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安全上のご注意 

この章には、操作および保管時に従う必要がある重要な安全指示が含まれています。 安全を確保し、装

置を可能な限り最良の状態に保つために、操作の前に以下をお読みください。 

安全に関する用語と記号 

以下の用語が機器に表示されることがあります。 

WARNING 

けがや破損の恐れがあります。 

 

CAUTION 
機器や物に損傷を与える可能性があります 

DENGER 
高電圧危険 

 

マニュアルを参照してください 

 
保護ターミナル 

 
設置ターミナル 

 

電子機器を分別しない一般廃棄物として処分しないでください。 別の収

集施設を使用するか、この機器の購入元に連絡してください 

安全ガイドライン 

 CAUTION 

⚫ 重いものを機器の上に置かないでください。 

⚫ 静電気に気を付けてください。 

⚫ ファンの開口部を塞がないでください。 

⚫ 主電源に直接接続されている回路に接続しないでください。 

⚫ ユニットの測定端子を直接電源に接続しないでください。 

 

電源に関する 

WARNING 

⚫ AC 電源入力電圧範囲 

100V/120V/220V/230V ±10% 

⚫ 周波数：50/60Hz 

⚫ 感電を防ぐため、AC 電源コードの保護接地導体をアースに接続してくだ

さい。 

 

ヒューズに関す

る 

⚫ ヒューズタイプ： 100V/120V：T6.3A/250V, 

⚫ 火災を防止するために、指定された定格のヒューズに交換してくださ

い。 

⚫ ヒューズ交換する前に、電源コードを外してください。 
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WARNING 

⚫ ヒューズを交換する前に、ヒューズが切れた原因が取り除かれているこ

とを確認してください。 

 

クリーニングの注意 

⚫ クリーニングする前に電源を抜いてください。 

⚫ 中性洗剤を水で薄めた溶液で柔らかい布に染み込ませて清掃してください。スプレーを本器に吹き

かけないでください。 

⚫ ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなどの強力な化学薬品は使用しないでください。 

 

動作環境 

 室内、直射日光、ほこりのない、ほとんど非導電性の汚染（以下の注記）のない環境で使用してくださ

い。 

•相対湿度：<80％ 

•高度：<2000m 

•温度：0°C から 40°C 

汚染度 

EN 61010-1：2010 は、汚染度とその要件を次のように指定しています。 T3PSX3200P シリーズは汚染度 2

に該当します。 

汚染とは、「絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こす可能性のある異物、固体、液体、または気

体（イオン化ガス）の追加」を指します。 

⚫ 汚染度 1：汚染なし、または乾燥した非導電性汚染のみが発生します。 汚染による影響はありませ

ん。 

⚫ 汚染度 2：通常、非導電性汚染のみが発生します。 ただし、結露による一時的な導電が予想される

場合があります。 

⚫ 汚染度 3：導電性汚染が発生するか、予想される結露により導電性になる乾燥した非導電性汚染が

発生します。 このような状況では、機器は通常、直射日光、降水量、全風圧への暴露から保護され

ますが、温度も湿度も制御されません。 

保管環境 

相対湿度 70%以下、-10 度から 70 度の範囲にある室内で保存してください。 
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電源電圧に関する 

CAUTION 

電源プラグを接続する前に接続先の主電源の電圧と本器背面にある AC

電圧選択が一致しているか確認してください。 
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概要 
この章では、T3PSX3200P シリーズの主な機能を含む簡単な紹介と、前面パネルと背面パネルの概要につ

いて説明します。 起動手順と適切な動作環境のセットアップ方法については、25 ページの「はじめ

に」の章を使用してください。 

 

T3PSX3200P シリーズは、軽量で多機能な DC 電源です。モデルにより出力個数が異なります。 

T3PS13206P には、独立した調整可能な出力が 1 出力、T3PS23203P には、独立した調整可能な出力が 2

出力、 T3PS33203P は独立した調整可能な出力が 2 出力と 1.8V、2.5V、3.3V および 5V から選択可能な出

力が 1 出力あります。T3PS43203P には 4 つの独立した電圧出力があり、すべて完全に調整可能です。 

主な仕様と特徴 

⚫ 出力 

T3PS13206P:  32V/6A x 1  

T3PS23203P:  32V/3A x 2 (CH1/CH2)  

T3PS33203P:  32V/3A x 2 (CH1/CH2)  

1.8V/2.5V/3.3V/5V/5A x 1(CH3)  

                         USB Port Output: 3A  

T3PS43203P:  32V/3A x 2 (CH1/CH2)  

                      5V/1A x 1(CH3),  

15V/1A x 1 (CH4) 

⚫ 定電圧/定電流 (CV/CC).  

⚫ 低ノイズ、ファンにより温度をコントロール  

⚫ 4.3 inch TFT ディスプレイ 

⚫ デジタルパネルコントロール 

⚫ 出力 On/Off を含め、各チャンネルを別々にコントロール可能 

⚫ 内蔵メモリ（設定保存用に 10 個、シーケンス用に 10 個、ディレイ用に 10 個、レコーダ記録用に

10 個） 

⚫ CH1/CH2 は電子負荷として動作可能 

⚫ 7 種類の表示モード 
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⚫ 入出力端子（制御 I / O） 

⚫ アラームブザー（BEEP） 

⚫ キーロック 

⚫ リモートコントロール（RS232, USB, LAN） 

⚫ 各種保護機能：過電圧(OVP)、過電流（OCP）、過熱(OTP)、過負荷(OPP)、逆極性保護 

⚫ トラッキング機能 

T3PSX3200P シリーズは、トラッキング機能により２つのチャンネルをパラレル、またはシリーズに

内部で接続し、さまざまな出力電圧や電流の要求にこたえることができます。トラッキング機能は

電流容量を増やす目的でパラレルに２つのチェンネルを接続した場合に、マスターの電圧設定の変

化にスレーブ側が自動的に追従することからトラッキング機能と呼ばれています。 

 T3PSX3200P シリーズの 3 つの出力モード（独立、シリーズ、パラレル）は、フロントパネルの

TRACKING キーを押すことで選択できます。 独立モードでは、各チャネルの出力電圧と電流は個別

に制御されます。 出力端子からシャーシ、または出力端子から出力端子までの絶縁度は 500V で

す。 

トラッキングモードでは、CH1 と CH2 の両方の出力が自動的に直列または並列に接続されます。 出

力リードを接続する必要はありません。 直列モードでは、出力電圧が 2 倍になります。 並列モー

ドでは、出力電流が 2 倍になります。 

⚫ 電子負荷モード 

T3PSX3200P シリーズモデルには、CH1 と CH2 に電子負荷機能があり、CV（定電圧）、CC（定電

流）、CR（定抵抗）の 3 つのモードを選択できます。フロントパネルのファンクションキーで選択

できます。 

⚫ シーケンスモード 

ユーザーは特定の V / I シーケンシャル波形出力をカスタマイズできます。 負荷モードでは、動的負

荷（1Hz 以下）に対してプログラム可能です。 
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フロントパネル 

  

電源ボタン 

 

電源のオン・オフをコントロールします。 

 

チャンネル選択ボタ

ン 

 

チャンネルの選択ボタンです。このボタンを押してから、電圧や電流な

どの設定を行います。 

 

チャンネル On/off 

 

チャンネル選択ボタンの下にある ON/OFF ボタンはチャンネルの出力を

コントロールします。オン状態では内部 LED が緑色に光ります。 

 
全チャンネル On/Off 

 

ALL ON/OFF ボタンを押して、全てのチャンネルの出力を一度にコントロ

ールすることができます。オン状態では内部 LED が緑色に光ります。 

 
キーパッド 

 

数値パラメータを変更するために使用します。 
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ノブと矢印キー 

 

ノブは各パラメータ値の変更に使用し、矢印キーはパラメータやメニュ

ーの選択、電圧/電流の微調整を行います。 

 

ファンクションキー 

 

画面上に表示されたメニューのナビゲーションに使用します。 

システムボタン 

 

システムメニューを表示します。 

アドバンストボタン 

 

シーケンス、遅延、モニタ、レコーダなどの特定の高度な機能に使用さ

れます。 

メモリボタン 

 

設定したパラメータの保存や呼び出しなど、いくつかの機能の操作に使

用します。 

ロック 

 

出力キー以外のすべてのパネルキーを無効にするために使用されます。 

USB ホスト USB メモリを前面の USB ポートは設定ファイルなどの保存/呼び出しに利

用できます。対応可能な USB メモリは USB2.0 FAT32 フォーマット，最

大サイズ 16GB です。 

 

画面表示 

画面表示(4Ch モデルの例) 
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チャンネル数とその配置はモデルにより異なり、色によりチャンネルが区分けされています。 

黄色：CH1, 青：CH2、赤：CH3、緑：CH4 

並列、または直列のトラッキングモード使用時は CH1 がマスター、CH2 がスレーブとして動作します

が、スレーブ側の CH2 の色がマスターの CH1 と同じ黄色に変化します。 

 

次は各チャンネル内の表示内容についての説明です。 

 

チャンネル/ステータス 設定状態でない場合はチャンネルの番号はそれぞれのチャンネル色

で表示されます。 

設定中の場合にはオレンジ色の表示と交互に表示され、現在の設定

がどのチャンネルで行われているかを示します。 

チャンネル番号の隣に表示される文字は動作モードを示します。 

DC 電源として動作している場合は緑色で CV（定電圧モード）、赤

色で CC（定電流モード）のどちらかで表示されます。 

電子負荷として動作させている場合、オレンジ色で CC, CV, CR で表

示されます。 

電圧表示 最大 6 桁で現在の出力電圧を表示します。 

電流表示 最大 5 桁で現在の出力電流を表示します。 

電力表示 最大 5 桁で現在の出力電力を表示します。 

Vset 設定電圧を示します 

Iset 設定電流を示します 

OVP/OCP 保護機能の設定値を示します。 

T3PS33203P の CH3 は固定値(ほぼ 5.5V)です。ユーザーが選択でき

るのは有効/無効だけです。OCP は USB 出力ポート使用時だけ利用

可能です(ほぼ 3.1A)。 

 

画面右上にある表示はステータス表示です。 
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 現在設定状態のチャンネルを示します。 

 
OPT 保護のステータス表示 

 USB メモリが接続されていることを示します。 

 
USB リモート接続されていることを示します。グレーアウトしている場

合は非接続を示します。 

 
背面の Control I/O に接続があることを示します。 

その他 シリーズ/パラレルトラッキングモードで動作している場合、対応する

SER / PAR アイコンがディスプレイに表示されます。 

シーケンス/ディレイ/モニタ/レコーダがアクティブになると、対応す

る SEQ / DLY / MON / REC アイコンがディスプレイに表示されます。 

  

出力ターミナル 

出力ターミナルはモデルにより異なります。 

T3PS13206P 

 
チャンネル端子、グランド、リモートセンス用の端子があります。 

チャンネル端子は電子負荷の端子としても使用できます。 

T3PS23203P 

 
CH1 と CH2 のチャンネル端子、グランド端子があります。 

２つのチャンネル端子は電子負荷の端子としても使用できます。 

また CH1 と CH2 を結合して並列、または直列のトラッキング機能として使用で

きます。 

T3PS33203P 

 
CH1、CH2、CH3 のチャンネル端子、グランド端子があります。 

CH1 と CH2 は任意に電流や電圧に設定することができ、電子負荷の端子として

も利用できます。また CH1 と CH2 を結合して並列、または直列のトラッキング

機能として使用できます。 
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CH3 の電圧は５V/3.3V/2.5V/1.8V からの選択です。 

T3PS43203P 

 
CH1、CH2、CH3、CH4 のチャンネル端子、グランド端子があります。 

全てのチャンネルは任意に電流や電圧に設定することができます。但し CH3 と

CH4 は最大電圧や最大電流が低いことに注意してください。 

CH1 と CH2 は電子負荷の端子としても利用できます。また CH1 と CH2 を結合し

て並列、または直列のトラッキング機能として使用できます。 
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リアパネル  

 

AC 電源電圧選択スイッチ 

 
 

上下２つのスイッチを AC 入力ソケットに入力する電源電圧に合わせま

す。電源電圧は AC100V / 120V / 230V/ 230V から選択します。 

 

ヒューズ、AC 入力ソケット 

 

ヒューズはスローブロー型を使用してください。入力する電源電圧が

100V/120V の場合は T6.3A/250V, 220V/230V の場合は T3.15A/250V を使用

してください。 

AC 入力ソケットに使用する電源ケーブルは付属のものを使用してくださ

い。電源ケーブルを接続する前に必ず AC 電源選択スイッチが正しいポジ

ションにあることを確認してください。 

USB ポート 

 

リモートコントロール用の USB ポートです。 

LAN ポート 

 

リモートコントロール用の LAN ポートです。 

R2232 ポート 

 

リモートコントロール用の RS232 ポートです。 
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コントロール I/O 

 

外部コントロール用ポート（5 ポート） 

それぞれのポートのロールはメニューにより割り当てることができま

す。上段は信号ライン、下段は GND です。 

チャンネルのオン・オフやモードを切り替えることができます。 

 

定電圧/定電流クロスオーバー特性 

 本製品は測族先の負荷の状態により定電流(CC)、または定電圧(CV)のモードを自動的に切り替えます。 

CV モードは設定した電流値より負荷電流が少ない場合に動作します。電流は設定電流範囲内で負荷に応

じてレベルを変更します。CV モードで動作している間は画面のステータス表示が CV と表示されます。 

CC モードは負荷抵抗が低下し、出力電流が設定した電流値に達したときに CC モードに切り替わりま

す。電流が設定電流以上に流れないように、電圧を下げてコントロールします。CC モードで動作してい

る間は画面のステータス表示が CC と表示されます。また負荷抵抗が大きくなり、出力電流が設定電流

を下回ると CV モードに戻ります。 
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GETTING STARTED  

この章では、電源を操作する前に必要な起動手順と準備について説明します。 

起動と終了 

1. 電源ケーブルを接続する前に本体背面にある AC 電源電圧選択スイッチを適切に設定します。 

 

2. 正しいヒューズが挿入されているか確認します。 

100V/120V の場合は T6.3A/250V, 220V/230V の場合は T3.15A/250V を使用してください。 

 

3. 付属の電源コードを使用して、AC 電源に接続します。 

4. 本体前面の左下にある電源ボタンを押してオンにします。 

 

5. 電源をオフにするには、本体前面の左下にある電源ボタンを押してオフにします。 

  

負荷への接続 

負荷と本製品の間を接続するケーブルは十分な許容電流容量を持つケーブルを使用してください。 

標準アクセサリとして最大 10A の GTL-104 A や最大３A の GTL-105A（T3PS13206P のリモートセンス用）

が付属しています。 

負荷を接続するターミナルは付属の GTL-104A などを使用してください。 

 

T3PS33203P のターミナルにある USB コネクタは４A 以上のケーブルを使用してください。 
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T3PS13206P のリモートセンス端子は付属の GTL-105A で接続してください。 

 

注意) 負荷ワイヤには、ケーブル損失と負荷ラインインピーダンスを最小限に抑えるのに十分な電流容

量が必要です。 ワイヤの電圧降下は 0.5V を超えてはなりません。 

ターミナル端子への出力オン・オフ 

 各チャンネルの On/Off ボタンを押して、オン/オフを切り替えます。オンの状態はボタンに内蔵された

LED が点灯しています。また全てのチェンネルをオン/オフするには All On/Off ボタンで切り替えます。 

 

次のいずれかのアクションを実行すると、出力が自動的に停止されます。 

•独立/並列/直列の切り替え 

•保存した設定を呼び出す 

•OVP / OCP / OPP / OTP 保護が作動した。 

•Sequence/Delay/Monitor/Control IO が設定された条件に適合する場合。 
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BASIC OPERATION  

この章では、さまざまな機能の設定方法について説明します。 

画面表示の変更 

表示エリア 

 

Note 
表示内容はモードにより異なります。 

１． DC 電源モードは設定エリア(V/I/OVP/OCP)と出力モニタ用に出力測定値表示

(V/I/W)エリアがあります。 

２． 電子負荷モードはパラメータ設定エリアに負荷設定や LOAD、OPP が追加

されます。 

設定の変更は Advance ボタンを押して、F1(Display)を選択すると、F1(Normal)と F2(Waveform)の選択が表

示されます。画面構成の選択が表示されるので、変更したい形式を選択します。 

 

画面構成 

T3PSX3200P シリーズは、さまざまなユーザーの要件を満たすために次のようにさまざまな表示形式を提

供しています。  

  Type  T3PS13206P  T3PS23203P  T3PS33203P  T3PS43203P  

Normal  Type1  × 
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Type2  × 

      

Type3  × × × 

  

Type4  

 

Type5  

 

Waveform  Type6  

  

Type7  

  
*設定値の表示は Type 1, Type 4, Type 7 のみです。 またデフォルト表示形式は Type1 です。  
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Type６の表示内容について 

 

A. 現在編集中のチャンネル。パネルのチャンネルボタンで切り替えることができます。 

B. アクティブチャンネルの電圧/電流/電力の中から調整対象のアイテムを選択します。 赤い三角形

の矢印が付いたものは、調整対象の項目です。パネルの方向ボタンで切り替えることができま

す。 

C. アクティブチャネルの電圧/電流/電力の垂直感度。 

D. アクティブチャネルの出力状態と OVP / OCP の状態。 

E. 電圧/電流/電力の時間変化を表すそれぞれの出力波形 

アクティブなチャネルで。 3 つの曲線は、B に対応して明るさのわずかな違いがあります。 

F. 三角の矢印はアクティブチャネルの電圧/電流/電力のゼロレベルの位置を示します。スクロール

ホイールで上下に調整できます。 
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DC 電源モード 

各チャンネルの DC 電源モードは V / I の設定値や出力の測定値表示、および OVP,OCP などの出力ステー

タスを表示できます。 

  

各設定パラメータの説明 

Vset アクティブチャンネルの出力電圧の設定です。設定範囲は次のようになります。 

CH1: 0.000V-33.000V  

CH2: 0.000V-33.000V  

CH3: 0.000V-5.500V  (T3PS43203P)  

CH4: 0.000V-16.000V (T3PS43203P) 

Iset アクティブチャンネルの制限電流の設定です。設定範囲は次のようになります。 

CH1: 0.0000A-3.2000A  

CH2: 0.0000A-3.2000A  

CH3: 0.0000A-1.1000A (T3PS43203P)  

CH4: 0.0000A-1.1000A (T3PS43203P) 

OVP OVP（過電圧保護）の設定です。設定範囲は次のようになります。 

CH1: 0.5V-35.0V   

CH2: 0.5V-35.0V  

CH3: 0.5V-6.0V (T3PS43203P)  

CH4: 0.5V-16.5V(T3PS43203P)  

OCP OVP（過電流保護）の設定です。設定範囲は次のようになります。 

CH1: 0.05A - 3.30A  

CH2: 0.05A - 3.30A  

CH3: 0.05A - 1.20A (T3PS43203P)  

CH4: 0.05A - 1.20A (T3PS43203P) 
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パラメータの設定手順 

例として、CH1 の電圧を変更する手順を説明します。パラメータは画面下部のメニューに対応するフ

ァンクションキーを操作して設定します。 

 

電圧の設定 

1. フロントパネルの CH1 ボタンを押します。 

2. メニューの F1 ボタンを押して Voltage を選択状態にします。選択状態になると、パラメータ設定

エリアの Vset が下線付きで赤色表示されます。 

3. パラメータ値を変更します。値の変更にはキーパッドで値を入力するか、またはノブを使って変

更します。 

⚫ キーパッドで入力すると、メニューで単位の選択ができます。F1(V),または F2(mV)から単位

を選択します。 

⚫ ノブは値の下にカーソルを左右の矢印キーで移動して、ノブを回してその単位の値を増減さ

せます。 

電流の設定 

1. フロントパネルの CH1 ボタンを押します。 

2. メニューの F2 ボタンを押して Current を選択状態にします。選択状態になると、パラメータ設

定エリアの Iset が下線付きで赤色表示されます。 

3. パラメータ値を変更します。値の変更にはキーパッドで値を入力するか、またはノブを使って変

更します。 

⚫ キーパッドで入力すると、メニューで単位の選択ができます。F1(A),または F2(mA)から単位

を選択します。 

⚫ ノブは値の下にカーソルを左右の矢印キーで移動して、ノブを回してその単位の値を増減さ

せます。 

OVP の設定 

1. フロントパネルの CH1 ボタンを押します。 

2. メニューの F3 ボタンを押して Protect サブメニューに入ります。 

3. メニューの F3 ボタンを押して OVP をオンにします。オンになるとパラメータ設定エリアの OVP

表示がグレーから白に変わります。 
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4. メニューの F1 ボタンを押して選択状態にします。選択状態になると、パラメータ設定エリアの

OVP が下線付きで赤色表示されます。 

5. パラメータ値を変更します。値の変更にはキーパッドで値を入力するか、またはノブを使って変

更します。 

⚫ キーパッドで入力すると、メニューで単位の選択ができます。F1(V),または F2(mV)から単位

を選択します。 

⚫ ノブは値の下にカーソルを左右の矢印キーで移動して、ノブを回してその単位の値を増減さ

せます。 

OCP の設定 

1. フロントパネルの CH1 ボタンを押します。 

2. メニューの F3 ボタンを押して Protect サブメニューに入ります。 

3. メニューの F3 ボタンを押して OCP をオンにします。オンになるとパラメータ設定エリアの OCP

表示がグレーから白に変わります。 

4. メニューの F1 ボタンを押して選択状態にします。選択状態になると、パラメータ設定エリアの

OCP が下線付きで赤色表示されます。 

5. パラメータ値を変更します。値の変更にはキーパッドで値を入力するか、またはノブを使って変

更します。 

⚫ キーパッドで入力すると、メニューで単位の選択ができます。F1(A),または F2(mA)から単位

を選択します。 

⚫ ノブは値の下にカーソルを左右の矢印キーで移動して、ノブを回してその単位の値を増減さ

せます。 

 

Note 
OVP/OCP の設定で機能の有効化と値の設定に順番は関係ありません。 

値の設定ではノブとキーパッドのどちらを使用しても問題ありません。 

 

DC 出力をオンにする 

出力の ON / OFF はチャンネル選択ボタンの下にある On/Off ボタンで制御します。On 状態では

On/Off ボタンの LED が点灯します。出力をオフにすると LED が消灯します。 

All ON / OFF キーを押すと、すべてのチャンネルが出力されます。On の状態では ALL ON/Off ボタンの

LED が点灯します。もう一度 ALL ON/Off ボタンを押すと、全てのチャンネルがオフになり、LED が消

灯します。 
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ステータス表示 

定電圧状態のステータスは CV が緑色で表示され、定電流状態のステータスは CC が赤色で表示され

ます。 

 

OVP / OCP は有効で、出力が制限まで到達しない通常出力時は OVP / OCP の色が白色で表示されま

す。 

OVP / OCP は有効で、出力が制限まで到達し保護機能が実行されると、OVP / OCP は赤で表示され、出

力がオフになります。 

OVP / OCP が無効の場合、OVP / OCP がグレーで表示されます。 

独立出力モード 

本製品はそれぞれのチャンネルを独立して出力することができます。接続はそれぞれのチャンネルの

＋と―に負荷を接続します。 

接続 

  

電圧と電流の定格 

T3PS13206P: 

 32V/6A x 1    
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T3PS23203P/33203P/43203P:   

CH1/CH2: 32V/3A x 2  

CH3:1.8V/2.5V/3.3V/5V/5A x 1(T3PS33203P)  

USB Port Output: 3A (T3PS33203P)  

5V/1A x 1  (T3PS43203P)  

CH4: 15V/1A x 1 

設定 

メニューの F4 と F5 は現在の状態（独立・並列・直列）から切り替えるため、メニューが入れ替わり

ます。例えば現在の選択が並列モードの場合、F4(Indep.)、F5(Series)のように表示されます。独立モ

ードになっていない場合はメニューの F4、または F5 で Indep.表示されているボタンを押して設定を

してください。チャンネルボタンを押して、それぞれのチャンネルの設定を行います。 

出力 

フロントパネルの各チャンネルの On/Off ボタンで出力します。 

 

直列（単チャンネル）モード  

直列動作は、CH1（マスター）と CH2（スレーブ）を内部で直列に接続し、出力を単一チャネルに結合

することにより、T3PS23203P / 33203P / 43203P の電圧容量を 2 倍にします。 CH1（マスター）は、組

み合わせた電圧出力レベルを制御します。 

接続 

 

 電圧と電流の定格 

0 - 64V/0 - 3A 

設定 

メニューの F4 と F5 は現在の状態（独立・並列・直列）から切り替えるため、メニューが入れ替わ

ります。例えば現在の選択が独立モードの場合、F4(Series)、F5(Parallel)のように表示されます。直
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列モードになっていない場合はメニューの F4、または F5 で Series 表示されているボタンを押して

設定をしてください。直列の設定になると、画面のステータスエリアに黄色く SER と表示されま

す。CH1 ボタンを押して、直列での電圧と CH1 の電流設定を行います。また CH2 を押して CH2 の

電流設定を行います。 

出力 

CH1/CH2 の ON/OFF ボタンのどちらでもオン/オフ可能です。また、All On/Off ボタンでもコントロー

ルできます。 

Caution 

トラッキングパラレルモードでは、CH1 がマスターであり、CH2 はスレーブで

す。 したがって、出力電圧は CH2 で設定できません。 

 

直列（正負コモンチャンネル）モード  

直列モードの接続で CH1 の―コネクタを使用して、コモン（CH1 の―端子）を中心に正電源、負電源

の出力ができます。 

接続 

  

電圧と電流の定格 

0 - 32V/0 - 3A for CH1+  -  COM                                  

0 - 32V/0 - 3A for CH2-  -  COM 

設定 

メニューの F4 と F5 は現在の状態（独立・並列・直列）から切り替えるため、メニューが入れ替わ

ります。例えば現在の選択が独立モードの場合、F4(Series)、F5(Parallel)のように表示されます。直

列モードになっていない場合はメニューの F4、または F5 で Series 表示されているボタンを押して

設定をしてください。直列の設定になると、画面のステータスエリアに黄色く SER と表示されま

す。CH1 ボタンを押して、直列での電圧と CH1 の電流設定を行います。また CH2 を押して CH2 の

電流設定を行います。 

出力 
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CH1/CH2 の ON/OFF ボタンのどちらでもオン/オフ可能です。また、All On/Off ボタンでもコントロー

ルできます。 

Caution 

トラッキングシリアルモードでは、CH1 がマスターであり、CH2 はスレーブで

す。 したがって、出力電圧は CH2 で設定できません。 

 

 

並列モード 

並列モードは CH1（マスター）と CH2（スレーブ）を内部で並列に接続し、単チャンネルに比べ 2 倍

の電流容量にすることができます。 

接続 

 

電圧と電流の定格 

0  -  32V/0  -  6A  

設定 

メニューの F4 と F5 は現在の状態（独立・並列・直列）から切り替えるため、メニューが入れ替わ

ります。例えば現在の選択が独立モードの場合、F4(Series)、F5(Parallel)のように表示されます。並

列モードになっていない場合はメニューの F4、または F5 で Parallel 表示されているボタンを押して

設定をしてください。並列の設定になると、画面のステータスエリアに黄色く PAR と表示されま

す。CH1 ボタンを押して、直列での電圧と電流制限設定を行います。 

出力 

CH1/CH2 の ON/OFF ボタンのどちらでもオン/オフ可能です。また、All On/Off ボタンでもコントロー

ルできます。 
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Caution 

トラッキングパラレルモードでは、CH1 がマスターであり、CH2 はスレーブで

す。 したがって、出力電圧/電流は CH2 で設定できません。 
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電子負荷モード 

本製品はバッテリーや発電素子、DCDC コンバータなどの電源をテストするために負荷のシミュレーシ

ョンを行う電子負荷として動作させることができます。負荷のモードとしてプログラムされた電圧値が

保持できるように電流の量をコントロールする CV モード、電圧の状態に関係なく設定電流量を流す CC

モード、電流を変えることで一定の抵抗負荷を維持する CR モードがあります。 

 

Caution 

T3PS13206P/ 23203P/ 33203P/ 43203P の CH1/CH2 は電子負荷として動作させるこ

とができます。但し電子負荷として動作させている場合は直列や並列のモード

にはできません。 

DC 電源モードから電子負荷モードに入るには F6(Load Mode)ボタンを押して、各電子負荷のモードを

F1(CV), F2(CC), F3(CR)ボタンで選択します。画面のパラメータ設定エリアに[LOAD]が表示され電子負荷モ

ードになっていることを示します。また電子負荷モードから DC 電源モードに戻るには F6(PWR.Mode)を

選択してください。 

Note 
一度電子負荷のモードを選択しても、F4 と F5 には各モードへ切り替えるため

のメニューが表示されます。 
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Note 
出力がオフ状態になると、測定値表示エリアが

右のように--.---, ≧1V,または＜1V のように表示さ

れます。 

 

各パラメータの説明 

Vset CV 電子負荷モードの電圧の設定です。設定範囲は次のようになります。 

CH1：1.50V-33.00V  

CH2：1.50V-33.00V 

Iset CC 電子負荷モードの電流の設定です。設定範囲は次のようになります。 

CH1：0.000A-3.200A  

CH2：0.000A-3.200A   

Rset CR 電子負荷モードの抵抗の設定です。設定範囲は次のようになります。 

CH1：1Ω-1000 Ω 

CH2：1Ω-1000 Ω 

その他 OPP：50W 固定 

OVP/OCP は DC 電源モードと同じです。 

 

パラメータの設定手順 

例として、CH1 の電圧を変更する手順を説明します。DC 電源モードの場合、F6(Load Mode)ボタンを

押して、F1(CV), F2(CC), F3(CR)の中から電子負荷のモードを選択してください。パラメータは画面下部

のメニューに対応するファンクションキーを操作して設定します（現在の選択モードにより表示が変

わります）。 

 

CV モードの設定 

1. フロントパネルの CH1 ボタンを押します。 

2. 現在の電子負荷のモードが CV ではない場合、CV と表示されている F4 または F5 ボタンを押し

て、CV モードに切り替えてください。次に F1 ボタン（Vset）を押します。Vset が選択状態にな

ると、パラメータ設定エリアの Vset が下線付きで赤色表示されます。 
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3. パラメータ値を変更します。値の変更にはキーパッドで値を入力するか、またはノブを使って変

更します。 

⚫ キーパッドで入力すると、メニューで単位の選択ができます。F1(V),または F2(mV)から単位

を選択します。 

⚫ ノブは値の下にカーソルを左右の矢印キーで移動して、ノブを回してその単位の値を増減さ

せます。 

CC モードの設定 

1. フロントパネルの CH1 ボタンを押します。 

2. 現在の電子負荷のモードが CC ではない場合、CC と表示されている F4 または F5 ボタンを押し

て、CC モードに切り替えてください。次に F1 ボタン（Iset）を押します。Iset が選択状態になる

と、パラメータ設定エリアの Iset が下線付きで赤色表示されます。 

3. パラメータ値を変更します。値の変更にはキーパッドで値を入力するか、またはノブを使って変

更します。 

⚫ キーパッドで入力すると、メニューで単位の選択ができます。F1(A),または F2(mA)から単位

を選択します。 

⚫ ノブは値の下にカーソルを左右の矢印キーで移動して、ノブを回してその単位の値を増減さ

せます。 

CR モードの設定 

1. フロントパネルの CH1 ボタンを押します。 

2. 現在の電子負荷のモードが CR ではない場合、CR と表示されている F4 または F5 ボタンを押し

て、CR モードに切り替えてください。次に F1 ボタン（Rset）を押します。Rset が選択状態にな

ると、パラメータ設定エリアの Rset が下線付きで赤色表示されます。 

3. パラメータ値を変更します。値の変更にはキーパッドで値を入力するか、またはノブを使って変

更します。 

⚫ キーパッドで抵抗値を入力した後 F1(OHM)ボタンを押します。 

⚫ ノブは値の下にカーソルを左右の矢印キーで移動して、ノブを回してその単位の値を増減さ

せます。 

電子負荷をオンにする 

負荷の ON / OFF はチャンネル選択ボタンの下にある On/Off ボタンで制御します。On 状態では

On/Off ボタンの LED が点灯します。出力をオフにすると LED が消灯します。 

All ON / OFF キーを押すと、すべてのチャンネルが出力されます。On の状態では ALL ON/Off ボタンの

LED が点灯します。もう一度 ALL ON/Off ボタンを押すと、全てのチャンネルがオフになり、LED が消

灯します。 
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電子負荷モードの場合、画面のステータス表示で CV CC CR の文字がオレンジ色で表示されます。 
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アドバンスドメニュー 

Advance ボタンを押すと、高度な設定を行うことができます。次のような設定を行うことができます。 

シーケンス機能 ステップごとに電圧や電流の設定を変更するシミュレーションすること

ができます。 

ディレイ機能 On、Off のタイミングや時間をコントロールしてシミュレーションするこ

とができます。 

モニタ機能 特定条件で電源をオフすることやアラートを表示させ電源を供給してい

る機器のダメージを防ぐことができます。 

レコーダ機能 測定結果のデータを定期的にファイルへ保存することができます。 
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シーケンス機能 

シーケンス機能は DC 電源モード（または電子負荷モード）の電圧や電流の設定をステップごとに定義

して、ステップ順に出力することができます。ステップは 2048 個あり、各ステップの設定は持続時間

を定義します。1 ステップの分解能は 1 秒で最大 300 秒まで設定できます。この機能は起動時など特定

の状態を再現させるためのシミュレーションとして使用できます。 シーケンスで使用するステップ数は

ステップの開始位置とステップ数（Group）で指定します。この範囲を指定した回数繰り返すこともで

きます。 

ランプ波形のように直線的に電圧が上昇する波形は個別にステップを定義するよりもテンプレートを使

用して簡単に定義することもできます。  

Caution 

シーケンス機能は CH1 と CH2 だけの設定です。 

シーケンスは Advance ボタンを押して、メニューから F2 (Sequence)を押してシーケンスメニューに入り

ます。 

 

メニューの Set はシーケンスの全体的な定義を行います。Edit は各ステップの電流、電圧、継続時間な

どを設定します。シーケンスの実行はこのステップを次々と切り替えて進みます。複数のステップ設定

を簡単にするために Template が用意されています。Templet は事前に用意されているテンプレートから

時間や振幅を指定して複数ステップを自動的に設定することができます。Memory は作成したシーケン

スデータの保存・読み込みを行います。SEQ.ON はシーケンスの実行アクションです。 

シーケンスの構成設定  

シーケンスの構成はシーケンスメニューの Set を選択します。 

次には Set メニューのパラメータです。 
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Cycles 繰り返し数を指定します。1 回繰り返す場合は１を入力します。設定範囲は１

~9999 回、または Infinite（無限）です。Infinite（無限）にするには F5 を選択し

てください。 

Start のステップから始まり、Start+Groups のステップまで到達するとまた Start

のステップに戻ります。 

回数を設定するには F1 (Cycles)を選択し、Cycles の数字が赤く変わります。キー

パッド、もしくはノブを使って繰り返し回数を入力し、F1 (Done)で決定します。 

Start シーケンスが実行される際の開始ステップの番号を指定します。設定範囲は

0~2047 です。設定は F2 (Start)を選択すると、Start の数字が赤く変わります。キ

ーパッド、もしくはノブを使って開始位置を入力し、F1 (Done)で決定します。 

Groups シーケンスが実行される際の開始ステップからのステップ数を設定します。例え

ばステップ 5 から始まりステップ 12 まで実行する場合、Start を 5 に設定し、

Groups を 8 に設定します。設定は F3 (Groups)を選択すると、Groups の数字が赤

く変わります。キーパッド、もしくはノブを使ってステップ数を入力し、F1 

(Done)で決定します。 

End 
State 

シーケンスが最後まで実行された後の動作を Last または Output off から指定しま

す。Last は最後のシーケンスの状態を継続します。Output off はシーケンスが最

後まで終了すると出力を停止します。設定は F4 (End State)ボタンを押すと、Last

と Output off が交互に切り替わります。 

 

ステップのパラメータ設定 

各ステップの電圧や電流、持続時間の設定はシーケンスメニューの Edit を選択します。 

次は Edit メニュー内のパラメータです。 

No ステップの番号を選択します。設定範囲は 0~2047 です。設定は F1(No.)を選択す

ると No の数字が赤く変わります。キーパッド、もしくはノブを使ってステップ

番号を入力し、F1 (Done)で決定します。 

Voltage F1 の No に対する DC 電源の電圧設定を行います。設定範囲は 0~33V です。設定

は F2 (Voltage)を選択すると、Voltage の数字が赤く変わります。キーパッドで値

を入力し F1 (V) 、 または F2 (mV)で単位を指定します。もしくはノブを使って電

圧を指定します。 

Current F1 の No に対する DC 電源の電流設定を行います。設定範囲は０~3.2A です。設

定は F3 (Current)を選択すると、Current の数字が赤く変わります。キーパッドで

値を入力し F1 (A) 、 または F2 (mA)で単位を指定します。もしくはノブを使って

電流を指定します。 
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Time ステップの持続時間を指定します。設定範囲は 1~300 秒です。設定は F4(Time)を

選択すると、Current の数字が赤く変わります。キーパッドで値を入力し F1 

(Second)で決定してください。もしくはノブを使って時間を指定します。 

 

シーケンスの実行 

実行はシーケンスメニューの F5（SEQ.On）ボタンで行います。出力中はチャンネルの On/Off ボタン

の LED が点灯します。 出力がオフの場合、On/Off ボタンの LED は点灯しません。 画面には SEQ がス

テータス領域に表示されます（CH1 のみが黄色、CH2 のみが青色、両方が白色）。 

Caution 

シーケンス実行前に既にチャンネルの出力が On になっていた場合、F5

（SEQ.On）が行われるまでステータスを変更しません。 

 

テンプレートの使用 

テンプレートを使用して各ステップの設定を自動的に生成することができます。生成された各ステッ

プはユーザーにより編集することができます。テンプレートには Sine(正弦波), Pulse(パルス波), 

Ramp(ランプ波), Stair Up(階段状に上昇), Stair Dn(階段状に下降), Stair UpDn(階段状に上昇してから下

降), Exp Rise(指数上昇), Exp Fall(指数下降)があります。 

設定はシーケンスメニューの Templet を選択します。 

Object  編集する対象は Voltage(電圧)、または Current(電流)から選択します。設定は F1 

(Object)ボタンを押すと、Voltage と Current が交互に切り替わります。 

Type タイプは Sine(正弦波), Pulse(パルス波), Ramp(ランプ波), Stair Up(階段状に上昇), 

Stair Dn(階段状に下降), Stair UpDn(階段状に上昇してから下降), Exp Rise(指数上昇), 

Exp Fall(指数下降)から選択します。設定は F2(Type)ボタンを押して該当する波形

に対応するボタンを選択します。 最大 8 つのデフォルト波形を選択できます 

Max 
Value 

波形の最大値を設定します。設定範囲は F1(Object)の選択により異なります。設

定は F3(Max Value)をを選択すると、Max Value の数字が赤く変わります。キーパ

ッドで値を入力し F1 (V/A) 、 または F2 (mV/mA)で単位を指定します。もしくは

ノブを使って値を指定します。 

Min 
Value 

波形の最小値を設定します。設定範囲は F1(Object)の選択により異なります。設定

は F4(Min Value)をを選択すると、Min Value の数字が赤く変わります。キーパッ

ドで値を入力し F1 (V/A) 、 または F2 (mV/mA)で単位を指定します。もしくはノ

ブを使って値を指定します。 
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Start 設定するステップの開始位置を指定します。設定範囲は 0~2037 です。設定は

F5(More)を選択した後 F1(Start)を選択すると Start の数字が赤く変わります。キー

パッド、もしくはノブを使ってステップ番号を入力し、F1 (Done)で決定します。 

Point 設定するステップ数を指定します。設定範囲は 10~2047 です。設定は F5(More)を

選択した後 F2(Point)を選択すると Point の数字が赤く変わります。キーパッド、

もしくはノブを使ってステップ番号を入力し、F1 (Done)で決定します。 

Interval 各ステップの継続時間を設定します。設定範囲は 1~300 秒です。設定は F5(More)

を選択した後 F3(Interval)を選択すると、Interval の数字が赤く変わります。キー

パッドで値を入力し F1 (Second)で決定してください。もしくはノブを使って時間

を指定します。 

Inverted 波形を反転させる場合設定します。設定は F5(More)を選択した後 F4(Inverted)を

選択すると、On と Off が交互に切り替わります。 

Construct テンプレートで設定した内容を元にステップに設定を反映させます。設定は

F5(More)を選択した後 F5(Construct)を選択すると実行されます。 
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シーケンスメニュー階層 

  

 

シーケンスデータの保存/呼び出し 

作成したシーケンスデータの保存にはシーケンスメニューの Memory を選択します。 
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保存先は内部メモリ（10 個）、または本体に挿した USB メモリへ保存することができます。データ形

式は*.CSV と.SEQ として保存することができます。 

次には Memory メニューです。 

Type *.CSV または *.SEQ の選択ができます。 

New File  

Save シーケンスデータを指定されたファイルに保存します。 

Recall 指定されたファイルからデータを読み出します。 

Select 必要なフォルダを選択します。 

内部メモリへの保存/呼び出し手順 

1. シーケンスメニューで、F4 ストレージ（Memory）ボタンを押して、次の図に示すページに移動

します。 

 

2. 右矢印ボタンを押して、リストにカーソルを移動します。 

 

3. ノブを回して、ターゲットファイルを選択します。 

4. F3（Save）ボタンを押して、シーケンスの設定を対応するファイルに保存します。 

5. 必要に応じて、F4（Recall）ボタンを押して、リストのシーケンスファイルを現在のシーケンス

設定に読み出します。 
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USB メモリへの保存/呼び出し手順 

1. USB メモリを本体に接続します。 

2. USB を選択状態にして、右矢印ボタンを押して、リストにカーソルを移動します。 

3. F1（Type）ボタンを押して、ファイルタイプ* .CSV または* .SEQ を選択します。 

4. ノブを回して目的のファイルにカーソルを合わせます。 

 

5. F3（Save）ボタンを押して、シーケンスの設定を対応するファイルに保存します。 

6. F4（リコール）ボタンを押して、リストのシーケンスファイルを現在のシーケンス設定にリコー

ルします。 
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ディレイ機能 

ディレイ機能は DC 電源モードの On、Off 設定をステップごとに定義して、ステップ順に出力すること

ができます。ステップは 2048 個あり、各ステップの設定は持続時間を定義します。1 ステップの分解能

は 1 秒で最大 300 秒まで設定できます。この機能は特定の状態を再現させるためのシミュレーションと

して使用できます。 シーケンスで使用するステップ数はステップの開始位置とステップ数（Group）で

指定します。この範囲を指定した回数繰り返すこともできます。 

Caution 

シーケンス機能は CH1 と CH2 だけの設定です。 

ディレイ機能は Advance ボタンを押して、メニューから F3 (Delay)を押してディレイメニューに入りま

す。 

 

メニューの Set はディレイの全体的な定義を行います。Edit は各ステップの On、または Off の状態、継

続時間などを設定します。Stop は Delay 機能を停止するための条件を設定します。Memory は作成した

ディレイデータの保存・読み込みを行います。Delay.ON はディレイの実行アクションです 

ディレイの構成設定  

シーケンスの構成はシーケンスメニューの Set を選択します。 

次には Set メニューのパラメータです。 

Cycles 繰り返し数を指定します。1 回繰り返す場合は１を入力します。設定範囲は１

~9999 回、または Infinite（無限）です。Infinite（無限）にするには F5 を選択し

てください。 



 

39 

 

設定は F1 (Cycles)を選択すると、Cycles の数字が赤く変わります。キーパッド、

もしくはノブを使って繰り返し回数を入力し、F1 (Done)で決定します。 

Start シーケンスが実行される際の開始ステップの番号を指定します。設定範囲は

0~2047 です。設定は F2 (Start)を選択すると、Start の数字が赤く変わります。キ

ーパッド、もしくはノブを使って開始位置を入力し、F1 (Done)で決定します。 

Groups シーケンスが実行される際の開始ステップからのステップ数を設定します。例え

ばステップ 5 から始まりステップ 12 まで実行する場合、Start を 5 に設定し、

Groups を 8 に設定します。設定は F3 (Groups)を選択すると、Groups の数字が赤

く変わります。キーパッド、もしくはノブを使ってステップ数を入力し、F1 

(Done)で決定します。 

End State シーケンスが最後まで実行された後の動作を Output On, Output off、または Last

から指定します。Last は最後のシーケンスの状態を継続します。Output off はシ

ーケンスが最後まで終了すると出力を停止します。設定は F4 (End State)ボタンを

押すと、Last と Output off、Output on が交互に切り替わります。 

Stop 
Condition 

電圧/電流/電力の設定条件に基づいて現在の動作を停止します。設定は Delay 機

能の下で、F3（Stop）ボタンを押し、電圧 F2（Voltage）、電流 F3（Current）およ

び電力 F4（Power）を設定して操作を停止するか、F1（None）で無限に停止しま

す。 

 

ステップのパラメータ設定 

各ステップの電圧や電流、持続時間の設定はシーケンスメニューの Edit を選択します。 

次は Edit メニュー内のパラメータです。 

No ステップの番号を選択します。設定範囲は 0~2047 です。設定は F1(No.)を選択す

ると No の数字が赤く変わります。キーパッド、もしくはノブを使ってステップ

番号を入力し、F1 (Done)で決定します。 

State F1 の No に対する DC 電源の On、Off、Inverted 設定を行います。 

Time ステップの持続時間を指定します。設定範囲は 1~300 秒です。設定は F4(Time)を

選択すると、Current の数字が赤く変わります。キーパッドで値を入力し F1 

(Second)で決定してください。もしくはノブを使って時間を指定します。 

Pattern F3(pattern)内のメニューは Set メニューの Start と Groups で設定した範囲内にあ

る各ステップを ON と Off 交互に自動設定します。パターンの開始状態には

01Pat と 10Pat の 2 つがあり、01Pat は初期状態が Off から始まります。10Pat は

On から始まります。 
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Time Set F4(Time set)内のメニューは Set メニューの Start と Groups で設定した範囲内にあ

る各ステップの時間を設定します。F1(Model)ボタンを押すと、Time Gen の表示

が FixTime(固定), Increase(増加), Decline(減衰)に切り替わります。Increase と

Decline は F2( Base Time)で初期値を設定し、F3(Step) で次のステップで増減する時

間の大きさを決定します。FixTime では On の時間と Off の時間を別々に固定値と

して設定できます。On Delay を選択すると On の固定時間、Off Delay を選択する

と Off の固定時間です。 

 

ディレイの実行 

実行はディレイメニューの F5（Delay.On）ボタンで行います。出力中はチャンネルの On/Off ボタン

の LED が点灯します。 出力がオフの場合、On/Off ボタンの LED は点灯しません。 画面には SEQ がス

テータス領域に表示されます（CH1 のみが黄色、CH2 のみが青色、両方が白色）。 

Caution 

ディレイ実行前に既にチャンネルの出力が On になっていた場合、F5

（Delay.On）が行われるまでステータスを変更しません。 
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ディレイメニュー階層 

 

ディレイデータの保存/呼び出し 

作成したディレイデータの保存にはディレイメニューの Memory を選択します。 

保存先は内部メモリ（10 個）、または本体に挿した USB メモリへ保存することができます。データ形

式は*.CSV と.DLY として保存することができます。 

次には Memory メニューです。 

Type *.CSV または *.DLY の選択ができます。 

New File  

Save ディレイデータを指定されたファイルに保存します。 
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Recall 指定されたファイルからデータを読み出します。 

Select 必要なフォルダを選択します。 

内部メモリへの保存/呼び出し手順 

1. シーケンスメニューで、F4 ストレージ（Memory）ボタンを押して、次の図に示すページに移動

します。 

 

2. 右矢印ボタンを押して、リストにカーソルを移動します。 

 

3. ノブを回して、ターゲットファイルを選択します。 

4. F3（Save）ボタンを押して、シーケンスの設定を対応するファイルに保存します。 

5. 必要に応じて、F4（Recall）ボタンを押して、リストのシーケンスファイルを現在のシーケンス

設定に読み出します。 

 

USB メモリへの保存/呼び出し手順 

1. USB メモリを本体に接続します。 

2. USB を選択状態にして、右矢印ボタンを押して、リストにカーソルを移動します。 

3. F1（Type）ボタンを押して、ファイルタイプ* .CSV または* .SEQ を選択します。 

4. ノブを回して目的のファイルにカーソルを合わせます。 
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5. F3（Save）ボタンを押して、シーケンスの設定を対応するファイルに保存します。 

F4（リコール）ボタンを押して、リストのシーケンスファイルを現在のシーケンス設定にリコールし

ます。 
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モニタ機能 

長時間の動作テストを支援するため T3PSX3200P はモニタ機能が搭載されています。この機能は特定の

条件で出力を停止するように設定することで DC 電源から供給を受ける機器が損傷しないように DC 電

源の出力を監視します。 

Caution 

T3PS33203P の CH3 は対応していない機能です。 

モニタ機能は Advance ボタンを押して、メニューから F4 (Monitor)を押してモニタメニューに入ります。 

 

電圧の条件設定 

1. コントロールパネルの Advance キーを押します。 F4（Monitor）機能を選択し、続いて F1

（Voltage）ボタンを押して電圧設定に入ります。 

2.  F1（Set）ボタンを押します。 LCD の設定がアクティブになり、赤いフォント色で表示されます。 

テンキーを使用してパラメータを直接設定します。 または、矢印キーとスクロールホイールを使

用して設定を完了します。 

3. F4（Define）ボタンを押して、＞、＜、＝などの条件を定義します。 

4. F5（Logic）ボタンを押して、＆や｜で複数条件の論理パターンを定義します。 

電流の条件設定 

1. コントロールパネルの Advance キーを押します。 F4（Monitor）機能を選択し、続いて F1

（Current）ボタンを押して電流設定に入ります。 
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2.  F1（Set）ボタンを押します。 LCD の設定がアクティブになり、赤いフォント色で表示されます。 

テンキーを使用してパラメータを直接設定します。 または、矢印キーとスクロールホイールを使

用して設定を完了します。 

3. F4（Define）ボタンを押して、終了条件を定義します。 

4. F5（Logic）ボタンを押して、他の条件の論理パターンを定義します。 

電力の条件設定 

1. コントロールパネルの Advance キーを押します。 F4（Monitor）機能を選択し、続いて F1

（Power）ボタンを押して電力設定に入ります。 

2.  F1（Set）ボタンを押します。 LCD の設定がアクティブになり、赤いフォント色で表示されます。 

テンキーを使用してパラメータを直接設定します。 または、矢印キーとスクロールホイールを使

用して設定を完了します。 

3. F4（Define）ボタンを押して、終了条件を定義します。 

4. F5（Logic）ボタンを押して、他の条件の論理パターンを定義します。 

アクションの指定 

Stop type は条件指定に一致したときにどのようなアクションを実行するかを定義します。 

F1（Output off）ボタンを押すと、出力を無効にします。 通知を設定するには、F2（Alarm）を選択し

ます。 音声アラームを設定するには、F3（Beep）を選択します。 

モニタ機能の実行 

 F5（MON.On）ボタンを押してモニタ機能を有効にします。 ステータスバーに MON が表示されます

（単一のチャネルが有効になっている場合、チャネルの色は元のままですが、複数のチャネルがアク

ティブになっている場合、白に変わります）。 
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レコーダ機能 

本製品は電圧、電流、電力をリアルタイムで表示しますが、この値を時系列に保存し、電源に接続した

回路の振る舞いを知ることができます。 

Caution 

T3PS33203P の CH3 は対応していない機能です。 

レコーダ機能は Advance ボタンを押して、メニューから F5 (Recorder)を押してレコーダーメニューに入

ります。 

 

メニューの Period はサンプリング周期を設定します。Groups は保存データ数、Channel は対象チャンネ

ルの設定です。Memory はレコード機能のデータの保存先設定を行います。F4(REC.On)はレコーダの実行

を行います。 

レコーダ機能の操作手順 

1. コントロールパネルの Advance キーを押します。 F5（Recorder）機能を選択し、続いて F1

（Period）ボタンを押します。保存間隔をキーパッド、またはノブを使って入力します。

F1(Done)を押すと確定です。 

2. レコーダーメニューで F2(Groups)を選択して、保存データ数をキーパッド、またはノブを使って

入力します。F1(Done)を押すと確定です。 

3. レコーダーメニューで F3(Channels)を選択して、保存するチャンネルを選択します。 

4. レコーダーメニューで F4(Memory)を選択して、保存先を選択します。保存先には内部メモリと

外部の USB メモリに保存できます。 
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メモリに保存する場合は F4(Memory)メニューに入った後、左ペインで Mem の選択状態のまま右

矢印ボタンを押して、10 個ある保存先からノブを使って Save を押して選択します。 

 

 

USB メモリに保存する場合には、USB メモリを挿して、F4(Memory)メニューに入った後、ノブで

USB を選択します。右矢印ボタンを押してファイルの選択を行いますが、上書き保存できないた

め、F2( New File)で新しいファイルを作成して、保存先として選択してください。 

 

また保存するデータの形式(*.CSV, または*.REC) を Type で選択することができます。 
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5. レコーダーメニューで F5(REC.ON)を押すと、レコーダ機能が開始されます。 ステータスバーに

REC が表示されます（単一のチャネルが有効な場合、チャネルの色は元のままですが、複数のチ

ャネルがアクティブな場合、チャネルの色は白に変わります）。実行途中で F5(Rec.Off)を押すと

保存されません。Groups の時間最後まで到達すると実行が完了したことを知らせるポップアッ

プが表示されます。 
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外部 I/O コントロール  

 本製品の背面にある外部 I/O ポートはユーザーによりプログラム可能な各種トリガに利用できるデジタ

ル入出力ポートです。 

 

I/O ポートの端子は 10 ピンあります。このうち上段の 5 端子は D0~D5 のプログラムできる入出力機能で

す。下段の 5 端子は GND です。。 

各データライン（D0、D1、D2、D3、D4）はそれぞれ入力信号に対して、次の 4 つの機能を割り当てる

ことができます。 

1. チャネルのオン/オフの制御 

2. トラッキングモードの制御 

3.  DC 電源/負荷モードを切り替え 

4. 負荷モード時に CC / CV / CR モードを切り替え 

また出力として設定することができます。次の２つの機能を割り当てることができます。 

1. チャンネル出力のオン/オフ 

2. 電圧/電流/電力の設定を超えて 

 

入出力回路 

D0~D4 の端子は次のような内部回路に接続されています。 
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外部 I/O コントロールメニュー 

外部 I/O コントロール機能は System ボタンを押して、メニューから F1 (Interface)を押して、次に F5 

(Control I/O)を選択してメニューに入ります。次のようなパラメータが表示されます。Mode での選択

により More メニュー内のオプションが異なります。 

Data Line D0 ~D4 の選択 

Enable Enable(有効)、または Disable（無効）の選択 

Mode Input（入力）、または Output(出力)の選択 

Channel 対応するチャンネルを選択。F1(CH1), F2 (CH2), F3 (CH3),  F4 (CH4) 

More More は Mode の選択(Input or Output)により表示されるパラメータが

変化します。 

 

Mode で Input（入力）を選択した場合の More のパラメータ 

Type 入力トリガの種類を選択: F1(RiseEdge), F2 (FallEdge), F3(Hi-Level), F4 

(Lo-Level), , F5(States Input) 

Response 実行内容を選択: F1（Output）は ON、OFF または Toggle(逆に) , F2

（PWR.Mode）はチャネルを DC 電源モードに設定します F3（Load 

Mode）は CV / CC / CR モードの負荷に設定します。F4（トラックモ

ード）は CH1 / CH2 のトラッキングモードを設定します 

Sensitivity トリガの感度を High/Middle/Low から選択します。 

 

Mode で Output（出力）を選択した場合の More のパラメータ 

Type 入力トリガの種類を選択: F1(RiseEdge), F2 (FallEdge), F3(Hi-Level), F4 

(Lo-Level), , F5(States Input) 

Response 実行内容を選択: F1（Output）は ON、OFF または Toggle(逆に) , F2

（PWR.Mode）はチャネルを DC 電源モードに設定します F3（Load 

Mode）は CV / CC / CR モードの負荷に設定します。F4（トラックモ

ード）は CH1 / CH2 のトラッキングモードを設定します 

Sensitivity トリガの感度を High/Middle/Low から選択します。 
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ファイル操作 

Save/Recall  

次の 4 種類のファイルに対して保存と呼び出しを行うことができます。保存先には内部メモリと USB が

あります。内部メモリには各種類に対して 10 個の保存領域を持ちます。 

⚫ パラメータ設定(*.set) 

⚫ レコーダ(*.rec) 

⚫ シーケンス出力(*.seq) 

⚫ ディレイ出力(*.dly) 

Note 
ファイル名の文字数に制限があります。それぞれ 10 文字以内で作成してくだ

さい 

 

操作手順（例として設定を内部メモリに保存します） 

1. フロントパネルの Memory ボタンを押すと、次のような画面が表示されます。ノブを回して保存先

を選択します。Mem を選択すると、内部メモリへ保存できます。USB は前面の USB 端子に接続さ

れた USB メモリへの保存です。 

  

2. 右方向の矢印ボタンを押すと、カーソルが右のペインに移り、ファイルを指定できます。ノブを回

してファイルを指定します。 

  

3. F3 (Save) を押すと、カーソルで指定されているファイルに設定を書き込みます。 

4. また客に保存されたファイルを読み込むには F4 (Recall)をおしてください。ファイル名はステータ

スバーに表示されます。 
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Note 
その他のファイル形式については、それぞれの機能説明をご参照ください。 

  

起動時の設定 

起動時の状態は最後にシャットダウンした状態、またはデフォルトの状態のどちらかを指定することが

できます。この設定はフロントパネルの System ボタンを押して、Interface→パワーオン設定システム設

定メニューのインターフェースパラメーター設定エリアにパワーオンが表示されます。 最後（最後のシ

ャットダウンステータス）とデフォルト（変更できない工場出荷時のデフォルト設定）の 2 つの設定か

ら選択できます。 

この機能に入るには、システムボタンを押して、F2（PowerOn）ボタンを押して選択します。 

  

 

工場出荷時の状態に戻す 

工場出荷時のデフォルトに戻すには起動のオプションとして設定するか、システムメニューから任意に

呼び出すことができます。フロントパネルの System ボタンを押して、F2(PowerOn)、または F4(Preset)を

選択してください。 
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システム設定 
フロントパネルの System ボタンを押すと、次のようなシステムの情報が表示されます。 

 

バージョン表示 

System ボタンを押して、F4(version)をソフトキーで選択するとモデル名（Model）、ソフトウェアバージ

ョン（Firmware）、シリアル番号（Serial number）を表示することができます。 

 

起動時の設定 

システムメニューで、F2（PowerOn）ボタンを押してから、Last（最後にシャットダウンした状態）、ま

たは Default（工場出荷時のデフォルト設定）を選択します。 

 

リモートコントロール設定 

システムメニューで、F1（Interface）ボタンを押すと、リモートコントロールの設定を行えます。詳し

くは Remote control の項目を参照してください。 

 

システム設定 

システムメニューで、F3（Setting）ボタンを押すと、システム設定を変更できます。システム設定には

言語設定、バックライト、ファームウェアアップデート、スクリーンショット、ビープ音の設定があり

ます。 

 

  



 

54 

 

言語設定 

システムメニューで、F3（Setting）→F1 (Language)を押すと、表示言語を F1 (English) button or the F2 

(Chinese)から選択できます。 

バックライト 

システムメニューで、F3（Setting）→F2 (Backlight)を押すと、画面の明るさを F1 (Low) or F2 (Middle) 

or F3 (High)ボタンで設定できます。 

スクリーンショット 

システムメニューで、F3（Setting）→F5 (Hardcopy)を押すと、画面イメージを USB メモリへ保存する

ことができます。保存形式は*.BMP です。 

ビープ音 

システムメニューで、F3（Setting）→F3 (Beeper)を押すと、ビープ音のオン/オフを設定できます。 

ファームウェアアップデート 

システムメニューで、F3（Setting）→F4 (Upgrade)を押すと、ファームウェアを更新できます。ノブ

を使って USB メモリ内に保存されているファームウェアのファイルを選択し、F4 (Recall)を押すと開

始されます。アップデートが完了するとメッセージが表示されます。 
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リモートコントロール  
 T3PSX3200P シリーズはリモートインターフェースとして RS-232、USB、LAN の内一つを利用できます。

選択はフロントパネルの System ボタンを押し、F1 (Interface)を選択し、F1 (RS-232), F2 (USB), F4 (LAN)ボタ

ンを押して選択します。選択されているインターフェースは画面上にステータスとして表示されます。 

 

このインターフェースの文字の色が灰色になっている場合は通信がまだ行われていない事を示し、通信

が正常に開始されると、灰色から白色に変わります。 

接続設定 

RS-232 

接続は電源オフの状態で、RS-232 ケーブルを接続し、インターフェースで RS-232 ポートを選択してくだ

さい。 USB232 の表示は、接続しただけの状態ではステータスバーに灰色で表示され、最初のコマンド

が正常に行われると白色に変わります。また接続が成功すると、フロントパネルのコントロールは自動

的にロック状態になります。 

プロトコルの設定はフロントパネルの System ボタンを押し、F1（インターフェース）ボタンを押して、

F1（RS-232）を選択すると、 ボーレート等の設定が自動的に表示されますので、ご希望の設定を選択し

てください。 

RS-232 のパラメータ情報が画面に表示されます。 以下の説明を参照してください。 

  

8 --->data bit 8bit  

N --->no parity bit  

1 --->stop bit 1bit  

N --->no flow control bit  

正常に接続できているかは*IDN?クエリを送信します。 

次のような応答文字列が返ってくれば正常です。 

TELEDYNE, T3PS33203P,  SN: xxxxxxxx, Vx.xx 

ロック状態の解除はリモートコマンド、またはソフトキーで行えます。 

Local コマンドを PC から送信すると、ロック状態から解除されます。 

F6(Unlock)ソフトキーを押すと、ロック状態から解除されます。 

Note 
RS-232 はホットプラグデバイスではありません。ケーブルを接続、または取り

外す場合には必ず電源を落としてから行ってください。 
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USB  

サプライヤーが提供する USB ドライバーを PC にインストールします。 USB ケーブルを接続した後、イ

ンターフェースで USB ポートを選択します。 接続中は、ステータスバーに USB というメッセージが灰

色で表示され、最初のコマンドが正常に接続されると白色に変わります。 

接続が成功すると、フロントパネルのキーは自動的にロックされます。 

プロトコルの設定はフロントパネルの System ボタンを押し、F1（インターフェース）ボタンを押して、

F2（USB）を選択すると、 ボーレートの設定が自動的に表示されますので、ご希望の設定を選択してく

ださい。 

USB のパラメータ情報が画面に表示されます。 以下の説明を参照してください。 

 

115200----> は転送ボーレートが表示されます。 

正常に接続できているかは*IDN?クエリを送信します。 

次のような応答文字列が返ってくれば正常です。 

TELEDYNE, T3PS33203P,  SN: xxxxxxxx, Vx.xx 

ロック状態の解除はリモートコマンド、またはソフトキーで行えます。 

Local コマンドを PC から送信すると、ロック状態から解除されます。 

F6(Unlock)ソフトキーを押すと、ロック状態から解除されます。 

Note 
USB はホットプラグデバイスではありません。ケーブルを接続、または取り外

す場合には必ず電源を落としてから行ってください。 

 

LAN  

LAN ケーブルを接続後、インターフェースで LAN ポートを選択します。 メッセージ LAN は、接続時に

ステータスバーに灰色で表示され、最初のコマンドが正常に接続している間は白色に変わります。 

LAN の詳細設定はフロントパネルの System ボタンを押し、F1（インターフェース）ボタンを押して、F4

（LAN）を選択すると、 設定が自動的に表示されますので、ご希望の設定を選択してください。 

F1 (Remote)ボタンを押すと、LAN を有効/無効を設定できます。 

• ホスト名の設定 

LAN の詳細設定メニューで F2 (Config)→F4 (Host Name)を押すとホスト名を設定できます。 

Name エリアがアクティブになり、設定後に赤色になります。 デフォルトの最初の文字は A です。

ノブを反時計回りに回して他の文字に変更します。（A、B ... Z、a、b ... z、1、2 ... 9、0、）F1

（Enter）ボタンを押して現在の文字列を確認し、次の文字列入力を自動的に入力します。 名前が

完了するまで上記のプロセスを繰り返します。 
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• マニュアルで IP アドレスの設定 

IP アドレスはマニュアルで選択できます。次はマニュアルで IP アドレスを設定します。 

LAN の詳細設定メニューで F2 (Config)→F3 (Manual)を選択します。 

F1（IP Addr）ボタンを押すと、IP アドレスをマニュアルで入力できます。 設定した内容が有効にな

ると、赤色になります。 必要なデータを入力し、F1（Done）ボタンを押して確定します。 エラー

が発生した場合は、F5（Clear）ボタンを押してクリアし、再度入力します。 

一つ前のメニューに戻り、サブネットマスクのマニュアル設定を繰り返します。 F2（NetMask）ボ

タンを押して、マニュアルでデータを入力します。 設定した内容が有効になり、赤色になります。 

必要なデータを入力し、F1（Done）ボタンを押して確定します。 エラーが発生した場合は、F5

（Clear）ボタンを押してクリアし、再度入力します。 

一つ前のメニューに戻り、GateWay のマニュアル設定を繰り返します。 F3（GateWay）ボタンを押

して、マニュアルでデータを入力します。 設定した内容が有効になり、赤色になります。 必要な

データを入力し、F1（Done）ボタンを押して確定します。 エラーが発生した場合は、F5（Clear）

ボタンを押してクリアし、再度入力します。 

IP アドレスの範囲：1.0.0.0 ～223.255.255.255（但し 127.nn.nn.nn を除く） 

サブネットマスクの範囲：1.0.0.0 ～223.255.255.255 

ゲートウェイの範囲：1.0.0.0 ～223.255.255.255（但し 127.nn.nn.nn を除く） 

• DHCP の設定 

LAN の詳細設定メニューで F2 (Config)→F1 (DHCP)を選択します。 

DHCP サーバーから IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、その他のネットワ

ークパラメーターが割り当てられます。  

画面内には VISA のリソース名が表示されます。VISA で接続する場合には表示されているリソース名を

参考にしてください。 

例 

TCPIP0::169.254.129.17::1026::SOCKET  

 

LAN 接続では、Web ブラウザから電源をコントロールすることができます。 
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PC からのアクセス 

LAN 接続は VISA を通してオシロスコープに接続することや Web ブラウザから接続することができま

す。Web ブラウザのアドレス入力欄に電源のアドレスを入力すると次のようなウェルカムページが表示

されます。このページ以外にリモートコマンドテスト用のターミナル、ネットワーク設定の表示、およ

び変更をすることができます。それぞれのページの移動は左側のボタンを選択してください。 

  

“Browser Web Control” ボタンを押すと、次のような表示に代り、SCPI コマンドを送受信できます。 
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“View & Modify Configuration” ボタンを押すと、次のような LAN 設定の状態が表示されます。 

  

“Modify Config” を押すと、LAN 設定を変更できます。 
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コマンド構文 

T3PS3200P シリーズは IEEE488.2 や SCPI 規格に対応しています。 

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 SYSTem サブシステム示していま

す。 

例 

:SYSTem:BEEPer:STATe {0|1|OFF|ON}  

:SYSTem:BEEPer:STATe? 

SYSTem はルートになるキーワードです。BEEPer は 2nd レベルのキーワードです。STATe は 3rd レベル

のキーワードです。 例えば“{0|1|OFF|ON}”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。 

 

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：   “:DISPlay:CONTrast <brightness>” とかかれている場合、 “:DISPlay:CONTrast 1” 

2. コロンとその後に続く等号 :=  

プレースホールダの代わりにコマンドで使用できる値の型や範囲の説明をプレースホールダか

ら分離する記号です。 

3. 角括弧 [ ] 

角括弧はオプション(省略可能)を示しています。例えば、“:OUTPut[:STATe]  {ON|OFF}”の場合、

[:State]を省略できるため、OutPut ON のように書くことができます。 

4. 垂直バー | と中括弧 { }  

中括弧内の垂直バーは、複数のパラメータを区切るために使用され、コマンドを送信するとき

に、パラメータのいずれかを選択できます。例えば “:OUTPut:SERies {ON|OFF}” コマンドの場

合、パラメータとして “OFF”, “ON”を選択できます。 
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5. … 

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 

パラメータタイプ 

このマニュアルで紹介されているコマンドのパラメータには、ブール、列挙、整数、浮動小数点、

文字列の 5 種類があります。 

1. ブール 

ブール値を指定できるパラメータは “OFF”, “ON”を指定できます。  

例：  :OUTPut:SERies {ON|OFF} 

2. 列挙型 

列挙型のパラメータはリストの名から選択します。 

例：  :TRIGger:IN:TYPE?{D0|D1|D2|D3|D4} 

パラメータは “D1”, “D2”,”D3”,または”D4” を指定できます。 

3. 文字列 

文字列は ASCII キャラクタを使用します。 

例：  :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress <IPaddress>  

パラメータは “192.168.1.12” のように ASCII 文字列で指定します。 

4. 整数型 

他の注記を除き、パラメータは有効範囲内の任意の整数にすることができます。  

例：  :DISPlay:CONTrast <brightness> 

パラメータは０から 3 の間の整数を指定できます。 

5. 小数点を含む数値 

パラメータは、精度の要件に応じて有効な値の範囲内の任意の値にすることができます。 

例：  CURRent {<current> | MINimum | MAXimum} 

動作チャネルの現在の値を設定するために使用されます。 <current>には、現在のチャネルの

設定範囲内の任意の値を指定できます。. 

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 DISP までは大文字、lay は小文字で書かれています。省略形として DISP だけ

でも認識されます。 
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:MEASure:CURRent? 

全て省略した場合は次のように書くこともできます。 

:MEAS:CURR? 

 終端文字 

コマンドを送信する場合、コマンドは<LF>文字で終了する必要があります。 IEEE-4888 EOI は、<LF>文

字としても使用できます。 コマンドは、<CR>+< LF>文字を使用して終了することもできます。 コマ

ンドが終了すると、コマンドパスは常にルートレベルにリセットされます。 

クエリに対する応答は全て 0x0A です。 
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コマンド詳細 

コマンドを使用して特定のチャネルを選択する場合、[1]は CH1、[2]は CH2、[3]は CH3、[4]は CH4 を表し

ます。 CH1 はデフォルトで選択されているため、選択の「1」を省略できます。 ただし、CH2 を選択す

る場合は、オプションのため「2」は必要です。 

計測コマンド 

MEASure 

コマンド構文  :MEASure[1|2|3|4] :<function>? 

説明  パラメータで指定した項目をクエリします 

パラメータ 

<function>:={ CURRent[:DC] | VOLTage[:DC] | POWEr[:DC]} 

   CURRent[:DC]   : 電流の測定 

 VOLTage[:DC]   : 電圧の測定 

  POWEr[:DC]     : 電力の測定 

例  :MEASure2: CURRent? 

 

VOUT 

コマンド構文  VOUT<X>? 

説明  現在の出力電圧を返します。 

パラメータ 

<x>:={1 | 2 | 3 | 4} 

   チャンネルを指定します。T3PS43203P モデルのみ 3,4 チャン

ネルがあります。 

例  VOUT1? 

 

IOUT 

コマンド構文  IOUT<X>? 

説明  現在の出力電流を返します。 

パラメータ 

<x>:={1 | 2 | 3 | 4} 

   チャンネルを指定します。T3PS43203P モデルのみ 3,4 チャン

ネルがあります。 

例  IOUT1? 
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表示コマンド 

  

DISPlay:ENABle 

コマンド構文  :DISPlay:ENABle <b> 

クエリ構文 :DISPlay:ENABle? 

説明  画面表示をオン・オフします。 

パラメータ 

<x>:={0 | 1 | OFF | ON} 

   0/OFF: 表示をオフ 

   1/ON: 表示をオン 

例  :DISPlay:ENABle ON 

 

DISPlay:BRIGhtness 

コマンド構文  :DISPlay:BRIGhtness <NRf> 

クエリ構文 :DISPlay:BRIGhtness? 

説明  バックライトの明るさを指定します。 

パラメータ <NRF>:={Low | Middle | High } 

例  :DISPlay: BRIGhtness Low 

 

DISPlay:TYPE 

コマンド構文  DISPlay:TYPE {1|2|3|4|5|6|7} 

クエリ構文 :DISPlay:TYPE? 

説明  表示形式を変更します。詳しくは 15 ページを参照ください。 

パラメータ {1|2|3|4|5|6|7} 

例  :DISPlay:TYPE 4 

 



 

65 

 

出力コマンド 

OUTPut[1|2|3|4][:STATe] 

コマンド構文  :OUTPut[1|2|3|4][:STATe] <b> 

クエリ構文 :OUTPut[1|2|3|4][:STATe]? 

説明  出力をオン・オフします。 

パラメータ 

<b>:={0 | 1 | OFF | ON} 

   0/OFF: 出力をオフ 

   1/ON: 出力をオン 

例  
:OUTPut:STATe ON 

CH1 の出力がオンになります。 

 

ALLOUTON 

コマンド構文  ALLOUTON 

説明  全チャンネルの出力をオンします。 

例  ALLOUTON 

 

ALLOUTOFF 

コマンド構文  ALLOUTOFF 

説明  全チャンネルの出力をオフします。 

例  ALLOUTOFF 

 

OUT 

コマンド構文  OUT<Boolean> 

説明  出力をオン・オフします。 

パラメータ 

<b>:={0 | 1 } 

 0: 出力をオフ 

   1: 出力をオン 

例  OUT1 

 

OUTPut[1|2|3|4]:OVP:STATe 

コマンド構文  :OUTPut[1|2|3|4]:OVP:STATe <b> 

クエリ構文 :OUTPut[1|2|3|4]:OVP:STATe? 

説明  OVP プロテクションをオン・オフします。 

パラメータ 
<b>:={0 | 1 | OFF | ON} 

   0/OFF: OVP プロテクションをオフ 
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   1/ON: OVP プロテクションをオン 

例  
:OUTPut2:OVP:STATe ON 

チャンネル２の OVP をオンします。 

 

OUTPut[1|2|3|4]:OVP 

コマンド構文  :OUTPut[1|2|3|4]:OVP <value> 

クエリ構文 :OUTPut[1|2|3|4]:OVP? 

説明  OVP プロテクションの閾値を設定します。 

パラメータ 

<value>:=閾値を設定します。各チャンネルで設定範囲が決まり

ます。 

CH1：0.50~35.0V 

CH2：0.50~35.0V 

CH3：0.50~5.50V(T3PS43203P) 

CH4：0.50~16.5V(T3PS43203P) 

例  
:OUTPut2:OVP 10.05 

チャンネル２の OVP レベルを 10.05V します。 

 

OUTPut[1|2|3|4]:OCP:STATe 

コマンド構文  :OUTPut[1|2|3|4]:OCP:STATe <b> 

クエリ構文 :OUTPut[1|2|3|4]:OCP:STATe? 

説明  OCP プロテクションをオン・オフします。 

パラメータ 

<b>:={0 | 1 | OFF | ON} 

 0/OFF: OCPプロテクションをオフ 

   1/ON: OCP プロテクションをオン 

例  
:OUTPut2:OCP:STATe ON 

チャンネル２の OCP をオンします。 

 

OUTPut[1|2|3|4]:OCP 

コマンド構文  :OUTPut[1|2|3|4]:OCP <value> 

クエリ構文 :OUTPut[1|2|3|4]:OCP? 

説明  OCP プロテクションの閾値を設定します。 

パラメータ 

<value>:=閾値を設定します。各チャンネルで設定範囲が決まり

ます。 

CH1：0.05~3.50A 

CH2：0.05~3.50A 

CH3：0.50~1.20V(T3PS43203P) 

CH4：0.50~1.20V(T3PS43203P) 

例  :OUTPut2:OCP 1.5 
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チャンネル２の OCP レベルを 1.2A します。 
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電源と電子負荷のコマンド 

:SOURce[1|2|3|4]:CURRent 

コマンド構文  :SOURce[1|2|3|4]:CURRent <NRf>  

クエリ構文 :SOURce[1|2|3|4]:CURRent? 

説明  電源の電流レベルの設定 

パラメータ <NRf>:=0.0000~6.2000 

例  
:SOURce2:CURRent 1.0005 

チャンネル 2 の電流レベルを 1.0005A に設定 

 

ISET 

コマンド構文  ISET<X>:<NR2> 

クエリ構文 ISET<X>? 

説明  電流レベルを設定します 

パラメータ 
<x>:={ 1 | 2 | 3 | 4}  チャンネルの選択 

<NR2>:=0~6.200A  電流値 

例  
ISET1:2.234 

チャンネル１の出力を 2.234A に設定 

 

:SOURce[1|2|3|4]:CURRent[:LIMit]:STATe? 

クエリ構文 :SOURce[1|2|3|4]:CURRent[:LIMit]:STATe?  

説明  

電流リミットの状態を返すクエリです。電流の出力が閾値に達

していない場合 CV が返ります。電流の出力が閾値に達している

と CC が返ります。 

例  
:SOURce2:CURRent:STATe? 

チャンネル 2 の電流リミットの状態を返します。 

 

:SOURce[1|2|3|4]:VOLTage 

コマンド構文  :SOURce[1|2|3|4]:VOLTage <NRf> 

クエリ構文 :SOURce[1|2|3|4]: VOLTage? 

説明  電源の出力電圧を設定します。 

パラメータ 
<NRf>:= 0.000 ~ MAX   

各チャンネルの仕様に従いします。 

例  
:SOURce2:VOLTage 5.321 

チャンネル 2 を 5.321V に設定します。 
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VSET 

コマンド構文  VSET<X>:<NR2> 

クエリ構文 VSET<X>? 

説明  電圧レベルを設定します。 

パラメータ 
<x>:={ 1 | 2 | 3 | 4}  チャンネルの選択 

<NR2>:=0~6.200A  電圧値 

例  
VSET1:20.345 

チャンネル１の電圧を 20.345V に設定します。 

 

:SOURce[1|2]:RESistor 

コマンド構文  :SOURce[1|2]:RESistor < NRf > 

クエリ構文 SOURce2: RESistor? 

説明  抵抗値を設定します。 

パラメータ 
<NRf>:= 1~1000 

抵抗値を設定します。単位はΩ 

例  
SOURce2: RESistor 1000 

チャンネル２を 1000Ωに設定します。 

 

:OUTPut:SERies 

コマンド構文  :OUTPut:SERies {ON|OFF} 

説明  電源の CH1/CH2 を直列モードに設定します。 

パラメータ 
ON: 直列モードオン 

OFF: 直列モードオフ 

例  :OUTPut:SERies ON 

 

:OUTPut:PARallel 

コマンド構文  :OUTPut:PARallel {ON|OFF} 

説明  電源の CH1/CH2 を並列モードに設定します。 

パラメータ 
ON: 並列モードオン 

OFF: 並列モードオフ 

例  :OUTPut:PARallel ON 

 

TRACK 

コマンド構文  TRACK<NR1> 

説明  トレッキングモード（直列、並列、独立）を設定します。 

パラメータ 
<NR1>:={ 0 | 1 | 2} 

0:独立モード 
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1:直列モード 

2:並列モード 

例  
TRACK0 

独立モードに設定します。 

 

:LOAD[1|2]:CV 

コマンド構文  :LOAD[1|2]:CV {ON|OFF} 

説明  電子負荷の CV モードに設定します。 

パラメータ 
ON:電子負荷の CV モードに設定 

OFF：電子負荷の CV モードを解除 

例  
:LOAD2:CV ON 

チャンネル２を電子負荷の CV モードに設定 

 

:LOAD[1|2]:CC 

コマンド構文  :LOAD[1|2]:CC {ON|OFF} 

説明  電子負荷の CC モードに設定します。 

パラメータ 
ON:電子負荷の CC モードに設定 

OFF：電子負荷の CC モードを解除 

例  
:LOAD2:CC ON 

チャンネル２を電子負荷の CC モードに設定 

     

:LOAD[1|2]:CR 

コマンド構文  :LOAD[1|2]:CR {ON|OFF} 

説明  電子負荷の CR モードに設定します。 

パラメータ 
ON:電子負荷の CR モードに設定 

OFF：電子負荷の CR モードを解除 

例  
:LOAD2:CR ON 

チャンネル２を電子負荷の CR モードに設定 

         

:MODE[1|2]? 

クエリ構文 :MODE[1|2]? 

説明  
動作モードをクエリします。次の６つのモードがあります。 

SERies, PARallel, INDE pendent, CV Load, CC Load, CR Load 

例  
MODE1? 

チャンネル１の動作モードをクエリします。 
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:LOAD[1|2]:RESistor 

コマンド構文  :LOAD[1|2]:RESistor <NRf> 

クエリ構文 :LOAD[1|2]:RESistor? 

説明  電子負荷の CR モードのレベルを設定します。 

パラメータ <NRf>:= 1~1000 単位はΩ 

例  
LOAD2:RESistor 100 

チャンネル２の CR レベルを 100Ωに設定 

 

:DELAy[1|2]:CYCLEs 

コマンド構文  :DELAy[1|2]:CYCLEs {N|I}[,<value>] 

クエリ構文 :DELAy[1|2]:CYCLEs? 

説明  ディレイのサイクル数を設定 

パラメータ 

I: 無限ループ 

N: ループ数を指定。カンマ後に回数を入力します。 

<value>:= 50 ~100 N を指定した場合のみ 

例  
:DELAy2:CYCLEs N,100 

チャンネル２に 100 回のディレイループを指定 

 

:DELAy[1|2]:ENDState 

コマンド構文  :DELAy[1|2]:ENDState {ON|OFF|LAST} 

クエリ構文 :DELAy[1|2]:ENDState? 

説明  ディレイ機能の動作が終了した後の状態を指定します。 

パラメータ 

{ON|OFF|LAST} 

 ON：出力オン 

 OFF：出力オフ 

 LAST：ディレイの最後の状態を継続 

例  
:DELAy2: ENDState OFF 

チャンネル 2 のディレイ機能の最後の状態を OFF に設定 

 

:DELAy[1|2]:GROUPs 

コマンド構文  :DELAy[1|2]:GROUPs <NRf> 

クエリ構文 :DELAy[1|2]:GROUPs? 

説明  
ディレイのグループ数（Start からの実行ステップ数）を設定し

ます。 

パラメータ <NRf>:=1 ~2048 

例  
:DELAy2:GROUPs 100 

チャンネル 2 のグループ数を 100 に設定します。 
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:DELAy[1|2]:PARAmeter 

コマンド構文  :DELAy[1|2]:PARAmeter <No>,{ON|OFF},<time> 

クエリ構文 

:DELAy2:PARAmeter? <No>[,<count>] 

クエリの応答は<No>,{ON|OFF},<time>が<No>ステップから

<count>個返ります。ステップとステップの間はセミコロンで

接続されます。例 2,2 で指定した場合、“2, OFF, 3;3, ON,1;”が返

ります。 

説明  ディレイ機能の各ステップのパラメータを設定 

パラメータ 

<No>:=ステップの番号 0~2047 

{ON | OFF}:ステート 

<time>:=ステップの時間 1~300(秒) 

<count>:=個数 

例  

:DELAy2:PARAmeter 1,ON,10 

チャンネル２のディレイ機能のステップ１に ON を 10 秒で設

定 

  

:DELAy [1|2]:STARt 

コマンド構文  :DELAy [1|2]:STARt <value> 

クエリ構文 :DELAy [1|2]:STARt? 

説明  ディレイが実行する開始位置（ステップ番号）を設定します。 

パラメータ <value>:=ステップの番号  0~2047 

例  
:DELAy2:STARt 10 

チャンネル 2 のディレイの開始位置を 10 に設定します。 

   

:DELA y[1|2] [:STATe] 

コマンド構文  :DELA y[1|2] [:STATe] {ON|OFF} 

クエリ構文 DELA y[1|2] [:STATe]? 

説明  ディレイ機能を有効・無効を設定 

パラメータ 

{ON|OFF} 

ON: 有効 

OFF：無効 

例  
:DELAy2 ON 

チャンネル 2 のディレイ機能を有効に設定します。 

 

:DELAy[1|2]:STATe:GENErate 

コマンド構文  :DELAy[1|2]:STATe:GENErate {01P|10P} 

クエリ構文 :DELAy[1|2]:STATe: GENErate? 
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説明  
ディレイのパターンを自動的に生成します。パターンを On,Off

で開始するか Off, On で開始するかはパラメータで選択します。 

パラメータ 
01P：Off, On からスタートするパターンを自動生成 

10P：On, Off からスタートするパターンを自動生成 

例  
DELAy2:STATe:GENE 01P 

チャンネル 2 のディレイ設定を 01P のパターンで自動生成 

 

:DELAy[1|2]:STOP 

コマンド構文  DELAy[1|2]:STOP {NONE|<V|>V|=V|<C|>C|=C|<P|>P|=P}[, <value>] 

クエリ構文 :DELA y[1|2]:STOP? 

説明  

ディレイ機能のストップ条件を設定します。条件に電圧、電流、電

力を以上、未満、イコールで値と共に指定します。条件をクリアす

るには None を指定します。 

パラメータ 

<V , >V, =V ：電圧条件の指定。カンマの後に電圧値を入力します。 

<C , >C, =C ：電流条件の指定。カンマの後に電流値を入力します。 

<P , >P, =P ：電力条件の指定。カンマの後に電力値を入力します。 

<value>:=条件に対する閾値を設定します。 

例  
:DELAy2:STOP >V,8 

ディレイは 8V を超えると停止する条件を設定します。 

 

:DELAy[1|2]:TIME:GENErate 

コマンド構文  :DELAy[1|2]:TIME:GENErate {FIX|INC|DEC}[,<value0>[,<value1>]] 

クエリ構文 :DELAy[1|2]:TIME:GENErate? 

説明  パターンを自動生成する際の各ステップの時間を設定します。 

パラメータ 

FIX, <value0>,<value1>：生成される各ステップの時間は固定され

ます。<value0>や<value1>は On ステートと Off ステートそれぞ

れの時間です。 

INC, <value0>,<value1>：<value0>は初期時の時間、ステップが増

えるにつれて<value1>の時間が追加されます。 

DEC, <value0>,<value1>：<value0>は初期時の時間、ステップが増

えるにつれて<value1>の時間が減衰されます。 

例  

:DELAy2:TIME:GENE INC,3,5 

チャンネル 2 にディレイ設定で時間を初期値 3 秒、ステップが

追加されるごとに 5 秒追加されるように生成されます。 

 

:MONItor[1|2|3|4]:CURRent:CONDition  

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4]:CURRent:CONDition{<C|>C|=C|NONE},{AND|OR|NONE}   

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4]:CURRent:CONDition? 
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説明  電流モニタで出力を停止する条件を設定します。 

パラメータ 

{<C|>C|=C|NONE} 

<C:設定電流未満の条件 

>C:設定電流を超過の条件 

=C:設定電流とイコールの条件 

{AND|OR|NONE} 

 他の条件に加える方法をロジックで設定 

例  

:MONItor2:CURRent:CONDition <C,AND 

チャンネル２の電流モニタを未満で設定し、他の条件と AND で追加

します。 

 

:MONItor[1|2|3|4]:CURRent[:VALue] 

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4]:CURRent[:VALue]{<value>|MINimum|M AXimum} 

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4]:CURRent[:VALue]? 

説明  電流モニタの閾値を設定します。 

パラメータ <value>:=０~最大電流値の範囲 

例  
:MONItor2: CURRent 2 

電流モニタを 2A に設定 

     

:MONItor[1|2|3|4]:POWER:CONDition  

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4]:POWER:CONDition {<P|>P||=P|NONE} 

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4]:POWER:CONDition? 

説明  電力モニタで出力を停止する条件を設定します。 

パラメータ 

{<P | >P | =P | NONE} 

<P:設定電流未満の条件 

>P:設定電流を超過の条件 

=P:設定電流とイコールの条件 

NONE:電力モニタをしません。 

例  
:MONItor2:POWER: CONDition <P 

チャンネル２の電力モニタを未満で設定します。 

    

:MONItor[1|2|3|4]:POWER[:VALue] 

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4]:POWER[:VALue]{<value>|MINimum|MA Ximum} 

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4]:POWER[:VALue]? 

説明  電力モニタの閾値を設定します。 

パラメータ <value>:=０~最大電力値の範囲 

例  
:MONItor2:POWER 20 

電力モニタの閾値を 20W に設定します。 
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:MONItor[1|2|3|4] [:STATe] 

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4] [:STATe] {ON|OFF} 

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4] [:STATe]? 

説明  モニタ機能を有効・無効に設定します。 

パラメータ 

{ON|OFF} 

 ON:有効 

 OFF：無効 

例  
:MONItor2 ON 

チャンネル 2 のモニタ機能をオンにします。 

 

:MONItor[1|2|3|4]:STOPway 

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4]:STOPway{OUTOFF|ALARM |BEEPER},{ON|OFF} 

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4]:STOPway? 

説明  モニタの条件に一致した場合のアクションを設定します。 

パラメータ 

{OUTOFF|ALARM |BEEPER} アクションの種類 

OUTOFF：出力オフを｛ON|OFF}で設定 

ALARM：ワーニング表示を｛ON|OFF}で設定 

BEEPER：ビープ音を｛ON|OFF}で設定 

例  
:MONItor2: STOPway ALARM,ON 

モニタのアラームアクションをオンに設定します。 

 

:MONItor[1|2|3|4]:VOLTage:CONDition 

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4]:VOLTage:CONDition {<V|>V|=V|NONE},{AND|OR|NONE} 

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4]:VOLTage:CONDition? 

説明  電流モニタで出力を停止する条件を設定します。 

パラメータ 

{<V|>V|=V|NONE} 

<V:設定電圧未満の条件 

>V:設定電圧を超過の条件 

=V:設定電圧とイコールの条件 

{AND|OR|NONE} 

 他の条件に加える方法をロジックで設定 

例  

:MONItor2: VOLTage:CONDition <V,AND 

チャンネル２の電圧モニタを未満で設定し、他の条件と AND で追加し

ます。 

 

:MONItor[1|2|3|4]:VOLTage[:VALue] 

コマンド構文  :MONItor[1|2|3|4]:VOLTage[:VALue] {<value>|MINimum |MAXimum} 

クエリ構文 :MONItor[1|2|3|4]:VOLTage[:VALue]? 
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説明  電圧モニタの閾値を設定します。 

パラメータ <value>:=０~最大電圧値の範囲 

例  
MONItor2: VOLTage 5 

電圧モニタの閾値を 5V に設定します。 

 

:RECOrder[1|2|3|4]:PATH? 

クエリ構文 :RECOrder[1|2|3|4]:PATH? 

説明  レコーダ機能の保存先をクエリします。 

例  
:RECOrder2:PATH? 

チャンネル 2 のレコーダ機能の保存場所をクエリします。 

 

:RECOrder[1|2|3|4]:MEMory 

コマンド構文  :RECOrder[1|2|3|4]:MEMory{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9} 

説明  指定した内部メモリにレコード機能でデータを保存します。 

パラメータ 
{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9} メモリの位置。10 個の独立したメモリ

ーがあります。 

例  

RECOrder2:MEMory 5 

チャンネル２のレコードデータを内部メモリの 5 番に保存しま

す。 

 

:RECOrder[1|2|3|4]:USB 

コマンド構文  :RECOrder[1|2|3|4]:USB <dest> 

説明  レコーダーデータを保存する USB の位置を指定します。 

パラメータ 

<dest>:=保存先のファイル名を指定します。指定方法は USB:\<フ

ァイル名>.csv のようにします。文字列は 8 文字以内です。拡張

子は csv を使用しますが、省略も可能です。 

例  

:RECOrder2:USB:\R001.CSV 

USB メモリ内にレコーダのデータを R001.CSV ファイルで保存し

ます。レコーダを動作中に記録期間と保存場所を設定すること

はできません。 したがって、保存場所はレコーダを有効にする

前に設定する必要があります。 レコーダを停止すると、指定さ

れた名前のレコーダーファイルが指定された保存場所に自動的

に保存されます。 

 

:RECOrder[1|2|3|4]:PERIod 

コマンド構文  :RECOrder[1|2|3|4]:PERIod <value> 

クエリ構文 :RECOrder[1|2|3|4]:PERIod? 
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説明  レコーダのサンプリング周期を指定します。 

パラメータ <value>:=1~300  周期を秒で指定します。 

例  
:RECOrder2:PERIod 5 

レコーダのサンプリング周期を 5 秒に設定します。 

 

:RECOrder[1|2|3|4] [:STATe] 

コマンド構文  :RECOrder[1|2|3|4] [:STATe] {ON|OFF} 

クエリ構文 :RECOrder[1|2|3|4] [:STATe]? 

説明  

レコーダを有効または無効にします。 

レコーダが有効になっている間に記録期間と保存場所を設定す

ることはできません。有効期間中は設定されている記録期間に

基づいて各チャネルの出力をサンプリングして保存します。 

記録処理中は、各チャンネルの出力が有効になっていることを

確認してください。 無効化されたチャネルは、対応するレコー

ドデータは全て 0 になります。 レコーダを無効にすると、記録

プロセスが終了し、記録されたデータが設定されている保存場

所に自動的に保存されます。 

パラメータ 

{ON|OFF} 

 ON:有効 

 OFF:無効 

例  
:RECOrder2 ON 

チャンネル 2 のレコーダを有効にします。 

 

:RECOrder[1|2|3|4]:GROUPs  

コマンド構文  :RECOrder[1|2|3|4]:GROUPs <value> 

クエリ構文 :RECOrder[1|2|3|4]:GROUPs? 

説明  サンプリングするデータ数を指定します。 

パラメータ <value>:=1~2048 

例  
:RECOrder2:GROUPs 100 

サンプリングするデータを 100 個に設定します。 

 

:RECOrder[1|2|3|4]:ENABle 

コマンド構文  :RECOrder[1|2|3|4]:ENABle {ON|OFF} 

クエリ構文 :RECOrder[1|2|3|4]:ENABle? 

説明  レコーダ機能を有効にするチャンネルを設定します。 

パラメータ 

{ON|OFF} 

 ON:有効 

 OFF：無効 
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例  
:RECOrder2:ENABle ON 

チャンネル 2 のレコーダ機能を有効にします。 

 

:SEQUence[1|2]:CYCLEs  

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:CYCLEs {N|I}[,<value>] 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:CYCLEs? 

説明  シーケンスのサイクル数を設定します。 

パラメータ 

{N|I}[,<value>] 

N: サイクル数で入力します。カンマの後にサイクル数を指定し

ます。 

I：無限に繰り返されます。 

例  

:SEQUence2:CYCLEs N,20 

チャンネル２のシーケンス設定でサイクル数を 20 に設定しま

す。 

 

:SEQUence[1|2]:ENDState 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:ENDState {OFF|LAST} 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:ENDState? 

説明  シーケンスの最後の状態を指定します。 

パラメータ 

{OFF|LAST} 

 OFF:シーケンスが最後のステップまで到達すると自動的に OFF

します。 

LAST：シーケンスが最後のステップまで到達すると最後のステ

ップのまま継続されます。 

例  

:SEQUence2:ENDState LAST 

チャンネル 2 のシーケンスは動作が完了した後、最後のステッ

プの状態が継続されるように設定します。 

  

:SEQUence[1|2]:GROUPs 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:GROUPs <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:GROUPs? 

説明  シーケンスで動作させるステップ数を設定します。 

パラメータ 

<value>:=グループ数の範囲は 1～2048 です。動作は Start で設定

したステップの位置からグループ数を足したステップ数まで実

行し、Cycle で指定した回数繰り返されます。すべての出力が完

了した後、電源はシーケンスを終了します 

例  
:SEQUence2:GROUPs 25 

チャンネル２のグループ数を 25 に設定します。 

 



 

79 

 

:SEQUence[1|2]:PARAmeter 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:PARAmeter <No>,<volt>,<curr>,<time> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:PARAmeter? <No>,<count> 

説明  

ステップのパラメータを設定します。 

クエリでは#9 の後に 9 桁の ASCII 文字列で書かれた数字が続き

ます。その数字はデータ文字数を表します。その後にシーケン

スの各ステップの値が連続して送信されます。例えば、電源か

らの応答が#90000000371,8.000,1.0000,10;2,6.000,1.0000,10;の場

合、#9 の後の 9 桁は 37 です。1,8.00 からは 37 文字あります。1

ステップのデータはセミコロン(；)で分割され、ステップ数, 電

圧値、電流値、時間のデータが送信されています。 

パラメータ 

<No>:=0~2047 シーケンス内のステップ番号を設定。 

<volt>:=対象チャンネルの電圧設定範囲。<No>の電圧を設定 

<curr>:=対象チャンネルの電流設定範囲。<No>の電流を設定 

<time>:=1s~300s ステップの持続時間 

<count>:=<No>からのステップ数を指定します。 

例  

:SEQUence2:PARAmeter 1,8,1,10 

チャンネル２のステップ番号１は電圧 8V、電流１A、10 秒に設

定します。 

 

:SEQUence[1|2]:STARt  

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:STARt <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:STARt? 

説明  シーケンスの開始ステップ位置を指定します。 

パラメータ <value>:=0 - 2047 

例  

:SEQUence2:STARt 10 

チャンネル２のシーケンスのスタート位置を 10 に設定しま

す。 

 

:SEQUence[1|2] [:STATe] 

コマンド構文  :SEQUence[1|2] [:STATe] {ON|OFF} 

クエリ構文 :SEQUence[1|2] [:STATe]? 

説明  

シーケンスを有効、または無効に設定します。 

シーケンスを有効にすると、チャネル出力のステートが変更さ

れます。有効にする前に、変更された出力ステートが電源に接

続されているデバイスに影響を与えないことを確認してくださ

い。 シーケンス出力は、シーケンス出力とチャンネル出力の両

方のステートが有効な場合にのみアクティブになります。 シー
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ケンスが有効になっている場合、シーケンスのパラメータを変

更することはできません。 マルチチャンネルモデルの場合、ア

クティブチャンネルを変更し、選択したチャンネルのパラメー

タを設定します。 シーケンスと遅延を同時に有効にすることは

できません。 

パラメータ {ON|OFF} 

例  
:SEQUence2:STATe ON 

チャンネル２のシーケンス出力を有効にします。 

   

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:CONSTruct 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:CONSTruct 

説明  
シーケンスのテンプレートを使い各ステップの値を自動生成し

ます。事前にテンプレートの設定を行う必要があります。 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:FALLRate 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:FALLRate <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:FALLRate? 

説明  
テンプレートで ExpFall を選択した場合の ExpFall の下降度合いを

設定します 

パラメータ <value>:=0 ~10 

例  

:SEQUence2:TEMPlet:FALLR 5 

チャンネル２のシーケンス設定で ExpFall の下降度合いを 5 に

設定します 

  

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:INTErval 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:INTErval <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:INTErval? 

説明  
シーケンスのテンプレート設定でステップあたりの時間間隔を

設定します。 

パラメータ <value>:=1s to 300s 

例  
:SEQUence2:TEMPlet:INTErval 15 

チャンネル２のインターバルを 15 秒に設定 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:INVErt 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:INVErt {ON|OFF} 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:INVErt? 
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説明  
選択したテンプレートの波形を反転する機能を有効・無効にし

ます。 

パラメータ {ON|OFF} 

例  
:SEQUence2:TEMPlet:INVErt ON 

チャンネル２のテンプレート波形を反転します。 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:MAXValue 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:MAXValue <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:MAXValue? 

説明  テンプレート波形の最大値を設定します。 

パラメータ <value>:=電圧、または電流を値で設定します。 

例  

:SEQUence2:TEMPlet:MAXValue 5 

チャンネル２のテンプレート波形で最大電圧（電流）を 5 に設

定します。 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:MINValue 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:MINValue <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:MINValue? 

説明  テンプレート波形の最小値を設定します。 

パラメータ <value>:=電圧、または電流を値で設定します。 

例  

:SEQUence2:TEMPlet:MINValue 5 

チャンネル２のテンプレート波形で最小電圧（電流）を 5 に設

定します。 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:OBJect 

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:OBJect {V|C} 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:OBJect? 

説明  アクティブテンプレートの対象を設定します。 

パラメータ 

{V|C} 

V：電圧 

C：電流 

例  
:SEQUence2:TEMPlet:OBJect V 

チャンネル 2 のテンプレートを電圧に設定します。 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:POINTs  

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:POINTs <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:POINTs? 



 

82 

 

説明  テンプレートで使用するステップ数を設定します。 

パラメータ <value>:=10~2048 

例  
:SEQUence2:TEMPlet:POINTs 10 

10 ステップを使用してテンプレートで波形を生成します。 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:RISERate  

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:RISERate <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:RISERate? 

説明  
テンプレートで ExpRise を選択した場合の ExpRise の上昇度合い

を設定します 

パラメータ <value>:=0 ~10 

例  

:SEQUence2:TEMPlet:RISERate 10 

チャンネル２のシーケンス設定で ExpFall の上昇度合いを 10 に

設定します 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:SELect 

コマンド構文  
:SEQUence[1|2]:TEMPlet:SELect 
{SINE|PULSE|RAMP|UP|DN|UPDN|RISE|FALL} 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:SELect? 

説明  テンプレートの波形を設定します。 

パラメータ {SINE|PULSE|RAMP|UP|DN|UPDN|RISE|FALL} 

例  
:SEQUence2:TEMPlet:SELect  SINE 

チャンネル２のテンプレート波形を Sine に設定します。 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:SYMMetry  

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:SYMMetry <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:SYMMetry? 

説明  
テンプレートでランプ波形を選択している場合にそのシンメト

リを指定します。 

パラメータ <value>:=0~100 

例  
:SEQUence2:TEMPlet:SYMMetry 50 

テンプレートのシンメトリを 50%に設定 

 

:SEQUence[1|2]:TEMPlet:WIDTh  

コマンド構文  :SEQUence[1|2]:TEMPlet:WIDTh <value> 

クエリ構文 :SEQUence[1|2]:TEMPlet:WIDTh? 

説明  
テンプレートでパルスが選択されている場合のパルス幅を設定

します。 
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パラメータ <value>:=1 秒~(周期-1) 

例  
:SEQUence2:TEMPlet:WIDTh 5 

パルス幅を 5 秒に設定 

 

:TRIGger:IN[:ENABle] 

コマンド構文  :TRIGger:IN[:ENABle] {D0|D1|D2|D3|D4},{ON|OFF} 

クエリ構文 :TRIGger:IN[:ENABle]? {D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  
指定されたデータラインのトリガ入力機能を有効・または無効

にします。 

パラメータ 

{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{ON|OFF} 

データラインを指定して、ON または Off に設定します。 

例  
:TRIGger:IN D0,ON 

D0 のトリガ入力をオンにします。 

 

:TRIGger:IN:RESPonse 

コマンド構文  
:TRIGger:IN:RESPonse {D0|D1|D2|D3|D4}, 
{ON|OFF|TOGGLE|POWER|CV|CC|CR|IND|SER|PAR } 

クエリ構文 :TRIGger:IN:RESPonse? {D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  
指定されたデータラインのトリガ入力からの応答動作を設定し

ます。 

パラメータ 

{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{ON|OFF|TOGGLE|POWER|CV|CC|CR|IND|SER|PAR } 

ON：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を有効にします。 

OFF：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を無効にします。 

TOGGLE：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満

たしたときに、選択チャネルの出力を反転します。 

POWER：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満

たしたときに、選択チャネルの出力を電源モードにします。 

CV：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を電子負荷の CV モードにしま

す。 

CC：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を電子負荷の CC モードにしま

す。 
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CR：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を電子負荷の CR モードにしま

す。 

IND：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を電源の独立モードにします。 

SER：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を電源の直列モードにします。 

PAR：指定されたデータラインの入力信号がトリガ条件を満たし

たときに、選択チャネルの出力を電源の並列モードにします。 

例  

:TRIGger:IN:RESPonse D0,ON  

D0 トリガの応答動作として、出力チャンネルを有効にしま

す。 

 

:TRIGger:IN:SENSitivity 

コマンド構文  :TRIGger:IN:SENSitivity {D0|D1|D2|D3|D4},{LOW|MID|HIGH} 

クエリ構文 :TRIGger:IN:SENSitivity?{D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  トリガ感度を Low , Middle, High から選択します。 

パラメータ 
{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{LOW|MID|HIGH}：トリガ感度の選択 

例  
TRIGger:IN:SENSitivity D0,LOW 

D0 のトリガ感度を Low に設定します。 

 

 

:TRIGger:IN:SOURce  

コマンド構文  
:TRIGger:IN:SOURce {D0|D1|D2|D3|D4} , {CH1|CH2|CH3|CH4}, 
{ON|OFF}   

クエリ構文 : TRIGger:IN:SOURce? {D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  データラインに対応するチャンネルを設定します。 

パラメータ 

{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{CH1|CH2|CH3|CH4}：チャンネル 

{ON|OFF}：有効・無効 

例  
:TRIGger:IN:SOURce D0,CH1,ON 

D0 のトリガに対応するチャンネルを CH1 に設定します。 

 

:TRIGger:IN:TYPE 

コマンド構文  :TRIGger:IN:TYPE {D0|D1|D2|D3|D4},{RISE|FALL|HIGH|LOW|STATE } 

クエリ構文 :TRIGger:IN:TYPE?{D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  指定されたデータラインのトリガタイプを選択します。 
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パラメータ 

{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{RISE|FALL|HIGH|LOW|STATE }： 

RISE：立上りエッジ 

FALL：立下りエッジ 

HIGH：ハイ状態 

LOW：ロー状態 

STATE：立上りと立下りの両エッジ 

例  
:TRIGger:IN:TYPE D0,RISE 

D0 を立ち上がりでトリガするように設定します。 

 

:TRIGger:OUT:CONDition   

コマンド構文  
:TRIGger:OUT:CONDition 
{D0|D1|D2|D3|D4},{OUTOFF|OUTON|>V|<V|=V|>C|<C| 
=C|>P|<P|=P|AUTO},<value>   

クエリ構文 :TRIGger:OUT:CONDition? {D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  外部 I/O にトリガ出力する条件を設定します。 

パラメータ 

{D0|D1|D2|D3|D4}：外部 I/O の指定 

{OUTOFF|OUTON|>V|<V|=V|>C|<C| =C|>P|<P|=P|AUTO}： 

⚫ 入力：出力をオフ（OUTOFF）と出力をオン（OUTON）。ど

ちらも指定チャネルの出力時の状態でトリガします。 

⚫ 電圧トリガ：電圧に対し（> V）より大きい、（<V）未満、

（= V）等しいがあります。これらすべては、指定チャネル

の出力電圧が<value>で設定したレベルと比較し、条件を満

たした時にトリガします。 

⚫ 電流：電流に対し（> C）より大きい、（<C）未満、（= C）等

しいがあります。これらすべては、指定チャネルの出力電

流が<value>で設定したレベルと比較し、条件を満たした時

にトリガします。 

⚫ 電力：電力に対し（> P）より大きい、（<P）未満、（= P）等

しいがあります。これらすべては、指定チャネルの出力電

力が<value>で設定したレベルと比較し、条件を満たした時

にトリガします。 

⚫ オート：この機能を有効にすると、機器は自動的にトリガ

します。 

<value>：OUTOFF、OUTON、または AUTO を選択した場合、

<value>は省略します。その他は条件の閾値を設定します。 

例  

:TRIGger:OUT:CONDition D0,>V,10 

出力電圧が 10V を超えると、D0 からトリガが出力するように

設定します。 
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:TRIGger:OUT[:ENABle]  

コマンド構文  :TRIGger:OUT[:ENABle] {D0|D1|D2|D3|D4},{ON|OFF} 

クエリ構文 :TRIGger:OUT[:ENABle]? {D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  特定の外部 I/O の出力を有効・無効に設定します。 

パラメータ 
{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{ON|OFF}：有効・無効の設定 

例  
:TRIGger:OUT D0,ON 

D0 を有効にします。 

 

:TRIGger:OUT:POLArity 

コマンド構文  :TRIGger:OUT:POLArity {D0|D1|D2|D3|D4},{POSItive|NEGAtive} 

クエリ構文 :TRIGger:OUT:POLArity? {D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  トリガアウトの極性を指定します。 

パラメータ 

{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{POSItive|NEGAtive}：トリガ出力の極性を正側/負側パルスで指定

します。 

例  
:TRIGger:OUT:POLArity D0,POSItive 

D0 のトリガ出力を正側に指定します。 

 

:TRIGger:OUT:SOURce 

コマンド構文  :TRIGger:OUT:SOURce {D0|D1|D2|D3|D4},{CH1|CH2|CH3|CH4} 

クエリ構文 :TRIGger:OUT:SOURce?{D0|D1|D2|D3|D4} 

説明  トリガ出力のソースチャンネルを指定します。 

パラメータ 
{D0|D1|D2|D3|D4}:外部 I/O の指定 

{CH1|CH2|CH3|CH4}：チャンネルの指定 

例  
:TRIGger:OUT:SOURce D0,CH1 

D0 のトリガソースチャンネルを CH1 に設定します。 
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ステータスコマンド 

STATUS? 

クエリ構文 STATUS? 

説明  次の８bit のフォーマットで現在のステータスを返します。 

 

Bit item 説明 

0 CH1 0 = CC mode, 1 = CV mode 

1 CH2 0 = CC mode, 1 = CV mode 

2,3 Tracking 01 = 独立, 11 = 直列, 10 = 並列 

4 Beep 0 = Off, 1 = On 

5 Output 0 = Off, 1 = On 

6,7 Baud 00 = 115200bps, 01 = 57600bps,  10 = 9600bps 
 

例  STATUS? 

 

:STATus:PRESet 

コマンド構文  :STATus:PRESet 

説明  
レジスタ(operation event enable, measurement event enable, 

questionable event)をクリアし、デフォルトの状態に戻します。 

例  :STATus:PRESet 

 

 

:STATus:OPERation[:EVENt]? 

クエリ構文 :STATus:OPERation[:EVENt]? 

説明  Operation Event レジスタの値をクエリします 

例  
:STATus:OPERation? 

Operation Event レジスタの値をクエリします 

 

:STATus:OPERation:CONDition? 

クエリ構文 :STATus:OPERation:CONDition? 

説明  Operation Condition Status レジスタの値をクエリします 

例  
:STATus:OPERation:CONDition? 

Operation Condition Status レジスタの値をクエリします 

 

:STATus:OPERation:ENABle 

コマンド構文  :STATus:OPERation:ENABle <NRf> 

クエリ構文 :STATus:OPERation:ENABle? 

説明  Operation Enable Status レジスタを設定します。 
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パラメータ 

<NRF>:=次の機能の対応するビットを設定します。 

8: CL(Current Enable bit) 
16: CLT(Current Limit Tripped Enable bit) 
64:PSS(Power Supply Shutdown Enable bit) 

例  
:STATus:OPERation:ENABle 64 

Power Supply Shutdown ビットを設定します。 

 

:STATus:MEASurement[:EVENt]? 

クエリ構文 :STATus:MEASurement[:EVENt]? 

説明  Measurement Event Status レジスタの値をクエリします。 

例  
:STATus:MEASurement? 

Measurement Event Status レジスタの値をクエリします 

 

:STATus:MEASurement:ENABle 

コマンド構文  :STATus:MEASurement:ENABle <NRf> 

クエリ構文 :STATus:MEASurement:ENABle? 

説明  Measurement Enable Status レジスタの値を設定します。 

パラメータ 

<NRF>:=次の機能の対応するビットを設定します。 

8: ROF (reading overflow enable bit) 
16: PTT (pulse trigger timeout enable bit) 
32: RAV (Reading available enable bit) 
512: Buffer full enable bit. The register 

例  
:STATus:MEASurement:ENABle 8 

ROF ビットを有効にします。 

 

:STATus:MEASurement:CONDition? 

クエリ構文 :STATus:MEASurement:CONDition? 

説明  Operation Condition Status レジスタの値をクエリします。 

例  
:STATus:MEASurement:CONDition? 

Operation Condition Status レジスタの値をクエリします。 

 

:STATus:QUEStionable[:EVENt]? 

クエリ構文 :STATus:QUEStionable[:EVENt]? 

説明  Questionable Enable Status レジスタの値をクエリします。 

例  
:STATus:QUEStionable? 

Questionable Enable Status レジスタの値をクエリします。 

 

:STATus:QUEStionable:CONDition? 

クエリ構文 :STATus:QUEStionable:CONDition? 
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説明  Questionable Condition Status レジスタの値をクエリします。 

例  
:STATus:QUEStionable:CONDition? 

Questionable Condition Status レジスタの値をクエリします。 

 

:STATus:QUEStionable:ENABle 

コマンド構文  :STATus:QUEStionable:ENABle <NRf> 

クエリ構文 :STATus:QUEStionable:ENABle? 

説明  QUEStionable Enable レジスタの値を設定します。 

パラメータ 

<NRF>:=次の機能の対応するビットを設定します。 

256: CAL (Calibration summary enable bit). Register is 16 bits. If 
<value> is between 256 and 511, it is certainly valid. If <value> is 
between 512 and 65,535, ensure Cal (bit8) is a valid value 

例  
:STATus:QUEStionable:ENABle 256 

CAL ビットを設定します。 

 

:STATus:QUEue[:NEXT]? 

クエリ構文 :STATus:QUEue[:NEXT]? 

説明  エラーキューに溜まった次のメッセージを読み出します。 

例  
:STATus:QUEue? 

エラーキューに溜まった次のメッセージを読み出します。 

 

 

:STATus:QUEue:ENABle  

コマンド構文  :STATus:QUEue:ENABle <list> 

クエリ構文 :STATus:QUEue:ENABle? 

説明  
エラーキューに有効にさせるステータスメッセージやエラーを

指定します。 

パラメータ 

<list>:次のようにエラー番号を指定します。 

指定の例 

(-440:+900): Full range error messages 
(-110): Single error message. 
(-110:-222): A specific range of error messages. 
(-110:-222, -220): A specific range of error messages and a single 
error message (separated by a comma.). 

例  
:STATus:QUEue:ENABle (-110:-222) 

-100~-222 のエラーメッセージを有効にします。 

 

:STATus:QUEue:DISable 

コマンド構文  :STATus:QUEue:DISable <list> 

クエリ構文 :STATus:QUEue:DISable? 
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説明  
エラーキューに無効にさせるステータスメッセージやエラーを

指定します。 

パラメータ 

<list>:次のようにエラー番号を指定します。 

指定の例 

(-440:+900): Full range error messages 
(-110): Single error message. 
(-110:-222): A specific range of error messages. 
(-110:-222, -220): A specific range of error messages and a single 
error message (separated by a comma.). 

例  
:STATus:QUEue:DISable (-110:-222) 

-100~-222 のエラーメッセージを無効にします。 

 

:STATus:QUEue:CLEar 

コマンド構文  :STATus:QUEue:CLEar 

説明  エラーキューの全てのメッセージをクリアします。 

例  
:STATus:QUEue:CLEar 

エラーキューの全てのメッセージをクリアします。 
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システムコマンド 

:SYSTem:VERSion? 

クエリ構文 :SYSTem:VERSion? 

説明  SCPI バージョンをクエリします。 

例  
:SYSTem:VERSion? 

SCPI バージョンをクエリします。 

 

:SYSTem:ERR? 

クエリ構文 :SYSTem:ERR? 

説明  
最後のエラーメッセージを返し、エラーキューから消去しま

す。 

応答メッセージ 

メッセージ 説明 

program mnemonic too 
long  

コマンド文字列は 15 文字以下にする

必要があります。 

Invalid character  記号のような無効な文字が含まれてい

ます。例.: VOUT#  

Missing parameter  パラメータに誤りがあります。例 

VSET:       (電圧値が含まれていない)  

Data out of range  使用範囲を超えるパラメータが指定さ

れている。例： VSET: 33( ≤ 32V に設定

する必要があります)  

Command not allowed  状況により許されていないコマンドが

送信されている。例：トラッキングモ

ード時に CH2 出力を設定 

Undefined header  存在しないコマンド、または構文エラ

ー 
 

例  

:SYSTem:ERRor? 

最後のエラーメッセージを返し、エラーキューから消去しま

す。 

 

:SYSTem:POSetup <name> 

コマンド構文  :SYSTem:POSetup <name> 

クエリ構文 :SYSTem:POSetup? 

説明  電源起動時の状態を設定 
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パラメータ 

<name>:={RST | Last} 

RST: デフォルト設定 

Last：最後に終了した時の状態 

例  
:SYSTem:POSetup RST  

起動時にデフォルト設定を呼び出します。 

 

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] 

コマンド構文  :SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] <b> 

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]? 

説明  

DHCP のオン・オフを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy コマンドが事前に実行されてい

る必要があります。 

パラメータ 
<b>:={0/OFF | 1/ON} 
0/OFF: DHCP off 
1/ON: DHCP on 

例  
:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP ON 

DHCP をオンします。 

 

:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress 

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

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

説明  

マニュアルで IP アドレスを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy コマンドが事前に実行されてい

る必要があります。 

パラメータ 
＜IP address>:=ASCII 文字列で 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255 の範囲で

設定できます。（但し 127.nnn.nnn.nnn を除く） 

例  
:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress 172.131.161.152 

固定 IP アドレス 172.131.161.152 を設定します。 

 

:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk 

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

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk? 

説明  

マニュアルで MASK アドレスを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy コマンドが事前に実行されてい

る必要があります。 

パラメータ 
<mask>:=ASCII 文字列で 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255 の範囲で設定

できます。（但し 127.nnn.nnn.nnn を除く） 

例  
:SYSTem:COMM:LAN:SMAS 255.255.255.0 

255.255.255.0 マスクアドレスを設定します。 
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:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway 

コマンド構文  :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway <IPaddress> 

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

説明  

マニュアルでゲートウェイアドレスを設定します。

SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy コマンドが事前に実行されてい

る必要があります。 

パラメータ 
＜IP address>:=ASCII 文字列で 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255 の範囲で

設定できます。（但し 127.nnn.nnn.nnn を除く） 

例  
:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway 172.16.3.1 

ゲートウェイアドレス 172.16.3.1 を設定します。 

 

:SYSTem:COMMunicate:LAN:MANualip[:STATe] 

コマンド構文  :SYSTem:COMMunicate:LAN:MANualip[:STATe] <b> 

クエリ構文 :SYSTem:COMMunicate:LAN:MANualip[:STATe]? 

説明  IP アドレスを手動で設定できるようにします。 

パラメータ 

<b>:={0/OFF | 1/ON} 

0/OFF: マニュアル IP 設定オフ 

1/ON: マニュアル IP 設定オン 

例  
:SYSTem:COMMunicate:LAN:MANualip ON 

マニュアルで IP アドレスを設定できるようにします。 

 

:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy   

コマンド構文  :SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy   

説明  このコマンドを実行すると、全ての LAN 設定が適用されます。 

例  
:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy 

全ての LAN 設定が適用されます。 

 

:SYSTem:REMote 

コマンド構文  :SYSTem:REMote 

説明  ユニットをリモートコントロールに設定します。 

例  
:SYSTem:REMote 

ユニットをリモートコントロールに設定します 

 

:SYSTem:BEEPer:STATe 

コマンド構文  :SYSTem:BEEPer:STATe <b> 
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クエリ構文 :SYSTem:BEEPer:STATe? 

説明  ビープ音をオン・オフに設定します。 

パラメータ 

<b>:={0/OFF | 1/ON} 

0/OFF: ビープ音オフ 

1/ON: ビープ音オン 

例  
:SYSTem:BEEPer:STATe 1 

ビープ音をオンします。 

 

:SYSTem:LOCal 

コマンド構文  :SYSTem:LOCal 

説明  リモートコントロールモードを無効にします。 

例  
:SYSTem:LOCal 

リモートコントロールモードを無効にします。 

 

:SYSTem:INTerface 

コマンド構文  :SYSTem:INTerface [USB|RS232|LAN] 

説明  インターフェースタイプを設定します。 

例  
:SYSTem:INTerface USB 

インターフェースタイプを USB に設定します。 

 

:SYSTem:LANGuage [CHINese|ENGlish] 

コマンド構文  :SYSTem:LANGuage [CHINese|ENGlish] 

クエリ構文 :SYSTem:LANGuage? 

説明  言語設定します。 

例  
:SYSTem:LANGuage ENGlish 

英語に設定します。 

 

:SYSTem:BAUDrate:USB 

コマンド構文  :SYSTem:BAUDrate:USB [9600|19200|38400|57600|115200] 

クエリ構文 SYSTem:BAUDrate:USB? 

説明  USB のボーレートを設定します。 

例  
:SYSTem:BAUDrate:USB 9600 

USB を 9600 ボーに設定します。 

 

:SYSTem:BAUDrate:RS232 

コマンド構文  :SYSTem:BAUDrate:RS232[9600|19200|38400|57600|115200] 

クエリ構文 :SYSTem:BAUDrate:RS232? 
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説明  RS232 のボーレートを設定します。 

例  
:SYSTem:BAUDrate:RS232 9600 

RS232 のボーレートを 9600 ボーに設定します。 

 

HELP? 

クエリ構文 HELP? 

説明  簡単なコマンドリストを返します。 
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システム関連コマンド 

*IDN? 

クエリ構文 *IDN? 

説明  機器情報をクエリします。 

応答文字列例 

TELEDYNE,T3PS33203P,XXXXXXXXX,V1.00  

TELEDYNE: 製造元  

T3PS33203P: モデル名, XXXXXXXXX: シリアル, V1.00: バージョン 

 

*RST 

コマンド構文  *RST 

説明  デフォルト設定にリセットします。 

例  *RST 

 

*SAV<NRf> 

コマンド構文  *SAV<NRf> または SAV <NRf> 

説明  現在の設定を指定したメモリに保存 

パラメータ 
<NRf>:=0 ~ 9  この番号は内部メモリ STATE00 - STATE09 に対応しま

す。 

例  
*SAV 1 

内部メモリ STATE01 に保存 

 

*RCL<NRf> 

コマンド構文  *RCL<NRf> または RCL <NRf> 

クエリ構文  

説明  指定したメモリから設定をロードします。 

パラメータ 
<NRf>:=0 ~ 9  この番号は内部メモリ STATE00 - STATE09 に対応しま

す。 

例  
*RCL 1 

内部メモリ STATE01 からロード 
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SCPI ステータレジスタ 

SCPI 機器は、機器の状態をステータスバイトレジスタやイベントレジスタなどに記録します。イベント

レジスタには標準イベントレジスタ、計測イベントレジスタ、オペレーションイベントレジスタ、また

は questionable データレジスタがあります。これらのイベントレジスタからの値を集め、サマリを

Status Byte レジスタで表します。 次の図は、SCPI ステータスシステムの図です。 

 

 

標準イベントレジスタの URQ はフロントパネルの Lock キーが使われて事を示します。(Unlock から Lock

に入る、または Lock から Unlock に入る)  
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イベントレジスタ 

Operation（オペレーション）、Measurement（測定）、および Questionable（問題のある）ステータスレ

ジスタグループには、すべてイベントレジスタがあります。 イベントレジスタは、ユニットのステータ

スを反映する読み取り専用レジスタです。 イベントレジスタの個々のビットは、対応するイベントが発

生するとラッチ（セット）され、対応するイベントが変化しても、イベントビットがセットされている

限り、ラッチされたままになります。 レジスタクエリ（* ESR）またはコマンド（* CLS）は、イベント

レジスタ内の設定されたビットを自動的にクリアします。 リセットコマンド（* RST）は、イベントレ

ジスタのビットをクリアしません。 イベントレジスタのクエリは、イベントレジスタのすべてのビット

の状態を表す 2 進数の値を 10 進数形式で値を返します。 

イネーブルレジスタ  

イネーブルレジスタは、対応するイベントレジスタのどのビットをラッチ（セット）できるかを定義し

ます。 イネーブルレジスタは読み書きできます。 イネーブルレジスタに対するクエリでは、レジスタ

の値はクリアされません。 * CLS コマンドは、イネーブルレジスタをクリアしませんが、イベントレジ

スタのイベントをクリアします。 イベントレジスタの個々のビットを設定するには、イネーブルレジス

タの対応するビットを設定する必要があります。各ビットは 2 進数で表されます。 

     

ステータスバイトレジスタ 

ステータスバイトレジスタは、他のステータスレジスタからのステータスの報告を受けます。 メッセー

ジ使用可能ビット（ビット 4）は、出力バッファにメッセージが残っている事を示します。 イベントレ

ジスタをクリアすると、ステータスバイト条件レジスタの対応するビットがクリアされます。 出力バッ

ファ内のすべてのデータを読み取ると、メッセージ利用可能ビットがクリアされます。 ステータスバイ

トレジスタのイネーブルレジスタマスクを設定し、SRQ（サービスリクエスト）を生成するには、* SRE

コマンドを使用して、10 進値で適切なマスクビットを作り、レジスタに書き込む必要があります。 

ステータスバイトレジスタのビット定義 

Bit 位置 10 進表記 Item 説明 

0  1  未使用  常に“0” が返ります。 

1  2  未使用 常に“0” が返ります。 

2  4  Error Queue エラークエリ内に 1 つ以上のエラーが含まれていることを示

します。 

3  
 

8  Questionable   
 Summary bit 

Questionable イベントレジスタ内のいずれかのビットがセット

されていることを示します。  

4  16  Message  
Available bit 

出力バッファにメッセージが残っていることを示します。 
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5  
 

32  Standard 
Event  
 Summary bit 

スタンダードイベントレジスタ内のいずれかのビットがセッ

トされていることを示します。 

6  64  Master 
 Summary bit 

ステータスバイトレジスタでセットされているサマリビット

を示します。 

7   128  未使用 常に“0” が返ります。 

 

Status Byte Condition レジスタは、次のいずれかが発生するとクリアされます。   

⚫ CLS コマンドを使用してステータスバイトをクリアする 

⚫ 別のレジスタグループからイベントレジスタを読み取った（条件レジスタの対応するビットの

みをクリアする） 

Status Byte Enable レジスタは次のいずれかが発生するとクリアされます。   

⚫ *SRE 0 コマンドが実行されたとき 

ステータスバイトレジスタを読むには*STB?クエリを使用します。 

*STB?クエリは bit6(MSS)がクリアされている限りステータスバイトレジスタの値を返します。 

*OPC?クエリは出力バッファで信号がセットされたことをクエリするために使用します。  

一般に、標準イベントレジスタの Operation Complete ビット（ビット 0）を使用して、オペレーション

や既に送信済みのコマンドが完了しているかを確認することができます。 * OPC コマンドの実行後、

OPC ビットは 1 に設定されます。* OPC コマンドが送信される直前にコマンドまたはクエリが出力バッ

ファに配置されている場合、操作完了ビットを使用して、情報をいつ取得できるかを判断できます。 中

古。 ただし、* OPC コマンドの実行前に実行されるコマンド/クエリが多すぎると、出力バッファが飽和

して、ユニットが読み取りを停止する可能性があります。 

標準イベントレジスタ 

標準イベントレジスタは、次のタイプまたはイベントを報告します。電源オンが検出された、コマンド

構文エラー、コマンド実行エラー、セルフテストおよび実行エラー、クエリエラー、または* OPC コマ

ンドが実行された場合。 これらのイベントの 1 つ以上が、ステータスバイトレジスタの標準イベントサ

マリビットを設定します。 イネーブルレジスタのマスクを設定するには、* ESE コマンドを使用して、2

進数で重み付けされた 10 進数を書き込む必要があります。 

標準イベントレジスタのビットの定義 

Bit 位置 10 進表記 Item 説明 

0  1  Operation  

 Complete Bit 

* OPC コマンドはこのビットを設定します 

すべての重複する操作が完了したとき（* OPC コマンド自体を

含む） 
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1  2  未使用 常に“0” が返ります。 

2  4  Query Error キューが空であるか、新しいコマンドが入力される前、また

は入出力バッファがフルになる前にキューが読み取られたと

きに、機器はエラーキューを読み取ろうとしました。 

3  
 

8  Device Error セルフテスト、キャリブレーション、またはその他のデバイ

ス固有のエラー。 

4  16  Execution 
Error 

実行エラー 

5  
 

32  Command 
Error 

コマンド構文エラー 

6  64  未使用 常に“0” が返ります。 

7   128  Power on 最後にイベントレジスタを読み取ったときから電源がリセッ

トされた場合、このビットが設定されます。 

標準イベントレジスタは、次のいずれかが発生するとクリアされます。   

⚫ CLS コマンドを使用してステータスバイトをクリアする 

⚫ *ESR?コマンドが実行されたとき 

標準イベント Enable レジスタは次のいずれかが発生するとクリアされます。   

⚫ *ESE コマンドが実行されたとき 

 

標準イベントレジスタに関連するコマンド 

*SRE <NRf> 

コマンド構文  *SRE <NRf>  

クエリ構文 *SRE? 

説明  

ステータスバイトレジスタのどのイベントを有効にするかを決

定する Service request enable レジスタへバイナリ値を 10 進数に

直して設定します。 

パラメータ <NRf>:=0 ~ 255 

例  

*SRE 7 

7（バイナリでは 0000 0111）を Service request enable レジスタ

に設定します。 

 

*STB?  

クエリ構文 *STB? 

説明  
ステータスバイトレジスタをクエリします。 これはシリアルポ

ールの実行と同じですが、マスターサマリービット（MSS、ビ
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ット 6）は* STB コマンドによってクリアされません。 戻り値の

範囲は 0～255 です。 

例  

*STB? 

仮に 81 が返ってきた場合にはステータスバイトレジスタには

0101 0111 が設定されていることになります。 

 

*ESE <NRf> 

コマンド構文  *ESE <NRf>  

クエリ構文 *ESE? 

説明  

標準イベントレジスタのどのイベントを有効にするかを決定す

る Standard event enable レジスタへバイナリ値を 10 進数に直し

て設定します。 

パラメータ <NRf>:=0 ~ 255 

例  
*ESE 65 
 

 

*ESR?  

  

クエリ構文 *ESR? 

説明  
標準イベントレジスタをクエリします。 戻り値の範囲は 0～255

です。 

例  

*ESR? 

仮に 198 が返ってきた場合には標準イベントレジスタには

0100 0001 が設定されていることになります。 

 

 

*CLS  

コマンド構文  *CLS  

  

説明  
ステータスバイトレジスタや全てのイベントレジスタをクリア

します。 

パラメータ <NRf>:=0 ~ 255 

例  *CLS 

 

 

*OPC 

コマンド構文  *OPC 

クエリ構文 *OPC? 
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説明  
保留中の操作がすべて完了したら、標準イベントステータスレ

ジスタの操作完了ビットを設定します。 

  

例  *OPC 
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エラーメッセージ 

⚫ エラーは FIFO のキューに保存されます。つまり 返される最初のエラーメッセージは、最初に格納

された最も古いエラーメッセージです。 エラーを読み取ると、読み取られたメッセージがキューか

らクリアされます。次に読み取りを行うと、次に古いメッセージが読み取られます。 

⚫ エラーが 10 件を超えると、キューの最後のエラーは「Que overflow」に置き換えられます。 エラー

キューがクリアされない限り、エラーキューにエラーを書き込むことはできません。 エラーキュー

にエラーがない場合、機器は「No error」を返します。 

⚫ エラーキューをクリアするには、：SYSTem：CLEar コマンドを使用するか、電源を入れ直します。 エ

ラーキューからメッセージを読み取ると、そのメッセージはエラーキューから消去されます。 * 

RST コマンドを使用して機器をリセットしても、エラーキューはクリアされません。 

⚫ リモート制御命令を使用して、エラーキューをクリアできます。 詳細については、前の章に記載さ

れている手順を参照してください。 

-440 Query unterminated after indefinite 

-430 Response 

-420 Query deadlocked 

-410 Query unterminated 

-363 Query interrupted 

-350 Input buffer overrun 

-330 Queue overflow 

-314 Self-test failed 

-315 Save/recall memory lost 

-260 Configuration memory lost 

-241 Expression error 

-230 Hardware missing 

-225 Data corrupt or stale 

-224 Out of memory 

-223 Illegal parameter value 

-222 Too much data 

-221 Parameter data out of range 

-220 Settings conflict 

-200 Parameter error 

-178 Execution error 

-171 Expression data not allowed 

-170 Invalid expression 

-161 Expression error 

-160 Invalid block data 
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-158 Block data error 

-154 String data not allowed 

-151 String too long 

-150 Invalid string data String data error 

-148 Character data not allowed 

-144 Character data too long 

-141 Invalid character data 

-140 Character data error 

-124 Too many digits 

-123 Exponent too large 

-121 Invalid character in number 

-120 Numeric data error 

-114 Header suffix out of range 

-113 Undefined header 

-112 Program mnemonic too long 

-111 Header separator error 

-110 Command header error 

-109 Missing parameter 

-108 Parameter not allowed 

-105 GET not allowed 

-104 Data type error 

-103 Invalid separator 

-102 Syntax error 

-101 Invalid character 

-100 Command error 

+000 No error 

+101 Operation complete 

+301 Reading overflow 

+302 Pulse trigger detection timeout 

+306 Reading available 

+310 Buffer full 

+320 Current limit event 

+321 Current limit tripped event 

+409 OTP Error 

+410 OVP Error 

+438 Date of calibration not set 

+440 Gain-aperture correction error 

+500 Calibration data invalid 
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+510 Reading buffer data lost 

+511 GPIB address lost 

+512 Power-on state lost 

+514 DC Calibration data lost 

+515 Calibration dates lost 

+522 GPIB communication data lost 

+610 Questionable calibration 

+900 Internal system error 
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APPENDIX  

ヒューズの交換 

  

Steps 1. 電源ケーブルを取り外し、小さいマイナスドライバなどでヒューズボックスを引き出します。  

 

Step 2. ヒューズボックス内のヒューズを交換し、元に戻します。  

 

ヒューズの定格   T3.15A/250V (220V/230V)  

 T6.30A/250V (100V/120V)  

仕様 

仕様は製品カタログをご参照ください。製品カタログは弊社ウェブページからダウンロードすることが

できます。 

https://teledynelecroy.com/spectrum-analyzers/default.aspx 

注意)スペックは予告無しに変更される場合があります。 

 

https://teledynelecroy.com/spectrum-analyzers/default.aspx
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サービス＆サポート 

メンテナンス概要 

本製品は正規販売代理店からの出荷日から 3 年間、仕様範囲内における通常の使用および操作に対して

保証されています。テレダイン・レクロイ社は保証期間内に当社のサービスセンターに返送された製品

を修理または(当社の判断により)交換いたします。ただし、上記保証の適用は通常の使用範囲内での故

障であり、お客様の誤った使用、保守の不備、事故、または異常な状態あるいは運用によるものは適用

外となります。 

テレダイン・レクロイ社は、a)テレダイン・レクロイ社代理人以外による修理または設置、b)互換性の

ない機器への不正な接続、c)テレダイン・レクロイ製以外の消耗品を使用したことによる障害または誤

動作により生じた不具合、損傷、故障に対しても一切の責任を負いません。また、テレダイン・レクロ

イ社は、作業期間が増加し本製品の提供が困難になるような変更や統合を行った製品を修理・点検する

義務を負いません。 

本製品のファームウェアは十分にテストされており、問題なく機能することが確認されています。ただ

し、ファームウェアには、機能の詳細に関していかなる保証も適用されません。  

上記の保証条項は、明示的または暗黙的を問わず、他の一切の保証条項(特定の用途や商用性・適応性に

関する保証を含む。それらに限定されない)よりも優先されます。テレダイン・レクロイ社は、契約に明

記されているかどうかに関わらず、一切の間接損害、実害、偶発的損害、直接損害に関する責任を負い

ません。テレダイン・レクロイ社のサービスセンター等に製品を返送する際の送料や保険料はお客様の

負担とします。保証対象の製品を送付するときの送料はテレダイン・レクロイ社が負担いたします。 
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製品の修理 

修理の必要が生じた製品は、テレダイン・ジャパン株式会社、または担当の代理店にご返却くだ

さい。保証期間内の製品に関しては無償で修理いたします。保証期間を過ぎた製品に関しては、

弊社修理規定による修理費を請求させていただきます。 

お預かりから納品まで 

 ご依頼はWeb、または E-mail にて承ります。 

Web：http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html 

Email：lecroy.service.japan@teledyne.com 

製品番号と不良の内容をご確認ください。 

注意)保証期間を確定するため、日付の分かる納品書などのコピ

ーが必要です。紛失してしまった場合、お買い上げの販売代理店

にコピーをご請求ください。 

 弊社サービス窓口 担当者よりご連絡させていただきます。弊社

から梱包箱をお届けする引き取りサービスもございますので、サ

ービスをご要望の方はご相談ください。 

お急ぎの方は、申し込み時のフォームにご記入の上、印刷したも

のを現品添付してご発送ください。 

 

 

 

 

お預かりしてから 1 週間以内に診断結果を報告します。有償修理

の場合は、合わせて見積書をご案内させていただきます。診断が

難航し見積書提出までに 1 週間以上を要する場合や症状が表れて

いない時などにつきましても、1週間以内に途中経過を報告いた

します。 

注意)見積書ご確認の際はお支払条件をご確認ください。弊社販売

代理店でも修理依頼を承ります。 

 見積書承認欄への署名や注文書を弊社へ頂いた時点で作業着手と

なります。 

キャンセルの場合、診断料や送料を含む費用の請求はございませ

ん。診断のため、分解していることがあり、復旧までにお日にち

をいただきます。 

修理校正のお申込み 

お預かり・発送 

診断及び見積のご案

内 

キャンセ

ル 

作業着

手 

http://www2.odn.ne.jp/aaf80240/form-repair2010.html
mailto:lecroy.service.japan@teledyne.com
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 作業完了後、ご指定の場所へ返却いたします。お申し込み時に E-

mail アドレスをご記入いただきますと、納品時に発送伝票番号を

お知らせします。 

ご請求先と返却先が同じ場合、納品時に請求書を合わせてお送り

します。請求先が異なる場合や代理店を通して修理をご依頼いた

だいている場合は、後日請求書を指定先にお送りします。 

 

【その他ご連絡先、および御依頼品の送り先】 

テレダイン・ジャパン株式会社 サービスセンター 

〒183-0006 東京都府中市緑町 3-11-5芳文社府中ビル 3F 

TEL: 042-402-9401  FAX: 042-402-9583 

E-mail:  lecroy.service.japan@teledyne.com 

 

【修理を依頼する前にご確認いただきたい情報】 

・型式、シリアル番号 

・日付の分かる納品書などの書類のコピー 

・症状 

・現象を再現させるために必要な条件 (弊社で現象確認できない場合、そのまま返却しま

す。) 

・発生頻度 
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