

ステーション名/コメントの設定mexWeSetStationName

概要
ステーション名および計測ステーションに対するコメントを設定します。

インタフェース
ret = mexWeSetStationName(stationHandle, name, comment)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル
name： モジュールの製品名[:番号]，またはスロット番号
comment： コメント

ステーション名/コメントの取得mexWeGetStationName

概要
ステーション名および計測ステーションのコメントを取得します。

インタフェース
[ret, name, comment] = mexWeGetStationName(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
name： ステーション名
comment： コメント

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル
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計測ステーションの識別mexWeIdentifyStation

概要
計測ステーションの識別のために，指定ステーション名の計測ステーションに装着されている光通信モ
ジュールのLEDを点滅します。通信インタフェースとして光通信モジュールを使用している場合のみ有
効です。

インタフェース
ret = mexWeIdentifyStation(stationHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル

計測ステーションのスタンバイ電源状態の取得mexWeGetPower

概要
計測ステーションのスタンバイ電源のON/OFF状態を取得します。

インタフェース
[ret, sw] = mexWeGetPower(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
sw： 電源状態 0＝オフ，1＝オン

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル
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5.5 モジュール制御

モジュール情報の取得mexWeGetModuleInfo

概要
モジュール情報を取得します。

インタフェース
[ret, moduleInfo] = mexWeGetModuleInfo(moduleHandle, position)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
moduleInfo：取得したモジュール拡張情報構造体

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
position： 取得したいモジュールの連結位置
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5.6 設定

現在の設定の初期化mexWeInitSetup

概要
計測ステーションまたはモジュールの現在の設定をデフォルト値に戻します。

インタフェース
ret = mexWeInitSetup(hHandle, position)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：モジュールハンドル，モジュールリンクハンドル，ステーションハンドル，またはステーショ

ンリンクハンドル
position：モジュールの連結位置

プリセット値の初期化mexWeInitPreset

概要
計測ステーションまたはモジュールのプリセット値をデフォルト値に置き換えます。

インタフェース
ret = mexWeInitPreset(hHandle, position)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：モジュールハンドル，モジュールリンクハンドル，ステーションハンドル，またはステーショ

ンリンクハンドル
position：モジュールの連結位置

現在の設定情報の保存/現在の設定でプリセット値を更新
mexWeSaveSetup

概要
計測ステーションまたはモジュールの現在の設定情報をファイルに保存，または現在の設定値でプリセッ
ト値を更新します。ファイルに保存する場合には，「.set」という拡張子がついたファイル名で保存され
ます。

インタフェース
ret = mexWeSaveSetup(hHandle, position, filename)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：モジュールハンドル，またはステーションハンドル
position：モジュールの連結位置
filename：ファイル名
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設定情報のロード/プリセット値で現在の設定を更新
mexWeLoadSetup

概要
計測ステーションまたはモジュールの現在の設定を設定情報ファイルの内容またはプリセット値で更新
します。

インタフェース
ret = mexWeLoadSetup(hHandle, position, filename)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：モジュールハンドル，またはステーションハンドル
position：モジュールの連結位置
filename：ファイル名

モジュール間の設定情報コピーmexWeCopySetup

概要
指定モジュールの現在の設定を，指定した同種のモジュールにコピーします。

インタフェース
ret = mexWeCopySetup(hSrcModule, hDesModule)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hSrcModule： コピー元モジュールハンドル
hDesModule： コピー先モジュールハンドル

設定情報のチャネル間コピーmexWeCopyChSetup

概要
モジュールのチャネルに関連する現在の設定情報を，指定チャネルへコピーします。
連結しているモジュールの場合に有効です。

インタフェース
ret = mexWeCopyChSetup(moduleHandle, srcCh, desCh)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
srcCh： コピー元チャネル番号
desCh： コピー先チャネル番号
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設定情報のチャネル間コピー(拡張) mexWeCopyChSetupEx

概要
モジュールのチャネルに関連する現在の設定情報を，指定チャネルへコピーします。
連結していない場合でも可能です。

インタフェース
ret = mexWeCopyChSetupEx(moduleHandle, srcCh, desStartCh, desEndCh)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
srcCh： コピー元チャネル番号
desStartCh： コピー先開始チャネル番号
desEndCh： コピー先終了チャネル番号

各設定値の設定mexWeSetControl

概要
モジュールの各設定項目の設定を行います。(文字列のみ)

インタフェース
ret = mexWeSetControl(moduleHandle, command, param)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル，またはモジュールリンクハンドル
command： アスキーコマンド名(文字列)
param： commandに依存するパラメータ(文字列)

設定情報の取得mexWeGetControl

概要
モジュールの設定情報を取得します。(文字列のみ)

インタフェース
[ret, param] = mexWeGetControl(moduleHandle, command)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
param： commandに依存するパラメータ(文字列)

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
command： アスキーコマンド名(文字列)
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各設定値の拡張設定mexWeSetControlEx

概要
モジュールの各設定値の設定を行います。各設定値のデータタイプを指定して設定することができます。

インタフェース
ret = mexWeSetControlEx(moduleHandle, command, ptype, paramNum, param)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
command： アスキーコマンド名(文字列)
ptype： 255＝WE_NULL パラメータなし

0＝WE_UBYTE 符号なし8bit整数
1＝WE_SBYTE 符号付き8bit整数
16＝WE_UWORD 符号なし16bit整数
17＝WE_SWORD 符号付き16bit整数
32＝WE_ULONG 符号なし32bit整数
33＝WE_SLONG 符号付き32bit整数
34＝WE_FLOAT 32bit実数
50＝WE_DOUBLE 64bit実数

paramNum： データの個数
param： データ

各設定情報の拡張取得mexWeGetControlEx

概要
モジュールの設定情報を取得します。各設定値のデータタイプを指定して値を取得することができます。

インタフェース
[ret, param] = mexWeGetControlEx(moduleHandle, command, ptype, paramNum)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
param： データ

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
command： アスキーコマンド名(文字列)
ptype： 255＝WE_NULL パラメータなし

0＝WE_UBYTE 符号なし8bit整数
1＝WE_SBYTE 符号付き8bit整数
16＝WE_UWORD 符号なし16bit整数
17＝WE_SWORD 符号付き16bit整数
32＝WE_ULONG 符号なし32bit整数
33＝WE_SLONG 符号付き32bit整数
34＝WE_FLOAT 32bit実数
50＝WE_DOUBLE 64bit実数

paramNum： 読み出したいデータの個数
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スケール変換情報の設定mexWeSetScaleInfo

概要
計測モジュールにスケール変換情報を設定します。スケール変換ダイアログボックスでの設定と同等の
機能を持ちます。この情報は，プリセット更新などの操作により，モジュールに記憶されます。

インタフェース
ret = mexWeSetScaleInfo(moduleHandle, ch, scaleInfo)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
scaleInfo： スケール変換テーブル情報構造体

スケール変換情報の取得mexWeGetScaleInfo

概要
計測モジュールのスケール変換情報を取得します。

インタフェース
[ret, scaleInfo] = mexWeGetScaleInfo(moduleHandle, ch)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
scaleInfo： スケール変換テーブル情報構造体
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5.7 連携機能

マニュアルトリガの発行mexWeExecManualTrig

概要
計測ステーション内のモジュール間に共通なトリガバスに，マニュアルでトリガ信号を発生させます。こ
れによって，トリガバスをトリガソースとしているモジュールにトリガがかかります。

インタフェース
ret = mexWeExecManualTrig(stationHandle, busNo, pulse)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
busNo： 1＝WE_TRG1 BUSTRG1

2＝WE_TRG2 BUSTRG2
pulse： 0＝WE_MANTRGDOWN マニュアルトリガDown

1＝WE_MANTRGUP マニュアルトリガUp
2＝WE_MANTRGONESHOT マニュアルトリガワンショット

トリガソース/タイムベースソース/アーミングの設定
mexWeSetModuleBus

概要
トリガソース/タイムベースソース(サンプリング用クロック)の設定，およびアーミング信号のモジュー
ルの入出力設定をします。
設定対象にトリガ信号，タイムベースソースおよびアーミング信号の入出機能を持たないモジュールを
指定した場合，この設定は無視されます。

インタフェース
ret = mexWeSetModuleBus(moduleHandle, InItem, OutItem, InClock, ArmItem)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル，またはモジュールリンクハンドル
InItem： 0＝WE_TRGNONE バストリガなし

1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用

OutItem： 0＝WE_TRGNONE バストリガなし
1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用
3＝WE_BOTH バストリガ1，2使用

InClock： 0＝WE_CMNCLKNONE コモンクロック使用しない
1＝WE_CMNCLK コモンクロック使用

ArmItem： 0＝WE_ARMNONE アーミング使用しない
1＝WE_ARM アーミング使用
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トリガソース /タイムベースソース/アーミングの設定の取得
mexWeGetModuleBus

概要
トリガ/タイムベースソース(サンプリング用クロック)の設定，およびアーミング信号のモジュールの入
出力設定を取得します。
設定取得対象にトリガ信号，タイムベースソースおよびアーミング信号の入出機能を持たないモジュー
ルを指定した場合，各設定に対し「0」を返します。

インタフェース
[ret, InItem, OutItem, InClock, ArmItem] = mexWeGetModuleBus(moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
InItem： 0＝WE_TRGNONE バストリガなし

1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用

OutItem：0＝WE_TRGNONE バストリガなし
1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用
3＝WE_BOTH バストリガ1，2使用

InClock： 0＝WE_CMNCLKNONE コモンクロック使用しない
1＝WE_CMNCLK コモンクロック使用

ArmItem：0＝WE_ARMNONE アーミング使用しない
1＝WE_ARM アーミング使用

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル，またはモジュールリンクハンドル

トリガバスの論理の設定mexWeSetTrigBusLogic

概要
トリガバスのトリガ成立条件(AND/OR動作)を設定します。
トリガバスを複数のモジュールが使用しているときに有効です。すべてのトリガ条件が成立したときに
トリガをかける(AND動作)か，どれかひとつのトリガ条件が成立したときにトリガをかける(OR動作)か
を設定します。

インタフェース
ret = mexWeSetTrigBusLogic(stationHandle, item, logic)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル
item： 1＝WE_TRG1 BUSTRG1

2＝WE_TRG2 BUSTRG2
logic： 0＝WE_TRGOR バスの論理OR

1＝WE_TRGAND バスの論理AND
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トリガバスの論理の取得mexWeGetTrigBusLogic

概要
トリガバスのトリガ成立条件を取得します。

インタフェース
[ret, logic] = mexWeGetTrigBusLogic(stationHandle, item)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
logic：0＝WE_TRGOR バスの論理OR

1＝WE_TRGAND バスの論理AND

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル
item： 1＝WE_TRG1 BUSTRG1

2＝WE_TRG2 BUSTRG2

EXT. I/Oコネクタのトリガ入出力端子/タイムベース入出力端子の入
力設定mexWeSetEXTIO

概要
計測ステーションのフロントパネルの外部入出力コネクタ(EXT. I/O)のトリガ入出力端子およびタイム
ベース入出力端子の入出力状態を設定します。
これらの端子は，信号を入出力することが可能です。この信号入出力で，計測ステーション内のトリガ
バスやクロックバスに外部信号を入力したり，トリガ信号やクロックを外部に出力したり，他の計測ス
テーションに入力信号を与えたりすることにより，計測ステーション間の連携をとることができます。

インタフェース
[ret, logic] = mexWeGetTrigBusLogic(stationHandle, item)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
logic：0＝WE_TRGOR バスの論理OR

1＝WE_TRGAND バスの論理AND

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル
item： 1＝WE_TRG1 BUSTRG1

2＝WE_TRG2 BUSTRG2
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EXT. I/Oコネクタのトリガ入出力端子/タイムベース入出力端子の入
力設定の取得mexWeGetEXTIO

概要
計測ステーションのフロントパネルの外部入出力コネクタ(EXT. I/O)のトリガ入出力端子およびタイム
ベース入出力端子の入出力設定を取得します。

インタフェース
[ret, trig1, trig2, clock] = mexWeGetEXTIO(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
trig1： 0＝WE_EXTIOTRGOUT EXTIO端子出力

1＝WE_EXTIOTRGIN EXTIO端子入力
trig2： 0＝WE_EXTIOTRGOUT EXTIO端子出力

1＝WE_EXTIOTRGIN EXTIO端子入力
clock： 0＝WE_CMNCLKOUT 出力端子に設定

1＝WE_CMNCLKIN 入力端子に設定

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル

TRIG IN端子からのトリガ信号入力/極性設定mexWeSetTRIGIN

概要
計測ステーションのフロントパネルの外部トリガ入力端子(TRIG IN)からのトリガバスへのトリガ信号入
力および入力信号の極性を設定します。

インタフェース
ret = mexWeSetTRIGIN(stationHandle, item, polarity)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル
item： 0＝WE_TRGNONE バストリガなし

1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用
3＝WE_BOTH バストリガ1，2使用

polarity： 0＝WE_TRGPOS TRGIN端子正極性
1＝WE_TRGNEG TRGIN端子正極性
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TRIG IN端子からのトリガ信号入力/極性設定の取得
mexWeGetTRIGIN

概要
ステーションのフロントパネルの外部トリガ入力端子(TRIG IN)からのトリガバスへのトリガ信号入力お
よび入力信号の極性の設定を取得します。

インタフェース
[ret, item, polarity] = mexWeGetTRIGIN(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
item： 0＝WE_TRGNONE バストリガなし

1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用
3＝WE_BOTH バストリガ1，2使用

polarity： 0＝WE_TRGPOS TRGIN端子正極性
1＝WE_TRGNEG TRGIN端子正極性

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル

タイムベースソースの設定mexWeSetClockBusSource

概要
クロックバス(CMNCLK)に出力するタイムベースソースを設定します。タイムベースソースに設定でき
るのは1ソースだけです。

インタフェース
ret = mexWeSetClockBusSource(stationHandle, source)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル
source： 0＝WE_CMNCLKSRC_NONE バスクロックソースなし

1＝WE_CMNCLKSRC_TRIGIN TRG IN端子からの入力
2＝WE_CMNCLKSRC_EXTIO EXT I/Oからのタイムベース入力
3＝WE_CMNCLKSRC_SLOT0 スロット0
4＝WE_CMNCLKSRC_SLOT1 スロット1
5＝WE_CMNCLKSRC_SLOT2 スロット2
6＝WE_CMNCLKSRC_SLOT3 スロット3
7＝WE_CMNCLKSRC_SLOT4 スロット4
8＝WE_CMNCLKSRC_SLOT5 スロット5
9＝WE_CMNCLKSRC_SLOT6 スロット6
10＝WE_CMNCLKSRC_SLOT7 スロット7
11＝WE_CMNCLKSRC_SLOT8 スロット8
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タイムベースソースの設定の取得mexWeGetClockBusSource

概要
タイムベースソースの設定を取得します。

インタフェース
[ret, source] = mexWeGetClockBusSource(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
source： 0＝WE_CMNCLKSRC_NONE バスクロックソースなし

1＝WE_CMNCLKSRC_TRIGIN TRG IN端子からの入力
2＝WE_CMNCLKSRC_EXTIO EXT I/Oからのタイムベース入力
3＝WE_CMNCLKSRC_SLOT0 スロット0
4＝WE_CMNCLKSRC_SLOT1 スロット1
5＝WE_CMNCLKSRC_SLOT2 スロット2
6＝WE_CMNCLKSRC_SLOT3 スロット3
7＝WE_CMNCLKSRC_SLOT4 スロット4
8＝WE_CMNCLKSRC_SLOT5 スロット5
9＝WE_CMNCLKSRC_SLOT6 スロット6
10＝WE_CMNCLKSRC_SLOT7 スロット7
11＝WE_CMNCLKSRC_SLOT8 スロット8

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル，またはステーションリンクハンドル

トリガパケットの受信ステーションの設定mexWeSetRcvTrigPacket

概要
トリガパケットの受信ステーションを設定します。
受信ステーションは，8ステーションまで指定することができます。
トリガパケットは，ここで指定する受信ステーションに対してmexWeFireTrigPacket で発行するか，
mexWeSetSndTrigPacketで指定するトリガソースステーションから発行することができます。

インタフェース
ret = mexWeSetRcvTrigPacket(stationHandle, num, name)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
num： 設定するステーション個数，最大8個
name： ステーション名構造体



5-23IM 707747-61J

関
数
詳
細
説
明

1

2

3

4

5

6

索

トリガパケットのソースステーションの設定
mexWeSetSndTrigPacket

概要
トリガパケットのソースステーションを設定します。
トリガパケットソースステーションは，8ステーションまで指定することができます。
計測ステーション内のトリガバス(BUSTRG1または(BUSTRG2)がアクティブになると，それをトリガ
ソースにして，トリガパケットとして発行します。受信ステーションでは，トリガソースに応じて，ト
リガバス(BUSTRG1または(BUSTRG2)にトリガ信号を出力します。

インタフェース
ret = mexWeSetSndTrigPacket(stationHandle, num, name)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
num： 設定するステーション個数，最大8個
name： ステーション名構造体

トリガパケットの発行mexWeFireTrigPacket

概要
(ソフトウエア)トリガパケットを発行します。
トリガパケットは，mexWeSetRcvTrigPacketで指定した計測ステーションに対して発行します。

インタフェース
ret = mexWeFireTrigPacket(stationHandle, item)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
item： 1＝WE_TRG1 バストリガ1使用

2＝WE_TRG2 バストリガ2使用
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タイムベースパケットのソースステーションの設定
mexWeSetSndClockPacket

概要
タイムベースパケットのソースステーションを設定します。
指定されたステーションは，自身のクロックバス信号をクロックパケットとして発行します。クロック
パケットステーションとしては，8ステーションまで指定することができます。

インタフェース
ret = mexWeSetSndClockPacket(stationHandle, num, name)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
num： 設定するステーション個数，最大8個
name： ステーション名構造体

タイムベースパケットの受信ステーションの設定
mexWeSetRcvClockPacket

概要
タイムベースパケットの受信ステーションを設定します。
受信ステーションは，8ステーションまで指定することができます。
タイムベースパケットを受信する計測ステーションは，自身のクロックバスにタイムベース信号を，1パ
ケットに1パルスを対応させて出力します。

インタフェース
ret = mexWeSetRcvClockPacket(stationHandle, num, name)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
num： 設定するステーション個数，最大8個
name： ステーション名構造体

タイムベースパケットの発行mexWeFireClockPacket

概要
(ソフトウエア)タイムベースパケットを発行します。

インタフェース
ret = mexWeFireClockPacket(stationHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
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EXT. I/Oコネクタのイベント出力の設定mexWeOutputEXTIOEvent

概要
計測ステーションのフロントパネルのEXT. I/Oコネクタのイベント出力端子に(ソフトウエア)イベント
信号を出力します。

インタフェース
ret = mexWeOutputEXTIOEvent(stationHandle, pulse)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
pulse： 0＝WE_EXTIO_OFF EXTIO出力 OFF

1＝WE_EXTIO_ON EXTIO出力 ON
2＝WE_EXTIO_PULSE EXTIO出力 PULSE

アーミング信号の発生mexWeExecManualArming

概要
マニュアルでアーミング信号を発生します。

インタフェース
ret = mexWeExecManualArming(stationHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル

アーミングソースの設定mexWeSetArmingSource

概要
アーミング信号のソースを設定します。

インタフェース
ret = mexWeSetArmingSource(stationHandle, item)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
item： 0＝WE_TRGNONE バストリガなし

1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用
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アーミングソースの設定の取得mexWeGetArmingSource

概要
アーミング信号のソースの設定を取得します。

インタフェース
[ret, item] = mexWeGetArmingSource(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
item： 0＝WE_TRGNONE バストリガなし

1＝WE_TRG1 バストリガ1使用
2＝WE_TRG2 バストリガ2使用

入力引数
stationHandle： ステーションハンドル，ステーションリンクハンドル，またはブロードキャストハン

ドル
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5.8 GUI制御

モジュール操作パネルの表示mexWeShowModuleWindow

概要
モジュールをコントロールするためのモジュールの操作パネルを表示します。

インタフェース
[ret, windowHandle] = mexWeShowModuleWindow(moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
windowHandle：表示した操作パネルのハンドル

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル

モジュール操作パネルの消去mexWeCloseModuleWindow

概要
モジュールをコントロールするためのモジュールの操作パネルを閉じます。

インタフェース
ret = mexWeCloseModuleWindow(moduleHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル

モジュール操作パネルの表示/非表示の問い合わせ
mexWeIsModuleWindow

概要
モジュールをコントロールするためのモジュールの操作パネルが表示されているか，否かを問い合わせ
ます。

インタフェース
[ret, sw] = mexWeIsModuleWindow(moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
sw： 操作パネル状態 1＝表示，0＝非表示

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル
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トリガ設定ダイアログボックスの表示mexWeShowTrigWindow

概要
計測ステーション内のモジュール連携(トリガソース/タイムベースソース/アーミング)を設定するため
のトリガ設定ダイアログボックスを表示します。

インタフェース
[ret, windowHandle] = mexWeShowTrigWindow(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
windowHandle：表示したトリガ設定ダイアログボックスのハンドル

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル

トリガ設定ダイアログボックスの消去mexWeCloseTrigWindow

概要
計測ステーション内のモジュール連携(トリガソース/タイムベースソース/アーミング)を設定するため
のトリガ設定ダイアログボックスを閉じます。

インタフェース
ret = mexWeCloseTrigWindow(stationHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル

トリガ設定ダイアログボックスの表示/非表示の問い合わせ
mexWeIsTrigWindow

概要
計測ステーション内のモジュール連携(トリガソース/タイムベースソース/アーミング)を設定するため
のトリガ設定ダイアログボックスが表示されているか，否かを問い合わせます。

インタフェース
[ret, sw] = mexWeIsTrigWindow(stationHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
sw： 操作パネル状態 1＝表示，0＝非表示

入力引数
stationHandle：ステーションハンドル
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スケール変換設定ダイアログボックスの表示
mexWeShowLinearScaleWindow

概要
スケール変換設定ダイアログボックスを表示します。

インタフェース
[ret, windowHandle] = mexWeShowLinearScaleWindow(moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
windowHandle：表示したスケール変換設定ダイアログボックスのハンドル

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル

スケール変換設定ダイアログボックスの消去
mexWeCloseLinearScaleWindow

概要
スケール変換設定ダイアログボックスを閉じます。

インタフェース
ret = mexWeCloseLinearScaleWindow(moduleHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル

スケール変換設定ダイアログボックスの表示/非表示の問い合わせ
mexWeIsLinearScaleWindow

概要
スケール変換設定ダイアログボックスが表示されているか，否かを問い合わせます。

インタフェース
[ret, sw] = mexWeIsLinearScaleWindow(moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
sw： スケール変換設定ダイアログボックス状態 1＝表示，0＝非表示

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル
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5.9 計測制御

計測モジュールの動作のスタートmexWeStart

概要
計測モジュールの動作をスタートします。

インタフェース
ret = mexWeStart(hHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：モジュールハンドル，モジュールリンクハンドル，ステーションハンドル，またはステーショ

ンリンクハンドル

計測モジュールの動作のストップmexWeStop

概要
計測モジュールの動作をストップします。

インタフェース
ret = mexWeStop(hHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：モジュールハンドル，モジュールリンクハンドル，ステーションハンドル，またはステーショ

ンリンクハンドル

計測モジュールの動作スタート(拡張) mexWeStartEx

概要
計測モジュールの動作をスタートします。(拡張)

インタフェース
ret = mexWeStartEx(hHandle, blockLen, blockCount, acqCount)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle： モジュールハンドル，モジュールリンクハンドル，ステーションハンドル，またはステー

ションリンクハンドル
blockLen： 1ブロックあたりのデータ数(レコード長)
blockCount：メモリ分割数(ブロック数)

2のべき乗の指数部分を指定します。
acqCount： アクイジション回数

備考
計測モジュールの動作をストップする場合は，mexWeStopを使用してください。
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シングルデータアクイジションmexWeStartSingle

概要
データアクイジションを行う計測モジュールにおいて，データアクイジションを一度だけ行います。測
定をスタートしたあと，データアクイジションが完了すると，この関数から抜けます。

インタフェース
ret = mexWeStartSingle(hHandle, timeout)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
hHandle：モジュールハンドル，モジュールリンクハンドル，ステーションハンドル，またはステーショ

ンリンクハンドル
timeout： タイムアウト値(秒)

計測モジュールの実行状態の問い合わせmexWeIsRun

概要
計測モジュールの実行状態(Run状態/Stop状態)を問い合わせます。

インタフェース
[ret, state] = mexWeIsRun(moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
state：1＝Run状態，0＝Stop状態

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル

ラッチコマンドの発行mexWeLatchData

概要
アクイジションモードがフリーランモードのときに，アクイジションデータを読み出す範囲を指定する
ラッチコマンドを発行します。

インタフェース
ret = mexWeLatchData(moduleHandle)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル
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アクイジションデータの付属情報の読み出しmexWeGetAcqDataInfo

概要
計測モジュールのアクイジションデータの付属情報を読み出します。

インタフェース
[ret, info, infoNum] = mexWeGetAcqDataInfo(moduleHandle, ch, blockNo)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
info： データ情報構造体
infoNum：読み出したデータ情報構造体の数

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号

アクイジションデータのサイズの読み出しmexWeGetAcqDataSize

概要
計測モジュールのアクイジションデータのサイズ(バイト数)を読み出します。
データの型を考慮して，データのバイト数を返します。

インタフェース
[ret, pointNum, dataSize, ptype, chNum] = mexWeGetAcqDataSize(moduleHandle, ch, blockNo)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
pointNum： 取り出すデータ点数
dataSize： 取り出す総バイト数
ptype： 取り出されるデータの型

255＝WE_NULL パラメータなし
0＝WE_UBYTE 符号なし8bit整数
1＝WE_SBYTE 符号付き8bit整数
4＝WE_BIT8 8bit論理値タイプ
16＝WE_UWORD 符号なし16bit整数
17＝WE_SWORD 符号付き16bit整数
20＝WE_BIT16 16bit論理値タイプ
32＝WE_ULONG 符号なし32bit整数
33＝WE_SLONG 符号付き32bit整数
36＝WE_BIT32 32bit論理値タイプ
34＝WE_FLOAT 32bit実数
50＝WE_DOUBLE 64bit実数
52＝WE_BIT64 64bit論理値タイプ

chNum： 現在アクイジション可能なチャネルの総数

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
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アクイジションデータ(生データ)の読み出しmexWeGetAcqData

概要
計測モジュールからアクイジションデータを読み出します。
データは，A/D変換されたままの生データです。データのフォーマットは計測モジュールに依存します
が，そのフォーマット情報は，mexWeGetAcqDataInfoで取得できます。

インタフェース
[ret, recSize, buf, ptype] = mexWeGetAcqData(moduleHandle, ch, blockNo, bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recSize： 受信したデータサイズ(バイト数)
buf： データバッファ
ptype： 取り出されるデータの型

255＝WE_NULL パラメータなし
0＝WE_UBYTE 符号なし8bit整数
1＝WE_SBYTE 符号付き8bit整数
4＝WE_BIT8 8bit論理値タイプ
16＝WE_UWORD 符号なし16bit整数
17＝WE_SWORD 符号付き16bit整数
20＝WE_BIT16 16bit論理値タイプ
32＝WE_ULONG 符号なし32bit整数
33＝WE_SLONG 符号付き32bit整数
36＝WE_BIT32 32bit論理値タイプ
34＝WE_FLOAT 32bit実数
50＝WE_DOUBLE 64bit実数
52＝WE_BIT64 64bit論理値タイプ

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
bufSize： データバッファのサイズ
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アクイジションデータの読み出し(拡張) mexWeGetAcqDataEx

概要
計測モジュールからアクイジションデータを読み出します。mexWeGetAcqDataと違い，補間したデー
タ(Peak to Peak(MIN-MAX値)データ)を読み出すことができます。

インタフェース
[ret, recSize, buf, ptype] = mexWeGetAcqDataEx(moduleHandle, ch, blockNo, startPoint, endPoint,
ppNum, interpolation, bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recSize： 受信したデータサイズ(バイト数)
buf： データバッファ
ptype： 取り出されるデータの型

255＝WE_NULL パラメータなし
0＝WE_UBYTE 符号なし8bit整数
1＝WE_SBYTE 符号付き8bit整数
4＝WE_BIT8 8bit論理値タイプ
16＝WE_UWORD 符号なし16bit整数
17＝WE_SWORD 符号付き16bit整数
20＝WE_BIT16 16bit論理値タイプ
32＝WE_ULONG 符号なし32bit整数
33＝WE_SLONG 符号付き32bit整数
36＝WE_BIT32 32bit論理値タイプ
34＝WE_FLOAT 32bit実数
50＝WE_DOUBLE 64bit実数
52＝WE_BIT64 64bit論理値タイプ

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
startPoint： 取り出すデータの開始位置
endPoint： 取り出すデータの終了位置
ppNum： 表示データの組数(MIN-MAX値のペア)
interpolation： データ補間タイプの選択

0＝WE_INTER_LINE 直線補間
1＝WE_INTER_SIN Sin補間
2＝WE_INTER_PULSE パルス補間

bufSize： データバッファのサイズ
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瞬時値データの読み出しmexWeGetCurrentData

概要
計測モジュールの瞬時値データを読み出します。
この関数を呼び出した直前の最新データを読み出すことができます。

インタフェース
[ret, recSize, buf, ptype] = mexWeGetCurrentData(moduleHandle, ch, bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recSize： 受信したデータサイズ(バイト数)
buf： データバッファ
ptype： 取り出されるデータの型

255＝WE_NULL パラメータなし
0＝WE_UBYTE 符号なし8bit整数
1＝WE_SBYTE 符号付き8bit整数
16＝WE_UWORD 符号なし16bit整数
17＝WE_SWORD 符号付き16bit整数
32＝WE_ULONG 符号なし32bit整数
33＝WE_SLONG 符号付き32bit整数
34＝WE_FLOAT 32bit実数
50＝WE_DOUBLE 64bit実数

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
bufSize： データバッファのサイズ

スケール変換後の瞬時値データの読み出し
mexWeGetScaleCurrentData

概要
計測モジュールの瞬時値のスケール変換後のデータを読み出します。

インタフェース
[ret, recParam, recSize, buf] = mexWeGetScaleCurrentData(moduleHandle, ch, ptype, param,
bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recParam： 受信したスケールパラメータ情報構造体
recSize： 受信したデータサイズ(バイト数)
buf： データバッファ

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
ptype： 読み出すデータの型

34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

param： スケールパラメータ情報構造体
bufSize： データバッファのサイズ
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スケール変換後の瞬時値データの読み出し(拡張)
mexWeGetScaleCurrentDataEx

概要
計測モジュールの瞬時値のスケール変換後のデータを読み出します。mexWeSetSca le In fo や
mexWeShowLinearScaleWindowで設定したモジュールが記憶しているスケール変換の値を使用します

インタフェース
[ret, recSize, buf] = mexWeGetScaleCurrentDataEx(moduleHandle, ch, ptype, bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recSize： 受信したデータサイズ(バイト数)
buf： データバッファ

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
ptype： 読み出すデータの型

34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

bufSize： データバッファのサイズ

スケール変換データの読み出しmexWeGetScaleData

概要
計測モジュールのアクイジションデータをスケール変換したデータを読み出します。
A/D変換されたアクイジションデータを物理値に変換したのち，指定したスケール値により変換します。

インタフェース
[ret, recParam, recSize, buf] = mexWeGetScaleData(moduleHandle, ch, blockNo, param, bufSize,
ptype)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recParam： 受信したスケールパラメータ情報構造体
recSize： 受信したデータサイズ(バイト数)
buf： データバッファ

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
param： スケールパラメータ情報構造体
bufSize： データバッファのサイズ
ptype： 読み出すデータの型

34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE
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スケール変換データの読み出し(拡張) mexWeGetScaleDataEx

概要
計測モジュールのアクイジションデータをスケール変換したデータを読み出します。
mexWeSetScaleInfoやmexWeShowLinearScaleWindowで設定したモジュールが記憶しているスケー
ル変換の値を使用します。

インタフェース
[ret, recSize, buf] = mexWeGetScaleDataEx(moduleHandle, ch, blockNo, bufSize, ptype)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recSize： 受信したデータサイズ(バイト数)
buf： データバッファ

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
bufSize： データバッファのサイズ
ptype： 読み出すデータの型

34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

波形パラメータの自動測定値読み出しmexWeGetMeasureParam

概要
計測モジュールから波形パラメータの自動測定値を読み出します。
波形パラメータの自動測定値は，計測モジュールによって解析された結果です。波形パラメータの自動
測定機能がないモジュールの場合には，mexWeExecMeasureParamで求めることができます。

インタフェース
[ret, item, itemNum] = mexWeGetMeasureParam(moduleHandle, ch, blockNo, startPoint, endPoint)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
item： 波形パラメータの自動測定情報構造体
itemNum：自動測定情報構造体の数

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
startPoint： 波形パラメータの自動測定のデータ開始位置
endPoint： 波形パラメータの自動測定のデータ終了位置
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アクイジションデータ(生データ)の保存mexWeSaveAcqData

概要
計測モジュールのアクイジションデータ(生データ)をファイルに保存します。

インタフェース
ret = mexWeSaveAcqData(moduleHandle, ch, blockNo, filename, htype)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
filename： ファイル名
htype： ヘッダファイル作成

0＝ヘッダファイルを作成しない
1＝ヘッダファイルを作成する

スケール変換データの保存mexWeSaveScaleData

概要
計測モジュールのアクイジションデータをスケール変換したデータをバイナリ形式でファイルに保存し
ます。

インタフェース
[ret, recParam] = mexWeSaveScaleData(moduleHandle, ch, blockNo, param, filename, htype)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recParam： 読み出したスケール値情報構造体

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
param： スケール値情報構造体
filename： ファイル名
htype： ヘッダファイル作成

0＝ヘッダファイルを作成しない
1＝ヘッダファイルを作成する
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スケール変換データの保存(拡張) mexWeSaveScaleDataEx

概要
計測モジュールのアクイジションデータをスケール変換したデータをバイナリ形式でファイルに保存し
ます。mexWeSetScaleInfoやmexWeShowLinearScaleWindowで設定した，モジュールが記憶してい
るスケール変換の値を使用します。

インタフェース
ret = mexWeSaveScaleDataEx(moduleHandle, ch, blockNo, filename, htype)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
filename： ファイル名
htype： ヘッダファイル作成

0＝ヘッダファイルを作成しない
1＝ヘッダファイルを作成する

アスキーデータ保存mexWeSaveAsciiData

概要
計測モジュールのアクイジションデータを物理値に変換したデータを，アスキー形式(csv形式)でファイ
ルに保存します。物理値は，スケール変換した値ではなく，各モジュールの測定単位の値です。たとえ
ば，ディジタイザモジュールでは，電圧値です。

インタフェース
ret = mexWeSaveAsciiData(moduleHandle, ch, blockNo, filename, htype)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
filename： ファイル名
htype： ヘッダファイル作成

0＝ヘッダファイルを作成しない
1＝ヘッダファイルを作成する
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スケール変換データのアスキーデータ保存
mexWeSaveScaleAsciiData

概要
計測モジュールのアクイジションデータをスケール変換したデータをアスキー形式(csv形式)でファイル
に保存します。

インタフェース
[ret, recParam] = mexWeSaveScaleAsciiData(moduleHandle, ch, blockNo, param, filename, htype)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
recParam： 読み出したスケール値情報構造体

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
param： スケール値情報構造体
filename： ファイル名
htype： ヘッダファイル作成

0＝ヘッダファイルを作成しない
1＝ヘッダファイルを作成する

スケール変換データのアスキーデータ保存(拡張)
mexWeSaveScaleAsciiDataEx

概要
計測モジュールのアクイジションデータをスケール変換したデータをアスキー形式(csv形式)でファイル
に保存します。mexWeSetScaleInfoやmexWeShowLinearScaleWindowで設定したモジュールが記憶
しているスケール変換値を使用します。

インタフェース
ret = mexWeSaveScaleAsciiDataEx(moduleHandle, ch, blockNo, filename, htype)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号
filename： ファイル名
htype： ヘッダファイル作成

0＝ヘッダファイルを作成しない
1＝ヘッダファイルを作成する
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ヘッダ(波形情報)ファイルの保存mexWeSaveAcqHeader

概要
計測モジュールのアクイジションデータの波形情報を記述したヘッダファイルを作成します。
mexWeSaveAcqDataで作成されるものと同一です。

インタフェース
ret = mexWeSaveAcqHeader(moduleHandle, ch, filename)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
filename： ファイル名

パターンデータ(任意波形データ)の保存mexWeSavePatternData

概要
計測モジュールに依存して定義されているパターンデータをファイルに保存します。
パターンデータは，モジュールごとにその内容が異なります。また，パターンデータが定義されていな
いモジュールもあります。パターンデータとしては，たとえば，WE7121の任意波形データ，WE7131
のディジタル入出力パターンデータなどがあります。

インタフェース
ret = mexWeSavePatternData(moduleHandle, ch, filename)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
filename： ファイル名

パターンデータ(任意波形データ)のロードmexWeLoadPatternData

概要
計測モジュールに依存して定義されているパターンデータを計測モジュールにロードします。パターン
データは，計測モジュールごとにその内容が異なります。また，パターンデータが定義されていない計
測モジュールもあります。パターンデータとしては，たとえば，WE7121の任意波形データ，WE7131
のディジタル入出力パターンデータなどがあります。

インタフェース
ret = mexWeLoadPatternData(moduleHandle, ch, filename)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： チャネル番号
filename： ファイル名
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パターンデータ(任意波形データ)のロード(拡張)
mexWeLoadPatternDataEx

概要
指定したファイル(wvf形式またはcsv形式)の指定したパラメータで取り出される波形データを計測モ
ジュールにロードします。

インタフェース
ret = mexWeLoadPatternDataEx(moduleHandle, command, filename, ch, blockNo)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
command： アスキーコマンド
filename： ファイル名
ch： チャネル番号
blockNo： ブロック番号

オーバーランをする/しないの切り替えmexWeSetOverRun

概要
オーバーランを検出するか，検出しないかを設定します。

インタフェース
ret = mexWeSetOverRun(moduleHandle, sw)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル
sw： オーバーラン検出の設定

0＝検出しない(オーバーランしても停止なし)
1＝検出する(オーバーランしたときには停止する)

オーバーラン検出状態の問い合わせmexWeGetOverRun

概要
オーバーランを検出する/しないを問い合わせます。

インタフェース
[ret, sw] = mexWeGetOverRun(moduleHandle)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
sw： オーバーラン検出の状態

0＝検出しない(オーバーランしても停止なし)
1＝検出する(オーバーランしたときには停止する)

入力引数
moduleHandle：モジュールハンドル
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5.10 波形パラメータの演算

波形パラメータの演算の実行mexWeExecMeasureParam

概要
物理値データに対して波形パラメータの演算を行います。
mexWeGetMeasureParamは，計測モジュール上で波形パラメータの演算を行いますが，この関数はPC
上で演算を行います。

インタフェース
[ret, item] = mexWeExecMeasureParam(data, ptype, dt, startPoint, endPoint)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
item： 波形パラメータの演算結果格納構造体

入力引数
data： 波形パラメータの演算データ
ptype： パラメータタイプ

34＝WE_FLOAT 32bit実数
50＝WE_DOUBLE 64bit実数

dt： サンプリング周期(秒)
startPoint： 波形パラメータを演算するデータの開始点
endPoint： 波形パラメータを演算するデータの終了点
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生データによる波形パラメータの演算の実行
mexWeExecMeasureParamAcqData

概要
アクイジションデータ(生データ)に対して波形パラメータの演算を行います。
mexWeGetMeasureParamは計測モジュール上で波形パラメータの演算を行いますが，この関数はPC
上で演算を行います。

インタフェース
[ret, item] = mexWeExecMeasureParamAcqData(data, ptype, gain, offset, dt, startPoint, endPoint)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
item： 波形パラメータの演算結果格納構造体

入力引数
data： 波形パラメータの演算データ
ptype： パラメータタイプ

0＝WE_UBYTE 符号なし8bit整数
1＝WE_SBYTE 符号付き8bit整数
16＝WE_UWORD 符号なし16bit整数
17＝WE_SWORD 符号付き16bit整数
32＝WE_ULONG 符号なし32bit整数
33＝WE_SLONG 符号付き32bit整数

gain： ゲイン(レンジ)
offset： オフセット
dt： サンプリング周期(秒)
startPoint： 波形パラメータを演算するデータの開始点
endPoint： 波形パラメータを演算するデータの終了点
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5.11 4ch100kS/sD/AモジュールWE7281用フィルタAPI

指定ファイルの波形データをs16形式に変換したときのバイトサイズ
を取得mexWeWvf2S16GetSize

概要
指定したファイル(wvf形式またはcsv形式)の指定したパラメータで取り出される波形データをFGモー
ドの任意波形出力用のデータ形式(s16)に変換したときのバイトサイズを求めます。

インタフェース
[ret, size] = mexWeWvf2S16GetSize(filename, ch, block)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
size： データサイズ(バイトサイズ)

入力引数
filename：波形データファイル名
ch： 入力ファイルのチャネル番号
block： 入力ファイルのブロック番号

指定ファイルの波形データをw32形式に変換したときのバイトサイズ
の取得mexWeWvf2W32GetSize

概要
指定したファイル(wvf形式またはcsv形式)の指定したパラメータで取り出される波形データからFG
モードのスイープ波形データ用のデータ形式(w32)に変換したときのバイトサイズを求めます。

インタフェース
[ret, size] = mexWeWvf2W32GetSize(filename, ch, block)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
size： データサイズ(バイトサイズ)

入力引数
filename：波形データファイル名
ch： 入力ファイルのチャネル番号
block： 入力ファイルのブロック番号
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指定ファイルの波形データをw7281形式に変換したときのバイトサ
イズの取得mexWeWvf2W7281GetSize

概要
指定したファイル(wvf形式またはcsv形式)の指定したパラメータで取り出される波形データからAG
モードの任意波形出力用のデータ形式(w7281)に変換したときのバイトサイズを求めます。

インタフェース
[ret, size] = mexWeWvf2W7281GetSize(filename, ch, block)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
size： データサイズ(バイトサイズ)

入力引数
filename：波形データファイル名
ch： 入力ファイルのチャネル番号
block： 入力ファイルのブロック番号

指定ファイルの波形データをs16形式に変換mexWeWvf2S16

概要
指定したファイル(wvf形式またはcsv形式)の指定したパラメータで取り出される波形データをFGモー
ドの任意波形出力用のデータ形式(s16)に変換します。

インタフェース
[ret, buf, recSize] = mexWeWvf2S16(filename, ch, block, bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
buf： 読み出したデータ
recSize： 読み出したデータサイズ(バイトサイズ)

入力引数
filename：波形データファイル名
ch： 入力ファイルのチャネル番号
block： 入力ファイルのブロック番号
bufsize： データサイズ(バイトサイズ)
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指定ファイルの波形データをs32形式に変換mexWeWvf2W32

概要
指定したファイル(wvf形式またはcsv形式)の指定したパラメータで取り出される波形データからFG
モードのスイープ波形データ用のデータ形式(w32)に変換します。

インタフェース
[ret, buf, recSize] = mexWeWvf2W32(filename, ch, block, bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
buf： 読み出したデータ
recSize： 読み出したデータサイズ(バイトサイズ)

入力引数
filename：波形データファイル名
ch： 入力ファイルのチャネル番号
block： 入力ファイルのブロック番号
bufsize： データサイズ(バイトサイズ)

指定ファイルの波形データをw7281形式に変換mexWeWvf2W7281

概要
指定したファイル(wvf形式またはcsv形式)の指定したパラメータで取り出される波形データをAGモー
ドの任意波形出力用のデータ形式(w7281)に変換します。

インタフェース
[ret, buf, recSize] = mexWeWvf2W7281(filename, ch, block, bufSize)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
buf： 読み出したデータ
recSize： 読み出したデータサイズ(バイトサイズ)

入力引数
filename：波形データファイル名
ch： 入力ファイルのチャネル番号
block： 入力ファイルのブロック番号
bufsize： データサイズ(バイトサイズ)
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5.12 その他

ブロックデータ読み込みの終了状態の問い合わせmexWeIsBlockEnd

概要
計測モジュールにおいて，ブロックデータ読み込みの終了状態を問い合わせします。

インタフェース
[ret, sw] = mexWeIsBlockEnd(moduleHandle, blockNo)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
sw： 終了状態 0＝Stop，1＝Run

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
blockNo： ブロック番号

Note
本関数は，本コントロールツールキット独自のものです。WEコントロールAPIとは対応していません。
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6. ファイル操作関数

各mex関数名から「mex」を除いた関数名がWEコントロールAPIの関数名に対応します。
mex関数の詳細については，WEコントロールAPIユーザーズマニュアル(IM707741-61J)の「9.　ファ
イル操作関数」をご覧ください。

6.1 関数一覧

単一ファイルアクセス

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeDPHeaderReadS WeDPHeaderReadS 単一ファイルのヘッダファイル 6-3

読み込み
mexWeDPDataRead WeDPDataRead 単一ファイルのデータファイル 6-3

読み込み
mexWeDPHeaderWriteS WeDPHeaderWriteS 単一ファイルのヘッダファイル 6-4

書き込み
mexWeDPDataWrite WeDPDataWrite 単一ファイルのデータファイル 6-4

書き込み

連番ファイルアクセス

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeDPHeaderCsReadS WeDPHeaderCsReadS 連番ファイルのヘッダファイル 6-5

読み込み
mexWeDPCsRead WeDPCsRead 連番ファイルのデータファイル 6-5

読み込み
mexWeDPHeaderCsWriteS WeDPHeaderCsWriteS 連番ファイルのヘッダファイル 6-6

書き込み
mexWeDPCsWrite WeDPCsWrite 連番ファイルのデータファイル 6-6

書き込み

ヘッダファイルの指定項目へのアクセス

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeDPHeaderItemRead WeDPHeaderItemRead 指定した項目のデータを読み込む 6-7
mexWeDPHeaderItemWrite WeDPHeaderItemWrite 指定した項目のデータを書き込む 6-7

データ操作
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データを格納
mexWeDPScaleConvert WeDPScaleConvert データのスケール変換 6-9
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アクイジションデータ情報の読み出し

mex関数名 API関数名 説明 ページ
mexWeGetAcqDataInfoEx WeGetAcqDataInfoEx アクイジションデータの付属情報 6-10

の読み出し
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6.2 単一ファイルアクセス

単一ファイルのヘッダファイル読み込み mexWeDPHeaderReadS

概要
ヘッダファイルからブロック指定でデータを読み出します。

インタフェース
[ret, ComInfo, ChInfo] = mexWeDPHeaderReadS(filename, blockNo, ChNum)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
ComInfo：読み込まれた情報の構造体(ComInfo)
ChInfo： 読み込まれた情報の構造体(ChInfo)

入力引数
filename：読み込まれる拡張子なしファイル名
blockNo：読み込まれるブロック番号(0オリジン)
ChNum： 読み込まれるチャネル数(ChInfo構造体の数)

単一ファイルのデータファイル読み込み mexWeDPDataRead

概要
データファイルからデータをブロック指定で読み出します。

インタフェース
[ret, data] = mexWeDPDataRead(filename, blockNo, ch, dataForm, dataNum)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
data：読み込まれたデータ

入力引数
filename： 読み込まれる拡張子なしファイル名
blockNo： 読み込まれるブロック番号
ch： 読み込まれるチャネル番号
dataForm： 読み込まれるデータの型

1＝WE_UBYTE
17＝WE_SWORD
33＝WE_SLONG
34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

dataNum： 読み込まれるデータ数

Note
dataNumは，WEコントロールAPIの関数にはない引数ですが，mex関数では必要です。
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単一ファイルのヘッダファイル書き込み mexWeDPHeaderWriteS

概要
ヘッダファイルへブロックを指定してヘッダ情報を一括して書き込みます。

インタフェース
ret = mexWeDPHeaderWriteS(filename, blockNo, ComInfo, ChNum, ChInfo, AcqInfo)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
filename：書き込まれる拡張子なしファイル名
blockNo：書き込まれるブロック番号(0オリジン)
ComInfo：書き込まれる情報の構造体(ComInfo)
ChNum： 書き込まれるチャネル数(ChInfo構造体の数)
ChInfo： 書き込まれる情報の構造体(ChInfo)
AcqInfo：書き込まれるデータ情報構造体

単一ファイルのデータファイル書き込み mexWeDPDataWrite

概要
データファイルへデータをブロック単位で書き込みます。

インタフェース
ret = mexWeDPDataWrite(filename, blockNo, sampleNum, ChNum, AcqInfo, dataForm, data)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
filename： 書き込まれる拡張子なしファイル名
blockNo： 書き込まれるブロック番号
sampleNum：書き込まれるサンプル数
ChNum： 書き込まれるチャネル数
AcqInfo： 書き込まれるデータ情報構造体
dataForm： 書き込まれるデータの型

1＝WE_UBYTE
17＝WE_SWORD
33＝WE_SLONG
34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

data： 書き込まれるデータ
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6.3 連番ファイルアクセス

連番ファイルのヘッダファイル読み込み mexWeDPHeaderCsReadS

概要
ヘッダファイルからヘッダ情報を一括して読み出します。

インタフェース
[ret, ComInfo, ChInfo] = mexWeDPHeaderCsReadS(filename, seriesNo, ChNum)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
ComInfo：読み込まれた情報の構造体(ComInfo)
ChInfo： 読み込まれた情報の構造体(ChInfo)

入力引数
filename： 読み込まれる拡張子なしファイル名
seriesNo： 読み込まれるファイルの連番先頭番号
ChNum： 読み込まれるチャネル数(ChInfo構造体の数)

連番ファイルのデータファイル読み込み mexWeDPCsRead

概要
データファイル(連番ファイル)からサンプル数指定でデータを読み出します。

インタフェース
[ret, data] = mexWeDPCsRead(filename, seriesNo, start, length, ch, dataForm, dataNum)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
data：読み込まれたデータ

入力引数
filename： 読み込まれる拡張子なしファイル名
seriesNo： 読み込まれるファイルの連番先頭番号
start： 読み込まれるデータの開始点
length： 読み込まれるデータの点数
ch： 読み込まれるチャネル番号
dataForm： 読み込まれるデータの型

1＝WE_UBYTE
17＝WE_SWORD
33＝WE_SLONG
34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

dataNum： 読み込まれるデータ数

Note
dataNumは，WEコントロールAPIの関数にはない引数ですが，mex関数では必要です。
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連番ファイルのヘッダファイル書き込み mexWeDPHeaderCsWriteS

概要
ヘッダファイルへヘッダ情報を一括して書き込みます。

インタフェース
ret = mexWeDPHeaderCsWriteS(filename, seriesNo, ComInfo, ChNum, ChInfo, AcqInfo)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
filename： 書き込まれる拡張子なしファイル名
seriesNo： 書き込まれるファイルの連番先頭番号
ComInfo： 書き込まれる情報の構造体(ComInfo)
ChNum： 書き込まれるチャネル数(ChInfo構造体の数)
ChInfo： 書き込まれる情報の構造体(ChInfo)
AcqInfo： 書き込まれるデータ情報構造体

連番ファイルのデータファイル書き込み mexWeDPCsWrite

概要
連番ファイルへデータを書き込みます。

インタフェース
ret＝mexWeDPCsWrite(filename, seriesNo, sampleNum, ChNum, AcqInfo, dataForm, data)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
filename： 書き込まれる拡張子なしファイル名
blockNo： 書き込まれるブロック番号
sampleNum：書き込まれるサンプル数
ChNum： 書き込まれるチャネル数
AcqInfo： 書き込まれるデータ情報構造体
dataForm： 書き込まれるデータの型

1＝WE_UBYTE
17＝WE_SWORD
33＝WE_SLONG
34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

data： 書き込まれるデータ
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6.4 ヘッダファイルの指定項目へのアクセス

ヘッダファイルの指定した項目のデータを読み込み
mexWeDPHeaderItemRead

概要
ヘッダファイルのヘッダ情報から指定した項目名・指定したチャネルの情報を読み出します。

インタフェース
[ret, data] = mexWeDPHeaderItemRead(filename, itemName, ch, blockNo)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
data：読み込まれたデータ

入力引数
filename： 読み込まれる拡張子なしファイル名
itemName： 読み込まれるアイテム名
ch： 読み込まれるチャネル番号
blockNo： 読み込まれるブロック番号

ヘッダファイルの指定した項目へのデータ書き込み
mexWeDPHeaderItemWrite

概要
ヘッダファイルのヘッダ情報の指定した項目名・指定したチャネルへデータを書き込みます。

インタフェース
ret＝mexWeDPHeaderItemWrite(filename, itemName, ch, blockNo, data)

出力引数
ret：正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。

入力引数
filename： 書き込まれる拡張子なしファイル名
itemName： 書き込まれるアイテム名
ch： 書き込まれるチャネル番号
blockNo： 書き込まれるブロック番号
data： 書き込まれるデータ
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6.5 データ操作

サンプル数・チャネル数の取得 mexWeDPGetSampleChNum

概要
指定したファイルのサンプル数，チャネル数を取得します。

インタフェース
[ret, SampleNum, ChNum] = mexWeDPGetSampleChNum(filename, blockNo)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
SampleNum：読み込まれたサンプル数
ChNum： 読み込まれたチャネル数

入力引数
filename：読み込まれる拡張子なしファイル名
blockNo：読み込まれるブロック番号

ブロック数の取得 mexWeDPGetBlockNum

概要
指定したファイルのブロック数を取得します。

インタフェース
[ret, blockNum] = mexWeDPGetBlockNum(filename)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
blockNum： 読み込まれたブロック数

入力引数
filename：読み込まれる拡張子なしファイル名

データ情報構造体にデータをセット mexWeDPInitializeAcqInfo

概要
データ情報構造体に必要なデータを格納します。

インタフェース
[ret, AcqInfo] = mexWeDPInitializeAcqInfo(VMaxData, VMinData, sampleNum, sampInterval,
infoNum)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
AcqInfo：データ情報構造体

入力引数
VMaxData： Maxのデータ
VMinData： Minのデータ
sampleNum： データのサンプル数
sampInterval： データのサンプリング周期
infoNum： データ情報構造体の数
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データのスケール変換 mexWeDPScaleConvert

概要
指定したデータをスケール変換して結果を返します。

インタフェース
[ret, scaleAcqInfo, scaleData] = mexWeDPScaleConvert(scaleA, scaleB, dataForm, data, mode,
ChNum, dataAcqInfo, scaleDataForm)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
scaleAcqInfo： データ情報構造体
scaleData： 変換されたデータ

入力引数
scaleA： スケール係数A
scaleB： スケール係数B
dataForm： dataの型

1 ＝WE_UBYTE
17＝WE_SWORD
33＝WE_SLONG
34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE

data： 変換元データ
mode： 変換方法(詳細はWEコントロールAPIのユーザーズマニュアル(IM707741-61J)をご

覧ください)
ChNum： データ情報構造体の数(チャネル数)
dataAcqInfo： データ情報構造体
scaleDataForm：scaleDataの型

1＝WE_UBYTE
17＝WE_SWORD
33＝WE_SLONG
34＝WE_FLOAT
50＝WE_DOUBLE
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6.6 アクイジションデータ情報の読み出し

アクイジションデータの付属情報の読み出し
mexWeGetAcqDataInfoEx

概要
計測モジュールのアクイジションデータの付属情報を読み出します。

インタフェース
[ret, info, infoNum] = mexWeGetAcqDataInfoEx(moduleHandle, ch, blockNo)

出力引数
ret： 正常終了したときは「0」，異常終了したときはエラーコードを返します。
info： 読み出したデータ情報構造体
infoNum：読み出したデータ情報構造体の数

入力引数
moduleHandle： モジュールハンドル
ch： 読み出すチャネル番号
blockNo： 読み出すブロック番号
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