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ユーザー登録のお願い
今後の新製品情報を確実にお届けするために、お客様にユーザー登録をお願いして
おります。下記URL の「製品のユーザー登録」のページで、ご登録いただけます。

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/

計測相談のご案内
当社では、お客様に正しい計測をしていただけるよう、当社計測器製品の仕様、機
種の選定、および応用に関するご相談を下記カスタマサポートセンターにて承って
おります。なお、価格や納期などの販売に関する内容については、最寄りの営業、
代理店にお問い合わせください。

横河メータ&インスツルメンツ株式会社　カスタマサポートセンター

一般測定器

FAX
ファクシミリ

042-534-14910120-137046
フリーダイヤル

tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp

現場測定器
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ファクシミリ

042-534-14910120-137046
フリーダイヤル

csgr@mcc.yokogawa.co.jp

【フリーダイヤル受付時間：祝祭日を除く月〜金曜日の 9：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00】
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はじめに
このたびは，PCベース計測器WE7000のGP-IBコントローラモジュールWE7021をお
買い上げいただきましてありがとうございます。
このユーザーズマニュアルは，WE7021の機能，計測ステーションへの実装方法，トラブ
ル時の対処方法などについて説明したものです。
このマニュアルでは，計測ステーションに付属のWE7000コントロールソフトウエアを
ご使用いただくことを前提に説明しています。
また，WE7000全体(主に，計測ステーション，光通信モジュール，光通信カード，WE7000
コントロールソフトウエアの操作)については，計測ステーションに付属している次のマ
ニュアルをご覧ください。

マニュアル名 マニュアルNo.

WE7000ユーザーズマニュアル IM 707001-01J

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき，正しくお使いください。
お読みになったあとは，ご使用時にすぐにご覧になれるところに，大切に保存してくださ
い。ご使用中に取り扱いがわからなくなったときなどにきっとお役に立ちます。

ご注意
● 本書の内容は，WE7000コントロールソフトウエアVer.4.0.1.0およびモジュールのソ

フトウエアVer.3.04に対応しています。このバージョン以外のソフトウエアをお使い

のときは，本書に記載の操作内容や表示内容が異なることがあります。

● 本書の内容は，性能・機能の向上などにより，将来予告なしに変更することがありま
す。

● 本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づきの
ことがありましたら，お手数ですが，裏表紙に記載の当社支社・支店・営業所までご
連絡ください。

● 本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。

商標
● Windowsは，米国Microsoft Corporationの商標です。
● IBMは，米国 International Business Machines Corporationの登録商標です。
● その他の各製品名は，各社の商標，または登録商標です。

履　歴
1998年8月　　初版発行
1999年3月　　2版発行
2000年6月　　3版発行

Disk No. WE05

3rd Edition: June 2000 (YK)

All Rights Reserved, Copyright © 1998 Yokogawa Electric Corporation
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梱包内容を確認してください

梱包を開けたら，ご使用前に以下のことを確認してください。万一，お届けした品の間違
いや品不足，または外観に異常が認められる場合には，お買い求め先にご連絡ください。

モジュール
形名銘板に記載の形名で，ご注文どおりであることを確認してください。
● MODEL(形名)

形名 記事

707021 WE7021 GP-IBコントローラモジュール

● NO. (計器番号)

お買い求め先にご連絡いただく際には，これらの番号もご連絡ください。

MODELMODEL
NO.NO.

Made in Japan

付属品
次の付属品が添付されています。品不足や損傷がないことを確認してください。
ユーザーズマニュアル(本書) 1冊�
　　IM707021-01J
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このマニュアルの利用方法

このマニュアルの構成
このユーザーズマニュアルは，以下に示す第1章～第5章および索引で構成されています。

章 タイトル 内容

1 機能説明 システム構成や各機能について説明しています。

2 ハードウエアの準備 モジュールの計測ステーションへの実装方法および入出力接続
などについて説明しています。

3 ソフトウエアの操作 PC上での操作パネルの操作方法について説明しています。

4 トラブルシューティング・トラブルが生じたときの対処方法，セルフテストなどについて
保守 説明しています。

5 仕様 モジュールの仕様について説明しています。

索引 アルファベット順，五十音順の2つの索引があります。

このマニュアルで使用している記号
● 単位

k ･･･････「1000」の意味です。使用例：100kHz
K ･･･････「1024」の意味です。使用例：720KB

● 表示文字

文章中に[ ]でくくった文字は，主に画面の表示文字や設定数値です。

● 注記

このマニュアルでは，注記を以下のようなシンボルで区別しています。

本機器で使用しているシンボルマークで，人体および機器に危険が
あることを示すとともに，ユーザーズマニュアルを参照する必要が
あることを示します。ユーザーズマニュアルでは，その参照ページ
の目印として使用しています。

警　　告 取り扱いを誤った場合に，使用者が死亡または重傷を負う危険があ
るときに，それを避けるための注意事項が記載されています。

注　　意 取り扱いを誤った場合に，使用者が軽傷を負うか，または物的損害
のみが発生する危険があるときに，それを避けるための注意事項が
記載されています。

Note 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。



4 IM 707021-01J

　



5IM 707021-01J

1

2

3

4

5

索�

目次

はじめに ................................................................................................................................................... 1
梱包内容を確認してください ............................................................................................................. 2
このマニュアルの利用方法 ................................................................................................................. 3

第1章　機能説明

1.1 システム構成.................................................................................................................. 1-1
1.2 文字列の送受信 ............................................................................................................. 1-2
1.3 インタフェースメッセージについて ........................................................................ 1-3
1.4 その他の機能.................................................................................................................. 1-5
1.5 各部の名称と機能 ......................................................................................................... 1-6

第2章　ハードウエアの準備

2.1 計測ステーションへのモジュールの実装................................................................ 2-1
2.2 GP-IBインタフェースケーブルの接続 ..................................................................... 2-3
2.3 アドレスの設定 ............................................................................................................. 2-4

第3章　ソフトウエアの操作

3.1 文字列の送受信操作 ..................................................................................................... 3-1
3.2 インタフェースメッセージの送信 ............................................................................ 3-2
3.3 送受信のための各種設定............................................................................................. 3-3
3.4 GP-IB機器の操作パネルの表示 ................................................................................. 3-4

第4章　トラブルシューティング・保守

4.1 トラブルシューティング............................................................................................. 4-1
4.2 セルフテスト.................................................................................................................. 4-2
4.3 保守について.................................................................................................................. 4-3

第5章　仕様

5.1 性能仕様 .......................................................................................................................... 5-1
5.2 デフォルト値(工場出荷時の設定値)一覧 ................................................................. 5-2
5.3 一般仕様 .......................................................................................................................... 5-3
5.4 外形図 .............................................................................................................................. 5-4

索引 .................................................................................................................................................... 索-1



1-1IM 707021-01J

1

機
能
説
明

1.1 システム構成

システム構成
下記は計測ステーションにGP-IBコントローラモジュールWE7021を実装し，光通信ケー
ブルで 1 つの計測ステーションとパーソナルコンピュータを接続する場合の例です。
WE7021が，接続されたGP-IB機器のコントローラになります。

GP-IB機器�

光通信ケーブル�

計測ステーション�

光通信モジュール�

WE7021

パーソナルコンピュータ�

光通信カード��

GP-IBインタフェース�
ケーブル�

GP-IB機器�

動作説明
GP-IBコントローラモジュールWE7021は， GP-IB上でシステムコントローラかつアク
ティブコントローラとして動作します。 そして， パーソナルコンピュータから与えられる
指示に従って， 接続されたGP-IB機器との間でコマンドやデータを送受信し， GP-IB機器
を制御します。
さらに， GP-IB機器に対しGET(Group Execute Trigger)， LLO(Local Lockout)，DCL
(Device Clear)などのインタフェースメッセージを送ることができます。
また， GP-IB機器に対しシリアルポールを実行してステータスバイトを読み出すことがで
きます。

第1章　機能説明
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1.2 文字列の送受信

ターゲットアドレスの指定
本モジュールは，[Target Address]リストボックスで指定したGP-IB機器をコントロール
できます。

送信する文字列の登録/送信
[Target Address]リストボックスで指定したGP-IB機器の設定を変更したり，機器から
の出力を要求するためのメッセージを送信できます。
送信できる文字列は，最大256文字です。

メッセージの受信
[Target Address]リストボックスで指定した機器に対して，出力要求のメッセージを送信
したときに，メッセージの受信ができます。
受信できる文字列は，最大256文字です。



1-3IM 707021-01J

1

機
能
説
明

1.3 インタフェースメッセージについて

インタフェースメッセージとは
インタフェースメッセージは，インタフェースコマンドまたはバスコマンドとも呼ばれ，
コントローラ(本モジュール)からGP-IB機器に対して発せられるコマンドのことです。次
のような分類になっています。

●ユニラインメッセージ

1本の管理ラインを経由してメッセージを送ります。次の3種類があります。
・ IFC(Interface Clear) ：インタフェース機能を初期化します。
・ REN(Remote Enable)：リモート状態/ローカル状態を切り替えます。
・ IDY(Identify) ：サポートしていません。

●マルチラインメッセージ

8本のデータラインを経由してメッセージを送ります。次のように分類されます。
アドレスコマンド

機器がリスナあるいはトーカに指定されているときに有効なコマンドです。次の5種類
があります。

リスナに指定している機器に有効なコマンド
・GTL(Go To Local) ：ローカル状態にします。
・GET(Group Execute Trigger)：トリガをかけます。
・SDC(Selected Device Clear) ：受信中のプログラムメッセージ(コマンド)と，出力

キューをクリアします。
・PPC(Parallel Poll Configure) ：サポートしていません。

トーカに指定している機器に有効なコマンド
・TCT(Take Control) ：サポートしていません。

ユニバーサルコマンド

リスナ・トーカの指定の有無に関わらず，すべての機器に有効です。次の5種類があり
ます。
・LLO(Local Lockout) ：パネル操作でのローカル状態への切り替え操作を

無効にし，ローカル状態への移行を禁止します
(ローカルロックアウト)。

・DCL(Device Clear) ：接続されているすべてのGP-IB 機器に対して，
SDCと同じ動作をします。

・PPU(Parallel Poll Unconfigure)：サポートしていません。
・SPE(Serial Poll Enable) ：サポートしていません。
・SPD(Serial Poll Disable) ：サポートしていません。
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その他，インタフェースメッセージとして，リスナアドレス，トーカアドレス，2次コ
マンドがあります。

�

インタフェースメッセージ�

ユニライン�
メッセージ� アドレス�

コマンド�
ユニバーサル�
コマンド�

リスナ�
アドレス�

トーカ�
アドレス�

2次�
コマンド�

★IFC�
★REN�
　IDY

★GTL�
★SDC�
★GET

★LLO�
★DCL

マルチラインメッセージ�

PPC�
TCT

PPU�
SPE�
SPD

★印は本機器でサポートしているインタフェースメッセージです。

Note
SDCとDCLの違い

マルチラインメッセージのうち，SDCはトーカ・リスナの指定が必要なアドレスコマンド，DCL
はトーカ・リスナの指定が不要なユニバーサルコマンドです。したがって，SDCはある特定の機
器を対象にしますが，DCLはバス上のすべての機器を対象にします。

1.3　インタフェースメッセージについて
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1.4 その他の機能

ステータスバイトの読み出し
GP-IB機器の状態を示す，ステータスバイト情報を読み出せます。ステータスバイトの
フォーマットについては，各機器の取扱説明書をご覧ください。

ターミネータ /タイムアウト時間の選択
・ ターミネータ
データの終りを示す記号がターミネータです。次の中から選択できます。
CR，LF，CR＋LF，EOI

・ タイムアウト時間
通信相手からの応答をどのくらい待つかが，タイムアウト時間です。設定したタイムア
ウト時間内に応答がないときは，タイムアウトエラーとなり，通信が中断されます。

エラー表示 /解除
・ エラー表示
次に示す通信エラーが発生すると，[Error Status]ボックスの対応するインジケータの色
が灰色(エラーが発生していない状態)から赤色に変わります。
・Time-out ： 設定したタイムアウト時間内に機器から応答がないときに発生
・No Active Device：通信対象のGP-IB機器が接続されていないか，電源が入ってい

ないときに発生

・ エラー表示の解除
インジケータをエラーが発生していない初期の状態(灰色)に戻せます。

GP-IB機器の操作パネルの表示
当社が供給する本モジュール用ドライバーファイルを使用すると，本モジュールとGP-IB
ケーブルで接続された当社計測器の操作パネルを表示できます。
なお，本モジュール用ドライバーファイルについては，お買い求め先にお問い合わせくだ
さい。
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1.5 各部の名称と機能

フロントパネル

アドレス番号スイッチ�
本モジュール(コントローラ)の
GP-IBアドレスを設定します。�

GP-IBコネクタ�
GP-IB機器と本モジュールを�
GP-IBケーブルで接続するための
コネクタです。�

GP-IB
(IEEE488)

ADDRESS

GP-IB
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2.1 計測ステーションへのモジュールの実装

実装の準備
出荷時，下図のように計測ステーションの各スロットには，カバープレートが取り付けら
れています。計測ステーションに電源が接続されていないことを確認した後，モジュール
固定ねじ(2個所)を緩め，モジュールを装着する位置のスロットのカバープレートを外し
てください。左端のスロットは通信モジュール専用で，本モジュールを装着できません。
ご注意ください。
* 下図は，計測ステーションWE400の例です。

装着可能スロット�
通信モジュール�
専用スロット�

モジュール固定ねじ�

モジュール固定ねじ�

カバープレート�

GP-IBコントローラモジュールの実装

警　　告

●モジュールの上下の固定ねじは必ず締め付けてください。固定ねじを締め付けな
いでGP-IBケーブルを接続すると，電源コードによる計測ステーションの保護接
地が有効にならず，感電する恐れがあります。

注　　意

●計測モジュールを実装するときは，機器の損傷を防ぐために，必ず計測ステー
ションのスタンバイ電源スイッチをOFFにしてください。

●モジュールの挿入時に，取り外しレバーの近くに指を置いて押し込むと，取り外
しレバーで指をはさむ恐れがあります。ご注意ください。また，スロット内にモ
ジュールガイドの突起があります。スロット内には手を入れないでください。ス
ロット内に手を入れると，この突起で指を傷つける恐れがあります。

●モジュールを装着しないスロットのカバープレートは取り外さないでください。
温度上昇などにより故障の原因になります。また，電磁波妨害の影響を抑えるた
めにも，カバープレートは必要です。

カバープレートを外したスロットのガイドレールに沿ってモジュールをスロットに挿入し
ます。カチッと奥のコネクタに接続されるまで，モジュールを挿入してください。挿入時，
取り外しレバーに指を挟まないようにご注意ください。モジュールを完全に挿入したら，
モジュール固定ねじを締め付けてください。(固定ねじの締め付けトルク：0.6～0.7N・m)
取り外すときは，モジュール固定ねじを緩め，取り外しレバーを内側から外に開くように
引きます。そうすると，モジュールが外に押し出されます。

第2章　ハードウエアの準備
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モジュール固定ねじ�

モジュール固定ねじ�

取り外しレバー�

●モジュールを取り外すとき�

�������������� ��������������

2.1　計測ステーションへのモジュールの実装
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2.2 GP-IBインタフェースケーブルの接続

GP-IBケーブル
本モジュールのGP-IBコネクタは，IEEE St’d 488-1978規格の24ピンコネクタです。
GP-IBケーブルは，IEEE St’d 488-1978に合ったものを使用してください。

接続方法
下図のように接続してください。

��������������

接続時の注意
● GP-IBケーブルのコネクタに付いているねじは，しっかりと固定してください。
●何本かのケーブルを接続して，複数の機器を接続することができます。ただし，1つの
バス上にコントローラ(本モジュール)を含め15台を超える機器を接続することはでき
ません。

●複数の機器を接続するときは，それぞれのアドレスを同じに設定することはできませ
ん。

●機器間をつなぐケーブルは4m以下のものを使用してください。
●ケーブルの長さは合計で20mまたは，「2m×接続機器数」を超えないようにしてくだ
さい。

●通信を行っているときは，少なくとも全体の2/3以上の機器の電源をONにしておいて
ください。

●複数の機器を接続するときは，スター形またはリニア形にしてください。ループ形やパ
ラレル形の接続はできません。

注　　意

●通信ケーブルを接続したり，取り外したりするときは，必ず計測モジュールのス
タンバイ電源スイッチおよびGP-IBケーブルで接続した機器の電源をOFFにして
ください。OFFにしないと，誤動作を生じたり，内部回路を破損することがあり
ます。
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2.3 アドレスの設定

アドレスの設定
GP-IBケーブルで接続できる各装置は，GP-IBシステム内で固有のアドレスを持ちます。
このアドレスによって他の装置と識別されます。したがって，本モジュール(コントロー
ラ)にGP-IB機器を接続するときは，本モジュールのアドレスを他の機器と重ならないよ
うに設定する必要があります。設定のしかたは，次のとおりです。
フロントパネルにあるアドレス番号スイッチをドライバを使って回して，本モジュールの
アドレスを設定します。矢印の指している数字がアドレス番号です。
設定できるアドレスは，0～15です。
なお，工場出荷時のアドレスは0です。

ADDRESSADDRESS

F

E D C B

A

9
8

7

6543
2

1
0

A～Fは，数字の10～15に対応しています。
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3.1 文字列の送受信操作

ステーションリストウインドウのモジュールアイコンをダブルクリックして表示される下
図の操作パネルで設定します。

ターゲットアドレスの設定�
送信文字列の設定�

文字列送信の実行�

データ受信の実行/中止�

ターゲットアドレスの指定
[Target Address]リストボックスで，本モジュールと通信をするGP-IB機器のアドレス
を指定します。
指定できるアドレスは，0～30です。

Note
本モジュールのGP-IBアドレスは，指定しないでください。

送信文字列の設定
[Send Message]ボックスに送信したい文字列を入力します。
送信できる文字列は，最大256文字です。

文字列の送信
[Send Message]ボックスに文字列を入力後に，[Send]ボタンをクリックするか，パーソ
ナルコンピュータ(PC)のEnterキーを押すと，[Target Address]リストボックスで指定し
たGP-IB機器に文字列データが送信されます。

メッセージの受信
[Load]ボタンをクリックすると，[Load]ボタンが[Abort]ボタンに変わり，[Target
Address]リストボックスで指定したGP-IB機器からメッセージを受信します。受信した
メッセージは，[Received Message]ボックスに表示されます。
メッセージの受信を中止するときは，[Abort]ボタンをクリックします。
[Abort]ボタンが[Load]ボタンに変わり，メッセージの受信が中止されます。
[Load]ボタンと[Abort]ボタンは，交互に表示されます。
なお，受信できる文字列は，最大256文字です。

第3章　ソフトウエアの操作
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3.2 インタフェースメッセージの送信

Mainタブをクリックして表示される操作パネルで設定します。

IFCの実行�

GTLの実行�

SDCの実行�
GETの実行�

SCLの実行�

LLOの実行�

ユニラインメッセージを送る
IFCの実行

[IFC]ボタンをクリックすると，インタフェース機能が初期化されます。

リモート状態にする

[Remote]チェックボックスをチェックした後に，文字列データを送信すると，リモート状
態になります。チェックをはずすと，ローカル状態になります。

アドレスコマンドを送る
GTLの実行

[GTL]ボタンをクリックすると，[Target Address]リストボックスで指定したGP-IB機器
が，ローカル状態に移行します。

SDCの実行

[SDC]ボタンをクリックすると，[Target Address]リストボックスで指定した機器の，受
信中のプログラムメッセージ(コマンド)と，出力キューがクリアされます。

GETの実行

[GET]ボタンをクリックすると，[Target Address]リストボックスで指定した機器にトリ
ガがかかります。

ユニバーサルコマンドを送る
LLOの実行

[LLO]ボタンをクリックすると，パネル操作でのローカル状態への切り替え操作が無効に
なり，ローカル状態への移行が禁止されます。

DCLの実行

[DCL]ボタンをクリックすると，接続されているすべてのGP-IB機器に対して，SDCと同
じ動作が実行されます。
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3.3 送受信のための各種設定

Mainタブをクリックして表示される操作パネルで操作します。

ステータスバイトの読み出し�

ターミネータの選択�

タイムアウト時間の設定�

エラー表示の解除�

ステータスバイトの読み出し
[Status Byte]ボックスの[Update]ボタンをクリックすると，[Target Address]リストボッ
クスで指定したGP-IB機器の現在のステータスバイトが表示されます。

ターミネータの選択
[Setup]ボックスの[Delimiter]リストボックスで，ターミネータを選択します。
次の中から選択できます。
CR，LF，CR＋LF，EOI

タイムアウト時間の設定
[Setup]フレームの[Time-out]入力ボックスに，タイムアウト時間を入力します。
タイムアウト時間の設定範囲は次のとおりです。
10ms～60s(設定分解能は1ms，初期設定は100ms)

エラー表示の解除
エラーが発生すると，[Error Status]ボックスの[Time-out]または[No Active Device]イン
ジケータが赤色になります。そのときに[Clear]ボタンをクリックすると，インジケータが
赤色から灰色(初期状態)に変わります。
エラーには次の2つがあります。
Time-out ：データの送受信をするときに，設定したタイムアウト時間内に機器

から応答がないとき
No Active Device ：データを送受信する対象機器が接続されていない，または電源が

入っていないとき
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3.4 GP-IB機器の操作パネルの表示

GP-IB機器の操作パネルの表示
ステーションリストウインドウで表示されているGP-IBコントローラモジュールのアイコ
ンを右クリックするか，ステーションウインドウの[アクティブモジュール]を選択すると
表示される，下図のメニューで[GP-IBウインドウ起動]を選択するか，操作パネルのMisc
タブをクリックして表示されるMiscパネルで[Select]ボタンをクリックすると，GP-IBウイ
ンドウが表示されます。

GP-IB ウインドウの[ファイル]を選択すると表示されるメニューの[ロード]を選択すると，
「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。
操作したいGP-IB機器に対応するファイル([.gpl]の拡張子の付いたファイル)を選択し，[開
く]をクリックすると，対応するGP-IB機器専用の操作パネルがGP-IBウインドウに表示
されます。

Note
・WE7000コントロールソフトウエアのCD-ROMでインストールされる[.gpl]ファイルは，デフォ
ルトでは，We7000/GPIBフォルダ内にあります。
・GP-IB機器は，14台までロードできます。
・GP-IBウインドウは，GP-IBコントローラモジュール1つにつき1ウインドウのみ，表示できます。
・GP-IBウインドウが表示されているときは，GP-IBコントローラモジュールの操作パネルはス
テーションウインドウから消えます。また，ステーションウインドウのモジュールアイコンをダ
ブルクリックしても操作パネルは表示されません。ただし，GP-IBウインドウの アイコンを
クリックすると，GP-IBコントローラモジュールのMainパネルがGP-IBウインドウに表示され
ます。同じアイコンをもう1度クリックすると，表示されなくなります。
・複数の機器をロードするときは，各機器のGP-IBアドレスが重ならないようにしてください。
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GP-IB機器の設定を操作パネルに読み込む
ロードしたGP-IB機器(最大14台までロード可能)が，GP-IBウインドウにリスト表示されます。
リストの中から，操作したい機器をクリックすると，その機器の操作パネルがGP-IBウイ
ンドウに表示されます。

設定を読み込む

操作パネルのMiscタブをクリックして表示されるMiscパネルで設定します。
[GP-IB Address]リストボックスで，通信をするGP-IB機器のアドレスを指定し，[Setup]
ボタンをクリックすると，GP-IB機器の現在の設定を読み込み，操作パネルに設定を反映
します。
指定できるアドレスは，0～30です。

操作パネルを表示したい機器をクリック�

この操作を最初にしないと，操作パネルでGP-IB機器をコントロールできません。

当社7555ディジタルマルチメータの操作パネル表示例

なお，GP-IBウインドウの操作パネルの詳しい設定のしかたについては，機器ごとに補足
説明書を用意しています。そちらをご覧ください。

Note
・[GP-IB Address]リストボックスで指定したGP-IB機器と，選択した.gplファイルが一致しない
ときは，エラーになります。
・GP-IBウインドウの[アクティブモジュール]メニューの[デフォルト実行]と[設定情報のロード]
は，実行するのに多少時間がかかります。その間，[設定情報を変更中です。....]というメッセージ
が表示されます。
・GP-IBウインドウの[アクティブモジュール]メニューには，[プロパティ]項目があります。これを
選択すると，ロードした機器のソフトウエアバージョンなどが確認できます。
・ロードしたGP-IB機器のリストを右クリックすると，モジュールアイコンを右クリックしたとき
と同様のメニューが表示されます。

3.4　GP-IB機器の操作パネルの表示
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操作の停止
ウインドウを閉じるだけでは，読み込み動作などは継続して行われるので，すべての測定
が終了したら，GP-IBウインドウを終了してください。ウインドウの終了のしかたには，
次の2とおりがあります。
・アクティブな機器だけの操作を停止する

[アクティブモジュール]-[アンロード]を選択すると，アクティブな機器の操作を停止し
ます。

・ロードしたすべてのGP-IB機器の操作を停止する

[ファイル]-[アンロード]を選択すると，すべての操作を停止し，GP-IBウインドウを終
了します。

3.4　GP-IB機器の操作パネルの表示
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4.1 トラブルシューティング

●サービスが必要なとき，または下記の対処を行っても正常に動作しないときは，裏表紙
に記載の横河エンジニアリングサービス(株)まで修理をお申しつけください。

●モジュールが異常かどうかを確認するときは，次ページに記載のセルフテストを行って
ください。

内容 考えられる原因/対処方法 参照ページ

モジュールが動作しない モジュールがステーションに正しく実装されているかどうか確 2-1，3-1，*
認してください。また，違うスロットにモジュールを実装し，
動作しないかどうか確認してください。違うスロットで動作する
ときは，計測ステーションの故障と思われます。
正しく実装されているのに動作しないときは，コネクタの不良，
ICの故障などが原因と考えられます。いずれの場合も，横河エ
ンジニアリングサービス(株)での修理が必要です。

コマンドが送受信できない ・GP-IBケーブルのコネクタが正しく接続されているか確認し 2-3
　てください。
・ターゲットアドレス，GP-IB機器のアドレス，本モジュール 2-4，3-1
　のアドレスが正しく設定されているか確認してください。
・電気的・機械的仕様に合った使い方をしてください。 5-1
・正しいコマンドを送信してください。

* 「WE7000ユーザーズマニュアル」(IM 707001-01J)をご覧ください。

第4章　トラブルシューティング・保守
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4.2 セルフテスト

モジュールが異常と思われるときは，次の操作でセルフテストを実行してください。
セルフテスト実行

1. 本モジュールとGP-IB機器を接続しているケーブルを外します。
2. WE7000コントロールソフトウエアのメニューバーの[システム]-[セルフテスト]を選択
します。

3. 表示された[モジュールテスト]ダイアログボックスで，対象モジュールのステーション
名の選択とスロット番号の入力をして，[実行]ボタンをクリックします。
[結果]表示ボックスに[Executing...]の文字が表示されます。

　→　

テスト結果の確認
[モジュールテスト]ダイアログボックスの[結果]表示ボックスに，「0」以外の数値が表示
されたときは，モジュールの異常と思われます。裏表紙に記載の横河エンジニアリング
サービス(株)まで修理をお申しつけください。
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4.3 保守について

保守部品について
定期的に交換すべき部品は実装されていません。
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5.1 性能仕様

電気的・機械的仕様
IEEE St’d 488-1978(JIS C 1901-1987)に準拠
機能的仕様

機能 サブセット名 内容

ソースハンドシェーク SH1 送信ハンドシェークの全機能あり
アクセプタハンドシェーク AH1 受信ハンドシェークの全機能あり
トーカ T6 基本トーカ機能，シリアルポール，MLA(My

Listen Address)によるトーカ解除機能あり
リスナ L4 基本リスナ機能，MTA(My Talk Address)によ

るリスナ解除機能あり，リスンオンリ機能なし
サービスリクエスト SR0 サービスリクエスト機能なし
リモートローカル RL0 リモートローカル機能なし
パラレルポール PP0 パラレルポール機能なし
デバイスクリア DC0 デバイスクリア機能なし
デバイストリガ DT0 デバイストリガ機能なし
コントローラ C1,C2,C3,C4,C28 C1：コントローラ，C2：IFC送信/コントロー

ラチャージ，C3：REN送信，C4：SRQに対す
る応答，C28：インタフェースメッセージ送信
の機能あり

電気特性 E1 オープンコレクタ

使用コード
ISO(ASCII)コード

プロトコル
IEEE-St’d 488.2に準拠

転送形式
IEEE-488(GP-IB)

信号論理
負論理
“L”レベル：0.8V以下
“H”レベル：2.0V以上

ケーブル長の総和
20m以下

機器間のケーブル長
4ｍ以下

接続台数
15台以下

第5章　仕様
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5.2 デフォルト値(工場出荷時の設定値)一覧

ターゲットアドレス 1
ターミネータ LF
リモート状態 ON
タイムアウト時間 100ms
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5.3 一般仕様

動作環境
計測ステーションの動作環境に準じる

保存環境
保存温度範囲：－20℃～60℃
保存湿度範囲：20％～80％RH(結露しないこと)

消費電力
1VA (100V/50Hz時のTypical値 *)

質量
約0.6kg

外形寸法
約33(W)×約243(H)×約232(D)mm (突起部含まず)

専有スロット数
1

付属品
ユーザーズマニュアル(本書)1冊

* Typical 値は代表的または平均的な値です。保証するものではありません。
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5.4 外形図

単位：mm
GP-IBコントローラモジュール(WE7021)

33

2
4

2
.4

227 4.5

GP-IB
(IEEE488)

ADDRESS

GP-IB

指示なき寸法公差は，±3％(ただし，10mm未満は±0.3mm)とする。
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