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1.

はじめに

本資料は、ファンクションジェネレータ動作モード（AFG）で使用する場合の T3AWG3K-C シリー
ズ任意波形発生器での SCPI コマンドの使用方法について説明します。
1.1

略語と用語

省略形

説明

SW

ソフトウェア

UI

ユーザーインタフェース

API

アプリケーション・プログラミング・インタフェース

SCPI

プログラマブル機器用標準コマンド

AFG

任意波形ファンクションジェネレータ

VISA

Virtual Instrument Software Architecture
表 1：略語と用語

1.2

改訂履歴

Rev.

変更点

Date

1.3

SOURce[n]]:FUNCtion[:SHAPe]-ダブルパルスキャリアを追加：
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude[SOURce[n]]:DOUBLEP
ULSe:PULSe[m]:TRANsition[:LEADing]
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition:TRAiling
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay

1.4

以下を追加：
[SOURce[n]]:COUPLE:STATe [SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:STATe [SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:STATe [SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:STATe [SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:OFFSet
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[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:OFFSet
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:STATe
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:RATio
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:OFFSet
[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:HIGH [SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:LOW
表 2：改訂履歴
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2.

構文とコマンド

2.1

コマンド構文

2.1.1

構文の概要

コマンドやクエリを使用して、LAN インタフェースを介して機器の操作や機能を制御します。以下の
関連トピックでは、これらのコマンドとクエリの構文について説明します。トピックでは、機器がそ
れらを処理するために使用する慣例についても説明しています。コマンドグループ別のコマンドの一
覧については、「コマンドグループ」のトピックを参照するか、インデックスを使用して特定のコマ
ンドを検索します。
使用されている記号については以下の表を参照してください。
シンボル

意味

<>

定義済み要素

::=

として定義される

|

排他的論理和

{}

グループ;1つの要素が必要

[]

オプション；省略可能

...

前要素の繰り返しが可能

()

コメント
表 3:構文記号とその意味

2.1.2

コマンドとクエリの構造

概要
コマンドは、セットコマンドとクエリコマンド（通常はコマンドとクエリと呼ばれる）から構成され
ています。コマンドは機器の設定を変更したり、特定の動作を実行したりします。クエリにより、機
器はデータとステータス情報を返します。
ほとんどのコマンドには、設定形式とクエリ形式の両方が存在します。コマンドのクエリ形式は、末
尾に疑問符が付いていることで設定形式とは異なります。
例えば、設定コマンド OUTPut1:STATe ON は、クエリ形式では OUTPut1:STATe?となります。
すべてのコマンドが設定形式とクエリ形式の両方を持っているわけではありません。コマンドの中に
は設定のみのものとクエリのみのものがあります。

メッセージ
コマンド・メッセージは、コマンドまたはクエリ名の後に、コマンドまたはクエリを実行するために
機器が必要とする情報が続きます。コマンド・メッセージには、以下の表で定義されているように、
5 種類の要素タイプが含まれている場合があります。
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シンボル

意味

<Header>

基本的なコマンド名です。ヘッダが疑問符で終わっている場合、コマンドはクエリ
です。ヘッダはコロン(:)で始まることがあります。コマンドが他のコマンドと連結
されている場合は、先頭のコロンが必要です。コマンドヘッダの先頭が星(*)で始ま
る場合は、先頭のコロンは絶対に使用しないでください。

<Mnemonic>

これはヘッダのサブ機能です。コマンドヘッダの中には、ニーモニックが1つしかな
いものもあります。コマンドヘッダに複数のニーモニックがある場合、コロン(:)文
字は常にそれらを互いに分離します。

<Argument>

これは、ヘッダに関連付けられた量、質、制限、または限度です。引数を持たない
コマンドもあれば、複数の引数を持つコマンドもあります。<space>でヘッダから
引数を区切ります。<カンマ>で引数同士を区切ります。

<Comma>

複数引数コマンドの引数間には、カンマを１つ使用します。オプションで、カンマ
の前後に空白文字があっても構いません。

<Space>

コマンドヘッダと関連する引数の間には、空白文字が使用されます。任意で、空白
は、複数の空白文字から構成されていても構いません。
表 4：メッセージ記号とその意味

コマンド
コマンドは、機器が特定の機能を実行したり、設定を変更したりすることを可能にします。コマンド
は以下のような構造になっています：
[:]<Header>[<Space><Argument>[<Comma><Argument>]...]
コマンドヘッダは、階層構造またはツリー構造に配置された 1 つ以上のニーモニックで構成されてい
ます。最初のニーモニックはツリーのベースまたはルートであり、それ以降の各ニーモニックは前の
ニーモニックのレベルまたはブランチです。ツリー内のより高いレベルのコマンドは、より低いレベ
ルのコマンドに影響を与える可能性があります。先頭のコロン(:)は常にコマンドツリーのベースに戻
ります。

クエリ
クエリにより、機器はステータスまたは設定情報を返します。クエリは以下の構造を持っています：
[:]<Header>?
[:]<Header>?[<Space><Argument>[<Comma><Argument>]...]
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2.1.3

コマンド入力

ルール
コマンドを入力する際には、以下のルールが適用されます：
⚫

コマンドは大文字でも小文字でも入力できます。

⚫

コマンドの前には空白文字を使用することができます。ホワイトスペース文字には、ASCII 制
御文字 00～09、0B～20 の 16 進数（0～9、11～32 の 10 進数）の任意の組み合わせが含まれ
ます。

⚫

機器は、空白文字と改行の任意の組み合わせからなるコマンドを無視します。

省略
多くの機器コマンドは省略することができます。このドキュメントの各コマンドは、大文字で略語を
示しています。例えば、コマンド SOURce1:VOLTage は単純に SOUR:VOLT と入力できます。

連結
設定コマンドとクエリの任意の組み合わせを連結するには、セミコロン(;)を使用します。
機器は受信した順番に連結されたコマンドを実行します。コマンドとクエリを連結する場合は、以下
のルールに従ってください：
1.

最初のコマンド以外のすべてのコマンドでは、セミコロンと先頭コロンで完全に異なるヘッ
ダを分離します。
例えば、SOURce1:VOLTage 1V と SOURce1:VOLTage:OFFSet 0.5V というコマンドは、以下のよう
な単一のコマンドに連結することができます。：
SOURce1:VOLTage 1V;:SOURce1:VOLTage:OFFSet 0.5V

2.

Star(*)コマンドの前にセミコロン(;)やコロン(:)を付けてはいけません。

終端
このドキュメントでは、メッセージの終端を表すために<EOM>(end of message)を使用しています。
シンボル

意味

<EOM>

メッセージ終端

表 5:メッセージ終端記号と意味

機器に送信されたメッセージの場合、メッセージの終端は END メッセージでなければなりません（最
後のデータ・バイトと同時に EOI がアサートされます）。機器は常に LF と EOI でメッセージを終了し
ます。終端の前に空白ができるようになっています。例えば、CR LF が使用可能です。
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2.1.4

パラメータ・タイプ

パラメータは、<ﬁle_name>のように角括弧で示されます。パラメータには、以下の表のようにいく
つかの種類があります。パラメータの後には、パラメータの種類が記載されています。いくつかのパ
ラメータ・タイプは、機器コマンド・セットのために特別に定義されており、いくつかは SCPI によ
って定義されています。
パラメータ・タイプ

説明

例

Boolean

Boolean数または値

ONまたは1
OFFまたは0

NR1 numeric

整数

0, 1, 15, –1

NR2 numeric

十進数

1.2, 3.141,–6.5

NR3 numeric

浮動小数点数

3.1415E+9

NRf numeric

NR1、NR2、またはNR3型の柔軟な
10進数

この表のNR1、NR2、NR3の例を参照して
ください。

String

英数字（引用符で囲んでください)

"Testing 1, 2, 3"

表 6：パラメータの種類、説明、および例

引用符付き文字列
いくつかのコマンドは、単一引用符(')または二重引用符(")で囲まれた ASCII 文字のグループである引
用符付き文字列の形でデータを受け付けるか、または返すことができます。例："this is a quoted
string".このドキュメントでは、これらの引数を以下のように表現しています：
シンボル

意味

<QString>

ASCIIテキストの引用符付き文字列
表 7:文字列記号と意味

引用符付き文字列には、7 ビット ASCII 文字セットで定義された任意の文字を含めることができます。
引用符付き文字列を使用する場合は、以下のルールに従ってください：
1.

文字列の開閉には、同じタイプの引用文字を使用します。例："this is a valid string".

2.

前のルールに従えば、文字列内に引用符を混ぜることができます。例えば、 "this is an ’
acceptable’ string".

3.

引用符を単純に繰り返すことで、文字列の中に引用符を含めることができます。例："here is a
" " mark".

4.

文字列には、大文字または小文字を使用できます。

5.

引用符で囲まれた文字列に埋め込まれたキャリッジリターンや改行は、文字列を終了させる
ものではなく、文字列内の別の文字として扱われます。

以下は無効な文字列です：
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⚫

"Invalid string argument' (引用符が同じ型ではない)

⚫

"test<EOI>" (文字列に終端文字が埋め込まれている)

単位と SI プレフィックス
10 進数引数が電圧、周波数、インピーダンス、時間を指す場合は、スケーリングされた明示的な点入
力値フォーマット<NR3>ではなく、SI 単位で表現してください。(SI 単位とは、International System of
Units 規格に準拠した単位です)例えば、200.0E-3 または 1.0E+6 の代わりに、入力フォーマット 200mV
または 1.0MHz を使用して、電圧または周波数を指定します。
コマンドを記述する際には単位を省略しますが、SI 単位のプレフィックスを含めてください。大文字
でも小文字でも構いません。コマンドで使用できる単位の例を以下に示します。
⚫

V は電圧（V）を表します。

⚫

HZ は周波数(Hz)を表します。

含まれるべき SI プレフィックスは、以下の表に示されています。大文字と小文字の両方を入力するこ
とができます。
SI プレフィックス*1

対応指数表記

EX

1018

PE

1015

T

1012

G

109

MA

106

K

103

M

10–3

U*2

10–6

N

10–9

P

10–12

F

10–15

A

10–18
表 8：SI プレフィックスとインデックス

1.

なお、プレフィックスm/Mは、10進数引数が電圧や時間を表す場合は10-3を示しますが、周波数を表す場合は106を示すことに注
意してください。

2.

”μ”の代わりにプレフィックスu/Uが使用されていることに注意してください。

M(m)は単位によって 1E-3 または 1E6 と解釈できるので、V は mV、Hz は MHz をお使いください。
SI プレフィックスには単位が必要です。
正：10MHz、10E+6Hz、10E+6
誤：10M
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2.1.5

SCPI コマンドとクエリ

任意波形ファンクションジェネレータは SCPI 標準に基づくコマンド言語を使用します。SCPI
（Standard Commands for Programmable Instruments）規格は、機器のリモートプログラミングのガイド
ラインを提供するためにコンソーシアムによって作成されました。このガイドラインは、機器制御と
データ転送のための一貫したプログラミング環境を提供します。この環境では、メーカーを問わず、
すべての SCPI 機器で動作する定型のプログラミング・メッセージ、機器レスポンス、データ・フォー
マットを使用します。
SCPI 言語は、サブシステムを表す階層構造またはツリー構造に基づいています（以下の ﬁgure を参照
してください）。ツリーの最上位レベルはルート・ノードです；それには 1 つ以上下位レベルのノー
ドが続きます。

これらのサブシステム階層ツリーからコマンドやクエリを作成できます。
コマンドは、機器が実行する動作を指定します。クエリは、測定データとパラメータ設定に関する情
報を返します。
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3.1

レジスタ

3.1.1

標準イベントステータスレジスタ(SESR)

BIT

名称

説明

7(MSB)

PON 電源オン

装置の電源が入っていることを示しま
す。完了時に、診断テストもこのビット
を設定します。

6

URQ ユーザーリクエスト

アプリケーションイベントが発生したこ
とを示します。*前述の注意事項を参照し
てください。

5

CME コマンドエラー

機器がコマンドまたはクエリの構文解析
を行ったときにエラーが発生したことを
示します。

4

EXE 実行エラー

コマンドまたはクエリの実行エラー
が発生したことを示します。

3

DDE デバイスエラー

デバイスエラーが発生したことを示しま
す。

2

QYE クエリエラー

データが存在しないか保留されていると
きに出力キューを読み出そうとしたか、
または出力キューのデータが失われまし
た。

1

RQC 制御リクエスト

これは使用されていません。

0(LSB)

OPC 動作完了

動作が完了したことを示します。本ビッ
トは、*OPCコマンドに続いて全ての

表 9：標準イベントステータスレジスタ(Standard Event Status Register : SESR)
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3.1.2

ステータスバイトレジスタ(SBR)

BIT

名称

説明

7(MSB)

-

未使用

6

RQS サービスリクエスト

シリアルポールにより取得。機器が
GPIBコントローラにサービスを要求
していることを示します。

6

MSS マスターステータスサマリー

*STB?クエリにより取得。SBRのESB
とMAVビットを要約します。

5

ESB イベントステータスビット

ステータスが有効であり、SESRに存
在することを示します。

4

MAV メッセージアベイラブル

出力キューで出力が可能であることを
示します。

3

-

未使用

2

-

未使用

1

-

未使用

0(LSB)

-

未使用
表 10：ステータスバイトレジスタ（Status Byte Register : SBR)
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3.1.3

動作条件レジスタ(OCR)

BIT

名称

説明

7(MSB)

WTRIG CH8

トリガを待っています。機器がCH8のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

6

WTRIG CH7

トリガを待っています。機器がCH7のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

5

WTRIG CH6

トリガを待っています。機器がCH6のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

4

WTRIG CH5

トリガを待っています。機器がCH5のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

3

WTRIG CH4

トリガを待っています。機器がCH4のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

2

WTRIG CH3

トリガを待っています。機器がCH3のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

1

WTRIG CH2

トリガを待っています。機器がCH2のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

0(LSB)

WTRIG CH1

トリガを待っています。機器がCH1のトリ
ガを待っているかどうかを示します。

表 11：動作条件レジスタ(Operation Condition Register : OCR)

3.1.4

動作イベントレジスタ(OEVR)

このレジスタは、OCR レジスタと同じ内容を持っています。
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3.1.5 QEVR, QCR, QENR レジスタ
The Questionable Event Register (QEVR), Questionable Condition Register (QCR) and Questionable Enable
Register (QENR)：これらのレジスタはすべて使用されません。
3.1.6

DESER, ESER, SRER レジスタ

DESER、ESER、および SRER では、ステータスレジスタとイベントキューに報告されるイベントを選択
することができます。
各イネーブルレジスタは、ステータスレジスタに対するフィルタとして機能し（DESER はイベントキ
ューに対するフィルタとしても機能します）、レジスタやキューに情報が記録されるのを避けること
ができます。イネーブルレジスタの各ビットは、それが制御するステータスレジスタのビットに対応
します。ステータスレジスタのビットにイベントが報告されるためには、イネーブルレジスタの対応
するビットを 1 に設定する必要があります。イネーブルレジスタのビットがゼロに設定されている場
合、イベントは記録されません。
各種コマンドはイネーブルレジスタのビットを設定します。以下にイネーブルレジスタとその設定に
使用するコマンドについて説明します。
デバイス・イベント・ステータス・イネーブルレジスタ（DESER）
このレジスタは、どのタイプのイベントが SESR とイベントキューに報告されるかを制御します。
DESER のビットは SESR のビットに対応しています。ビットを有効にしたり、無効にしたりするには、
DESE コマンドを使用します。
DESE?クエリを使用して、DESER を読み取ります。
イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ（ESER）
この 8 ビットのレジスタは SESR レジスタをマスクし、どのタイプのイベントが SBR のイベントステ
ータスビット（ESB）によって要約されるかを制御します。
ESER のビットを設定するには、*ESE コマンドを使用します。*ESE?クエリを使用して読み取ります。
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ（SRER）
このレジスタは、SBR のどのビットがサービス要求を生成するかを制御し、マスターステータスサマ
リー(MSS)ビットによって要約されます。
SRER を設定するには、*SRE コマンドを使用します。レジスタを読み取るには、*SRE?クエリを使用し
ます。
ビットは、ステータスバイトレジスタがシリアル・ポーリングで読み出されるか、MSS ビットがゼロ
に戻すまで、1 に設定されたままです。
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4.

リモート制御

お手持ちの機器をネットワークに接続して、印刷、ファイル共有、インターネットアクセスなどの機
能を利用することができます。ネットワーク管理者に相談し、標準的な Windows ユーティリティを使
用して、機器のネットワーク設定を行ってください。
VXI-11（LAN）プロトコルを使用して機器を制御することができます。SCPI コマンドを使用して、機器
をリモート制御することができます。
4.1

前提条件

NI-VISA
VISA は Visual Studio .NET、LabVIEW、LabWindows/CVI、Measurement Studio for Microsoft Visual Studio、
MatLab などのハードウェアと開発環境間のプログラミング・インタフェースを提供します。NI-VISA
は National Instruments が VISA I/O 規格を実装したものです。NI-VISA にはソフトウェア・ライブラリ、
NI I/O Trace や VISA Interactive Control などのインタラクティブ・ユーティリティ、Measurement &
Automation Explorer を通じたコンフィギュレーション・プログラムが含まれており、あらゆる開発ニ
ーズに対応しています。
1.

LAN ケーブルを本機に接続します。

2.

クライアント PC 上では、
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/it/pg/1/sn/catnav:du,n8:3.1637,ssnav:sup/で見つけることができる最新の NI-VISA パッケージをインストール
する必要があります。
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3.

クライアント PC で NI-MAX ツールを起動します。

Add Network Device→VISA TCP/IP Resource...をクリックします。
4.

Auto-detect of LAN Instrument を選択します。
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5.

パネルには LAN ネットワーク上で見つかった機器が表示されます、AT-FUNCTION シリーズを
選択してください。

6.

選択したリソースのエイリアスを指定します
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7.

Finish を押します

8.

AT-FUNCTION リソースは Network Devices リストで利用可能になります

9.

これで、NI Visa Test Panel または AT-Instrument-Communicator を使用して AT-FUNCTION リソー
スに SCPI コマンドを送信することができるようになりました。
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10. クライアント PC(IP アドレス)または AWG 機器(LocalHost)で、AT-Instrustrument-Communicator
ツールを起動する。
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4.1.1.1 AT Instrument Communicator

AT-Instrument-Communicator ソフトウェアは、各リモート PC 上で NI-VISA を使用するクライアント側
のコンポーネントツールですが、これを利用するためには、NI-VISA のコピーをインストールする必要
があります（前提条件の手順に従ってください）。
1.

クライアント PC 上で“SDK_SIMPLE_RIDER_AFG_WEBSITE”フォルダにある AT Instrument
Communicator setup を起動して、ソフトウェアをインストールします。

2.

Device list で AT-FUNCTION リソースを選択します。

3.

Connect ボタンを押します。

4.

機器接続が確立されると、SCPI コマンドボタンが有効になります。

5.

command 欄に*IDN?と書き込みます。

6.

Query ボタンを押します。

7.

イベントロガーのリストでは、機器は次のように応答します：
ACTIVE TECHNOLOGIES,AWG3352,T0302I000001,SCPI 99.0,SV 1.0.0 where T0302I000001 is the serial
number, SCPI 99.0 is the SCPI command version and SV 1.0.0 is the Software Version.

8.

コマンドスクリプトは txt ファイルに保存された SCPI コマンドのリスト(各行に 1 つのコマン
ド)で、File→Load Script メニュー項目を使ってコマンドスクリプトを送信できます。
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4.2

コマンドグループ
以下のコマンドは、機器モ
デルに依存するパラメータ
[n]と[m]を参照します。

パラメータ[n]=利用可
能なチャンネル

パラメータ[m]=使用可能なマ
ーカー出力

AWG3252, AWG3352

1|2

1

AWG3254, AWG3354

1|2|3|4

1|2

AWG3258, AWG3358

1|2|3|4|5|6|7|8

1|2|3|4

表 12：モデルと利用可能パラメータ

日付と時刻コマンドを使用すると、システムの日付と時刻を照会することができます。以下の表で
は、日付と時刻のコマンドについて説明します。
コマンド

説明

日付

システムの日付を照会

時間軸

システムの時刻を照会
表 13：日付と時間のコマンド

4.2.1

ファイルシステムコマンド

ファイルシステム内のファイルやディレクトリを操作するには、ファイルコマンドを使用することが
できます。以下の表では、ファイルコマンドについて説明します。
コマンド

説明

FILEsystem:CATalog?

現在の作業ディレクトリ内のファイルとディレ
クトリのリストをクエリします。

FILEsystem:COPY

ファイルシステムのある場所から別の場所にフ
ァイルをコピーします。

FILEsystem:CWDirectory

ファイルシステムの現在の作業ディレクトリを
変更します。

FILEsystem:DELete

ファイルシステム内のファイルまたはディレク
トリを削除します。

FILEsystem:HARDdisk?

クエリ機器上に存在するハードディスクドライ
ブを照会します。

FILEsystem:LOCK

ファイルシステム内のファイルをロックまたは
ロック解除したり、ファイルがロックされてい
るかどうかを照会します。

FILEsystem:MDIRectory

ファイルシステムにディレクトリを作成しま
す。

FILEsystem:UDISk?

機器に接続されているUSBディスクドライブを
照会します。
表 14：ファイルシステムコマンド
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4.2.2

メモリコマンド

メモリコマンドでは、セットアップメモリを管理することができます。以下の表では、メモリコマン
ドについて説明します。
コマンド

説明

MEMory:RECall

ファイルシステム内の指定されたプロジェ
クトファイルを呼び出します

MEMory:SAVE

現在のプロジェクトファイルをファイルシ
ステムに保存します。

MEMory:STATe:DELete

セットアップメモリの削除

MEMory:STATe:LOCK

セットアップメモリをロック または アン
ロックし、メモリがロックされているかど
うかを照会

MEMory:STATe:VALid?

セットアップメモリの空き状況を照会

*RCL

セットアップメモリから機器の設定を呼び
出します。

*SAV

機器の設定をセットアップメモリに保存し
ます。
表 15：メモリコマンド

4.2.3

大容量記憶装置コマンド

大容量記憶装置コマンドでは、大容量記憶装置（マスメモリ）の属性を変更することができます。以
下の表は、マスメモリコマンドについて説明しています。
コマンド

説明

MMEMory:LOAD:STATe

セットアップファイルを内部セットアッ
プメモリにコピー

MMEMory:STORe:STATe

セットアップメモリからファイルシステ
ム内の指定されたファイルにセットアッ
プファイルをコピーします。
表 16：大容量記憶装置コマンド

4.2.4

出力コマンド

出力コマンドでは、出力属性を設定することができます。以下の表では、出力コマンドについて説明
します。
コマンド

説明

OUTPut[n][:STATe]

指定されたチャンネルの出力状態（オンま
たはオフ）を設定または照会します。

OUTPut[n]:IMPedance

出力負荷インピーダンスの設定または照会

OUTPut[n]:POLarity

指定したチャンネルの波形の極性を設定ま
たは照会
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OUTPut[n]:LOW:IMPedance

機器出力のローインピーダンスの設定また
は照会
表 17：出力コマンド

4.2.5

表示コマンド

表示コマンドを使用して、ユーザーインタフェースに関連する機能を管理することができます。
コマンド

説明

HCOPy:SDUMp[:IMMediate]

表示画面のスクリーンショットを作成する

DISPlay:CHANnel

ユーザーインタフェースで選択した出力ペ
ージを変更する
表 18：HCopy コマンド

4.2.6

ソースコマンド

ソースコマンドでは、出力波形のパラメータを設定することができます。以下の表は、ソースコマン
ドについて説明しています。
コマンド

説明

[SOURce[n]]:AM[:DEPTh]

AM変調度の設定または照会

[SOURce[n]]:AM:INTernal:FREQuency

内部変調周波数の設定または照会

[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion

変調波形の設定または照会

[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion:EFILe

ファイル(EFILe)からの変調波形の設定また
は照会

[SOURce[n]]:AM:SOURce

AM変調ソースの設定または照会

[SOURce[n]]:AM:STATe

AMの有効化または無効化とAM状態の照会

[SOURce[n]]:BURSt:MODE

バーストモードの設定または照会

[SOURce[n]]:BURSt:NCYCles

バーストカウントの設定または照会

[SOURce[n]]:BURSt[:STATe]

バーストモードの有効化または無効化とバ
ーストモードの照会

[SOURce[n]]:BURSt:TDELay

バーストモードのトリガ遅延時間の設定ま
たは照会

[SOURce[n]]:COMBine:FEED

指定されたチャンネルの出力信号に内部ノ
イズを追加するかどうかを設定または照会

[SOURce[n]]:FM[:DEViation]

ピーク周波数偏差の設定または照会

SOURce[n]]:FM:INTernal:FREQuency

内部変調周波数の設定または照会

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion

内部変調波形の設定または照会

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion:EFILe

ファイル(EFILe)からの変調波形の設定また
は照会

[SOURce[n]]:FM:SOURce

周波数変調ソースの設定または照会
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コマンド

説明

[SOURce[n]]:FM:STATe

周波数変調の有効化 または無効化とFM状
態の照会

[SOURce[n]]:FREQuency[:CW|:FIXed]

出力波形の周波数を設定または照会

[SOURce[n]]:FREQuency:MODE

周波数スイープ状態を設定または照会

[SOURce[n]]:FREQuency:STARt

スイープ開始周波数を設定または照会

[SOURce[n]]:FREQuency:STOP

スイープ停止周波数の設定または照会

[SOURce[n]]:FSKey[:FREQuency]

FSKホップ周波数の設定または照会

[SOURce[n]]:FSKey:INTernal:RATE

FSK内部変調レートの設定または照会

[SOURce[n]]:FSKey:SOURce

FSK変調ソースの設定または照会

[SOURce[n]]:FSKey:STATe

FSK変調を有効化または無効化およびFSK
変調状態を照会

[SOURce[n]]:PSKey[:FREQuency]

PSK変調率の設定または照会

[SOURce[n]]:PSKey:PHASe[:ADJust]

PSK位相ホップの設定または照会

[SOURce[n]]:PSKey:STATe

PSK変調の有効化または無効化とFSK
変調状態の照会

[SOURce[n]]:PSKey:SOURce

PSK変調ソースの設定または照会

[SOURce[n]]:FUNCtion:EFILe

ファイル（EFILe）からの出力波形の設定
または照会

[SOURce[n]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry

ランプ波形の対称性の設定または照会

[SOURce[n]]:FUNCtion[:SHAPe]

キャリア波形の形状を設定または照会

[SOURce[n]]:INITDELay

初期遅延の設定または照会

[SOURce[n]]:PHASe[:ADJust]

出力波形の位相を設定または照会

[SOURce[n]]:PM[:DEViation]

位相変調のピーク位相偏差の設定または照
会

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FREQuency

内部変調周波数の設定または照会

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion

内部変調波形の設定または照会

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion:EFILe

ファイル(EFILe)からのPM変調波形の設定
または照会

[SOURce[n]]:PM:SOURce

位相変調ソースの設定または照会

[SOURce[n]]:PM:STATe

PM変調を有効化または無効化、およびPM
変調状態を照会

[SOURce[n]]:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude
]

出力信号に加えられる内部ノイズレベルの
設定または照会

[SOURce[n]]:PULSe:DCYCle

パルス波形のデューティサイクルを設定ま
たは照会

[SOURce[n]]:PULSe:PERiod

パルス波形の周期を設定または照会
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コマンド

説明

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]

パルス波形の立ち上がりエッジ時間の設定
または照会

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition:TRAiling

パルス波形の立下り時間の設定または照会

[SOURce[n]]:PULSe:WIDTh

パルス波形幅の設定または照会

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FREQuency

パルス幅変調周波数の設定または照会

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion

PWM波形の設定または照会

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion:EFILe

ファイル(EFILe)からの変調波形の設定ま
たは照会

[SOURce[n]]:PWM:SOURce

パルス幅変調のソースを設定または照会

[SOURce[n]]:PWM:STATe

パルス幅変調状態を設定または照会

[SOURce[n]]:PWM[:DEViation]:DCYCle

パルス幅変調偏差の設定または照会

[SOURce]:ROSCillator:SOURce

クロック基準入力ソースの設定または照会

[SOURce]:ROSCillator:FREQuency

クロック基準入力周波数の設定または照会

[SOURce[n]]:SWEep:HTIMe

スイープ保持時間を設定または照会

[SOURce[n]]:SWEep:MODE

スイープモードの設定または照会

[SOURce[n]]:SWEep:NSTEP

階段状スイープのステップ数を設定または
照会

[SOURce[n]]:SWEep:RTIMe

スイープの戻り時間を設定または照会

[SOURce[n]]:SWEep:SPACing

スイープ間隔を設定または照会

[SOURce[n]]:SWEep:SPACing:EFILe

ファイル(EFILe)からスイーププロファイ
ルを設定または照会

[SOURce[n]]:SWEep:TIME

スイープ時間を設定または照会

[SOURce[n]]:VOLTage:UNIT

出力振幅単位の設定または照会

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH

出力信号のハイレベルの設定または照会

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW

出力信号のローレベルの設定 または照会

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitu
de]

出力振幅の設定または照会

[SOURce[n]]:VOLTage:VOCM

選択したチャンネルのDCコモンモードオ
フセットを設定または照会コモンは0Vで
す。

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude

ダブルパルス波形の第1パルスまたは第2パ
ルスの振幅を設定または照会

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition[:
LEADing]

ダブルパルス波形の第1パルスまたは第2パ
ルスの立ち上がりエッジを設定または照会

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition:T
RAiling

ダブルパルス波形の第1パルスまたは第2パ
ルスの立下りエッジを設定または照会
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コマンド

説明

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh

ダブルパルス波形の第1パルスまたは第
2パルスの幅を設定または照会

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay

ダブルパルス波形の1パルス目または2
パルス目の遅延時間を設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

チャンネルカップリングを有効化また
は無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:STATe

振幅パラメータのチャンネルカップリ
ングを有効化または無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:RATio

カップリングモードの振幅パラメータ
の比率を設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:OFFSet

カップリングモードの振幅パラメータ
のオフセットを設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:STATe

オフセットパラメータのチャンネルカ
ップリングを有効または無効にしま
す。

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:RATio

カップリングモードのオフセットパラ
メータの比率を設定または

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:OFFSet

カップリングモードのオフセットパラ
メータのオフセットを設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:STATe

周波数パラメータのチャンネルカップ
リングを有効化または無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:RATio

カップリングモードの周波数パラメー
タの比率を設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:OFFSet

カップリングモードの周波数パラメー
タのオフセットを設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:STATe

位相パラメータのチャンネルカップリ
ングを有効化または無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:RATio

カップリングモードの位相パラメータ
の比率を設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:OFFSet

カップリングモードの振幅パラメータ
のオフセットを設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:STATe

デューティサイクルパラメータのチャ
ンネルカップリングを有効化または無
効化

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:RATio

カップリングモードでのデューティサ
イクルパラメータの比率の設定または
照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:OFFSet

カップリングモードでのデューティサ
イクルパラメータのオフセットの設定
または照会
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コマンド

説明

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:STATe

立ち上がりエッジ・パラメータのチャ
ンネルカップリングを有効化または無
効化

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio

カップリングモードの立ち上がりエッ
ジ・パラメータの比率を設定または照
会

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet

カップリングモードの立ち上がりエッ
ジ・パラメータのオフセットを設定ま
たは照会

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:STATe

立下りエッジ・パラメータのチャンネ
ルカップリングを有効化または無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:RATio

カップリングモードでの立下りエッ
ジ・パラメータの比率を設定または照
会

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:OFFSet

カップリングモードの立下りエッジ・
パラメータのオフセットを設定または

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:STATe

ランプ対称パラメータのチャンネルカ
ップリングを有効化または無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:RATio

カップリングモードのランプ対称パラ
メータの比率を設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:OFFSet

カップリングモードのランプ対称パラ
メータのオフセットを設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLi
tude:STATe

ダブルパルス波形の振幅パラメータの
チャンネルカップリングを有効化また
は無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLi
tude:RATio

カップリングモードでのダブルパルス
波形の振幅パラメータの比率を設定、
または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLi
tude:OFFSet

カップリングモードのダブルパルス波
形の振幅パラメータのオフセットを設
定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADi
ng:STATe

ダブルパルス波形の立ち上がりエッ
ジ・パラメータのチャンネルカップリ
ングを有効化または無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADi
ng:RATio

カップリングモードのダブルパルス波
形の立ち上がりエッジ・パラメータの
比率を設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADi
ng:OFFSet

カップリングモードのダブルパルス波
形の立ち上がりエッジ・パラメータの
オフセットを設定または照会
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コマンド

説明

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAilin
g:STATe

ダブルパルス波形の立下りエッジ・パラ
メータのチャンネルカップリングを有効
化または無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAilin
g:RATio

カップリングモードでのダブルパルス波
形の立下りエッジ・パラメータの比率を
設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAilin
g:OFFSet

カップリングモードのダブルパルス波形
の立下りエッジ・パラメータのオフセッ
トを設定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh
:STATe

ダブルパルス波形のパルス幅パラメータ
のチャンネルカップリングを有効化また
は無効化

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh
:RATio

カップリングモードのダブルパルス波形
のパルス幅パラメータの比率を設定また
は照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh
:OFFSet

カップリングモードのダブルパルス波形
のパルス幅パラメータのオフセットを設
定または照会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:
STATe

ダブルパルス波形の遅延パラメータのチ
ャンネルカップリングを有効化または無
効化

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:
RATio

カップリングモードのダブルパルス波形
の遅延パラメータの比率を設定または照
会

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:
OFFSet

カップリングモードのダブルパルス

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:HIGH

出力振幅の上限を設定または照会

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:LOW

出力振幅の下限値の設定または照会
表 19：ソースコマンド
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4.2.7

デバイスコマンド

デバイスを制御するには、以下のコマンドを使用します：
コマンド

説明

AFGControl:START

機器の実行

AFGControl:STOP

機器の停止

AFGControl:STATus

機器のステータスを返します。

AFGControl:COPY

あるチャンネルから他のチャンネルに
すべてのパラメータデータをコピー

AFGControl:AWGSwitch

AT-Simple-AFGからAT-True-ARBソフ
トウェアへの切り替え
表 20：デバイスコマンド

4.2.8

ステータスコマンド

ステータスコマンドを使用すると、機器のステータスを決定できます。以下の表では、ステータスコ
マンドについて説明します。
コマンド

説明

STATus:OPERation[:EVENt]?

操作イベントレジスタの値を返します

STATus:OPERation:CONDition?

動作条件レジスタの内容を返します

STATus:OPERation:ENABle

オペレーション・イネーブル・レジスタ
のマスクを設定または照会

STATus:QUEStionable[:EVENt]?

照会可能なイベントレジスタの値を返し
ます

STATus:QUEStionable:CONDition?

照会可能なConditionレジスタの内容を
返します

STATus:QUEStionable:ENABle

照会可能なイネーブルレジスタのマスク
を設定または照会

STATus:PRESet

SCPIイネーブルレジスタをプリセット

*CLS

すべてのイベントレジスタとキューをク
リア

*ESE

イベント・ステータス・イネーブル・レ
ジスタの設定または照会

*ESR?

標準イベント・ステータスレジスタの内
容を返します

*SRE

サービス・リクエスト・イネーブル・レ
ジスタの設定または照会

*STB?

ステータスバイトレジスタの読み出し

表 21：ステータスコマンド
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4.2.9

同期グループコマンド

同期コマンドを使用すると、機器の動作を同期させることができます。以下の表では、同期コマンド
について説明します。
コマンド

説明

*OPC

操作完了メッセージの設定または照会

*WAI

保留中のコマンドが完了するまで続け
るのを待つ
表 22：同期グループコマンド

4.2.10 システムグループコマンド
システムコマンドでは、様々な機器の機能を制御することができます。以下の表は、システムコマン
ドについて説明しています。
コマンド

説明

*IDN？

機器識別情報を返します

*RST

機器をデフォルト状態にリセットしま
す

SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

可聴音を生成します

SYSTem:BEEPer:STATe

ブザーの状態を設定または照会

SYSTem:ERRor[:NEXT]?

エラーイベントキューの内容を返しま
す。

SYSTem:KCLick[:STATe]

キークリックとユーザーインタフェー
スのタッチサウンドを有効化または無
効化；キークリックのステータスを照
会

SYSTem:TLOCk[:STATe]

タッチスクリーンインタフェースのロ
ックまたはロック解除とUIのロック状
態の照会

SYSTem:ULANguage?

表示画面の言語を照会

SYSTem:VERSion?

SCPI適合バージョン情報を返しま
す。
表 23：システムグループコマンド
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4.2.11 トレースコマンド
トレースコマンドを使用すると、任意波形バッファメモリ内のデータポイントの保存、呼び出し、設
定、照会を行うことができます。以下の表は、トレースコマンドについて説明しています。
コマンド

説明

TRACe[n][:DATA]

選択されたチャンネルのArbバッファ
に波形データを送信または返します。

TRACe[n]:POINts

Arbバッファ内の波形データのポイン
ト数を照会

TRACe[n]:SAVE

任意波形バッファの内容をシステム内
のファイルに保存

TRACe[n]:RECall

ファイルシステム内の特定のファイル
から任意波形バッファの内容を呼び出
し
表 24：トレースグループコマンド

4.2.12 トリガグループコマンド
トリガコマンドでは、トリガのすべての状態をコントロールできます。以下の表では、トリガコマン
ドについて説明します。
コマンド

説明

ABORt

トリガシステムのリセットと初期化

*TRG

トリガイベントを生成

TRIGger[:SEQuence][:IMMediate]

トリガイベントを生成

TRIGger[:SEQuence]:THREshold

入力信号の トリガスレッショルドの
設定または照会

TRIGger[:SEQuence]:SLOPe

トリガ信号のスロープの設定または照
会

TRIGger[:SEQuence]:SOURce

トリガ信号のソースを設定または照会

TRIGger[:SEQuence]:TIMer

内部レートの設定または照会

TRIGger[:SEQuence]:IMPedance

トリガ入力インピーダンスの設定また
は照会

TRIGger[m]:OUTPut[:AMPLitude]

マーカー出力の振幅を設定または照会

TRIGger[m]:OUTPut:DELay

マーカーアウトのスキューを設定また
は照会

TRIGger[m]:OUTPut:STATe

マーカー出力を有効化または無効化

TRIGger[m]:OUTPut:LINk

マーカー出力を出力チャンネルにリン
ク
表 25：トリガグループコマンド
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4.3

コマンド表現

コマンド

IDN(クエリのみ)

説明

このコマンドは、機器識別情報を照会します。

グループ

System

構文

*IDN？

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

<メーカー>,<モデル>,<シリアル番号>,<SCPIバージョン>,<ファームウェ
アバージョン>
ここで：
<メーカー>::=ACTIVE TECHNOLOGIES
<モデル>::=AWG3352、AWG3252
<シリアル番号>::=実際のシリアル番号を示す
<SCPIバージョン>::=SCPI:99.0 FV:1.0
<ソフトウェアバージョン>::=SV:1.0.0 (1.0.0はシステムソフトウェアバー
ジョン)

例

*IDN？
返り値の例：
ACTIVE TECHNOLOGIES,AWG3352,T0302I000001,SCPI:99.0,SV:1.0.0

コマンド

日付(クエリのみ)

説明

このコマンドは、システムの日付を照会します。

グループ

Date and Time

構文

DATE?

関連コマンド

時間軸

引数

なし

返り値

<date_string>::<string>
"DATE yyyy-mm-dd"という形式で日付を返します。

例

DATE?返り値の例："DATE 2018-01-13"は、システムの日付が2018年1月
13日であることを意味します。
表 26：日付
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コマンド

TIME(クエリのみ)

説明

このコマンドは、システム時刻を照会します。

グループ

Date and Time

構文

TIME?

関連コマンド

日付

引数

なし

返り値

<time_string>::=<string>は、現在のシステム時刻を"TIME hh:mm:ss"の形
式で返します。

例

TIME?返り値の例："TIME 12:25:30"
表 27：時刻

コマンド

FILEsystem:CATalog(クエリのみ)

説明

このコマンドは、現在の作業ディレクトリに含まれるすべてのファイルとデ
ィレクトリのリストを返します。このコマンドはクエリのみです。

グループ

File System

構文

FILESystem:CATalog?

関連コマンド

FILEsystem:CWDirectory

引数

なし

返り値

<NR1>,<NR1>[,<file_name>,<file_type>,<file_size>]...
ここで：最初の<NR1>は、現在使用されているストレージの総量をバイト
単位で示します。2番目の<NR1>は、ストレージ内の空き容量をバイト単位
で示します。<file_name>は、ファイルの厳密な名前です。
<file_type>はディレクトリを表すDIRで、それ以外の場合は空白です。
<file_size>はファイルのサイズをバイト単位で指定します。

例

FILESystem:CATalog?
返り値の例：32751616,27970560,"SAMPLE1.afs,,5412"
表 28：FILEsystem:CATalog

コマンド

FILEsystem:COPY

説明

このコマンドは、ファイルシステム内のファイルをファイルシステム内の別
のファイルにコピーします。このコマンドは、ファイルシステム内にファイ
ル名1(送信元ファイル)が存在しない場合、ファイル名2(送信先ファイル)が
ロックされている場合、または送信先ディレクトリがロックされている場合
にエラーを発生させます。使用可能なファイル拡張子は、
".txt",".afs",".bmp"です。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

File System

構文

FILEsystem:COPY <filename1>,<filename2>

関連コマンド

FILEsystem:LOCK FILEsystem:DELete
FILEsystem:CWDirectory
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引数

<filename1>::=<Qstring>は機器ファイルシステムのソースファイル名を
指定します。
<filename2>::=<Qstring>は、機器ファイルシステムの保存先ファイル名
を指定します。
絶対パスまたは相対パスを挿入することができます:相対パスの場合は、現
在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

なし

例

FILEsystem:COPY "SAMPLE1.afs","SAMPLE2.afs"
SAMPLE1.awsという名前のファイルを、現在の作業ディレクトリにある
SAMPLE2.awsというファイルにコピーします。
表 29：FILEsystem:COPY

コマンド

FILEsystem:CWDirectory

説明

このコマンドは、機器ファイルシステム内の現在の作業ディレクトリを変更
または照会します。

グループ

File System

構文

FILEsystem:CWDirectory <directory_path> FILEsystem:CWDirectory?

関連コマンド

FILEsystem:LOCK
FILEsystem:DELete

引数

<ディレクトリ名>::=<Qstring>は、変更したいファイルシステムの作業デ
ィレクトリを示します。
デフォルト値：
"C:\Users\Arb Rider\AppData\Roaming\Active Technologies\ATFUNCTION-RIDER\AWG3352\"

返り値

<directory_name>::=<Qstring>

例

FILEsystem:CWDirectory "C:\Users"
カレントディレクトリをC:\Usersに変更します。
表 30：FILEsystem:CWDirectory

コマンド

FILEsystem:DELete

説明

このコマンドは、ファイルシステムからファイルまたはディレクトリを削除
します。ファイルストレージ内の指定したファイルがロックされており、削
除できない場合は、このコマンドを実行するとエラーとなります。使用可能
なファイル拡張子は、".txt", ".afs", ".bmp"です。ディレクトリが空の場合は
削除することができます。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

File System

構文

FILEsystem:DELete <file_name>

関連コマンド

FILEsystem:CWDirectory MEMory:SAVE

引数

<file_name>::=<Qstring>は削除するファイルを指定します。
絶対パスまたは相対パスを挿入することができます: 相対パスの場合は、現
在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

なし
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例

FILEsystem:DELete "SETUP1.aws" ファイルシステムの現在の作業ディレ
クトリにある"SETUP1.aws"を削除します。
表 31：FILEsystem:DELete

コマンド

FILEsystem:HARDdisk (クエリのみ)

説明

このコマンドは、ハードディスクドライブを照会します。このコマンドはク
エリのみです。

グループ

File System

構文

FILEsystem:HARDdisk?

関連コマンド

FILEsystem:UDISk?

引数

なし

返り値

<driver1;driver2;driver3…>

例

FILEsystem:HARDdisk?
返り値の例："C:\;D:\;E:\;F:\"
表 32:FILEsystem:HARDdisk

コマンド

FILEsystem:LOCK

説明

このコマンドは、ファイルシステム内のファイルをロックするかどうかを設
定または照会ファイルをロックしてしまうと、上書きや削除ができなくなり
ます。使用可能なファイル拡張子は、".txt", ".afs", ".bmp"です。

グループ

File System

構文

FILEsystem:LOCK <file_name>, {ON|OFF|0|1} FILEsystem:LOCK?
<file_name>

関連コマンド

FILEsystem:CWDirectory

引数

<file_name> ::= Qstring, ロック設定、ロック解除、またはロック状態の照
会を行うファイル。
ONまたは1は、指定されたファイルをファイルシステムでロックします。
OFFまたは0を選択すると、ファイルシステム内のファイルまたはディレク
トリを上書きまたは削除することができます。

返り値

<NR1>
0は選択されたメモリがロックされていないことを示し、1はロックされてい
ることを示します。

例

FILEsystem:LOCK "SETUP1.aws",ON
する。
表 33:FILEsystem:LOCK
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コマンド

FILEsystem:MDIRectory

説明

このコマンドは、ファイルシステムにディレクトリを作成します。プロセス
は反復的に行われ、ディレクトリとサブディレクトリを作成できることに注
意してください。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

File System

構文

FILEsystem:MDIRectory <directory_name>

関連コマンド

なし

引数

<directory_name>::=<Qstring> <ディレクトリ名>::=<Qstring>は作成す
るディレクトリ名を指定します。
相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

なし

例

FILEsystem:MDIRectory "SAMPLE1"
現在の作業ディレクトリに"SAMPLE1"という名前のディレクトリを作成し
ます。
表 34:FILEsystem:MDIRectory

コマンド

FILEsystem:UDISk?(クエリのみ)

説明

このコマンドは、USBディスクドライブを照会します。このコマンドはクエ
リのみです。

グループ

File System

構文

FILEsystem:UDISk?

関連コマンド

FILEsystem:HARDdisk?

引数

なし

返り値

<driver1;driver2;driver3…>

例

FILEsystem:UDISk?返り値の例："G:\;H:\;"
表 35:FILEsystem:UDISk?

コマンド

MEMory:RECall

説明

このコマンドは、ファイルシステム内の指定されたファイルから現在のプロ
ジェクトにプロジェクトファイルを呼び出します。指定したファイルが存在
しない場合や、そのフォーマットが間違っている場合は、このコマンドを実
行するとエラーになります。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

メモリ

構文

MEMory:RECall <file_name>

関連コマンド

MEMory:SAVE

引数

<file_name>::=<Qstring>はリコールする設定ファイルを指定します。ファ
イルのパスは絶対パスでも相対パスでも構いません。相対パスを挿入した場
合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

なし

例

MEMory:RECall "SETUP1.aws"ファイルストレージ内のSETUP1.afsという
名前のファイルを現在のプロジェクトに呼び出します。
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表 36:MEMory:RECall

コマンド

MEMory:SAVE

説明

このコマンドは、現在のプロジェクトファイルをファイルシステム内の指定
されたファイルに保存します。ファイルシステム内の指定されたファイルが
ロックされている場合、このコマンドはエラーとなります。
ディレクトリがロックされている場合、新規ファイルを作成することはでき
ません。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

メモリ

構文

MEMory:SAVE <file_name>

関連コマンド

MEMory:RECall

引数

<file_name>::=<Qstring>はファイルシステムのファイル名を指定します。
ファイルのパスは絶対パスでも相対パスでも構いません。相対パスを挿入し
た場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

なし

例

MEMory:SAVE "SETUP1 "現在のプロジェクトファイルをファイルシステム
の"SETUP1"という名前のファイルにコピーします。
表 37:MEMory:SAVE

コマンド

MEMory:STATe:DELete

説明

指定したセットアップメモリの内容を削除します。指定したセットアップメ
モリがロックされており、削除できない場合はエラーとなります。このコマ
ンドにはクエリ形式はありません。

グループ

メモリ

構文

MEMory:STATe:DELete {0|1|2|3|4}

関連コマンド

*SAV
*RCL MEMory:STATe:LOCK

引数

{0|1|2|3|4}はセットアップメモリの位置を指定します。

返り値

なし

例

MEMory:STATe:DELete 1
セットアップメモリ1の内容を削除します。
表 38:MEMory:STATe:DELete
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コマンド

MEMory:STATe:LOCK

説明

指定されたセットアップメモリをロックまたはロック解除します。セットア
ップメモリをロックすると、上書きや削除ができなくなります。位置番号
+0（最後のセットアップメモリ）のセットアップメモリに対しては、この
コマンドは実行できません。セットアップメモリが有効でない場合、コマン
ドはエラーを返しますが、クエリは許可されています。このコマンドのクエ
リ形式は、セットアップメモリのロック状態を返します。

グループ

メモリ

構文

MEMory:STATe:LOCK {1|2|3|4},{ON|OFF|0|1} MEMory:STATe:LOCK?
{1|2|3|4}

関連コマンド

なし

引数

ON｜1は設定メモリの指定した位置をロックし、OFF｜0は設定メモリの指
定した位置の上書き・削除を許可します。

返り値

<NR1>
0は選択されたメモリがロックされていないことを示し、1はロックされてい
ることを示します。

例

MEMory:STATe:LOCK 1,ON
ロケーション番号1のセットアップメモリをロックする
表 39:MEMory:STATe:LOCK

コマンド

MEMory:STATe:VALid?(クエリのみ)

説明

このコマンドは、セットアップメモリが使用可能かどうかを返します。この
コマンドはクエリのみです。

グループ

メモリ

構文

MEMory:STATe:VALid? {0|1|2|3|4}

関連コマンド

なし

引数

{0|1|2|3|4}はセットアップメモリの位置を指定します。

返り値

<NR1>
1は、指定された設定メモリが保存済みであることを意味します。
0は、指定されたセットアップメモリが削除済みであることを意味します。

例

MEMory:STATe:VALid?0
返り値の例：1の場合は、セットアップメモリ0が保存されていることを意味
します。
表 40:MEMory:STATe:VALid?

コマンド

*RCL

説明

このコマンドは、セットアップメモリに保存されている設定のコピーから機
器の状態を復元します。指定したセットアップメモリが削除されている場
合、エラーとなります。0番のセットアップメモリには、機器の電源を入れ
たときに保存された最後の設定が格納されています。このコマンドにはクエ
リ形式はありません。

グループ

メモリ
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構文

*RCL {0|1|2|3|4}

関連コマンド

*SAV

引数

｛0|1|2|3|4}はセットアップメモリの位置を指定します。

返り値

なし

例

*RCL 3 メモリ・ロケーション3に保存された設定のコピーから機器の設定
をリストアします。
表 41：*RCL

コマンド

*SAV

説明

このコマンドは、任意波形ファンクションジェネレータの現在の設定を、
指定された設定メモリの場所に保存します。メモリの位置が既に有効な場
合は上書きされます。0（前回終了時のセットアップ・メモリ）は、電源を
切ると自動的に現在の設定で上書きされます。 指定した番号の設定メモリ
がロックされている場合はエラーとなります。このコマンドにはクエリ形
式はありません。

グループ

メモリ

構文

*SAV {0|1|2|3|4}

関連コマンド

*RCL

引数

{0|1|2|3|4}はセットアップメモリの位置を指定します。

返り値

なし

例

*SAV 2
現在の機器の状態をメモリ・ロケーション2に保存します。
表 42：*SAV

コマンド

HCOPy:SDUMp[:IMMediate]

説明

このコマンドは、現在のスクリーンショットをファイルシステム内のファイ
ルにコピーします。ファイルの名前は、システムフォルダ内の"yearmonth-day-hours- minus-seconds.bmp"という形式になります。
“C:\Screenshots\”.このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

HCopy

構文

HCOPy:SDUMp[:IMMediate]

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

なし

例

HCOPy:SDUMpスクリーンショットを“C:\Screenshots\”システムフォルダ
にコピーします。
表 43：HCOPy:SDUMp[:IMMediate]
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コマンド

DISPlay:CHANnel

説明

このコマンドは、ユーザーインタフェース出力チャンネルのページを選択し
ます。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

ディスプレイ

構文

DISPlay:CHANnel {OUT1|OUT2|OUT3|OUT4|OUT5|OUT6|OUT7|OUT8}

関連コマンド

なし

引数

<channel>:={OUT1|OUT2|OUT3|OUT4|OUT5|OUT6|OUT7|OUT8}
メモ：<channel>文字列は機器のモデルに依存します。

返り値

なし

例

DISPlay:CHANnel OUT2
ユーザーインタフェースには、出力2ページが表示されます。
：表 44DISPlay:CHANnel

コマンド

MMEMory:LOAD:STATe

説明

このコマンドは、ファイルシステム内のセットアップファイルを内部セッ
トアップメモリの場所にコピーします。メモリの位置が既に有効な場合は
上書きされます。指定した内部セットアップメモリがロックされている場
合はエラーとなります。装置の電源を切ると、メモリ・ロケーション0は自
動的に現在の機器の設定で上書きされます。このコマンドにはクエリ形式
はありません。

グループ

Mass Memory

構文

MMEMory:LOAD:STATe {0|1|2|3|4},<file_name>

関連コマンド

MEMory:STATe:LOCK MMEMory:STORe:STATe

引数

｛0|1|2|3|4}はセットアップメモリの位置を指定します。
<file_name>::=<Qstring>はコピーする設定ファイルを指定します。ファ
イルのパスは絶対パスでも相対パスでも構いません。相対パスを挿入した
場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

なし

例

MMEMory:LOAD:STATe 1,"SETUP1.afs"
ファイルシステム内のSETUP1.afsという名前のファイルを内部メモリの場
所1にコピーします。
表 45：MMEMory:LOAD:STATe
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コマンド

MMEMory:STORe:STATe

説明

このコマンドは、セットアップメモリの場所をファイルシステム内の指定さ
れたファイルにコピーします。既に存在する場合は上書きされます。ファイ
ルシステム内の指定されたファイルがロックされている場合、このコマンド
はエラーとなります。ディレクトリがロックされている場合、新規ファイル
を作成することはできません。セットアップメモリを削除している場合、こ
のコマンドはエラーとなります。
<file_name>は、ファイル名とパスを定義する引用符付きの文字列です。こ
のコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

Mass Memory

構文

MMEMory:STORe:STATe {0|1|2|3|4},<file_name>

関連コマンド

MMEMory:LOAD:STATe MEMory:STATe:LOCK

引数

0|1|2|3|4}はセットアップメモリの位置を指定します。
<file_name>::=<Qstring>はファイルシステムのファイル名を指定します。
ファイルのパスは絶対パスでも相対パスでも構いません。相対パスを挿入し
た場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

なし

例

MMEMory:STORe:STATe 1,"SETUP1.afs"
セットアップメモリの場所1のセットアップを、現在の作業ディレクトリに
ある"SETUP1.afs"というファイルにコピーします。
表 46：MMEMory:STORe:STATe

コマンド

OUTPut[n][:STATe]

説明

指定したチャンネルの出力を有効または無効にします。このコマンドのクエ
リ形式は、チャンネルの出力状態を返します。

グループ

出力

構文

OUTPut[n][:STATe] {ON|OFF|0|1} OUTPut[n][:STATe]?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
ON|1で任意波形ファンクションジェネレータの出力を有効にします。
OFF|0は任意波形ファンクションジェネレータの出力を無効にします。

返り値

<NR1>
1は出力が有効になっていることを意味します。0は出力が無効になってい
ることを意味します。

例

OUTPut1:STATe ON
任意波形ファンクションジェネレータ出力チャンネル1（OUT1）をONに設
定します。
表 47：OUTPut[n][:STATe]
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コマンド

OUTPut[n]:IMPedance

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力負荷インピーダンスを設定し
ます。振幅、オフセット、ハイ／ローレベルの設定には、指定した値を使用
します。インピーダンスは1Ω～1MΩまで任意の値に設定できます。デフ
ォルト値は50Ωです。このコマンドのクエリ形式は、現在の設定インピー
ダンス、負荷インピーダンスの最小値または最大値をΩ単位で返す。

グループ

出力

構文

nの値はチャンネル番号を示します。OUTPut[n]:IMPedance <ohms>
OUTPut[n]:IMPedance? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<ohms>::=<NR1>[<units>]
ここで: <units>::=OHMは、負荷インピーダンスの値をΩで表します。

返り値

<ohms>::=<NR1>

例

OUTPut1:IMPedance 60
チャンネル1（CH1）の負荷インピーダンスを60Ωに設定します。
表 48：OUTPut[n]:IMPedance

コマンド

OUTPut[n]:LOW:IMPedance

説明

このコマンドは、出力がリレーを使用して短絡していることを意味し、機器
のインピーダンスを低く（5Ω）に設定します。出力インピーダンスがfalse
に設定されている場合、測定器のインピーダンスは50Ω（デフォルト）に設
定されます。このコマンドのクエリ形式は、機器のインピーダンスを返しま
す。

グループ

出力

構文

nの値はチャンネル番号を示します。ON｜1は機器のインピーダンスを5Ωに
設定します。
OFF|0は機器のインピーダンスを50Ωに設定します。

関連コマンド

なし

引数

<NR1>
1は機器のインピーダンスがLow(5Ω)に設定されていることを意味します。
0は計器のインピーダンスが50Ωに設定されていることを意味します。

返り値

<ohms>::=<NR1>

例

OUTPut1:LOW:IMPedance ON
本機のインピーダンスをLowに設定します。
表 49：OUTPut[n]:LOW:IMPedance

51

プログラミング・マニュアル－T3AWG3K-C シリーズ 任意波形発生器
ファンクションジェネレータ動作モード

コマンド

OUTPut[n]:POLarity

説明

このコマンドは、ゼロレベルに対する出力波形を反転させます。このコマン
ドのクエリ形式は、指定されたチャンネルの極性を返します。

グループ

出力

構文

OUTPut[n]:POLarity {NORMal|INVerted} OUTPut[n]:POLarity?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
NORMalは、指定された出力波形の極性をNormalに設定します。
INVertedは、指定された出力波形の極性をInvertedに設定します。

返り値

<NR1>
0は極性が通常であることを示し、1は反転していることを示します。

例

OUTPut1:POLarity NORMal
チャンネル1（CH1）の波形の極性をNormalに設定します。
表 50：OUTPut[n]:POLarity

コマンド

[SOURce[n]]:AM[:DEPTh]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのAM変調度を設定または照会しま
す。このコマンドとこのクエリは、AM変調状態でない場合はエラーを発生
させます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:AM:DEPTh <depth> [SOURce[n]]:AM:DEPTh?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<depth>::=<NR2>[<units>] ここで、<NR2>は変調周波数深度
<units>::=PCT
MINimumは、変調深度の最小値を照会
MAXimumは、変調深度の最大値を照会

返り値

<depth>

例

SOURce1:AM:DEPth 70
チャンネル(CH1)の変調深度を70%に設定します。
表 51：[SOURce[n]]:AM[:DEPTh]

コマンド

[SOURce[n]]:AM:INTernal:FREQuency

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの内部AM変調周波数を設定または
照会します。このコマンドは、AM変調状態でない場合にはエラーを発生さ
せます。

グループ

Source

構文

Nの値はチャンネル番号を示します。
[SOURce[n]]:AM:INTernal:FREQuency <frequency>
[SOURce[n]]:AM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]
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関連コマンド

[SOURce[n]]:AM:SOURce

引数

Nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>]ここで、<NRf>は変調周波数。
<units>::=[Hz|kHz|MHz].
MINimumは、変調周波数の最小値を照会
MAXimumは、変調周波数の最大値を照会

返り値

<frequency>

例

SOURce1:AM:INTernal:FREQuency 10kHz
チャンネル1（CH1）の内部変調周波数を10kHzに設定します。
表 52：SOURce[n]]：AM:INTernal:FREQuency

コマンド

[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのAM変調波形を設定または照会し
ます。このコマンドは、内部変調ソースが選択されている場合にのみ使用で
きます。EFILeがない場合や、EFILeが定義されていない場合にEFILeを指定
すると、このコマンドはエラーになります。このコマンドとクエリは、AM
変調状態でない場合にはエラーを発生させます。このコマンドを送信する
と、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion
{SINusoid|SQUare|TRIangle|RAMP|NRAMp|PRNoise|ARBB|EFILe}
[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion?

関連コマンド

[SOURce[n]]:AM:SOURce

引数

Nの値はチャンネル番号を示します。
SINusoid|SQUARE|TRIangle|RAMP|NRAMp|PRNoise
変調信号として6種類の関数波形の中から1つを選択することができます。
ARBB| EFILeは、変調ファイルとして選択することができます。

返り値

SIN|SQU|TRI|RAMP|NRAM|PRN|ARBB|EFILe

例

SOURce1:AM:INTernal:FUNCtion SQUare
チャンネル1（CH1）出力の変調波形の形状に矩形波を選択します。
表 53：[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion
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コマンド

[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion:EFILe

説明

このコマンドは、AM変調の変調波形として使用されるEFILe名を設定また
は照会します。ファイル名はファイルシステムで指定する必要があります。
有効なファイル拡張子は".txt", ".csv", ".trc" です。
ファイルが設定されていない場合、クエリは""を返します。ファイルに
16834サンプルを超えるサンプルが含まれている場合は、切り捨てられま
す。このコマンドを送信したときに、機器が動作している場合は停止しま
す。

グループ

Source

構文

Nの値はチャンネル番号を示します。
[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion:EFILe <file_name>
[SOURce[n]]:AM:INTernal:FUNCtion:EFILe?

関連コマンド

FILEsystem:CWDirectory

引数

Nの値はチャンネル番号を示します。
<file_name>::=<Qstring>はファイルシステムのファイル名を指定します。
<file_name>にはパスが含まれています。
相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

<file_path>

例

SOURce1:AM:INTernal:FUNCtion:EFILe "SAMPLE1.txt"
ファイルシステムの現在の作業ディレクトリに"SAMPLE1"という名前のフ
ァイルを設定します。
表 54：SOURce[n]:AM:INTernal:FUNCtion:EFILe

コマンド

[SOURce[n]]:AM:SOURce

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのAM変調信号のソースを設定また
は照会します。このコマンドは、AM変調状態でない場合にはエラーになり
ます。

グループ

Source

構文

nの値はチャンネル番号を示します。[[SOURce[n]]:AM:SOURce
[INTernal|EXTernal] [SOURce[n]]:AM:SOURce?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
INTernalはキャリア波形が内部関数で変調されていることを意味します。
EXTernalはキャリア波形が外部ソースで変調されていることを意味しま
す。

返り値

INT|EXT

例

SOURce1:AM:SOURce INTernal
変調信号のチャンネル1（CH1）のソースをinternalに設定します。
表 55：SOURce[n]]：AM:SOURce
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コマンド

[SOURce[n]]:AM:STATe

説明

指定したチャンネルのAM変調を有効化または無効化します。このコマンド
のクエリは、AM変調の状態を返します。このコマンドを送信して状態が変
化した場合、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:AM:STATe { ON|OFF|0|1} [SOURce[n]]:AM:STATe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。ON|1でAM変調が可能になります。
OFF|0はAM変調を無効にします。

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

SOURce1:AM:STATe ON はチャンネル1(CH1)AM変調を有効にします。
表 56：SOURce[n]]：AM:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:BURSt:MODE

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのバーストモードを設定または照会
します。このコマンドは、BURST状態でないとエラーになります。バース
トモードをgatedからtriggeredに変更すると、デフォルトではNサイクルの
バーストが設定されます。ここでNは最後のサイクル数です。このコマンド
を送信したときに、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:BURSt:MODE {TRIGgered|GATed}
[SOURce[n]]:BURSt:MODE?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
TRIGgeredは、バーストモードでトリガモードが選択されていることを意味
します。GATedは、バーストモードにgatedモードが選択されていることを
意味します。

返り値

TRIG|GAT

例

SOURce1:BURSt:MODE TRIGgered
triggeredモードを選択します。
表 57：[SOURce[n]]:BURSt:MODE

コマンド

[SOURce[n]]:BURSt:NCYCles

説明

指定されたチャンネルのバーストモードで出力するサイクル数（バースト回
数）を設定または照会このコマンドのクエリは、バーストカウントが
INFinityに設定されている場合、数値またはINFを返します。このコマンド
は、BURST状態でないとエラーになります。機器動作中にはサイクル数の
変更は出来ません。もし実行中にコマンドが送信された場合はエラーとなり
ます。

グループ

Source

構文

nの値はチャンネル番号を示します。[SOURce[n]]:BURSt:NCYCles
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{<cycles>|INFinity|MINimum|MAXimum} [SOURce[n]]:BURSt:NCYCles?
[MINimum|MAXimum]
関連コマンド

なし

引数

<cycles>::=<NR1>ここで、<NR1>はバーストカウントです。nの値はチャ
ンネル番号を示します。
バーストカウントは、1から4,294,967,294までの範囲です。INFinityは、バ
ーストカウントを無限大に設定します。
MINimumは最小カウント数を設定または照会。
MAXimumは最大カウント数を設定または照会。

返り値

<cycles>

例

SOURce1:BURSt:NCYCles 2
チャンネル1（CH1）のバーストカウントを2に設定します。
表 58：[SOURce[n]]:BURSt:NCYCles

コマンド

[SOURce[n]]:BURSt[:STATe]

説明

指定したチャンネルのバーストモードを有効化または無効化します。このコ
マンドのクエリは、バーストモードの状態を返します。このコマンドを送信
して状態が変化したときに、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:BURSt:STATe { ON|OFF|0|1} [SOURce[n]]:BURSt:STATe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
ON|1はバーストモードを有効にします。
OFF|バーストモードを無効にします。

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

SOURce1:BURSt:STATe ON
チャンネル1（CH1）のバーストモードを有効にします。
表 59：[SOURce[n]]:BURSt[:STATe]
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コマンド

[SOURce[n]]:BURSt:TDELay

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのバーストモードの遅延時間を設定
または照会します。トリガから信号出力までの時間遅延を指定します。この
コマンドは、triggeredバーストモードでのみ使用可能です。このコマンド
は、BURST状態でないとエラーになります。機器の動作中に遅延を変更す
ると、バーストがリセットされ、最後のサンプルで待たずに、電圧レベルが
オフセットレベルに移動します。このコマンドを送信したときに、機器が動
作している場合は停止します。
注：このコマンドは全動作モードのチャンネルの初期遅延を変更します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:BURSt:TDELay <delay> }
[SOURce[n]]:BURSt:TDELay?[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[1|2]:INITDELay

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<delay>::=<NRf>[<units>] ここで、<units>::=[s|ms|µs|ns]
MINimumは、最小遅延を照会
MAXimumは、最大遅延を照会

返り値

<delay>

例

SOURce1:BURSt:TDELay 20ms
チャンネル1（CH1）の遅延時間を20msに設定します。
表 60：[SOURce[n]]:BURSt:TDELay

コマンド

[SOURce[n]]:COMBine:FEED

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力信号に内部ノイズを追加する
かどうかを設定または照会内部ノイズを指定する場合は、
[SOURce[n]]:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]コマンドでノイズ
レベルの設定や照会を行うことができます。
内部ノイズ機能を無効にする場合は、""を指定してください。キャリアが
Noiseの場合、このコマンドはエラーとなります。

グループ

Source

構文

nの値はチャンネル番号を示します。[SOURce[n]]:COMBine:FEED
{"NOISe"|""}
[SOURce[n]]:COMBine:FEED?

関連コマンド

[SOURce[n]]:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
NOISeは、出力信号に内部ノイズが付加されていることを示します。""は内
部ノイズ機能を無効にします。

返り値

"NOIS"| ""

例

SOURce1:COMBine:FEED "NOISe"
チャンネル1(CH1)の出力信号にノイズ信号を付加します。
表 61：[SOURce[n]]:COMBine:FEED
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コマンド

[SOURce[n]]:FM[:DEViation]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのFM変調のピーク周波数偏差を設
定または照会します。周波数偏差の設定範囲は、キャリアとして選択された
波形とその周波数によって異なります。このコマンドは、周波数変調状態で
ないとエラーになります。このコマンドを送信して状態が変化した場合、機
器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

nの値はチャンネル番号を示します。
[SOURce[n]]:FM:DEViation <deviation>
[SOURce[n]]:FM:DEViation?[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

<deviation>::=<NRf>[<units>]
<units>::=[Hz|kHz|MHz]

ここで：<NRf>は周波数偏差です。

MINimumは、偏差の最小値を照会
MAXimumは、偏差の最大を照会
返り値

<deviation>

例

SOURce1:FM:DEViation 1.0MHz
チャンネル1（CH1）の周波数偏差を1.0MHzに設定します。
表 62：[SOURce[n]]:FM[:DEViation]

コマンド

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FREQuency

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのFM変調の内部変調周波数を設定
または照会このコマンドは、周波数変調状態でない場合はエラーとなりま
す。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FREQuency <frequency>
[SOURce[n]]:FM:INTernal:FREQuency?[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>] ここで:<NRf>は変調周波数です.。
<units>::=[Hz | kHz | MHz]
MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会

返り値

<frequency>

例

SOURce1:FM:INTernal:FREQuency 10kHz
チャンネル1（CH1）の内部変調周波数を10kHzに設定します。
表 63：[SOURce[n]]:FM:INTernal:FREQuency
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コマンド

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのFM変調波形を設定または照会し
ます。このコマンドは、内部変調ソースが選択されている場合にのみ使用で
きます。EFILeがない場合や、EFILeが定義されていない場合にEFILeを指定
すると、このコマンドはエラーになります。このコマンドは、周波数変調状
態でないとエラーになります。このコマンドを送信したときに、機器が動作
している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion {SINusoid|SQUare|
TRIangle|RAMP|NRAMp|PRNoise|ARBB|EFILe}
[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion?

関連コマンド

[SOURce[n]]:FM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
SINusoid|SQUARE|TRIangle|RAMP|NRAMp|PRNoise変調信号として6種類
の関数波形の中から1つを選択することができます。変調ファイルとして
ARBB|EFILeを選択することができます。

返り値

SIN|SQU|TRI|RAMP|NRAM|PRN|ARBB|EFILe

例

SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion SQUare チャンネル1(CH1)出力の変調波
形の形状として方形波を選択します。
表 64：[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion

コマンド

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion:EFILE

説明

このコマンドは、FM変調の変調波形として使用されるEFILe名を設定または
照会します。ファイル名はファイルシステムで指定する必要があります。有
効なファイル拡張子は".txt", ".csv", ".trc"です。ファイルが設定されていない
場合、クエリは""を返します。ファイルに16834サンプルを超えるサンプル
が含まれている場合は、切り捨てられます。このコマンドは、EFILeが設定
されていない場合、""を返します。
このコマンドを送信したときに、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion:EFILe <file_name>
[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion:EFILe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:FM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<file_name>::=<Qstring>はファイルシステムのファイル名を指定します。
相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

<file_name>

例

SOURce1:FM:INTernal:FUNCtion:EFILe "SAMPLE1.txt"
ファイルシステムの現在の作業ディレクトリに"SAMPLE1"という名前のフ
ァイルを設定します。
表 65：[SOURce[n]]:FM:INTernal:FUNCtion:EFILE
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コマンド

[SOURce[n]]:FM:SOURce

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのFM変調信号のソースを設定また
は照会します。このコマンドは、周波数変調実行モードになっていないとエ
ラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FM:SOURce[INTernal|EXTernal] [SOURce[n]]:FM:SOURce?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
INTernalはキャリア波形が内部ソースで変調されていることを意味します。
EXTernalは搬送波の波形が外部信号で変調されていることを意味します。

返り値

INT|EXT

例

SOURce1:FM:SOURce INTernal
変調信号のチャンネル1（CH1）のソースをinternalに設定します。
表 66：[SOURce[n]]:FM:SOURce

コマンド

[SOURce[n]]:FM:STATe

説明

このコマンドは、周波数変調（FM）を有効化または無効化します。このコ
マンドのクエリは、周波数変調の状態を返します。このコマンドを送信して
状態が変化したときに、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FM:STATe { ON|OFF|0|1} [SOURce[n]]:FM:STATe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。ON|1でFM変調が有効になります。
OFF|0はFM変調が無効になります。

返り値

<NR1>
0はFM変調無効、1はFM変調有効を意味します。

例

SOURce1:FM:STATe ON
チャンネル1のFM変調を有効にします。
表 67：[SOURce[n]]:FM:STATe
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コマンド

[SOURce[n]]:FREQuency[:CW|:FIXed]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力波形の周波数を設定または照
会します。このコマンドは、RUNモードがスイープ以外に設定されている場
合に使用できます。出力周波数範囲の設定は、出力波形の種類によって異な
ります。出力波形の種類を変更した場合、波形の種類を変更すると出力周波
数の設定範囲に影響を与えるため、出力周波数が変更される場合がありま
す。出力周波数範囲の設定は、振幅パラメータにも依存します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FREQuency[:CW|:FIXed] <frequency>
[SOURce[n]]:FREQuency[:CW|:FIXed]? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>]
ここで:<NRf>は出力周波数です。<units>::=[Hz|kHz|MHz]
MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会

返り値

<frequency>

例

SOURce1:FREQuency:FIXed 500kHz
RUNモードがスイープ以外の設定の場合、チャンネル1（CH1）の出力周波
数を500kHzに設定します。
表 68：[SOURce[n]]:FREQuency[:CW|:FIXed]

コマンド

[SOURce[n]]:FREQuency:MODE

説明

このコマンドは，周波数スイープ状態を設定または照会します。パルス機能
でスイープはできません。このコマンドを送信して状態が変化した場合、機
器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FREQuency:MODE {CW|FIXed|SWEep}
[SOURce[n]]:FREQuency:MODE?

関連コマンド

[SOURce[n]]:FREQuency[:CW|:FIXed]
[SOURce[n]]:FREQuency:STARt [SOURce[n]]:FREQuency:STOP

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
CW|FIXedは、機器がContinuousモードであることを意味します。SWEep
は、機器がスイープモードになっていることを意味します。

返り値

CW|SWE

例

SOURce1:FREQuency:MODE SWEep CH 1 出力周波数を制御するスイープ
コマンドセットを指定します。
表 69：[SOURce[n]]:FREQuency:MODE
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コマンド

[SOURce[n]]:FREQuency:STARt

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのスイープの開始周波数を設定また
は照会します。このコマンドは常に[SOURce[n]]:FREQuency:STOPコマン
ドと一緒に使用されます。開始周波数範囲の設定は，スイープに選択した波
形，サイン関数の場合は振幅に依存します。このコマンドは、スイープ状態
でない場合はエラーになります。このコマンドを送信したときに、機器が動
作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FREQuency:STARt <frequency>
[SOURce[n]]:FREQuency:STARt? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[1|2]]:FREQuency:MODE [SOURce[1|2]]:FREQuency:STOP

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>] ここで: <NRf> は開始周波数です。
<units>::=[Hz | kHz | MHz]
MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会

返り値

<frequency>

例

SOURce1:FREQuency:STARt 10KHz
チャンネル1（CH1）の開始周波数を10kHzに設定します。
表 70：[SOURce[1|2]]:FREQuency:STARt

コマンド

[SOURce[n]]:FREQuency:STOP

説明

指定したチャンネルのスイープの停止周波数を設定または照会します。この
コマンドは常に[SOURce[1|2]]:FREQuency:STARtコマンドと一緒に使用し
ます。停止周波数範囲の設定は，スイープに選択した波形とサイン関数の場
合の振幅に依存します。このコマンドは、スイープ状態でない場合はエラー
になります。このコマンドを送信したときに、機器が動作している場合は停
止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FREQuency:STOP <frequency>
[SOURce[n]]:FREQuency:STOP? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:FREQuency:MODE [SOURce[n]]:FREQuency:STARt

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>] ここで:<NRf>は停止周波数です。
<units>::=[Hz | kHz | MHz]

返り値

<frequency>

例

SOURce1:FREQuency:STOP 100kHz
チャンネル1(CH1)のスイープ停止周波数を100kHzに設定します。
表 71：[SOURce[n]]:FREQuency:STOP
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コマンド

[SOURce[n]]:FSKey[:FREQuency]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのFSK変調のホップ周波数を設定ま
たは照会します。このコマンドは、FSKEY状態でないとエラーになりま
す。このコマンドを送信して状態が変化した場合、機器が動作している場合
は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FSKey[:FREQuency] <frequency>
[SOURce[n]]:FSKey[:FREQuency]? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>] ここで:<NRf>はホップ周波数です。
<units>::=[Hz | kHz | MHz]
MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会

返り値

<frequency>

例

SOURce1:FSKey:FREQuency 1.0MHz
チャンネル1のFSK変調のホップ周波数を1.0MHzに設定します。
表 72：[SOURce[n]]:FSKey[:FREQuency]

コマンド

[SOURce[n]]:FSKey:INTernal:RATE

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのFSK変調の内部変調レートを設定
または照会します。このコマンドは、FSKEY実行モードでないとエラーに
なります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FSKey:INTernal:RATE <rate>
[SOURce[n]]:FSKey:INTernal:RATE? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<rate>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>は変調レートです。
<units>::=[Hz | kHz | MHz]
MINimumは、最小遅延を照会。
MAXimumは、最大遅延を照会。

返り値

<rate>

例

SOURce1:FSKey:INTernal:RATE 50Hz
チャンネル1（CH1）の内部変調レートを50Hzに設定します。
表 73：[SOURce[n]]:FSKey:INTernal:RATE
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コマンド

[SOURce[n]]:FSKey:SOURce

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのFSK変調信号のソースを設定また
は照会します。このコマンドは、FSKEY状態でないとエラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FSKey:SOURce [INTernal|EXTernal]
[SOURce[n]]:FSKey:SOURce?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
INTernalとは、キャリア波形が
内部ソースで変調されていることを意味します。EXTernalは、搬送波の波
形が外部信号で変調されていることを意味します。

返り値

INT|EXT

例

SOURce1:FSKey:SOURce INTernal
チャンネル1（CH1）の変調信号源をinternalに設定します。
表 74：[SOURce[n]]:FSKey:SOURce

コマンド

[SOURce[n]]:FSKey:STATe

説明

このコマンドは、FSK変調を有効化または無効化します。このコマンドのク
エリは、FSK変調の状態を返します。このコマンドを送信して状態が変化し
た場合、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FSKey:STATe { ON|OFF|0|1} [SOURce[n]]:FSKey:STATe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。ON|1でFSK変調が有効になります。
OFF|0でFSK変調が無効になります。

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

SOURce1:FSKey:STATe ON
チャンネル1(CH1)のFSK変調を有効にします。
表 75：[SOURce[n]]:FSKey:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:PSKey[:FREQuency]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPSK変調の周波数を設定または
照会します。このコマンドは、PSK状態でないとエラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PSKey[:FREQuency] <frequency> }
[SOURce[n]]:PSKey[:FREQuency]? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>] ここで:<NRf>はホップ周波数です。
<units>::=[Hz | kHz | MHz].
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MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会
返り値

<frequency>

例

SOURce1:PSKey:FREQuency 1.0MHz
チャンネル１（CH1）のPSK変調のホップ周波数を1.0MHzに設定します。
表 76：[SOURce[n]]:PSKey[:FREQuency]

コマンド

[SOURce[n]]:PSKey:PHASe[:ADJust]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPSKEY変調の変調信号の位相を
設定または照会します。値はdegreeで表示します。
このコマンドは、PSKEYの実行モードでない場合、エラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PSK:PHASe[:ADJust] <phase> }
[SOURce[n]]:PSK:PHASe[:ADJust]? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<phase>::=<NR3>[<units>] ここで、<NR3>は変調信号の位相です。
<units>::=[°|DEG].
MINimumは、位相の最小値を照会
MAXimumは、位相の最大値を照会

返り値

<phase>

例

SOURce1:PSK:PHASe:ADJust 85DEG
チャンネル1（CH1）のPSK変調波形の位相を85度に設定します。
表 77：[SOURce[n]]:PSKey:PHASe[:ADJust]

コマンド

[SOURce[n]]:PSKey:SOURce

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPSK変調信号のソースを設定また
は照会します。このコマンドは、PSKEY状態でないとエラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PSKey:SOURce [INTernal|EXTernal]
[SOURce[n]]:PSKey:SOURce?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
INTernalはキャリア波形が内部ソースで変調されていることを意味します。
EXTernalは搬送波の波形が外部信号で変調されていることを意味します。

返り値

INT|EXT

例

SOURce1:PSKey:SOURce INTernal
変調信号のチャンネル1（CH1）のソースをinternalに設定します。
表 78：[SOURce[n]]:PSKey:SOURce

コマンド

[SOURce[n]]:PSKey:STATe
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説明

このコマンドは、PSK変調を有効化または無効化します。このコマンドのク
エリは、PSK変調の状態を返します。このコマンドを送信して状態が変化し
た場合、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PSKey:STATe { ON|OFF|0|1} [SOURce[n]]:PSKey:STATe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。ON|1でPSK変調が有効になります。
OFF|0でPSK変調が無効になります。

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

SOURce1:PSKey:STATe ON
チャンネル1(CH1)のPSK変調を有効にします。
表 79：[SOURce[n]]:PSKey:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:FUNCtion:EFILe

説明

このコマンドは、キャリア波形として使用されるEFILe名を設定または照会
します。ファイル名はファイルシステムで指定する必要があります。有効
なファイル拡張子は".txt", ".csv", ".trc"です。このクエリは、EFILeが設定
されていない場合、""を返します。ファイルに16834サンプルを超えるサン
プルが含まれている場合は、切り捨てられます。ファイルに16834サンプル
を超えるサンプルが含まれている場合は、切り捨てられます。このコマン
ドを送信したときに、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FUNCtion:EFILe <file_name>
[SOURce[n]]:FUNCtion:EFILe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:FUNCtion[:SHAPe]

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<file_name>::=<Qstring>はファイルシステム内のファイル名を指定しま
す。パスは絶対パスでも相対パスでも構いません。相対パスを挿入した場
合は、現在の作業ディレクトリから始まります。

返り値

<file_name>

例

SOURce1:FUNCtion:EFILe "SAMPLE1.txt"
ファイルシステムの現在の作業ディレクトリに"SAMPLE1"という名前のフ
ァイルを設定します。
表 80：[SOURce[n]]:FUNCtion:EFILe

コマンド

[SOURce[n]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのランプ波形の対称性を設定また
は照会します。キャリアが"Ramp"でない場合、このコマンドを実行すると
エラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry <symmetry>
[SOURce[n]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry? [MINimum|MAXimum]
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関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<symmetry>::=<NR2>[<units>]

ここで、<NR2>はsymmetryです。

<units>::=PCT
MINimumは、symmetryの最小値を照会
MAXimumは、symmetryの最大値を照会
返り値

<symmetry>

例

SOURce1:FUNCtion:RAMP:SYMMetry 80.5
チャンネル1(CH1)のランプ波形の対称性を80.5%に設定します。
表 81：[SOURce[n]]:FUNCtion:RAMP:SYMMetry

コマンド

[SOURce[n]]:FUNCtion[:SHAPe]

説明

このコマンドは、キャリア波形の形状を設定または照会します。キャリアを
設定するには、下表の条件を満たす必要があります。このコマンドを送信し
て関数が変更された場合、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:FUNCtion[:SHAPe] {SINusoid| SQUare| PULSe| RAMP|
PRNoise| DC| SINC| GAUSsian| LORentz| ERISe| EDECay| HAVersine|
ARBB| EFILe|DOUBLEPULse}
[SOURce[n]]:FUNCtion[:SHAPe]?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
SINusoid|SQUare|PULSe|RAMP|PRNoise|DC|SINC|GAUSsian|LO
Rentz|ERISe|EDECay|HAVersine|ARBB|EFILe|DOUBLEPULse
特定の変調，スイープ，バーストで許可されていない波形形状を選択する
と，エラーとなり，関数は変更されません。EFILeがないときにEFILeを指
定したり、EFILeがまだ定義されていないときにEFILeを指定すると、この
コマンドはエラーとなり、変更が適用されません。波形を変更した場合、新
しい波形の周波数範囲に合わせて出力周波数が変更されることがあります。
付加雑音がオンの時に“PRNoise”を選択するとエラーになります。付加雑音
を無効にするには、コマンドを使用します：SOURce[n]]:COMBine:FEEDこ
のコマンドを送信したときに、機器が動作している場合は停止します。
変調タイプと出力波形の形状の組み合わせは以下の通りです。
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Sine, Square, Ramp, Sinc,
Gaussian, Lorentz,
Exponential Rise,
Exponential

Pulse

Double
Pulse

Noise,
DC

Decay, Haversine, ARBB,
EFILE
AM

✔

FM

✔

PM

✔

FSK

✔

PSK

✔

PWM

✔

Sweep

✔

Burst

✔

✔

✔

振幅と出力波形の形状に対する電圧単位の組み合わせを以下の表に示しま
す。
Vpp

Vrms

dBm

Sine

✔

✔

✔

Square

✔

✔

Ramp

✔

✔

Pulse

✔

✔

Sinc

✔

✔

Noise

✔ (Vpk)

DC level
Gaussian

✔

✔

Lorentz

✔

✔

Exponential Rise

✔

✔

Exponential Decay

✔

✔

Haversine

✔

✔

ARBB

✔

EFILE

✔

返り値

SIN| SQU| PULS| RAMP| PRN| DC| SINC| GAUS| LOR| ERIS| EDEC|
HAV|ARBB| EFILe|DOUBLEPULse

例

SOURce1:FUNCtion:SHAPe SQUare
チャンネル１の出力波形の形状を方形波に選択します。
表 82：[SOURce[n]]:FUNCtion[:SHAPe]
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コマンド

[SOURce[n]]:INITDELay

説明

このコマンドは、選択した出力チャンネルの初期遅延を設定または照会しま
す。このコマンドを送信したときに、機器が動作している場合は停止しま
す。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:INITDELay <delay>
[SOURce[n]]:INITDELay? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<delay>::=<NRf>[<units>] ここで:<NRf>は初期遅延値です。
<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小遅延を照会
MAXimumは、最大遅延を照会

返り値

<delay>

例

SOURce1:INITDELay 300E-9
出力1の初期遅延時間を300nsに設定します。
表 83：SOURce[n]]:INITDELay

コマンド

[SOURce[n]]:PHASe[:ADJust]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力波形の位相を設定または照会
します。値はdegreeで表示します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PHASe[:ADJust] <phase> [SOURce[n]]:PHASe[:ADJust]?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<phase>::=<NR3>[<units>] ここで:<NR3>は出力周波数の位相です。
<units>::=[°|DEG].
MINimumは、位相の最小値を照会
MAXimumは、位相の最大値を照会

返り値

<phase>

例

SOURce1:PHASe 45DEG
位相を45度に設定します。
表 84：SOURce[n]]:PHASe[:ADJust]
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コマンド

[SOURce[n]]:PM[:DEViation]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPM変調のピーク周波数偏差を設
定または照会します。このコマンドは、PMモードでないとエラーになりま
す。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PM:DEViation <deviation> [SOURce[n]]:PM:DEViation?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<偏差>::=<NR3>[<単位>] ここで、<NR3>は位相偏差です。
<units>::=[°|DEG].
MINimumは、偏差の最小値を照会MAXimumは、偏差の最大を照会

返り値

<deviation>

例

SOURce1:PM:DEViation 60 DEG
チャンネル1の位相偏差を60度に設定します。
表 85：[SOURce[n]]:PM[:DEViation]

コマンド

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FREQuency

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPM変調の内部変調周波数を設定
または照会します。このコマンドは、内部変調ソースが選択されている場合
にのみ使用できます。このコマンドは、PMモードでないとエラーになりま
す。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FREQuency <frequency>
[SOURce[n]]:PM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:PM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>]

ここで：<NRf>は変調 周波数です。

<units>::=[Hz|kHz|MHz]
MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会
返り値

<frequency>

例

SOURce1:PM:INTernal:FREQuency 10kHz
チャンネル1（CH1）の内部変調周波数を10kHzに設定します。
表 86：[SOURce[n]]:PM:INTernal:FREQuency
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コマンド

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPM変調の変調波形を設定または
照会します。このコマンドは、内部変調ソースが選択されている場合にのみ
使用できます。EFILeがない場合や、EFILeが定義されていない場合にEFILe
を指定すると、このコマンドはエラーになります。このコマンドは、PMモ
ードでないとエラーになります。このコマンドを送信したときに、機器が動
作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion {SINusoid| SQUare| TRIangle|
RAMP| NRAMp| PRNoise| ARBB | EFILe}
[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion?

関連コマンド

[SOURce[n]]:PM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
SINusoid|SQUare|TRIangle|RAMP|NRAMp|PRNoise変調関数として６種類
の関数波形のなかからひとつを選択できます。
ARBB | EFILe は変調ファイルとして選択できます。

返り値

SIN|SQU|TRI|RAMP|NRAM|PRN|ARBB|EFILe

例

SOURce1:PM:INTernal:FUNCtion SQUare
チャンネル1（CH1）出力の変調波形の形状として方形波を選択します。
表 87：[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion

コマンド

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion:EFILe

説明

このコマンドは、PM変調の変調波形として使用されるEFILe名を設定また
は照会します。ファイル名はファイルシステムで指定する必要があります。
有効なファイル拡張子は".txt", ".csv", ".trc"です。このクエリは、EFILeが設
定されていない場合、""を返します。ファイルに16834サンプルを超えるサ
ンプルが含まれている場合は、切り捨てられます。このコマンドを送信した
ときに、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion:EFILe <file_name>
[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion:EFILe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:PM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<file_name>::=<Qstring>はファイルシステムのファイル名を指定します。
相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。
<file_name>にはパスが含まれています。相対パスを挿入した場合は、現在
の作業ディレクトリから始まります。

返り値

<file_name>

例

SOURce1:PM:INTernal:FUNCtion:EFILe "SAMPLE1.txt"
ファイルシステムの現在の作業ディレクトリに"SAMPLE1" iという名前のフ
ァイルを設定します。
表 88：[SOURce[n]]:PM:INTernal:FUNCtion:EFILe
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コマンド

[SOURce[n]]:PM:SOURce

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPM変調信号のソースを設定また
は照会します。このコマンドは、PMモードでないとエラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PM:SOURce [INTernal|EXTernal]
[SOURce[n]]:PM:SOURce?

関連コマンド

[SOURce[n]]:PM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
INTernalとは、キャリア波形が内部ソースで変調されていることを意味しま
す。EXTernalは、搬送波の波形が外部信号で変調されていることを意味し
ます。

返り値

INT|EXT

例

SOURce1:PM:SOURce INTernal
変調信号のチャンネル1（CH1）のソースをinternalに設定します。
表 89：[SOURce[n]]:PM:SOURce

コマンド

[SOURce[n]]:PM:STATe

説明

PM変調を有効化または無効化します。このコマンドのクエリは、PM変調
の状態を返します。このコマンドを送信して状態が変化したときに、機器が
動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PM:STATe {ON|OFF|0|1} [SOURce[n]]:PM:STATe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。ON|1でPM変調が有効になります。
OFF|0はPM変調が無効になります。

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

SOURce1:PM:STATe ON
チャンネル1(CH1)PM変調を有効にします。
表 90：[SOURce[n]]:PM:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力信号に追加する内部ノイズレ
ベルを設定または照会します。値はノイズレベルのピーク電圧を表します。
SOURce[n]]:COMBine:FEEDコマンドを使用して、出力信号に内部ノイズ
を加えるかどうかを設定したり、照会したりすることができます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]
{<voltage>|MINimum|MAXimum}
[SOURce[n]]:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
[MINimum|MAXimum]
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関連コマンド

[SOURce[n]]:COMBine:FEED

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<voltage>::=<NR3>[<units>] ここで、<NR3>はピークノイズレベルで
す。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小ノイズレベルを設定または照会
MAXimumは、最大ノイズレベルを設定または照会

返り値

<voltage>

例

SOURce1:POWer:LEVel:IMMediate:AMPLitude 0.5
CH1出力信号に加わる内部ノイズレベルを0.5Vpkに設定します。
表 91：[SOURce[n]]:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:DCYCle

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのパルス波形のデューティサイク
ルを設定または照会します。任意波形ファンクションジェネレータはデュ
ーティサイクルを変化させたときに立ち上がりエッジと立下りエッジの設
定を保持します。キャリアがPulseではない場合、このコマンドとクエリは
エラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PULSe:DCYCle <percent> [SOURce[n]]:PULSe:DCYCle?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:WIDTh

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<percent>::=<NR2>[<units>]
ここで、<NR2>はデューティサイクルです。
<units>::=PCT
MINimumは、最小デューティサイクルを照会
MAXimumは最大デューティサイクルを照会

返り値

<percent>

例

SOURce1:PULSe:DCYCle 80.5
チャンネル１（CH1）のパルス波形のデューティを80.5%に設定します。
表 92：[SOURce[n]]:PULSe:DCYCle
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コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:PERiod

説明

このコマンドは、パルス波形の周期を設定または照会します。このコマン
ドとクエリは、キャリア関数がPulseではない場合にはエラーとなります。
注：パルス周期は周波数に関連しており、パルス周期を変更すると、設定
した次のキャリアの周波数にも影響します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PULSe:PERiod <period> [SOURce[n]]:PULSe:PERiod?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<period>::=<NRf>[<units>]ここで：<NRf>はパルス周期 です。
<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小周期を照会
MAXimumは、最大周期を照会

返り値

<period>

例

SOURce1:PULSe:PERiod 200ns
チャンネル1のパルス周期を200nsに設定します。
表 93：[SOURce[n]]:PULSe:PERiod

コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]

説明

このコマンドは、パルス波形の立ち上がり時間を設定または照会します。こ
れは、立ち上がりエッジの約10%-90%間の値であることに注意してくださ
い。キャリアがPulseではない場合、このコマンドとクエリはエラーとなり
ます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing] <seconds>
[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition:TRAiling

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はパルス波形の立ち上がり
時間です。 <units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、遷移時間の最小値を照会
MAXimumは、遷移時間の最大値を照会

返り値

<seconds>

例

SOURce1:PULSe:TRANsition:LEADing 200ns
チャンネル1（CH1）の立ち上がり時間を200nsに設定します。
表 94：[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]
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コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition:TRAiling

説明

このコマンドは、パルス波形の立ち下がり時間を設定または照会します。こ
れは、立ち下がりエッジの約10%-90%間の値であることに注意してくださ
い。キャリアがPulseではない場合、このコマンドとクエリはエラーとなり
ます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition:TRAiling <seconds>
[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition:TRAiling? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>].ここで:<NRf>はパルス波形の立下りエッジ
です。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小遅延を照会
MAXimumは、最大遅延を照会

返り値

<seconds>

例

SOURce1:PULSe:TRANsition:TRAiling 200ns
立ち下り時間を200nsに設定します。
表 95：[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition:TRAiling

コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:WIDTh

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのパルス幅を設定または照会しま
す。パルス幅＝周期×デューティサイクル／100.パルス幅は周期以下でなけ
ればなりません。キャリアがPulseではない場合、このコマンドとクエリは
エラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PULSe:WIDTh <seconds> [SOURce[n]]:PULSe:WIDTh?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:DCYCle

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>]
ここで、<NRf>はパルス幅です。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小遅延を照会
MAXimumは、最大遅延を照会

返り値

<width>

例

SOURce1:PULSe:WIDTh 200ns

チャンネル 1（CH1）のパルス幅を 200ns に設定します。
表 96：[SOURce[n]]:PULSe:WIDTh

75

プログラミング・マニュアル－T3AWG3K-C シリーズ 任意波形発生器
ファンクションジェネレータ動作モード

コマンド

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FREQuency

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPWM変調の内部変調周波数を設
定または照会します。このコマンドは、内部変調ソースが選択されている場
合にのみ使用できます。このコマンドは、PWMモードでない場合にエラー
になります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FREQuency <frequency>
[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:PWM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>]
<units>::=[Hz | kHz | MHz]

ここで：<NRf>は変調周波数です.

MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会
返り値

<frequency>

例

SOURce1:PWM:INTernal:FREQuency 10kHz
チャンネル1（CH1）の内部周波数を10kHzに設定します。
表 97：[SOURce[n]] :PWM:INTernal:FREQuency

コマンド

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPWM変調の変調波形を設定また
は照会します。このコマンドは、内部変調ソースが選択されている場合にの
み使用できます。EFILeがない場合や、EFILeが定義されていない場合に
EFILeを指定すると、このコマンドはエラーになります。このコマンドは、
PWMモードでない場合にエラーになります。このコマンドを送信したとき
に、機器が動作している場合は停止します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion {SINusoid| SQUare| TRIangle|
RAMP| NRAMp| PRNoise| ARBB | EFILe}
[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion?

関連コマンド

[SOURce[n]]:PWM:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
SINusoid|SQUare|TRIangle|RAMP|NRAMp|PRNoise
変調信号として、6種類の関数波形のうちの1つを選択することができます。
変調ファイルとしてARBB|EFILeを選択することができます。

返り値

SIN|SQU|TRI|RAMP|NRAM|PRN|ARBB |EFILe

例

SOURce1:PWM:INTernal:FUNCtion SQUare
チャンネル1出力の変調波形の形状に方形波を選択します。
表 98：[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion
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コマンド

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion:EFILe

説明

このコマンドは、PWM変調の変調波形として使用されるEFILe名を設定また
は照会します。有効なファイル拡張子は".txt",".csv",".trcです。このコマン
ドのクエリでは、EFILeが設定されていない場合は""を返します。ファイル
に16834サンプルを超えるサンプルが含まれている場合は、切り捨てられま
す。このコマンドを送信したときに、機器が動作している場合は停止しま
す。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion:EFILe <file_name>
[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion:EFILe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<file_name>::=<Qstring>はファイルシステムのファイル名を指定します。
相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。
<file_name>パラメータにはパスが含まれます。パスは絶対パスでも相対パ
スでも構いません。相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリか
ら始まります。

返り値

<file_name>

例

SOURce1:PWM:INTernal:FUNCtion:EFILe "SAMPLE1.txt"
ファイルシステムの現在の作業ディレクトリに"SAMPLE1"という名前のフ
ァイルを設定します。
表 99：[SOURce[n]]:PWM:INTernal:FUNCtion:EFILe

コマンド

[SOURce[n]]:PWM:SOURce

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPWM変調の変調信号のソースを
設定または照会します。このコマンドは、PWM実行モードではない場合、
エラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PWM:SOURce[INTernal|EXTernal]
[SOURce[n]]:PWM:SOURce?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
INTernalはキャリア波形が内部ソースで変調されていることを意味します。
EXTernalは搬送波の波形が外部信号で変調されていることを意味します。

返り値

INT|EXT

例

SOURce1:PWM:SOURce INTernal
チャンネル1の変調信号のソースをinternalに設定します。
表 100：SOURce[n]:PWM:SOURce
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コマンド

[SOURce[n]]:PWM:STATe

説明

このコマンドは、PWM変調を有効化または無効化します。このコマンドの
クエリは、PWM変調の状態を返します。PWMを起動する前に、キャリアと
してパルスを選択する必要があります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PWM:STATe {ON|OFF|0|1} [SOURce[n]]:PWM:STATe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。ON|1はPWM変調を有効にします。
OFF|0はPWM変調を無効にします。

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

SOURce1:PWM:STATe ON
チャンネル1のPWM変調を有効にします。
表 101：[SOURce[n]]：PWM：STATe

コマンド

[SOURce[n]]:PWM[:DEViation]:DCYCle

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのPWM偏差をパーセントで設定ま
たは照会します。
設定範囲は以下の条件を満たしている必要があります：
偏差≦パルス幅-PWmin
偏差≦パルス周期-パルス幅-PWmin
偏差≦パルス幅-（立ち上がり時間＋立ち下がり時間）／0.8
偏差≦パルス周期-パルス幅-（立ち上がり時間＋立ち下がり時間）／0.8
ここで：PWminは最小パルス幅です。
このコマンドは、PWMモードでない場合にエラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:PWM[:DEViation]:DCYCle <percent>
[SOURce[n]]:PWM[:DEViation]:DCYCle? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<percent>::=<NR2>[<units>] ここで、<NR2>はPWM偏差です。
<units>::=PCT

返り値

<deviation>

例

SOURce1:PWM:DCYCle 5.0
チャンネル1（CH1）のPWM偏差を5.0%に設定します。
表 102：[SOURce[n]]:PWM[:DEViation]:DCYCle
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コマンド

[SOURce]:ROSCillator:FREQuency

説明

このコマンドは、外部リファレンスのクロック周波数を設定または照会しま
す。

グループ

Source

構文

[SOURce]:ROSCillator:FREQuency <frequency>
[SOURce]:ROSCillator:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce]:ROSCillator:SOURce

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<frequency>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>は外部リファレンス周波
数です。<units>::=[Hz | kHz | MHz]
MINimumは、最小周波数を照会
MAXimumは、最大周波数を照会

返り値

<frequency>

例

SOURce:ROSCillator:FREQuency 10MHZ
基準クロックを10MHzに設定します。
表 103：[SOURce]:ROSCillator:FREQuency

コマンド

[SOURce]:ROSCillator:SOURce

説明

このコマンドは、基準クロックを内部または外部のいずれかに設定または照
会します。Externalを設定しようとしたときに、外部基準の周波数が
[SOURce]:ROSCillator:FREQuencyコマンドで設定した周波数と異なる場
合、このコマンドはエラーとなり、ソースがInternalにリセットされます。

グループ

Source

構文

[SOURce]:ROSCillator:SOURce {INTernal|EXTernal}
[SOURce]:ROSCillator:SOURce?

関連コマンド

[SOURce]:ROSCillator:FREQuency

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
INTernalは、基準クロックがinternalに設定されていることを意味します。
EXTernalは、基準クロックがexternalに設定されていることを意味します。

返り値

INT|EXT

例

SOURce:ROSCillator:SOURce INTernal
内部クロックリファレンスを選択します。
表 104：[SOURce]:ROSCillator:SOURce
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コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:NSTEP

説明

このコマンドは、階段状スイープのステップ数を設定または照会します。ス
テップ数は1から2048までの範囲です。このコマンドは、Upstair Sweepモ
ードではない場合、エラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:SWEep:NSTEP <step number>
[SOURce[n]]:SWEep:NSTEP? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<step number>::=<NR1> ここで、<NR1>はステップ数です。
MINimumは、最小ステップ数を照会
MAXimumは、最大ステップ数を照会

返り値

<step number>

例

SOURce1:SWEep:NSTEP 8
チャンネル1のスイープステップを8に設定します。
表 105：[SOURce[n]]:SWEep:NSTEP

コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:HTIMe

説明

このコマンドは、スイープホールド時間を設定または照会します。ホールド
時間は、停止周波数に達した後、周波数が安定し
ている時間を表します。このコマンドとクエリは、スイープモードではない
場合にはエラーとなります。機器が動作中にはホールド時間の変更は出来ま
せん。もし動作モード中にコマンドが送られた場合にはエラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:SWEep:HTIMe <seconds>
[SOURce[n]]:SWEep:HTIMe? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>]ここで：<NRf>はホールド 時間を秒で表し
ます。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小ホールド時間を照会
MAXimumは、最大ホールド時間を照会

返り値

<seconds>

例

SOURce1:SWEep:HTIMe 1ms
チャンネル1のホールド時間を1msに設定します。
表 106：[SOURce[n]]:SWEep:HTIMe
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コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:MODE

説明

指定したチャンネルのスイープトリガモードの繰り返しまたはトリガを選択
します。このコマンドのクエリは、指定されたチャンネルのスイープトリガ
モードを返します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:SWEep:MODE {AUTO|MANual}
[SOURce[n]]:SWEep:MODE?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
AUTOはスイープモードを繰り返し発生に設定します。スイープ立ち上がり
時間，ホールド時間，戻り時間で指定したレートで機器は連続スイープを出
力します。
MANualはスイープモードのトリガを設定します。機器はトリガ入力を受信
するとスイープを1回出力し、開始周波数で待機します。

返り値

AUTO|MAN

例

SOURce1:SWEep:MODE AUTO
チャンネル1スイープモードをリピートに設定します。機器は連続スイープ
を出力します。
表 107：[SOURce[n]]:SWEep:MODE

コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:RTIMe

説明

このコマンドは，スイープ戻り時間を設定または照会します。戻り時間は、
停止周波数から開始周波数までの時間を表します。リターンタイムにはホー
ルドタイムは含まれていません。このコマンドとクエリはスイープモードで
はない場合にはエラーとなります。機器が動作中には戻り時間の変更は出来
ません。もし動作モード中にコマンドが送られた場合にはエラーとなりま
す。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:SWEep:RTIMe <seconds> [SOURce[n]]:SWEep:RTIMe?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>は秒単位の戻り時間です。
<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小の戻り時間を照会
MAXimumは、最大の戻り時間を照会

返り値

<return time>

例

SOURce1:SWEep:RTIMe 1ms
チャンネル1（CH1）の戻り時間を1msに設定します。
表 108：[SOURce[n]]:SWEep:RTIMe
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コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:SPACing

説明

指定したチャンネルのスイープの間隔を選択します。このコマンドのクエリ
形式は，指定したチャンネルのスイープ間隔の型を返します。このコマンド
を送信したときに、機器が動作している場合は停止します。
注：USERまたはARBBを選択したときのスイーププロファイルにかかる時
間は、スイープ立ち上がり時間、スイープホールド時間、スイープ戻り時間
の合計で与えられます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:SWEep:SPACing
{LINear|LOGarithmic|UPStair|ARBB|USER}
[SOURce[n]]:SWEep:SPACing?

関連コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:NSTEP [SOURce[n]]:SWEep:SPACing:EFILe

引数

nの値はチャンネル番号を示します。LINearはスイープ間隔をリニアに設定
します。
LOGarithmicは、スイープ間隔を対数に設定します。UPStairは、スイープ
間隔を階段状に設定します。
ARBBでは，任意波形バッファからスイーププロファイルをインポートする
ことができます。USERはEFILEからスイーププロファイルをインポートす
ることができます。

返り値

LIN|LOG|UPS|USER|ARBB

例

SOURce1:SWEep:SPACing LINear
チャンネル1（CH1）のスイープ間隔をリニアに設定します。
表 109：[SOURce[n]]:SWEep:SPACing

コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:SPACing:EFILe

説明

このコマンドは、スイーププロファイルとして使用されるEFILe名を設定ま
たは照会します。ファイル名はファイルシステムで指定する必要がありま
す。有効なファイル拡張子は".txt",".csv",".trc"です。ファイルが設定されて
いない場合、クエリは""を返します。ファイルに16834サンプルを超えるサ
ンプルが含まれている場合は、切り捨てられます。このコマンドのクエリ
は、EFILeが設定されていない場合、""を返します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:SWEep:SPACing:EFILe <file_name>
[SOURce[n]]:SWEep:SPACing:EFILe?

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<file_name>::=<Qstring>はファイルシステムのファイル名を指定しま
す。相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。
<file_name>パラメータにはパスが含まれます。パスは絶対パスでも相対パ
スでも構いません。相対パスを挿入した場合は、現在の作業ディレクトリか
ら始まります。

返り値

<file_name>

例

SOURce1:SWEep:SPACing:EFILe "SAMPLE1.txt"
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ファイルシステムの現在の作業ディレクトリに"SAMPLE1"という名前のフ
ァイルを設定します。
表 110：[SOURce[n]]:SWEep:SPACing:EFILe

コマンド

[SOURce[n]]:SWEep:TIME

説明

スイープの立ち上がり時間を設定または照会します。スイープ時間にはホー
ルド時間や復帰時間は含まれません。このコマンドは、Sweepモードでな
い場合エラーとなります。機器が動作中には立ち上がり時間の変更は出来ま
せん。もし動作モード中にコマンドが送られた場合にはエラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:SWEep:TIME <seconds>
[SOURce[n]]:SWEep:TIME? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>は秒単位の立ち上がり時間
です。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、スイープ立ち上がり時間の最小値を照会
MAXimumは、スイープ立ち上がり時間の最大値を照会

返り値

<sweep time>

例

SOURce1:SWEep:TIME 100ms
チャンネル1(CH1)のスイープ立ち上がり時間を100msecに設定します。
表 111：[SOURce[n]]:SWEep:TIME

コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの波形のハイレベルを設定または照
会します。最大振幅を超えないように、ノイズレベルによって高レベルが制
限される可能性があります。キャリアがNoiseまたはDCレベルの場合、こ
のコマンドとクエリはエラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH <voltage>
[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<voltage>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>は出力振幅のハイレベルで
す。<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小のハイ電圧レベルを照会
MAXimumは、最大のハイ電圧レベルを照会

返り値

<high level>

例

SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:HIGH 1V
チャンネル1（CH1）の出力振幅のハイレベルを1Vに設定します。
表 112：[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH
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コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの波形のローレベルを設定または照
会します。最大振幅を超えないように、ノイズレベルによってローレベルが
制限される可能性があります。キャリアがNoiseまたはDCレベルの場合、
このコマンドとクエリはエラーになります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW <voltage> }
[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<voltage>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>は出力振幅のローレベルで
す。<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小のロー電圧レベルを照会
MAXimumは、最大のロー電圧レベルを照会

返り値

<low level>

例

SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:LOW -1V
チャンネル1(CH1)の出力振幅のローレベルを-1Vに設定します。
表 113：[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:LOW

コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのオフセットレベルを設定または照
会します。オフセット範囲の設定は、振幅パラメータに依存します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet <voltage>
[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<voltage>::=<NRf>[<units>]
ここで: <NRf>はオフセット電圧レベルです。<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小のオフセットレベルを照会
MAXimumは、最大のオフセットレベルを照会

返り値

<offset>

例

SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet 500mVチャンネル1のオフセ
ットレベルを500mVに設定します。
表 114：[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet
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コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力振幅を設定または照会しま
す。振幅の測定単位は、[SOURce[n]]:VOLTage:UNITコマンドで操作する
選択に依存します。キャリアがノイズの場合、振幅はVppではなくVpkとな
ります。キャリアがDCレベルの場合、このコマンドはエラーとなります。
振幅の設定範囲は、キャリア波の周波数やオフセットパラメータによって制
限されることがあります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <amplitude>
[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet
[SOURce[n]]:VOLTage:UNIT

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<amplitude>::=<NRf> ここで:<NRf>は出力振幅です。本パラメータは
「SOURce[n]:VOLTage:UNIT」コマンドで定義されているため、測定単位
を持ちません。
MINimumは、最小振幅を照会
MAXimumは最大振幅を照会

返り値

<amplitude><unit>
ここで、<units>::=[VPP|VRMS|DBM|VPK] VPKはキャリアとしてのノイ
ズのみに使用されます。

例

SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:AMPLitude 1
チャンネル1の出力振幅を1に設定します。単位は選択されたものに依存し
ます。
表 115：[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage:UNIT

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力振幅の単位を設定または照会
します。このコマンドは、出力のオフセット、ハイレベル、ローレベルには
影響しません。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage:UNIT [VPP|VRMS|DBM]
[SOURce[n]]:VOLTage:UNIT?

関連コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

引数

nの値はチャンネル番号を示します。VPPは出力電圧の単位をVp-pに設定し
ます。VRMSは出力電圧の単位をVrmsに設定します。DBMは出力電圧の単
位をdBmに設定します。
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以下の表は、波形と振幅測定単位の組み合わせの可能性を示します。
Vpp

Vrms

dBm

Sine

✔

✔

✔

Square

✔

✔

Ramp

✔

✔

Pulse

✔

✔

Sinc

✔

✔

Noise

✔(Vpk)

DC level
Gaussian

✔

✔

Lorentz

✔

✔

Exponential Rise

✔

✔

Exponential
Decay

✔

✔

Haversine

✔

✔

ARBB

✔

EFILE

✔

返り値

VPP|VRMS|DBM

例

SOURce1:VOLTage:UNIT VPP
電圧単位をVp-pに設定します。
表 116：[SOURce[n]]:VOLTage:UNIT

コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage:VOCM

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのDCコモンモードオフセットを設定
または照会します。コモンは0Vを指します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage:VOCM <voltage>
[SOURce[n]]:VOLTage:VOCM? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<voltage>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はDCオフセット値です。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小コモン電圧を照会
MAXimumは、最大コモン電圧を照会

返り値

<voltage>

例

SOURce1:VOLTage:VOCM 2V
チャンネル1出力のDCコモンモードオフセットを2Vに設定します。
表 117：[SOURce[n]]:VOLTage:VOCM

コマンド

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude
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説明

このコマンドは、ダブルパルス波形の指定されたチャンネルの第1パルスま
たは第2パルスの振幅を設定または照会します。
メモ：キャリアがダブルパルスではない場合、このコマンドとクエリはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。mの値はパルス数を示します。
<voltage>::=<NRf>[<units>] ここで:<NRf>は振幅値です。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、振幅値の最小値を照会
MAXimumは、振幅値の最大値を照会

返り値

<voltage>

例

SOURce1:DOUBLEPULSe:PULSe1:AMPLitude 2
チャンネル１のパルス１の振幅値を２Ｖに設定します。

コマンド

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition[:LEADing]

説明

このコマンドは、ダブルパルス波形の第1パルスまたは第2パルスの立ち上が
り時間を設定または照会します。これは、立ち下がりエッジの約10%-90%
間の値であることに注意してください。
メモ：キャリアがダブルパルスではない場合、このコマンドとクエリはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition[:LEADing]
<seconds>
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition[:LEADing]?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition:TRAiling

引数

nの値はチャンネル番号を示します。mの値はパルス数を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はパルス波形の立ち上がり
時間です。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、遷移時間の最小値を照会
MAXimumは、遷移時間の最大値を照会

返り値

<seconds>

例

SOURce1:DOUBLEPULSe:PULSe1:TRANsition:LEADing 100ns
チャンネル１（CH1）のダブルパルスに対する第１パルス１の立ち上がり時
間を100nsに設定します。
表 118：[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]

コマンド

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition:TRAiling
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説明

このコマンドは、ダブルパルス波形の第1パルスまたは第2パルスの立ち下が
り時間を設定または照会します。
メモ：キャリアがダブルパルスではない場合、このコマンドとクエリはエラ
ーとなります。これは、立ち上がりエッジの約10%-90%間の値であること
に注意してください。キャリアがPulseではない場合、このコマンドとクエ
リはエラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition:TRAiling <seconds>
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRANsition:TRAiling?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition[:LEADing]

引数

nの値はチャンネル番号を示します。mの値はパルス数を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>].ここで:<NRf>はパルス波形の立下り時間を
表します。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小遅延を照会
MAXimumは、最大遅延を照会

返り値

<seconds>

例

SOURce1:DOUBLEPULSe:PULSE1:TRANsition:TRAiling 200ns 第一パルス
の立ち下り時間を200nsに設定します。
表 119：[SOURce[n]]:PULSe:TRANsition:TRAiling

コマンド

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh

説明

指定されたチャンネルのダブルパルス波形の第１パルスまたは第２パルスの
パルス幅を設定または照会します。パルス幅＝周期×デューティサイクル／
100.パルス幅は周期以下でなければなりません。キャリアがダブルパルスで
はない場合、このコマンドとクエリはエラーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe1:WIDTh <seconds>
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe1:WIDTh? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド
引数

nの値はチャンネル番号を示します。mの値はパルス数を示します。
<seconds>::=<NRf>[<units>]
ここで:<NRf>はパルス幅です。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小パルス幅を照会
MAXimumは、最大パルス幅を照会

返り値

<width>

例

SOURce1:DOUBLEPULSe:PULSe1:WIDTh 100ns
ダブルパルスの第一バルスのパルス幅を100nsに設定します。
表 120：[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh

コマンド

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay
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説明

このコマンドは、ダブルパルス波形の第一パルスまたは第二パルスの遅延時
間を設定または照会します。
重要：第二パルスの遅延は、第一パルスの終わりに対するデルタ遅延です。
キャリアがダブルパルスではない場合、このコマンドとクエリはエラーとな
ります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay <delay>
[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay ?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。mの値はパルス数を示します。
<delay>::=<NRf>[<units>]
ここで<NRf>は初期遅延値です。<units>::=[ns|µs|ms|s]
MINimumは、最小パルス幅を照会
MAXimumは、最大パルス幅を照会

返り値

<delay>

例

SOURce1:DOUBLEPULSe:PULSe1:DELay 300E-9
ダブルパルス波形の第一パルスの遅延時間を300nsに設定します。
表 121：[SOURce[n]]:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

説明

このコマンドは、選択されたチャンネルとCH1とのチャンネルカップリング
を有効化または無効化します。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:STATe?

関連コマンド

なし

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1でチャンネルカップリングが有効になります。
OFF|0でチャンネルカップリングが無効になります。

返り値

<NR1>
0はチャンネルカップリング無効、1はチャンネルカップリング有効を意味
します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効にします。
表 122：[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:STATe
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説明

このコマンドは、振幅パラメータのチャンネルカップリングを有効化また
は無効化します。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリン
グするパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカッ
プリングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1は振幅パラメータのチャンネルカップリングを有効化します。
OFF|0は振幅パラメータのチャンネルカップリングを無効化します。

返り値

<NR1>
0は振幅パラメータのチャンネルカップリングが無効であることを示し、
1は振幅パラメータのチャンネルカップリングが有効であることを示しま
す。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効にします。
SOURce2:COUPLE:AMPLitude:STATe ON
振幅パラメータのチャンネルカップリングを有効にします
表 123：[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードの振幅パラメータの比率を設定または
照会します。チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなど
のチャンネル1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）
とオフセット（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf>ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

90

プログラミング・マニュアル－T3AWG3K-C シリーズ 任意波形発生器
ファンクションジェネレータ動作モード

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:AMPLitude:RATio 2.5
振幅比を2.5に設定
表 124：[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:RATio

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードの振幅パラメータのオフセットを設
定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネ
ル1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセッ
ト（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:AMPLitude:OFFSet 1.5
振幅パラメータのオフセットを1.5Vに設定します。
表 125：[SOURce[n]]:COUPLE:AMPLitude:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:STATe

説明

このコマンドは、オフセットパラメータのチャンネルカップリングを有効
または無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリン
グするパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカッ
プリングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:STATe?
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関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを有効にします。
OFF|0はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを無効にします。

返り値

<NR1>
0はオフセットパラメータのチャンネルカップリングが無効であることを示
し、1はオフセットパラメータのチャンネルカップリングが有効であること
を示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:OFFSet:STATe ON
オフセットパラメータのチャンネルカップリングを有効化します。
表 126：[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードのオフセットパラメータの比率を設定
または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf>ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:OFFSet:RATio 2.5
オフセット比を2.5に設定します。
表 127：[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:RATio

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:OFFSet
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説明

このコマンドは、カップリングモードのオフセットパラメータのオフセット
を設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:OFFSet:OFFSet 2
オフセットパラメータのオフセットを2Vに設定します。
表 128：[SOURce[n]]:COUPLE:OFFSet:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:STATe

説明

このコマンドは、周波数パラメータのチャンネルカップリングを有効化また
は無効化します。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを有効にします。
OFF|0はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを無効にします。

返り値

<NR1>

0は周波数パラメータのチャンネルカップリングが無効であること
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を示し、1は周波数パラメータのチャンネルカップリングが有効で
あることを示します。
例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:FREQuency:STATe ON
周波数パラメータのチャンネルカップリングを有効化します。
表 129：[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードの周波数パラメータの比率を設定また
は照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラー
となります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:FREQuency:RATio 2.5
周波数比を2.5に設定
表 130：[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:RATio
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コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードの周波数パラメータのオフセットを設
定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラー
となります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[Hz|kHz|MHz].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:FREQuency:OFFSet 1MHz
周波数パラメータのOffsetを1MHzに設定します。
表 131：[SOURce[n]]:COUPLE:FREQuency:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:STATe

説明

このコマンドは、位相パラメータのチャンネルカップリングを有効または無
効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを有効にします。
OFF|0はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを無効にします。
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返り値

<NR1>
0は位相パラメータのチャンネルカップリングが無効であることを示し、1
は位相パラメータのチャンネルカップリングが有効であることを示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:PHASe:STATe ON
位相パラメータのチャンネルカップリングを有効化します
表 132：[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードの位相パラメータの比率を設定または
照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:PHASe:RATio 2.5
位相比を2.5に設定
表 133：[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:RATio
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コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードの位相パラメータのオフセットを設
定または照会
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネ
ル1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセッ
ト（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：CHN Parameter=CH1
Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NR3>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[°|DEG].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:PHASe:OFFSet 10DEG
位相パラメータのオフセットを10度に設定します。
表 134：[SOURce[n]]:COUPLE:PHASe:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:STATe

説明

デューティサイクルパラメータのチャンネルカップリングを有効または無効
にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを有効にします。
OFF|0はオフセットパラメータのチャンネルカップリングを無効にします。

返り値

<NR1>
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0は、デューティサイクルパラメータのチャンネルカップリングが無効であ
ることを示し、1は、デューティサイクルパラメータのチャンネルカップリ
ングが有効であることを示します。
例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:DCYCle:STATe ON
デューティサイクルパラメータのチャンネルカップリングを有効にする
表 135：[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードのデューティサイクルパラメータの比
率を設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラー
となります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:DCYCle:RATio 2.5
周波数のデューティサイクルを2.5に設定します。
表 136：[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:RATio
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コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードのデューティサイクルパラメータのオ
フセットを設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NR2>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=PCT
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:DCYCle:OFFSet 10.5
デューティサイクルパラメータのオフセットを10.5%に設定します。
表 137：[SOURce[n]]:COUPLE:DCYCle:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:STATe

説明

このコマンドは、立ち上がり時間パラメータのチャンネルカップリングを有
効または無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1は、立ち上がり時間パラメータのチャンネル結合を有効にします。
OFF|0は、立ち上がり時間パラメータのチャンネルカップリングを無効にし
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ます。

返り値

<NR1>
0は立ち上がり時間パラメータのチャンネルカップリングが無効であること
を示し、1は立ち上がり時間パラメータのチャンネルカップリングが有効で
あることを示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:LEADing:STATe ON
立ち上がり時間パラメータのチャンネルカップリングを有効にする
表 138：[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードの立ち上がり時間パラメータの比率を
設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラー
となります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf>ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:LEADing:RATio 2.5
リーディングエッジの比率を2.5に設定します。
表 139：[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio

100

プログラミング・マニュアル－T3AWG3K-C シリーズ 任意波形発生器
ファンクションジェネレータ動作モード

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードの立ち上がり時間パラメータのオフセ
ットを設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラー
となります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[ns|µs|ms|s].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:LEADing:OFFSet 10ns
立ち上がり時間パラメータのOffsetを10nsに設定します。
表 139: [SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:STATe

説明

このコマンドは、立ち下がりパラメータのチャンネルカップリングを有効ま
たは無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1は立ち下がり時間パラメータのチャンネルカップリングを有効にしま
す。
OFF|0は立下り時間パラメータのチャンネルカップリングを無効にします。
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返り値

<NR1>
0は立ち下がり時間パラメータのチャンネルカップリングが無効であること
を示し、1は立ち下がり時間パラメータのチャンネルカップリングが有効で
あることを示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:TRAiling:STATe ON
立下り時間パラメータのチャンネルカップリングを有効にします。
表 140：[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードの立ち下がり時間パラメータの比率を
設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf>ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:TRAiling:RATio 2.5
立下り時間比を2.5に設定します。
表 141：[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:RATio
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コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードの立下り時間パラメータのオフセット
を設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NRf>[<units>]ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[ns|µs|ms|s].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:TRAiling:OFFSet 10ns
立下り時間パラメータのOffsetを10nsに設定します。
表 142：[SOURce[n]]:COUPLE:TRAiling:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:STATe

説明

このコマンドは、ランプ対称パラメータのチャンネルカップリングを有効ま
たは無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:STATe { ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
ON|1はランプ対称パラメータのチャンネルカップリングを有効にします。
OFF|0は、ランプ対称パラメータのチャンネルカップリングを無効にしま
す。
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返り値

<NR1>
0はランプ対称パラメータのチャンネルカップリングが無効であることを示
し、1はランプ対称パラメータのチャンネルカップリングが有効であること
を示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATeON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:SYMMetry:STATe ON
ランプ対称パラメータのチャンネルカップリングを有効にします。
表 143：[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードのランプ対称パラメータの比率を設
定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネ
ル1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセッ
ト（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:RATio? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<ratio>::=<NRf>ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:SYMMetry:RATio 2.5
ランプ対称比を2.5に設定します。
表 144：[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:RATio
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コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードのランプ対称パラメータのオフセッ
トを設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネ
ル1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセッ
ト（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:OFFSet <offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
<offset>::=<NR2>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=PCT
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:SYMMetry:OFFSet 20.5%
後続エッジ・パラメータのオフセットを20.5%に設定します。
表 145：[SOURce[n]]:COUPLE:SYMMetry:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:STATe

説明

ダブルパルス波形の振幅パラメータのチャンネルカップリングを有効また
は無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリン
グするパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカッ
プリングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:STATe
{ ON|OFF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
ON|1は、ダブルパルス波形の振幅パラメータのチャンネルカップリングを
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有効にします。
OFF|0は、ダブルパルス波形の振幅パラメータのチャンネルカップリング
を無効にします。
返り値

<NR1>0はダブルパルス振幅パラメータのチャンネルカップリングが無効
であることを示し、1はダブルパルス振幅パラメータのチャンネルカップリ
ングが有効であることを示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:AMPLitude:STATe ON
ダブルパルス波形のパルス1振幅パラメータのチャンネルカップリングを有
効にします。
表 146：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードのダブルパルス振幅パラメータの比率
を設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:RATio
<ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:RATio?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:AMPLitude:RATio 2.5
ダブルパルス波形のパルス１の振幅比を2.5に設定します。
表 147：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:RATio
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コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードのダブルパルス振幅パラメータのオフ
セットを設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル1
のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラー
となります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:OFFSet
<offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:OFFSet?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:AMPLitude:OFFSet 1.5
ダブルパルス振幅パラメータのパルス1オフセットを1.5Vに
設定します。
表 148：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:AMPLitude:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:STATe

説明

このコマンドは、ダブルパルス波形の立ち上がり時間パラメータのチャンネ
ルカップリングを有効または無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:STATe{ ON|O
FF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:STATe?
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関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
ON|1は、ダブルパルス波形の立ち上がり時間パラメータのチャンネルカッ
プリングを有効にします。
OFF|0は、ダブルパルス波形の立ち上がり時間パラメータのチャンネルカッ
プリングを無効にします。

返り値

<NR1>
0はダブルパルスの立ち上がり時間パラメータのチャンネルカップリングが
無効であることを示し、1はダブルパルスの立ち上がり時間パラメータ
のチャンネルカップリングが有効であることを示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:DOUBLEPULSe:PULSe1:LEADing:STATe ON
ダブルパルス波形のパルス1立ち上がり時間パラメータのチャンネルカップ
リングを有効にします。
表 149：Command [SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:RATio

説明

このコマンドは、カップリングモードのダブルパルス波形の立ち上がり時間
パラメータの比率を設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:RATio
<ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:RATio?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
nは1よりも大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:LEADing:RATio 2.5
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ダブルパルス波形のパルス1の立ち上がりエッジ比を2.5に設定します。
表 150：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:RATio

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードのダブルパルス波形の立ち上がり時間
パラメータのオフセットを設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:OFFSet
<offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:OFFSet?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[ns|µs|ms|s].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:LEADing:OFFSet 10ns
ダブルパルス波形のパルス1立ち上がり時間パラメータのオフセットを10ns
に設定します。
表 151：SOURce[n]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:LEADing:OFFSet
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コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:STATe

説明

このコマンドは、ダブルパルス波形の立ち下がり時間パラメータのチャンネ
ルカップリングを有効または無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:STATe{ ON|O
FF|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
ON|1は、ダブルパルス波形の立ち下がり時間パラメータのチャンネルカッ
プリングを有効にします。
OFF|0は、ダブルパルス波形の立ち下がり時間パラメータのチャンネルカッ
プリングを無効にします。

返り値

<NR1>
0はダブルパルスの立下り時間パラメータのチャンネルカップリングが無効
であることを示し、1はダブルパルスの立下り時間パラメータのチャンネル
カップリングが有効であることを示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:DOUBLEPULSe:PULSe1:TRAiling:STATe ON
ダブルパルス波形のパルス1の立ち下がり時間パラメータのチャンネルカッ
プリングを有効にします。
表 152：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:RATio

説明

カップリングモードのダブルパルス波形の立ち下がり時間パラメータの比率
を設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。チャンネルカップリ
ングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source
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構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:RATio?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:TRAiling:RATio 2.5
ダブルパルス波形のパルス1の立下り時間比を2.5に設定します。
表 153：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:RATio

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:OFFSet

説明

このコマンドは、カップリングモードのダブルパルス波形の立ち下がり時間
パラメータのオフセットを設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:OFFSet
<offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:OFFSet?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:TRAiling:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[ns|µs|ms|s].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:TRAiling:OFFSet 10ns
ダブルパルス波形のパルス１の立ち下がり時間パラメータのオフセットを
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10nsに設定します。
表 154：[SOURce[n]]:COUPLE:LEADing:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:STATe

説明

ダブルパルス波形のパルス幅パラメータのチャンネルカップリングを有効ま
たは無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:STATe{ ON|OF
F|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
ON|1は、ダブルパルス波形のパルス幅パラメータのチャンネルカップリン
グを有効にします。
OFF|0は、ダブルパルス波形のパルス幅パラメータのチャンネルカップリン
グを無効にします。

返り値

<NR1>
0はダブルのパルス幅パラメータのチャンネルカップリングを無効にし、1は
ダブルのパルス幅パラメータのチャンネルカップリングを有効にします。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:WIDTh:STATe ON
ダブルパルス波形のパルス1の立ち下がり時間パラメータのチャンネルカッ
プリングを有効にします。
表 155：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:STATe

112

プログラミング・マニュアル－T3AWG3K-C シリーズ 任意波形発生器
ファンクションジェネレータ動作モード

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:RATio

説明

カップリングモードのダブルパルス波形のパルス幅パラメータの比率を設定
または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラー
となります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:RATio?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:WIDTh:RATio 2.5
ダブルパルス波形のパルス１のパルス幅の比率を2.5に設定します。
表 156：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:RATio

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:OFFSet

説明

カップリングモードのダブルパルス波形のパルス幅パラメータのオフセット
を設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:OFFSet
<offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:OFFSet?

113

プログラミング・マニュアル－T3AWG3K-C シリーズ 任意波形発生器
ファンクションジェネレータ動作モード

[MINimum|MAXimum]
関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[ns|µs|ms|s].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:WIDTh:OFFSet 10ns
ダブルパルス波形のパルス1のパルス幅パラメータのOffsetを10nsに設定し
ます。
表 157：SOURce[n]]：COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:WIDTh:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:STATe

説明

ダブルパルス波形の遅延パラメータのチャンネルカップリングを有効または
無効にします。
SOURce[n]:COUPLE:STATeコマンドを使用して2つのチャンネル間のチャ
ンネルカップリングを有効にしたら、このコマンドを使用してカップリング
するパラメータを選択しなければなりません。
注：[SOURce[n]]が省略された場合は、CH2とCH1の間でチャンネルカップ
リングが行われます。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:STATe{ ON|OFF
|0|1}
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:STATe?

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:STATe

引数

Nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
ON|1は、ダブルパルス波形の遅延パラメータのチャンネルカップリングを
有効にします。
OFF|0は、ダブルパルス波形の遅延パラメータのチャンネルカップリングを
無効にします。

返り値

<NR1>
0はダブルパルスの遅延パラメータのチャンネルカップリングが無効である
ことを示し、1はダブルパルスの遅延
パラメータのチャンネルカップリングが有効であることを示します。

例

SOURce2:COUPLE:STATe ON
CH2とCH1の間のチャンネルカップリングを有効化します。
SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:DELay:STATe ON
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ダブルパルス波形のパルス1の立ち下がり時間パラメータのチャンネルカッ
プリングを有効にします。
表 158：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:STATe

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:RATio

説明

カップリングモード時のダブルパルス波形の遅延パラメータの比率を設定ま
たは照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネル
1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセット
（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:RATio <ratio>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:RATio?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:OFFSet

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<ratio>::=<NRf> ここで、<NRf>は比率です。
MINimumは、最小の比率を照会
MAXimumは、最大の比率を照会
デフォルトは1です。

返り値

<ratio>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:DELay:RATio 2.5
ダブルパルス波形のパルス1遅延時間を2.5秒に設定します。
表 159：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:RATio

コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:OFFSet

説明

カップリングモードのダブルパルス波形の遅延パラメータのオフセットを
設定または照会します。
チャンネルカップリングでは、周波数、振幅、オフセットなどのチャンネ
ル1のパラメータを他のチャンネルのパラメータと比率（乗算）とオフセッ
ト（加算）で関連付けるように指定することができます。
チャンネルカップリングの式は以下の通りです：
CHN Parameter=CH1 Parameter*Ratio+Offset.
このコマンドは、式の結果がCHNパラメータの範囲を超えた場合にはエラ
ーとなります。

グループ

Source
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構文

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:OFFSet
<offset>
[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:OFFSet?
[MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:RATio

引数

nの値はチャンネル番号を示し、nは1より大きくなければなりません。
mの値はパルス数を示します。
<offset>::=<NRf>[<units>] ここで、<NRf>はオフセットです。
<units>::=[ns|µs|ms|s].
MINimumは、最小オフセットを照会
MAXimumは、最大オフセットを照会
デフォルトは0です。

返り値

<offset>

例

SOURce2:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe1:DELay:OFFSet 10ns
ダブルパルス波形のパルス1遅延パラメータのOffsetを10nsに設定します。
表 160：[SOURce[n]]:COUPLE:DOUBLEPULSe:PULSe[m]:DELay:OFFSet

コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:HIGH

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力振幅ハイレベルの上限を設
定または照会します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:HIGH <voltage>
[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:HIGH? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:LOW

引数

<voltage>::=<NRf>[<units>]
ここで、<NRf>は出振幅の上限値です。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、最小の上限レベルを照会
MAXimumは、最大の上限レベルを照会

返り値

<voltage>

例

SOURce1:VOLTage:LIMit:HIGH 1V
チャンネル1の出力振幅の上限を1Vに設定します。
表 161：[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:HIGH

コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:LOW

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの出力振幅ローレベルの下限値を設
定または照会します。

グループ

Source

構文

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:LOW <voltage>
[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:LOW? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:HIGH
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引数

<voltage>::=<NRf>[<units>]
ここで：<NRf>は出力振幅の上限値です。
<units>::=[mV|V]
MINimumは、下限レベルの最小値を照会
MAXimumは、最大の下限レベルを照会

返り値

<voltage>

例

SOURce1:VOLTage:LIMit:LOW 10mV
チャンネル1の出力振幅の下限を10mVに設定します。
表 162：[SOURce[n]]:VOLTage:LIMit:LOW

コマンド

AFGControl:START

説明

このコマンドは、機器を実行し、生成を開始します。このコマンドにはク
エリ形式はありません。

グループ

デバイスコマンド

構文

AFGControl:START

関連コマンド

AFGControl:STOP

引数

なし

返り値

なし

例

AFGControl:START
ファンクションジェネレータにスタートコマンドを送信します。
表 163：AFGControl:START

コマンド

AFGControl:STOP

説明

このコマンドは機器を停止します。このコマンドにはクエリ形式はありませ
ん。

グループ

デバイスコマンド

構文

AFGControl:STOP

関連コマンド

AFGControl:START

引数

なし

返り値

なし

例

AFGControl:STOP
ファンクションジェネレータにストップコマンドを送信します。
表 164：AFGControl:STOP
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コマンド

AFGControl:STATus(クエリのみ)

説明

このコマンドは、ファンクションジェネレータのステータスを照会します。
このコマンドはクエリのみです。

グループ

デバイスコマンド

構文

AFGControl:STATus?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

機器が停止状態の場合は0。機器が実行状態に場合は１。

例

AFGControl:STATus?
ファンクションジェネレータのステータスを返します。
表 165：AFGControl:STATus

コマンド

AFGControl:COPY

説明

このコマンドは、すべてのパラメータデータをソースチャンネルから他のチ
ャンネルにコピーします。

グループ

デバイスコマンド

構文

AFGControl:COPY <source channel>

関連コマンド

なし

引数

<source channel>::=<NR1>
ここで、<NR1>はチャンネル番号を示します。

返り値

なし

例

AFGControl:COPY 1
CH1のパラメータを他のチャンネルにコピーします。
表 166：AFGControl:COPY

コマンド

AFGControl:AWGSwitch

説明

このコマンドにより、AT-Simple-AFGソフトウェアからAT-True-ARBソフ
トウェアに切り替えることができます。

グループ

デバイスコマンド

構文

AFGControl:AWGSwitch

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

なし

例

AFGControl:AWGSwitch
AT-Simple-AFGの実行中にAT-True-ARBソフトウェアを起動します。
表 167：AFGControl:AWGSwitch
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コマンド

*RST

説明

このコマンドは機器をデフォルト状態にリセットします。このコマンドに
はクエリ形式はありません。

グループ

System

構文

*RST

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

なし

例

*RST
機器をリセットします。
表 168：*RST

コマンド

SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

説明

このコマンドを実行すると、機器は直ちにビープ音を発します。このコマ
ンドにはクエリ形式はありません。

グループ

System

構文

SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

なし

例

SYSTem:BEEPer:IMMediate ビープ音を発生させます。
表 169：SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

コマンド

SYSTem:BEEPer:STATe

説明

このコマンドは、機器のブザーを有効または無効にします。ブザーをONに
設定すると、リモートコマンド実行時にエラーが発生した場合にビープ音が
鳴ります。

グループ

System

構文

SYSTem:BEEPer:STATe{ ON|OFF|0|1 } SYSTem:BEEPer:STATe?

関連コマンド

SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

引数

ON|1でブザーを有効にします。OFF|0はブザーを無効にします。

返り値

<NR1>
1はブザーが有効であることを示し、0は無効であることを示します。

例

SYSTem:BEEPer:STATe ON
ブザー機能を有効にします。
表 170：SYSTem:BEEPer:STATe

コマンド

SYSTem:ERROR[:NEXT](クエリのみ)
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説明

このコマンドは、エラー/イベントキューの内容を返します。このコマンド
はクエリのみです。

グループ

System

構文

SYSTem:ERRor[:NEXT]?

関連コマンド

SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

引数

なし

返り値

<NR1>::=<Error/event number>
<Qstring>::=<Error/event description>

例

SYSTem:ERRor:NEXT?
返り値の例：“–221, Error on run mode: the AFG is not in the correct run
mode for this operation”.
機器がエラーを検出した場合やイベントが発生した場合は、イベント番号
とイベントメッセージが返されます。
表 171：SYSTem:ERROR[:NEXT]

コマンド

SYSTem:KCLick[:STATe]

説明

フロントパネルのボタンを押したとき、汎用ノブを回したとき、またはユ
ーザーインタフェース上のコントロールをタッチ/クリックしたときのキー
クリック音を有効/無効にします。

グループ

System

構文

SYSTem:KCLick[:STATe] { ON|OFF|0|1} SYSTem:KCLick[:STATe]?

関連コマンド

ON|1でキークリック音を有効にします。
OFF|0キークリック音を無効にします。

引数

なし

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

SYSTem:KCLick:STATe ON
キークリック音を有効にします。
表 172：SYSTem:KCLick[:STATe]

コマンド

SYSTem:TLOCk[:STATe]

説明

このコマンドは、タッチスクリーンインタフェースをロックまたはロック解
除します。ON状態（ロック有効）にすると、タッチパネルに関するイベン
トが無効になります。

グループ

System

構文

SYSTem:TLOCk[:STATe] { ON|OFF|0|1} SYSTem:TLOCk[:STATe]?

関連コマンド

なし

引数

ONにすると、ユーザーインタフェースがロックされます。OFFはユーザー
インタフェースのロックを解除します。

返り値

<NR1>
1はUIがロックされていることを意味し、0はロックが解除されていることを
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意味します。
例

SYSTem:TLOCk:STATe ON
ユーザーインタフェースをロックします。
表 173：SYSTem:TLOCk[:STATe]

コマンド

SYSTem:URANguage(クエリのみ)

説明

このコマンドは、機器が画面に情報を表示するために使用する言語を照会し
ます。このコマンドはクエリのみです。

グループ

System

構文

SYSTem:ULANguage?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

ENGLish

例

SYSTem:ULANguage?
返り値の例：ENGLish、つまり機器が英語で情報を表示することを意味しま
す。
表 174：SYSTem:ULANguage?

コマンド

SYSTem:VERSion(クエリのみ)

説明

このコマンドは、装置のSCPI適合バージョンを返します。このコマンドは
クエリのみです。

グループ

System

構文

SYSTem:VERSion?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

<SCPI Version>::=YYYY.V
ここで：YYYYは年を示します。Vはその年のバージョン番号を示します。

例

SYSTem:VERSion?
返り値の例：1999.0
表 175：SYSTem:VERSion?

コマンド

TRACe[n][:DATA]

説明

波形データを外部コントローラから選択したチャンネルの任意波形バッファ
に転送します。また、キャリア、変調またはスイープのための任意波形バッ
ファを選択することが可能です。このコマンドのクエリ形式は、バイナリブ
ロックデータを返します。最大許容長は16384サンプルです。より多くのサ
ンプル数を転送することは可能ですが、16384のみバッファに保存され、他
のサンプルは破棄されます。このコマンドを送信したときに、機器が動作し
ている場合は停止します。

グループ

System

構文

TRACe[n][:DATA] [{CARrier|MODulation|SWEep}],<binary_block_data>
TRACe[n][:DATA]? [{CARier|MODulation|SWEep}]
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ここで、[{CARier|MODulation|SWEep}]はオプションのパラメータです。
関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。CARrier|MODulation|SWEepは任意波
形バッファの転送先を指定します。
<binary_block_data>は、バイナリ形式の波形データです。
例：#42000<DAB><DAB>...<DAB>
ブロックデータは4つのフィールドで構成されています：
バイナリブロックを開始する文字“#”。
最初の数字(4)は、バイト数フィールドの桁数を示します。
バイトカウントフィールド(2000)は、転送されたデータの長さをバイト単位
で表示します。
<DAB>フィールドにはデータが含まれており、各<DAB>はサンプルであ
り、ビッグエンディアン形式で0から65535の間の符号なしの数値を表す2バ
イトで構成されています。
受信後、波形は、特定のコマンドを介して設定された振幅とオフセットを出
力するために正規化されます。そのためサンプルの絶対値は重要ではありま
せん。最良の選択は、0から65535まで、利用可能な範囲をすべて使用する
ことです。

返り値

<binary_block_data>

例

TRACe1:DATA CAR,#42000<DAB><DAB>...<DAB>
任意波形ファンクションジェネレータのチャンネル１のキャリア任意バッフ
ァメモリに1000サンプルの波形を送信する。
表 176：TRACe[n][:DATA]

コマンド

TRACe[n]:POINts?(クエリのみ)

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルの任意波形バッファメモリ内の波形
のデータポイント数を照会します。また、キャリア、変調またはスイープの
ための任意波形バッファ、キャリア、変調またはスイープ用任意波形バッフ
ァを選択することが可能です。このコマンドはクエリのみです。

グループ

トレース

構文

TRACe[n]:POINts? [MIN|MAX],[{CARier|MODulation|SWEep}]

関連コマンド

なし

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
MINimumは、最小サンプル数を照会
MAXimumは、最大サンプル数を照会
CARrier|MODulation|SWEepは任意波形バッファの転送先を指定します。

返り値

<NR1>::=サンプル数

例

TRACe1:POINts?MAX,CARier
返り値の例：チャンネル１の任意波形キャリアバッファの最大ポイント数で
ある１６３８４。
表 177：TRACe[n]:POINts?
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コマンド

TRACe[n]:RECall

説明

ファイルシステム内の指定されたファイルから，指定されたチャンネルの任
意波形バッファメモリターゲット（キャリア，変調，スイープ）の内容を呼
び出します。このコマンドは".txt"、".csv"、".trc"ファイルのみで動作しま
す。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

トレース

構文

TRACe[n]:RECall <filename>,[{CARier|MODulation|SWEep}]

関連コマンド

TRACe[n]:SAVE

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<filename>::=<Qstring>データを呼び出したいファイル名。相対パスを挿
入した場合は、現在の作業ディレクトリから始まります。
CARrier|MODulation|SWEepは任意波形バッファの転送先を指定します。

返り値

なし

例

TRACe1:RECall “waveform1.txt”,MODulation
ファイル"waveform1.txt"からチャンネル１の任意変調バッファ内の波形デ
ータを呼び出します。ファイルは、現在の作業ディレクトリにあります。
表 178：TRACe[n]:RECall

コマンド

TRACe[n]:SAVE

説明

このコマンドは、選択したチャンネルの任意波形バッファメモリターゲット
（キャリア、変調、スイープ）の内容をファイルシステム内の指定ファイル
に保存します。このコマンドは".txt"ファイルに対してのみ動作しますが、
保存先のファイルが存在し、ロックされていない場合は上書きされます。こ
のコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

トレース

構文

TRACe[n]:SAVE <filename>,[{CARier|MODulation|SWEep}]

関連コマンド

TRACe[n]:RECall

引数

nの値はチャンネル番号を示します。
<filename>::=<Qstring>保存したいファイル名。相対パスを挿入した場合
は、現在の作業ディレクトリから始まります。
CARrier|MODulation|SWEepは任意波形バッファの転送先を指定します。

返り値

なし

例

TRACE1:SAVE “waveform1.txt”,SWEep
チャンネル1の任意波形スイープバッファの波形データをファイル
"waveform1.txt"にコピーします。
表 179：TRACe[n]:SAVE

コマンド

STATus:OPERation[:EVENt]?

説明

このコマンドは、オペレーション・イベント・レジスタ（OEVR）の値を返
し、OEVRをクリアします。このコマンドはクエリのみです。

グループ

Status

構文

STATus:OPERation[:EVENt]?
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関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

<NR1>::=<bit_value>

例

STATus:OPERation:EVENt?
返り値の例：2は、OEVRにバイナリ番号00000010が含まれており、機器
CH2がトリガを待っていることを示します。
表 180：STATus:OPERation[:EVENt]?

コマンド

STATus:OPERation:CONDition?

説明

このコマンドは、動作条件レジスタ（OCR）の内容を返します。このコマ
ンドはクエリのみです。

グループ

Status

構文

STATus:OPERation:CONDition?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

<NR1>::=<bit_value>

例

STATus:OPERation:CONDition?
返り値の例：2は、OCRがバイナリ番号00000010を含み、機器CH2がトリ
ガを待っていることを示します。
表 181：STATus:OPERation:CONDition?

コマンド

STATus:OPERation:ENABle

説明

このコマンドは、Operation Enable Register(OENR)のマスクを照会しま
す。OENRは使用していませんのでご注意ください。

グループ

Status

構文

STATus:OPERation:ENABle?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

0

例

STATus:OPERation:ENABle?
表 182：STATus:OPERation:ENABle
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コマンド

STATus:QUEStionable[:EVENt]?

説明

このコマンドは、Questionable Event Register (QEVR)の値を返し、QEVR
をクリアします。このコマンドはクエリのみです。OENRは使用していませ
んのでご注意ください。

グループ

Status

構文

STATus:QUEStionable[:EVENt]?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

0

例

STATus:QUEStionable:EVENt?
表 183：STATus:QUEStionable[:EVENt]?

コマンド

STATus:QUEStionable:CONDition?

説明

このコマンドは、Questionable Condition Register (QCR)の内容を返しま
す。このコマンドはクエリのみです。QCRは使用しないことに注意してく
ださい。

グループ

Status

構文

STATus:QUEStionable:CONDition?

関連コマンド
引数

なし

返り値

0

例

STATus:QUEStionable:CONDition?
表 184：STATus:QUEStionable:CONDition?

コマンド

STATus:QUEStionable:ENABle

説明

このコマンドは、Questionable Enable Register (QENR)のマスクをクエリ
します。QENRは使用しませんのでご注意ください。

グループ

Status

構文

STATus:QUEStionable:ENABle?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

0

例

STATus:QUEStionable:ENABle?
表 185：STATus:QUEStionable:ENABle
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コマンド

STATus:PRESet

説明

このコマンドは、SCPIステータスレジスタ（Operation Enable Register
(OENR)およびQuestionable Enable Register (QENR)）をプリセットしま
す。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

Status

構文

STATus:PRESet

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

なし

例

STATus:PRESet
SCPIステータスレジスタをプリセットします。
表 186：STATus:PRESet

コマンド

*CLS

説明

このコマンドは、標準イベント・ステータスレジスタ（SESR）、ステータ
スバイトレジスタSBR（MAVビットを除く）、および任意波形ファンクシ
ョンジェネレータのステータスおよびイベント報告システムで使用されるキ
ューのすべてのイベントレジスタをクリアします。このコマンドにはクエリ
形式はありません。

グループ

Status

構文

*CLS

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

なし

例

*CLS
すべてのイベントレジスタとキューをクリアします。
表 187：*CLS

コマンド

*ESE

説明

このコマンドは、任意波形ファンクションジェネレータのステータスおよび
イベント報告システムで使用されるイベントステータスイネーブルレジスタ
（ESER）のビットを設定または照会します。ESERは、イベントがステータ
ス・バイト・レジスタ（STB）に報告されないようにします。このコマンド
のクエリ形式は、ESERの内容を返します。

グループ

Status

構文

*ESE<bit_value>
*ESE?

関連コマンド

*CLS
*ESR?
*SRE
*STB?
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引数

<NR1>::=<bit_value>

返り値

<bit_value>

例

*ESE 177
SBRレジスタにPON,CME,EXE,OPCビットを設定することを決定するESER
を177(バイナリ10110001)に設定します。
*ESE?
返り値の例：186は、ESERにバイナリ値10111010が含まれていることを示
しています。
表 188：*ESE

コマンド

*ESR?

説明

このコマンドは、任意波形ファンクションジェネレータのステータスイベン
ト報告システムで使用される標準イベントステータスレジスタ（SESR）の
内容を返します。このコマンドは、SESRを読み込むとクリアします。この
コマンドはクエリのみです。

グループ

Status

構文

*ESR?

関連コマンド

*CLS
*ESE?
*SRE
*STB?

引数

なし

返り値

<NR1>SESRの内容が10進整数であることを示します。

例

*ESR? は、返り値の例：181は、ＳＥＳＲが２進数１０１０１０１を含むこ
とを示します。
表 189：*ESR?

コマンド

*SRE

説明

このコマンドは、サービスリクエストイネーブルレジスタ（SRER）のビッ
トを設定し、照会します。

グループ

Status

構文

*SRE <bit_value>
*SRE?

関連コマンド

なし

引数

<bit_value>::=<NR1>
ここで、<NR1>は0から255までの値です。この値に応じて
SRERのバイナリビットが設定されます。範囲外の値を使用すると実行エラ
ーが発生します。

返り値

<bit_value>
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例

*SRE 48
SRERのビットをバイナリ00110000に設定します。
*SRE?
返り値の例：32、これはSRERのビットが00100000のバイナリ値を持つこと
を意味します。
表 190：*SRE

コマンド

*STB?

説明

このコマンドは、マスタ・サマリー・ステータス（MSS）ビットを使用して
ステータス・バイト・レジスタ（SBR）の内容を返します。このコマンドは
クエリのみです。

グループ

Status

構文

*STB?

関連コマンド

なし

引数

<bit_value>::=<NR1>
ここで、<NR1>は0から255までの値です。この値に応じてSRERのバイナ
リビットが設定されます。範囲外の値を使用すると実行エラーが発生しま
す。

返り値

<NR1>

例

*STB?返り値の例：96、SBRがバイナリ値01100000を含むことを示しま
す。
表 191：*STB?

コマンド

*OPC

説明

このコマンドは、OPCメッセージを生成するすべての保留中のコマンドが完
了したときに、標準イベントステータスレジスタ(SESR)のビット0を設定す
ることで、操作完了メッセージを生成します。このコマンドのクエリは、こ
のような*OPCコマンドがすべて完了したときに、ASCII文字"1"を出力キュ
ーに格納します。

グループ

Synchronization

構文

*OPC
*OPC?

関連コマンド

なし

引数

なし

返り値

<execution complete>::=1
ここで："1"は、すべての保留中の操作が完了したことを示しています。

例

*OPC?
例：保留中のOPC操作がすべて終了した場合：1.任意波形ファンクションジ
ェネレータは常に1を返します。
表 192：*OPC
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コマンド

*WAI

説明

このコマンドは、操作完了（OPC）メッセージを生成するすべての保留中の
コマンドが完了するまで、機器がそれ以上のコマンドやクエリを実行しない
ようにします。このコマンドにはクエリ形式はありません。

グループ

Synchronization

構文

*WAI

関連コマンド

*OPC

引数

なし

返り値

なし

例

*WAI
OPCメッセージを生成するすべての保留中のコマンドが完了するまで、機器
がそれ以上のコマンドまたはクエリを実行しないようにします。
表 193：*WAI

コマンド

*TRG

説明

このコマンドは、トリガイベントを生成します。このコマンドにはクエリ形
式はありません。

グループ

トリガ

構文

*TRG

関連コマンド

ABORt
TRIGger[:SEQuence][:IMMediate]

引数

なし

返り値

なし

例

*TRG
トリガイベントを生成します。
表 194：*TRG

コマンド

TRIGger[:SEQuence][:IMMediate]

説明

このコマンドは、トリガイベントを強制的に発生させます。このコマンドに
はクエリ形式はありません。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[:SEQuence][:IMMediate]

関連コマンド

ABORt
*TRG

引数

なし

返り値

なし

例

TRIGger:SEQuence:IMMediateトリガイベントを生成します。
表 195：TRIGger[:SEQuence][:IMMediate]
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コマンド

ABORt

説明

このコマンドは、トリガイベントをリセットします。このコマンドにはクエ
リ形式はありません。

グループ

トリガ

構文

ABORt

関連コマンド

*TRG
TRIGger[:SEQuence][:IMMediate]

引数

なし

返り値

なし

例

ABORt トリガシステムのリセット
表 196：ABORt

コマンド

TRIGger[:SEQuence]:SOURce

説明

このコマンドは、機器のトリガソースを設定または照会します。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[:SEQuence]:SOURce {TIMer|EXTernal|MANual}
TRIGger[:SEQuence]:SOURce?

関連コマンド

なし

引数

<Source>::={TIMer|EXTernal|MANual}。
TIMer：一定間隔でトリガが送信されます。
EXTernal：トリガは外部BNCコネクタから入力されます。
MANual：ソフトウェアを介して、またはフロントパネルのトリガボタンを
使用してトリガを送信します。

返り値

TIM|EXT|MAN

例

TRIGger:SOURce TIMer はトリガソースをタイマーに設定します。
TRIGger:SOURce? はTIMerを返します。
表 197：TRIGger[:SEQuence]:SOURce

コマンド

TRIGger[:SEQuence]:SLOPe

説明

このコマンドは、外部ソースの機器トリガ入力スロープを設定または照会し
ます。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[:SEQuence]:SLOPe {RISING|FALLING|BOTH}
TRIGger[:SEQuence]:SLOPe?

関連コマンド

TRIGger[:SEQuence]:SOURce

引数

<slope>::= {RISING|FALLING|BOTH}

返り値

<slope>

例

TRIGger:SLOPe RISINGはトリガの傾きを立ち上がりエッジに設定します。
TRIGger:SLOPe?は、RISINGを返します。
表 198：TRIGger[:SEQuence]:SLOPe
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コマンド

TRIGger[:SEQuence]:THREshold

説明

このコマンドは、TRIGger[:SEQuence]:SOURceコマンドで外部トリガ入力
をトリガソースとして選択した場合に、外部トリガ信号のスレショルドを設
定または照会します。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[:SEQuence]:THREshold <threshold>
TRIGger[:SEQuence]:THREshold? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

TRIGger[:SEQuence]:SOURce

引数

<threshold>::=<NRf>[<units>]ここで:<units>::=[mV|V]
MINimumは、閾値レベルの最小値を照会
MAXimumは、閾値レベルの最大値を照会

返り値

<threshold>

例

TRIGger:SEQuence:THREshold 1 は外部トリガ入力レベルを1Vに設定しま
す。
表 199：TRIGger[:SEQuence]:THREshold

コマンド

TRIGger[:SEQuence]:TIMer

説明

このコマンドは、トリガイベントのタイマーを設定または照会します。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[:SEQuence]:TIMer <interval>
TRIGger[:SEQuence]:TIMer? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

TRIGger[:SEQuence]:SOURce

引数

<interval>::=<NRf> [<units>]
ここで: <NRf>はタイマー値 <units>::=[us|ms|s]
MINimumは、最小タイマー間隔を照会
MAXimumは、最大タイマー間隔を照会

返り値

<interval>

例

TRIGger:TIMer 0.5はトリガタイマーを0.5秒に設定します。
TRIGger:TIMer?MAXimumは100秒を返します。
表 200：TRIGger[:SEQuence]:TIMer

コマンド

TRIGger[:SEQuence]:IMPedance

説明

このコマンドは、TRIGger[:SEQuence]:SOURceコマンドでトリガソースと
して外部トリガ入力を選択した場合に、外部トリガ信号のインピーダンスを
設定または照会します。50Ωまたは1KΩの場合があります

グループ

トリガ

構文

TRIGger[:SEQuence]:IMPedance {50Ohm,1KOhm}
TRIGger[:SEQuence]:IMPedance?

関連コマンド

TRIGger[:SEQuence]:SOURce

引数

<impedance>::={50Ohm|1KOhm}
ここで：50Ohmは50Ω選択です。1KOhmは1KΩ選択です。
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返り値

<impedance>

例

TRIGger:IMPedance 50Ohmはトリガインピーダンスを50Ωに設定します。
TRIGger:IMPedance?は50オームを返します。
表 201：TRIGger[:SEQuence]:IMPedance

コマンド

TRIGger[m]:OUTPut:AMPLitude

説明

このコマンドは、指定されたチャンネルのマーカー出力電圧レベルを設定ま
たは照会します。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[m]:OUTPut:AMPLitude <voltage level>
TRIGger[m]:OUTPut:AMPLitude? {MINimum|MAXimum}

関連コマンド

なし

引数

ここで、mはマーカー出力チャンネルを示します。
<level>:=<NRf>[<units>]
ここで、<NRf>はトリガ出力のハイレベルです。<units>::=[V|mV].
MINimumは、最小レベルを照会
MAXimumは、最大レベルを照会

返り値

<voltage level>

例

TRIGger1:OUTPut:AMPLitude 2はマーカーアウト電圧を２ボルトに設定し
ます。
TRIGger1:OUTPut:AMPLitude? MIN は1ボルトが返ります。
表 202：TRIGger[m]:OUTPut:AMPLitude

コマンド

TRIGger[m]:OUTPut:DELay

説明

このコマンドは、マーカー出力の遅延を設定または照会します。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[1|2|3|4]:OUTPut:DELay <skew>
TRIGger[1|2|3|4]:OUTPut:DELay? [MINimum|MAXimum]

関連コマンド

なし

引数

ここで、mはマーカー出力チャンネルを示します。
<skew>:=<NRf> [<units>]
ここで: <NRf> はタイマー値<units>::=[ns|us|ms|s]

返り値

<skew>

例

TRIGger1:OUTPut:DELay 1nsはマーカー出力遅延時間を1nsに設定しま
す。TRIGger1:OUTPut:DELay?MAXimum 100nsを返します。
表 203：TRIGger[m]:OUTPut:DELay
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コマンド

TRIGger[m]:OUTPut:[:STATe]

説明

マーカー出力の状態を設定または照会、マーカー出力を有効化または無効化

グループ

トリガ

構文

TRIGger[m]:OUTPut:STATe {ON|OFF|0|1} TRIGger[m]:OUTPut:STATe?

関連コマンド

なし

引数

ここで、mはマーカー出力チャンネルを示します。
ON|1は、指定したチャンネルのマーカー出力を有効にします。OFF|0は、
指定したチャンネルのマーカー出力を無効にします。

返り値

<NR1>
0はOFF、1はONを意味します。

例

TRIGger1:OUTPut:STATe ONはチャンネル1のマーカー出力を有効にしま
す。
表 204：TRIGger[m]:OUTPut:STATe

コマンド

TRIGger[m]:OUTPut:LINk<output>

説明

このコマンドは、マーカー出力を選択された出力にリンクするように設定ま
たは照会します。
重要なお知らせ：AFG3000シリーズでは、各マーカー出力を
[1|2],[3|4],[5|6],[7|8]の2つの出力にアサインすることができます。

グループ

トリガ

構文

TRIGger[m]:OUTPut:LINk <output> TRIGger[m]:OUTPut:LINk?

関連コマンド

なし

引数

ここで、mはマーカー出力チャンネルを示します。
<output>:=<NR1>
ここで、<NR1>は、マーカー出力に割り当てられた出力チャンネル番号を
意味する1～8の値です。

返り値

<output channel>

例

TRIGger1:OUTPut:LINk 2 はマーカー出力チャンネル1とチャンネル2をリン
クします。TRIGger1:OUTPut:LINk? は２を返します。
表 205：TRIGger[m]:OUTPut:LINk
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5.

コマンドエラー

コマンドに構文誤りがある場合は、コマンドエラーが返されます。
エラーコード

エラーメッセージ

-369

範囲外チャンネルカップリングエラー：式の結果が範囲外です。

-368

チャンネルカップリングエラー：このパラメータをカップリングすることはで
きません。

-367

機器ビジーインポートエラー

-366

マーカーリンクエラー

-365

タイムアウトエラー

-360

通信エラー

-350

キューオーバーフロー

-340

校正エラー

-330

セルフテスト失敗

-321

メモリ不足

-320

ストレージ故障

-316

機器設定エラー

-314

保存/読み込みメモリロスト

-313

校正メモリロスト

-311

メモリエラー

-310

システムエラー

-307

ライセンスエラー

-306

波形範囲エラー

-305

波形長エラー

-303

波形が見つかりません

-302

波形ブロックデータ解析エラー

-301

チャンネルエラー

-300

デバイス固有エラー

-250

ファイルエラー

-223

パラメータは無効で、変更できません。

-222

範囲外エラー

-221

無効な実行モード：AFGがこの操作のための正しい動作モードではない。

-104

データ型エラー

0

エラー無し

5

コマンド指定での数値サフィックスが多すぎる

10

解析するための入力コマンドがありません。

14

数値サフィックスが無効な値
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16

数値リストまたはチャンネルリストの値
が無効です。（すでに設定されている値に合致しません）

17

チャンネルリスト内の次元数が無効です。

20

数値型のパラメータがストレージをオーバーフローしました。

30

パラメータの単位が間違っている

40

間違ったタイプのパラメータ

50

間違ったパラメータ数

60

パラメータの引用符（シングル/ダブル）の不一致

65

カッコの不一致

70

コマンドキーワードが認識されませんでした

200

読み出しするリストにエントリがありません(番号リストまたはチャンネルリス
ト)

210

パラメータで返されるエントリの次元が多すぎます。

220

;

行末コマンドを付けてください
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6.

プログラミング例

T3-AFG-SDK には、LabView、Microsoft Visual C++、Microsoft C# .NET、Python、Matlab を使用して書かれ
たいくつかのサンプルスクリプトやその他のサンプルが含まれています。
プログラムは、NIVISA を搭載した Microsoft Windows® PC 互換システムで動作します。
NI-VISA は National Instruments が VISA I/O 規格を実装したものです。NI-VISA にはソフトウェア・ライ
ブラリ、NI I/O Trace や VISA Interactive Control などのインタラクティブ・ユーティリティ、
Measurement & Automation Explorer を通じたコンフィギュレーション・プログラムが含まれており、
あらゆる開発ニーズに対応しています。
相互運用可能な機器ドライバを記述している NIVISA をソフトウェアで使用し、ソフトウェアアプリケ
ーションと機器間の通信を処理します。
NIVISA ツールの最新バージョンはこちらからダウンロードできます：
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/it/pg/1/sn/catnav:du,n8:3.1637,ssnav:sup/
サンプルプログラムは、システムが PC（外部コントローラ）のリソース名を認識することを前提とし
ています。リソース名の詳細については、本マニュアルの NIVISA の項を参照してください。
6.1

サンプルスクリプト

このフォルダには、ファンクションジェネレータの主な機能を制御する SCPI コマンドの使用方法を示
すテキストファイルがあります。AT-Instrument-Communicator を使ってそれらを機器に送ることがで
きます。
6.2

Python サンプル

Python のサンプルは、Python 3.7 32 ビットを使用して開発されており、計測器との通信方法や、計測
器のメモリに波形を送信して信号を生成する方法を示しています。
通信は NI-VISA をベースにしているので、これらの例を実行する前に Python 言語の VISA 版である
"pyvisa"をダウンロードしてインストールする必要があります。
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6.3

Matlab サンプル

Matlab のサンプルは Matlab R2014b を使用して開発されており，フォルダ内に 2 つのファイルがあり
ます：
⚫

Send_Wfm_Binary_Block：この関数は，Matlab ワークスペースから計測器のメモリにサンプル
を送信します；

⚫

Generation_Example：この例では放物線波形を作成し、上記の関数を使用して計測器に送信し
ます。生成を開始するとチャンネル 1 は放物線波形、チャンネル 2 はあらかじめ定義された
機器からの Sinc 関数となります。振幅、オフセット、周波数などのパラメータを変更した
り、Matlab ワークスペースで生成された関数のサンプル数や関数を変更することができま
す。

6.4

LabView サンプル

LabView の例では、少なくとも LabView 2013 64 ビット版が必要です。
SDK_AFG_T3AWG3K_TeledyneTestTools_Rev\Active Technologies AFG 3000 フォルダをコンピュータ上
の...\LabVIEW 2013instr.lib フォルダにコピーして、Active Technologies AFG3000.lvproj ファイルを開きま
す。
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LabView プロジェクトには、基本的な機器の機能を制御するいくつかの Vi と、Examples フォルダにあ
る 5 つのサンプルが含まれています。
プロジェクトツリーをダブルクリックして、Active_Technologies_AFG3000_Standard_Waveform.vi サン
プルを起動します。

このサンプルでは連続モードで標準波形(Sine, Square, Ramp, Pulse, Sync, Gaussian, Lorentz, Exponential,
Haversine)を生成します；VI 実行前に、VISA リソース名コントロールで AFG3000 リソースを選択して
ください。
振幅、周波数、オフセット、位相、シンメトリー（ランプ波形のみ）の出力パラメータは、機器の実
行中にその場で変更することができます。
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ファイル（Efile）やサンプル配列から選択して任意の波形を生成することができます（このサンプル
では Basic Function Generator VI に接続しています）。
擬似ランダムノイズと DC レベルも生成できます。
VI を実行して波形生成を開始し、STOP ボタンを押して波形生成を停止します。
プロジェクトツリーをダブルクリックして、Active_Technologies_AFG3000_Waveform_Burst.vi サンプル
を開きます。
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この例では、選択されたチャンネルのバーストモードで波形を生成します。キャリア形状の選択（DC
波形はこのモードでは有効ではありません）や、振幅、周波数、オフセット、位相パラメータの変更
が可能です。トリガモードと gated モードを選択することができます(詳細は AFG-3000_UserManual を
参照してください)。
VI を実行して機器を初期化し、デフォルトのパラメータを機器にロードします。
STOP ボタンを押すと、波形生成を停止します。
プロジェクトツリーをダブルクリックして、Active_Technologies_AFG3000_Frequency_Sweep.vi のサン
プルを開きます。
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本 VI は、キャリア波形の周波数スイープを生成します（パルス、PR ノイズ、DC はスイープモードで
は有効な波形ではないことに注意してください）。変更できるスイープパラメータは、振幅、オフセ
ット、位相、開始周波数(Hz)、停止周波数(Hz)、復帰時間(秒)、上昇時間(秒)、ホールド時間(秒)です。
また、周波数スイープのプロファイルを選択することもできます（スイープ形状オプション）。
VI を実行して計測器パラメータを初期化し、生成を開始します。トリガ掃引モードの場合のみ、SEND
TRIGGER ボタンを押して周波数掃引を開始し、STOP ボタンを押して波形生成を停止します。
プロジェクトツリーをダブルクリックして、Active_Technologies_AFG3000_Amplitude_Modulation.vi の
サンプルを開きます。
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この VI は、形状、振幅、周波数、オフセット、および位相パラメータで定義されたキャリアから始ま
る振幅変調波形を生成します（パルス、PR ノイズ、DC は AM モードでは有効な波形ではありませ
ん）。
AM 周波数、変調深度、AM ソース（内部波形または SMA コネクタからの外部波形）、シェイプを変
更することができます。
プロジェクトツリーをダブルクリックして、Active_Technologies_AFG3000_Pulse-Width_Modulation.vi
のサンプルを開きます。
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PWM 変調は Pulse 波形でのみサポートされる変調なので、キャリア波形はデフォルトで Pulse に設定
されています。
矩形幅、周期、立ち下がりの持続時間、立ち上がりエッジの持続時間、PWM の偏差を vi を動かすた
びに変更することができます(これまでのすべてのパラメータは互いにリンクしており、偏差は特定の
条件を満たす必要があることに注意してください。詳細は AFG-3000_UserManual を参照してくださ
い)。
6.5

マイクロソフト C#サンプル

C#のサンプルは、フォルダ AT_AFG_Rider_3000_Series_VS2017_Examples の下にありますが、ソリュー
ションを開いて起動するには、Microsoft Visual Studio 2017 をインストールする必要があります。

コンパイルしてサンプルを起動する必要があります。フォームでは、機器のアドレスを記述し、機器
との接続を確立するために接続ボタンを押す必要があります。
接続が正常に行われると、機器は Server Answer textbox で*IDN?コマンドに応答します。
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Generate Waveform ボタンをクリックすると、連続モードで単一のパルス波形を生成するいくつかの
SCPI コマンドを装置に送信します。
private void btnGenerateWave_Click(object sender, EventArgs e)
{
//デフォルトにリセット
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "*RST");
//チャンネル 1 のパラメータを設定
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1:FUNCtion:SHAPe SINusoid");
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1:FREQuency 100MHZ");
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1:VOLTage:AMPLitude 1");
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1:VOLTage:OFFSet 0");
//チャンネル 2 のパラメータを設定
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce2:FUNCtion:SHAPe SQUare");
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce2:FREQuency 5MHZ");
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce2:VOLTage:HIGH 2");
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce2:VOLTage:LOW 0");
//出力チャンネルをオン
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "OUTPut1:STATe ON");
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "OUTPut2:STATe ON");
//生成を開始
tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "AFGControl:START");
}

Load Script…ボタンを使用すると、SCPI コマンドスクリプトファイルをロードできます。プロジェク
トフォルダーには、Continuous.txt、Modulation_FM.txt、Sweep.txt の 3 つの使用可能なスクリプトがあ
ります。
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6.6

マイクロソフト C++サンプル

C++のサンプルは、フォルダ AT_AFG_Rider_3000_Series_VS2017_Exam- plesAFGRiderMSVC\TCPIP の下に
あります。
このサンプルは、Microsoft® Visual C++で書かれています。
#include "visa.h"
#include
<stdio.h>
#include
<stdlib.h>
#include
<string>
static char outputBuffer[VI_FIND_BUFLEN];
static ViSession defaultRM, instr;
static ViStatus status;
static ViUInt32 count;
static char acBuffer[10000000] = "";
static unsigned int u32Timeout = 20000; //ミリ秒単位のタイムアウト値
static const char acInstrument[] = "TCPIP::192.168.150.1::INSTR"; // instrument address
ViStatus VisaWrite(std::string sInput)
{
printf("viWrite - %s \n", sInput.c_str());
status = viWrite (instr, (ViBuf)sInput.c_str(), sInput.length(), &count);
if (status < VI_SUCCESS)
{
viStatusDesc(instr, status, outputBuffer);
printf("viWrite failed with error code %x - %s\n", status, outputBuffer);
viClose(defaultRM);
exit (EXIT_FAILURE);
}
//クエリコマンドの場合、出力文字列を取得
memset(outputBuffer, 0, sizeof(outputBuffer))
status = viRead (instr, (ViBuf)outputBuffer, sizeof(outputBuffer), &count);
if (status < VI_SUCCESS)
{
viStatusDesc(instr, status, outputBuffer);
printf("viRead failed with error code %x - %s\n",status, outputBuffer);
viClose(defaultRM);
exit (EXIT_FAILURE);
}
outputBuffer[strlen(outputBuffer)-1] = 0;
if(strlen(outputBuffer) > 0)
{
printf("The server response is:\n %s\n\n",outputBuffer);
}
return status;
}
int main()
{
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int iIndex = 0;
FILE* pFile = NULL;
ViFindList objFindList;
/*最初にデフォルトのリソースマネージャを開く必要があります。*/
status = viOpenDefaultRM (&defaultRM).
if (status < VI_SUCCESS)
{
printf("Could not open a session to the VISA Resource Manager!\n");
exit (EXIT_FAILURE);
}
status = viFindRsrc (defaultRM, "?*INSTR", &objFindList, &count, outputBuffer);
if (status < VI_SUCCESS)
{
viStatusDesc(instr, status, outputBuffer);
printf("viFindRsrc failed with error code %x - %s\n", status, outputBuffer);
exit (EXIT_FAILURE);
}
printf("viFindRsrc - %s\n", outputBuffer);
/*これで、TCP/IP 経由でセッションを開くことができます*/
status = viOpen (defaultRM, (ViRsrc) acInstrument, VI_NULL, u32Timeout, &instr);
if (status < VI_SUCCESS)
{
printf ("An error occurred opening the session to %s\n", acInstrument);
viClose(defaultRM);
exit (EXIT_FAILURE);
}
//タイムアウト属性を設定
viSetAttribute (instr, VI_ATTR_TMO_VALUE, u32Timeout);
//Identify and reset the instrument VisaWrite("*IDN?");
VisaWrite("*RST");
//チャンネル１のパラメータを設定する
VisaWrite("SOURce1:FUNCtion PULSe" );
VisaWrite("SOURce1:PULSe:DCYCle 60" );
VisaWrite("SOURce1:PULSe:DELay 0");
VisaWrite("SOURce1:PULSe:PERiod 200ns");
VisaWrite("SOURce1:PULSe:TRANsition:LEADing 10ns");
VisaWrite("SOURce1:PULSe:TRANsition:TRAiling 20ns");
VisaWrite("SOURce1:VOLTage:HIGH 2");
VisaWrite("SOURce1:VOLTage:LOW 0");
//Set the Channel 2 Parameters
VisaWrite("SOURce2:FUNCtion SINusoid");
VisaWrite("SOURce2:VOLTage 3");
VisaWrite("SOURce2:VOLTage:OFFSet 0");
VisaWrite("SOURce2:FREQuency 10MHz");
VisaWrite("SOURce1:FREQuency:MODE CW");
VisaWrite("SOURce2:FREQuency:MODE CW");
// 出力をオンにする
VisaWrite("OUTPut1 ON" );
VisaWrite("OUTPut2 ON" ).
// 生成を開始する
VisaWrite("AFGControl:START");
status = viClose (instr);
status = viClose (defaultRM);

146

プログラミング・マニュアル－T3AWG3K-C シリーズ 任意波形発生器
ファンクションジェネレータ動作モード

printf ("\nHit enter to continue.");
fflush(stdin);
getchar();
return 0;
}
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