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はじめに 
本マニュアルは、IS8000 統合計測ソフトウェアプラットフォーム ( 以降、IS8000 ソフトウェアと
略します ) に用意される API (Application Programming  Interface) を用いて、IS8000 ソフトウェア
に機能を付加する方法について記述したものです。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、ご理解のうえ正しくお使いください。
なお、IS8000 ソフトウェアの取り扱い上の注意、機能、操作方法、Windows の取り扱い、操作方
法などについては、それぞれのマニュアルをご覧ください。

お読みになったあとは大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったときなどに
きっとお役に立ちます。なお、IS8000 ソフトウェアにはユーザーズマニュアル (IM  IS8000-01JA)
の「マニュアルの構成」に示す各種マニュアルがあります。あわせてお読みください。
IS8000 ソフトウェアのランチャーと Help[ ヘルプ ]メニューから、上記マニュアルにアクセスできます。
操作の詳細については、ユーザーズマニュアル (IM IS8000-01JA) の 9.3 節をご覧ください。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、次のシートに記載されています。
ドキュメント No. 内容
PIM 113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

ご注意
・  性能・機能の向上などにより、本書の内容を予告なしに変更することがあります。最新のマニュ
アルは、当社Webサイトでご確認ください。

・  本書に記載の画面表示内容は実際のものと多少異なることがあります。
・  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、お買い求め先か、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。
・  IS8000 ソフトウェアのライセンシーアプリケーションのライセンス管理部分は、次の 1つ又は
それ以上の著作権に基づいています。
Sentinel® RMS © 2005 SafeNet, Inc. All rights reserved.
Sentinel® EMS © 2009 SafeNet, Inc. All rights reserved.

商標
・  Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、および Visual Studio 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 と Acrobat は、Adobe Systems  Incorporated( アドビシステムズ社 ) の登録商標または商
標です。

・  Sentinel は SafeNet, Inc. の登録商標です。
・  本文中の各社の登録商標または商標には、®、TMマークは表示していません。
・  その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

 

5th Edition: December 2022 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2022 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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このマニュアルで使用している記号と表記法

接頭語のｋと K について
本書では、単位の前に使用される接頭語のｋとＫを、次のように区別して使用しています。
k‥‥‥1000 の意味です。  使用例：100 kS/s( サンプルレート )
K‥‥‥1024 の意味です。  使用例：720 K バイト ( ファイルの容量 )

表示文字
操作説明のところで、太字の英数字は、操作対象の画面上のメニューに表示される文字を示します。

注記
本書では、注記を次のシンボルで示します。

Note   本 API を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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ご使用にあたっての注意

免責事項
当社は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードしインストールすることにより、下記の免責事
項を許諾いただいたものとみなします。
・  本ソフトウェアをダウンロードしインストールすることによって生じるいかなる問題について
も、当社はその責務を負いません。

・  本ソフトウェアの使用に関して、直接または間接に生じるいっさいの損害について、当社はそ
の責務を負いません。

・  本ソフトウェアは無償で提供されますが、本製品になんの欠陥もないという無制限の保証をす
るものではありません。また、本ソフトウェアに関する不具合修正や質問についてのお問い合
わせをお受けできない場合があります。

・  本ソフトウェアに関する財産権、所有権、知的財産権、その他一切の権限は、当社に帰属します。

本書について
本書は、IS8000 ソフトウェアに機能を付加するための公開ライブラリ (API) の概要について説明し
ています。
なお、本書はユーザーライブラリ開発を行うエンジニアの方を対象とした内容となっています。開
発に使用するプログラミング言語 (C#) および開発環境 (Visual Studio) の基本的な知識が必要です。

本 API の使用上の注意事項
・  本 API が対応する IS8000 ソフトウェアのバージョンは 22.6.1.0 以降です。
・  IS8000 ソフトウェアの使用方法については、ユーザーズマニュアル (IM IS8000-01JA) の「マニュ
アルの構成」に示す各種マニュアルをご覧ください。
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第 1 章 

API について

1.1 概要

IS8000 API とは、次の 2つのことを指します。
・  IS8000 ソフトウェアの機能を拡張するためのプログラミングインタフェース
・  開発用の SDK(Software Development Kit)

IS8000 API を使用して以下のことができます。
・  IS8000SDK.DLL を用いたユーザーライブラリ (DLL) を作成して
 - 任意の測定器などの外部データを収集 (DAQ) する
 - 任意のデータを波形として読み込む

・  外部のアプリケーションから IS8000 ソフトウェアの機能の一部を制御する。

ユーザーライブラリ (DLL)
ユーザーライブラリは、IS8000 ソフトウェアが必要とするインタフェースを実装したダイナミッ
クリンクライブラリ (DLL: Dynamic Link Library) として作成します。作成したDLL を指定のフォル
ダーに配置することによって、IS8000 ソフトウェアが自動的に拡張モジュールを認識し、必要に
応じてユーザーライブラリをロードします。
ユーザーライブラリを開発するための各種シーケンスは、第 2章「IS8000SDK DAQ ユーザーラ
イブラリ」、第 3章「IS8000SDK 波形読み込みユーザーライブラリ」をご参照ください。

ユーザーライブラリはWindows ログインユーザーの APPDATA フォルダー以下に配置します。詳
細は後述します。

外部アプリケーションから IS8000 ソフトウェアを制御する
外部のアプリケーションから IS8000 ソフトウェアの機能の一部を制御するための API は、gRPC
を用いた通信を行います。
IS8000 ソフトウェアで制御可能な機能は、以下のとおりです。
・  ランチャー機能の一覧取得
・  ランチャー機能の選択 (*DAQだけ )
・  測定器の接続
・  接続した測定器をデータソースに登録
・  データソースからDAQタブウィンドウの生成
・  DAQタブウィンドウの制御 (Start、Stop、Hold、Rec、File Divide)
・  オンライン波形データの取得
・  波形ファイルをデータソースに登録
・  波形ファイルから指定範囲のデータ取得



1-2 IM D037-01JA

1.2 機能

ソフトウェア構成
SDK は、お客様が IS8000 ソフトウェアのユーザーライブラリや IS8000 ソフトウェアを制御するた
めのアプリケーションを作成できるようにするソフトウェア開発キットです。
SDK は以下で構成されます。
フォルダー名 内容
Manuals API ユーザーズマニュアル ( 本書です )
IS8000SDK ユーザーライブラリ (DLL) 作成用 SDK
Help API 関数の機能説明
Sample
DL850DAQService DL850E を接続するユーザーライブラリサンプルプロジェクトおよ

びライブラリ
SoundWaveformFile wav ファイルを読み込むユーザーライブラリサンプルプロジェクト

およびライブラリ
Templates 新規プロジェクト作成時のテンプレート

・  DataAcquisitionServiceTemplate.zip
  IS8000SDK DAQ ユーザーライブラリのテンプレート
・  FileServiceTemplate.zip
  IS8000SDK 波形読み込みユーザーライブラリのテンプレート

Lib IS8000SDK.DLL (IS8000 API 本体 )
IS8000Control IS8000 制御 API
Help API 関数の機能説明
Sample
IS8000gRPCClient.Monitor.Control 外部アプリケーションから測定器を接続してDAQをコントロール

するサンプルコード
IS8000gRPCClient.Monitor.DAQ 外部アプリケーションから測定器を接続してオンライン波形データ

を取得するサンプルコード
IS8000gRPCClient.Waveform 外部アプリケーションから波形ファイルを登録して指定範囲のデー

タを取得するサンプルコード
Protos IS8000 ソフトウェアを制御するための proto ファイル

任意の測定器などの外部データを DAQ する場合
IS8000SDK.DLL を用いて、ユーザーライブラリ (DLL) を作成します。
▶ 1.3 節、第 2章参照

任意のデータを波形として読み込む場合
IS8000SDK.DLL を用いて、ユーザーライブラリ (DLL) を作成します。
▶ 1.3 節、第 3章参照

IS8000 ソフトウェアを外部から制御する場合
gRPC を用いた通信をするためのユーザーアプリケーションを作成します。ユーザーアプリ
ケーションの作成には IS8000SDK.DLL は不要です。
▶ 1.4 節、第 4章参照
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1.2　機能

サンプルコード
IS8000Control フォルダー内の Sample フォルダーには、.NET 6 対応版と .NET Framework 4.6.2
対応版のサンプルコードが含まれています。

・ NuGet パッケージの取得方法
.NET Framework 4.6.2 版のサンプルコードをビルドするためには、ビルド前にNuGet パッ
ケージを取得する必要があります。

1. Visual Studio のソリューション エクスプロー
ラーで、「ソリューション 'IS8000gRPCClient'」
を右クリックします。

2. 表示されたメニューで「NuGet パッケージの復
元」をクリックします。

テンプレート
ユーザーライブラリ (DLL) を作成するためのプロジェクトテンプレートです。
テンプレートファイルを以下へ置くと、Visual Studio から新規プロジェクトを作成する際に
テンプレートを選択できます。テンプレートから必要な API の内容を追記するとユーザーラ
イブラリ (DLL) を作成することができます。

%USERPROFILE%\Documents\Visual Studio 20XX\Templates\ProjectTemplates

ユーザープログラムを実行する場合の推奨環境について
お客様が開発したユーザーライブラリの動作環境は、基本的に IS8000 ソフトウェアの動作環境に
準じます。なお、お客様が接続する機器またはソフトウェアによっては、さらに性能が必要にな
る場合があります。

API 機能の概要
API 機能の概要については、Help フォルダー以下のヘルプファイル ( 拡張子：chm) をご参照くだ
さい。
ファイル名 内容
IS8000SDKHelp 任意の測定器などの外部データをDAQ、または任意のデータを波形として読み込むた

めのユーザーライブラリ (DLL)
IS8000Help 外部のアプリケーションから IS8000 ソフトウェアを制御



1-4 IM D037-01JA

1.3 ユーザーライブラリ (DLL)

任意の測定器などの外部データをDAQする、または任意のデータを波形として読み込むには、お
客様が IS8000SDK.DLL を用いてプログラミングしてユーザーライブラリ (DLL) を作成する必要があ
ります。

システム要件
ユーザーライブラリの開発に必要なシステム要件は、以下のとおりです。
要件 内容
開発環境 Visual Studio 2017 以降
開発言語 C#
.NET Framework 4.6 以降
対応OS Windows 10 build 1902 以降
アセンブリ 64bit の DLL として同梱

ユーザーライブラリの配置とロード
1.   既定のフォルダー以下にユーザーライブラリと同名のフォルダーを作成します。
2.   手順１で作成したフォルダー内にユーザーライブラリを配置してください。
  ユーザーライブラリが IS8000 ソフトウェアに自動的に認識され、必要なタイミングでロード

されます。

Lib フォルダーは、ユーザーが作成したユーザーライブラリを格納するフォルダーです。
なお、Lib 以下のフォルダー名とユーザーライブラリ (DLL) の名称は同じである必要があります。
種別 パス
ユーザーライブラリフォルダー %APPDATA% \YOKOGAWA\IS8000\Lib\ 任意のフォルダー

Note
サンプルを使用する場合
ダウンロードしたZipファイルを展開すると以下のフォルダーが作成されます。各フォルダーをフォルダー
ごと%APPDATA% \YOKOGAWA\IS8000\Lib\ にコピーします。

・ IS8000SDK\Sample\DL850DAQService\Lib\DL850DAQServiceSample
  DL850E へ接続して、以下の電圧モジュールのDAQができます。
  サンプルですので動作を保証するものではありません。

型名 名称
701250 高速 10MS/s 12 ビット 絶縁モジュール
720250 高速 10MS/s 12 ビット 絶縁モジュール
701251 高速 1MS/s 16 ビット 絶縁モジュール
701255 高速 10MS/s 12 ビット 非絶縁モジュール
701267 高圧 100kS/s 16 ビット 絶縁モジュール (RMS 付 )
720210 高速 100MS/s 12 ビット 絶縁モジュール
720211 高速 100MS/s 12 ビット 絶縁モジュール
720268 高圧 1MS/s 16 ビット 絶縁モジュール (AAF、RMS 付 )
720254 4CH 1MS/s 16 ビット絶縁モジュール

・ IS8000SDK\Sample\SoundWaveformFile\Lib\SoundWaveformFileService
  wav ファイルを読み込んで波形を表示できます。
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1.3　ユーザーライブラリ (DLL)

エントリポイントとインタフェース
お客様が実装し、IS8000 ソフトウェア側から呼び出すメソッドのことをエントリポイントと呼び
ます。
エントリポイントは、SDK で用意する interface で定義するメソッドをお客様が実装することによっ
て実現します。interface はユーザーライブラリによってそれぞれ定義されます。お客様は必要な
エントリポイントを実装する必要があります。

ユーザーライブラリの種別と実装
ドライバ型ユーザーライブラリ
ドライバ型のユーザーライブラリは、interface で定義される必要なメソッドを実装すること
によって、IS8000 ソフトウェアに入力するデータの種類を増やすことを目的としています。
これは IS8000 ソフトウェアが標準でサポートしていない測定器からのDAQを可能にします。

IS8000 ソフトウェアが測定器に接続し、波形データを取得する (DAQする ) のに必要なメソッ
ドをお客様が実装することによって、任意の測定器からのデータ収集ができるようになりま
す。
なお、ここで想定している対象は時系列にデータを出力する測定器 ( 波形測定器 ) です。
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1.4 IS8000 制御 API

IS8000 ソフトウェアを外部から制御する場合は、gRPC を用いた通信をするためのユーザーアプリ
ケーションを作成します。ユーザーアプリケーションの作成には IS8000SDK.DLL は不要です。

システム要件
お客様作成のアプリケーションですので、開発環境の指定はありません。開発言語は、gRPC に対
応していればどのプログラミング言語でも可能です。
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第 2 章 

IS8000SDK DAQ ユーザーライブラリ

2.1 アプリケーション開始シーケンス

IS8000 ソフトウェアを起動すると、指定フォルダーにあるユーザーライブラリ (DLL) を検索し、
検出したライブラリを登録します。
通信 API(ICommunicator を実装したクラス ) だけ、引数なしのコンストラクタを使用してインス
タンスを生成します。
それ以外の登録対象となる I/F は、***Factory と名の付く I/F が対象になります。
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2.2 装置検索シーケンス

IS8000 ソフトウェアのウィザード (Device Search) から Searchをクリックすると、検索対象測定
器を検出し、接続可能な測定器リストを生成します。
検索対象測定器の検出については、ユーザーライブラリ (DLL) で行います。
IS8000 ソフトウェアは、ICommunicator を実装したクラスの SearchDevice を呼び出します。
ユーザーライブラリ (DLL) 側は、結果を IConnectionInformation を実装したクラスで返すように
します。
その後、ユーザーライブラリ (DLL) に存在する機能が使用できるかどうかを判定するために、
IS8000 ソフトウェアに登録されている IDeviceFactory を使用して IDevice を作成します。
IS8000 ソフトウェアは、生成された IDevice を使用して、機能ごとの Factory に存在する生成可否
判定処理を呼び出します。
生成可能時、有効な検索結果として IS8000 ソフトウェア側に追加されます。
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2.3 データ収集インスタンス取得シーケンス

データ収集を実施する前に、ユーザーライブラリ (DLL) の IDataAcquisitionFactory で生成可否判定
を行います。
IS8000 ソフトウェアから ICommunicator と IDevice が引数としてユーザーライブラリ (DLL) へ渡
されるため、データ収集インスタンスが生成可能な装置状態かどうかを判定して生成可否を返す
ようにしてください。

2.4 デバイス検索からチャネル設定遷移シーケンス

デバイス検索時に接続対象となった装置分、データ取得インスタンス取得シーケンスを繰り返し
ます。
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2.5 チャネル設定画面遷移シーケンス

チャネル設定画面では、チャネル情報を取得してリストに登録します。
IS8000 ソフトウェアがユーザーライブラリ (DLL) の DaqChannelList を呼び出し、DAQ可能なチャ
ネルをすべて取得します。
IS8000 ソフトウェアからユーザーライブラリ (DLL) の GetDefaultEnableChannels 呼び出して既定
で有効になるチャネルを取得し、チャネル設定へあらかじめ登録します。
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2.6 チャネル設定完了シーケンス

チャネル設定画面で Open、Nextボタンをクリックし、表示 /記録チャネルを確定すると、対象チャ
ネルのDAQに必要な情報をユーザーライブラリ (DLL) から取得し、登録します。
ここ以外のタイミングで同じチャネルが選択できるように、固有の情報をユーザーライブラリ
(DLL) から XElement で取得します。
( 同じチャネルかどうかを判定するために、Equals に XElement を渡して判定されます。)
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2.7 チャネル登録シーケンス

チャネル設定で IS8000 ソフトウェアへ登録する表示用チャネルと記録用チャネルを登録します。
IS8000 ソフトウェアから表示用チャネルと記録用チャネルが登録されたことを、ユーザーライブ
ラリ (DLL) に対して通知します。

2.8 チャネル登録解除シーケンス

チャネル設定で IS8000 ソフトウェアへ登録された表示用チャネルと記録用チャネルを解除します。
IS8000 ソフトウェアから表示用チャネルと記録用チャネルが解除されたことを、ユーザーライブ
ラリ (DLL) に対して通知します。

 



2-7IM D037-01JA

2.9 DAQ 画面表示シーケンス

チャネル設定画面を一度も開かなかった場合 (Device Search で Openをクリック ) は、ユーザーラ
イブラリ (DLL) からデフォルトチャネルを取得して IS8000 ソフトウェアへ登録します。
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2.10 モニター更新シーケンス

STARTすると、IS8000 ソフトウェアから定期的に TryGetDisplayCache( 約 300 ms 間隔 ) が送られ
ます。ユーザーライブラリ (DLL) では、測定器からデータを収集し、収集済みのデータをそれぞれ
IS8000 ソフトウェアへ受け渡します。
表示用データは主に表示用に圧縮されたデータの受け渡し用ですが、圧縮データがない場合は、記
録用データをそのまま IS8000 ソフトウェアへ渡してください。
受け渡し中のメモリーは、受け渡し中に次の新しいデータで上書きしないようにしてください。
メモリーの上書きなど、何らかのエラーがユーザーライブラリ (DLL) 側で発生した場合は、ユーザー
ライブラリ (DLL) から StopRequested イベントで IS8000 ソフトウェアへ通知すると、メッセージ
を表示して STOP します。

Note
表示用データで、各チャネルの合計メモリーが 1 GByte を超える場合は、メモリーエラーになります。
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2.11 モニター開始シーケンス

IS8000 ソフトウェアが前準備処理を呼び出し、ユーザーライブラリ (DLL) は、必要に応じて
START に必要な処理を行い、準備結果を IS8000 ソフトウェアへ返します。前準備に成功した場合、
IS8000 ソフトウェアはモニター開始が可能と判断し、測定を開始します。
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2.12 モニター中シーケンス

モニター中は、IS8000 ソフトウェアから約 300 ms 間隔でユーザーライブラリ (DLL) に対して更新
データの取得を要求します。

2.13 モニター中からの記録開始シーケンス

モニター中に RECボタンをクリックすると、モニター更新に加え、記録データ更新も開始します。
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2.14 モニター＆記録開始シーケンス

STOP 中に RECボタンをクリックすると、モニター更新と記録データ更新を同時に開始します。
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2.15 記録データ更新シーケンス

REC STARTすると、IS8000 ソフトウェアから定期的に TryGetRecordCache( 約 100 ms 間隔 ) が
送られます。ユーザーライブラリ (DLL) では、測定器からデータを収集し、収集済みのデータを
IS8000 ソフトウェアへ受け渡します。
受け渡し中のメモリーは、受け渡し中に次の新しいデータで上書きしないようにしてください。
メモリーの上書きなど、何らかのエラーがユーザーライブラリ (DLL) 側で発生した場合は、ユーザー
ライブラリ (DLL) から StopRequested イベントで IS8000 ソフトウェアへ通知すると、メッセージ
を表示して STOP します。

Note
記録データで、各チャネルの合計メモリーが１ GByte を超える場合は、メモリーエラーになります。
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2.16 記録停止シーケンス

REC 中に REC STOPボタンをクリックすると、ユーザーライブラリ (DLL) からの残データの取得を
完了した後、記録を停止します。モニター更新は継続します。
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2.17 停止シーケンス

REC 中に STOPボタンをクリックすると、残データの取得を完了してから停止します。

2.18 DAQ 解除シーケンス

IS8000 のパネルへ割り当てられた装置が解除されると、IS8000 ソフトウェアはユーザーライブラ
リ (DLL) に登録されたチャネルが解除されたことを通知します。その後、装置の解放処理を要求し
ます。
ユーザーライブラリ (DLL) は、DAQから解除された際に必要な処理を実装してください。
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第 3 章 

IS8000SDK 波形読み込みユーザーライブラリ

3.1 アプリケーション開始シーケンス

IS8000 ソフトウェアを起動すると、起動フォルダーになるユーザーライブラリ (DLL) を検索し、
検出したライブラリを登録します。
波形読み込みユーザーライブラリは、IFileFactory を実装したクラスのインスタンスを作成します。
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3.2 ファイル読み込みシーケンス

開くファイルが指定されると、IS8000 ソフトウェアにロード済みの Factory に対して CanCreate
を呼び出し、生成可能な Factory を決定します。
対象となる Factory が見つかると、FileFactory の Create を呼び出して IFile を実装したインスタン
スを作成します。

3.3 波形パラメータ、波形データ取得シーケンス

IS8000 ソフトウェアで波形情報や波形を取得・表示するために、WaveformGettable に実装されて
いるメソッドを呼び出して、波形パラメータや波形データを取得します。
各処理は非同期で複数回呼ばれるため、スレッドセーフにする必要があります。
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第 4 章 

制御 API

4.1 アプリケーション開始シーケンス

IS8000 ソフトウェアを外部から制御するには、IS8000 ソフトウェアを操作するプログラムをお
客様が作成します。 アプリケーションと IS8000 ソフトウェアは gRPC を用いた通信を行うため、
proto ファイルを使用して通信するコードを作成する必要があります。作成するアプリケーション
のプログラミング言語は、gRPC で通信ができればどのプログラミング言語でも構いません。

IS8000.exe は、外部アプリケーションなどから以下の引数を付けて起動します。すると、IS8000
ソフトウェアは、指定したポート番号で待ち受けた状態で立ち上がります。

-RPCServerPort:<IS8000 自体と通信するためのポート番号>
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4.2 装置検索シーケンス

測定器からDAQするために以下の手順が必要です。

1.   IS8000 ソフトウェアの機能一覧を取得し、その中の「DAQ」を指定する。
2.   測定器を接続し、データソースへ登録する。
3.   データソースからDAQのタブウィンドウを生成する。

測定器の接続は、AddDeviceDataSourceRequest の Wire、Address、DeviceType を直接指定して
接続します。
パラメータ 設定内容
Wire 通信インタフェースの種類

  ETHER、VXI11、HiSLIP、USBTMC、VISAUSB
Address ・  Wire が ETHER、VXI11、HiSLIP の場合：IP アドレスを指定

・  Wire が USB の場合：シリアル番号を指定
DeviceType  測定器のタイプ

  (DL950、WT5000 に接続時は、YOKOGAWA)
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4.3 データソース登録＆ DAQ タブウィンドウ生成シー
ケンス

タブウィンドウに対する制御機能ごとに RPC ポートが作成されます。
gRPC で接続する際に、アドレスを “localhost”、取得した RPC ポート番号をチャネルとして設定し
ます。
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4.3　データソース登録＆ DAQ タブウィンドウ生成シーケンス

Monitor の制御
DAQタブウィンドウに対する制御機能はMonitor だけです。
gRPC で接続する際に、アドレスを “localhost”、Monitor の RPC ポート番号をチャネルとして設定
します。
.proto ファイルへ定義した制御コマンドを呼び出して制御します。

Monitor 制御の例
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4.4 オンライン波形データ取得シーケンス

IS8000 ソフトウェアから波形データを受信するには、波形の記録種別を「RPC」に設定し、通知ス
トリームと波形ストリームをそれぞれ開く必要があります。

操作の概要
1.   波形の記録種別を RPC に設定します。
2.   通知ストリームを開いて、通知ストリームからの情報を受信待機状態にします。
3.   IS8000 ソフトウェアに、記録開始を要求します。
4.   IS8000 ソフトウェアから記録開始が通知されたら、ユーザープログラムで使用するために必

要な情報を取得します。

5.   波形ストリームを開いて、波形ストリームからの情報を受信待機状態にします。
6.   IS8000 ソフトウェアから波形ストリームを通じて受信したデータを処理します。
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4.4　オンライン波形データ取得シーケンス

通知ストリームを開く処理
通知ストリームを開きます。
IS8000 ソフトウェアのDAQ機能で状態が変更されたことを通知します。

 

波形ストリームを開く処理
波形ストリームを開きます。
IS8000 ソフトウェアの波形記録種別が RPC の場合に、波形ストリームに対して波形データが送信
されます。

 

後処理
開いたストリームは、処理が完了したら必ず閉じてください。
波形記録種別はMDFに戻すことを推奨します。DAQタブウィンドウが閉じた際に波形記録種別の
設定は保存されませんが、波形記録種別が RPC の場合はMDFファイルが作成されません。
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4.5 ファイル追加シーケンス

ユーザープログラムから、IS8000 ソフトウェアへ追加するファイルのファイルパスを送信します。
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4.6 オフライン波形データ取得シーケンス

波形ファイルからデータを取得するには、ユーザープログラムで専用のクライアントインスタン
スを作成して接続します。
波形ファイルには、例えば１つのファイルにDL950 とWT5000 のデータが存在するなど、複数の
波形ソースが混在する場合があるため、対象となる波形ソースを選択します。
また、波形ファイルごとにブロックとチャネルが存在します。
波形からデータを取得するには、データソース Id、波形ソース Id、ブロック Id、チャネル Id を指
定します。
取得できる波形データはバイナリデータで、常に Little Endian です。
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