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1.プログラミング概要 

T3DSO3000シリーズは、LAN、および USBデバイスをサポートしています。 これらのインターフェースを

プログラミング言語および/または NI-VISAソフトウェアと組み合わせて使用することにより、ユーザは

SCPI（プログラマブル計測器の標準コマンド）コマンドを使いオシロスコープをリモートで制御し、他のプ

ログラマブル計測器と相互運用できます。 

この章では、これらのインターフェースを使用してオシロスコープとコンピューター間の通信を構築する方

法を紹介します。 
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1.1オシロスコープ側の設定 

オシロスコープは、USBと LANの両方の接続を提供します。USBは計測器向けに標準化されたプロトコル

USBTMC を使いリモートすることができます。LANは VXI-11、ソケット、および Telnetプロトコルに対応

しています。 

1.1.1 USBデバイス経由での接続 

USBデバイスを介した接続を完了するには、次の手順を参照してください。 

1. PC側に USBTMCデバイス用のドライバとして、NI-VISAをインストールします。  

2. USBケーブルでオシロスコープ背面の USBコネクタと PCを接続します。  

 

3. オシロスコープの電源を投入します。 

PCはオシロスコープを自動的に認識します 

1.1.2 LANポート経由での接続 

(VXI-11を使用する場合は PC側に NI-VISAをインストールしてください。ソケットや Telnetでアクセスする

場合は必要ありません) 

LAN経由の接続を完了するには、次の手順を参照してください。 

1. LANケーブルで PCとオシロスコープを同じネットワークに接続します。 
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2. オシロスコープの電源を投入します。 

3. フロントパネルの Utilityボタンを押し→System Setting→I/O→LAN Config メニューを選択します。 

4. DHCP、または固定 IPアドレスを選択します。 

 DHC選択した場合同一ネットワーク上にある DHCPサーバーがオシロスコープで使用できる IP

アドレスなどの情報をオシロスコープに与え、設定が行われます。 

 固定 IPアドレスの場合、ユーザ側で、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定し

ます。 
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1.2リモートコントロールの準備 

USB経由で接続する場合と LAN経由で接続する場合で準備が異なります。USBを使用する場合、National 

Instruments社の NI-VISAを事前にインストールする必要があります。NI-VISAはオシロスコープの USBド

ライバとして動作し、Windows PCにオシロスコープを認識させることができます。また、NI-VISAに付属

する NI MAXには簡単なコマンドの送受信を行えるツールが用意されています。このツールを使用して、オ

シロスコープと PCの間の接続やコマンドのテストが実行できます。 

LANを使用する場合も NI-VISAをインストールするとプログラミングが簡単になります。接続は接続を定義

する VISA リソース名を変更するだけで、その他のプログラムを変更せずに USBと LANを切り替えることが

できます。また PCの OSにより NI-VISAを使用できない場合には、ソケット通信でリモートコントロール

することができます。 

1.2.1 NI VISA  のインストール 

NI-VISAには、ランタイムバージョンとフルバージョンの２つがあります。 ランタイムバージョンは、USB-

TMC、VXI、GPIB などの NI デバイスドライバを提供します。フルバージョンには、ランタイムエンジンと、

デバイスを制御するためのユーザーインターフェースを提供する NI MAXというソフトウェアツールが含ま

れます。 NI-VISAフルバージョンは以下から入手できます。 

      http://ni.com/visa 

a. visa_full.exeをダブルクリックします。 

   

b.  [Unzip]をクリックすると、ファイルの解凍後にインストールプロセスが自動的に起動します。 コ

ンピューターに.NET Framework 4をインストールする必要がある場合、そのセットアッププロセ

スは自動的に開始されます 
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c.  NI-VISAのインストールダイアログは上に示されています。 [次へ]をクリックして、インストール

プロセスを開始します。 

   

d. インストールパスを設定します。デフォルトのパスは「C：\ Program Files \ National Instruments \」

で、変更できます。 [次へ]をクリックします。上記のダイアログが表示されます。 

   

e. [Next]を 2回クリックし、[使用許諾契約書]ダイアログで、[上記の 2つの使用許諾契約書に同意し

ます]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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f. Nextボタンクリックして、インストールを開始します。 

  

  

 インストール後、再起動します。 

1.2.2 LAN経由でのリモート 

LANインターフェースを介して、VXI-11、ソケット、および Telnetプロトコルを使用してオシロスコープと

通信できます。 VXI-11は NI-VISA経由でアクセスしますが、ソケットや Telnetはドライバ等を必要としませ

ん。 

ソケット通信は LAN接続で使用される基本的なテクノロジーです。PCの OSに標準的に組み込まれたメカ

ニズムを使用して通信できます。TCPのポート番号 5025にアクセスしてソケット通信を開始します。 

また Telnetを使用する場合、ポート番号 5024にアクセスします。 

1.2.3 NI MAXを使った簡単なコマンド送受信 

ユーザは、National Instruments社の NI-MAXソフトウェアを介して SCPIコマンドを送信することにより、

リモートでオシロスコープを制御できます。 

 

1.2.3.1 USB(USBTMC)経由 

NI MAXソフトウェアを起動します。 
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1. アプリケーションの左上にあるツリーから “Device and interface”をクリックします。  

2. ツリー内から “USBTMC” デバイスを探し、選択状態にします。 

 

  

3. 選択されると詳細が右ペインに表示されます。詳細上にある “VISAテストパネルを開く” ボタンを押し

てください。 

4. “Input/Output” タブを開き、Queryボタンを押して*IDN?クエリの応答があるかを確認します。  

 

注：* IDN？ コマンド（識別クエリ）は、機器の製造元、機器のモデル、シリアル番号、およびその他

の識別情報を返します。 

1.3.2.2 LAN（VXI-11）経由 

ネットワークデバイスの追加を選択し、次に示すように VISA TCP / IPリソースを選択します。 

 NI MAX を起動 

1. ソフトウェアの左上隅にある「デバイスとインターフェース」をクリックします。 

2. 「ネットワークデバイス」を選択し、右側ペインにある「ネットワークデバイスの追加」ボタンをクリ

ックします。 
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3. 「LAN計測器のマニュアル入力」を選択し、「次へ」を選択し、IPアドレスを入力します。 [終了]をク

リックして接続を確立します。 

   

注意: LANデバイス名を空白のままにしておくと、接続に失敗します。 

  

4. 簡単なスキャンの後、ネットワークデバイスの下に接続が表示されます。 
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5. 製品を右クリックして、“VISAテストパネルを開く”を選択します。 

 

6. 「Input/output」オプションボタンをクリックし、「Query」オプションボタンをクリックします。 すべ

てが正常であれば、以下に示すように、読み取り操作情報が返されます。 
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2.SCPI 概要 

2.1コマンド構文 

SCPIはアスキー文字列ベースの計測器用のプログラミング言語です。計測器の設定を変更するような一方通

行の操作はコマンド、計測器の設定や測定値などの問い合わせはクエリと呼ばれます。クエリはコマンドの

ヘッダの後に疑問符（？）を追加します。 

SCPIコマンドは階層的なツリー構造を持っています。関連付けられているコマンドは、共通のノードまたは

ルートの下にまとめられ、サブシステムを形成します。次は SENSeサブシステム示しています。 

:CURSor:X1 <parameter> 

:CURSor:X1? 

CURSor はルートになるキーワードです。X1は 2ndレベルのキーワードです。<parameter>はパラメータで

す。例えば“:CURSor:X1 <parameter>”のようにそれぞれのレベルのキーワードをコロン（：）で区切り スペ

ースを空けてパラメータを示します。「？」はクエリを示します。 

 

2.2シンボルの説明 

本マニュアルでコマンドの構文形式は以下のように表記されます 

1. 山括弧 < > 

プレースホールダとして用いられる語は角括弧で括ります。例えば、次のコマンドでは、<parameter>

が山括弧で囲んで示しています。この部分は数値などに入れ替えてコマンドを送ります。 

例：   “:CURSor:X1 <parameter>” とかかれている場合、 :CURSor:X1 -1e-6”. 

2. コロンとその後に続く等号 :=  

構文で指定されている<>プレースホールダの位置に入力する値やその説明がイコールの後に記述されま

す。 

3. 垂直バー | と丸括弧 ( )  

丸括弧内の垂直バーは、複数のパラメータの中から１つを選択することを示しています。垂直バーによ

りパラメータは区切られ、そのうち一つのパラメータがコマンドを送信するときに使われます。例えば 

“:ACQuire:AMODe <parameter>” コマンドのパラメータとして、<parameter>:=(FAST | SLOW)が指定さ

れている場合、:ACQuire:AMODe FASTのようにパラメータ選ぶことができます。 

4. … 

省略記号は、その左右にある項目を複数回繰り返し可能であることを示します 

5. 中括弧 { } 
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中括弧内のパラメータはオプションの選択により省略可能であることを示しています。例え

ば、:ACQuire:TYPE <parameter> {, <times>} {, <bits>}の場合、  {, <times>} は<parameter>として

AVERageを選択した場合に使用し、{, <bits>} は<parameter>として ERESを選択した場合に使用しま

す。 

2.3 コマンドの省略形 

コマンドの表記には大文字と小文字が混在しています。しかし、すべてのコマンドで大文字と小文字が区別

されません。この小文字で記載がある文字は省略できることを示しています。 

例えば次のコマンドは ACQまでは大文字、uireは小文字で書かれています。省略形として ACQだけでも認

識されます。 

:ACQuire:SEQuence? 

全て省略した場合は次のように書くこともできます。 

:ACQ:SEQ?  
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3 コマンドリファレンス 

この章では  SCPI コマンドの詳細を説明します。 



 

13 

 

3.1 IEEE共通コマンド 

3.1.1 *IDN 

クエリ構文 *IDN? 

説明 機器識別情報の文字列を返すクエリ。 文字列には、製造元、モデル番号、シリア

ル番号、ソフトウェア番号が含まれます。 

例 クエリ *IDN? 

Return: Vendor,T3DSO31004,T0101C22030062,4.6.0.9.5R2B3 

3.1.2 *RST 

コマンド構文 *RST 

説明 このコマンドは、リモートプログラミング操作に適した工場出荷時の状態に機器

をプリセットするアクション 

例 アクション *RST 

3.1.3 *OPC 

コマンド構文 *OPC 

クエリ構文 *OPC? 

説明 処理の状態を示す設定およびクエリ 

すべての保留中の操作が終了したら、標準イベントステータスレジスタのビット

0を「1」に設定します。 

現在の処理が完了するまで、クエリは新しいコマンドの処理を停止します。 そ

の後、「1」が返され、プログラムが続行されます。 このクエリを使用して、外

部バス上の他の計測器のイベントを同期できます。 

最後の処理が完了すると、「1」を返します。 スイープの実行など、コマンドの

実行ステータスを監視する必要がある場合に、このクエリを使用します。 

例 設定 *OPC 

クエリ *OPC? 
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3.2 ルートコマンド 

3.2.1 :AUToset 

コマンド構文 AUToset 

説明 自動設定のアクション 

フロントパネルの Auto Setupボタンを押したときと同じ動作をします。トリガ、

垂直軸、水平軸などの設定が自動的に行われます。 

例 アクション :AUToset 

3.2.2 :PRINt 

コマンド構文 PRINt <parameter> 

説明 プリント実行のアクション 

フロントパネルの Printボタンを押したときと同じ動作をします。画像イメージ

を指定の形式で USBメモリに保存します。 

パラメータ <parameter> :=(BMP | PNG) 

例 アクション :PRINt BMP 
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3.3 アクイジション 

主にフロントパネルの Acquireボタンを押したときに表示されるメニューと同じ設定です。またサンプリン

グに関する情報もクエリできます。 

 

3.3.1:ACQuire:AMODe 

コマンド構文 :ACQuire:AMODe <parameter>  

クエリ構文 :ACQuire:AMODe? 

説明 更新レートの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter>:=(FAST | SLOW) 

FAST: 可能な限り高速にトリガします。高速にトリガした波形は重ね書きし

た画像で表示します。 

SLOW：重ね書きしない単一の波形です。波形更新速度は遅くなります。 

戻り値の例 FAST 

オシロ上のメニュー Acquire ボタン> Acq Mode 

例 設定 :ACQuire:AMODe SLOW 

クエリ :ACQuire:AMODe? 

3.3.2 :ACQuire:CSWeep 

コマンド構文 :ACQuire:CSWeep  

説明 蓄積データをクリアするアクション 

フロントパネルの Clear Sweepsボタンと同じ 

例 アクション :ACQuire:CSWeep 

3.3.3 :ACQuire:INTerpolation 

コマンド構文 :ACQuire:INTerpolation  <parameter> 

クエリ構文 :ACQuire:INTerpolation? 

説明 補間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter>:= (ON | OFF) 

ON: SinX/Xで補間が行われます 

OFF: 直線補間が行われます 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Acquire ボタン> Interpolation 

例 設定 :ACQuire:INTerpolation ON  

クエリ:ACQuire:INTerpolation? 

3.3.4 :ACQuire:MODE 

コマンド構文 :ACQuire:MODE <parameter> 

クエリ構文 :ACQuire:MODE? 
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説明 時間軸のモード設定およびクエリ 

パラメータ <parameter>:=(YT | XY | ROLL) 

YT: 通常のモード。時系列の波形 

XY: XYモード。２つのチャンネルで XY波形 

ROLL: ロールモード 

戻り値の例 YT 

例 設定 :ACQuire:MODE ROLL 

クエリ :ACQuire:MODE? 

3.3.5 :ACQuire:MDEPth 

コマンド構文 :ACQuire:MDEPth <parameter> 

クエリ構文 :ACQuire:MDEPth? 

説明 メモリ長の設定およびクエリ 

パラメータ Single channel: (250k|1.25M|2.5M|12.5M|25M|125M|250M) 
Dual channel: (125k|625k|1.25M|6.25M|12.5M|62.5M|125M) 

戻り値の例 250k 

オシロ上のメニュー Acquire ボタン> Mem Depth 

例 設定 :ACQuire:MDEPth 12.5M 

クエリ :ACQuire:MDEPth? 

3.3.6 :ACQuire:POINts 

クエリ構文 :ACQuire:POINts? 

説明 波形メモリ長のクエリ 

戻り値の例 1.25E+06 

例 クエリ  :ACQuire:POINts? 

3.3.7 :ACQuire:SEQuence 

コマンド構文 :ACQuire:SEQuence <parameter> 

クエリ構文 :ACQuire:SEQuence? 

説明 シーケンスモードの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter>:= (ON | OFF) 

ON: シーケンスモード有効 

OFF: シーケンスモード無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Acquire ボタン> Sequence > Seq Acq Switch 

例 設定 :ACQuire:SEQuence ON 

クエリ :ACQuire:SEQuence? 

3.3.8 :ACQuire:SEQuence:COUNt 

コマンド構文 :ACQuire:SEQuence:COUNt <parameter> 
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クエリ構文 :ACQuire:SEQuence:COUNt? 

説明 シーケンスのセグメント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=セグメント数の指定。2 ～100000までの整数 

戻り値 2 以上の整数 

オシロ上のメニュー Acquireボタン > Sequence > Seq Segment 

例 設定 :ACQuire:SEQuence:COUNt 5 

クエリ :ACQuire:SEQuence:COUNt? 

3.3.9 :ACQuire:SRATe 

クエリ構文 :ACQuire:SRATe? 

説明 サンプリング速度のクエリ 

戻り値の例 小数点を含む数値 

1.00E+04 

例 :ACQuire:SRATe? 

3.3.10 :ACQuire:TYPE 

コマンド構文 :ACQuire:TYPE <parameter> {, <times>} {, <bits>} 

クエリ構文 :ACQuire:TYPE? 

説明 アクイジションタイプの設定およびクエリ 

パラメータ範囲 <parameter>:= (NORMal | PEAK | AVERage,<times> | ERES,<bits>) 

NORMAL: ノーマル 

PEAK: ピークディテクト 

AVERAGE: アベレージ。 <times>にアベレージ数を入力 

<times>:=(4 |16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024) 

ERES: ERES。 <bits>にビット数を入力 

 <bits>:=(0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0) 

戻り値の例 NORMal 

オシロ上のメニュー Acquire ボタン> Acquisition 

例 設定 :ACQuire:TYPE AVERage,16 

クエリ :ACQuire:TYPE? 
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3.4 アナログチャンネル 

主にフロントパネルの各アナログチャンネルのボタンを押したときに表示されるメニューと同じ設定です。

チャネルは、オフセット、プローブ、結合、帯域幅制限、反転、およびその他の機能に対して独立してプロ

グラム可能です。  

設定に関する主なコマンド 

3.4.11 :CHANnel<n>:SWITch…チャンネルの ON/OFFを設定 

3.4.2 :CHANnel<n>:COUPling…カップリングの設定 

3.4.3 :CHANnel<n>:IMPedance…インピーダンスの設定 

3.4.9 :CHANnel<n>:SCALe…電圧感度の設定 

3.4.7 :CHANnel<n>:OFFSet…オフセットの設定 

3.4.8 :CHANnel<n>:PROBe…プローブの設定 

3.4.1 :CHANnel<n>:BWLimit 

コマンド構文 :CHANnel<n>:BWLimit <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:BWLimit? 

説明 チャンネルの帯域制限フィルタの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := (FULL | 20M | 200M) 

FULL: オシロスコープの帯域 

20M: 20MHzのローパスフィルタを適用 

200M: 200MHzのローパスフィルタを適用 

戻り値の例 FULL 

オシロ上のメニュー 各 Channelボタン > BW Limit 

例 設定 :CHANnel1:BWLimit 20M 

クエリ :CHANnel1:BWLimit? 

 

3.4.2 :CHANnel<n>:COUPling 

コマンド構文 :CHANnel<n>:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:COUPling? 

説明 カップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := (DC | AC | GND) 

DC: 全ての周波数を通します 

AC: DC成分をカットして通します 

GND: グランドに接地(GND位置の確認用) 

戻り値の例 DC 
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オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Coupling 

例 設定 :CHANnel1:COUPling AC 

クエリ :CHANnel1:COUPling? 

 

3.4.3 :CHANnel<n>:IMPedance 

コマンド構文 :CHANnel<n>:IMPedance <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:IMPedance? 

説明 カップリング(50Ω/1MΩ)の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := (ONEMeg | FIFTy) 
ONEMeg: 1MΩ 
FIFTy: 50Ω 

戻り値の例 ONEMeg 

オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> impedance 

例 設定 :CHANnel1:IMPedance FIFTy 

クエリ :CHANnel1:IMPedance? 

 

3.4.4 :CHANnel<n>:INVert 

コマンド構文 :CHANnel<n>:INVert <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:INVert? 

説明 波形反転の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号  

<parameter> := (ON | OFF) 

ON: 波形を反転 

OFF: 通常 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Invert 

例 設定 :CHANnel1:INVert ON 

クエリ :CHANnel1:INVert? 

 

3.4.5 :CHANnel<n>:LABel 

コマンド構文 :CHANnel<n>:LABel<parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:LABel? 

説明 ラベル表示の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := (ON | OFF) 

ON: ラベル表示オン 

OFF: ラベル表示オフ 

戻り値の例 ON 
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オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Label > Display 

例 設定 :CHANnel<n>:LABel 

クエリ :CHANnel<n>:LABel 

 

3.4.6 :CHANnel<n>:LABel:TEXT 

コマンド構文 :CHANnel<n>:LABel:TEXT <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:LABel:TEXT? 

説明 ラベル文字列の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> :=”20文字までの ASCII文字列” 

例 ”Response Signal” 

戻り値 文字列 

オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Label > Text 

例 設定 :CHANnel1:LABel:TEXT “Ch1 Current” 

クエリ :CHANnel1:LABel:TEXT? 

 

3.4.7 :CHANnel<n>:OFFSet 

コマンド構文 :CHANnel<n>:OFFSet <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:OFFSet? 

説明 オフセットレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := オフセット電圧。小数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Verticalの各チャンネルの Positionノブ 

例 設定 :CHANnel1:OFFSet -3.8E+00 

クエリ :CHANnel1:OFFSet? 

 

3.4.8 :CHANnel<n>:PROBe 

コマンド構文 :CHANnel<n>:PROBe <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :CHANnel<n>:PROBe? 

説明 プローブ減衰率の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := (DEFault | VALue,<value>) 

DEFault: ×1に設定 

VALue: 値を指定,<value>に減衰率を入力 

 <value>:=減衰率。小数点を含む数値で指定 

戻り値の例 1.23E+2. 
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オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Probe 

例 設定 :CHANnel1:PROBe VALue, 100 

クエリ :CHANnel1:PROBe? 

 

3.4.9 :CHANnel<n>:SCALe 

コマンド構文 :CHANnel<n>:SCALe <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:SCALe? 

説明 電圧感度 Volt/Divの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := Volt/Divの値。小数点を含む数値で指定 

但し、プローブの減衰率は含んでいません。プローブを接続する場合は注意

が必要です。 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Verticalの各チャンネルの Volt/Divノブ 

例 設定 :CHANnel1:SCALe 5.00E-02 

クエリ :CHANnel1:SCALe? 

 

3.4.10 :CHANnel<n>:SKEW 

コマンド構文 :CHANnel<n>:SKEW <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:SKEW? 

説明 スキューの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := スキュー時間。小数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Deskew 

例 設定 :CHANnel1:SKEW 1.2E-9 

クエリ :CHANnel1:SKEW? 

 

3.4.11 :CHANnel<n>:SWITch 

コマンド構文 :CHANnel<n>:SWITch <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:SWITch? 

説明 チャンネルの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := (OFF | ON) 

ON: チャンネルをオン 

OFF: チャンネルをオフ 

戻り値の例 OFF 
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オシロ上のメニュー 各 Channelボタン > Channel 

例 設定 :CHANnel1:SWITch OFF 

クエリ :CHANnel1:SWITch? 

 

3.4.12 :CHANnel<n>:UNIT 

コマンド構文 :CHANnel<n>:UNIT<parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:UNIT? 

説明 単位の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> :=(V | A) 

V：電圧 

A：電流 

戻り値の例 V 

オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Unit 

例 設定 :CHANnel1:UNIT A 

クエリ :CHANnel:UNIT? 

 

3.4.13 :CHANnel<n>:VISible 

コマンド構文 :CHANnel<n>:VISible <parameter>  

クエリ構文 :CHANnel<n>:VISible? 

説明 チャンネルの表示/非表示の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2 | 3 | 4)   チャンネル番号 

<parameter> := (OFF | ON) 

ON: チャンネルを表示 

OFF: チャンネルを非表示 

戻り値の例 OFF 

オシロ上のメニュー 各 Channelボタン> Trace 

例 設定 :CHANnel1: VISible OFF 

クエリ :CHANnel1: VISible? 
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3.5 カーソル 

設定に関する主なコマンド 

3.5.1 :CURSor…カーソルの有効/無効 

3.5.3 :CURSor:MODE…カーソルのモード設定 

3.5.4 :CURSor:SOURce1…X1カーソルのソース波形 

3.5.5 :CURSor:SOURce2…X2カーソルのソース波形 

3.5.6 :CURSor:X1…X1カーソルの配置 

3.5.7 :CURSor:X2…X2カーソルの配置 

3.5.10 :CURSor:Y1…マニュアル時 Y1カーソルの配置 

3.5.11 :CURSor:Y2…マニュアル時 Y2カーソルの配置 

 

値の取得に関する主なコマンド 

3.5.2 :CURSor:IXDelta…２つのカーソル間の時間 

3.5.6 :CURSor:X1…X1カーソルの値 

3.5.7 :CURSor:X2…X2カーソルの値 

3.5.8 :CURSor: XDELta… X2-X1カーソルの値 

3.5.10 :CURSor:Y1…トラック時 X1カーソルの電圧値。マニュアル時 Y1カーソルの電圧値 

3.5.11 :CURSor:Y2…トラック時 X2カーソルの電圧値。マニュアル時 Y2カーソルの電圧値 

3.5.12 :CURSor:YDELta…トラック時 X2-X1間の電圧値。マニュアル時 Y2-Y1の電圧値 

 

3.5.1 :CURSor 

コマンド構文 :CURSor <parameter>  

クエリ構文 :CURSor? 

説明 カーソルの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Cursors ボタン> Cursors 

例 設定 :CURSor ON 

クエリ :CURSor? 
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3.5.2 :CURSor:IXDelta 

クエリ構文 :CURSor:IXDelta? 

説明 Xカーソル間の時間のクエリ 

戻り値の例 7.9365E+00 

例 クエリ :CURSor:IXDelta? 

3.5.3 :CURSor:MODE 

コマンド構文 :CURSor:MODE <parameter> {,<mode>} 

クエリ構文 :CURSor:MODE? 

説明 カーソルのモードの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (TRACk | MANual ,<mode>) 

TRACk: トラックカーソル 

MaNual: マニュアルカーソル。<mode>でマニュアルのタイプを選択 

 <mode>:=(X | Y | XY)から選択 

X： 時間方向のカーソル 

Y：垂直方向のカーソル 

XY：時間軸と垂直方向両方のカーソル 

戻り値の例 TRACk 

オシロ上のメニュー Cursor ボタン> Mode、マニュアル時に Cursors Typeの設定 

例 設定 :CURSor:MODE TRACK 

クエリ :CURSor:MODE? 

3.5.4 :CURSor:SOURce1 

コマンド構文 :CURSor:SOURce1 <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:SOURce1? 

説明 カーソル X1を配置するソース波形の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | F<x> | REFA | REFB | REFC | REFD | DIGital | 
HISTOGram) 

C<x>: チャンネル C1など 

F<x>: 演算波形 F1など 

REFA～REFD: 参照チャンネル 

Digital: デジタル波形 

Histogram: ヒストグラム 

注意)Digitalや Histogramは Trackに対応していません。 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Cursorsボタン  > X1 Source 

例 設定 :CURSor:SOURce1 C1 

クエリ :CURSor:SOURce1? 

3.5.5 :CURSor:SOURce2 
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コマンド構文 :CURSor:SOURce2 <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:SOURce2? 

説明 カーソル X２を配置するソース波形の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | F<x> | REFA | REFB | REFC | REFD | DIGital | 
HISTOGram) 

C<x>: チャンネル C1など 

F<x>: 演算波形 F1など 

REFA～REFD: 参照チャンネル 

Digital: デジタル波形 

Histogram: ヒストグラム 

注意)Digitalや Histogramは Trackに対応していません。 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Cursorsボタン  > X2 Source 

例 設定 :CURSor:SOURce2 C1 

クエリ :CURSor:SOURce2? 

3.5.6 :CURSor:X1 

コマンド構文 :CURSor:X1 <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:X1? 

説明 カーソル 1の時間軸位置の設定およびクエリ。この時間はトリガを基準にして

います。 

パラメータ <parameter> := X1カーソルの時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Cursor ボタン> Value 

例 設定 :CURSor:X1 -1e-6 

クエリ :CURSor:X1? 

3.5.7 :CURSor:X2 

コマンド構文 :CURSor:X2 <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:X2? 

説明 カーソル 2の時間軸位置の設定およびクエリ。この時間はトリガを基準にして

います。 

パラメータ <parameter> := X2カーソルの時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Cursor ボタン> Value 

例 設定 :CURSor:X2 -2e-6 

クエリ :CURSor:X2? 
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3.5.8 :CURSor: XDELta 

コマンド構文 :CURSor:XDELta  <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:XDELta? 

説明 カーソル間(X2-X1)の時間設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := カーソル間の時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Cursor ボタン> Value 

例 設定 :CURSor:XDELta -1e-6 

クエリ :CURSor:XDELta? 

3.5.9 :CURSor:XREFerence 

コマンド構文 :CURSor:XREFerence <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:XREFerence? 

説明 Time/Divを変更したときにカーソルの位置の時間を引き継ぐか、画面上の位置

を引き継ぐかを決定します。 

パラメータ <parameter> := (DELay | POSition) 

DELay: 時間で固定 

POSition: 画面上の位置で固定 

戻り値の例 DELay 

オシロ上のメニュー Cursors ボタン> CursorX Ref 

例 設定 :CURSor:XREFerence Delay 

クエリ :CURSor:XREFerence? 

 

3.5.10 :CURSor:Y1 

コマンド構文 :CURSor:Y1 <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:Y1? 

説明 マニュアル時カーソル Y1の垂直位置の設定およびクエリ。単位はソース波形

に従います。 

トラック時は X1カーソル上の電圧値をクエリ 

パラメータ <parameter> := Y1カーソルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Cursors ボタン> Value 

例 設定 :CURSor:Y1 0.3 

クエリ :CURSor:Y1? 

3.5.11 :CURSor:Y2 

コマンド構文 :CURSor:Y2 <parameter>  
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クエリ構文 :CURSor:Y2? 

説明 マニュアル時カーソル Y2の垂直位置の設定およびクエリ。単位はソース波形

に従います。 

トラック時は X2カーソル上の電圧値をクエリ 

パラメータ <parameter> := Y2カーソルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Cursorsボタン > Value 

例 設定 :CURSor:Y2 -0.5 

クエリ :CURSor:Y2? 

3.5.12 :CURSor:YDELta 

コマンド構文 :CURSor:YDELta  <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:YDELta? 

説明 マニュアル時カーソル Y2-Y2の垂直位置の設定およびクエリ。単位はソース波

形に従います。 

トラック時は X2と X1カーソル上の電圧差をクエリ 

パラメータ <parameter> := Y2-Y2の電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Cursor ボタン> Value 

例 設定 :CURSor:YDELta -1e-6 

クエリ :CURSor:YDELta? 

3.5.13 :CURSor:YREFerence 

コマンド構文 :CURSor:YREFerence <parameter>  

クエリ構文 :CURSor:YREFerence? 

説明 Volt/Divを変更したときにカーソルの位置の電圧を引き継ぐか、画面上の位置

を引き継ぐかを決定します。 

パラメータ <parameter> := ( OFFSet  | POSition) 

DELay: 電圧で固定 

POSition: 画面上の位置で固定 

戻り値の例 OFFSet 

オシロ上のメニュー Cursorsボタン> CursorY Ref 

例 設定 :CURSor:YREFerence Offset 

クエリ :CURSor:YREFerence? 
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3.6 デコード 

設定に関する主なコマンド 

3.6.1 :DECode:BUS<n>…デコードバスを有効 

3.6.7 :DECode:BUS<n>:PROTocol…デコードプロトコルの設定 

各プロトコルの設定は次を参照してください。 

プロトコル 種類 コマンド 

I2C 汎用組み込み 3.6.9  :DECode:BUS<n>:IIC  

SPI 汎用組み込み 3.6.10  :DECode:BUS<n>:SPI 

UART 汎用組み込み 3.6.11  :DECode:BUS<n>:UART 

CAN 車載 3.6.12  :DECode:BUS<n>:CAN 

LIN 車載 3.6.13 :DECode:BUS<n>:LIN 

FlexRay 車載 3.6.14  :DECode:BUS<n>:FLEXray 

CANFD 車載 3.6.15 :DECode:BUS<n>:CANFd 

I2S オーディオ 3.6.16 :DECode:BUS<n>:IIS 

M1553 ミリタリ 3.6.17 :DECode:BUS<n>:M1553 

 

注意) デコード結果は取得できません。 

注意) SENT, Manchesterプロトコルに対応したコマンドは用意されていません。 

3.6.1 :DECode:LIST 

コマンド構文 :DECode:LIST <parameter>  

クエリ構文 :DECode:LIST? 

説明 デコードリスト表示のオフや表示するデコードの対象を設定またはクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | D1 | D2) 
D1: bus1 
D2: bus2 

戻り値の例 OFF 

オシロ上のメニュー Decodeボタン > Result List > Display 

例 設定 :DECode:LIST D1 

クエリ :DECode:LIST? 

3.6.2 :DECode:LIST:LINE 

コマンド構文 :DECode:LIST:LINE <parameter>  

クエリ構文 :DECode:LIST:LINE? 

説明 デコードリストの表示ライン数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=表のライン数。1～7までの整数 

戻り値 1～7までの整数 
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オシロ上のメニュー Decode ボタン> Result List > Lines 

例 設定 :DECode:LIST:LINE 6 

クエリ :DECode:LIST:LINE? 

3.6.3 :DECode:LIST:SCRoll 

コマンド構文 :DECode:LIST:SCRoll <parameter>  

クエリ構文 :DECode:LIST:SCRoll? 

説明 デコードリスト内のカーソル位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 表内のライン位置。1～7までの整数 

戻り値 1～7までの整数 

オシロ上のメニュー Decodeボタン > Result List > Scroll 

例 設定 :DECode:LIST:SCRoll 4 

クエリ :DECode:LIST:SCRoll? 

3.6.4 :DECode:BUS<n> 

コマンド構文 :DECode:BUS<n> <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>? 

説明 デコードバスの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( ON | OFF) 

ON: 有効 

OFF: 無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Decodeボタン > Bus Operation 

例 設定 :DECode:BUS1 ON 

クエリ :DECode:BUS1? 

3.6.5  :DECode:BUS<n>:COPY 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:COPY <parameter>  

説明 デコードの設定をトリガにコピー、またはその逆を実行するアクション 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( FROMtrigger | TOTRigger) 

FROMtrigger: トリガからデコードへコピー 

TOTRigger: デコードからトリガへコピー 

戻り値の例 FROMtrigger 

オシロ上のメニュー Decode ボタン> Protocol Copy 

例 アクション :DECode:BUS1:COPY TOTRigger 

3.6.6 :DECode:BUS<n>:FORMat 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:FORMat <parameter>  
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クエリ構文 :DECode:BUS<n>:FORMat? 

説明 デコードテーブルに表示するデータの表示形式の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( BINary | DECimal | HEX | ASCii) 

BINary: バイナリ 

DECimal: 10進数 

HEX: 16進数 

ASCii: アスキー 

戻り値の例 ASCii 

オシロ上のメニュー Decodeボタン > Bus Display > Format 

例 設定 :DECode:BUS1:FORMat ASCii 

クエリ :DECode:BUS1:FORMat? 

3.6.7 :DECode:BUS<n>:PROTocol 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:PROTocol <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:PROTocol? 

説明 デコードするプロトコルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(IIC | SPI | UART | CAN | LIN | FLEXray | CANFd | IIS | M1553) 

戻り値の例 IIC 

オシロ上のメニュー Decodeボタン >Bus Protocol 

例 設定 :DECode:BUS1:PROTocol SPI 

クエリ :DECode:BUS1:PROTocol? 
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3.6.9  :DECode:BUS<n>:IIC Commands 

3.6.9.1 :DECode:BUS<n>:IIC:RWBit 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIC:RWBit <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIC:RWBit? 

説明 I2Cデコード設定：アドレス表示で R/Wビット含める/含めないの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (ON | OFF) 

ON: R/Wビットを含める 

OFF: R/Wビットを含めない 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIC)>Protocol Config > Include R/W Bit 

例 設定 :DECode:BUS1:IIC:RWBit ON 

クエリ :DECode:BUS1:IIC:RWBit? 

3.6.9.2 :DECode:BUS<n>:IIC:SCLSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SCLSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SCLSource? 

説明 I2C信号設定：SCL信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(IIC)> Protocol Signal > SCL 

例 設定 :DECode:BUS1:IIC:SCLSource C2 

クエリ :DECode:BUS1:IIC:SCLSource? 

3.6.9.3 :DECode:BUS<n>:IIC:SCLThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SCLThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SCLThreshold? 

説明 I2C信号設定：SCL信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+0 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(IIC)>Protocol Signal > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:IIC:SCLThreshold 2 



 

32 

 

クエリ :DECode:BUS1:IIC:SCLThreshold? 

3.6.9.4 :DECode:BUS<n>:IIC:SDASource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SDASource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SDASource? 

説明 I2C信号設定：SDA信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIC)> Protocol Signal > SDA 

例 設定 :DECode:BUS1:IIC:SDASource C4 

クエリ :DECode:BUS1:IIC:SDASource? 

3.6.9.5 :DECode:BUS<n>:IIC:SDAThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SDAThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIC:SDAThreshold? 

説明 I2C信号設定：SDA信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ。 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+0 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIC)>Protocol Signal > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:IIC:SDAThreshold 2 

クエリ :DECode:BUS1:IIC:SDAThreshold? 
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3.6.10  :DECode:BUS<n>:SPI Commands 

3.6.10.1 :DECode:BUS<n>:SPI:BITorder 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:BITorder <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:BITorder? 

説明 SPIプロトコル設定：ビット順の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(LSB | MSB) 

LSB: 最下位ビットから開始 

MSB: 最上位ビットから開始 

戻り値の例 LSB 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI) > Protocol Config > Bit Order 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:BITorder MSB 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:BITorder? 

3.6.10.2 :DECode:BUS<n>:SPI:CLKSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CLKSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CLKSource? 

説明 SPI信号設定：CLK信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Signal > CLK > CLK 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:CLKSource C1 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:CLKSource? 

3.6.10.3 :DECode:BUS<n>:SPI:CLKThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CLKThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CLKThreshold? 

説明 SPI信号設定：CLK信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Signal > CLK > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:CLKThreshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:CLKThreshold? 
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3.6.10.4 :DECode:BUS<n>:SPI:CSSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CSSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CSSource? 

説明 SPI信号設定：CSタイプで Active Hiが選択されている場合の CS信号として

割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C3 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(SPI)> Protocol Signal > CS > Active Hi 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:CSSource C3 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:CSSource? 

3.6.10.5  :DECode:BUS<n>:SPI:CSThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CSThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CSThreshold? 

説明 SPI信号設定：CSタイプで Active Hiが選択されている場合の CS信号の

Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Signal > CS > 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:CSThreshold 1.2 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:CSThreshold? 

3.6.10.6 :DECode:BUS<n>:SPI:CSTYpe 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CSTYpe <parameter> {,<time>} 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:CSTYpe? 

説明 SPIプロトコル設定：CS信号のタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (NCS | CS | TIMeout,<time>) 
NCS: Active Low 
CS: Active Hi 

TIMeout: CLK Timeout。<time>にタイムアウト時間を入力。 

<time>:=タイムアウト時間。小数点を含む数値 

戻り値の例 CS 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Signal > CS > 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:CSTYpe NCS 
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クエリ :DECode:BUS1:SPI:CSTYpe? 

3.6.10.7 :DECode:BUS<n>:SPI:DLENgth 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:DLENgth  <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:DLENgth? 

説明 SPIプロトコル設定：データ長の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=4～32の整数 

戻り値の例 5 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Config > Data Length 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:DLENgth 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:DLENgth? 

3.6.10.8 :DECode:BUS<n>:SPI:LATChedge 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:LATChedge  <parameter> 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:LATChedge? 

説明 SPIプロトコル設定：CLKのサンプリングエッジの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (RISing | FALLing) 

RISing: 立ち上がり 

FALLing: 立ち下がり 

戻り値の例 RISing 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Signal > CLK > Edge Select 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:LATChedge RISing 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:LATChedge? 

3.6.10.9 :DECode:BUS<n>:SPI:MISOSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MISOSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MISOSource? 

説明 SPI信号設定：MISO信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数。 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C4 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(SPI)> Protocol Signal > MISO > MOSI 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:MISOSource C4 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:MISOSource? 

3.6.10.10 :DECode:BUS<n>:SPI:MISOThreshold 
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コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MISOThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MISOThreshold? 

説明 SPI信号設定：MISO信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Signal > MISO > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:MISOThreshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:MISOThreshold? 

3.6.10.11 :DECode:BUS<n>:SPI:MOSISource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MOSISource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MOSISource? 

説明 SPI信号設定：MOSI信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(SPI)> Protocol Signal > MOSI > MOSI 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:MOSISource C1 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:MOSISource? 

3.6.10.10 :DECode:BUS<n>:SPI:MOSIThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MOSIThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:MOSIThreshold? 

説明 SPI信号設定：MOSI信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(SPI)> Protocol Signal > MOSI > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:MOSIThreshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:MOSIThreshold? 

 

3.6.10.12 :DECode:BUS<n>:SPI:NCSSource 
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コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:NCSSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:NCSSource? 

説明 SPI信号設定：CSタイプで Active Lowが選択されている場合の CS信号とし

て割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C3 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(SPI)> Protocol Signal > CS > Active Low 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:NCSSource 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:NCSSource? 

3.6.10.13 :DECode:BUS<n>:SPI:NCSThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:SPI:NCSThreshold<parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:SPI:NCSThreshold? 

説明 SPI信号設定：CSタイプで Active Lowが選択されている場合の CS信号の

Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(SPI)> Protocol Signal > CS > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:SPI:NCSThreshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:SPI:NCSThreshold? 
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3.6.11  :DECode:BUS<n>:UART Commands 

3.6.11.1 :DECode:BUS<n>:UART:BAUD 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:BAUD <parameter>  {,<value>} 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:BAUD? 

説明 UARTプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( 600bps | 1200bps | 2400bps | 4800bps | 9600bps | 19200bps | 
38400bps | 57600bps | 115200bps | CUSTom) 

<value>:=ボーレート。300～20000000までの整数。Custom選択時に指定 

戻り値の例 9600bps 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(UART)> Protocol Config > Baud 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:BAUD 9600bps 

クエリ :DECode:BUS1:UART:BAUD? 

3.6.11.2 :DECode:BUS<n>:UART:BITorder 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:BITorder <parameter 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:BITorder? 

説明 UARTプロトコル設定：ビット順の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(LSB | MSB) 

LSB：下位ビット順 

MSB：上位ビット順 

戻り値の例 LSB 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(UART)>Protocol Config > Bit Order 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:BITorder LSB 

クエリ :DECode:BUS1:UART:BITorder? 

3.6.11.3 :DECode:BUS<n>:UART:DLENgth 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:DLENgth <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:DLENgth? 

説明 UARTプロトコル設定：データ長の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=データ長。５～8までの整数 

戻り値の例 8 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(UART)> Protocol Config > Data Length 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:DLENgth 8 

クエリ :DECode:BUS1:UART:DLENgth? 

3.6.11.4 :DECode:BUS<n>:UART:IDLE 
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コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:IDLE <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:IDLE? 

説明 UARTプロトコル設定：アイドル状態のレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(LOW | HIGH} 

LOW:ロー側がアイドル 

HIGH：ハイ側がアイドル 

戻り値の例 LOW 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(UART)> Protocol Config > Idel Level 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:IDLE LOW 

クエリ :DECode:BUS1:UART:IDLE? 

3.6.11.5 :DECode:BUS<n>:UART:PARity 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:PARity <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:PARity? 

説明 UARTプロトコル設定：パリティビットの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(NONE | ODD | EVEN | MARK | SPACe) 

NONE:なし 

ODD：奇数 

EVEN：偶数 

MARK：マーク。常に論理的に１ 

SPACe：スペース。常に論理的に０ 

戻り値の例 ODD 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(UART)> Protocol Config > Parity Check 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:PARity EVEN 

クエリ :DECode:BUS1:UART:PARity? 

3.6.11.6 :DECode:BUS<n>:UART:RXSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:RXSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:RXSource? 

説明 UART信号設定：RX信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(UART)> Protocol Signal > RX 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:RXSource C2 

クエリ :DECode:BUS1:UART:RXSource? 
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3.6.11.7 :DECode:BUS<n>:UART:RXThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:RXThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:RXThreshold? 

説明 UART信号設定：RX信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5E+0 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(UART)> Protocol Signal >Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:RXThreshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:UART:RXThreshold? 

3.6.11.8 :DECode:BUS<n>:UART:STOP 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:STOP <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:STOP? 

説明 UARTプロトコル設定：ストップビットの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( 1 | 1.5 | 2)  ストップビット 

戻り値の例 1 

オシロ上のメニュー Decodeボタン >Protocol Config > Stop Bit 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:STOP 1 

クエリ :DECode:BUS1:UART:STOP? 

3.6.11.9 :DECode:BUS<n>:UART:TXSOURCE 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:TXSOURCE <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:TXSOURCE? 

説明 UART信号設定：TX信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(UART)> Protocol Signal > TX 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:TXSOURCE C2 

クエリ :DECode:BUS1:UART:TXSOURCE? 

3.6.11.10 :DECode:BUS<n>:UART:TXTHRESHOLD 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:UART:TXTHRESHOLD <parameter>  
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クエリ構文 :DECode:BUS<n>:UART:TXTHRESHOLD? 

説明 UART信号設定：TX信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5E+0 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(UART)> Protocol Signal > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:UART:TXTHRESHOLD 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:UART:TXTHRESHOLD? 
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3.6.12  :DECode:BUS<n>:CAN Commands 

3.6.12.1 :DECode:BUS<n>:CAN:BAUD 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:CAN:BAUD <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:CAN:BAUD? 

説明 CANプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(5kbps | 10kbps | 20kbps | 50kbps | 100kbps | 125kbps | 
250kbps | 500kbps | 800kbps | 1Mbps | CUSTom ,<value>) 

<value>:=ボーレート。5000～1000000までの整数 Customを選択時に指定 

戻り値の例 10kbps 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(CAN)> Protocol Config > Nominal Baud 

例 設定 :DECode:BUS1:CAN:BAUD 50kBps 

クエリ :DECode:BUS1:CAN:BAUD? 

3.6.12.2 :DECode:BUS<n>:CAN:SOURce 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:CAN:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:CAN:SOURce? 

説明 CAN信号設定：CAN信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(CAN)> Protocol Signal > Source 

例 設定 :DECode:BUS1:CAN:SOURce C1 

クエリ :DECode:BUS1:CAN:SOURce? 

3.6.12.3 :DECode:BUS<n>:CAN:THReshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:CAN:THReshold  <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:CAN:THReshold? 

説明 CAN信号設定：CAN信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+0 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(CAN)> Protocol Signal > Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:CAN:THReshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:CAN:THReshold? 
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3.6.13 :DECode:BUS<n>:LIN Commands 

3.6.13.1 :DECode:BUS<n>:LIN:BAUD 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:LIN:BAUD <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:LIN:BAUD? 

説明 LINプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(600bps | 1200bps | 2400bps | 4800bps | 9600bps | 19200bps | 
CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。300～20000000までの整数。Custom選択時に指定 

戻り値の例 9600bps 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(LIN)> Protocol Config > Baud 

例 設定 :DECode:BUS1:LIN:BAUD 9600bps 

クエリ :DECode:BUS1:LIN:BAUD? 

3.6.13.2 :DECode:BUS<n>:LIN:SOURce 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:LIN:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:LIN:SOURce? 

説明 LIN信号設定：LIN信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(LIN)>Protocol Signal>Source 

例 設定 :DECode:BUS1:LIN:SOURce C1 

クエリ :DECode:BUS1:LIN:SOURce? 

3.6.12.3 :DECode:BUS<n>:LIN:THReshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:LIN:THReshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:LIN:THReshold? 

説明 LIN信号設定：LIN信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびク

エリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.0E+0 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(LIN)> Protocol Signal>Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:LIN:THReshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:LIN:THReshold? 
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3.6.14  :DECode:BUS<n>:FLEXray Commands 

3.6.14.1 :DECode:BUS<n>:FLEXray:BAUD 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:FLEXray:BAUD  <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:FLEXray:BAUD? 

説明 FlexRayプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( 2500kbps | 5Mbps | 10Mbps | CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。1000000～20000000までの整数。Custom選択時に指

定 

戻り値の例 5Mbps 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(Flexray)>Protocol Config> Baud 

例 設定 :DECode:BUS1:FLEXray:BAUD 5Mbps 

クエリ :DECode:BUS1:FLEXray:BAUD? 

3.6.14.2 :DECode:BUS<n>:FLEXray:SOURce 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:FLEXray:SOURce  <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:FLEXray:SOURce? 

説明 FlexRay信号設定：FlexRay信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(Flexray)>Protocol Signal> Source 

例 設定 :DECode:BUS1:FLEXray:SOURce C2 

クエリ :DECode:BUS1:FLEXray:SOURce? 

3.6.14.3 :DECode:BUS<n>:FLEXray:THReshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:FLEXray:THReshold  <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:FLEXray:THReshold? 

説明 FlexRay信号設定：FlexRay信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定

およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.2E+0 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(Flexray)> Protocol Signal>Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:FLEXray:THReshold 1 

クエリ :DECode:BUS1:FLEXray:THReshold? 
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3.6.15 :DECode:BUS<n>:CANFd Commands 

3.6.15.1 :DECode:BUS<n>:CANFd:BAUDData 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:BAUDData <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:BAUDData? 

説明 CANFDプロトコル設定：データボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(500kbps | 1Mbps | 2Mbps | 5Mbps | 8Mbps | 10Mbps | 
CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。100000～10000000までの整数。Custom選択時に指定 

戻り値の例 1Mbps 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(CANFD)> Protocol Config>Data Baud 

例 設定 :DECode:BUS1:CANFd:BAUDData 1Mbps 

クエリ :DECode:BUS1:CANFd:BAUDData? 

3.6.15.2 :DECode:BUS<n>:CANFd:BAUDNominal 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:BAUDNominal <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:BAUDNominal? 

説明 CANFDプロトコル設定：ノミナルボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(25kbps | 50kbps | 100kbps | 250kbps | 1Mbps | 
CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート 10000～1000000までの整数。Custom選択時に指定 

戻り値の例 50kbps 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(CANFD)> Protocol Config>Nominal Baud 

例 設定 :DECode:BUS1:CANFd:BAUDNominal 50kbps 

クエリ :DECode:BUS1:CANFd:BAUDNominal? 

3.6.15.3 :DECode:BUS<n>:CANFd:SOURce 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:SOURce? 

説明 CANFD信号設定：CANFD信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(CANFD)> Protocol Signal> Source 

例 設定 :DECode:BUS1:CANFd:SOURce C2 

クエリ :DECode:BUS1:CANFd:SOURce? 
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3.6.15.4 :DECode:BUS<n>:CANFd:THReshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:THReshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:CANFd:THReshold? 

説明 CANFD信号設定：CANFD信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定

およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5E+0 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(CANFD)> Protocol Signal>Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:CANFd:THReshold 1.5 

クエリ :DECode:BUS1:CANFd:THReshold? 
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3.6.16 :DECode:BUS<n>:IIS Commands 

3.6.16.1 :DECode:BUS<n>:IIS:ANNotate 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:ANNotate <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:ANNotate? 

説明 I2Sデコード設定：デコードする I2Sのチャンネルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( ALL | LEFT | RIGHt) 

ALL:全て 

LEFT：左チャンネルのみ 

RIGHt：右チャンネルのみ 

戻り値の例 ALL 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Config>Annotete 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:ANNotate ALL 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:ANNotate? 

3.6.16.2 :DECode:BUS<n>:IIS:AVARiant 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:AVARiant <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:AVARiant? 

説明 I2Sプロトコル設定：フォーマットの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(I2S |LJ | RJ) 

I2S：I2S  

LJ: 左詰め 

RJ: 右詰め 

戻り値の例 I2S 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Config>Audio variant 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:AVARiant I2S 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:AVARiant? 

3.6.16.3 :DECode:BUS<n>:IIS:BCLKSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:BCLKSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:BCLKSource? 

説明 I2S信号設定：クロック信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(IIS)>Protocol Signal>BCLK 
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例 設定 :DECode:BUS1:IIS:BCLKSource C1 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:BCLKSource? 

3.6.16.4 :DECode:BUS<n>:IIS:BCLKThreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:BCLKThreshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:BCLKThreshold? 

説明 I2S信号設定：クロック信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およ

びクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.73E-01 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Signals>Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:BCLKThreshold 1.73E-01 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:BCLKThreshold? 

3.6.16.5 :DECode:BUS<n>:IIS:BITorder 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:BITorder <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:BITorder? 

説明 I2Sプロトコル設定：ビット順の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(LSB | MSB) 

LSB: 最下位ビットから開始 

MSB: 最上位ビットから開始 

戻り値の例 LSB 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Config>Bit Order 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:BITorder LSB 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:BITorder? 

3.6.16.6 :DECode:BUS<n>:IIS:DLENgth 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:DLENgth <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:DLENgth? 

説明 I2Sプロトコル設定：データ長の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=データ長。1～32までの整数 

戻り値の例 8 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Config>Dta Bits 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:DLENgth 8 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:DLENgth? 
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3.6.16.7 :DECode:BUS<n>:IIS:DSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:DSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:DSource? 

説明 I2S信号設定：データ信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Signals>Data 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:DSource C2 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:DSource? 

3.6.16.8 :DECode:BUS<n>:IIS:DTHReshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:DTHReshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:DTHReshold? 

説明 I2S信号設定：データ信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.73E-01 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Signals>Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:DTHReshold 1.73E-01 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:DTHReshold? 

3.6.16.9 :DECode:BUS<n>:IIS:LATChedge 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:LATChedge <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:LATChedge? 

説明 I2Sプロトコル設定：クロック信号のサンプリングタイミングの設定およびク

エリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=(RISing |FALLing) 

RISing: 立ち上がりエッジ 

FALLing: 立ち下がりエッジ 

戻り値の例 RISing 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(IIS)>Protocol Signal>Edge Select 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:LATChedge RISing 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:LATChedge? 
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3.6.16.10 :DECode:BUS<n>:IIS:LCH 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:LCH <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:LCH? 

説明 I2Sプロトコル設定：左チャンネルを示す WS信号のレベルの設定およびクエ

リ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=( LOW | HIGH) 

LOW: ロー側が左チャンネル 

HIGH: ハイ側が左チャンネル 

戻り値の例 LOW 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Signal> Left CH 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:LCH LOW 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:LCH? 

3.6.16.11 :DECode:BUS<n>:IIS:SBIT 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:SBIT <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:SBIT? 

説明 I2Sプロトコル設定：データの開始ビットの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> :=ビット数。1～31までの整数 

戻り値の例 0 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(IIS)>Protocol Config>Start Bit 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:SBIT 0 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:SBIT? 

3.6.16.12 :DECode:BUS<n>:IIS:WSSource 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:WSSource <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:WSSource? 

説明 I2S信号設定：WS信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C3 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(IIS)>Protocol Signals>WS 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:WSSource C3 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:WSSource? 

3.6.16.13 :DECode:BUS<n>:IIS:WSTHreshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:IIS:WSTHreshold <parameter>  
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クエリ構文 :DECode:BUS<n>:IIS:WSTHreshold? 

説明 I2S信号設定：WS信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびク

エリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 2.20E-01 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(IIS)>Protocol Signals> Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:IIS:WSTHreshold 2.20E-01 

クエリ :DECode:BUS1:IIS:WSTHreshold? 
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3.6.17 :DECode:BUS<n>:M1553 Commands 

3.6.17.1 :DECode:BUS<n>:M1553:LTHReshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:M1553:LTHReshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:M1553:LTHReshold? 

説明 M1553信号設定：M1553信号の Low側の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベ

ルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 2.20E-01 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(M1553)> Protocol Signals> Lower Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:M1553:LTHReshold 2.20E-01 

クエリ :DECode:BUS1:M1553:LTHReshold? 

3.6.17.2 :DECode:BUS<n>:M1553:SOURce 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:M1553:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:M1553:SOURce? 

説明 M1553信号設定：M1553信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := C<x> 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Decode ボタン(M1553)>Protocol Signals> Source 

例 設定 :DECode:BUS1:M1553:SOURce C1 

クエリ :DECode:BUS1:M1553:SOURce? 

3.6.17.3 :DECode:BUS<n>:M1553:UTHReshold 

コマンド構文 :DECode:BUS<n>:M1553:UTHReshold <parameter>  

クエリ構文 :DECode:BUS<n>:M1553:UTHReshold? 

説明 M1553信号設定：M1553信号の Hi側の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベル

の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デコード Bus番号 

<parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 7.20E-01 

オシロ上のメニュー Decodeボタン(M1553)>Protocol Signals> Upper Threshold 

例 設定 :DECode:BUS1:M1553:UTHReshold 2.20E-01 

クエリ :DECode:BUS1:M1553:UTHReshold? 
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3.7 デジタル 

設定に関する主なコマンド 

3.7.1 :DIGital…デジタルチャンネルを有効 

3.7.8 :DIGital:D<n>…各デジタルラインの表示/非表示の設定 

3.7.15 :DIGital:THReshold<n>…Hi/Lowを判定する閾値レベルの指定 

3.7.4 :DIGital:BUS<n>:DISPlay…デジタルバスの表示/非表示の設定 

3.7.6 :DIGital:BUS<n>:MAP…デジタルバスの選択 

3.7.5 :DIGital:BUS<n>:FORMat…デジタルバスの表示形式の設定 

サンプリングの情報に関する主なコマンド 

3.7.11 :DIGital:POINts…サンプリングポイント数のクエリ 

3.7.14 :DIGital:SRATe…サンプリング速度のクエリ 

 

3.7.1 :DIGital 

コマンド構文 :DIGital  <parameter>  

クエリ構文 :DIGital? 

説明 デジタルチャンネルの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Digitalボタン>Digital 

例 設定 :DIGital ON 

クエリ :DIGital? 

3.7.2 :DIGital:ACTive 

コマンド構文 :DIGital:ACTive <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:ACTive? 

説明 選択状態のデジタルチャンネルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( D<m>) 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 D0 

例 設定 :DIGital:ACTive D0 

クエリ :DIGital:ACTive? 

3.7.3 :DIGital:BUS<n>:DEFault 
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コマンド構文 :DIGital:BUS<n>:DEFault 

説明 デフォルト状態に戻すアクション 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デジタル Bus番号 

オシロ上のメニュー Digitalボタン >Reset Data 

例 アクション :DIGital:BUS1:DEFault 

3.7.4 :DIGital:BUS<n>:DISPlay 

コマンド構文 :DIGital:BUS<n>:DISPlay <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:BUS<n>:DISPlay? 

説明 バス表示の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デジタル Bus番号 

<parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Digitalボタン>Bus>Display 

例 設定 :DIGital:BUS1:DISPlay ON 

クエリ :DIGital:BUS1:DISPlay? 

3.7.5 :DIGital:BUS<n>:FORMat 

コマンド構文 :DIGital:BUS<n>:FORMat <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:BUS<n>:FORMat? 

説明 バスのデータ表示形式の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デジタル Bus番号 

<parameter> :=(BINary | DECimal | HEX | ASCii) 

BINary: バイナリ 

DECimal: 10進数 

HEX: 16進数 

ASCii: アスキー文字 

戻り値の例 BINary 

オシロ上のメニュー Digitalボタン >Bus>Data Format 

例 設定 :DIGital:BUS1:FORMat BINary 

クエリ :DIGital:BUS1:FORMat? 

3.7.6 :DIGital:BUS<n>:MAP 

コマンド構文 :DIGital:BUS<n>:MAP <source> {,<source>...} 

クエリ構文 :DIGital:BUS<n>:MAP? 

説明 デジタルバスに含まれるデジタルラインの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デジタル Bus番号 

<source> := ( D<m>) 
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<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 

オシロ上のメニュー Digitalボタン>Bus>Data 

例 設定 :DIGital:BUS1:MAP D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 

クエリ :DIGital:BUS1:MAP? 

3.7.8 :DIGital:D<n> 

コマンド構文 :DIGital:D<n> <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:D<n>? 

説明 デジタルラインの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

<parameter> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Digitalボタン >Channel 

例 設定 :DIGital:D3 ON 

クエリ :DIGital:D3? 

 

3.7.9 :DIGital:HEIGht 

コマンド構文 :DIGital:HEIGht <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:HEIGht? 

説明 デジタルラインの表示エリアの大きさの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) デジタル Bus番号 

<parameter> :=4～8までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 8.00E+00 

例 設定 :DIGital:HEIGht 5.4 

クエリ :DIGital:HEIGht? 

3.7.10 :DIGital:LABel<n> 

コマンド構文 :DIGital:LABel<n> <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:LABel<n>? 

説明 ラベルの文字の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 ～ 15) デジタルライン番号 

<parameter> :=”アスキー文字列” 

戻り値の例 "CUST[1]" 

オシロ上のメニュー Digital ボタン> Channel 

例 設定 :DIGital:LABel1 “IIS” 
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クエリ :DIGital:LABel1? 

3.7.11 :DIGital:POINts 

クエリ構文 :DIGital:POINts? 

説明 デジタルのサンプリングポイント数を返すクエリ 

戻り値の例 2.50E+06 

例 クエリ :DIGital:POINts? 

3.7.12 :DIGital:POSition 

コマンド構文 :DIGital:POSition <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:POSition? 

説明 デジタルラインの表示位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 上から Div単位で小数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.25E+00 

例 設定 :DIGital:POSition 1.25 

クエリ :DIGital:POSition? 

3.7.13 :DIGital:SKEW 

コマンド構文 :DIGital:SKEW <parameter>  

クエリ構文 :DIGital:SKEW? 

説明 デスキューの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 8.00E-11 

オシロ上のメニュー Digitalボタン>Deskew 

例 設定 :DIGital:SKEW 8.0E-11 

クエリ :DIGital:SKEW? 

3.7.14 :DIGital:SRATe 

クエリ構文 :DIGital:SRATe? 

説明 サンプリングレートのクエリ 

戻り値の例 1.25E+09 

例 クエリ :DIGital:SRATe? 

3.7.15 :DIGital:THReshold<n> 

コマンド構文 :DIGital:THReshold<n> <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :DIGital:THReshold<n>? 

説明 トリガレベルの設定およびクエリ 
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パラメータ <n>:=(1 | 2)  
 1:  D0 - D7 
2: D15 - D8 

<parameter> :=( TTL | CMOS | LVCMOS33 | LVCMOS25 | CUSTom ,<value>) 

<value>:=-電圧値。10 ～+10までの小数点を含む数値。Custom選択時に指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 TTL 

オシロ上のメニュー Digitalボタン>Logic Setting 

例 設定 :DIGital:THReshold1 TTL 

クエリ :DIGital:THReshold1? 
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3.8 ディスプレイ 

ディスプレイの輝度やパーシスタンスを設定します。 

3.8.1 :DISPlay:BACKlight 

コマンド構文 :DISPlay:BACKlight<parameter>  

クエリ構文 :DISPlay:BACKlight? 

説明 バックライトをパーセントで設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=パーセント。0～100までの整数 

戻り値の例 89 

オシロ上のメニュー Displayボタン>Backlight 

例 設定 :DISPlay:BACKlight 80 

クエリ :DISPlay:BACKlight? 

 

3.8.2 :DISPlay:CLEar 

コマンド構文 :DISPlay:CLEar <parameter>  

説明 ディスプレイの表示をクリアするアクション 

オシロ上のメニュー Displayボタン> Clear Display 

例 アクション :DISPlay:CLEar 

3.8.3 :DISPlay:COLor 

コマンド構文 :DISPlay:COLor <parameter>  

クエリ構文 :DISPlay:COLor? 

説明 波形の表示を色温度/単色に設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(ON | OFF) 

ON: 色温度 

OFF: 単色 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Displayボタン> Color Grade 

例 設定 :DISPlay:COLor OFF 

クエリ :DISPlay:COLor? 

3.8.4 :DISPlay:GRATicule 

コマンド構文 :DISPlay:GRATicule <parameter>  

クエリ構文 :DISPlay:GRATicule? 

説明 グリッドの明るさの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=パーセント。1～100までの整数 

戻り値の例 30 
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オシロ上のメニュー Displayボタン >Graticule 

例 設定 :DISPlay:GRATicule 30 

クエリ :DISPlay:GRATicule? 

3.8.5 :DISPlay:INTensity 

コマンド構文 :DISPlay:INTensity <parameter>  

クエリ構文 :DISPlay:INTensity? 

説明 輝度をパーセントで設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := パーセント。1～100までの整数 

戻り値の例 50 

オシロ上のメニュー Display ボタン>Intensity 

例 設定 :DISPlay:INTensity 50 

クエリ :DISPlay:INTensity? 

3.8.6 :DISPlay:PERSistence 

コマンド構文 :DISPlay:PERSistence <parameter>  

クエリ構文 :DISPlay:PERSistence? 

説明 パーシスタンス時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( OFF|INFinite|1S|5S|10S|30S) 

パーシスタンス時間を指定 

戻り値の例 5S 

オシロ上のメニュー Displayボタン>Persistance 

例 設定 :DISPlay:PERSistence 5S 

クエリ :DISPlay:PERSistence? 

3.8.7 :DISPlay:TYPE 

コマンド構文 :DISPlay:TYPE <parameter>  

クエリ構文 :DISPlay:TYPE? 

説明 サンプル間の表示の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(VECTor | DOT) 

VECTor: サンプル点間を線で表示 

DOT: サンプル点のみ 

戻り値の例 VECTor 

オシロ上のメニュー Displayボタン >Type 

例 設定 :DISPlay:TYPE VECTor 

クエリ :DISPlay:TYPE? 
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3.9 演算 

設定に関する主なコマンド 

3.9.1 :FUNCtion<n>…演算を有効 

3.9.25 :FUNCtion<n>:OPERation…演算タイプの選択 

3.9.28 :FUNCtion<n>:SOURce1…ソース波形の選択 

3.9.29 :FUNCtion<n>:SOURce2…ソース波形の選択 

3.9.27 :FUNCtion<n>:SCALe…スケールの設定 

3.9.1 :FUNCtion<n> 

コマンド構文 :FUNCtion<n> <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>? 

説明 演算トレースの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Operation 

例 設定 :FUNCtion1 ON 

クエリ :FUNCtion1? 

3.9.2 :FUNCtion:INTGate 

コマンド構文 :FUNCtion:INTGate <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion:INTGate? 

説明 積分演算時のゲート機能の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 OFF 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Gate>Gate 

例 設定 :FUNCtion:INTGate OFF 

クエリ :FUNCtion:INTGate? 

3.9.3 :FUNCtion:INTGate:GA 

コマンド構文 :FUNCtion:INTGate:GA <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion:INTGate:GA? 

説明 積分演算時のゲート機能で左側のゲート位置の設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := ゲート位置の時間。小数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 4.40E-05 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Gate>Gate A 

例 設定 :FUNCtion:INTGate:GA -2.0E-3 

クエリ :FUNCtion:INTGate:GA? 

3.9.4 :FUNCtion:INTGate:GB 

コマンド構文 :FUNCtion:INTGate:GB <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion:INTGate:GB? 

説明 積分演算時のゲート機能で右側のゲート位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := ゲート位置の時間。小数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 8.44E-04 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Gate＞Gate B 

例 設定 :FUNCtion:INTGate:GB 2.0E-3 

クエリ :FUNCtion:INTGate:GB? 

3.9.5 :FUNCtion<n>:DIFF:DX 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:DIFF:DX <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:DIFF:DX? 

説明 微分演算の dxの値の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=サンプル数。2～20までの整数 

戻り値の例 4 

オシロ上のメニュー MATHボタン(DIFF)>Dx 

例 設定 :FUNCtion1:DIFF:DX 4 

クエリ :FUNCtion1:DIFF:DX? 

3.9.6 :FUNCtion:FFTDisplay 

コマンド構文 :FUNCtion:FFTDisplay <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion:FFTDisplay? 

説明 FFT表示の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( SPLit | FULL | EXCLusive) 

SPLit：時間波形と FFT波形の２つの領域を分けて表示 

FULL：時間波形の上に FFT波形を表示 

EXCLusive：FFT波形のみ 

戻り値の例 SPLit 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Config>Display 
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例 設定 :FUNCtion:FFTDisplay FULL 

クエリ :FUNCtion:FFTDisplay? 

3.9.7 :FUNCtion<n>:FFT:AUToset 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:AUToset 

説明 自動的にスケールを設定するアクション 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Config>AutoSet 

例 アクション :FUNCtion1:FFT:AUToset 

3.9.8 :FUNCtion<n>:FFT:HCENter 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:HCENter <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:HCENter? 

説明 中心周波数の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=周波数。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 6.25E+08 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Horizontal>Center 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:HCENter 6.25E+08 

クエリ :FUNCtion1:FFT:HCENter? 

3.9.9 :FUNCtion<n>:FFT:HSCale 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:HSCale <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:HSCale? 

説明 周波数軸のスケール(スパン)の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := 周波数。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 6.25E+07 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Horizontal>Span 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:HSCale 6.25E+07 

クエリ :FUNCtion1:FFT:HSCale? 

3.9.10 :FUNCtion<n>:FFT:LOAD 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:LOAD <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:LOAD? 

説明 垂直軸で単位を dBmにした場合に計算に必要な負荷の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := インピーダンス。1～1000000までの整数 
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戻り値の例 50 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Vertical>Ext Load 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:LOAD 50 

クエリ :FUNCtion1:FFT:LOAD? 

3.9.11 :FUNCtion<n>:FFT:MODE 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:MODE <parameter> {,<num>} 

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:MODE? 

説明 FFTモードの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=( NORMal | MAXHold | AVERage,<num>) 

NORMal：通常 

MAXHold：最大値を更新 

AVERage：平均値。<num>にアベレージ数を入力 

<num>:=アベレージ数。4～1024までの整数。Average選択時に指定 

戻り値の例 NORMal 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Config>FFT Mode 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:MODE NORMal 

クエリ :FUNCtion1:FFT:MODE? 

3.9.12 :FUNCtion<n>:FFT:POINts 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:POINts <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:POINts? 

説明 FFTに使用する最大サンプル数の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=(2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 64k | 128k | 256k | 512k | 1M | 2M) 

戻り値の例 2M 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Config>Max Points 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:POINts 2M 

クエリ :FUNCtion1:FFT:POINts? 

3.9.13 :FUNCtion<n>:FFT:RESET 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:RESET  

説明 FFTモードがノーマル以外のときに、波形データをクリアするアクション 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Config>Average Reset 

例 アクション :FUNCtion1:FFT:RESET 

3.9.14 :FUNCtion<n>:FFT:RLEVel 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:RLEVel  <parameter>  
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クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:RLEVel? 

説明 FFTのリファレンスレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := 垂直レベル。数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.43E+01 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Vertical>Ref Level 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:RLEVel 1.43E+01 

クエリ :FUNCtion1:FFT:RLEVel? 

3.9.15 :FUNCtion<n>:FFT:SCALe 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:SCALe <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:SCALe? 

説明 FFTの垂直軸スケールの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := 垂直スケール。数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 2.00E+01 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Vertical>Scale 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:SCALe 2.00E+01 

クエリ :FUNCtion1:FFT:SCALe? 

3.9.16 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch? 

説明 FFTツールの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=( OFF | PEAK | MARKer) 

OFF：無効 

PEAK：ピークサーチ 

MARKer:マーカー 

戻り値の例 MARKer 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Tools>Type 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:SEARch MARKer 

クエリ :FUNCtion1:FFT:SEARch? 

3.9.17 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch:EXCursion 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch:EXCursion <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch:EXCursion? 

説明 FFTのピーク検索の Search Excusion条件の設定およびクエリ 
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パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := 数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.33E+01 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Tools>Search Excursion 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:SEARch:EXCursion 1.33E+01 

クエリ :FUNCtion1:FFT:SEARch:EXCursion? 

3.9.18 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch:THReshold 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch:THReshold <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:SEARch:THReshold? 

説明 FFTのピーク検索の Search Threshold条件の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := 垂直レベル。数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 -1.47E+02 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Tool>Search Threshold 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:SEARch:THReshold -1.47E+02 

クエリ :FUNCtion1:FFT:SEARch:THReshold? 

3.9.19 :FUNCtion<n>:FFT:UNIT 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:UNIT <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:UNIT? 

説明 FFTの垂直軸のスケールの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=( DBVrms | Vrms | DBm) 

戻り値の例 DBm 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Vertical>Unit 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:UNIT DBm 

クエリ :FUNCtion1:FFT:UNIT? 

3.9.20 :FUNCtion<n>:FFT:WINDow 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:FFT:WINDow <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:FFT:WINDow? 

説明 FFTの窓関数の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=( RECTangle | BLACkman | HANNing | HAMMing | FLATtop) 

戻り値の例 HANNing 

オシロ上のメニュー MATHボタン(FFT)>Config＞Window 

例 設定 :FUNCtion1:FFT:WINDow HANNing 
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クエリ :FUNCtion1:FFT:WINDow? 

3.9.21 :FUNCtion<n>:INTegrate:OFFSet 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:INTegrate:OFFSet <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:INTegrate:OFFSet? 

説明 積分演算のオフセットの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := オフセット電圧値。数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 3.00E-02 

オシロ上のメニュー MATHボタン(Integer)>Offset 

例 設定 :FUNCtion1:INTegrate:OFFSet 3.00E-02 

クエリ :FUNCtion1:INTegrate:OFFSet? 

3.9.22 :FUNCtion<n>:INVert 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:INVert <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:INVert? 

説明 四則演算(＋－×÷)で有効な反転機能の有効/無効 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Invert 

例 設定 :FUNCtion1:INVert ON 

クエリ :FUNCtion1:INVert? 

3.9.23 :FUNCtion<n>:LABel 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:LABel <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:LABel? 

説明 ラベル表示の有効/無効 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー MATHボタン>LABEL>Display 

例 設定 :FUNCtion1:LABel ON 

クエリ :FUNCtion1:LABel? 
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3.9.24 :FUNCtion<n>:LABel:TEXT 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:LABel:TEXT <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:LABel:TEXT? 

説明 ラベル表示用のテキストの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=”文字列” 

戻り値の例 "F1" 

オシロ上のメニュー MATHボタン>LABEL>Label Text 

例 設定 :FUNCtion1:LABel:TEXT “Test1” 

クエリ :FUNCtion1:LABel:TEXT? 

3.9.25 :FUNCtion<n>:OPERation 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:OPERation <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:OPERation? 

説明 演算の種類の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=( ADD | SUBTract | MULTiply | DIVision | INTegrate | DIFF | FFT 
| SQRT | ERES | AVERage) 

戻り値の例 ADD 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Function 

例 設定 :FUNCtion1:OPERation ADD 

クエリ :FUNCtion1:OPERation? 

3.9.26 :FUNCtion<n>:POSition 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:POSition <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:POSition? 

説明 垂直オフセットの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := オフセット電圧値。小数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 -3.33E-03 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Position 

例 設定 :FUNCtion1:POSition -3.33E-03 

クエリ :FUNCtion1:POSition? 

3.9.27 :FUNCtion<n>:SCALe 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:SCALe <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:SCALe? 

説明 垂直スケールの設定およびクエリ 
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パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := スケールの電圧値。小数点を含む数値で指定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 2.00E-01 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Scale 

例 設定 :FUNCtion1:SCALe 2.00E-01 

クエリ :FUNCtion1:SCALe? 

3.9.28 :FUNCtion<n>:SOURce1 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:SOURce1 <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:SOURce1? 

説明 演算のソース A波形の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> :=( C<x> | Z<y> | F<z>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<y>:=ズーム番号。1~4までの整数 

<z>:=ファンクション番号。1~2までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Function内 SourceA 

例 設定 :FUNCtion1:SOURce1 C1 

クエリ :FUNCtion1:SOURce1? 

3.9.29 :FUNCtion<n>:SOURce2 

コマンド構文 :FUNCtion<n>:SOURce2 <parameter>  

クエリ構文 :FUNCtion<n>:SOURce2? 

説明 演算のソース B波形の設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 | 2) Math Function番号 

<parameter> := ( C<x> | Z<y> | F<z>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<y>:=ズーム番号。1~4までの整数 

<z>:=ファンクション番号。1~2までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー MATHボタン>Function内 SourceB 

例 設定 :FUNCtion1:SOURce2 C2 

クエリ :FUNCtion1:SOURce2? 
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3.10 ヒストリ 

3.10.1 :HISTORy 

コマンド構文 :HISTORy <parameter>  

クエリ構文 :HISTORy? 

説明 ヒストリ機能の有効/無効 

パラメータ <parameter> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー HISTORYボタン>History 

例 設定 :HISTORy ON 

クエリ :HISTORy? 

3.10.2 :HISTORy:FRAMe 

コマンド構文 :HISTORy:FRAMe <parameter>  

クエリ構文 :HISTORy:FRAMe? 

説明 アクティブにするフレームの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=フレームインデックス。整数で指定 

1～ヒストリで捕捉されている最大フレームまで 

戻り値の例 8108 

オシロ上のメニュー HISTORYボタン >Fream No. 

例 設定 :HISTORy:FRAMe 25 

クエリ :HISTORy:FRAMe? 

3.10.3 :HISTORy:INTERval 

コマンド構文 :HISTORy:INTERval <parameter>  

クエリ構文 :HISTORy:INTERval? 

説明 再生時のフレームの移動時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := インターバル時間。1.00E-06～1までの小数点を含む数値で指

定 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1e-06 

オシロ上のメニュー HISTORYボタン >Interval Time 

例 設定 :HISTORy:INTERval 1e-06 

クエリ :HISTORy:INTERval? 

3.10.4 :HISTORy:LIST 
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コマンド構文 :HISTORy:LIST <parameter> {,<type>} 

クエリ構文 :HISTORy:LIST? 

説明 テーブル表示の ON/OFFとタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( OFF | ON,<type>) 

<type>:= (TIME | DELTa) ON選択時に指定 

戻り値の例 ON,TIME 

オシロ上のメニュー HISTORY ボタン>LIST 

例 設定 :HISTORy:LIST ON,TIME 

クエリ :HISTORy:LIST? 

3.10.5 :HISTORy:PLAY 

コマンド構文 :HISTORy:PLAY <parameter>  

クエリ構文 :HISTORy:PLAY? 

説明 再生の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( BACKWards | PAUSe | FORWards) 

戻り値の例 FORWards 

オシロ上のメニュー HISTORY ボタン> 各再生停止ボタン 

例 設定 :HISTORy:PLAY FORWards 

クエリ :HISTORy:PLAY? 

3.10.6  :HISTORy:TIME 

クエリ構文 :HISTORy:TIME? 

説明 選択されているフレームの時間をクエリ 

戻り値の例 08: 45: 43. 496309 

例 クエリ :HISTORy:TIME? 
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3.11 計測パラメータ 

設定に関する主なコマンド 

3.11.1 :MEASure…計測パラメータを有効 

3.11.17 :MEASure:MODE…シンプル/アドバンスモードの選択 

3.11.14 :MEASure:GATE…ゲートの有効/無効 

3.11.15 :MEASure:GATE:GA…ゲート Aの配置 

3.11.16 :MEASure:GATE:GB…ゲート Bの配置 

シンプルモードの主な設定 

3.11.19 :MEASure:SIMPle:SOURce…ソース波形を選択 

シンプルモードの計測結果の取得 

3.11.20 :MEASure:SIMPle:VALue…計測パラメータを指定して値を取得 

アドバンスモードの主な設定 

3.11.3 :MEASure:ADVanced:P<n>…計測パラメータの位置を指定して有効にする設定 

3.11.7 :MEASure:ADVanced:P<n>:TYPE…計測パラメータを選択 

3.11.4 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce1…ソース波形を選択 

3.11.5 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce2…ソース波形を選択 

アドバンスモードの計測結果の取得 

3.11.8 :MEASure:ADVanced:P<n>:VALue 

3.11.1 :MEASure 

コマンド構文 :MEASure<parameter>  

クエリ構文 :MEASure? 

説明 計測パラメータの有効/無効 

パラメータ <parameter> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン>Measure 

例 設定 :MEASure ON 

クエリ :MEASure? 

3.11.2 :MEASure:ADVanced:LINenumber 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:LINenumber <parameter>  
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クエリ構文 :MEASure:ADVanced:LINenumber? 

説明 Advance→M2ディスプレイモード選択時、M2モードで表示させる計測パラメ

ータの数を設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=表示数。1～12までの整数で指定 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Advanced) >Config>Display Limit 

例 設定 :MEASure:ADVanced:LINenumber 3 

クエリ :MEASure:ADVanced:LINenumber? 

3.11.3 :MEASure:ADVanced:P<n> 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:P<n> <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:P<n>? 

説明 アドバンスドモード時、各パラメータの有効/無効 

パラメータ <n>:=(1 - 12) 計測パラメータ番号 

<parameter> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

例 設定 :MEASure:ADVanced:P1 ON 

クエリ :MEASure:ADVanced:P1? 

3.11.4 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce1 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce1<parameter>  

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce1? 

説明 アドバンスドモードのソース波形 Aの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 - 12) 計測パラメータ番号 

<parameter> := (C<x> | Z<y> | F<z> | D<i> | ZD<m> | REFA | REFB | REFC | 
REFD) 

C<x>: チャンネル C1など 

Z<y>:ズームチャンネル Z1など 

F<y>: 演算波形 F1など 

D<i>: デジタルライン D1など 

REFA～REFD: 参照チャンネル 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Advanced)>Type内 Source 

例 設定 :MEASure:ADVanced:P1:SOURce1 C1 

クエリ :MEASure:ADVanced:P1:SOURce1? 

3.11.5 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce2 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce2 <parameter>  
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クエリ構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:SOURce2? 

説明 アドバンスドモードのソース波形 Bの設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 - 12) 計測パラメータ番号 

<parameter> := (C<x> | Z<y> | F<z> | D<i> | ZD<m> | REFA | REFB | REFC | 
REFD) 

C<x>: チャンネル C1など 

Z<y>:ズームチャンネル Z1など 

F<y>: 演算波形 F1など 

D<i>: デジタルライン D1など 

REFA～REFD: 参照チャンネル 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー MEASURE ボタン(Advanced)>Type内 Source 

例 設定 :MEASure:ADVanced:P1:SOURce2 C2 

クエリ :MEASure:ADVanced:P1:SOURce2? 

3.11.6 :MEASure:ADVanced:P<n>:STATistics 

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:STATistics? <parameter> 

説明 統計値表示の結果をクエリ。ALLを選択した場合は 1度にすべての結果がカン

マ区切りで返されます。 

パラメータ <n>:=(1 - 12) 計測パラメータ番号 

<parameter> :=(ALL | CURRent | MEAN | MAXimum | MINimum | STDev | 
COUNt) 

戻り値の例 1.33E+00,1.4653E+00,1.33E+00,4.67E+00,4.798E-01,4.420E+02 

例 クエリ :MEASure:ADVanced:P1:STATistics? ALL 

3.11.7 :MEASure:ADVanced:P<n>:TYPE 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:TYPE <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:TYPE? 

説明 アドバンスモードのパラメータを設定およびクエリ 

パラメータ <n>:=(1 - 12) 計測パラメータ番号 

<parameter> :=( PKPK | MAX | MIN | AMPL | TOP | BASE | LEVELX | CMEAN | 
MEAN | STDEV | VSTD | RMS | CRMS | MEDIAN | CMEDIAN | OVSN | FPRE | 
OVSP | RPRE | PER | FREQ | TMAX | TMIN | PWID | NWID | DUTY | NDUTY | 
WID | NBWID | DELAY | TIMEL | RISE | FALL | RISE20T80 | FALL80T20 | CCJ | 
PAREA | NAREA | AREA | ABSAREA | CYCLES | REDGES | FEDGES | 
EDGES | PPULSES | NPULSES | PHA | SKEW | FRR | FRF | FFR | FFF | LRR 
| LRF | LFR | LFF) 
 

戻り値の例 PKPK 

オシロ上のメニュー MEASURE ボタン(Advanced)>Type 

例 設定 :MEASure:ADVanced:P1:TYPE PKPK 

クエリ :MEASure:ADVanced:P1:TYPE? 

3.11.8 :MEASure:ADVanced:P<n>:VALue 
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クエリ構文 :MEASure:ADVanced:P<n>:VALue? 

説明 アドバンスモードの Valueの結果をクエリ 

パラメータ <n>:=(1 - 12) 計測パラメータ番号 

戻り値の例 1.67E+00 

例 クエリ :MEASure:ADVanced:P1:VALue? 

3.11.9 :MEASure:ADVanced:STATistics 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:STATistics <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:STATistics? 

説明 統計値の有効/無効 

パラメータ <parameter> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Advanced)>Statics 

例 設定 :MEASure:ADVanced:STATistics ON 

クエリ :MEASure:ADVanced:STATistics? 

3.11.10 :MEASure:ADVanced:STATistics:HISTOGram 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:STATistics:HISTOGram <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:STATistics:HISTOGram? 

説明 ヒストグラムの有効/無効 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Advanced)>Statics Setting>Histogram 

例 設定 :MEASure:ADVanced:STATistics:HISTOGram ON 

クエリ :MEASure:ADVanced:STATistics:HISTOGram? 

3.11.11 :MEASure:ADVanced:STATistics:MAXCount 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:STATistics:MAXCount <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:STATistics:MAXCount? 

説明 統計値の最大データ数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=データ数。1～1024までの整数 

戻り値の例 100 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Advanced)>Statics Config>Count Limit 

例 設定 :MEASure:ADVanced:STATistics:MAXCount 100 

クエリ :MEASure:ADVanced:STATistics:MAXCount? 
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3.11.12 :MEASure:ADVanced:STATistics:RESet 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:STATistics:RESet  

説明 統計値のリセットのアクション 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Advanced)>Statics Config>Reset Statics 

例 設定 :MEASure:ADVanced:STATistics:RESet 

3.11.13 :MEASure:ADVanced:STYLe 

コマンド構文 :MEASure:ADVanced:STYLe <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:ADVanced:STYLe? 

説明 アドバンスモードの表示形式を設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (M1 | M2) 

戻り値の例 M1 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Advanced)>Config>Display Mode 

例 設定 :MEASure:ADVanced:STYLe M1 

クエリ :MEASure:ADVanced:STYLe? 

3.11.14 :MEASure:GATE 

コマンド構文 :MEASure:GATE <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:GATE? 

説明 ゲート機能の有効/無効 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 OFF 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン >Config>Gate>Gate 

例 設定 :MEASure:GATE OFF 

クエリ :MEASure:GATE? 

3.11.15 :MEASure:GATE:GA 

コマンド構文 :MEASure:GATE:GA <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:GATE:GA? 

説明 ゲート機能の Gate Aの配置を設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 -2.00E-06 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン >Config>Gate>GateA 

例 設定 :MEASure:GATE:GA -2.00E-06 

クエリ :MEASure:GATE:GA? 

3.11.16 :MEASure:GATE:GB 



 

76 

 

コマンド構文 :MEASure:GATE:GB <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:GATE:GB? 

説明 ゲート機能の Gate Bの配置を設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 2.00E-06 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン>Config>Gate>GateB 

例 設定 :MEASure:GATE:GB 2.00E-06 

クエリ :MEASure:GATE:GB? 

3.11.17 :MEASure:MODE 

コマンド構文 :MEASure:MODE <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:MODE? 

説明 シンプル/アドバンスドモードの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(SIMPle | ADVanced) 
 

戻り値の例 ADVanced 

オシロ上のメニュー MEASURE ボタン>Mode 

例 設定 :MEASure:MODE ADVanced 

クエリ :MEASure:MODE? 

3.11.18 :MEASure:SIMPle:ITEM 

コマンド構文 :MEASure:SIMPle:ITEM <parameter> ,<state> 

説明 シンプルモードの各パラメータの有効/無効。新規の ONした場合、新規のパラ

メータは最後に追加 

パラメータ <parameter> := ( PKPK | MAX | MIN | AMPL | TOP | BASE | LEVELX | CMEAN 
| MEAN | STDEV | VSTD | RMS | CRMS | MEDIAN | CMEDIAN | OVSN | FPRE 
| OVSP | RPRE | PER | FREQ | TMAX | TMIN | PWID | NWID | DUTY | NDUTY 
| WID | NBWID | DELAY | TIMEL | RISE | FALL | RISE20T80 | FALL80T20 | CCJ 
| PAREA | NAREA | AREA | ABSAREA | CYCLES | REDGES | FEDGES | 
EDGES | PPULSES | NPULSES | PHA | SKEW | FRR | FRF | FFR | FFF | LRR 
| LRF | LFR | LFF) 

<state>:=(OFF | ON) ON：有効 OFF：無効 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Simple) >Type 

例 設定 :MEASure:SIMPle:ITEM PKPK,ON 

3.11.19 :MEASure:SIMPle:SOURce 

コマンド構文 :MEASure:SIMPle:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :MEASure:SIMPle:SOURce? 

説明 シンプルモードのソースの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | Z<y> | F<z> | D<i> | ZD<m> | REFA | REFB | REFC | 
REFD) 

C<x>: チャンネル C1など 
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Z<y>:ズームチャンネル Z1など 

F<y>: 演算波形 F1など 

D<i>: デジタルライン D1など 

REFA～REFD: 参照チャンネル 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー MEASUREボタン(Simple)>Type 

例 設定 :MEASure:SIMPle:SOURce C1 

クエリ :MEASure:SIMPle:SOURce? 

3.11.20 :MEASure:SIMPle:VALue 

クエリ構文 :MEASure:SIMPle:VALue? <parameter> 

説明 シンプルモードの Valueの結果をクエリ 

パラメータ <parameter> := ( PKPK | MAX | MIN | AMPL | TOP | BASE | LEVELX | CMEAN 
| MEAN | STDEV | VSTD | RMS | CRMS | MEDIAN | CMEDIAN | OVSN | FPRE 
| OVSP | RPRE | PER | FREQ | TMAX | TMIN | PWID | NWID | DUTY | NDUTY 
| WID | NBWID | DELAY | TIMEL | RISE | FALL | RISE20T80 | FALL80T20 | CCJ 
| PAREA | NAREA | AREA | ABSAREA | CYCLES | REDGES | FEDGES | 
EDGES | PPULSES | NPULSES | PHA | SKEW | FRR | FRF | FFR | FFF | LRR 
| LRF | LFR | LFF) 
 

戻り値の例 2.439E-01 

例 クエリ :MEASure:SIMPle:VALue? RMS 
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3.12 マスクテスト 

マスクテストに関する設定 

3.12.1 :MTESt 

コマンド構文 :MTESt <parameter>  

クエリ構文 :MTESt? 

説明 マスクテストの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Enable To Test 

例 設定 :MTESt ON 

クエリ :MTESt? 

3.12.2 :MTESt:COUNt 

クエリ構文 :MTESt:COUNt? 

説明 マスクテスト結果のクエリ 

戻り値の例 AIL,38176,PASS,5617,TOTAL,43793 

例 クエリ :MTESt:COUNt? 

3.12.3 :MTESt:FUNCtion:BUZZer 

コマンド構文 :MTESt:FUNCtion:BUZZer <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:FUNCtion:BUZZer? 

説明 Failした際のビープ音の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Output 

例 設定 :MTESt:FUNCtion:BUZZer ON 

クエリ :MTESt:FUNCtion:BUZZer? 

3.12.4 :MTESt:FUNCtion:COF 

コマンド構文 :MTESt:FUNCtion:COF <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:FUNCtion:COF? 

説明 Failした際の画像イメージの保存機能の有効/無効の設定およびクエリ。保存先

はデフォルトのパスに保存します。 
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パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Capture on Fail 

例 設定 :MTESt:FUNCtion:COF ON 

クエリ :MTESt:FUNCtion:COF? 

3.12.5 :MTESt:FUNCtion:FTH 

コマンド構文 :MTESt:FUNCtion:FTH <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:FUNCtion:FTH? 

説明 Failした際にヒストリとして保存する機能の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Failure to History 

例 設定 :MTESt:FUNCtion:FTH ON 

クエリ :MTESt:FUNCtion:FTH? 

3.12.6 :MTESt:FUNCtion:SOF 

コマンド構文 :MTESt:FUNCtion:SOF <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:FUNCtion:SOF? 

説明 Failした際に Runモードを Stopにする機能の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Stop on Fail 

例 設定 :MTESt:FUNCtion:SOF ON 

クエリ :MTESt:FUNCtion:SOF? 

3.12.7 :MTESt:IDISplay 

コマンド構文 :MTESt:IDISplay <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:IDISplay? 

説明 マスクテストの結果表示の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 
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オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Display Info 

例 設定 :MTESt:IDISplay ON 

クエリ :MTESt:IDISplay? 

3.12.8 :MTESt:MASK:LOAD 

コマンド構文 :MTESt:MASK:LOAD <parameter> {,<num>} {,<path>} 

説明 マスクの呼び出しのアクション 

パラメータ <parameter> := (INTernal, <num> | EXTernal,<path>) 

INTernal: 内部メモリ,<num>で内部メモリのロケーションを指定 

 <num>:=1～4の整数 

External: USBメモリに保存。<path>にパスを指定 

<path>:=拡張子を含む文字列 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Mask Setup>Load 

例 アクション :MTESt:MASK:LOAD INTernal,1 

アクション MTES:MASK:LOAD EXTernal, ”T3DSO/TEST.msk” 

3.12.9 :MTESt:OPERate 

コマンド構文 :MTESt:OPERate <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:OPERate? 

説明 マスクテスト実行の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Operation 

例 設定 :MTESt:OPERate ON 

クエリ :MTESt:OPERate? 

3.12.10 :MTESt:RESet 

コマンド構文 :MTESt:RESet  

説明 マスクテストのテスト結果をリセットするアクション 

例 アクション :MTESt:RESet 

3.12.11 :MTESt:SOURce 

コマンド構文 :MTESt:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:SOURce? 

説明 マスクテストのソースの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := {C<x>|Z<x>} 

C<x>: チャンネル C1など 

Z<x>: ズーム Z1など 
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戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Source 

例 設定 :MTESt:SOURce C1 

クエリ :MTESt:SOURce? 

3.12.12 :MTESt:TYPE 

コマンド構文 :MTESt:TYPE <parameter>  

クエリ構文 :MTESt:TYPE? 

説明 マスクタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (ALL_IN | ALL_OUT | ANY_IN | ANY_OUT) 

ALL_IN: マスク内にすべて入っていれば Pass 

ALL_OUT: マスク外にすべて入っていれば Pass 

ANY_IN: マスク内に一部でも入っていれば Pass 

ANY_OUT: マスク外に一部でも入っていれば Pass 

戻り値の例 ALL_IN 

オシロ上のメニュー メニューバーAnalysis>Mask Test>Type 

例 設定 :MTESt:TYPE ALL_IN 

クエリ :MTESt:TYPE? 
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3.13 Recall 

3.13.1 :RECall:FDEFault 

コマンド構文 :RECall:FDEFault  

説明 工場出荷時の状態に戻すアクション 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Factory Default) & Recall 

例 アクション :RECall:FDEFault 

3.13.2 :RECall:REFerence 

コマンド構文 :RECall:REFerence <parameter> ,<path> 

説明 USBに入っている参照波形をロードするアクション 

パラメータ <parameter> := (REFA | REFB | REFC | REFD) 

<path>:=USBに保存されている参照ファイルのパス 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Reference) & Recall 

例 アクション :REC:REF REFD,”channel.ref" 

3.13.3 :RECall:SERase 

コマンド構文 :RECall:SERase  

説明 セキュリティイレース実行のアクション 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Security Erase) & Recall 

例 アクション :RECall:SERase 

3.13.4 :RECall:SETup 

コマンド構文 :RECall:SETup <parameter> {,<num>} {,<path>} 

説明 設定ファイルのロードのアクション 

パラメータ <parameter> :=(INTernal,<num> | EXTernal,<path>) 

INTernal: <num>で指定された番号の内部メモリに保存された設定を読み込み

ます。 

ExTernal: <Path>で指定されたパスにあるファイルを読み込みます 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Setup) & Recall 

例 アクション :RECall:SETup INTernal,1 

アクション :RECall:SETup External,” T3DSO\default.xml”” 
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3.14 参照波形 

3.14.1 :REF<r>:LABel 

コマンド構文 :REF<r>:LABel <parameter>  

クエリ構文 :REF<r>:LABel? 

説明 参照波形のラベル表示の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <r>:= (A | B | C | D) 参照トレース 

<parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Refボタン>Display 

例 設定 :REFA:LABel ON 

クエリ :REFA:LABel? 

3.14.2 :REF<r>:LABel:TEXT 

コマンド構文 :REF<r>:LABel:TEXT <parameter>  

クエリ構文 :REF<r>:LABel:TEXT? 

説明 ラベル表示用のテキストの設定およびクエリ 

パラメータ <r>:= (A | B | C | D) 参照トレース 

<parameter> := "文字列" 

戻り値の例 “R1” 

オシロ上のメニュー Refボタン>Label>Label Text 

例 設定 :REFA:LABel:TEXT "Test1" 

クエリ :REFA:LABel:TEXT? 

3.14.3 :REF<r>:DATA 

コマンド構文 :REF<r>:DATA <parameter>  {,<source>} 

説明 参照波形の表示/非表示の設定および参照波形へ波形を保存するアクション 

パラメータ <r>:= (A | B | C | D) 参照トレース 

<parameter> := (LOAD | UNLoad | SAVE,<source>) 

LOAD: 表示します 

UNLoad: 非表示にします 

SAVE: ソース波形を参照波形に保存します。<source>にソースを入力 

<source>:=(C<x> | F<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

F<x>: 演算波形 F1など 

D<n>: デジタルライン D1など. 

メニュー Refボタン>Save または Display 
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例 アクション :REFA:DATA LOAD 

3.14.4 :REF<r>:DATA:SOURce 

クエリ構文 :REF<r>:DATA:SOURce? 

説明 参照波形のソース波形を返すクエリ 

パラメータ <r>:= (A | B | C | D) 参照トレース 

戻り値 (C<x> | F<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

F<x>: 演算波形 F1など 

D,<n>: デジタルライン D1など 

例 クエリ :REFA:DATA:SOURce? 

3.14.5 :REF<r>:DATA:SCALe 

コマンド構文 :REF<r>:DATA:SCALe <parameter>  

クエリ構文 :REF<r>:DATA:SCALe? 

説明 参照波形の垂直軸のスケールの設定およびクエリ。このコマンドは波形が既に

表示されている場合のみ有効です。 

パラメータ <r>:= (A | B | C | D) 参照トレース 

<parameter> := 電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :REFA:DATA:SCALe 1.5E+1 

クエリ :REFA:DATA:SCALe? 

3.14.6 :REF<r>:DATA:POSition 

コマンド構文 :REF<r>:DATA:POSition <parameter>  

クエリ構文 :REF<r>:DATA:POSition? 

説明 参照波形の垂直軸のオフセットの設定およびクエリ。このコマンドは波形が既

に表示されている場合のみ有効です。 

パラメータ <r>:= (A | B | C | D) 参照トレース 

<parameter> := 電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :REFA:DATA:POSition 1.23E+2 

クエリ :REFA:DATA:POSition? 
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3.15 Save 

3.15.1 :SAVE:BINary 

コマンド構文 :SAVE:BINary <parameter>  

説明 バイナリ形式の波形ファイルを保存するアクション 

パラメータ <parameter> := "保存先のパスを示す文字列" 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Binary) & Save 

例 アクション :SAVE:BINary "c1_waveform.bin" 

3.15.2 :SAVE:CSV 

コマンド構文 :SAVE:CSV <path>,<source>,<state> 

説明 CSV形式の波形ファイルを保存するアクション 

パラメータ <path> := “保存先のパスを示す文字列" 

<source> :=( C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

<state> := (ON | OFF) パラメータ保存の有効/無効 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (CSV) & Save 

例 アクション :SAVE:CSV "channel1.csv",C1,ON 

3.15.3 :SAVE:DEFault 

コマンド構文 :SAVE:DEFault CUSTom 

説明 現在の設定を Defaulボタンで呼び出される設定として保存するアクション 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (To Default Key) & Save 

例 アクション :SAVE:DEFault CUSTom 

3.15.4 :SAVE:IMAGe 

コマンド構文 :SAVE:IMAGe <path>,<type>,<invert> 

説明 画像イメージファイルを保存するアクション 

パラメータ <path>:=“保存先のパスを示す文字列" 

<type> := (BMP|JPG|PNG) 

<invert>:=(OFF | ON)  カラーの反転 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (BMP | JPG | PNG) & Save 

例 アクション :SAVE:IMAGe “screen.bmp”,BMP,ON 

3.15.5 :SAVE:MATLab 

コマンド構文 :SAVE:MATLab  <path>,<source>  

説明 Matlab形式の波形ファイルを保存するアクション 

パラメータ <path> := “保存先のパスを示す文字列" 
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<source> :=( C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D,n>: デジタルライン D1など 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Matlab) & Save 

例 アクション :SAVE:MATLab "channel.dat",C1 

3.15.6 :SAVE:REFerence 

コマンド構文 :SAVE:REFerence <path> , <source> 

説明 参照波形の形式で波形データをファイルに保存するアクション 

パラメータ <path> := “保存先のパスを示す文字列" 

<source> :=( C<x> | F<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

F<x>: チャンネル F1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Reference) & Save 

例 アクション :SAVE:REFerence "channel.ref",C1 

3.15.7 :SAVE:SETup 

コマンド構文 :SAVE:SETup <parameter> {, <num>} {,<path>} 

説明 設定を保存するアクション 

パラメータ <parameter> := (INTernal,<num> | EXTernal,<path>) 

 INTernal: 内部メモリに保存。<num>にインデックスを指定 

 External: USBメモリに保存。<path>に保存先を指定 

<num>:=内部メモリのインデックス。1～10までの整数 

<path>:=“保存先のパスを示す文字列" 

オシロ上のメニュー Save/Recallボタン>Type (Setup) & Save 

例 アクション :SAVE:SETup INTernal,1 
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3.16 システム 

3.16.1 :SYSTem:BUZZer 

コマンド構文 :SYSTem:BUZZer <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:BUZZer? 

説明 ブザーの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>Sound 

例 設定 :SYSTem:BUZZer ON 

クエリ :SYSTem:BUZZer? 

3.16.2 :SYSTem:CLOCk 

コマンド構文 :SYSTem:CLOCk <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:CLOCk? 

説明 リファレンスクロックの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (EXT | IN_ON | IN_OFF) 

EXT: 外部クロックをソースとして使用 

IN_ON: 内部クロックを使用、内部クロックを出力 

IN_OFF: 内部クロックを使用、内部クロックを出力しない 

戻り値の例 EXT 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>I/O>Clock Source>Clock Source 

例 設定 :SYSTem:CLOCk EXT 

クエリ :SYSTem:CLOCk? 

3.16.3 :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway 

コマンド構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway? 

説明 LANのゲートウェイアドレスの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := “文字列” 

“192.168.1.1”などのゲートウェイアドレスを指定 

戻り値の例 “192.168.1.1” 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>I/O>Lan Config>Gateway 

例 設定 :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway "192.168.1.1" 

クエリ :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway? 

3.16.4 :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress 
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コマンド構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress? 

説明 LANの IPアドレスの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := “文字列” 

“192.168.1.100”などの IPアドレスを指定 

戻り値の例 “192.168.1.100” 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>I/O>Lan Config>IP Address 

例 設定 :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress "192.168.1.100" 

クエリ :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress? 

3.16.5 :SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC 

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC? 

説明 MACアドレスのクエリ 

戻り値の例 00:01:D2:0C:00:A0 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>I/O>Lan Config>MAC Address 

例 クエリ :SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC? 

3.16.6 :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk 

コマンド構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk? 

説明 LANのサブネットマスクの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := “文字列” 

“255.255.255.0”などのサブネットマスクを指定 

戻り値の例 “255.255.255.0” 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>I/O>Lan Config>Subnet Mask 

例 設定 :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk “255.255.255.0” 

クエリ :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk? 

3.16.7 :SYSTem:COMMunicate:LAN:TYPE 

コマンド構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:TYPE <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:TYPE? 

説明 固定 IPアドレスを使用するか DHCPから IPアドレスなどを付与されるかを設

定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (STATIC | DHCP) 

STATIC: 固定 IPアドレス 

DHCP: DHCPサーバーからアドレスを取得 

戻り値の例 DHCP 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>I/O>Lan Config>Automatic(DHCP) 

例 設定 :SYSTem:COMMunicate:LAN:TYPE DHCP 
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クエリ :SYSTem:COMMunicate:LAN:TYPE? 

3.16.8 :SYSTem:DATE 

コマンド構文 :SYSTem:DATE  <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:DATE? 

説明 日付の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 8桁の整数。4桁で年、2桁で月、2桁で日を続けて表します。 

例： 20190819   …2019年 8月 19日 

戻り値の例 20190819 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>Date/Time 

例 設定 :SYSTem:DATE 20190819 

クエリ :SYSTem:DATE? 

3.16.9 :SYSTem:LANGuage 

コマンド構文 :SYSTem:LANGuage <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:LANGuage? 

説明 メニューなどで表示される言語の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (SCHinese | TCHinese | ENGLish | FRENch | JAPanese | 

KORean | DEUTsch | ESPan | RUSSian | ITALiana | PORTuguese) 言語の選択 

戻り値の例 ENGLish 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>Language 

例 設定 :SYSTem:LANGuage ENGLish 

クエリ :SYSTem:LANGuage? 

3.16.10 :SYSTem:PON 

コマンド構文 :SYSTem:PON <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:PON? 

説明 パワーオンラインの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>Power On Line 

例 設定 :SYSTem:PON ON 

クエリ :SYSTem:PON? 

3.16.11 :SYSTem:REBoot 

コマンド構文 :SYSTem:REBoot  

説明 リブート実行のアクション 

オシロ上のメニュー メニューバーUtility>Reboot 
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例 アクション :SYSTem:REBoot 

3.16.12 :SYSTem:REMote 

コマンド構文 :SYSTem:REMote <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:REMote? 

説明 リモートロックアウトの指定 リモートロックアウトが有効になっている間は

フロントパネルやタッチスクリーンの操作はロックされます。 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

例 設定 :SYSTem:REMote ON 

クエリ :SYSTem:REMote? 

3.16.13 :SYSTem:SELFCal 

コマンド構文 :SYSTem:SELFCal   

クエリ構文 :SYSTem:SELFCal? 

説明 自己校正実行のアクション。およびステータスのクエリ 

戻り値の例 (DOING | DONE) 

DOING: 実行中 

DONE: 終了 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>Power On Line 

例 アクション :SYSTem:SELFCal 

クエリ :SYSTem:SELFCal? 

3.16.14 :SYSTem:SHUTdown 

コマンド構文 :SYSTem:SHUTdown  

説明 シャットダウン実行のアクション 

オシロ上のメニュー メニューバーUtility>Shut down 

例 アクション :SYSTem:SHUTdown 

3.16.15 :SYSTem:SSAVer 

コマンド構文 :SYSTem:SSAVer <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:SSAVer? 

説明 スクリーンセーバーの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | 1MIN | 5MIN | 10MIN | 30MIN | 60MIN) 時間の選択 

戻り値の例 1MIN 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>Screen Saver 

例 設定 :SYSTem:SSAVer 1MIN 

クエリ :SYSTem:SSAVer? 
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3.16.16 :SYSTem:TIME 

コマンド構文 :SYSTem:TIME <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:TIME? 

説明 システム時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 6桁の整数。2桁で時、2桁で分、2桁で秒を続けて表します。 

例： 081040   …8時 10分 40秒 

戻り値の例 081040 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>Date/Time 

例 設定 :SYSTem:TIME 081040 

クエリ :SYSTem:TIME? 

3.16.17 :SYSTem:TOUCh 

コマンド構文 :SYSTem:TOUCh <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:TOUCh? 

説明 タッチスクリーンの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>Touch Screen 

例 設定 :SYSTem:TOUCh ON 

クエリ :SYSTem:TOUCh? 

3.16.18 :SYSTem:VNCPort 

コマンド構文 :SYSTem:VNCPort <parameter>  

クエリ構文 :SYSTem:VNCPort? 

説明 リモートコントロール用の VNCポート番号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := ポート番号。5900～5999までの整数 

戻り値の例 5903 

オシロ上のメニュー Utilityボタン>System Setting>I/O>Lan Config>VNC Port 

例 設定 :SYSTem:VNCPort 5903 

クエリ :SYSTem:VNCPort? 
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3.17 タイムベース 

3.17.1 :TIMebase:DELay 

コマンド構文 :TIMebase:DELay<parameter>  

クエリ構文 :TIMebase:DELay? 

説明 ディレイの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TIMebase:DELay 2.2E-6 

クエリ :TIMebase:DELay? 

3.17.2 :TIMebase:SCALe 

コマンド構文 :TIMebase:SCALe <parameter>  

クエリ構文 :TIMebase:SCALe? 

説明 時間軸スケールの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.00E-07のような指数も可能 

戻り値の例 1.00E-07 

例 設定 :TIMebase:SCALe 1.00E-07 

クエリ :TIMebase:SCALe? 

3.17.3 :TIMebase:WINDow 

コマンド構文 :TIMebase:WINDow <parameter>  

クエリ構文 :TIMebase:WINDow? 

説明 ズームウィンドの有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

例 設定 :TIMebase:WINDow ON 

クエリ :TIMebase:WINDow? 

3.17.4 :TIMebase:WINDow:DELay 

コマンド構文 :TIMebase:WINDow:DELay <parameter>  

クエリ構文 :TIMebase:WINDow:DELay? 

説明 ズームウィンドのポジションの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 
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値の表記は 1.23E-2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E-2 

例 設定 :TIMebase:WINDow:DELay 1.23E-2 

クエリ :TIMebase:WINDow:DELay? 

3.17.5 :TIMebase:WINDow:SCALe 

コマンド構文 :TIMebase:WINDow:SCALe <parameter>  

クエリ構文 :TIMebase:WINDow:SCALe? 

説明 ズームウィンドのスケールの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.00E-07のような指数も可能 

戻り値の例 1.00E-07 

例 設定 :TIMebase:WINDow:SCALe 1.00E-07 

クエリ :TIMebase:WINDow:SCALe? 
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3.18 トリガ 

3.18.1 :TRIGger:MODE 

コマンド構文 :TRIGger:MODE<parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:MODE? 

説明 トリガモードの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (SINGle | NORMal | AUTO) 

 SINGle：シングルトリガ 

 NORMal：ノーマルトリガ 

 AUTO：オートトリガ 

戻り値の例 SINGle 

オシロ上のメニュー Singleボタン 

例 設定 :TRIGger:MODE SINGle 

クエリ :TRIGger:MODE? 

3.18.2 :TRIGger:RUN 

コマンド構文 :TRIGger:RUN <parameter>  

説明 捕捉を実行（RUN）するアクション 

オシロ上のメニュー Run/Stopボタン 

例 アクション :TRIGger:RUN 

3.18.3 :TRIGger:STATus 

クエリ構文 :TRIGger:STATus? 

説明 トリガの状態を返すクエリ 

戻り値の例 (Arm | Ready | Auto | Trig'd | Stop | Roll)の状態が返ります 

 Arm：捕捉動作開始 

 Ready：トリガ受け入れ準備中 

 Auto：オートトリガ 

 Trig'd：トリガ検出 

 Stop：停止 

 Roll：ロールモード 

例 クエリ :TRIGger:STATus? 

3.18.4 :TRIGger:STOP 

コマンド構文 :TRIGger:STOP 

説明 捕捉を停止するアクション 

オシロ上のメニュー Run/Stopボタン 

例 アクション :TRIGger:STOP 
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3.18.5 :TRIGger:TYPE 

コマンド構文 :TRIGger:TYPE <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:TYPE? 

説明 トリガタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (EDGE | PULSe | SLOPe | INTerval | PATTern | RUNT | 
QUALified | WINDow | DROPout | VIDeo | IIC | SPI | UART | LIN | CAN | 

FLEXray | CANFd | IIS) トリガタイプの選択 

戻り値の例 EDGE 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン >Type 

例 設定 :TRIGger:TYPE EDGE 

クエリ :TRIGger:TYPE? 
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3.18.6 :TRIGger:EDGE Commands 

3.18.6.1 :TRIGger:EDGE:COUPling 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:COUPling? 

説明 エッジトリガのトリガカップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (DC | AC | LFREJect | HFREJect) 
 

戻り値の例 DC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (EDGE)>Coupling 

例 設定 :TRIGger:EDGE:COUPling DC 

クエリ :TRIGger:EDGE:COUPling? 

3.18.6.2 :TRIGger:EDGE:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:HLDEVent? 

説明 エッジトリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (EDGE)>Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:EDGE:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:EDGE:HLDEVent? 

3.18.6.3 :TRIGger:EDGE:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:HLDTime? 

説明 エッジトリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=時間。 8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(EDGE) >Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:EDGE:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:EDGE:HLDTime? 

3.18.6.4 :TRIGger:EDGE:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:HOLDoff? 

説明 エッジトリガのホールドオフのタイプを設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 
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戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(EDGE) >Holdoff 

例 設定 :TRIGger:EDGE:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:EDGE:HOLDoff? 

3.18.6.5 :TRIGger:EDGE:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:HSTart? 

説明 エッジトリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(EDGE) >Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:EDGE:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:EDGE:HSTart? 

3.18.6.6 :TRIGger:EDGE:LEVel 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:LEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:LEVel? 

説明 エッジトリガのトリガレベルを設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TRIGger:EDGE:LEVel 1.5 

クエリ :TRIGger:EDGE:LEVel? 

3.18.6.7 :TRIGger:EDGE:NREJect. 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:NREJect. <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:NREJect? 

説明 エッジトリガのノイズ除去の有効/無効 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (EDGE)>Noise Reject 

例 設定 :TRIGger:EDGE:NREJect ON 

クエリ :TRIGger:EDGE:NREJect? 

3.18.6.8 :TRIGger:EDGE:SLOPe 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:SLOPe <parameter>  
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クエリ構文 :TRIGger:EDGE:SLOPe? 

説明 エッジトリガのスロープの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (RISing | FALLing | ALTernate) 

戻り値の例 RISing 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (EDGE)>Slope 

例 設定 :TRIGger:EDGE:SLOPe RISing 

クエリ :TRIGger:EDGE:SLOPe? 

3.18.6.9 :TRIGger:EDGE:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:EDGE:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:EDGE:SOURce? 

説明 エッジトリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<n> | EX | EX5 | LINE) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

EX: EXTトリガ 

EX5: EXT/5トリガ 

LINE: LINEトリガ 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (EDGE)>Source 

例 設定 :TRIGger:EDGE:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:EDGE:SOURce? 
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3.18.7 :TRIGger:SLOPe Commands 

3.18.7.1 :TRIGger:SLOPe:COUPling 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:COUPling? 

説明 スロープトリガのトリガカップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (DC | AC | LFREJect | HFREJect) 

戻り値の例 DC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)>Coupling 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:COUPling DC 

クエリ :TRIGger:SLOPe:COUPling? 

3.18.7.2 :TRIGger:SLOPe:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:HLDEVent? 

説明 スロープトリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)> Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:SLOPe:HLDEVent? 

3.18.7.3 :TRIGger:SLOPe:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:HLDTime? 

説明 スロープトリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SLOPE) > Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:SLOPe:HLDTime? 

3.18.7.4 :TRIGger:SLOPe:HLEVel 

コマンド構文 TRIGger:SLOPe:HLEVel <parameter>  

クエリ構文 TRIGger:SLOPe:HLEVel? 

説明 スロープトリガの上側のトリガレベルを設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 5.00E-01 

例 設定 TRIGger:SLOPe:HLEVel 5.00E-01 

クエリ TRIGger:SLOPe:HLEVel? 

3.18.7.5 :TRIGger:SLOPe:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:HOLDoff? 

説明 スロープトリガのホールドオフのタイプを設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 

戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)>Holdoff 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:SLOPe:HOLDoff? 

3.18.7.6 :TRIGger:SLOPe:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:HSTart? 

説明 スロープトリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)>Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:SLOPe:HSTart? 

3.18.7.7 :TRIGger:SLOPe:LIMit 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:LIMit? 

説明 スロープトリガの比較演算子の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LESSthan | GREATerthan | INNer | OUTer) 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

INNer：範囲内 

OUTer：範囲外 

戻り値の例 LESSthan 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)>Limit Range 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:LIMit LESSthan 

クエリ :TRIGger:SLOPe:LIMit? 
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3.18.7.8 :TRIGger:SLOPe:LLEVel 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:LLEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:LLEVel? 

説明 スロープトリガの下側のトリガレベルを設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:LLEVel 1.23E+2 

クエリ :TRIGger:SLOPe:LLEVel? 

3.18.7.9 :TRIGger:SLOPe:NREJect. 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:NREJect. <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:NREJect? 

説明 スロープトリガのノイズ除去の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)>Noise Reject 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:NREJect ON 

クエリ :TRIGger:SLOPe:NREJect? 

3.18.7.10 :TRIGger:SLOPe:SLOPe 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:SLOPe <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:SLOPe? 

説明 スロープトリガのスロープの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (RISing | FALLing | ALTernate) 

戻り値の例 RISing 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)>Slope 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:SLOPe RISing 

クエリ :TRIGger:SLOPe:SLOPe? 

3.18.7.11 :TRIGger:SLOPe:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:SOURce? 

説明 スロープトリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := C<x> 
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C<x>: チャンネル C1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SLOPE) >Source 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:SLOPe:SOURce? 

3.18.7.12 :TRIGger:SLOPe:TLOWer 

コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:TLOWer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:TLOWer? 

説明 スロープトリガの時間条件の下限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SLOPE)>Lower Value 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:TLOWer 1.00E-08 

クエリ :TRIGger:SLOPe:TLOWer? 

3.18.7.13 :TRIGger:SLOPe:TUPPer 

.コマンド構文 :TRIGger:SLOPe:TUPPer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SLOPe:TUPPer? 

説明 スロープトリガの時間条件の上限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 3.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SLOPE) >Upper Value 

例 設定 :TRIGger:SLOPe:TUPPer 3.00E-08 

クエリ :TRIGger:SLOPe:TUPPer? 
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3.18.8 :TRIGger:PULSe Commands 

3.18.8.1 :TRIGger:PULSe:COUPling 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:COUPling? 

説明 パルストリガのトリガカップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (DC | AC | LFREJect | HFREJect) 
 

戻り値の例 DC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PULSE)>Coupling 

例 設定 :TRIGger:PULSe:COUPling DC 

クエリ :TRIGger:PULSe:COUPling? 

3.18.8.2 :TRIGger:PULSe:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:HLDEVent? 

説明 パルストリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(PULSE) > Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:PULSe:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:PULSe:HLDEVent? 

3.18.8.3 :TRIGger:PULSe:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:HLDTime? 

説明 パルストリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PULSE)> Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:PULSe:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:PULSe:HLDTime? 

3.18.8.4 :TRIGger:PULSe:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:HOLDoff? 

説明 パルストリガのホールドオフのタイプの設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 

戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PULSE)>Holdoff 

例 設定 :TRIGger:PULSe:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:PULSe:HOLDoff? 

3.18.8.5 :TRIGger:PULSe:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:HSTart? 

説明 パルストリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(PULSE) >Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:PULSe:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:PULSe:HSTart? 

3.18.8.6 :TRIGger:PULSe:LEVel 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:LEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:LEVel? 

説明 パルストリガの下側のトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TRIGger:PULSe:LEVel 1.23E+2 

クエリ :TRIGger:PULSe:LEVel? 

3.18.8.7 :TRIGger:PULSe:LIMit 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:LIMit? 

説明 パルストリガの比較演算子の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LESSthan | GREATerthan | INNer | OUTer) 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

INNer：範囲内 

OUTer：範囲外 

戻り値の例 LESSthan 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PULSE)>Limit Range 

例 設定 :TRIGger:PULSe:LIMit LESSthan 

クエリ :TRIGger:PULSe:LIMit? 
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3.18.8.8 :TRIGger:PULSe:NREJect. 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:NREJect. <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:NREJect? 

説明 パルストリガのノイズ除去の有効/無効 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(PULSE) >Noise Reject 

例 設定 :TRIGger:PULSe:NREJect ON 

クエリ :TRIGger:PULSe:NREJect? 

3.18.7.9 :TRIGger:PULSe:POLarity 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:POLarity <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:POLarity? 

説明 スロープトリガのスロープの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (POSitive | NEGative) 

戻り値の例 POSitive 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PULSE)>Polarity 

例 設定 :TRIGger:PULSe:POLarity POSitive 

クエリ :TRIGger:PULSe:POLarity? 

3.18.8.10 :TRIGger:PULSe:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:SOURce? 

説明 パルストリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(PULSE) >Source 

例 設定 :TRIGger:PULSe:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:PULSe:SOURce? 

3.18.8.11 :TRIGger:PULSe:TLOWer 

コマンド構文 :TRIGger:PULSe:TLOWer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:TLOWer? 

説明 パルストリガの時間条件の下限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 
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値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PULSE)>Lower Value 

例 設定 :TRIGger:PULSe:TLOWer 1.00E-08 

クエリ :TRIGger:PULSe:TLOWer? 

3.18.8.12 :TRIGger:PULSe:TUPPer 

.コマンド構文 :TRIGger:PULSe:TUPPer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PULSe:TUPPer? 

説明 パルストリガの時間条件の上限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 3.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン >Upper Value 

例 設定 :TRIGger:PULSe:TUPPer 3.00E-08 

クエリ :TRIGger:PULSe:TUPPer? 
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3.18.9 :TRIGger:VIDeo Commands 

3.18.9.1 :TRIGger:VIDeo:FCNT 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:FCNT <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:FCNT? 

説明 ビデオトリガの画像フォーマットに対するフィールド数の設定およびクエリ

(Custom選択時) 

パラメータ <parameter> := (1 | 2 | 4 | 8) 
 

戻り値の例 4 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (VIDEO)>Custom Setting>Of Fields 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:FCNT 4 

クエリ :TRIGger:VIDeo:FCNT? 

3.18.9.2 :TRIGger:VIDeo:FIELd 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:FIELd <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:FIELd? 

説明 ビデオトリガのフィールド数の設定およびクエリ(NTSC, PAL, 1080i/50 , 

1080i/60選択時) 

パラメータ <parameter> := (1 | 2) 
 

戻り値の例 1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(VIDEO) >Field 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:FIELd 1 

クエリ :TRIGger:VIDeo:FIELd? 

3.18.9.3 :TRIGger:VIDeo:FRATe 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:FRATe <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:FRATe? 

説明 ビデオトリガの画像フォーマットに対するフレームレートの設定およびクエリ

(Custom選択時) 

パラメータ <parameter> := (25Hz | 30Hz | 50Hz | 60Hz) 
 

戻り値の例 30Hz 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(VIDEO) > Custom Setting>Frame Rate 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:FRATe 30Hz 

クエリ :TRIGger:VIDeo:FRATe? 

3.18.9.4 :TRIGger:VIDeo:INTerlace 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:INTerlace <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:INTerlace? 
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説明 ビデオトリガの画像フォーマットに対するインターレースの設定およびクエリ

(Custom選択時) 

パラメータ <parameter> := (1 | 2 | 4 | 8) 
 

戻り値の例 2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(VIDEO) > Custom Setting>Interlace 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:INTerlace 2 

クエリ :TRIGger:VIDeo:INTerlace? 

3.18.9.5 :TRIGger:VIDeo:LCNT 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:LCNT <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:LCNT? 

説明 ビデオトリガの画像フォーマットに対するラインの設定およびクエリ(Custom

選択時) 

パラメータ <parameter> :=整数 

 

戻り値の例 500 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (VIDEO)>Custom Setting＞Of Lines 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:LCNT 500 

クエリ :TRIGger:VIDeo:LCNT? 

3.18.9.6 :TRIGger:VIDeo:LEVel 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:LEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:LEVel? 

説明 ビデオトリガのトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 5.00E-01 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:LEVel 5.00E-01 

クエリ :TRIGger:VIDeo:LEVel? 

3.18.9.7 :TRIGger:VIDeo:LINE 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:LINE <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:LINE? 

説明 ビデオトリガのラインの設定およびクエリ(NTSC, PAL, 1080i/50 , 1080i/60選

択時) 

パラメータ <parameter> := 整数 

 

戻り値の例 26 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (VIDEO)>Line 
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例 設定 :TRIGger:VIDeo:LINE 26 

クエリ :TRIGger:VIDeo:LINE? 

3.18.9.8 :TRIGger:VIDeo:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:SOURce? 

説明 ビデオトリガのソースの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := C<x> 

C<x>: チャンネル C1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (VIDEO)>Source 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:VIDeo:SOURce? 

3.18.9.9 :TRIGger:VIDeo:STANdard 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:STANdard <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:STANdard? 

説明 ビデオトリガの画像フォーマットの規格の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (NTSC | PAL | P720L50 | P720L60 | P1080L50 | P1080L60 | 
I1080L50 | I1080L60 | CUSTom) 
 

戻り値の例 NTSC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(VIDEO) >Standard 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:STANdard NTSC 

クエリ :TRIGger:VIDeo:STANdard? 

3.18.9.10 :TRIGger:VIDeo:SYNC 

コマンド構文 :TRIGger:VIDeo:SYNC <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:VIDeo:SYNC? 

説明 ビデオトリガの Syncの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (SELect | ANY) 

SELect：ビデオ信号内の位置を指定 

ANY：ビデオ信号内の位置は無条件 

戻り値の例 ANY 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(VIDEO) >Sync 

例 設定 :TRIGger:VIDeo:SYNC ANY 

クエリ :TRIGger:VIDeo:SYNC? 



 

110 

 

3.18.10 :TRIGger:WINDow Commands 

3.18.10.1 :TRIGger:WINDow:CLEVel 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:CLEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:CLEVel? 

説明 ウィンドトリガの中央のトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 5.00E-01 

例 設定 :TRIGger:WINDow:CLEVel 5.00E-01 

クエリ :TRIGger:WINDow:CLEVel? 

3.18.10.2 :TRIGger:WINDow:COUPling 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:COUPling? 

説明 ウィンドトリガのトリガカップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (DC | AC | LFREJect | HFREJect) 
 

戻り値の例 DC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (WINDOW)>Coupling 

例 設定 :TRIGger:WINDow:COUPling DC 

クエリ :TRIGger:WINDow:COUPling? 

3.18.10.3 :TRIGger:WINDow:DLEVel 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:DLEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:DLEVel? 

説明 ウィンドトリガのデルタのトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 5.00E-01 

例 設定 :TRIGger:WINDow:DLEVel 5.00E-01 

クエリ :TRIGger:WINDow:DLEVel? 

3.18.10.4 :TRIGger:WINDow:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:HLDEVent? 

説明 ウィンドトリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

 

戻り値の例 3 
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オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (WINDOW)> Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:WINDow:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:WINDow:HLDEVent? 

3.18.10.5 :TRIGger:WINDow:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:HLDTime? 

説明 ウィンドトリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (WINDOW)> Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:WINDow:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:WINDow:HLDTime? 

3.18.10.6 :TRIGger:WINDow:HLEVel 

コマンド構文 TRIGger:WINDow:HLEVel <parameter>  

クエリ構文 TRIGger:WINDow:HLEVel? 

説明 ウィンドトリガの上側のトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 5.00E-01 

例 設定 TRIGger:WINDow:HLEVel 5.00E-01 

クエリ TRIGger:WINDow:HLEVel? 

3.18.10.7 :TRIGger:WINDow:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:HOLDoff? 

説明 ウィンドトリガのホールドオフのタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 

戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (WINDOW)>Holdoff 

例 設定 :TRIGger:WINDow:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:WINDow:HOLDoff? 

3.18.10.8 :TRIGger:WINDow:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:HSTart? 

説明 ウィンドトリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (WINDOW)>Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:WINDow:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:WINDow:HSTart? 

3.18.10.9 :TRIGger:WINDow:LLEVel 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:LLEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:LLEVel? 

説明 ウィンドトリガの下側のトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TRIGger:WINDow:LLEVel 1.23E+2 

クエリ :TRIGger:WINDow:LLEVel? 

3.18.10.10 :TRIGger:WINDow:NREJect. 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:NREJect. <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:NREJect? 

説明 ウィンドトリガのノイズ除去の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (WINDOW)>Noise Reject 

例 設定 :TRIGger:WINDow:NREJect ON 

クエリ :TRIGger:WINDow:NREJect? 

3.18.10.11 :TRIGger:WINDow:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:WINDow:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:SOURce? 

説明 ウィンドトリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := C<x> 

C<x>: チャンネル C1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(WINDOW) >Source 

例 設定 :TRIGger:WINDow:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:WINDow:SOURce? 

3.18.10.12 :TRIGger:WINDow:TYPE 
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コマンド構文 :TRIGger:WINDow:TYPE <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:WINDow:TYPE? 

説明 ウィンドトリガのタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (ABSolute | RELative) 
 

戻り値の例 ABSolute 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (WINDOW)>Window Type 

例 設定 :TRIGger:WINDow:TYPE 

クエリ :TRIGger:WINDow:TYPE? 
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3.18.11 :TRIGger:INTerval Commands 

3.18.11.1 :TRIGger:INTerval:COUPling 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:COUPling? 

説明 インターバルトリガのトリガカップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (DC | AC | LFREJect | HFREJect) 
 

戻り値の例 DC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(INTERVAL) >Coupling 

例 設定 :TRIGger:INTerval:COUPling DC 

クエリ :TRIGger:INTerval:COUPling? 

3.18.11.2 :TRIGger:INTerval:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:HLDEVent? 

説明 インターバルトリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)> Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:INTerval:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:INTerval:HLDEVent? 

3.18.11.3 :TRIGger:INTerval:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:HLDTime? 

説明 インターバルトリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)> Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:INTerval:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:INTerval:HLDTime? 

3.18.11.4 :TRIGger:INTerval:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:HOLDoff? 

説明 インターバルトリガのホールドオフのタイプの設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 
 

戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)>Holdoff 

例 設定 :TRIGger:INTerval:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:INTerval:HOLDoff? 

3.18.11.5 :TRIGger:INTerval:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:HSTart? 

説明 インターバルトリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 
 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(INTERVAL) >Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:INTerval:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:INTerval:HSTart? 

3.18.11.6 :TRIGger:INTerval:LEVel 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:LEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:LEVel? 

説明 インターバルトリガの下側のトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TRIGger:INTerval:LEVel 1.23E+2 

クエリ :TRIGger:INTerval:LEVel? 

3.18.11.7 :TRIGger:INTerval:LIMit 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:LIMit? 

説明 インターバルトリガの比較演算子の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LESSthan | GREATerthan | INNer | OUTer) 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

INNer：範囲内 

OUTer：範囲外 

戻り値の例 LESSthan 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)>Limit Range 

例 設定 :TRIGger:INTerval:LIMit LESSthan 
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クエリ :TRIGger:INTerval:LIMit? 

3.18.11.8 :TRIGger:INTerval:NREJect. 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:NREJect. <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:NREJect? 

説明 インターバルトリガのノイズ除去の有効/無効の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)>Noise Reject 

例 設定 :TRIGger:INTerval:NREJect ON 

クエリ :TRIGger:INTerval:NREJect? 

3.18.11.9 :TRIGger:INTerval:POLarity 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:POLarity <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:POLarity? 

説明 スロープトリガのスロープの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (POSitive | NEGative) 

戻り値の例 POSitive 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)>Slope 

例 設定 :TRIGger:INTerval:POLarity POSitive 

クエリ :TRIGger:INTerval:POLarity? 

3.18.11.10 :TRIGger:INTerval:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:SOURce? 

説明 インターバルトリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)>Source 

例 設定 :TRIGger:INTerval:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:INTerval:SOURce? 

3.18.11.11 :TRIGger:INTerval:TLOWer 

コマンド構文 :TRIGger:INTerval:TLOWer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:TLOWer? 

説明 インターバルトリガの時間条件の下限値の設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(INTERVAL) >Lower Value 

例 設定 :TRIGger:INTerval:TLOWer 1.00E-08 

クエリ :TRIGger:INTerval:TLOWer? 

3.18.11.12 :TRIGger:INTerval:TUPPer 

.コマンド構文 :TRIGger:INTerval:TUPPer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:INTerval:TUPPer? 

説明 インターバルトリガの時間条件の上限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 3.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (INTERVAL)>Upper Value 

例 設定 :TRIGger:INTerval:TUPPer 3.00E-08 

クエリ :TRIGger:INTerval:TUPPer? 
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3.18.12 :TRIGger:DROPout Commands 

3.18.12.1 :TRIGger:DROPout:COUPling 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:COUPling? 

説明 ドロップアウトトリガのトリガカップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (DC | AC | LFREJect | HFREJect) 
 

戻り値の例 DC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(DROPOUT) >Coupling 

例 設定 :TRIGger:DROPout:COUPling DC 

クエリ :TRIGger:DROPout:COUPling? 

3.18.12.2 :TRIGger:DROPout:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:HLDEVent? 

説明 ドロップアウトトリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) > Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:DROPout:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:DROPout:HLDEVent? 

3.18.12.3 :TRIGger:DROPout:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:HLDTime? 

説明 ドロップアウトトリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) > Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:DROPout:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:DROPout:HLDTime? 

3.18.12.4 :TRIGger:DROPout:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:HOLDoff? 

説明 ドロップアウトトリガのホールドオフのタイプの設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 
 

戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) >Holdoff 

例 設定 :TRIGger:DROPout:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:DROPout:HOLDoff? 

3.18.12.5 :TRIGger:DROPout:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:HSTart? 

説明 ドロップアウトトリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 
 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) >Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:DROPout:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:DROPout:HSTart? 

3.18.12.6 :TRIGger:DROPout:LEVel 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:LEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:LEVel? 

説明 ドロップアウトトリガの下側のトリガレベルを設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TRIGger:DROPout:LEVel 1.23E+2 

クエリ :TRIGger:DROPout:LEVel? 

3.18.12.7 :TRIGger:DROPout:NREJect. 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:NREJect. <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:NREJect? 

説明 ドロップアウトトリガのノイズ除去の有効/無効 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) >Noise Reject 

例 設定 :TRIGger:DROPout:NREJect ON 

クエリ :TRIGger:DROPout:NREJect? 
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3.18.12.8 :TRIGger:DROPout:SLOPe 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:SLOPe <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:SLOPe? 

説明 スロープトリガのスロープの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (POSitive | NEGative) 

戻り値の例 POSitive 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) >Slope 

例 設定 :TRIGger:DROPout:SLOPe POSitive 

クエリ :TRIGger:DROPout:SLOPe? 

3.18.12.9 :TRIGger:DROPout:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:SOURce? 

説明 ドロップアウトトリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) >Source 

例 設定 :TRIGger:DROPout:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:DROPout:SOURce? 

3.18.12.10 :TRIGger:DROPout:TIME 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:TIME<parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:TIME? 

説明 ドロップアウトトリガの変化をしない期間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(DROPOUT)  > 

例 設定 :TRIGger:DROPout:TIME 100E-3 

クエリ :TRIGger:DROPout:TIME? 

3.18.12.11 :TRIGger:DROPout:TYPE 

コマンド構文 :TRIGger:DROPout:TYPE <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:DROPout:TYPE? 

説明 ドロップアウトトリガのタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (EDGE | STATe) 
 

戻り値の例 EDGE 
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オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (DROPOUT) >Over Time Type 

例 設定 :TRIGger:DROPout:TYPE EDGE 

クエリ :TRIGger:DROPout:TYPE? 
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3.18.13 :TRIGger:RUNT Commands 

3.18.13.1 :TRIGger:RUNT:COUPling 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:COUPling <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:COUPling? 

説明 ラントトリガのトリガカップリングの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (DC | AC | LFREJect | HFREJect) 
 

戻り値の例 DC 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT)>Coupling 

例 設定 :TRIGger:RUNT:COUPling DC 

クエリ :TRIGger:RUNT:COUPling? 

3.18.13.2 :TRIGger:RUNT:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:HLDEVent? 

説明 ラントトリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT)> Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:RUNT:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:RUNT:HLDEVent? 

3.18.13.3 :TRIGger:RUNT:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:HLDTime? 

説明 ラントトリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) > Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:RUNT:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:RUNT:HLDTime? 

3.18.13.4 :TRIGger:RUNT:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:HOLDoff? 

説明 ラントトリガのホールドオフのタイプの設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 
 

戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) >Holdoff 

例 設定 :TRIGger:RUNT:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:RUNT:HOLDoff? 

3.18.13.5 :TRIGger:RUNT:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:HSTart? 

説明 ラントトリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 
 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) >Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:RUNT:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:RUNT:HSTart? 

3.18.13.6 :TRIGger:RUNT:LIMit 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:LIMit? 

説明 ラントトリガの比較演算子の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LESSthan | GREATerthan | INNer | OUTer) 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

INNer：範囲内 

OUTer：範囲外 

戻り値の例 LESSthan 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン  (RUNT)>Limit Range 

例 設定 :TRIGger:RUNT:LIMit LESSthan 

クエリ :TRIGger:RUNT:LIMit? 

3.18.13.7 :TRIGger:RUNT:LLEVel 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:LLEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:LLEVel? 

説明 ラントトリガの下側のトリガレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.23E+2 

例 設定 :TRIGger:RUNT:LLEVel 1.23E+2 
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クエリ :TRIGger:RUNT:LLEVel? 

3.18.13.8 :TRIGger:RUNT:NREJect. 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:NREJect. <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:NREJect? 

説明 ラントトリガのノイズ除去の有効/無効 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) >Noise Reject 

例 設定 :TRIGger:RUNT:NREJect ON 

クエリ :TRIGger:RUNT:NREJect? 

3.18.13.9 :TRIGger:RUNT:POLarity 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:POLarity <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:POLarity? 

説明 スロープトリガのスロープの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (POSitive | NEGative) 

戻り値の例 POSitive 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) >Polarity 

例 設定 :TRIGger:RUNT:POLarity POSitive 

クエリ :TRIGger:RUNT:POLarity? 

3.18.13.10 :TRIGger:RUNT:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:SOURce? 

説明 ラントトリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := C<x> 

C<x>: チャンネル C1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) >Source 

例 設定 :TRIGger:RUNT:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:RUNT:SOURce? 

3.18.13.11 :TRIGger:RUNT:TLOWer 

コマンド構文 :TRIGger:RUNT:TLOWer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:TLOWer? 

説明 ラントトリガの時間条件の下限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 



 

125 

 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) >Lower Value 

例 設定 :TRIGger:RUNT:TLOWer 1.00E-08 

クエリ :TRIGger:RUNT:TLOWer? 

3.18.13.12 :TRIGger:RUNT:TUPPer 

.コマンド構文 :TRIGger:RUNT:TUPPer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:RUNT:TUPPer? 

説明 ラントトリガの時間条件の上限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 3.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (RUNT) >Upper Value 

例 設定 :TRIGger:RUNT:TUPPer 3.00E-08 

クエリ :TRIGger:RUNT:TUPPer? 
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3.18.14 :TRIGger:PATTern Commands 

3.18.14.1 :TRIGger:PATTern:HLDEVent 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:HLDEVent <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:HLDEVent? 

説明 パターントリガのホールドオフイベント数の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := イベント数。1～100,000,000までの整数 

 

戻り値の例 3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PATTERN)> Holdoff(Events) >Holdoff Events 

例 設定 :TRIGger:PATTern:HLDEVent 3 

クエリ :TRIGger:PATTern:HLDEVent? 

3.18.14.2 :TRIGger:PATTern:HLDTime 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:HLDTime <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:HLDTime? 

説明 パターントリガのホールドオフタイムの時間の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。8.00E-09～3.00E+01までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.50E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PATTERN) > Holdoff(Time)>Holdoff Time 

例 設定 :TRIGger:PATTern:HLDTime 1.50E-08 

クエリ :TRIGger:PATTern:HLDTime? 

3.18.14.3 :TRIGger:PATTern:HOLDoff 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:HOLDoff <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:HOLDoff? 

説明 パターントリガのホールドオフのタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (OFF | EVENts | TIME) 

戻り値の例 EVENts 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PATTERN) >Holdoff 

例 設定 :TRIGger:PATTern:HOLDoff EVENts 

クエリ :TRIGger:PATTern:HOLDoff? 

3.18.14.4 :TRIGger:PATTern:HSTart 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:HSTart <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:HSTart? 

説明 パターントリガのホールドオフを行う位置の設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := (LAST_TRIG | ACQ_START) 

戻り値の例 LAST_TRIG 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PATTERN) >Start Holdoff On 

例 設定 :TRIGger:PATTern:HSTart LAST_TRIG 

クエリ :TRIGger:PATTern:HSTart? 

3.18.14.5 :TRIGger:PATTern:INPut 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:INPut <logic> {,<logic>...} 

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:INPut? 

説明 パターントリガの C1-C4と D0-D15のロジック条件を指定。対応するチャンネ

ルは位置により決まります。先頭は C1,C2,C3,C4のアナログチャンネル、以

降はデジタルチャンネルが続きます。 

パラメータ <logic> :=( X | L | H) 
X: don’t care 
H: High state 
L: Low state 

戻り値の例 H,H,L,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X 

この応答は C1:Hi, C2:Hi, C3:Low, C4:Don’t care, D0-D15:Don’tcareを示してい

ます。 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PATTERN) >Source Setting 

例 設定 :TRIGger:PATTern:INPut H,H,L,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X 

クエリ :TRIGger:PATTern:INPut? 

3.18.14.6 :TRIGger:PATTern:LEVel 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:LEVel <source>,<value> 

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:LEVel? <source> 

説明 パターントリガのトリガレベルを設定およびクエリ 

パラメータ <source> :=C<x>    C1など 

<value>:=閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 C2,5.00E-01 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン  (PATTERN)>Source Setting 

例 設定 :TRIGger:PATTern:LEVel C2,5.00E-01 

クエリ:TRIGger:PATTern:LEVel? 

3.18.14.7 :TRIGger:PATTern:LIMit 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:LIMit? 

説明 パターントリガの時間の比較演算子の設定およびクエリ 

但し ANDまたは NORが選択された場合のみ有効 

パラメータ <parameter> := (LESSthan | GREATerthan | INNer | OUTer) 
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LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

INNer：範囲内 

OUTer：範囲外 

戻り値の例 LESSthan 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン  (PATTERN)>Limit Range 

例 設定 :TRIGger:PATTern:LIMit LESSthan 

クエリ :TRIGger:PATTern:LIMit? 

3.18.14.8 :TRIGger:PATTern:LOGic 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:LOGic <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:LOGic? 

説明 ロジック条件の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (AND | OR | NAND | NOR) 
 

戻り値の例 AND 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PATTERN) >Logic 

例 設定 :TRIGger:PATTern:LOGic AND 

クエリ :TRIGger:PATTern:LOGic? 

3.18.14.9 :TRIGger:PATTern:TLOWer 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:TLOWer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:TLOWer? 

説明 時間条件の下限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 2.0E-9～2.0E+1までの小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (PATTERN) >Lower Value 

例 設定 :TRIGger:PATTern:TLOWer 1.00E-08 

クエリ :TRIGger:PATTern:TLOWer? 

3.18.14.10 :TRIGger:PATTern:TUPPer 

コマンド構文 :TRIGger:PATTern:TUPPer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:PATTern:TUPPer? 

説明 時間条件の上限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 2.0E-9～2.0E+1小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.00E-08 
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オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン  (PATTERN)>Upper Value 

例 設定 :TRIGger:PATTern:TUPPer 1.00E-08 

クエリ :TRIGger:PATTern:TUPPer? 

3.18.15 :TRIGger:QUALified Commands 

3.18.15.1 :TRIGger:QUALified:ELEVel 

コマンド構文 :TRIGger:QUALified:ELEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:ELEVel? 

説明 Qualifiedトリガの 2回目のトリガのレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(QUALIFIED) >Edge Setting>Threshold 

例 設定 :TRIGger:QUALified:ELEVel 1.23E+2 

クエリ :TRIGger:QUALified:ELEVel? 

3.18.15.2 :TRIGger:QUALified:ESLope 

コマンド構文 :TRIGger:QUALified:ESLope <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:ESLope? 

説明 Qualifiedトリガの 2回目のトリガのスロープの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (RISing | FALLing | ALTernate) 

戻り値の例 RISing 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(QUALIFIED)  >Edge Setting>Slope 

例 設定 :TRIGger:QUALified:ESLope RISing 

クエリ :TRIGger:QUALified:ESLope? 

3.18.15.3 :TRIGger:QUALified:ESource 

コマンド構文 :TRIGger:QUALified:ESource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:ESource? 

説明 Qualifiedトリガの 2回目のトリガの信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(QUALIFIED)  >Edge Setting>Source 

例 設定 :TRIGger:QUALified:ESource C1 

クエリ :TRIGger:QUALified:ESource? 

3.18.15.4 :TRIGger:QUALified:LIMit 
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コマンド構文 :TRIGger:QUALified:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:LIMit? 

説明 Qualifiedトリガの時間の比較演算子の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LESSthan | GREATerthan | INNer | OUTer) 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

INNer：範囲内 

OUTer：範囲外 

戻り値の例 LESSthan 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(QUALIFIED)  >Limit Range 

例 設定 :TRIGger:QUALified:LIMit LESSthan 

クエリ :TRIGger:QUALified:LIMit? 

 

3.18.15.5 :TRIGger:QUALified:QLEVel 

コマンド構文 :TRIGger:QUALified:QLEVel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:QLEVel? 

説明 Qualifiedトリガの 1回目のトリガのレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (QUALIFIED) >Qualify Setting>Threshold 

例 設定 :TRIGger:QUALified:QLEVel 1.23E+2 

クエリ :TRIGger:QUALified:QLEVel? 

3.18.15.6 :TRIGger:QUALified:QSource 

コマンド構文 :TRIGger:QUALified:QSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:QSource? 

説明 Qualifiedトリガの 1回目のトリガのソース信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := C<x> 

C<x>: チャンネル C1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(QUALIFIED)  >Qualify Setting>Source 

例 設定 :TRIGger:QUALified:QSource C1 

クエリ :TRIGger:QUALified:QSource? 

3.18.15.7 :TRIGger:QUALified:TLOWer 

コマンド構文 :TRIGger:QUALified:TLOWer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:TLOWer? 
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説明 Qualifiedトリガの時間条件の下限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(QUALIFIED)  >Lower Value 

例 設定 :TRIGger:QUALified:TLOWer 1.00E-08 

クエリ :TRIGger:QUALified:TLOWer? 

3.18.15.8 :TRIGger:QUALified:TUPPer 

.コマンド構文 :TRIGger:QUALified:TUPPer <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:TUPPer? 

説明 Qualifiedトリガの時間条件の上限値の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 時間。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 3.00E-08 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(QUALIFIED)  >Upper Value 

例 設定 :TRIGger:QUALified:TUPPer 3.00E-08 

クエリ :TRIGger:QUALified:TUPPer? 

3.18.15.9 :TRIGger:QUALified:TYPE 

コマンド構文 :TRIGger:QUALified:TYPE<parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:QUALified:TYPE? 

説明 Qualifiedトリガのタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (STATe | STATE_DLY | EDGE | EDGE_DLY) 
 

戻り値の例 STATe 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (QUALIFIED) >Qualified Type 

例 設定 :TRIGger:QUALified:TYPE STATe 

クエリ :TRIGger:QUALified:TYPE? 
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3.18.16 :TRIGGER:IIC subsystem commands 

3.18.16.1 :TRIGger:IIC:ADDRess 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:ADDRess  <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:ADDRess? 

説明 I2Cトリガ条件：条件タイプの指定で’7Address&Data, または

10Address&Dataを選択時、I2Cアドレスの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := アドレス。1～127までの整数 

戻り値の例 1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIC)>Trigger Setting>Address 

例 設定 :TRIGger:IIC:ADDRess 10 

クエリ :TRIGger:IIC:ADDRess? 

3.18.16.2 :TRIGger:IIC:ALENgth 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:ALENgth <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:ALENgth? 

説明 I2Cプロトコル設定：アドレス長の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (7BIT | 10BIT) 
 

戻り値の例 7BIT 

例 設定 :TRIGger:IIC:ALENgth 7BIT 

クエリ :TRIGger:IIC:ALENgth? 

3.18.16.3 :TRIGger:IIC:CONDition 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:CONDition <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:CONDition? 

説明 I2Cトリガ条件：条件タイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (STARt | STOP | RESTart | NACK | EEPRom | 7ADDRess | 
10ADDRess | DLENgth) 
 

戻り値の例 STARt 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIC) >Trigger Setting>Condition 

例 設定 :TRIGger:IIC:CONDition  STARt 

クエリ :TRIGger:IIC:CONDition? 

3.18.16.4 :TRIGger:IIC:DAT2 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:DAT2 <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:DAT2? 

説明 I2Cトリガ条件：条件タイプの指定で’7Address&Data, または

10Address&Dataを選択時、2バイト目のデータ条件の設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := データ。1～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

戻り値の例 11 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIC)>Trigger Setting>Data2 

例 設定 :TRIGger:IIC:DAT2 11 

クエリ :TRIGger:IIC:DAT2? 

3.18.16.5 :TRIGger:IIC:DATA 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:DATA <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:DATA? 

説明 I2Cトリガ条件：条件タイプの指定で’7Address&Data, または

10Address&Dataを選択時、1バイト目のデータ条件の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 1～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

戻り値の例 11 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIC)> Trigger Setting>Data1 

例 設定 :TRIGger:IIC:DATA 21 

クエリ :TRIGger:IIC:DATA? 

3.18.16.6 :TRIGger:IIC:DLENgth 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:DLENgth <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:DLENgth? 

説明 I2Cトリガ条件：条件タイプの指定で Data Lengthを選択時、データ長の設定

およびクエリ 

パラメータ <parameter> := バイト数。1～12までの整数 

戻り値の例 5 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIC) >Trigger Setting>Data Length 

例 設定 :TRIGger:IIC:DLENgth 5 

クエリ :TRIGger:IIC:DLENgth? 

3.18.16.7 :TRIGger:IIC:LIMit 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:LIMit? 

説明 I2Cトリガ条件：条件タイプの指定で EEPROMを選択時、比較演算子の設定

およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (EQUal | GREaterthan | LESSthan) 

EQUal ：等しい 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

戻り値の例 EQUal 
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オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIC)>Trigger Setting>Limit Range 

例 設定 :TRIGger:IIC:LIMit EQUal 

クエリ :TRIGger:IIC:LIMit? 

3.18.16.8 :TRIGger:IIC:RWBit 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:RWBit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:RWBit? 

説明 I2Cトリガ条件：条件タイプの指定で’7Address&Data, または

10Address&Dataを選択時、R/Wビットの設定およびクエリ 

この設定によりアドレスの値が異なります。 

パラメータ <parameter> := (WRITe | READ | ANY) 

WRITe：R/Wビットのフラグが Write 

READ：R/Wビットのフラグが Read 

ANY：R/Wビットのフラグは無条件 

戻り値の例 WRITe 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIC) >Trigger Setting>R/W Bit 

例 設定 :TRIGger:IIC:RWBit WRITe 

クエリ :TRIGger:IIC:RWBit? 

3.18.16.9 :TRIGger:IIC:SCLSource 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:SCLSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:SCLSource? 

説明 I2C信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIC)>Signal>SCL 

例 設定 :TRIGger:IIC:SCLSource C1 

クエリ :TRIGger:IIC:SCLSource? 

3.18.16.10 :TRIGger:IIC:SCLThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:SCLThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:SCLThreshold? 

説明 I2C信号設定：SCL信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

 

戻り値の例 1.50E+00 
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オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIC) > Signal>Threshold 

例 設定 :TRIGger:IIC:SCLThreshold 1.50E+00 

クエリ :TRIGger:IIC:SCLThreshold? 

3.18.16.11 :TRIGger:IIC:SDASource 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:SDASource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:SDASource? 

説明 I2C信号設定：SDA信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<n>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIC) >Signal>SDA 

例 設定 :TRIGger:IIC:SDASource C2 

クエリ :TRIGger:IIC:SDASource? 

3.18.16.12 :TRIGger:IIC:SDAThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:IIC:SDAThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIC:SDAThreshold? 

説明 I2C信号設定：SDA信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.50E+00 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIC)>SDA>Threshold 

例 設定 :TRIGger:IIC:SDAThreshold 1.50E+00 

クエリ :TRIGger:IIC:SDAThreshold? 
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3.18.17  :TRIGger:SPI Commands 

3.18.17.1 :TRIGger:SPI:BITorder 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:BITorder <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:BITorder? 

説明 SPIプロトコル設定：信号のビット順の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(LSB | MSB) 

LSB: 最下位ビットから開始 

MSB: 最上位ビットから開始 

戻り値の例 LSB 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SPI)> Trigger Setting > Bit Order 

例 設定 :TRIGger:SPI:BITorder MSB 

クエリ :TRIGger:SPI:BITorder? 

3.18.17.2 :TRIGger:SPI:CLKSource 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:CLKSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:CLKSource? 

説明 SPI信号設定：CLK信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) > Signal> CLK  

例 設定 :TRIGger:SPI:CLKSource C1 

クエリ :TRIGger:SPI:CLKSource? 

3.18.17.3 :TRIGger:SPI:CLKThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:CLKThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:CLKThreshold? 

説明 SPI信号設定：CLK信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) >Signal > Threshold 

例 設定 :TRIGger:SPI:CLKThreshold 1.5 

クエリ :TRIGger:SPI:CLKThreshold? 

3.18.17.4 :TRIGger:SPI:CSSource 
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コマンド構文 :TRIGger:SPI:CSSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:CSSource? 

説明 SPI信号設定：SPIの CSタイプで Active Hiが選択されている場合の CS信号

として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SPI)> Signal > Active Hi 

例 設定 :TRIGger:SPI:CSSource C3 

クエリ :TRIGger:SPI:CSSource? 

3.18.17.5  :TRIGger:SPI:CSThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:CSThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:CSThreshold? 

説明 SPI信号設定：SPIの CSタイプで Active Hiが選択されている場合の CS信号

の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SPI)> Signal > Threshold 

例 設定 :TRIGger:SPI:CSThreshold 1.2 

クエリ :TRIGger:SPI:CSThreshold? 

3.18.17.6 :TRIGger:SPI:CSTYpe 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:CSTYpe <parameter> {,<time>} 

クエリ構文 :TRIGger:SPI:CSTYpe? 

説明 SPIプロトコル設定：SPIの CS信号のタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (NCS | CS | TIMeout,<time>) 
NCS: Active Low 
CS: Active Hi 

TIMeout: CLK Timeout。<time>にタイムアウト時間を指定 

<time> :=時間。小数点を含む数値。TIMeout選択時に指定。 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 CS 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) > Signal > CS Type 

例 設定 :TRIGger:SPI:CSTYpe NCS 

クエリ :TRIGger:SPI:CSTYpe? 

3.18.17.7 :TRIGger:SPI:DATA 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:DATA  <data> {,<data>...} 
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説明 SPIトリガ条件：データ条件の設定およびクエリ 

パラメータ <data>:=(0 | 1 | x)  
 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) > Trigger Setting> Data Value 

例 設定 :TRIGger:SPI:DATA 1,0,0,0,0,0,1,0 

3.18.17.8 :TRIGger:SPI:DLENgth 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:DLENgth  <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:DLENgth? 

説明 SPIトリガ条件：データ条件のビット長の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=ビット長。4～96の整数 

戻り値の例 5 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) >Trigger Setting> Data Length 

例 設定 :TRIGger:SPI:DLENgth 5 

クエリ :TRIGger:SPI:DLENgth? 

3.18.17.9 :TRIGger:SPI:LATChedge 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:LATChedge  <parameter> 

クエリ構文 :TRIGger:SPI:LATChedge? 

説明 SPIプロトコル設定： CLKのサンプリングエッジの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (RISing | FALLing) 
RISing:  
FALLing:  

戻り値の例 RISing 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) > Signal > Edge Select 

例 設定 :TRIGger:SPI:LATChedge RISing 

クエリ :TRIGger:SPI:LATChedge? 

3.18.17.10 :TRIGger:SPI:MISOSource 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:MISOSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:MISOSource? 

説明 SPI信号設定：MISO信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C4 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SPI)> Signal > MISO 

例 設定 :TRIGger:SPI:MISOSource C4 

クエリ :TRIGger:SPI:MISOSource? 

3.18.17.11 :TRIGger:SPI:MISOThreshold 
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コマンド構文 :TRIGger:SPI:MISOThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:MISOThreshold? 

説明 SPI信号設定：MISO信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SPI)> Signal > Threshold 

例 設定 :TRIGger:BUS1:SPI:MISOThreshold 1.5 

クエリ :TRIGger:BUS1:SPI:MISOThreshold? 

3.18.17.12 :TRIGger:SPI:MOSISource 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:MOSISource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:MOSISource? 

説明 SPI信号設定：MOSI信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) > Signal >  MOSI 

例 設定 :TRIGger:SPI:MOSISource C1 

クエリ :TRIGger:SPI:MOSISource? 

3.18.17.13 :TRIGger:SPI:MOSIThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:MOSIThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:MOSIThreshold? 

説明 SPI信号設定：MOSI信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SPI)> Signal > Threshold 

例 設定 :TRIGger:SPI:MOSIThreshold 1.5 

クエリ :TRIGger:SPI:MOSIThreshold? 

 

3.18.17.14 :TRIGger:SPI:NCSSource 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:NCSSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:NCSSource? 

説明 SPI信号設定：CSタイプで Active Lowが選択されている場合の CS信号とし
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て割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (SPI)> Signal >  Active Low 

例 設定 :TRIGger:SPI:NCSSource 

クエリ :TRIGger:SPI:NCSSource? 

3.18.17.15 :TRIGger:SPI:NCSThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:NCSThreshold<parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:NCSThreshold? 

説明 SPI信号設定：CSタイプで Active Lowが選択されている場合の CS信号の

Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) > Signal > Threshold 

例 設定 :TRIGger:SPI:NCSThreshold 1.5 

クエリ :TRIGger:SPI:NCSThreshold? 

3.18.17.16 :TRIGger:SPI:TTYPe 

コマンド構文 :TRIGger:SPI:TTYPe<parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:SPI:TTYPe? 

説明 SPIトリガ条件：トリガタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (MISO | MOSI) 
 

戻り値の例 MISO 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(SPI) >Trigger Setting>Tryger Type 

例 設定 :TRIGger:SPI:TTYPe MISO 

クエリ :TRIGger:SPI:TTYPe? 
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3.18.18  :TRIGger:UART Commands 

3.18.18.1 :TRIGger:UART:BAUD 

コマンド構文 :TRIGger:UART:BAUD <parameter>  {,<value>} 

クエリ構文 :TRIGger:UART:BAUD? 

説明 UARTプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( 600bps | 1200bps | 2400bps | 4800bps | 9600bps | 19200bps | 
38400bps | 57600bps | 115200bps | CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。300～20000000までの整数 

戻り値の例 9600bps 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) > Bus Config > Baud 

例 設定 :TRIGger:UART:BAUD 9600bps 

クエリ :TRIGger:UART:BAUD? 

3.18.18.2 :TRIGger:UART:BITorder 

コマンド構文 :TRIGger:UART:BITorder <parameter> 

クエリ構文 :TRIGger:UART:BITorder? 

説明 UARTプロトコル設定：ビット順の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(LSB | MSB) 
 

戻り値の例 LSB 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) >Bus Config > Bit Order 

例 設定 :TRIGger:UART:BITorder LSB 

クエリ :TRIGger:UART:BITorder? 

3.18.18.2 :TRIGger:UART:CONDition 

コマンド構文 :TRIGger:UART:CONDition <parameter> 

クエリ構文 :TRIGger:UART:CONDition? 

説明 UARTトリガ条件：条件タイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (STARt | STOP | DATA | ERRor) 

戻り値の例 STARt 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) >Trigger Setting > Condition 

例 設定 :TRIGger:UART:CONDition STARt 

クエリ :TRIGge:UART:CONDition? 

3.18.18.3 :TRIGger:UART:DATA 

コマンド構文 :TRIGger:UART:DATA <parameter> 

クエリ構文 :TRIGger:UART:DATA? 

説明 UARTトリガ条件：条件タイプで DATAを選択時、データ条件の設定およびク

エリ 
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パラメータ <parameter> :=1～256までの整数。256は Don’t Careを示します 

 

戻り値の例 22 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) > Trigger Setting > Value 

例 設定 :TRIGger:UART:DATA 22 

クエリ :TRIGger:UART:DATA? 

3.18.18.3 :TRIGger:UART:DLENgth 

コマンド構文 :TRIGger:UART:DLENgth <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:DLENgth? 

説明 UARTプロトコル設定：データビット長の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=5～8までの整数 

戻り値の例 8 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) > Bus Config > Data Length 

例 設定 :TRIGger:UART:DLENgth 8 

クエリ :TRIGger:UART:DLENgth? 

3.18.18.4 :TRIGger:UART:IDLE 

コマンド構文 :TRIGger:UART:IDLE <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:IDLE? 

説明 UARTプロトコル設定：アイドル状態のレベルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(LOW | HIGH) 
 

戻り値の例 LOW 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) > Bus Config > Idel Level 

例 設定 :TRIGger:UART:IDLE LOW 

クエリ :TRIGger:UART:IDLE? 

3.18.18.5 :TRIGger:UART:LIMit 

コマンド構文 :TRIGger:UART:LIMit <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:LIMit? 

説明 UARTトリガ条件：条件タイプで DATAを選択時、比較演算子の設定およびク

エリ 

パラメータ <parameter> :=(EQUal | GREaterthan | LESSthan) 

EQUal ：等しい 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

戻り値の例 EQUal 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (UART)> Trigger Setting > Compare Type 

例 設定 :TRIGger:UART:LIMit EQUal 
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クエリ :TRIGger:UART:LIMit? 

3.18.18.6 :TRIGger:UART:PARity 

コマンド構文 :TRIGger:UART:PARity <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:PARity? 

説明 UARTプロトコル設定：パリティビットの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(NONE | ODD | EVEN | MARK | SPACe) 
 

戻り値の例 ODD 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (UART)> Bus Config > Parity Check 

例 設定 :TRIGger:UART:PARity EVEN 

クエリ :TRIGger:UART:PARity? 

3.18.18.7 :TRIGger:UART:RXSource 

コマンド構文 :TRIGger:UART:RXSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:RXSource? 

説明 UART信号設定：RX信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) > Signal > RX 

例 設定 :TRIGger:UART:RXSource C2 

クエリ :TRIGger:UART:RXSource? 

3.18.18.8 :TRIGger:UART:RXThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:UART:RXThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:RXThreshold? 

説明 UART信号設定：RX信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5E+0 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (UART)> Signal >Threshold 

例 設定 :TRIGger:UART:RXThreshold 1.5 

クエリ :TRIGger:UART:RXThreshold? 

3.18.18.9 :TRIGger:UART:STOP 

コマンド構文 :TRIGger:UART:STOP <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:STOP? 
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説明 UARTプロトコル設定：ストップビットの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( 1 | 1.5 | 2) 
 

戻り値の例 1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) >Bus Config > Stop Bit 

例 設定 :TRIGger:UART:STOP 1 

クエリ :TRIGger:UART:STOP? 

3.18.18.10 :TRIGger:UART:TTYPe 

コマンド構文 :TRIGger:UART:TTYPe <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:TTYPe? 

説明 UARTトリガ条件：対象信号の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( RX | TX) 
 

戻り値の例 RX 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) >Trigger Setting > Source Type 

例 設定 :TRIGger:UART:TTYPe RX 

クエリ :TRIGger:UART:TTYPe? 

3.18.18.11 :TRIGger:UART:TXSOURCE 

コマンド構文 :TRIGger:UART:TXSOURCE <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:TXSOURCE? 

説明 UART信号設定：TX信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) > Signal > TX 

例 設定 :TRIGger:UART:TXSOURCE C2 

クエリ :TRIGger:UART:TXSOURCE? 

3.18.18.12 :TRIGger:UART:TXTHRESHOLD 

コマンド構文 :TRIGger:UART:TXTHRESHOLD <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:UART:TXTHRESHOLD? 

説明 UART信号設定：TX信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5E+0 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(UART) > Signal > Threshold 

例 設定 :TRIGger:UART:TXTHRESHOLD 1.5 
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クエリ :TRIGger:UART:TXTHRESHOLD? 
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3.18.19  :TRIGger:CAN Commands 

3.18.19.1 :TRIGger:CAN:BAUD 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:BAUD <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :TRIGger:CAN:BAUD? 

説明 CANプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(5kbps | 10kbps | 20kbps | 50kbps | 100kbps | 125kbps | 
250kbps | 500kbps | 800kbps | 1Mbps | CUSTom ,<value>) 

<value>:=ボーレート。5000～1000000 Customを選択時に指定 

戻り値の例 10kbps 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CAN) > Bus Config > Nominal Baud 

例 設定 :TRIGger:CAN:BAUD 50kBps 

クエリ :TRIGger:CAN:BAUD? 

3.18.19.2 :TRIGger:CAN:CONDition 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:CONDition <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CAN:CONDition? 

説明 CANトリガ条件：条件タイプ設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (STARt | REMote | ID | ID_AND_DATA | ERRor) 
 

戻り値の例 STARt 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CAN) >Trigger Setting>Condition 

例 設定 :TRIGger:CAN:CONDition STARt 

クエリ :TRIGger:CAN:CONDition? 

3.18.19.3 :TRIGger:CAN:DAT2 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:DAT2 <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CAN:DAT2? 

説明 CANトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、2番目のデータ条件

の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 1～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

 

戻り値の例 10 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CAN) >Trigger Setting>Data2 

例 設定 :TRIGger:CAN:DAT2 10 

クエリ :TRIGger:CAN:DAT2? 

3.18.19.4 :TRIGger:CAN:DATA 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:DATA <parameter>  
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クエリ構文 :TRIGger:CAN:DATA? 

説明 CANトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、１番目のデータ条

件の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 1～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

戻り値の例 43 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CAN) >Trigger Setting>Data1 

例 設定 :TRIGger:CAN:DATA 43 

クエリ :TRIGger:CAN:DATA? 

3.18.19.5 :TRIGger:CAN:ID 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:ID <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CAN:ID? 

説明 CANトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、アドレス条件の設

定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := IDタイプが 29ビットの場合、0,～536870912までの整数で指

定。11ビットの場合、0～2048までの整数で指定 

 

戻り値の例 12593 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CAN) >Trigger Setting>ID 

例 設定 :TRIGger:CAN:ID 12593 

クエリ :TRIGger:CAN:ID? 

3.18.19.6 :TRIGger:CAN:IDLength 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:IDLength <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CAN:IDLength? 

説明 CANプロトコル設定：CAN IDのタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (11BITS | 29BITS) 
 

戻り値の例 11BITS 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CAN) >Trigger Setting>ID Bits 

例 設定 :TRIGger:CAN:IDLength 11BITS 

クエリ :TRIGger:CAN:IDLength? 

3.18.19.7 :TRIGger:CAN:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CAN:SOURce? 

説明 CAN信号設定：CAN信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 
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<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (CAN)> Signal > Source 

例 設定 :TRIGger:CAN:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:CAN:SOURce? 

3.18.19.8 :TRIGger:CAN:THReshold 

コマンド構文 :TRIGger:CAN:THReshold  <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CAN:THReshold? 

説明 CAN信号設定：CAN信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.23E+0 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (CAN)>Signal > Threshold 

例 設定 :TRIGger:CAN:THReshold 1.5 

クエリ :TRIGger:CAN:THReshold? 
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3.18.20 :TRIGger:LIN Commands 

3.18.20.1 :TRIGger:LIN:BAUD 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:BAUD <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :TRIGger:LIN:BAUD? 

説明 LINプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(600bps | 1200bps | 2400bps | 4800bps | 9600bps | 19200bps | 
CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。300～20000000の整数。Custom選択時に指定 

戻り値の例 9600bps 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) > Bus Config > Baud 

例 設定 :TRIGger:LIN:BAUD 9600bps 

クエリ :TRIGger:LIN:BAUD? 

3.18.20.2 :TRIGger:LIN:CONDition 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:CONDition <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:CONDition? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (BReak| ID | ID_AND_DATA | DATA_ERROR) 
 

戻り値の例 BReak|ID 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Condition 

例 設定 :TRIGger:LIN:CONDition BReak|ID 

クエリ :TRIGger:LIN:CONDition? 

3.18.20.3 :TRIGger:LIN:DAT2 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:DAT2 <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:DAT2? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、2番目のデータ条件

の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 1～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

 

戻り値の例 76 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Data2 

例 設定 :TRIGger:LIN:DAT2 76 

クエリ :TRIGger:LIN:DAT2? 

3.18.20.4 :TRIGger:LIN:DATA 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:DATA <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:DATA? 
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説明 LINトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、1番目のデータ条件

の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 1～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

 

戻り値の例 69 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Data1 

例 設定 :TRIGger:LIN:DATA 69 

クエリ :TRIGger:LIN:DATA? 

3.18.20.5 :TRIGger:LIN:ERRor:CHECksum 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:ERRor:CHECksum <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:ERRor:CHECksum? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプで DATA_ERROR を選択時、チェックサムエラー

を有効/無効 

パラメータ <parameter> :=(0 | 1) 
0: OFF 
1: ON 

戻り値の例 1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Checksum Error 

例 設定 :TRIGger:LIN:ERRor:CHECksum 1 

クエリ :TRIGger:LIN:ERRor:CHECksum? 

3.18.20.6 :TRIGger:LIN:ERRor:DLENgth 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:ERRor:DLENgth <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:ERRor:DLENgth? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプで DATA_ERROR を選択時、チェックサムの位置

を判定するためデータ長の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := バイト数。1～8までの整数 

 

戻り値の例 4 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Data Bytes 

例 設定 :TRIGger:LIN:ERRor:DLENgth 4 

クエリ :TRIGger:LIN:ERRor:DLENgth? 

3.18.20.7 :TRIGger:LIN:ERRor:ID 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:ERRor:ID <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:ERRor:ID? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプで DATA_ERROR を選択時、エラーフレーム ID

の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 0～63までの整数 
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戻り値の例 42 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Error Frame ID 

例 設定 :TRIGger:LIN:ERRor:ID 42 

クエリ :TRIGger:LIN:ERRor:ID? 

3.18.20.8 :TRIGger:LIN:ERRor:PARity 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:ERRor:PARity <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:ERRor:PARity? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプで DATA_ERROR を選択時、ヘッダパリティエラ

ーを有効/無効 

パラメータ <parameter> := (0 | 1) 
0: OFF 
1: ON 

戻り値の例 0 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Header Parity Error 

例 設定 :TRIGger:LIN:ERRor:PARity 0 

クエリ :TRIGger:LIN:ERRor:PARity? 

3.18.20.9 :TRIGger:LIN:ERRor:SYNC 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:ERRor:SYNC <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:ERRor:SYNC? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプで DATA_ERROR を選択時、Syncバイトエラー

を有効/無効 

パラメータ <parameter> := (0 | 1) 
0: OFF 
1: ON 

戻り値の例 1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>Sync Byte Error 

例 設定 :TRIGger:LIN:ERRor:SYNC 1 

クエリ :TRIGger:LIN:ERRor:SYNC? 

3.18.20.10 :TRIGger:LIN:ID 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:ID <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:ID? 

説明 LINトリガ条件：条件タイプで ID、または ID_AND_DATAを選択時、ID条件

の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 0～64までの整数 

64を指定した場合は Don’t careを意味します。 

戻り値の例 43 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>ID 
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例 設定 :TRIGger:LIN:ID 43 

クエリ :TRIGger:LIN:ID? 

3.18.20.11 :TRIGger:LIN:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:SOURce? 

説明 LIN信号設定：LIN信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) > Signal>Source 

例 設定 :TRIGger:LIN:SOURce C1 

クエリ :TRIGger:LIN:SOURce? 

3.18.20.12 :TRIGger:LIN:STANdard 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:STANdard <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:STANdard? 

説明 LINプロトコル設定：条件タイプで DATA_ERROR とチェックサムエラーを選

択時、チェックサムの種類の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (0 | 1) 
0 : Rev1.3 
1 : Rev2.x 

戻り値の例 1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) >Trigger Setting>LIN Spec. 

例 設定 :TRIGger:LIN:STANdard 1 

クエリ :TRIGger:LIN:STANdard? 

3.18.20.13 :TRIGger:LIN:THReshold 

コマンド構文 :TRIGger:LIN:THReshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:LIN:THReshold? 

説明 LIN信号設定：LIN信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびク

エリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.0E+0 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(LIN) > Signal>Threshold 

例 設定 :TRIGger:LIN:THReshold 1.5 

クエリ :TRIGger:LIN:THReshold? 
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3.18.21  :TRIGger:FLEXray Commands 

3.18.21.1 :TRIGger:FLEXray:BAUD 

コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:BAUD  <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:BAUD? 

説明 FlexRayプロトコル設定：ボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=( 2500kbps | 5Mbps | 10Mbps | CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。1000000～20000000までの整数。Custom選択時に指

定 

戻り値の例 5Mbps 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay)>Bus Config> Baud 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:BAUD 5Mbps 

クエリ :TRIGger:FLEXray:BAUD? 

3.18.21.2 :TRIGger:FLEXray:CONDition 

コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:CONDition <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:CONDition? 

説明 FlexRayトリガ条件：条件タイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (TSS | FRAMe | SYMBol | ERRor) 
 

戻り値の例 TSS 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay)>Trigger Setup>Condition 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:CONDition TSS 

クエリ :TRIGger:FLEXray:CONDition? 

3.18.21.3 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:COMPare 

コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:COMPare <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:COMPare? 

説明 FlexRayトリガ条件：条件タイプで FRAMe を選択時、比較演算子の設定およ

びクエリ 

パラメータ <parameter> := (ANY | EQUal | GREaterthan | LESSthan) 

ANY：無条件 

EQUal ：等しい 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

戻り値の例 ANY 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay)>Trigger Setup>Compare Type 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:COMPare ANY 

クエリ :TRIGger:FLEXray:FRAMe:COMPare? 

3.18.21.4 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:CYCLe 
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コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:CYCLe <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:CYCLe? 

説明 FlexRayトリガ条件：条件タイプで FRAMe を選択時、フレームサイクルの設

定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := サイクル数。0～63までの整数 

 

戻り値の例 2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay)>Trigger Setup>Cycle 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:CYCLe 2 

クエリ :TRIGger:FLEXray:FRAMe:CYCLe? 

3.18.21.5 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:ID 

コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:ID <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:ID? 

説明 FlexRayトリガ条件：条件タイプで FRAMe を選択時、フレーム IDの設定およ

びクエリ 

パラメータ <parameter> := 0～2048までの整数 

 

戻り値の例 1793 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay)>Trigger Setup>ID 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:ID 1793 

クエリ :TRIGger:FLEXray:FRAMe:ID? 

3.18.21.6 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:REPetition 

コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:REPetition <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:REPetition? 

説明 FlexRayトリガ条件：条件タイプで FRAMeおよび、＝比較演算子を選択時、

Cycle Repetitionの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64) 
 

戻り値の例 8 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay)>Trigger Setup>Repetition Factor 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:FRAMe:REPetition 8 

クエリ :TRIGger:FLEXray:FRAMe:REPetition? 

3.18.21.7 :TRIGger:FLEXray:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:SOURce  <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:SOURce? 

説明 FlexRay信号設定：FlexRay信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 
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<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay)> Signal> Source 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:SOURce C2 

クエリ :TRIGger:FLEXray:SOURce? 

3.18.21.8 :TRIGger:FLEXray:THReshold 

コマンド構文 :TRIGger:FLEXray:THReshold  <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:FLEXray:THReshold? 

説明 FlexRay信号設定：FlexRay信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定

およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.2E+0 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(FlexRay) > Signal>Threshold 

例 設定 :TRIGger:FLEXray:THReshold 1 

クエリ :TRIGger:FLEXray:THReshold? 



 

156 

 

3.18.22 :TRIGger:CANFd Commands 

3.18.22.1 :TRIGger:CANFd:BAUDData 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:BAUDData <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:BAUDData? 

説明 データボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(500kbps | 1Mbps | 2Mbps | 5Mbps | 8Mbps | 10Mbps | 
CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。100000～10000000までの整数。Custom選択時に指定 

戻り値の例 1Mbps 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) > Bus Config>Data Baud 

例 設定 :TRIGger:CANFd:BAUDData 1Mbps 

クエリ :TRIGger:CANFd:BAUDData? 

3.18.22.2 :TRIGger:CANFd:BAUDNominal 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:BAUDNominal <parameter> {,<value>} 

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:BAUDNominal? 

説明 ノミナルボーレートの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(25kbps | 50kbps | 100kbps | 250kbps | 1Mbps | 
CUSTom,<value>) 

<value>:=ボーレート。10000～1000000までの整数。Custom選択時に指定 

戻り値の例 50kbps 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) > Protocol Config>Nominal Baud 

例 設定 :TRIGger:CANFd:BAUDNominal 50kbps 

クエリ :TRIGger:CANFd:BAUDNominal? 

3.18.22.3 :TRIGger:CANFd:CONDition 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:CONDition <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:CONDition? 

説明 CANFDトリガ条件：条件タイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (STARt | REMote | ID | ID_AND_DATA | ERRor) 
 

戻り値の例 STARt 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) >Trigger Setting>Condition 

例 設定 :TRIGger:CANFd:CONDition STARt 

クエリ :TRIGger:CANFd:CONDition? 

3.18.22.4 :TRIGger:CANFd:DAT2 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:DAT2 <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:DAT2? 

説明 CANFDトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、2番目の CANデ
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ータの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 0～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

戻り値の例 10 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) >Trigger Setting>Data2 

例 設定 :TRIGger:CANFd:DAT2 10 

クエリ :TRIGger:CANFd:DAT2? 

3.18.22.5 :TRIGger:CANFd:DATA 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:DATA <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:DATA? 

説明 CANFDトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、1番目の CANデ

ータの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 0～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

戻り値の例 43 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) >Trigger Setting>Data1 

例 設定 :TRIGger:CANFd:DATA 43 

クエリ :TRIGger:CANFd:DATA? 

3.18.22.6 :TRIGger:CANFd:FTYPe 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:FTYPe <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:FTYPe? 

説明 CANFDトリガ条件：フレームタイプを設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (BOTH | CAN | CANFd) 
 

戻り値の例 CANFd 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) >Trigger Setting>Frame Type 

例 設定 :TRIGger:CANFd:FTYPe CANFd 

クエリ :TRIGger:CANFd:FTYPe? 

3.18.22.7 :TRIGger:CANFd:ID 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:ID <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:ID? 

説明 CANFDトリガ条件：条件タイプで ID_AND_DATAを選択時、CANアドレス条

件の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := IDタイプが 29ビットの場合、0,～536870912までの整数で指

定。11ビットの場合、0～2048までの整数で指定 

戻り値の例 90861836 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) >Trigger Setting>ID 
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例 設定 :TRIGger:CANFd:ID 90861836 

クエリ :TRIGger:CANFd:ID? 

3.18.22.8 :TRIGger:CANFd:IDLength 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:IDLength <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:IDLength? 

説明 CANFDプロトコル設定： IDのタイプの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (11BITS | 29BITS) 
 

戻り値の例 11BITS 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) >Trigger Setting>ID Bits 

例 設定 :TRIGger:CANFd:IDLength 11BITS 

クエリ :TRIGger:CANFd:IDLength? 

3.18.22.9 :TRIGger:CANFd:SOURce 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:SOURce? 

説明 CANFD信号設定：CANFD信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) > Signal> Source 

例 設定 :TRIGger:CANFd:SOURce C2 

クエリ :TRIGger:CANFd:SOURce? 

3.18.22.10 :TRIGger:CANFd:THReshold 

コマンド構文 :TRIGger:CANFd:THReshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:CANFd:THReshold? 

説明 CANFD信号設定：CANFD信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定

およびクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.5E+0 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(CANFD) > Signal>Threshold 

例 設定 :TRIGger:CANFd:THReshold 1.5 

クエリ :TRIGger:CANFd:THReshold? 
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3.18.23 :TRIGger:IIS Commands 

3.18.23.1 :TRIGger:IIS:AVARiant 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:AVARiant <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:AVARiant? 

説明 I2Sプロトコル設定：フォーマットの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(IIS |LJ | RJ) 
IIS:I2S  

LJ: 左詰め 

RJ: 右詰め 

戻り値の例 I2S 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Trigger Setting>Audio variant 

例 設定 :TRIGger:IIS:AVARiant I2S 

クエリ :TRIGger:IIS:AVARiant? 

3.18.23.2 :TRIGger:IIS:BCLKSource 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:BCLKSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:BCLKSource? 

説明 I2S信号設定：クロック信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C1 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Signal>>BCLK 

例 設定 :TRIGger:IIS:BCLKSource C1 

クエリ :TRIGger:IIS:BCLKSource? 

3.18.23.3 :TRIGger:IIS:BCLKThreshold 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:BCLKThreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:BCLKThreshold? 

説明 I2S信号設定：クロック信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およ

びクエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.73E-01 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Signal>Threshold 

例 設定 :TRIGger:IIS:BCLKThreshold 1.73E-01 

クエリ :TRIGger:IIS:BCLKThreshold? 

3.18.23.4 :TRIGger:IIS:BITorder 
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コマンド構文 :TRIGger:IIS:BITorder <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:BITorder? 

説明 I2Sプロトコル設定：ビット順の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=(LSB | MSB) 

LSB: 最下位ビットから開始 

MSB: 最上位ビットから開始 

戻り値の例 LSB 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Trigger Setting>Bit Order 

例 設定 :TRIGger:IIS:BITorder LSB 

クエリ :TRIGger:IIS:BITorder? 

3.18.23.5 :TRIGger:IIS:CHANnel 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:CHANnel <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:CHANnel? 

説明 I2Sトリガ条件：左右のチャンネルの設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (LEFT | RIGHT) 
 

戻り値の例 LEFT 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Trigger Setting>Channel 

例 設定 :TRIGger:IIS:CHANnel LEFT 

クエリ :TRIGger:IIS:CHANnel? 

3.18.23.6 :TRIGger:IIS:COMPare 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:COMPare <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:COMPare? 

説明 I2Sトリガ条件：条件タイプで DATAを選択時、比較演算子の設定およびクエ

リ 

パラメータ <parameter> := (EQUal | GREaterthan | LESSthan) 

EQUal ：等しい 

LESSthan：より小さい 

GREATerthan：より大きい 

戻り値の例 EQUal 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Trigger Setting>Compare Type 

例 設定 :TRIGger:IIS:COMPare EQUal 

クエリ :TRIGger:IIS:COMPare? 

3.18.23.7 :TRIGger:IIS:CONDition 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:CONDition <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:CONDition? 

説明 I2Sトリガ条件：条件タイプの設定およびクエリ 
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パラメータ <parameter> := (DATA | MUTE | CLIP | GLITch | RISing | FALLing) 
 

戻り値の例 MUTE 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Trigger Setting>Condition 

例 設定 :TRIGger:IIS:CONDition MUTE 

クエリ :TRIGger:IIS:CONDition? 

3.18.23.8 :TRIGger:IIS:DLENgth 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:DLENgth <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:DLENgth? 

説明 I2Sプロトコル設定：データビット長の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> :=ビット数。1～30までの整数 

戻り値の例 8 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Trigger Setting>Dta Bits 

例 設定 :TRIGger:IIS:DLENgth 8 

クエリ :TRIGger:IIS:DLENgth? 

3.18.23.9 :TRIGger:IIS:DSource 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:DSource <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:DSource? 

説明 I2S信号設定：データ信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C2 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIS) >Signals>Data 

例 設定 :TRIGger:IIS:DSource C2 

クエリ :TRIGger:IIS:DSource? 

3.18.23.10 :TRIGger:IIS:DTHReshold 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:DTHReshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:DTHReshold? 

説明 I2S信号設定：データ信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定および

クエリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 1.73E-01 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIS) > Signals>Threshold 

例 設定 :TRIGger:IIS:DTHReshold 1.73E-01 

クエリ :TRIGger:IIS:DTHReshold? 
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3.18.23.11 :TRIGger:IIS:LATChedge 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:LATChedge <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:LATChedge? 

説明 I2Sプロトコル設定：クロック信号のサンプリングタイミングの設定およびク

エリ 

パラメータ <parameter> :=(RISing |FALLing) 

RISing: 立ち上がりエッジ 

FALLing: 立ち下がりエッジ 

戻り値の例 RISing 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIS) > Signal>Edge Select 

例 設定 :TRIGger:IIS:LATChedge RISing 

クエリ :TRIGger:IIS:LATChedge? 

3.18.23.12 :TRIGger:IIS:LCH 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:LCH <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:LCH? 

説明 I2Sプロトコル設定：左チャンネルを示す WS信号のレベルの設定およびクエ

リ 

パラメータ <parameter> :=( LOW | HIGH) 

LOW: ロー側が左チャンネル 

HIGH: ハイ側が左チャンネル 

戻り値の例 LOW 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIS) >Signal> Left CH 

例 設定 :TRIGger:IIS:LCH LOW 

クエリ :TRIGger:IIS:LCH? 

3.18.23.13 :TRIGger:IIS:VALue 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:VALue <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:VALue? 

説明 I2Sトリガ条件：条件タイプで DATAを選択時、データ条件の設定およびクエ

リ 

パラメータ <parameter> := 1～256までの整数 

256を指定した場合は Don’t careを意味します。 

戻り値の例 86 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン (IIS)>Trigger Setting>Value 

例 設定 :TRIGger:IIS:VALue 86 

クエリ :TRIGger:IIS:VALue? 

3.18.23.14 :TRIGger:IIS:WSSource 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:WSSource <parameter>  
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クエリ構文 :TRIGger:IIS:WSSource? 

説明 I2S信号設定：WS信号として割り当てる入力の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | D<m>) 

<x>:=チャンネル番号。1~4までの整数 

<m>:=デジタルライン番号。0~15までの整数 

戻り値の例 C3 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIS) >Signals>WS 

例 設定 :TRIGger:IIS:WSSource C3 

クエリ :TRIGger:IIS:WSSource? 

3.18.23.15 :TRIGger:IIS:WSTHreshold 

コマンド構文 :TRIGger:IIS:WSTHreshold <parameter>  

クエリ構文 :TRIGger:IIS:WSTHreshold? 

説明 I2S信号設定：WS信号の Hi/Lowを判定する電圧の閾値レベルの設定およびク

エリ 

パラメータ <parameter> := 閾値レベルの電圧値。小数点を含む数値 

値の表記は 1.23E+2のような指数も可能 

戻り値の例 2.20E-01 

オシロ上のメニュー Trigger Setupボタン(IIS) >Signals> Threshold 

例 設定 :TRIGger:IIS:WSTHreshold 2.20E-01 

クエリ :TRIGger:IIS:WSTHreshold? 
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3.19 波形転送 

波形データはバイナリとして転送します。バイナリデータは ADCの波形データと ADCの値を使って電圧や

サンプルの時間を計算するために必要な情報をバイナリの構造体で転送するプリアンブルの２つを転送しま

す。ADCの波形データを転送するコマンドは:WAVeform:DATA?クエリ、プリアンブルを転送するコマンド

は:WAVeform:PREamble?クエリを使用します。 

これらのコマンドを使用する前にソース波形や転送サンプルの指定を行います。 

:WAVeform:SOURce…ソース波形の指定 

:WAVeform:STARt…波形データの開始サンプル位置 

:WAVeform:INTerval…波形データの間引きサンプル数の指定 

:WAVeform:POINt…波形データの最大データ数の指定 

:WAVeform:WIDTh…波形データの ADCの分解能の指定 

 

アナログ波形データ転送例 

Step1 コマンドの送信と波形データの転送 

次のコマンドでアナログチャンネル C2のバイナリ波形を転送します。 

:WAVeform:SOURce C2 

:WAVeform:DATA? 

 

オシロスコープからの転送データ 

“DAT2,#9000001000”から始まるヘッダからデータが開始されます。この#9に続く 9個の ASCII文字

列で書かれた整数はそれに続く波形データの数を示しています。下の例では 1000バイトのデータがあ

り、最後に 0A 0Aの終端で終わります。 

 

Step2 波形パラメータの転送 

バイナリ波形を電圧に変換するための係数やサンプルの時間などのパラメータを取得します。 

:WAVeform:PRE? 
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オシロスコープから転送されるデータは全てのパラメータが１つになった構造体として転送されます。

構造体については:WAVeform:PREambleを参照してください。 

 

ここではこの波形パラメータを使い、波形のバイナリデータから電圧値への変換や時間の情報を作る

方法を説明します。 

パラメータからは次の情報が得られたとします。 

垂直スケール：10V/div 

垂直オフセット：14.5V 

Time Scale：20E-9 

Trigger delay：1.72E-8 

Sampling interval：2E-10 

 

Step 3 電圧データの変換方法 

電圧は次のように計算します。 

電圧(V)＝ADC値 * (垂直スケール * プローブ倍率 / 30) -  垂直オフセット 

ADC値:これは:WAVeform:DATA?クエリにより転送される波形の各サンプルデータ（バイト）です。

データの形式は符号付バイトデータです。プログラミング言語により Signed Char(符号付バイト)を直

接取り扱うことができない場合もあります。その場合、符号なしバイトから付きの値に変換する必要

があります。符号なしでは 0 ~255の値です。この値の中で 127以上がマイナスの値です。プログラム

で 127以上を判定し、大きい場合にはその値から 256を差し引いて、符号付の値に変換します。 

If(CodeValue>127){ 

   CodeValue=CodeValue-256 

} 

またデータの形式で Byteではなく Wordを選択している場合、こちらもデータは符号付の WORD形

式として送信されます。データ順は LSB固定です。 

注意）アナログ入力で何もしなければ Byteデータです。波形の転送形式で WORDに指定しても、

元々の波形データが Byteの場合、データの下位 8ビットに 0が入るだけで WORDの分解能を持ちま

せん。 

 

Step 3 時間データの作成方法 

時間は次のように計算します。 

サンプルの時間（S）=-水平オフセット - (Timebase * 5)＋ADCのインデックス * サンプルポイント間

の時間 

ADCの Indexはサンプルの位置を示しています。定数としてはグリッドの中心が基準となるため、先

頭のサンプルは Timebase＊５Divの時間を差し引きます。さらにディレイの設定値を差し引くため、
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水平オフセットの値を挿し引きます。ここでは水平オフセットを 1.72E-8, Timebaseを 2E-8が得られ

たと仮定します。 

計算すると定数は-1.72E-8-(2E-8*10div/2)=-1.172E-7=-117.2nsです。 

最初のサンプルの Indexを０として計算します。Intervalは:WAVeform:PRE?クエリの応答で得られる

構造体から抽出します。ここでは 2E-10とします。 

0番目のサンプル：-117.2ns + 2E-10*0=-117.2ns 

1番目のサンプル：-117.2ns + 2E-10*1=117ns 

2番目のサンプル：-117.2ns + 2E-10*2=116.8ns 

デジタル波形データ転送例 

Step1 コマンドの送信と波形データの転送 

次のコマンドでアナログチャンネル D0のバイナリ波形を転送します。 

:WAVeform:SOURce D0 

:WAVeform:DATA? 

“DAT2,#9000002500”から始まるヘッダからデータが開始されます。この#9に続く 9個の ASCII文字

列で書かれた整数はそれに続くデジタルデータの波形ポイント数を示しています。下の例では 2500ポ

イントのデータがあり、最後に 0A 0Aの終端で終わります。 

デジタルデータの 1サンプルは 1ビットです。2500サンプルある場合、312バイト＋4ビットのデー

タになります。データは 1バイトごとになるため、最後の 1バイトは先頭に 4ビット、下のビットに

０が入ったバイトとなり、転送される波形データは 312バイトになります。 

Step2   波形パラメータの転送 

バイナリ波形サンプルの時間などのパラメータを取得します。 

:WAVeform:PRE? 

オシロスコープから転送されるデータは全てのパラメータが１つになった構造体として転送されます。

構造体については:WAVeform:PREambleを参照してください。 

 

ここではこの波形パラメータを使い、バイナリから電圧値への変換や時間の情報を作る方法を説明し

ます。 

パラメータからは次の情報が得られたとします。 

Time Scale：2E-7 

Trigger delay：-2E-7 

Sampling interval：8E-10 

 

Step 3各サンプルの時間データの計算方法 
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時間は次のように計算します。 

サンプルの時間（S）=-Delay-(Timebase*grid/2)＋index*interval 

Indexはサンプルの位置を示しています。定数としては-Delay-(Timebase*grid/2)を計算します。Delay

や Timebaseは:WAVeform:PRE?クエリの応答で得られる構造体から抽出します。ここでは Delayを

1.72E-8, Timebaseを 2E-8が得られたと仮定します。 

計算すると定数は-2E-7-(2E-7*10div/2)=-8E-7=-800nsです。 

最初のサンプルの Indexを０として計算します。Intervalは:WAVeform:PRE?クエリの応答で得られる

構造体から抽出します。ここでは 8E-10とします。 

0番目のサンプル：-800ns + 2E-10*0=-800ns 

1番目のサンプル：-800ns + 2E-10*1=799.2ns 

2番目のサンプル：-800ns + 2E-10*2=798.4ns 

 

 

3.19.1 :WAVeform:SOURce 

コマンド構文 :WAVeform:SOURce <parameter>  

クエリ構文 :WAVeform:SOURce? 

説明 転送する波形の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (C<x> | F<x> | D<m>) 

C<x>: チャンネル C1など 

D<n>: デジタルライン D1など 

F<x>: 演算波形 F1など 

戻り値の例 C1 

例 設定 :WAVeform:SOURce C1 

クエリ :WAVeform:SOURce? 

3.19.2 :WAVeform:STARt 

コマンド構文 :WAVeform:STARt  <parameter>  

クエリ構文 :WAVeform:STARt? 

説明 :WAVeform:DATA?クエリにより転送する波形の開始サンプル位置の設定および

クエリ。転送される波形はこのコマンドと転送ポイント数の指定で使用す

る:WAVeform:POINtや:WAVeform:INTervalで決まります。 

パラメータ <parameter> := 整数 

初期値は 0、1以上に設定すると開始位置が変化します。 

戻り値の例 10 

例 設定 :WAVeform:STARt 10 

クエリ :WAVeform:STARt? 
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3.19.3 :WAVeform:INTerval 

コマンド構文 :WAVeform:INTerval  <parameter>  

クエリ構文 :WAVeform:INTerval? 

説明 :WAVeform:DATA?クエリにより転送する波形の間引きサンプル数の設定および

クエリ。転送される波形はこのコマンドと転送ポイント数の指定で使用す

る:WAVeform:POINtや:WAVeform:STARtで決まります。 

パラメータ <parameter> := 整数 

2以上から間引きされます。0または１は間引きなしの波形です。 

戻り値の例 10 

例 設定 :WAVeform:INTerval 10 

クエリ :WAVeform:INTerval? 

3.19.4 :WAVeform:POINt 

コマンド構文 :WAVeform:POINt  <parameter>  

クエリ構文 :WAVeform:POINt? 

説明 :WAVeform:DATA?クエリにより転送する波形の最大サンプル数の設定およびク

エリ。転送される波形はこのコマンドと転送ポイント数の指定で使用す

る:WAVeform:INTervalや:WAVeform:STARtで決まります。 

パラメータ <parameter> := 整数 

 

戻り値の例 10000 

例 設定 :WAVeform:POINt 10000 

クエリ :WAVeform:POINt? 

3.19.5 :WAVeform:MAXPoint 

クエリ構文 :WAVeform:MAXPoint? 

説明 1回の波形転送命令で転送可能なサンプルポイント数を返します。 

通常 12.5Mポイントが返ります。 

例 クエリ :WAVeform:MAXPoint? 

3.19.6 :WAVeform:WIDTh 

コマンド構文 :WAVeform:WIDTh  <parameter>  

クエリ構文 :WAVeform:WIDTh? 

説明 １サンプルのデータの型式の設定およびクエリ 

パラメータ <parameter> := (BYTE | WORD) 

戻り値の例 BYTE 

例 設定 :WAVeform:WIDTh BYTE 

クエリ :WAVeform:WIDTh? 

3.19.7 :WAVeform:PREamble 
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クエリ構文 :WAVeform:PREamble? 

説明 転送波形の情報取得のためのクエリ 

戻り値 バイナリデータ。 下の「プリアンブルのバイナリデータについて」を参照 

例 クエリ :WAVeform:PREamble? 

 

プリアンプルのバイナリデータについて 

バイナリデータは IEEE 488.2で定義されたブロック形式でデータを転送します。このブロック形式のデータ

はアスキー文字列の#から始まります。#の後に続くアスキー文字列は続くフィル度のサイズをバイトで表し

ています。次の例では 346バイトあることがわかります。 

 

次の表は WAVEDESC 文字列の”W”を基準としたバイトの位置とプリアンブルのバイナリデータに含まれる

情報を示しています。 

位置 形式 説明 

0 - 15 文字列 WAVEDESC 固定した文字列 

16-31 文字列 WAVEACE 固定した文字列 

32 - 33 short サンプルデータの形式 ENUM(0:Byte |  1:Word) 

34 – 35 short バイト順 ENUM(0:LSB | 1:MSB) 

36 – 39 long プリアンブルのデータ長 通常 346(0x15A)固定 

60 – 63 long アナログチャンネルの波形データのバイト長  

WORD形式波形の場合サンプル数×2 

76 – 91 文字列 オシロスコープ名 

116 -119 long 波形サンプル数 

132 - 135 long 波形サンプルの開始位置 

注意：波形データは指定通り行われます。しかし波形サンプル数などその他の変

数に影響しません。サンプルの時間を計算する場合注意が必要です。 

136 - 139 long 間引きポイント数 間引き無し：1、一つ飛ばし：２ 

注意：波形データは指定通り行われます。しかし波形サンプル数などその他の変

数に影響しません。サンプルの時間を計算する場合注意が必要です。 

156 - 159 float 垂直スケール 

160 - 163 float 垂直オフセット 

164 - 167 float Max Value 

168 - 171 float Min Value 

176 - 179 float サンプルポイント間の時間 

180 - 187 double 水平オフセット 

324 - 325 short タイムベースの設定の ENUM 下の表を参照 
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326 - 327 short カップリング ENUM(0-DC,1-AC,2-GND) 

328 - 331 float プローブ倍率 

332 - 333 short 固定垂直スケール ENUM  

334- 335 short 帯域制限設定 ENUM(0-OFF,1-20M,2-200M) 

344 - 345 short 波形ソース ENUM(0-C1,1-C2,2-C3,3-C4) 

 

タイムベース設定の ENUM 

Index Timebase (s) Index Timebase (s) Index Timebase(s) Index Timebase(s) 
0 200E-12 10 500E-9 20 1E-3 30 2 

1 500E-12 11 1E-6 21 2E-3 31 5 

2 1E-9 12 2E-6 22 5E-3 32 10 

3 2E-9 13 5E-6 23 10E-3 33 20 

4 5E-9 14 10E-6 24 20E-3 34 50 

5 10E-9 15 20E-6 25 50E-3 35 100 

6 20E-9 16 50E-6 26 100E-3 36 200 

7 50E-9 17 100E-6 27 200E-3 37 500 

8 100E-9 18 200E-6 28 500E-3 38 1000 

9 200E-9 19 500E-6 29 1   

 

次はプリアンブルから転送されたデータをダンプ表示しています。このデータの中から波形データを電圧値

や時間に必要な情報を取り出す場所を示します。 

WAVEDESCの Wにあたる部分が Hexダンプの中でアドレス 00000010の位置が該当します。00000010を

10進数で表すと 16です。各データの位置に 16を足して場所を確認します。 

サンプルデータの形式がある情報の位置は上の表から 32、16+32=48、Hexでは 30です。アドレス 0x30か

ら Short型のデータとなるため 00 00部分が形式を表しています。この値０は Byte型を表しています。 

波形のサンプル数の位置は上の表から 116、16+116=132、Hexでは 84です。アドレス 0x84から Long型の

データとなるため 10 27 00 00部分がサンプル数を表しています。データは LSBで転送されるため Hexの値

としては 00002710,10進数では 10000データあることが分かります。 

垂直ゲインの位置は上の表から 156、16+156=172、Hexではアドレス 0xACです。AC位置から始まるデー

タは 00 00 80 3Fです。LSBで転送されているため 3F 80 00 00を Float形式として表すと 1.0になります。 

垂直オフセットの位置は上の表から 160、16+160=176、Hexではアドレス 0xB0です。B0位置から始まるデ

ータは 22 22 62 3Fです。3F 62 22 22を Float形式として表すと 0.88333になります。 

サンプルポイント間の位置は上の表から 176、16+176=192、Hexでは C0です。C0位置から始まるデータ

は BD 37 06 36です。LSBで転送されているため 36 06 37 BDを Float形式として表すと 2E-6になります。 

水平オフセットの位置は上の表から 180、16+180=196、Hexでは C4です。C4位置から始まるデータは 

1A 17 0E 84 64 01 43 BFです。LSBで転送されているため BF 43 01 64 84 0E 17 1Aを Double形式として

表すと-0.00058になります。 
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3.19.8 :WAVeform:DATA 

クエリ構文 :WAVeform:DATA? 

説明 波形データの転送。このデータを電圧値に変換するには:WAVeform:PREamble

クエリを使い、ゲインやオフセットなどのパラメータを取得する必要がありま

す。一度に最大 12.5Mバイトまで転送可能です。12.5Mバイト以上を転送する

場合には:WAVeform:STARtや:WAVeform:POINtを使って、波形エリアを分割

して転送します。 

戻り値 バイナリデータ。電圧値への変更方法は P164ページを参照 

例 クエリ :WAVeform:DATA? 

 

波形データはバイナリで転送されます。先頭はアスキーコードのヘッダが付きます。＃9後の 9文字の数字

はデータのバイト数を示しています。この後から波形データが続きます。 

 

データは ADC値で転送されるため、電圧に変換するには:WAVeform:PREamble?から得ることができる変数

を使います。 

電圧(V)＝ADC値 * (垂直スケール * プローブ倍率 / 30) -  垂直オフセット 

 

各サンプルの時間は計算で求めます。 

サンプルの時間（S）=-水平オフセット - (Timebase * 5)＋ADCのインデックス * サンプルポイント間の時間 

※Timebaseは Enumのタイムベースの設定から値をマッピングします。 



 

173 

 

3.20 AWG出力コントロール 

3.20.1 ARbWaVe 

コマンド構文 C1:ARbWaVe INDEX,<index> 
C1:ARbWaVe NAME,<name> 

クエリ構文 C1:ARbWaVe? 

説明 任意波形の波形形状の設定およびクエリ。番号、または名前で指定できます。 

パラメータ <channel> :=C1  固定 

<index>:=インデックス。2～46までの整数 

<name>:=波形の名称  

 

戻り値の例 <channel>:ARbWaVe? 

オシロ上のメニュー Wave Genボタン（Arb） >Arb Type 

例 設定 C1:ARWV INDEX,2 

クエリ C1:ARbWaVe? 

3.20.2 BaSic_WaVe 

コマンド構文 C1:BaSic_WaVe <parameter>,<value> {,<parameter>,<value>,....} 

クエリ構文 C1:BaSic_WaVe? 

説明 波形の選択 

パラメータ <parameter> := 次の表をご参照ください。 

<value>:=次の表をご参照ください。 

戻り値の例 すべてのパラメータが入ったデータが返ります。 

C1:BSWV 
WVTP,SINE,FRQ,100HZ,PERI,0.01S,AMP,2V,OFST,0V,HLEV,1V,LLEV,V,PHSE,0 

オシロ上のメニュー Wave Genボタン>Wave Type 

例 設定  

クエリ ? 

 

注意) <parameter>と<value>は必ずペアになっています。それぞれのパラメータと値の対応は下の表

をご覧ください。例えばWVTPというパラメータは右の説明に書かれている<value>の中から１つの

値を指定します。”C1:BSWV WVTP,SINE”など 

 

Parameters Valueと説明 

WVTP  <value>:= {SINE, SQUARE, RAMP, PULSE, NOISE, ARB ,DC}  

波形のタイプを設定します。 

FRQ  <value>:= 各モデルの仕様に従います 

波形の周波数を設定します。ノイズ波形には適用できません。 

PERI <value>:= 各モデルの仕様に従います 

波形の周期を設定します。ノイズ波形には適用できません。 
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AMP  <value>:= 各モデルの仕様に従います 

波形の振幅を設定します。ノイズ波形には適用できません。 

OFST  <value>:= 各モデルの仕様に従います 

波形のオフセットを設定します。ノイズ波形には適用できません。 

SYM  <value> :={0 ～100} 

波形の Symmetry値を設定します。Ramp(三角波)のみ利用できます。 

DUTY  <value>:=各モデルの仕様に従います 

波形の Duty cycleパーセンテージを設定します。矩形波またはパルス波形のみ

利用できます。 

WIDTH <value>:=各モデルの仕様に従います 

正のパルス幅を設定します。パルス波形のみ利用できます。 

STDEV  <value>:= 各モデルの仕様に従います 

波形の分散値を設定します。ノイズ波形のみ利用できます。 

MEAN  <value>:=各モデルの仕様に従います 

波形の平均値を設定します。ノイズ波形のみ利用できます。 

 

3.20.3 OUTPut 

コマンド構文 C1:OUTPut <state>,LOAD,<load>  

クエリ構文 C1:OUTPut? 

説明 AWGの出力と接続負荷の設定およびクエリ 

パラメータ <state> :=(OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

<load>:=( 50 | HZ) 

 50：50Ω 

 HZ：Hi-Z 

戻り値の例 C1:OUTP OFF,LOAD,HZ,PLRT,NOR 

オシロ上のメニュー Wave Genボタン>Output, または Wave Genボタン>Setting>Output Load 

例 設定 C1:OUTP ON 

クエリ C1:OUTPut? 

3.20.4 SToreList 

クエリ構文 SToreList? <location>] 

説明 任意波形として保存されている波形のリスト 

パラメータ <location>:= (BUILDIN | USER) 

戻り値の例 STL M10, ExpFal, M100, ECG14, M101, ECG15,M102, LFPulse, M103, Tens1, 
M104, Tens2,M105, Tens3, M106, Airy, M107, Besselj, M108,Bessely, M109, 
Dirichlet, M11, ExpRise, M110, … 

例 クエリ SToreList? BUILDIN 

3.20 5 VOLTPRT 
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コマンド構文 VOLTPRT <state>  

クエリ構文 VOLTPRT? 

説明 過電圧保護 

パラメータ <parameter> := (OFF | ON) 

 ON：有効 

 OFF：無効 

戻り値の例 ON 

オシロ上のメニュー Wave Genボタン>Setting>OVP 

例 設定 VOLTPRT ON 

クエリ VOLTPRT? 
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4.プログラム例 

4.1 VISAを使った例 

VISAリソース名 

VISAで測定器の接続をするには VISAリソース名と呼ばれる文字列で接続形式や測定器のアドレスを指定し

ます。それぞれの情報は連続したコロン（：）２つで接続します。 

USBTMC USBTMCの場合、製造者番号、モデル番号、シリアル番号を含みます。 

例えば ‘USB::0xF4EC::0xEE38::0123456789::INSTR' の場合 

USB  = USBTMC接続 

0xF4EC =製造者番号 

0xEE38 =モデル番号 

0123456789 = シリアル番号 

TCP/IP TCP/IPの場合、IPアドレスにより指定します。 

例えば、‘TCPIP::192.168.1.10::INSTR’の場合 

TCPIP = TCPIP接続 

192.168.1.10 ＝ 測定器の IPアドレス 

 

リソース名の検索について 

USBTMCはコントローラー側でリソースの管理が自動的に行われます。検索することでリソース名を取

得することができます。検索はワイルドカードの”？*”を使用します。例として”USB?*”で検索した場合、

リソース名の中で USBから始まるリソースを全て検索します。検索結果はリソース名のリストで返され

る場合や別の関数で次の検索としてリソース名の取得を行えるものがあります。 

4.1.1 VC++ の例 

環境: Windows, Visual Studio.  

説明: USBTMCまたは TCP / IPによりデバイスを制御するには、National Instruments VISAをインストール

して、使用してください。 VC++用ライブラリを使用します。 

手順:  

1. Visual Studioを起動し、VC++ win32としてプロジェクトを作成してください。  

2.  NI-VISAライブラリを使用するために、VC++に NI-VISAライブラリへのアクセスを指定しておく必要

があります。 
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NI-VISAがインストールされているフォルダの中で visa.h, visatype.h, visa32.libを見つけてください。

それらのファイルを１で作成したプロジェクトの中にコピーします。そしてプロジェクトのコードに次

のラインを追加します。  

#include "visa.h"  
#pragma comment(lib,"visa32.lib")  

  

3. コーディング 

ViSession defaultRM; 
ViSession instr; 
ViUInt32 numInstrs; 
ViFindList findList; 
char  instrResourceString[VI_FIND_BUFLEN]; 
unsigned char buffer[100000]; 
char retString[256]; 
 

/*viOpneDefaultRMは VISAを初期化し、リソースマネージャのセッションを返します(defaultRM)。*/ 

viOpenDefaultRM(&defaultRM); 
 

/*viFindRsrcはリソースを検索します。該当リソースの数が numInstrsに代入されます。見つかったリ

ソース名は instrResourceStringに入力されます。複数台ある場合には、vifindNextに findListを与え、

次の検索を実行できます。*/ 

viFindRsrc(defaultRM, "USB?*INSTR", &findList, &numInstrs, instrResourceString); 
 

/*viOpenはリソースをオープンします。セッションとリソース名を与え&instrに測定器とのセッション

を返します。*/ 

viOpen(defaultRM, instrResourceString, VI_NULL, VI_NULL, &instr); 
 

/*送信*/ 

viPrintf(instr, "*IDN?\n"); 

/*受信 %tの指定により ENDまで読み込まれます*/ 

viScanf(instr, "%t", retString); 
viClose(defaultRM); 
 

4.1.2 Excel VBS の例 

環境: Windows  

説明: の例は Excel VBAから VISA COMを通して USB接続されたオシロスコープをコントロールします。 

ステップ:   

1. Visual Basicを開きます。  

2. VISA COMを使用するため、Excel VBAのメニューからツール→参照設定を開き、VISA COM 3.0 

Type Libraryにチェックを入れて OKします。  

3.  プログラム・コード 

    Dim ret As String 
    Dim RM As New VisaComLib.ResourceManager 
    Dim SA As New VisaComLib.FormattedIO488 
     
    Set SA.IO = RM.Open("TCPIP::10.30.180.21::INSTR") 
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    SA.WriteString "*IDN?" 
    ret = SA.ReadString() 

4.1.3MATLABの例 

環境:Win7 32bit system, MATLAB R2013a 

 例: NI-VISAを使用し、USBTMC、または TCPIPでアクセスする例です 

例: 

1. MATLABを開き, 現在のディレクトリを変更します。このデモでは D:\USBTMC_TCPIP_Demoに設定し

ます。 

2.  File>>New>>Script を Matlabメニューから選び、Mファイルを作成します。 

3. コードを入力します 

(1)USBTMC の例 

function USBTMC_test() 

% このコードは NI-VISAを使い USBTMCデバイスに読み書きします 

%NI-VISAオブジェクトを作成 

vu = visa('ni','USB0::0xF4ED::0xEE3A::sdg2000x::INSTR'); 

%Ni-VISAオブジェクトをオープン 

fopen(vu); 

%"*IDN?"クエリを送信 

fprintf(vu,'*IDN?'); 

%データを読み込み、表示する 

outputbuffer = fscanf(vu);  

disp(outputbuffer); 

% VISA オブジェクトをクローズ 

fclose(vu);  

delete(vu);  

clear vu;  

end 

実行結果 
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2)TCP/IPの例 

function TCP_IP_test() 

% このコードは NI-VISAを使い TCP/IPに接続されたデバイスに読み書きします 

%NI-VISAオブジェクトを作成 

vt = visa('ni', ['TCPIP0::','10.11.13.32','::INSTR']); 

%Ni-VISAオブジェクトをオープン 

fopen(vt); 

%"*IDN?"クエリを送信 

fprintf(vt,'*IDN?'); 

%データを読み込み、表示する 

outputbuffer = fscanf(vt);  

disp(outputbuffer); 

% VISA オブジェクトをクローズ 

fclose(vt);  

delete(vt);  

clear vt;  

end 

実行結果 
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4.1.5 LabVIEWの例 

環境:Win7 32bit system, LabVIEW 2011 

 例: NI-VISAを使用し、USBTMC、または TCPIPでアクセスする例です 

1. LabVIEWを起動し, 新規に VI ファイルを作成します 

2. コントロールを追加します。フロントパネルで右クリックし、VISA resource name を追加します。 

またコントロールからインジケータや Error In, Error Outを追加します。 

3. ブロックダイアグラムを開きます。次のように Visa Open, Visa Write, Visa Read, Visa Closeなどを追

加しそれぞれ配線します。 

 

4. USBTMCの場合、自動的に認識されるため、VISA Resource Nameのリストからオシロスコープを選

び実行します 

 

TCPIPで接続する場合は VISA resource nameに直接“TCPIP::10.2.3.5::INSTR”のように TCPIPでのリソース

名を入力してください。 
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4.2 Sockets/Telnetを使用した例 

4.2.1 Python 

Pythonはソケットを使用したローレベルのネットワークモジュールを提供しています。そのモジュールを利

用してオシロスコープをリモートコントロールすることができます。 

環境: Win7 32bit system, Python v2.7.5 

例:  ソケットをオープンし、クエリを 10回繰り返し、ソケットを閉じます。 

Below is the code of the script: 

 

#!/usr/bin/env python 
import socket # for sockets 
import sys # for exit 
import time # for sleep 
 
remote_ip = "10.11.13.32” 
port=5025 #port Number 
count = 0 
 
def SocketConnect(): 
 try: 
  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 except socket.error: 
  print ('Failed to create socket.') 
  sys.exit(); 
 try: 
  s.connect((remote_ip , port)) 
  info = s.recv(4096) 
  print (info) 
 except socket.error: 
  print ('failed to connect to ip ' + remote_ip) 
  return s 
 
def SocketQuery(Sock, cmd): 
 try : 
  Sock.sendall(cmd) 
  time.sleep(1) 
 except socket.error: 
  print ('Send failed') 
  sys.exit() 
 reply = Sock.recv(4096) 
 return reply 
 
def SocketClose(Sock): 
 Sock.close() 
 time.sleep(.300) 
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def main(): 
 global remote_ip 
 global port 
 global count 
 s = SocketConnect() 
 for i in range(10): 
  qStr = SocketQuery(s, b'*IDN?') 
  print (str(count) + ":: " + str(qStr)) 
  count = count + 1  
 SocketClose(s) 
 input('Press "Enter" to exit') 
 
if __name__ == '__main__': 
 proc = main() 
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4.2.2 Telnetの例 

Telnet SCPI: LANのポート番号 5024を使い、SCPIコマンドを PCから送受信してリモートコントロールす

ることができます。 

Telnetを使った手順 

1. コマンドプロンプトを開きます 

2. : telnet <ip address> 5024 を入力して Telnetを起動します 

 

3. Telentに入りコマンドを入力します 

 

通信を終了するには“CTRL＋]”ボタンを押してください 

Telentを抜けるには”q”を入力し Enterを押します 
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