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はじめに
このたびは，ディジタルオシロスコープDL2700をお買い上げいただきましてありがとうご
ざいました。
このGP-IBインタフェースユーザーズマニュアルは，GP-IBインタフェースの機能やコマン
ドについて説明したものです。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき，正しく
お使いください。
お読みになったあとは大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったとき
などにきっとお役に立ちます。
なお，DL2700のマニュアルとして，このマニュアルを含め，次の3冊があります。あわせ
てお読みください。

マニュアル名 マニュアルNo. 内　　　容

DL2700ユーザーズ IM 700820-01J 通信機能を除く全機能とその操作方法について説明
マニュアル しています。
DL2700GP-IB IM 700820-12J 本書です。GP-IBインタフェースの通信機能につい
インタフェース て説明しています。
ユーザーズマニュアル
DL2700 IM 700820-02J 基本的な機能だけを説明しています。
オペレーションガイド

ご注意
●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
●MS-DOSは，Microsoft Corporationの登録商標です。
●HP-GLは，Hewlett-Packard Companyの登録商標です。
●PC-9801シリーズは，日本電気株式会社の製品です。
●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
1996年　  7月　　初版発行
1997年　  2月　　2版発行
1997年　  8月　　3版発行
1999年　  9月　　4版発行
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All Rights Reserved, Copyright © 1996 Yokogawa Electric Corporation
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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章および付録・索引で構成されてい
ます。

第1章 GP-IBインタフェースについて

GP-IBインタフェースの機能・仕様などについて説明しています。

第2章 プログラムを組む前に

コマンドを送るときの書式などについて説明しています。

第3章 コマンド

使用できる全コマンドについて1つずつ説明しています。

第4章 ステータスレポート

ステータスバイトや各種レジスタ，キューなどについて説明しています。

第5章 サンプルプログラム

MS-DOS/Vマシン(GP-IBボードはNI社製のAT-GPIB/TNT IEEE-488.2を使用)を使
用して，Quick-BASICで組んだプログラム例を紹介しています。

付　録

ASCIIキャラクタコード表などの参考資料を紹介しています。

索　引

50音順，アルファベット順の2種類の索引があります。

このマニュアルで使用している記号
●注記やキーを表す記号

種類 記号 意　　味

k 1000 例 : 100kS/s(サンプルレート)単位
K 1024 例 : 640Kバイト(フロッピーディスクの容量)

注記 Note DL2700を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

キー 「Probe」 画面に表示されるソフトキーを表します。

●構文の記号

主に第3章の構文で使用している記号を下表に示します。なお，これはBNF(Backus-
Nour Form)記号と呼ばれるものです。詳しいデータについては，2-5ページを参照して
ください。

記号 意　　味 例 入力例

<> 定義された値 CHANnel<x> <x>＝1～4 →CHANNEL2

{} {}内から1つを選択 COUPling {AC|DC|GND} →COUPLING AC
| 排他的論理和

[] 省略可能 TRIGger [:SIMPle]:SLOPe →TRIGger:SLOPe
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1.1　各部の名称と機能

フロントパネル

POWER

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

CAL1M 16pF 250Vpk

SNAPSHOT CLEAR
TRACE HELP LOCAL

REMOTE

POSITION
/DELAY

ENHANCED

SIMPLE

TIME/DIVV/DIV

PRESET

TRIG  D
，�

START/STOP

TRIGGERHORIZONTALVERTICAL

AUTO  SETUP INITIALIZE ACQ SINGLE
START

MISC CAL

ACCUM ZOOMDISPLAY

MEASURE CURSOR MATH

SHIFT

X-Y

ESC

HISTORY FILE COPY

MENU

RESET SELECT

DIGITAL   OSCILLOSCOPE 8bit   500MS/s   150MHz

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

MISCキー�
アドレスやタイムアウト時
間など，通信の設定をする
ときに押します。設定のし
かたは，1-5～1-7ページを
お読みください。�

REMOTEインジケータ�
通信によるリモート状態のときに
点灯します。�

LOCALキー�
通信によるリモート状態を
解除し，キー操作を可能に
するローカル状態にすると
きに押します。ただし，コ
ントローラによりLo c a l  
Lockout(1-8ページ参照)に
なっているときは無効です。�

リアパネル

EXT CLOCK IN

RGB

A B C D
LOGIC  PROBE  (USE  700985)

VIDEO  OUT ID(MO)(VGA)
GP-IB (IEEE488)

100-120/220-240  AC~
500VA  MAX  50/60Hz

FUSE 250  T  5A

SCSI

±1V  MAX  1MΩ

(TTL      )

EXT TRIG  IN

TRIG  OUT

MODELMODEL
SUFFIXSUFFIX

NO.NO.

Made in Japan

WARNING
To  avoid  electric  shock,  protective  grounding
conductor  in  the  power  cord  must  be
connected  to  ground.
Do  not  remove  covers,  refer  servicing  to
properly  trained  personnel  only.
To  avoid  electric  disconnect  input  power
before  replacing  fuse.
To  avoid  fire  hazard,  replace  only  with  spe-
cified  type  and  rated  fuse.

警告�

感電防止のため，必ず保護接地を行ってください。�
本機器の電源コードは，接地線のある3極電源コードです。�
従って，保護接地端子のある3極電源コンセントを使用して�
ください。3極ー2極変換アダプタを使用する場合は保護接�
地端子に変換アダプタの接地線を確実に接続してください。�
当社のサービスマン以外は，ケースを外さないでください。�
内部には，高い電圧が発生している部分があり，万一触ると�
危険です。�
感電防止のため，ヒューズの交換は電源スイッチをオフに�
し電源コードを抜いてから行なってください。�
火災防止のため，機器で指定した定格のヒューズを使用し�
てください。�
�
�

�

GP-IBコネクタ�
コントローラ(パーソナルコンピュータなど)
やプロッタなどと，GP-IBケーブルで接続する
ためのコネクタです。接続の方法は，次ペー
ジをお読みください。�
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1.2　GP-IBケーブルの接続方法

GP-IBケーブル
本機器の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を含め15台以上の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2m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，下図に示すようなスター形またはリニア形の結線にして

ください。ループ形やパラレル形の結線はできません。

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，必ずパーソナルコ
ンピュータおよび本機器の電源をOFFにしてください。OFFにしない
と，誤動作が生じたり，内部回路が破損することがあります。
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1.3　GP-IBインタフェースの機能

GP-IBインタフェースの機能
●リスナ機能

・ 電源のON/OFFと通信の設定を除き，本機器のキー操作で設定できる同じ内容の設
定ができます。

・ 設定情報や波形データなどの，コントローラからの出力指令を受けることができま
す。

・ その他，ステータスレポートに関するコマンドなどを受けることができます。

●トーカ機能

・ 設定情報や波形データなどを出力することができます。

●トークオンリ機能

・ コントローラなしで，画面データを各種形式で出力することができます。HP-GL対
応のプロッタに出力するときなどに便利です。詳しくは，別冊の本体ユーザーズマ
ニュアル(IM 700820-01J)の「10.4　GP-IBインタフェースを使って各種データ形式で
出力する」をお読みください。なお，プロッタの出力を実行すると，自動的にトー
クオンリモードになります。

・コントローラなしで，当社の任意波形発生器AGシリーズへ波形データを出力するこ
とができます。詳しくは，1-6ページをお読みください。

Note
・リスンオンリおよびコントローラ機能はありません。

リモート/ローカル切り替え時の動作
●ローカル→リモート切り替え時

ローカル状態のときにコントローラからREN(Remote Enable)のメッセージを受け取る
と，リモート状態になります。

・ REMOTEインジケータがつきます。
・ LOCALキー以外はキーが効かなくなります。
・ ローカル状態での設定は，リモート状態になっても保持されます。

●リモート→ローカル切り替え時

リモート状態のときにLOCALキーを押すと，ローカル状態になります。ただし，コント
ローラによりLocal Lockout(1-8ページ参照)になっているときは無効です。

・ REMOTEインジケータが消えます。
・ キー操作が可能になります。
・ リモート状態での設定は，ローカル状態になっても保持されます。
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1.4　GP-IBインタフェースの仕様

GP-IBインタフェースの仕様
電気的・機械的仕様 : IEEE St’d 488-1978に準拠
機能的仕様 : 下表
使用コード : ISO(ASCII)コード
モード : アドレッサブルモード/トークオンリモード(自動切り替え)
アドレス設定 : MISCキーのGP-IBの設定画面で，0～30のアドレスを設定可能。
リモート状態解除 : LOCALキーを押すことで，リモート状態の解除可能。ただし，コ

ントローラによりLocal Lockoutされているときは無効。

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 A H 1 受信ハンドシェークの全機能あり
ハンドシェーク

基本トーカ機能，シリアルポール，MLA(My
トーカ T5 Listen Address) によるトーカ解除機能あり，トーク

オンリ機能あり
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 SR1 サービスリクエストの全機能あり

リモートローカル RL1 リモート/ローカルの全機能あり
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 D C 1 デバイスクリアの全機能あり

デバイストリガ D T 0 デバイストリガ機能なし
コントローラ C0 コントローラ機能なし

電気特性 E1 オープンコレクタ

データ転送速度
波形データを出力するときの応答時間の目安を次に示します。
対象モデル : Model 700882(8チャネル，2MW/CH)
コントローラ : 東芝製　DynaBook ss 433
GP-IBボード : NI社製　PCMCIA-GPIB
使用言語 : Borland C ++

データ点数 バイトデータ ワードデータ アスキーデータ
1002 約33 m s 約35m s 約3s

10020 約170 m s 約180m s 約30s
100200 約1090 m s 約1540m s 約335s

1002000 約10.9 s 約15 s 約3350s
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1.5　アドレッサブルモードの設定

機　　能�

本機器のキー操作で設定できる同じ内容の設定をするときや，コントローラにより設定情
報や波形データを出力するときは，以下の項目を設定します。

●アドレスの設定

アドレッサブルモードのときの，本機器のアドレスを次の範囲で設定します。
0～30
GP-IB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，本機器をパーソナルコンピュータ
などに接続するときは，本機器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。

●メニュー表示のON/OFF

本機器がリモート状態のときに，画面右にソフトキーメニューを表示するかしないかを
設定します。OFFにすると，命令を実行するときに画面からメニューが消えます。ま
た，ONのときより命令の実効速度が多少速くなります。

Note
・コントローラが他のデバイスも含めて，GP-IBを使用中はアドレスを変更しないでください。

操作手順�

●GP-IBメニューの表示

1.　MISCキーを押します。
2.　「GP-IB」のソフトキーを押して，GP-IBメニューを表示します。

●アドレスの設定とメニュー表示のON/OFF

3.　操作2に続いて，「Address」のソフトキーを押します。
ジョグシャトルの対象が「Addres」の設定になります。

4.　ジョグシャトルを回して，アドレスを設定します。
5.　「Display」のソフトキーを押して，「ON」または「OFF」を選びます。
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1.6　トークオンリモードの設定(AGシリーズへのデータ
出力)

機　　能�

コントローラなしで，当社の任意波形発生器AGシリーズなどに波形データを出力すると
きは，以下の項目を設定します。

●送信タイムアウト時間の設定

本機器の送信タイムアウト時間を次の範囲で設定します。OFFにすると送信タイムアウ
ト時間を設定せず，タイムアウトを発生させません。
　OFF，10s～30min
GP-IBインタフェースでは，送信側の装置で規定した時間内に転送データを受信側が読
まないと，データの送信を中止します。その規定時間をタイムアウト時間といいます。

●データ出力の実行

波形データの出力を実行します。

Note
・送信タイムアウト時間は厳密なものではなく，その時間より早くタイムアウトしないというも

のです。

操作手順�

●AGとの接続

1.　本機器とAGとをGP-IBケーブルで接続します。
2.　AGをリスンオンリにします（AGの説明書を参照してください）。

●送信する波形の選択

3.　CURSORキーを押します。
4.　「Type」を「Marker」にして，マーカーカーソルを選択します。
5.　「Cursor1 Trace」，「Cursor2 Trace」を送信したい波形に合わせます。
6.　二つのマーカーカーソルを，送信したい範囲の両端に合わせます。

●GP-IBメニューの表示

7.　MISCキーを押します。
8.　「GP-IB」のソフトキーを押して，GP-IBメニューを表示します。



１�

1-7IM 700820-12J

G
P
-IB

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
に
つ
い
て

1.6　トークオンリモードの設定(AGシリーズへのデータ出力)

●送信タイムアウト時間の設定とデータ出力の実行(トークオンリモード時)

9. 操作8に続いて，「Time Out」のソフトキーを押します。
ジョグシャトルがの対象が「Time Out」の設定になります。

10. ジョグシャトルを回して，タイムアウト時間を設定します。
11. 「Data Out」のソフトキーを押すと，波形データの出力を実行します。

Note
・AG以外の機器を接続した状態で「Data Out」は押さないでください。
・「Cursor1 Tarace」と「Cursor2 Trace」は，同一波形にしてください。
・演算波形の場合は常に全点送信するので範囲指定は不要です。
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1.7　インタフェースメッセージに対する応答

インタフェースメッセージに対する応答
●ユニラインメッセージに対する応答

● IFC(Interface Clear)

トーカ，リスナを解除します。データ出力中のときは出力を中止します。

● REN(Remote Enable)

リモート状態/ローカル状態を切り替えます。

IDY(Identify)はサポートしていません。

●マルチラインメッセージ(アドレスコマンド)に対する応答

● GTL(Go To Local)

ローカル状態へ移行します。

● 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(4-5ページ参照)をクリ
アします。

・ 実行中の＊OPC，＊OPC?は無効になります。
・＊WAI，COMMunicate:WAITは直ちに終了します。

PPC(Parallel Poll Configure)，GET(Group Execute Trigger)TCT(Take Control)はサ
ポートしていません。

●マルチラインメッセージ(ユニバーサルコマンド)に対する応答

● LLO(Local Lockout)

フロントパネルのLOCALキーの操作を無効にし，ローカル状態への移行を禁止しま
す。

● DCL(Device Clear)

SDCと同じ動作をします。

● SPE(Serial Poll Enable)

バス上のすべての機器のトーカ機能をシリアルポールモードにします。コントロー
ラは各機器を順番にポーリングします。

● SPD(Serial Poll Disable)

バス上のすべての機器のトーカ機能のシリアルポールモードを解除します。

PPU(Parallel Poll Unconfigure)はサポートしていません。

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，コントローラから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)
・ REN(Remote Enable)
・ IDY(Identify)
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●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)
・SDC(Selected Device Clear)
・PPC(Parallel Poll Configure)
・GET(Group Execute Trigger)

トーカに指定している機器に有効なコマンド
・TCT(Take Control)

● 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)
・DCL(Device Clear)
・PPU(Parallel Poll Unconfigure)
・SPE(Serial Poll Enable)
・SPD(Serial Poll Disable)

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�

★IFC�
★REN�
IDY ★GTL�

★SDC�
PPC�
GET�
TCT

★LLO�
★DCL�
PPU�

★SPE�
★SPD

リスナ�
アドレス�

トーカ�
アドレス�

2次�
コマンド�

マルチラインメッセージ�

★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。

1.7　インタフェースメッセージに対する応答
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2.1　メッセージ

第2章　プログラムを組む前に

2.1　メッセージ

メッセージ

コントローラと本機器の間の送受信は，メッセージとい
う単位で行います。コントローラから本機器に送信する
メッセージをプログラムメッセージといい，コントロー
ラが本機器から受信するメッセージを応答メッセージと
いいます。
プログラムメッセージの中に応答を要求する命令(クエ
リといいます)があるときは，本機器はプログラムメッ
セージを受信したあとに，応答メッセージを送信しま
す。1つのプログラムメッセージに対する応答は，必ず
1つの応答メッセージになります。

プログラムメッセージ

プログラムメッセージの書式は次のようになります。

<PMT>

;

<プログラムメッセージユニット>

＜プログラムメッセージユニット＞

プログラムメッセージは，0以上のプログラムメッセー
ジユニットをつないだものです。プログラムメッセージ
ユニットが1つの命令に相当します。本機器は受信した
順序で命令を実行していきます。
プログラムメッセージユニットは「;」(セミコロン)で
区切ります。
プログラムメッセージの書式については，次項を参照し
てください。

例　:CHANnel1:VDIV 5V;OFFSet 0V<PMT>

<PMT>

プログラムメッセージのターミネータです。次の3種類
があります。
NL(ニューライン) ：LF ( ラインフィード)と同じ，

ASCIIコード「0AH」の一文字
^END ：IEEE488.1で定義されているEND

メッセージ(EOI信号)
(ENDメッセージと同時に送信さ
れたデータバイトは，プログラム
メッセージの最後のデータになり
ます)

NL^END ：ENDメッセージが付加されたNL
(NLはプログラムメッセージには
含まれません)

●プログラムメッセージユニットの書式

プログラムメッセージユニットの書式は次のようにな
ります。

,

<プログラムヘッダ> <プログラムデータ>スペース�

<プログラムヘッダ>

プログラムヘッダは命令の種類を表わします。詳しく
は，2-3ページを参照してください。

<プログラムデータ>

命令を実行するときに必要な条件などがあるときは，プ
ログラムデータを付けます。プログラムデータを付ける
ときは，ヘッダとデータをスペース(ASCI Iコード
「20H」)で区切ります。複数のデータがあるときは，
データとデータの間を「,」(カンマ)で区切ります。
詳しくは，2-5ページを参照してください。

例　:CHANnel1:COUPling AC<PMT>

応答メッセージ

応答メッセージの書式は次のようになります。

<RMT>

;

<応答メッセージユニット>

<応答メッセージユニット>

応答メッセージは，1つ以上の応答メッセージユニット
をつないだものです。応答メッセージユニットが1つの
応答に相当します。
応答メッセージユニットは「;」(セミコロン)で区切ら
れます。
応答メッセージの書式については，次ページを参照して
ください。

例　:CHANNEL1:VDIV 5.0E+00:COUPLING AC<RMT>

<RMT>

応答メッセージのターミネータで，NL^END です。

ユニット� ユニット�

ヘッダ� データ�

ユニット� ユニット�
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●応答メッセージユニットの書式

応答メッセージユニットの書式は次のようになりま
す。

,

<応答ヘッダ> <応答データ>スペース�

<応答ヘッダ>

応答データの前に応答ヘッダが付くことがあります。
ヘッダとデータの間は，1文字のスペースで区切られま
す。詳しくは，2-4ページを参照してください。

<応答データ>

応答データは，応答の内容を示します。複数のデータが
あるときは，データとデータの間は「,」(カンマ)で区
切られます。詳しくは，2-5ページを参照してくださ
い。

例　1.25E-02<RMT>     :CHANNEL1:COUPLING AC<RMT>

プログラムメッセージに複数のクエリがある場合，応答
の順序はクエリの順序に従います。クエリの多くは1つ
の応答メッセージユニットを返しますが，複数のユニッ
トを返すものもあります。1番目のクエリの応答は1番
目のユニットですが，n番目の応答はn番目のユニット
とは限りません。確実に応答を取り出したいときは，プ
ログラムメッセージを分けるようにしてください。

メッセージの送受信時の注意

・クエリを含まないプログラムメッセージを送信したと
きは，いつでも次のプログラムメッセージを送信でき
ます。

・クエリを含むプログラムメッセージを送信したとき
は，次のプログラムメッセージを送信する前に応答
メッセージを受信しなければなりません。もし，応答
メッセージを受信しないか，途中までしか受信せずに
次のプログラムメッセージを送信したときは，エラー
になります。受信されなかった応答メッセージは捨て
られます。

・コントローラが応答メッセージがないのに受信しよう
としたときは，エラーになります。もし，コントロー
ラがプログラムメッセージを送信し終わる前に応答
メッセージを受信しようとすると，エラーになりま
す。

・メッセージにユニットが複数あるプログラムメッセー
ジを送信したときに，その中に不完全なプログラムユ
ニットが存在すると，本機器は完全と思われるプログ
ラムメッセージユニットを拾い上げて実行を試みます
が，必ずしも成功するとは限りません。また，その中
にクエリが含まれていても，必ずしも応答が返るとは
限りません。

2.1　メッセージ

デッドロック状態

本機器は，送受信とも最低1024バイトのメッセージを
バッファに蓄えておくことができます(バイト数は，動
作状態によって増減することがあります)。このバッ
ファが送受信と同時にいっぱいになると，本機器は動作
不能状態になります。これをデッドロック状態といいま
す。このときは，応答メッセージを捨てることで動作不
能から回復します。
プログラムメッセージを<PMT>も含めて1024バイト以
下にしておけば，デッドロックすることはありません。
また，クエリがないプログラムメッセージは，デッド
ロックすることはありません。

データ� ヘッダ� データ�
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2.2　命令

2.2　命令

命令

コントローラから本機器に送信される命令(プログラム
ヘッダ)には，以下に示す3種類があります。それぞれプ
ログラムヘッダの書式が異なります。

共通コマンドヘッダ

IEEE 488.2-1987で規定されている命令を共通コマンド
といいます。共通コマンドのヘッダの書式は次のように
なります。先頭に必ず「＊」(アスタリスク)を付けま
す。

＊� <ニモニック> ?
　

共通コマンドの例：*CLS

複合ヘッダ

共通コマンド以外の本機器固有の命令は，機能ごとに分
類されて，階層化されています。複合ヘッダの書式は次
のようになります。下の階層を記述するときは，必ず
「:」(コロン)を付けます。

:

<ニモニック> ?:

複合ヘッダの例：CHANnel1:COUPling

単純ヘッダ

機能的に独立した，階層を持たない命令です。ヘッダの
書式は次のようになります。

<ニモニック> ?:
　

単純ヘッダの例：STARt

Note
・<ニモニック>とは，アルファベットと数字からなる文字列です。

命令を続けて記述する場合

●グループについて

ヘッダが階層化された共通の複合ヘッダを持つコマン
ド群をグループといいます。グループの中にさらに小
さいグループが存在することもあります。

例 アクイジションに関するグループ
ACQuire:AVERage:COUNt ACQuire:BWIDth
ACQuire:AVERage:EWEight ACQuire:MODE
ACQuire:REPetitive ACQuire:ROLL
ACQuire:SEQuential:COUNt

●同じグループの命令を続けて記述する場合

本機器は，実行している命令がどの階層の命令である
かを記憶し，次に送信した命令も同じ階層に属してい
るものと仮定して解析を行っています。したがって，
同じグループの命令は，共通のヘッダの部分を省略す
ることができます。

例　CHANnel1:VDIV 5V;OFFSet 0V<PMT>

●違うグループの命令を続けて記述する場合

グループが違う命令を後ろに記述するときは，ヘッダ
の先頭に「:」(コロン)を付けます。

例　CHANnel1:VDIV 5V;:DISPlay:FORMat SINGle<PMT>

●単純ヘッダを続けて記述する場合

他の命令に単純ヘッダを続けるときは，単純ヘッダの
先頭に「:」(コロン)を付けます。

例　CHANnel:VDIV 5V;:STARt<PMT>

●共通コマンドを続けて記述する場合

IEEE 488.2-1987で定義された共通コマンドは，階層
には無関係です。「:」(コロン)はつける必要はあり
ません。

例　CHANnel1:VDIV 5V;*CLS;OFFSet 0V<PMT>

●コマンド間を<PMT>で区切った場合

ターミネータで区切ると，2つのプログラムメッセー
ジを送信することになります。したがって，同じグ
ループでのコマンドを続ける場合でも，共通のヘッダ
を省略することはできません。

例　CHANnel1:VDIV 5V<PMT>CHANnel1:OFFSet 0V<PMT>
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2.2　命令/2.3　応答

上位クエリ

初めて出てくるグループの最上位のコマンドに「?」を
付けたクエリを上位クエリといいます。この上位クエリ
を実行すると，そのグループで設定できるすべての設定
をまとめて受信することができます。階層が3階層以上
あるグループで，下の階層をすべて出力するものもあり
ます。

例 CHANnel1?<PMT>→:CHANNEL1:COUPLING DC;
DISPLAY 1;PROBE 10;VDIV 0.02E+03;OFFSET
0.000E +03;INVERT 0;MODE 1<RMT>

上位クエリの応答は，そのまま本機器にプログラムメッ
セージとして送信することができます。送信すると，上
位クエリを行ったときの設定を再現できます。ただし，
上位クエリでは現在使われていない設定情報を返さない
ものもあります。必ずしもそのグループのすべての情報
が応答として出力されるわけではないので，注意してく
ださい。

ヘッダの解釈の規則

本機器は，受信したヘッダを次の規則に従って解釈しま
す。

・ニモニックのアルファベットの大文字/小文字は区別
しません。
例　「CURSor」→「cursor」「Cursor」でも可

・小文字の部分は省略できます。
例　「CURSor」→「CURSO」「CURS」でも可

・ヘッダの最後の「?」(クエスチョンマーク)は，クエ
リであることを示します。「?」は省略できません。
例　「CURSor?」→最小の省略形は「CURS?」

・ニモニックの最後に付いている<x>(数値)を省略する
と，x＝1と解釈します。
例　「CHANnel<x>」→「CHAN」とすると

「CHANnel1」の意味
・[]で囲まれた部分は省略できます。

例　TRIGger[:SIMPle]:LEVel→「TRIG:LEV」でも可
ただし上位クエリの場合，最後の部分は省略できませ
ん。
例　「TRIGger?」と「TRIGger:SIMPle?」は別のクエ
リになる。

2.3　応答

コントローラが「?」の付いた命令であるクエリを送信
すると，本機器はそのクエリに対する応答メッセージを
返します。返される形式は，次の2つに分けられます。

・ヘッダ＋データの応答
応答をそのままプログラムメッセージとして利用でき
るものは，命令のヘッダを付けて返されます。
例　CHANnel1:VDIV?<PMT>→:CHANNEL1:VDIV

5.0E+00<PMT>

・データだけの応答
そのままプログラムメッセージとして利用できないも
の(クエリ専用の命令)は，ヘッダを付けないでデータ
だけで返されます。ただし，ヘッダを付けて返すクエ
リ専用の命令もあります。
例　MEASure:CHANnel1:PTOPeak:VALue?<PMT>→

10.0E+00<RMT>

●ヘッダを付けない応答を返したい場合

「ヘッダ＋データ」で返されるものでも，ヘッダを強
制的に付けないようにすることができます。これに
は，「COMMunicate:HEADer」命令を使用します。

●省略形について

応答のヘッダは，通常は小文字の部分を省略した形で
返されます。これを省略しないフルスペルにすること
もできます。これには，「COMMunicate:VERBose」命
令を使用します。また，省略形のときは［］で囲まれ
た部分も省略されます。
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2.4　データ

データ

データとは，ヘッダの後ろにスペースを空けて記述する
条件や数値です。データは次のように分類されます。

データ 意味

<10進数> 10進数で表された数値
(例：CH2のプローブの減衰比
→CHANnel2:PROBe 100)

<電圧><時間><周波数> 物理的な次元を持った数値
(例：時間軸レンジ
→TIMebase:TDIV 1US)

<Register> 2，8，10，16進数のどれかで表されたレジスタ値
(例：拡張イベントレジスタ値→STATUS:EESE #HFE)

<文字データ> 規定された文字列(ニモニック)。{}内から選択
(例：CH1の入力カップリングの選択
→CHANnel1:COUPling {AC｜DC｜GND})

<Boolean> ON/OFFを表す。「ON」「OFF」または数値で設定
(例：CH2の表示をON
→CHANnel2:DISPlay ON)

<文字列データ> 任意の文字列
(例：画面データの出力のコメント
→HCOPy:COMMent "ABCDEF")

<Filename> ファイル名を表す
(例：保存ファイル名
→FILE:SAVE:WAVeform:NAME "CASE1")

<ブロックデータ> 任意の8ビットの値を持つデータ
(例：取り込んだ波形データの応答
→#800001000ABCDEFGHIJ)

<10進数>

<10進数>は下表のように10進数で表現された数値で
す。なお，これはANSI X3.42-1975で規定されているNR
形式で記述します。

記号 意味 例

<NR1> 整数 125　-1　+1000

<NR2> 固定小数点数 125.0　-.90　+001.

<NR3> 浮動小数点数 125.0E+0　-9E-1　+.1E4

<NRf> <NR1>～<NR3>のどれでも可能

・本機器がコントローラから送られた10進数を受け取
るときは，<NR1>～<NR3>のどの形式でも受け付けま
す。これを<NRf>で表します。

・本機器からコントローラに返される応答メッセージ
は，<NR1>～<NR3>のどれを使用するかはクエリごと
に決められています。値の大きさによって使用する形
式が変わることはありません。

・<NR3>形式の場合，「E」のあとの「＋」は省略でき
ます。「－」は省略できません。

・設定範囲外の値を記述したときは，設定できる値でい
ちばん近い値になります。

・精度以上の値を記述したときは，四捨五入します。

<電圧>，<時間>，<周波数>

<電圧>，<時間>，<周波数>は，<10進数>のうち物理的
な次元を持ったデータです。前述の<NRf>形式に<乗数>
および<単位>を付けることができます。次の書式のど
れかで記述します。

書式 例

<NRf><乗数><単位> 5MV

<NRf><単位> 5E-3V

<NRf><乗数> 5M

<NRf> 5E-3

・<乗数>

使用できる<乗数>は下表のとおりです。

記号 読み 乗数

EX エクサ 10１８

PE ペタ 10１５

T テラ 10１２

G ギガ 10９

MA メガ 10６

K キロ 10３

M ミリ 10－３

U マイクロ 10－６

N ナノ 10－９

P ピコ 10－１２

F フェムト 10－１５

A アト 10－１８

・<単位>

使用できる<単位>は下表のとおりです。

記号 読み 意味

V ボルト 電圧
S セカンド 時間
HZ ヘルツ 周波数
MHZ メガヘルツ 周波数

・<乗数>と<単位>は，大文字/小文字の区別がありませ
ん。

・マイクロの「μ」は「U」で表します。
・メガの「M」はミリと区別するため，「MA」で表し

ます。ただし，メガヘルツだけは例外で，「MHZ」
で表します。したがって，周波数のときは乗数に「M
(ミリ)」は使用できません。

・<乗数>も<単位>も省略したときは，デフォルトの単
位になります。

・応答メッセージは必ず<NR3>形式になります。また，
<乗数>および<単位>をつけずにデフォルトの単位で
返します。

<Register>

<Register>は整数ですが，<10進数>のほかに<16進数><8
進数><2進数>でも表現できるデータです。数値がビッ
トごとに意味を持つときに使用します。次の書式のどれ
かで記述します。

書式 例

<NRf> 1

#H<0～9，A～Fからなる16進数> #H0F

#Q<0～7からなる8進数> #Q777

#B<0または1からなる2進数> #B001100

・<Register>は，大文字/小文字の区別はありません。
・応答メッセージは必ず<NR1>で返されます。
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2.4　データ

<文字データ>

<文字データ>は，規定された文字(ニモニック)のデータ
です。主に選択肢を表現するときに使用され，{}内の文
字列からどれか1つを選んで記述します。データの解釈
のしかたは，2-4ページの「ヘッダ解釈の規則」と同様
です。

書式 例

{AC｜DC｜GND} AC

・ 応 答 メ ッ セ ー ジ で は ， ヘ ッ ダ と 同 様 に
「COMMunicate:VERBose」を使って，フルスペルで返
すか，省略形で返すかを選ぶことができます。

・「COMMunicate:HEADer」の設定は<文字データ>には
影響しません。

<Boolean>

<Boolean>は，ONまたはOFFを示すデータです。次の
書式のどれかで記述します。

書式 例

{ON｜OFF｜<NRf>} ON　OFF　1　0

・<NRf>で表す場合は，整数に丸めた値が「0」のとき
がOFF，「0以外」のときがONになります。

・応答メッセージは必ず，ONのときは「1」，OFFの
ときは「0」で返されます。

<文字列データ>

<文字列データ>は，<文字データ>のように規定された
文字列ではなく，任意の綴りの文字列です。次のよう
に，「'」(シングルクォーテーション)または「"」(ダ
ブルクォーテーション)で囲った書式で記述します。

書式 例

<文字列データ> 'ABC'　"IEEE488.2-1987"

・「""」内に文字列として「"」があるときは，「""」
で表します。「'」のときも同様です。

・応答メッセージは，必ず「"」(ダブルクォーテーショ
ン)で囲って返されます。

・<文字列データ>は任意の綴りなので，最後の「'」(シ
ングルクォーテーション)または「"」(ダブルクォー
テーション)がないと，本機器は残りのプログラム
メッセージユニットを<文字列データ>の一部と解釈
してしまい，エラーが正しく検出できない場合があり
ます。

<Filename>

<Filename>は，ファイル名を表すデータです。次の書
式のどれかで記述します。

書式 例

{<NRf>｜<文字データ>｜<文字列データ>} 1 CASE "CASE"

・<NRf>は整数に丸めた8桁の値をASCIIコードに直した
ものがファイル名になります(例1→"00000001")。た
だし，負の値は使えません。

・<文字データ>，<文字列データ>は先頭の8文字がファ
イル名になります。

・応答メッセージは，必ず<文字列データ>で返されま
す。

<ブロックデータ>

<ブロックデータ>は，任意の8ビットの値を持つデータ
です。本機器では，応答メッセージだけに使用されま
す。書式は次のとおりです。

書式 例

#8<8桁の10進数><データバイトの並び> #800001000ABCDEFGHIJ

・#8
<ブロックデータ>であることを表します。

・<8桁の10進数>
データのバイト数を表します(00001000＝1000バイ
ト)。

・<データバイトの並び>
実際のデータを表します(ABCDEFGHIJ)。

・データは8ビットでとり得る値(0～255)です。した
がって，「NL」を示すASCIIコード「0AH」もデータ
になることがありますので，コントローラ側では注意
が必要です。
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2.5　コントローラとの同期

オーバラップコマンドとシーケンシャルコマンド

コマンドには，オーバラップコマンドとシーケンシャル
コマンドの2種類があります。オーバラップコマンドの
場合は，先に送信したコマンドによる動作が完了する前
に，次のコマンドによる動作が開始される場合がありま
す。
たとえば，V/divを指定してその結果を問い合わせると
きに，次のプログラムメッセージを送信すると，応答は
常に最新の設定値(この場合は5V)を返します。
CHANnel1:VDIV 5V;VDIV?<PMT>
これは，「CHANnel1:VDIV」が自身の処理を終えるま
で，次の命令を待たせているためです。このような命令
をシーケンシャルコマンドといいます。
これに対して，たとえばファイルロードを実行して，そ
の結果のV/div値を問い合わせたいときに，次のプログ
ラムメッセージを送信すると，
FILE:LOAD:SETup:EXECute;:CHANnel1:VDIV?
「CHANnel1:VDIV?」はファイルロードが終了する前に
実行されてしまい，応答されるV/divはファイルロード
する前の値になってしまいます。
「FILE:LOAD:SETup:EXECute」のように，自身の処理が
終わる前に次の命令を実行させることをオーバラップ動
作といい，オーバラップ動作する命令を，オーバラップ
コマンドといいます。
このようなときは，以下に示す方法でオーバラップ動作
を回避できます。

オーバラップコマンドとの同期をとる方法

●＊WAIコマンドを使う

＊WAIコマンドは，オーバラップコマンドが終了する
まで，＊WAIに続く命令を待つコマンドです。
例 COMMunicate:OPSE #H0040;:FILE:LOAD:SETup:

EXECute;＊WAI;:CHANnel1:VDIV?<PMT>
「COMMunicate:OPSE」は「＊WAI」の対象を選ぶ命令
です。ここではメディアアクセスだけを対象に指定し
ています。
「CHANnel1:VDIV?」の直前で「＊WAI」を実行してい
るので，「CHANnel1:VDIV?」は，ファイルロードが
終了するまで実行されません。

2.5　コントローラとの同期

●COMMunicate:OVERlapコマンドを使う

COMMunicate:OVERlapコマンドは，オーバラップ動
作を許可(または禁止)する命令です。
例 COMMunicate:OVERlap #HFFBF;:FILE:LOAD:

SETup:EXECute;:CHANnel1:VDIV?<PMT>
「COMMunicate:OVERlap #HFFBF」は，メディアアク
セス以外のオーバラップ動作を許可しています。ファ
イルロードはオーバラップ動作を許可されていないの
で，次の「FILE:LOAD:SETup:EXECute」は，シーケン
シャルコマンドと同じ動作をします。したがって，
「CHANnel1:VDIV?」は，ファイルロードが終了する
まで実行されません。

●＊OPCコマンドを使う

＊OPCコマンドは，オーバラップ動作が終了したと
きに，標準イベントレジスタ(4-3ページ参照)のビッ
ト0であるOPCビットを1にする命令です。
例 COMMunicate:OPSE #H0040;＊ESE 1;＊ESR?;＊

SRE 32 ; : F I L E : L O A D : S E T u p : E X E C u t e ;＊
OPC<PMT>
(＊ESR?の応答を読む)
(サービスリクエストの発生を待つ)
CHANnel1:VDIV:VALue?<PMT>

「COMMunicate:OPSE」は「＊OPC」の対象を選ぶ命令
です。ここではメディアアクセスだけを対象に指定し
ています。
「＊ESE 1」と「＊SRE 32」は，OPCビットが1に
なったときだけ，サービスリクエストを発生すること
を示しています。
「＊ESR?」は，標準イベントレジスタをクリアしま
す。
上の例では，「CHANnel1:VDIV?」は，サービスリク
エストが発生するまで実行されません。

●＊OPC?クエリを使う

＊OPC?クエリは，オーバラップ動作が終了したとき
に応答を生成する命令です。
例　COMMunicate:OPSE #H0040;:FILE:LOAD:SETup:

EXECute;＊OPC?<PMT>
(＊OPC?の応答を読む)
CHANnel1:VDIV?<PMT>

「COMMunicate:OPSE」は「＊OPC?」の対象を選ぶ命
令です。ここではメディアアクセスだけを対象に指定
しています。
「＊OPC?」はオーバラップ動作が終了するまで応答
を作成しないので，「＊OPC?」の応答を読み終えた
ときには，ファイルロードは終了しています。

Note
・命令のほとんどはシーケンシャルコマンドです。オーバラップコ

マンドは，第3章でオーバラップコマンドと明記しています。それ
以外はすべてシーケンシャルコマンドです。



2-8 IM 700820-12J

オーバラップコマンド以外の同期をとる方法

シーケンシャルコマンドの場合でも，トリガの発生など
のように通信以外の要因で同期をとる必要がある場合も
あります。
たとえば，シングルスタート( 非同期コマンド，
SSTart:UNSYnc)で取り込んだ波形データを問い合わせ
るときに，次のプログラムメッセージ(SSTart UNSYnc;
WAVeform:SEND?<PMT>)を送信すると，波形の取り込み
の終了いかんにかかわらず「WAVeform:SEND?」が実行
され，コマンド実行エラーになる可能性があります。
このときは，次に示す方法で取り込みが終了したときの
タイミングをとる必要があります。

●STATus:CONDition?クエリを使う

「STATus:CONDition?」は状態レジスタ(4-4ページ参
照)の内容を問い合わせる命令です。波形の取り込み
中かそうでないかは，状態レジスタのビット0を読む
ことで判断できます。状態レジスタのビット0が
「1」なら波形の取り込み中，「0」なら取り込みス
トップ中を示します。

例　SSTart UNSYnc<PMT>
　　STATus:CONDition?<PMT>
　　(応答を読んでビット0が1なら1つ前に戻る)
　　WAVeform:SEND?<PMT>

「WAVeform:SEND?」は，状態レジスタのビット0が
「0」になるまで実行されません。

●拡張イベントレジスタを使う

状態レジスタの変化は，拡張イベントレジスタ(4-4
ページ)に反映させることができます。

例　STATus:FILTer1 FALL;:STATus:EESE 1;EESR?;
*SRE 8;:SSTart UNSYnc<PMT>

　　(STATus:EESR?の応答を読む)
(サービスリクエストの発生を待つ)

　　WAVeform:SEND?<PMT>

「STATus:FILTer1 FALL」は，状態レジスタのビット
0が「1」から「0」に変化したときに，拡張イベント
レジスタのビット0(FILTer1)を「1」にセットするよ
うに，遷移フィルタを設定することを示しています。

「STATus:EESE 1」は，拡張イベントレジスタのビッ
ト0だけをステータスバイトに反映するようにする命
令です。
「STATus:EESR?」は，拡張イベントレジスタをクリ
アするために行っています。
「*SRE」は，拡張イベントレジスタの原因だけで
サービスリクエストが発生するようにする命令です。
「WAVeform:SEND?」は，サービスリクエストが発生
するまで実行されません。

●COMMunicate:WAITコマンドを使う

「COMMunicate:WAIT」は，特定のイベントが発生す
るのを待つ命令です。

例　STATus:FILTer1 FALL;:STATus:EESR?;:SSTart
UNSYnc<PMT>

　　(STATus:EESR?の応答を読む)
　　COMMunicate:WAIT 1;:WAVeform:SEND?<PMT>

「STATus:FILTer1 FALL」および「STATus:EESR?」の
意味は，前述の拡張イベントレジスタの場合と同一で
す。
「COMMunicate:WAIT 1」は，拡張イベントレジスタ
のビット0が「1」にセットされるのを待つことを示
しています。
「WAVeform:SEND?」は，拡張イベントレジスタの
ビット0が「1」になるまで実行されません。

2.5　コントローラとの同期
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3.1　コマンド一覧表

第3章　コマンド

3.1　コマンド一覧表
コマンド 機能 ページ

ACCumulateグループ

:ACCumulate? 波形の重ね書き表示(アキュムレート)に関する全設定の問い合わせ 3-11
:ACCumulate:COLor アキュムレートのカラーグレード幅の設定/問い合わせ 3-11
:ACCumulate:MODE アキュムレートモードの設定/問い合わせ 3-11
:ACCumulate:PERSistence アキュムレート回数の設定/問い合わせ 3-11

ACQuireグループ

:ACQuire? 波形の取り込みに関する全設定の問い合わせ 3-13
:ACQuire:AVERage? アベレージングに関する全設定の問い合わせ 3-13
:ACQuire:AVERage:COUNt 波形の取り込み回数の設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:AVERage:EWEight(ExponentWEIGHT))

指数化平均の減衰定数の設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:{BAVerage|ENVelope}? ボックスアベレージ/エンベロープに関する全設定の問い合わせ 3-13
:ACQuire:{BAVerage|ENVelope}:COUNt ボックスアベレージ/エンベロープモード時の波形の取り込み回数の

設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:CLOCk タイムベースの設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:COUNt ノーマルモード時の波形の取り込み回数の設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:INTerleave インタリーブのON/OFFの設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:MODE 波形の取り込みモードの設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:REPetitive 等価時間サンプリングのON/OFFの設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:RLENgth レコード長の設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:ROLL ロールモードのON/OFFの設定/問い合わせ 3-13
:ACQuire:SEQuential? シーケンシャルストアに関する全設定の問い合わせ 3-13
:ACQuire:SEQuential:COUNt シーケンシャルストアの取り込み回数の設定/問い合わせ 3-14

ASETupグループ

:ASETup(AutoSETUP) オートセットアップの実行/実行の取り消し 3-14
:ASETup? オートセットアップに関する全設定の問い合わせ 3-14
:ASETup:ADJust オートセットアップ後の中心位置の設定/問い合わせ 3-14
:ASETup:EXECute オートセットアップの実行 3-14
:ASETup:TARGet オートセットアップの対象チャネルの設定/問い合わせ 3-15
:ASETup:UNDO オートセットアップの取り消し 3-15

CALibrateグループ

:CALibrate? キャリブレーションに関する全設定の問い合わせ 3-15
:CALibrate:DESKew? スキュー補正に関する全設定の問い合わせ 3-15
:CALibrate:DESKew:CHANnel<x> 各チャネルのスキュー調整時間の設定/問い合わせ 3-15
:CALibrate:DESKew[:STATe] スキュー補正のモードの設定/問い合わせ 3-15
:CALibrate:DESKew:TIME 全チャネル共通のスキュー調整時間の設定/問い合わせ 3-16
:CALibrate[:EXECute] キャリブレーションの実行 3-16

CHANnelグループ

:CHANnel<x>? 各チャネルの垂直軸に関する全設定の問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:BWIDth 各チャネルのバンドパスフィルタの設定/問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:COUPling 各チャネルの入力カップリングの設定/問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:DISPlay 各チャネルの表示ON/OFFの設定/問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:INVert 各チャネルの反転表示の設定/問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:LABel 各チャネルの波形ラベル名の設定/問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:LSCale? 各チャネルのリニアスケーリングに関する全設定値の問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:LSCale:AVALue スケーリング係数Aの設定/問い合わせ 3-18
:CHANnel<x>:LSCale:BVALue オフセット値Bの設定/問い合わせ 3-19
:CHANnel<x>:LSCale:MODE リニアスケーリングのON/OFFの設定/問い合わせ 3-19
:CHANnel<x>:LSCale:UNIT リニアスケーリング結果に付加する単位の設定/問い合わせ 3-19
:CHANnel<x>:MODE 各チャネルの表示ON/OFFの設定/問い合わせ 3-19
:CHANnel<x>:OFFSet 各チャネルのオフセット電圧の設定/問い合わせ 3-19
:CHANnel<x>:POSition 各チャネルの垂直ポジションの設定/問い合わせ 3-19
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コマンド 機能 ページ

:CHANnel<x>:PRESet 各チャネルのプリセットの実行/問い合わせ 3-19
:CHANnel<x>:PROBe 各チャネルのプローブの減衰比の設定/問い合わせ 3-19
:CHANnel<x>:VDIV 各チャネルのV/div値の設定/問い合わせ 3-20

CLEarグループ

:CLEar クリアトレースの実行 3-20

COMMunicateグループ

:COMMunicate? 通信に関する全設定の問い合わせ 3-21
:COMMunicate:DISPlay 通信の命令の画面表示の有無の設定/問い合わせ 3-21
:COMMunicate:HEADer 応答データにヘッダを付ける/付けない 3-21
:COMMunicate:OPSE *OPC，*OPC?，*WAIの対象オーバラップコマンドの設定/問い合わせ 3-22
:COMMunicate:OPSR? オペレーションペンディングレジスタ値の問い合わせ 3-22
:COMMunicate:OVERlap オーバラップ動作するコマンドの設定/問い合わせ 3-22
:COMMunicate:STATus? 回線固有のステータスの問い合わせ 3-22
:COMMunicate:VERBose 応答の省略形/非省略形の設定/問い合わせ 3-22
:COMMunicate:WAIT 指定拡張イベント発生の待機 3-22
:COMMunicate:WAIT? 指定拡張イベント発生時の応答作成 3-22

CURSorグループ

:CURSor? カーソル測定に関する全設定の問い合わせ 3-24
:CURSor:HORizontal? Hカーソルに関する全設定の問い合わせ 3-24
:CURSor:HORizontal:DY? Hカーソル間のY軸値の問い合わせ 3-24
:CURSor:HORizontal:POSition<x> Hカーソルの位置の設定/問い合わせ 3-24
:CURSor:HORizontal:TRACe Hカーソルの対象波形の設定/問い合わせ 3-24
:CURSor:HORizontal:Y<x>? HカーソルのY軸値の問い合わせ 3-24
:CURSor:LINKage カーソル移動時のリンクの設定/問い合わせ 3-24
:CURSor:MARKer? マーカーカーソルに関する全設定の問い合わせ 3-24
:CURSor:MARKer:DX? マーカーカーソル間のX軸値の問い合わせ 3-24
:CURSor:MARKer:DY? マーカーカーソル間のY軸値の問い合わせ 3-24
:CURSor:MARKer:JUMP マーカーカーソルのズーム波形へのジャンプの実行/問い合わせ 3-24
:CURSor:MARKer:PERDt? マーカーカーソル間の横軸の1/ΔT値の問い合わせ 3-25
:CURSor:MARKer:POSition<x> マーカーカーソルの位置の設定/問い合わせ 3-25
:CURSor:MARKer:TRACe<x> マーカーカーソルの対象波形の設定/問い合わせ 3-25
:CURSor:MARKer:Y<x>? マーカーカーソル位置のY軸値の問い合わせ 3-25
:CURSor:TYPE カーソルの種類の設定/問い合わせ 3-25
:CURSor:VERTical? Vカーソルに関する全設定の問い合わせ 3-25
:CURSor:VERTical:DX? Vカーソル間のX軸値の問い合わせ 3-25
:CURSor:VERTical:PERDt? Vカーソル間の1/ΔT値の問い合わせ 3-25
:CURSor:VERTical:POSition<x> Vカーソルの位置の設定/問い合わせ 3-25
:CURSor:VERTical:TRACe Vカーソルの対象波形の設定/問い合わせ 3-26
:CURSor:VERTical:X<x>? Vカーソル位置のX軸値の問い合わせ 3-26

DISPlayグループ

:DISPlay? 表示に関する全設定の問い合わせ 3-30
:DISPlay:ACCumulate? 波形の重ね書き表示に関する全設定の問い合わせ 3-30
:DISPlay:ACCumulate:COLor カラーグレード幅の設定/問い合わせ 3-30
:DISPlay:ACCumulate:MODE アキュムレートモードの設定/問い合わせ 3-30
:DISPlay:ACCumulate:PERSistence アキュムレート回数の設定/問い合わせ 3-30
:DISPlay:CLEar クリアトレースの実行 3-30
:DISPlay:COLor? 画面の色に関する全設定の問い合わせ 3-30
:DISPlay:COLor:GRAPh? グラフィック項目の色に関する全設定の問い合わせ 3-30
:DISPlay:COLor:GRAPh:{BACKground|CURSor|GRATicule|SNAP|TRACe<x>}

カーソルや波形などの色の設定/問い合わせ 3-30
:DISPlay:COLor:GRAPh:MODE グラフィック項目の表示色の設定/問い合わせ 3-30
:DISPlay:COLor:TEXT? テキスト項目の色に関する全設定の問い合わせ 3-31
:DISPlay:COLor:TEXT:{BACKground|BOX|LETTer|SELected|SUB}

メニューや文字などの色の設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:COLor:TEXT:MODE テキスト項目の表示色の設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:DATE 日付/時刻表示のON/OFFの設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:EWINdow エキストラウインドウの設定/問い合わせ 3-31

3.1　コマンド一覧表
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:DISPlay:FORMat 表示フォーマットの設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:GRATicule 目盛りの設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:INTerpolate ドット表示/補間表示の設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:MAPPing 分割フォーマットへの波形の割り当てモードの設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:SNAP スナップショットの実行 3-31
:DISPlay:SSAVer スクリーンセーバ機能の設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:STYLe 圧縮表示の内容の設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:SVALue(ScaleVALUE) スケール値表示の設定/問い合わせ 3-31
:DISPlay:TLABel(TraceLABEL) 波形ラベル名のON/OFFの設定/問い合わせ 3-32
:DISPlay:TRIGger トリガマークのON/OFFの設定/問い合わせ 3-32

FILEグループ

:FILE? ファイルに関する全設定の問い合わせ 3-36
:FILE:COPY? ファイルのコピーに関する全設定の問い合わせ 3-36
:FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}

各種データのコピーの実行 3-36
:FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}?

各種データのコピーに関する全設定の問い合わせ 3-37
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:ABORt

各種データのコピーの中止 3-37
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:COMMent

各種データのコピー先ファイルのコメントの設定/問い合わせ 3-37
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:DDIRectory(DestinationDIRECTORY)

各種データのコピー先のディレクトリの設定/問い合わせ 3-37
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:DMEDia(DestinationMEDIA)

各種データのコピー先のメディアの設定/問い合わせ 3-37
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:DNAMe

各種データのコピー先のファイル名の設定/問い合わせ 3-37
:FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}:EXECute

各種データのコピーの実行 3-37
:FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}:SNAMe

各種データのコピー元のファイル名の設定/問い合わせ 3-37
:FILE:DELete:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}

各種データのファイルの削除の実行 3-38
:FILE:DELete:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}:EXECute

各種データのファイルの削除の実行 3-38
:FILE:DELete:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}:NAME

各種データの削除ファイル名の設定/問い合わせ 3-38
:FILE:DIRectory? ディレクトリ内のファイルに関する全設定の問い合わせ 3-38
:FILE:DIRectory:COMMent コメントの有無の設定/問い合わせ 3-38
:FILE:DIRectory:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}?

各ディレクトリ内のファイルの問い合わせ 3-38
:FILE:FORMat? フロッピーディスクの初期化に関する全設定の問い合わせ 3-38
:FILE:FORMat:EXECute メディアのフォーマットの実行 3-38
:FILE:FORMat:MODE フォーマットモードの設定/問い合わせ 3-38
:FILE:FORMat:TYPE フロッピーディスクのフォーマット形式の設定/問い合わせ 3-39
:FILE:FREE? メディアの空き容量の問い合わせ 3-39
:FILE:LOAD:{SETup|WAVeform} 各種データの呼び出しの実行 3-39
:FILE:LOAD[:{SETup|WAVeform}]:ABORt 各種データの呼び出しの中止 3-39
:FILE:LOAD:{SETup|WAVeform}:EXECute 各種データの呼び出しの実行 3-39
:FILE:LOAD:{SETup|WAVeform}:NAME 各種データの呼び出しファイル名の設定/問い合わせ 3-39
:FILE:MISC? ディレクトリ/メディアに関する全設定の問い合わせ 3-39
:FILE:MISC:ADIRectory(AddDIRECTORY) 追加するディレクトリの数の設定/問い合わせ 3-39
:FILE:MISC:CDIRectory 移動するディレクトリの番号の設定/問い合わせ 3-39
:FILE:MISC:DIRectory? 現在のディレクトリ番号と最大ディレクトリ番号の問い合わせ 3-39
:FILE:MISC:MEDia ファイルアクセスする対象メディアの設定/問い合わせ 3-40
:FILE:PROTect? ファイルの消去禁止に関する全設定の問い合わせ 3-40
:FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}

ファイルのプロテクトのON/OFFの実行 3-40
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:FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}?
ファイルのプロテクトに関する全設定の問い合わせ 3-40

:FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}:EXECute
ファイルのプロテクトのON/OFFの実行 3-40

:FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}:NAME
プロテクトの対象ファイルの設定/問い合わせ 3-40

:FILE:PROTect[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:STATe
ファイルのプロテクトの状況の設定/問い合わせ 3-40

:FILE:SAVE? ファイルの保存に関する全設定の問い合わせ 3-40
:FILE:SAVE[:AGForm]:AGLength AG形式ファイルに保存するデータ長の設定/問い合わせ 3-40
:FILE:SAVE[:AGForm]:AGSTart AG形式ファイルに保存する開始点の設定/問い合わせ 3-41
:FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}

ファイルの保存の実行 3-41
:FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}?

ファイルの保存に関する全設定の問い合わせ 3-41
:FILE:SAVE[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:ABORt

保存の中止 3-41
:FILE:SAVE[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:COMMent

保存時のコメントの設定/問い合わせ 3-41
:FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}:EXECute

保存の実行 3-41
:FILE:SAVE[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETup|WAVeform}]:NAME

保存するファイル名の設定/問い合わせ 3-41
:FILE:SAVE[:{AGForm|FLOat}]:TRACe 保存対象波形の設定/問い合わせ 3-42
:FILE:SAVE[:ASCii]:ATRACe ASCII形式で保存する波形の設定/問い合わせ 3-42
:FILE:SAVE[:WAVeform]:ANAMing 保存するファイル名の自動作成のON/OFFの設定/問い合わせ 3-41
:FILE:TYPE? 現在のメディアのタイプの問い合わせ 3-42

GONogoグループ

:GONogo? GO/NO-GO判定に関する全設定の問い合わせ 3-44
:GONogo:ACTion? GO/NO-GO動作に関する全設定の問い合わせ 3-44
:GONogo:ACTion:BUZZer ブザーON/OFFの設定/問い合わせ 3-44
:GONogo:ACTion:CONDition 動作基準の設定/問い合わせ 3-44
:GONogo:ACTion:HCOPy 判定結果を内蔵プリンタにコピーする/しないの設定/問い合わせ 3-44
:GONogo:ACTion:SAVE 判定結果をメディアに保存する/しないかの設定/問い合わせ 3-44
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}? 各波形に関する全設定の問い合わせ 3-44
:GONogo:{CHANnel[<x>]|MATH[<x>]}:CAUSe?各波形が原因かどうかの問い合わせ 3-44
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:CLEar 各チャネルのパラメータのクリアの実行 3-44
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>?

各波形パラメータに関する全設定の問い合わせ 3-45
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:CAUSe?

各波形パラメータが原因かどうかの問い合わせ 3-45
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:LIMit

各波形パラメータの上下限値の設定/問い合わせ 3-45
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:MODE

各波形パラメータの上下限値の判定条件の設定/問い合わせ 3-45
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:VALue?

各波形パラメータの測定値の設定/問い合わせ 3-46
:GONogo:CLEar 全波形パラメータの測定のキャンセル 3-46
:GONogo:COUNt? 判定回数の問い合わせ 3-46
:GONogo:FAILure? 条件不成立回数の問い合わせ 3-46
:GONogo:LOGic 各条件のAND/ORの設定/問い合わせ 3-46
:GONogo:MODE 判定のON/OFFの設定/問い合わせ 3-46
:GONogo:SEQuence 動作回数の設定/問い合わせ 3-46
:GONogo:SUCCess? 条件成立回数の問い合わせ 3-46

HCOPyグループ

:HCOPy? 画面データの出力に関する全設定の問い合わせ 3-49
:HCOPy:ABORt データ出力，紙送りの中止 3-49
:HCOPy:{BMP|TIFF}? BMP(TIFF)フォーマットに関する全設定の問い合わせ 3-51
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:HCOPy:{BMP|TIFF}:COMPression BMP(TIFF)フォーマットでの圧縮の有無の設定/問い合わせ 3-51
:HCOPy:{BMP|TIFF}:TONE BMP(TIFF)フォーマットの色数の設定/問い合わせ 3-51
:HCOPy:COMMent 画面上部のコメント覧の設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:DIRection データ出力先の設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:ESCP? ESC-Pフォーマットに関する全設定の問い合わせ 3-49
:HCOPy:ESCP:TONE EPC-Pフォーマットの色数の設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:EXECute データ出力の実行 3-49
:HCOPy:FORMat 出力する画面データのフォーマットの設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:HPGL? HP-GL対応のプロッタへの出力に関する全設定の問い合わせ 3-49
:HCOPy:HPGL:CONNect グラフの測定点を線で結ぶ/結ばないの設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:HPGL:FORMat プロットサイズの設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:HPGL:HADJust 描画位置(水平方向)の調整量の設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:HPGL:PAPer 紙のサイズの設定/問い合わせ 3-49
:HCOPy:HPGL:PEN? ペンの割り当てに関する全設定の問い合わせ 3-50
:HCOPy:HPGL:PEN:MODE ペンの割り当て方法の設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:HPGL:PEN:NUMBer Auto割り当て時のペン数の設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:HPGL:PEN:{CHANnel<x>|GRATicule|MATH<x>|TEXT}

マニュアル割り当て時のペンの設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:HPGL:SP0 SP0を付ける/付けないの設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:HPGL:SPEed ペンスピードの設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:HPGL:VADJust(VerticalADJUST) 描画位置(垂直方向)の調整量の設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:PRINt? 内蔵プリンタに関する全設定の問い合わせ 3-50
:HCOPy:PRINt:FEED 内蔵プリンタの紙送りの実行 3-50
:HCOPy:PRINt:LONG ロングコピーの設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:PRINt:TONE ハーフトーンの設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:{PSCRipt|THINkjet}? ポストスクリプト(シンクジェット)フォーマットに関する全設定の

問い合わせ 3-50
:HCOPy:{PSCRipt|THINkjet}:TONE ポストスクリプト(シンクジェット)の諧調の有無の設定/問い合わせ 3-50
:HCOPy:SAVE? ファイル出力に関する全設定の問い合わせ 3-51
:HCOPy:SAVE:ANAMing 出力ファイル名の自動作成のON/OFFの設定/問い合わせ 3-51
:HCOPy:SAVE:NAME 作成ファイルのファイル名の設定/問い合わせ 3-51

HISToryグループ

:HISTory? ヒストリメモリ機能に関する全設定の問い合わせ 3-51
:HISTory:DISPlay データの表示方法の設定/問い合わせ 3-51
:HISTory:MAP Show Map No.の設定/問い合わせ 3-52
:HISTory:RECord 対象レコードの設定/問い合わせ 3-52
:HISTory:RECord? MINimum 現設定における最小のレコード番号の問い合わせ 3-52

INITializeグループ

:INITialize[:EXECute] イニシャライズの実行 3-52
:INITialize:UNDO 実行の取り消し 3-52

LOGicグループ

:LOGic? ロジックプローブに関する全設定の問い合わせ 3-54
:LOGic:DISPlay? 全ビットの表示設定の問い合わせ 3-54
:LOGic:DISPlay:ALL 全ビットの表示の設定 3-54
:LOGic:DISPlay:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}

各ビットの表示の設定/問い合わせ 3-54
:LOGic:LABel? ラベルに関する全設定の問い合わせ 3-54
:LOGic:LABel:NAME ラベル名の設定/問い合わせ 3-54
:LOGic:LABel:SUBJect ラベル名を設定する対象ビットの設定/問い合わせ 3-54
:LOGic:MODE ロジックモードのON/OFFの設定/問い合わせ 3-54
:LOGic:SELect 設定の対象となるロジックチャネルの設定/問い合わせ 3-54
:LOGic:THReshold? スレショルドレベルに関する全設定の問い合わせ 3-54
:LOGic:THReshold:SET スレショルドレベルのプリセットの実行/問い合わせ 3-54
:LOGic:THReshold:USERlevel ユーザー定義でのスレショルドレベルの設定/問い合わせ 3-54

MATHグループ

:MATH<x>? 演算に関する全設定の問い合わせ 3-58
:MATH<x>:BASic? 演算のBasicモードに関する全設定の問い合わせ 3-58
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:MATH[1]:BASic:DEFine BasicモードにおけるMath1の演算式の設定/問い合わせ 3-58
:MATH2:BASic:DEFine BasicモードにおけるMath2の演算式の設定/問い合わせ 3-59
:MATH[1]:BASic:FFT? FFT演算に関する全設定の問い合わせ 3-59
:MATH[1]:BASIC:FFT:POINt FFT演算の点数の設定/問い合わせ 3-59
:MATH[1]:BASIC:FFT:WINDow FFT演算の窓関数の設定/問い合わせ 3-59
:MATH<x>:BASic:THReshold Basicモードの2値化のスレショルドレベルの設定/問い合わせ 3-59
:MATH<x>:BINary? Binaryモードに関する全設定の問い合わせ 3-59
:MATH<x>:BINary:CHANnel<x> Binaryモードの2値化のスレショルドレベルの設定/問い合わせ 3-59
:MATH2:BINary:DA BinaryモードのD/A変換方法の設定/問い合わせ 3-59
:MATH[1]:BINary:MODE BinaryモードのMath1の設定/問い合わせ 3-59
:MATH2:BINary:MODE BinaryモードのMath2の設定/問い合わせ 3-60
:MATH<x>:EXECute 演算の実行 3-60
:MATH<x>:FFT? FFT演算に関する全設定の問い合わせ 3-60
:MATH<x>:FFT:POINt FFT演算の点数の設定/問い合わせ 3-60
:MATH<x>:FFT:WINDow FFT演算の窓関数の設定/問い合わせ 3-60
:MATH<x>:MODE 演算モードの設定/問い合わせ 3-60
:MATH<x>:MREFerence(MathREFERENCE) 演算の範囲の設定/問い合わせ 3-60
:MATH<x>:PHASe? Phaseモードに関する全設定の問い合わせ 3-60
:MATH[1]:PHASe:CHANnel<x> CH2の位相づらし量の設定/問い合わせ 3-60
:MATH2:PHASe:CHANnel<x> CH3，CH4の位相づらし量の設定/問い合わせ 3-60
:MATH[1]:PHASe:DEFine Phaseモード時のMath1の設定/問い合わせ 3-61
:MATH2:PHASe:DEFine Phaseモード時のMath2の設定/問い合わせ 3-61
:MATH<x>:SCALe? スケーリングに関する全設定の問い合わせ 3-61
:MATH<x>:SCALe:MODE スケーリングの方法の設定/問い合わせ 3-61
:MATH<x>:SCALe:VALue マニュアルスケーリング時の上下限値の設定/問い合わせ 3-61
:MATH<x>:UNIT 演算結果に付加する単位の設定/問い合わせ 3-61
:MATH<x>:USERdefine? ユーザー定義演算に関する全設定の問い合わせ 3-61
:MATH<x>:USERdefine:AVERage? ユーザー定義演算のアベレージングに関する全設定の問い合わせ 3-61
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt 単純平均の取り込み回数の設定/問い合わせ 3-61
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight 指数化平均の減衰定数の設定/問い合わせ 3-61
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE アベレージングモードの設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE アベレージングの領域の設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:CONStant<x> ユーザー定義演算の定数の設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:DEFine ユーザー定義演算の設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:FFT? FFT演算に関する全設定の問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:FFT:POINt FFT演算の点数の設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow FFT演算の窓関数の設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>? フィルタに関する全設定の問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND フィルタの帯域制限の設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x>カットオフ周波数の設定/問い合わせ 3-62
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE フィルタのタイプの設定/問い合わせ 3-63
:MATH<x>:USERdefine:MODE ユーザー定義演算の有効/無効の設定/問い合わせ 3-63
:MATH<x>:USERdefine:THReshold? 2値化/パルス幅演算時のスレショルドレベルの全設定の問い合わせ 3-63
:MATH<x>:USERdefine:THReshold:LEVel 2値化/パルス幅演算時のスレショルドレベルの設定/問い合わせ 3-63
:MATH<x>:USERdefine:THReshold:TRACe スレショルド設定対象トレースの設定/問い合わせ 3-63

MEASureグループ

:MEASure? 波形パラメータの自動測定に関する全設定の問い合わせ 3-65
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}? 波形毎の各パラメータのON/OFFの問い合わせ 3-65
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:CLEar 各波形のすべての波形パラメータのキャンセル 3-65
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>[:STATe]

波形毎の各パラメータのON/OFFの設定/問い合わせ 3-65
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:VALue?

波形毎の各パラメータの自動測定値の問い合わせ 3-66
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal各波形のディスタル・メシアル・プロキシマル点の設定/問い合わせ 3-66
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:HISTogram?

ヒストグラム表示に関する全設定の問い合わせ 3-66
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:HISTogram[:STATe]

ヒストグラム表示の設定/問い合わせ 3-66
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:MEASure:CLEar 全波形パラメータの測定のキャンセルを実行 3-66
:MEASure:DELay? ディレイに関する全設定の問い合わせ 3-66
:MEASure:DELay:RANGe ディレイ測定の先頭位置の設定/問い合わせ 3-66
:MEASure:DELay:REFerence ディレイの基準の設定/問い合わせ 3-66
:MEASure:DELay:SLOPe ディレイ基準波形のスロープの設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:DPRoximal ディスタル・メシアル・プロキシマルの設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:HREFerence(HorizontalREFERENCE)

測定範囲の設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:MODE 自動測定のON/OFFの設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:MREFerence High・Low点の設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:STATistic? 統計処理に関する全設定の問い合わせ 3-67
:MEASure:STATistic:COUNt? 統計処理回数の問い合わせ 3-67
:MEASure:STATistic:{DISTribution<x>|MAXimum|MEAN|MINimum|SDEViation}?

各統計値の問い合わせ 3-67
:MEASure:STATistic:POSition ヒストグラム波形の表示位置の設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:STATistic:TRACe 統計処理の対象波形の設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:STATistic:TYPE 統計処理の波形パラメータの種類の設定/問い合わせ 3-67
:MEASure:STATistic:VREFerence 統計処理のヒストグラム波形の処理範囲の設定/問い合わせ 3-68

PRESetグループ

:PRESet? プリセット機能に関する全設定の問い合わせ 3-68
:PRESet:ALL 全チャネルのプリセットの実行 3-68
:PRESet:CHANnel<x> 各チャネルのプリセットの実行 3-68
:PRESet:PROBe プリセット機能のプローブの減衰比の設定/問い合わせ 3-69
:PRESet:USERdefine? 任意のプリセット時の設定値の問い合わせ 3-69
:PRESet:USERdefine:LEVel 任意のプリセット時のトリガレベル値の設定/問い合わせ 3-69
:PRESet:USERdefine:OFFSet 任意のプリセット時のオフセット値の設定/問い合わせ 3-69
:PRESet:USERdefine:VDIV 任意のプリセット時のV/div値の設定/問い合わせ 3-69

SNAPグループ

:SNAP スナップショットの実行 3-69

SSTartグループ

:SSTart シングルスタートの実行 3-70

STARtグループ

:STARt 波形の取り込みの開始 3-70

STATusグループ

:STATus? 通信のステータス機能に関する全設定の問い合わせ 3-71
:STATus:CONDition? 状態レジスタの問い合わせ 3-71
:STATus:EESE 拡張イベントイネーブルレジスタの設定/問い合わせ 3-71
:STATus:EESR? 拡張イベントレジスタの問い合わせ/クリア 3-71
:STATus:ERRor? エラーのコードと内容の問い合わせ 3-72
:STATus:FILTer<x> 遷移フィルタの設定/問い合わせ 3-72
:STATus:QENable エラー以外のメッセージをエラーキューに格納する/しないの

設定/問い合わせ 3-72
:STATus:QMESsage 「STATus:ERRor?」の応答にメッセージを付ける/付けないの

設定/問い合わせ 3-72

STOPグループ

:STOP 波形の取り込みの中止 3-72

SYSTemグループ

:SYSTem? システムに関する全設定の問い合わせ 3-73
:SYSTem:BATTery? 内部のリチウム電池の状態の問い合わせ 3-73
:SYSTem:CLICk クリック音の設定/問い合わせ 3-73
:SYSTem:DATE 日付の設定/問い合わせ 3-73
:SYSTem:LANGuage メッセージの言語の設定/問い合わせ 3-73
:SYSTem:SCSI? SCSI-IDに関する全設定の問い合わせ 3-73
:SYSTem:SCSI:EXTernalid 外付けSCSI機器のSCSI-IDの設定/問い合わせ 3-73
:SYSTem:SCSI:INITialize SCSI関連のイニシャライズの実行 3-74

3.1　コマンド一覧表



3-8 IM 700820-12J

コマンド 機能 ページ

:SYSTem:SCSI:OWNid 本体のSCSI-IDの設定/問い合わせ 3-74
:SYSTem:TIME 時刻の設定/問い合わせ 3-74

TIMebaseグループ

:TIMebase? タイムベースに関する全設定の問い合わせ 3-74
:TIMebase:FREQuency サンプルレートの設定/問い合わせ 3-74
:TIMebase:SRATe サンプルレートの設定/問い合わせ 3-74
:TIMebase:TDIV T/div値の設定/問い合わせ 3-74

TRIGgerグループ

:TRIGger? トリガに関する全設定の問い合わせ 3-78
:TRIGger:ABN? A→B(n)トリガに関する全設定の問い合わせ 3-78
:TRIGger:ABN:COUNt 条件Bの成立回数の設定/問い合わせ 3-78
:TRIGger:ADB? A Delay Bトリガに関する全設定の問い合わせ 3-78
:TRIGger:ADB:DELay 条件Bのディレイ時間の設定/問い合わせ 3-78
:TRIGger:ATRigger? 条件Aの全設定の問い合わせ 3-79
:TRIGger:ATRigger:{CHANnel<x>|EXTernal}条件Aの各チャネルの状態の設定/問い合わせ 3-79
:TRIGger:ATRigger:CONDition 条件A成立条件の設定/問い合わせ 3-79
:TRIGger:ATRigger:LOGic? ロジックトリガに関する全条件設定の問い合わせ 3-79
:TRIGger:ATRigger:LOGic:{PODA|PODB|PODC|PODD}?

各ポッドのビットパターンの問い合わせ 3-79
:TRIGger:ATRigger:LOGic:{PODA|PODB|PODC|PODD}:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}

各ビットの状態の設定/問い合わせ 3-79
:TRIGger:BGTime?(B Greater TIME) B>Timeトリガの全設定の問い合わせ 3-79
:TRIGger:BGTime:TIME B>Timeトリガのパルス幅の設定/問い合わせ 3-80
:TRIGger:BLTime? B<Timeトリガの全設定の問い合わせ 3-80
:TRIGger:BLTime:TIME B<Timeトリガのパルス幅の設定/問い合わせ 3-80
:TRIGger:BTOut? B Time Outトリガの全設定の問い合わせ 3-80
:TRIGger:BTOut:TIME B Time Outトリガのパルス幅の設定/問い合わせ 3-80
:TRIGger:BTRigger? 条件Bに関する全設定の問い合わせ 3-80
:TRIGger:BTRigger:{CHANnel<x>|EXTernal}条件Bの各チャネルの状態の設定/問い合わせ 3-80
:TRIGger:BTRigger:CONDition 条件Bの成立条件の設定/問い合わせ 3-80
:TRIGger:CHANnel<x>? 各チャネルの全トリガ条件の問い合わせ 3-80
:TRIGger:CHANnel<x>:COUPling 各チャネルのトリガカップリングの設定/問い合わせ 3-80
:TRIGger:CHANnel<x>:HFRejection トリガ波形に対してローパスフィルタのON/OFFの設定/問い合わせ 3-81
:TRIGger:CHANnel<x>:LEVel 各チャネルのトリガレベルの設定/問い合わせ 3-81
:TRIGger:DELay トリガディレイの設定/問い合わせ 3-81
:TRIGger:DREFerence トリガポジションの設定/問い合わせ 3-81
:TRIGger:EOA? Edge on Aトリガに関する全設定の問い合わせ 3-81
:TRIGger:EOA:{CHANnel<x>|EXTernal} Edge on Aトリガのエッジの設定/問い合わせ 3-81
:TRIGger:EOR? ORトリガに関する全設定の問い合わせ 3-81
:TRIGger:EOR:{CHANnel<x>|EXTernal} ORトリガのエッジの設定/問い合わせ 3-81
:TRIGger:EXTernal? 外部トリガのトリガ条件に関する全設定の問い合わせ 3-81
:TRIGger:EXTernal:LEVel 外部トリガのトリガレベルの設定/問い合わせ 3-81
:TRIGger:EXTernal:PROBe 外部トリガのプローブの減衰比の設定/問い合わせ 3-82
:TRIGger:HOLDoff ホールドオフ時間の設定/問い合わせ 3-82
:TRIGger:LOGic? ロジックトリガのエッジの全設定の問い合わせ 3-82
:TRIGger:LOGic:{CHANnel<x>|EXTernal} ロジックトリガの各チャネルのエッジの設定/問い合わせ 3-82
:TRIGger:MODE トリガモードの設定/問い合わせ 3-82
:TRIGger[:SIMPle]? シンプルトリガに関する全設定の問い合わせ 3-82
:TRIGger[:SIMPle]:COUPling シンプルトリガのトリガカップリングの設定/問い合わせ 3-82
:TRIGger[:SIMPle]:GATE? ゲートトリガに関する全設定の問い合わせ 3-82
:TRIGger[:SIMPle]:GATE:DISTance ゲート位置の設定/問い合わせ 3-82
:TRIGger[:SIMPle]:GATE:LEVel ゲートの上下限値の設定/問い合わせ 3-82
:TRIGger[:SIMPle]:GATE:POLarity ゲートトリガのゲートモードの設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger[:SIMPle]:HFRejection トリガ波形に対してローパスフィルタの設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger[:SIMPle]:LEVel シンプルトリガのトリガレベルの設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger[:SIMPle]:PROBe シンプルトリガの外部トリガのプローブの減衰比の設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe シンプルトリガのトリガスロープの設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger[:SIMPle]:SOURce シンプルトリガのトリガソースの設定/問い合わせ 3-83

3.1　コマンド一覧表
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:TRIGger:TV? TVトリガに関する全設定の問い合わせ 3-83
:TRIGger:TV:FIELd フィールドの設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger:TV:LEVel TVトリガのトリガレベルの設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger:TV:LINE ラインの設定/問い合わせ 3-83
:TRIGger:TV:POLarity 入力極性の設定/問い合わせ 3-84
:TRIGger:TV:TYPE 入力の種類の設定/問い合わせ 3-84
:TRIGger:TYPE トリガの種類の設定/問い合わせ 3-84
:TRIGger:WINDow? ウインドウトリガに関する全設定の問い合わせ 3-84
:TRIGger:WINDow:CENTer ウインドウトリガのCenterの設定/問い合わせ 3-84
:TRIGger:WINDow:CONDition ウインドウトリガの条件の設定/問い合わせ 3-84
:TRIGger:WINDow:COUPling ウインドウトリガのトリガカップリングの設定/問い合わせ 3-84
:TRIGger:WINDow:HFRejection トリガ波形に対してローパスフィルタの設定/問い合わせ 3-84
:TRIGger:WINDow:WIDTh ウインドウトリガの幅の設定/問い合わせ 3-84

WAVeformグループ

:WAVeform? 波形データの全情報の問い合わせ 3-85
:WAVeform:BITS? 指定した波形のビット長の問い合わせ 3-85
:WAVeform:BYTeorder ワードフォーマットデータの送信順序の設定/問い合わせ 3-85
:WAVeform:END 指定波形の最終データの設定/問い合わせ 3-86
:WAVeform:FORMat 送信データのフォーマットの設定/問い合わせ 3-86
:WAVeform:LENGth? 指定波形の全データ点数の問い合わせ 3-86
:WAVeform:OFFSet? 指定波形のオフセット電圧の問い合わせ 3-86
:WAVeform:RECord 対象レコードNo.の設定/問い合わせ 3-86
:WAVeform:SEND? 指定した波形データの問い合わせ 3-86
:WAVeform:SIGN? 対象波形データの符号の有無の問い合わせ 3-86
:WAVeform:SRATe? 指定レコードのサンプルレートの問い合わせ 3-86
:WAVeform:STARt 指定波形の開始データの設定/問い合わせ 3-86
:WAVeform:TRACe 対象波形の設定/問い合わせ 3-87
:WAVeform:TRIGger? 指定レコードのトリガ点の問い合わせ 3-87
:WAVeform:TYPE? 指定波形の掃引モードの問い合わせ 3-87
:WAVeform:VDIV? 指定波形のV/div値の問い合わせ 3-87

XYグループ

:XY? X-Y表示に関する全設定の問い合わせ 3-87
:XY:DREFerence X-Y表示するT-Y波形の範囲の設定/問い合わせ 3-87
:XY:MODE 表示モードの設定/問い合わせ 3-87
:XY:XTRace X-Y表示のX軸に割り当てるチャネルの設定/問い合わせ 3-87

ZOOMグループ

:ZOOM? 波形のズームに関する全設定の問い合わせ 3-89
:ZOOM:ALLOcation? ズーム対象波形に関する全設定の問い合わせ 3-89
:ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>} ズーム対象波形の設定/問い合わせ 3-89
:ZOOM:ALLOcation:{PODA|PODB|PODC|PODD} ズーム対象ポッドの設定/問い合わせ 3-89
:ZOOM:FITMeasure 垂直カーソルをズーム波形表示枠の両端に移動 3-89
:ZOOM:FORMat ズーム波形表示フォーマットの設定/問い合わせ 3-89
:ZOOM:LINKage ズームカーソル移動時のリンクのON/OFFの設定/問い合わせ 3-89
:ZOOM:MAG ズームの倍率の設定/問い合わせ 3-89
:ZOOM:MODE ズーム波形表示形態の設定/問い合わせ 3-89
:ZOOM:POSition<x> ズームカーソルの位置の設定/問い合わせ 3-89
:ZOOM:TDIV ズーム波形のV/div値の設定/問い合わせ 3-89

共通コマンドグループ

*CAL? キャリブレーションの実行と結果の問い合わせ 3-90
*CLS 標準イベントレジスタ，拡張イベントレジスタ，エラーキューのクリア 3-90
*ESE 標準イベントイネーブルレジスタ値の設定/問い合わせ 3-90
*ESR? 標準イベントレジスタ値の問い合わせとレジスタのクリア 3-91
*IDN? 機種の問い合わせ 3-91
*LRN? グループの現在の設定を一度に問い合わせ 3-91
*OPC 指定オーバラップ終了後，OPCイベントをセット 3-91
*OPC? 指定オーバラップ終了後，応答作成 3-92
*OPT? オプションの問い合わせ 3-92

3.1　コマンド一覧表
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*PSC 電源OＮ時に各レジスタをクリアする/しないの設定/問い合わせ 3-92
*RST 設定の初期化 3-92
*SRE サービスリクエストイネーブルレジスタ値の設定/問い合わせ 3-92
*STB? ステータスバイトレジスタ値の問い合わせ 3-92
*WAI 指定オーバラップ終了後まで，*WAIに続く命令を待機 3-92

3.1　コマンド一覧表
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3.2　ACCumulateグループ
ACCumulateグループは，波形の重ね書き表示に関するグループです。フロントパネルのACCUMキーと同じ設定，
および設定内容の問い合わせができます。

:ACCumulate : COLor <Space> <NRf>

?

MODE <Space> COLor

OFF

PERSistence

?

PERSistence <Space> <NRf>

INFinity

?

?

;

:ACCumulate?
機　能 波形の重ね書き表示に関する設定値をすべて問

い合わせます。
構　文 :ACCumulate?
例 :ACCUMULATE?

→:ACCUMULATE:MODE PERSISTENCE;PERSISTENCE
16

解　説 「DISPlay:ACCumulate?」でも同じ問い合わせが
できます。

:ACCumulate:COLor
機　能 カラーグレード幅を設定/問い合わせします。

「ACCumulate:MODE COLor」になっていないと，
無意味な設定/問い合わせになります。

構　文 :ACCumulate:COLor {<NRf>}
:ACCumulate:COLor?
<NRf>＝2～8192(2nステップ)

例 :ACCUMULATE:COLOR 16
:ACCUMULATE:COLOR?→:ACCUMULATE:COLOR 16

解　説 「DISPlay:ACCumulate:COLor」でも同じ設定/問
い合わせができます。

:ACCumulate:MODE
機　能 アキュムレートモードを設定/問い合わせしま

す。
構　文 :ACCumulate:MODE {COLor|OFF|PERSistence}

:ACCumulate:MODE?
例 :ACCUMULATE:MODE PERSISTENCE

:ACCUMULATE:MODE?→:ACCUMULATE:MODE
PERSISTENCE

解　説 「DISPlay:ACCumulate:MODE」でも同じ設定/問
い合わせができます。

:ACCumulate:PERSistence
機　能 アキュムレート回数を設定/問い合わせします。
構　文 :ACCumulate:PERSistence {<NRf>|INFinity}

:ACCumulate:PERSistence?
<NRf>＝2～128(2nステップ)

例 :ACCUMULATE:PERSISTENCE 16
:ACCUMULATE:PERSISTENCE?→:ACCUMULATE:
PERSISTENCE 16

解　説 「DISPlay:ACCumulate:PERSistence」でも同じ
設定/問い合わせができます。

3.2　ACCumulateグループ
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3.3　ACQuireグループ
ACQuireグループは，波形の取り込みに関するグループです。フロントパネルのACQキーと同じ設定，および設定
内容の問い合わせができます。

:ACQuire : AVERage : COUNt <Space> <NRf>

INFinity

?

EWEight <Space> <NRf>

?

?

BAVerage : COUNt <Space> <NRf>

INFinity

?

?

ENVelope

CLOCk <Space> INTernal

EXTernal

?

COUNt <Space> <NRf>

INFinity

?

INTerleave <Space> OFF

ON

<NRf>

?

MODE <Space> AVERage

BAVerage

ENVelope

NORMal

SEQuential

?

REPetitive <Space> OFF

ON

<NRf>

?

RLENgth <Space> <NRf>

?

ROLL <Space> OFF

ON

<NRf>

?

SEQuential : COUNt <Space> <NRf>

INFinity

?

?

?

;

;

;

;

3.3　ACQuireグループ
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:ACQuire?
機　能 波形の取り込みに関する設定値をすべて問い合

わせます。
構　文 :ACQuire?
例 :ACQUIRE?→:ACQUIRE:MODE NORMAL;INTERLEAVE

0;RLENGTH 1000;REPETITIVE 1;ROLL 1;CLOCK
INTERNAL;COUNT INFINITY

:ACQuire:AVERage?
機　能 アベレージングおよび波形の取り込み回数に関

する設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :ACQuire:AVERage?
例 :ACQUIRE:AVERAGE?→:ACQUIRE:AVERAGE:COUNT

INFINITY:EWEIGHT 16

:ACQuire:AVERage:COUNt
機　能 ノーマルモードおよびアベレージングモード時

の波形の取り込み回数を設定/問い合わせしま
す。

構　文 :ACQuire:AVERage:COUNt {<NRf>|INFinity}
:ACQuire:AVERage:COUNt?
<NRf>＝2～65535

例 :ACQUIRE:AVERAGE:COUNT INFINITY
:ACQUIRE:AVERAGE:COUNT?→:ACQUIRE:AVERAGE:
COUNT INFINITY

:ACQuire:AVERage:EWEight　(Exponent WEIGHT)

機　能 アベレージングを無限大行うときの，減衰定数
を設定/問い合わせします。

構　文 :ACQuire:AVERage:EWEight {<NRf>}
:ACQuire:AVERage:EWEight?
<NRf>＝2～256(2nステップ)

例 :ACQUIRE:AVERAGE:EWEIGHT 16
:ACQUIRE:AVERAGE:EWEIGHT?→:ACQUIRE:AVERAGE
:EWEIGHT 16

:ACQuire:{BAVerage|ENVelope}?
機　能 ボックスアベレージ，エンベロープに関する設

定値をすべて問い合わせます。
構　文 :ACQuire:{BAVerage|ENVelope}?
例 :ACQUIRE:BAVERAGE:COUNT INFINITY

:ACQuire:{BAVerage|ENVelope}:COUNt
機　能 ボックスアベレージ，エンベロープモード時の

波形の取り込み回数を設定/問い合わせします。
構　文 :ACQuire:{BAVerage|ENVelope}:COUNt {<NRf>|I

NFinity}
:ACQuire:{BAVerage|ENVelope}:COUNt?
<NRf>＝2～65535

例 :ACQUIRE:BAVERAGE:COUNT INFINITY
:ACQUIRE:BAVERAGE:COUNT?→:ACQUIRE:BAVERAGE
:COUNT INFINITY

:ACQuire:CLOCk
機　能 タイムベースを設定/問い合わせします。
構　文 :ACQuire:CLOCk {INTernal|EXTernal}

:ACQuire:CLOCk?
例 :ACQUIRE:CLOCK INTERNAL

:ACQUIRE:CLOCK?→:ACQUIRE:CLOCK INTERNAL

:ACQuire:COUNt
機　能 ノーマルモード時の波形の取り込み回数を設定/

問い合わせします。
構　文 :ACQuire:COUNt {<NRf>|INFinity}

:ACQuire:COUNt?
例 :ACQUIRE:COUNT INFINITY

:ACQUIRE:COUNT?→:ACQUIRE:COUNT INFINITY

:ACQuire:INTerleave
機　能 インタリーブのON/OFFを設定/問い合わせしま

す。
構　文 :ACQuire:INTerleave {<Boolean>}

:ACQuire:INTerleave?
例 :ACQUIRE:INTERLEAVE ON

:ACQUIRE:INTERLEAVE?→:ACQUIRE:INTERLEAVE
ON

:ACQuire:MODE
機　能 波形の取り込みモードを設定/問い合わせしま

す。
構　文 :ACQuire:MODE {AVERage|BAVerage|ENVelope|NO

RMal|SEQuential}
:ACQuire:MODE?

例 :ACQUIRE:MODE NORMAL
:ACQUIRE:MODE?→:ACQUIRE:MODE NORMAL

:ACQuire:REPetitive
機　能 等価時間サンプリングのON/OFFを設定/問い合

わせします。
構　文 :ACQuire:REPetitive {<Boolean>}

:ACQuire:REPetitive?
例 :ACQUIRE:REPETITIVE OFF

:ACQUIRE:REPETITIVE?→:ACQUIRE:REPETITIVE 0

:ACQuire:RLENgth
機　能 レコード長を設定/問い合わせします。
構　文 :ACQuire:RLENgth {<NRf>}

:ACQuire:RLENgth?
<NRf>＝1000～16000000

例 :ACQUIRE:RLENGTH 1000
:ACQUIRE:RLENGTH?→:ACQUIRE:RLENGTH 1000

:ACQuire:ROLL
機　能 ロールモードのON/OFFを設定/問い合わせしま

す。
構　文 :ACQuire:ROLL {<Boolean>}

:ACQuire:ROLL?
例 :ACQUIRE:ROLL ON

:ACQUIRE:ROLL?→:ACQUIRE:ROLL 1

:ACQuire:SEQuential?
機　能 シーケンシャルストアモードに関する設定値を

すべて問い合わせます。
構　文 :ACQuire:SEQuential?
例 :ACQUIRE:SEQUENTIAL?→:ACQUIRE:SEQUENTIAL:

COUNT INFINITY

3.3　ACQuireグループ
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:ACQuire:SEQuential:COUNt
機　能 シーケンシャルストアモード時の取り込み回数

を設定/問い合わせします。
構　文 :ACQuire:SEQuential:COUNt {<NRf>|INFinity}

:ACQuire:SEQuential:COUNt?
<NRf>＝2～1000

例 :ACQUIRE:SEQUENTIAL:COUNT INFINITY
:ACQUIRE:SEQUENTIAL:COUNT?→:ACQUIRE:SEQUEN
TIAL:COUNT INFINITY

解　説 モデルやインタリーブモードのON/OFFなどに
よって設定できる取り込み回数が異なります。
詳しくは本体ユーザーズマニュアルをご覧くだ
さい。

:ASETup?
機　能 オートセットアップに関する設定値をすべて問

い合わせます。
構　文 :ASETup?
例 :ASETUP?→:ASETUP:TARGET ALL;ADJUST ZERO

:ASETup:ADJust
機　能 オートセットアップ後の中心位置を設定/問い合

わせします。
構　文 :ASETup:ADJust {OFFSet|ZERO}

:ASETup:ADJust?
例 :ASETUP:ADJUST ZERO

:ASETUP:ADJUST?→:ASETUP:ADJUST ZERO

:ASETup:EXECute
機　能 オートセットアップを実行します。オーバラッ

プコマンドです。
構　文 :ASETup:EXECute
例 :ASETUP:EXECUTE
解　説 「ASETup」でも同じ内容を実行できます。

3.3　ACQuireグループ/3.4　ASETupグループ

:ASETup (Auto SETUP)
機　能 オートセットアップを実行/取り消しします。
構　文 :ASETup [{ALL|UNDO|<NRf>}]

<NRf>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :ASETUP
(現在の設定でのオートセットアップの実行)
:ASETUP ALL
(全チャネルオートセットアップの実行)
:ASETUP UNDO
(オートセットアップの取り消し)
:ASETUP 1
(CH1のオートセットアップの実行)

解　説 「ASETup:EXECute」や「ASETup:UNDO」でも同じ
内容を実行できます。

3.4　ASETupグループ
ASETupグループは，オートセットアップに関するグループです。フロントパネルのAUTO-SETUPキーと同じ設
定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

:ASETup : ADJust <Space> OFFSet

ZERO

?

EXECute

TARGet <Space> ALL

<NRf>

?

UNDO

<Space>

ALL

UNDO

<NRf>

?

;
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:ASETup:TARGet
機　能 オートセットアップの対象チャネルを設定/問い

合わせします。
構　文 :ASETup:TARGet {ALL|<NRf>}

:ASETup:TARGet?
<NRf>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :ASETUP:TARGET ALL
:ASETUP:TARGET?→:ASETUP:TARGET ALL

:ASETup:UNDO
機　能 実行したオートセットアップを取り消します。
構　文 :ASETup:UNDO
例 :ASETUP:UNDO
解　説 「ASETup UNDO」でも同じ内容を実行できます。

3.4　ASETupグループ/3.5　CALibrateグループ

:CALibrate?
機　能 キャリブレーションに関する設定値をすべて問

い合わせます。
構　文 :CALibrate?
例 :CALIBRATE?→:CALIBRATE:DESKEW:STATE ZERO

:CALibrate:DESKew?
機　能 スキュー補正に関する設定値をすべて問い合わ

せます。
構　文 :CALibrate:DESKew?
例 :CALIBRATE:DESKEW?→:CALIBRATE:DESKEW:STATE

ZERO

:CALibrate:DESKew:CHANnel<x>
機　能 各チャネルのスキュー調整時間を設定/問い合わ

せします。

構　文 :CALibrate:DESKew:CHANnel<x> {<時間>}
:CALibrate:DESKew:CHANnel<x>?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<時間>＝－5ns～5ns
例 :CALIBRATE:DESKEW:CHANNEL1 1NS

:CALIBRATE:DESKEW:CHANNEL1?→:CALIBRATE:
DESKEW:CHANNLE1 0.001E-06

解　説 タイムベースが外部クロックの時は0固定です。

:CALibrate:DESKew[:STATe]
機　能 スキュー補正のモードを設定/問い合わせしま

す。
構　文 :CALibrate:DESKew[:STATe] {EACH|SAME|ZERO}

:CALibrate:DESKew:STATe?
例 :CALIBRATE:DESKEW ZERO

:CALIBRATE:DESKEW:STATE?→:CALIBRATE:
DESKEW:STATE ZERO

3.5　CALibrateグループ
CALibrateグループは，キャリブレーションに関するグループです。フロントパネルのCALキーと同じ設定・実行，
および設定内容の問い合わせができます。

:CALibrate : DESKew : CHANnel <x> <Space> ＜時間＞�

?

STATe <Space> EACH

SAME

ZERO

?

TIME <Space> ＜時間＞�

?

?

EXECute

?

;

;



IM 700820-12J3-16

:CALibrate:DESKew:TIME
機　能 全チャネル共通のスキュー調整時間を設定/問い

合わせします。
構　文 :CALibrate:DESKew:TIME {<時間>}

:CALibrate:DESKew:TIME?
<時間>＝-5ns～5ns

例 :CALIBRATE:DESKEW:TIME 1NS
:CALIBRATE:DESKEW:TIME?→:CALIBRATE:DESKEW:
TIME 0.001E-06

解　説 タイムベースが外部クロックの時は0固定です。

:CALibrate[:EXECute]
機　能 キャリブレーションを実行します。オーバラッ

プコマンドです。
構　文 :CALibrate[:EXECute]
例 :CALIBRATE:EXECUTE

3.5　CALibrateグループ
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3.6　CHANnelグループ

3.6　CHANnelグループ
CHANnelグループは，各チャネルの垂直軸に関するグループです。フロントパネルのVERTICALグループ(CH
キー，V/DIVキー)と同じ設定，および設定内容の問い合わせができます。

:CHANnel <x> : BWIDth <Space> FULL

LIMit

?

COUPling <Space> AC

DC

GND

?

DISPlay <Space> OFF

ON

<NRf>

?

INVert <Space> OFF

ON

<NRf>

?

LABel <Space> ＜文字列＞�

?

LSCale : AVALue <Space> <NRf>

?

BVALue <Space> <NRf>

?

MODE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

UNIT <Space> ＜文字列＞�

?

?

MODE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

OFFSet <Space> ＜電圧＞�

?

POSition <Space> ＜NRf＞�

?

PRESet <Space> ECL

OFF

TTL

USERdefine

?

PROBe <Space> <NRf>

?

VDIV <Space> ＜電圧＞�

?

?

;

;
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:CHANnel<x>?
機　能 各チャネルの垂直軸に関する設定値をすべて問

い合わせます。
構　文 :CHANnel<x>?

<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL?→:CHANNEL1:COUPLING DC;DISPLAY 1;
PROBE 10;VDIV 5.0E+00;BWIDTH FULL;INVERT 0;
OFFSET 0.0E+00;LSCALE:MODE 1;AVALUE 1.0000E
+00;BVALUE 0.0000E+00;UNIT "    ";:CHANNEL1
:LABEL "CH1     "

:CHANnel<x>:BWIDth
機　能 各チャネルのバンドパスフィルタを設定/問い合

わせします。
構　文 :CHANnel<x>:BWIDth {FULL|LIMit}

:CHANnel<x>:BWIDth?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:BWIDTH FULL
:CHANNEL1:BWIDTH?→:CHANNEL1:BWIDTH FULL

解　説 「:CHANnel<x>:BWIDth LIMit」にした場合は
20MHz帯域幅となります。

:CHANnel<x>:COUPling
機　能 各チャネルの入力カップリングを設定/問い合わ

せします。
構　文　:CHANnel<x>:COUPling {AC|DC|GND}

:CHANnel<x>:COUPling?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:COUPLING DC
:CHANNEL1:COUPLING?→:CHANNEL1:COUPLING DC

:CHANnel<x>:DISPlay
機　能 各チャネルの表示のON/OFFを設定/問い合わせ

します。
構　文 :CHANnel<x>:DISPlay {<Boolean>}

:CHANnel<x>:DISPlay?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:DISPLAY ON
:CHANNEL1:DISPLAY?→:CHANNEL1:DISPLAY 1

解　説 「CHANnel<x>:MODE」でも同じ設定/問い合わせ
ができます。

3.6　CHANnelグループ

:CHANnel<x>:INVert
機　能 各チャネルの反転表示のON/OFFを設定/問い合

わせします。
構　文 :CHANnel<x>:INVert {<Boolean>}

:CHANnel<x>:INVert?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:INVERT OFF
:CHANNEL1:INVERT?→:CHANNEL1:INVERT 0

:CHANnel<x>:LABel
機　能 各チャネルの波形ラベル名を設定/問い合わせし

ます。
構　文 :CHANnel<x>:LABel {<文字列>}

:CHANnel<x>:LABel?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<文字列>＝8文字以内
例 :CHANNEL1:LABEL "TRACE1"

:CHANNEL1:LABEL?→:CHANNEL1:LABEL "TRACE1
"

解　説 本体画面に表示されるキーボード以外の文字や
記号は使用できません。
ASCIIコードで表すと「Ω」は「1EH」，「μ」
は「1FH」になります。

:CHANnel<x>:LSCale?
機　能 各チャネルのリニアスケーリングに関する設定

値をすべて問い合わせます。
構　文 :CHANnel<x>:LSCale?

<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:LSCALE:MODE 1;AVALUE 1.0000E+00;
BVALUE 0.0000E+00;UNIT "RPM "

:CHANnel<x>:LSCale:AVALue
機　能 スケーリング係数Aを設定/問い合わせします。
構　文 :CHANnel<x>:LSCale:AVALue {<NRf>}

:CHANnel<x>:LSCale:AVALue?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<NRf>＝-1E+30～1E+30
例 :CHANNEL1:LSCALE:AVALUE 10

:CHANNEL1:LSCALE:AVALUE?→:CHANNEL:LSCALE:
AVALUE 10.000E+00
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:CHANnel<x>:LSCale:BVALue
機　能 オフセット値Bを設定/問い合わせします。
構　文 :CHANnel<x>:LSCale:BVALue {<NRf>}

:CHANnel<x>:LSCale:BVALue?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<NRf>＝-1E+30～1E+30
例 :CHANNEL1:LSCALE:BVALUE 10

:CHANNEL1:LSCALE:BVALUE?→:CHANNEL:LSCALE:
BVALUE 10.000E+00

:CHANnel<x>:LSCale:MODE
機　能 リニアスケーリングのON/OFFを設定/問い合わ

せします。
構　文 :CHANnel<x>:LSCale:MODE {<Boolean>}

:CHANnel<x>:LSCale:MODE?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:LSCALE:MODE ON
:CHANNEL1:LSCALE:MODE?→:CHANNEL1:LSCALE:
MODE 1

:CHANnel<x>:LSCale:UNIT
機　能 リニアスケーリング結果に付加する単位を設定/

問い合わせします。
構文 :CHANnel<x>:LSCale:UNIT {<文字列>}

:CHANnel<x>:LSCale:UNIT?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<文字列>＝4文字以内
例 :CHANNEL1:LSCALE:UNIT "RPM"

:CHANNEL1:LSCALE:UNIT?→:CHANNEL1:LSCALE:
UNIT "RPM "

解　説 本体画面に表示されるキーボード以外の文字や
記号は使用できません。
ASCIIコードで表すと「Ω」は「1EH」，「μ」
は「1FH」になります。
単位によってスケール値に影響をおよぼすこと
はありません。

:CHANnel<x>:MODE
機　能 各チャネルの表示のON/OFFを設定/問い合わせ

します。
構　文 :CHANnel<x>:MODE {<Boolean>}

:CHANnel<x>:MODE?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:MODE ON
:CHANNEL1:MODE?→:CHANNEL1:MODE 1

解　説 「CHANnel<x>:DISPlay」でも同じ設定/問い合わ
せができます。

3.6　CHANnelグループ

:CHANnel<x>:OFFSet
機　能 各チャネルのオフセット電圧を設定/問い合わせ

します。
構　文 :CHANnel<x>:OFFSet {<電圧>}

:CHANnel<x>:OFFSet?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照
例 :CHANNEL1:OFFSET 0V

:CHANNEL1:OFFSET?→:CHANNEL1:OFFSET 0.000E+
03

:CHANnel<x>:POSition
機　能 各チャネルの垂直ポジションを設定/問い合わせ

します。
構　文 :CHANnel<x>:POSition {<NRf>}

:CHANnel<x>:POSition?
<x>＝1～2(Model 70082□)

1～4(Model 70084□)
1～6(Model 70086□)
1～8(Model 70088□)

<NRf>＝－4～4div(1/10ステップ)
例 :CHANNEL1:POSITION 1

:CHANNEL1:POSITION?→:CHANNEL1:POSITION 1.0
E+00

:CHANnel<x>:PRESet
機　能 各チャネルのプリセットを実行します。または

プリセット内容を問い合わせます。
構　文 :CHANnel<x>:PRESet {ECL|OFF|TTL|USERdefine}

:CHANnel<x>:PRESet?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :CHANNEL1:PRESET OFF
:CHANNEL1:PRESET?→:CHANNEL1:PRESET OFF

:CHANnel<x>:PROBe
機　能 各チャネルのプローブの減衰比を設定/問い合わ

せします。
構　文 :CHANnel<x>:PROBe {<NRf>}

:CHANnel<x>:PROBe?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<NRf>＝1，10，100，1000(本体ユーザーズマ
ニュアル参照)

例 :CHANNEL1:PROBE 1
:CHANNEL1:PROBE?→:CHANNEL1:PROBE 1
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3.7　CLEarグループ
CLEarグループは，クリアトレースを実行するグループです。フロントパネルのCLEAR TRACEキーと同じ内容を
実行できます。

:CLEar

3.6　CHANnelグループ/3.7　CLEarグループ

:CHANnel<x>:VDIV
機　能 各チャネルのV/div値を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :CHANnel<x>:VDIV {<電圧>}

:CHANnel<x>:VDIV?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<電圧>＝2mV～5V(プローブの減衰比1:1時，本体
ユーザーズマニュアル参照)

例 :CHANNEL1:VDIV 2V
:CHANNEL1:VDIV?→:CHANNEL1:VDIV 0.002E+03

:CLEar
機　能 クリアトレースを実行します。
構　文 :CLEar
例 :CLEAR
解　説 ・ 「DISPlay:CLEar」でも同じことが実行でき

ます。
・ スナップショットは「SNAP」または

「DISPlay:SNAP」で行います。
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3.8　COMMunicateグループ
COMMunicateグループは，通信に関するグループです。このグループに相当するフロントパネルのキーはありま
せん。

:COMMunicate

;

:

?

OPSE

HEADer <Space> OFF

ON

<NRf>

<Space> <Register>

?

OPSR ?

OVERlap <Space> <Register>

?

VERBose <Space> OFF

ON

<NRf>

WAIT ? <Space> <Register>

?

STATus ?

?

DISPlay <Space> OFF

ON

<NRf>

?

3.8　COMMunicateグループ

:COMMunicate?
機　能 通信に関する設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :COMMunicate?
例 :COMMUNICATE?→:COMMUNICATE:DISPLAY 1;HEADE

R 1;OPSE 96;OVERLAP 96;VERBOSE 1

:COMMunicate:DISPlay
機　能 通信の命令を実行する時に画面に設定値を表示

するか否かを，設定/問い合わせします。
構　文 :COMMunicate:DISPlay {<Boolean>}

:COMMunicate:DISPlay?
例 :COMMUNICATE:DISPLAY ON

:COMMUNICATE:DISPLAY?→:COMMUNICATE:DISPLAY
1

解　説 この設定をONにすると画面の表示に新たな設定
値が反映されます。OFFにすると命令を実行す
るときに画面から設定値の表示が消えますが，
ONのときより少し命令の実行速度が速くなりま
す。

:COMMunicate:HEADer
機　能 クエリに対する応答を，ヘッダを付けて返送す

るか(例　CHANNEL1:PROBE 10)，付けないで
返送するか(例　10)を設定/問い合わせします。

構　文 :COMMunicate:HEADer {<Boolean>}
:COMMunicate:HEADer?

例 :COMMUNICATE:HEADER ON
:COMMUNICATE:HEADER?→:COMMUNICATE:HEADER 1
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:COMMunicate:OPSE
(Operation Pending Status Enable register)
機　能 *OPC，*OPC?，*WAIの対象となるオーバー

ラップコマンドを設定/問い合わせします。
構　文 :COMMunicate:OPSE <Register>

:COMMunicate:OPSE?
<Register>＝0～65535，次ページの図参照

例 :COMMUNICATE:OPSE 65535
:COMMUNICATE:OPSE?→:COMMUNICATE:OPSE 96

解　説 上の例では，全ビットを1にして，すべてのオー
バラップコマンドを対象にしています。ただ
し，0固定のビットは1にならないので，問い合
わせに対してはビット5，6だけが1になっていま
す。

:COMMunicate:OPSR?
(Operation Pending Status Register)
機　能 オペレーションペンディングステータスレジス

タの値を問い合わせます。
構　文 :COMMunicate:OPSR?
例 :COMMUNICATE:OPSR?→0
解　説 オペレーションペンディングステータスレジス

タについては，次ページの図を参照してくださ
い。

:COMMunicate:OVERlap
機　能 オーバーラップ動作にするコマンドを設定/問い

合わせします。
構　文 :COMMunicate:OVERlap <Register>

:COMMunicate:OVERlap?
<Register>＝0～65535，次ページの図参照

例 :COMMUNICATE:OVERLAP 65535
:COMMUNICATE:OVERLAP?→:COMMUNICATE:OVERLAP
96

解　説 ・ 上の例では，全ビットを1にして，すべての
オーバラップコマンドを対象にしています。
ただし，0固定のビットは1にならないので，
問い合わせに対してはビット5，6だけが1に
なっています。

・ COMMunicate:OVERlapを使った同期のとり方
については，2-7ページを参照してください。

・上の例では，ビット5，6を1にして，すべて
のオーバラップコマンドを対象にしています
(右段の図参照)。

:COMMunicate:STATus?
機　能 回線固有のステータスを問い合わせます。
構　文 :COMMunicate:STATus?
例 :COMMUNICATE:STATus?→:COMMUNICATE:STATUS 0
解　説 ・ ステータスの各ビットの意味は次のとおりで

す。
0 回復不能な送信エラー
1 常に0
2 常に0
3～ 常に0

・ ステータスは要因が発生したときに該当する
ビットがセットされ，読むとクリアされま
す。

3.8　COMMunicateグループ

:COMMunicate:VERBose
機　能 クエリに対する応答を，フルスペルで返送する

か(例　CHANNEL1:PROBE 10)，省略形で返送
するか(例　CHAN:PROB 10)を設定/問い合わせ
します。

構　文 :COMMunicate:VERBose {<Boolean>}
:COMMunicate:VERBose?

例 :COMMUNICATE:VERBOSE ON
:COMMUNICATE:VERBOSE?→:COMMUNICATE:VERBOSE
1

:COMMunicate:WAIT
機　能 指定された拡張イベントのどれかが発生するの

を待ちます。
構　文 :COMMunicate:WAIT <Register>

<Register>＝0～65535　(拡張イベントレジス
タ，4-4ページ参照)

例 :COMMUNICATE:WAIT 65535
解　説 COMMunicate:WAITを使った同期のとり方につい

ては，2-8ページを参照してください。

:COMMunicate:WAIT?
機　能 指定された拡張イベントのどれかが発生したと

きに応答を作成します。
構　文 :COMMunicate:WAIT? <Register>

<Register>＝0～65535　(拡張イベントレジス
タ，4-4ページ参照)

例 :COMMUNICATE:WAIT? 65535→1
オペレーションペンディングステータスレジス
タ/オーバラップイネーブルレジスタ
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACS 0 0 0 0 0PRN

ビット5(PRN)＝1のとき :
　　　 内蔵プリンタ動作未完了
ビット6(ACS)＝1のとき :
　　　メディアへのアクセス未完了
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3.9　CURSorグループ
CURSorグループは，カーソル測定に関するグループです。フロントパネルのCURSORキーと同じ設定，および設
定内容・測定値の問い合わせができます。

:CURSor : HORizontal : DY ?

POSition <x> <Space> <NRf>

?

TRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

Y <x> ?

?

LINKage <Space> OFF

ON

<NRf>

?

MARKer : DX ?

DY ?

PERDt ?

POSition <x> <Space> ＜時間＞�

＜周波数＞�

<NRf>

?

TRACe <x> <Space> <NRf>

MATH <x>

?

Y <x> ?

?

TYPE <Space> HAVertical

HORizontal

MARKer

OFF

VERTical

?

VERTical : DX ?

PERDt ?

POSition <x> <Space> <NRf>

?

TRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

X <x> ?

?

?

;

;

;

;

JUMP <Space> M1_Z1

M1_Z2

M2_Z1

M2_Z2

?

3.9　CURSorグループ
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3.9　CURSorグループ

:CURSor?
機　能 カーソル測定に関する設定値をすべて問い合わ

せます。
構　文 :CURSor?
例 :CURSOR?→:CURSOR:TYPE HORIZONTAL;LINKAGE

0;HORIZONTAL:TRACE 1;POSITION1 3.000E+00;
POSITION2 -3.000E+00

:CURSor:HORizontal?
機　能 Hカーソルに関する設定値をすべて問い合わせ

ます。
構　文 :CURSor:HORizontal?
例 :CURSOR:HORIZONTAL?→:CURSOR:HORIZONTAL:

TRACE 1;POSITION1 3.000E+00;POSITION2 -
3.000E+00

:CURSor:HORizontal:DY?
機　能 Hカーソル間のY軸値を問い合わせます。
構　文 :CURSor:HORizontal:DY?
例 :CURSOR:HORIZONTAL:DY?→4.50E-01
解　説 リニアスケーリングがONの時は，スケーリング

値の問い合わせになります。

:CURSor:HORizontal:POSition<x>
機　能 Hカーソルの位置を設定/問い合わせします。
構　文 :CURSor:HORizontal:POSition<x> {<NRf>}

:CURSor:HORizontal:POSition<x>?
<x>＝1，2
<NRf>＝－4～4div(V/divの1/48ステップ)

例 :CURSOR:HORIZONTAL:POSITION1 2
:CURSOR:HORIZONTAL:POSITION1?→:CURSOR:
HORIZONTAL:POSITION1 2.00E+00

解　説 <NRf>は，小数点以下2桁まで有効です。

:CURSor:HORizontal:TRACe
機　能 Hカーソルの対象波形を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :CURSor:HORizontal:TRACe {<NRf>|MATH<x>}

:CURSor:HORizontal:TRACe?
<NRf>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<x>＝1，2
例 :CURSOR:HORIZONTAL:TRACE 1

:CURSOR:HORIZONTAL:TRACE?→:CURSOR:HORIZONT
AL:TRACE 1

:CURSor:HORizontal:Y<x>?
機　能 HカーソルのY軸値を問い合わせます。
構　文 :CURSor:HORizontal:Y<x>?

<x>＝1，2
例 :CURSOR:HORIZONTAL:Y1?→:CURSOR:HORIZONTAL:

Y1 -4.50E-03
解　説 リニアスケーリングがONの時はスケーリング値

の問い合わせになります。

:CURSor:LINKage
機　能 カーソル移動時のリンクのON/OFFを設定/問い

合わせします。
構　文 :CURSor:LINKage {<Boolean>}

:CURSor:LINKage?
例 :CURSOR:LINKAGE OFF

:CURSOR:LINKAGE?→:CURSOR:LINKAGE 0

:CURSor:MARKer?
機　能 マーカーカーソルに関する設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :CURSor:MARKer?
例 :CURSOR:MARKER?→:CURSOR:MARKER:TRACE1 1;

TRACE2 1;POSITION1 -8.00E-03;POSITION2 8.00E-
03

:CURSor:MARKer:DX?
機　能 マーカーカーソル間のX軸値を問い合わせま

す。
構　文 :CURSor:MARKer:DX?
例 :CURSOR:MARKER:DX?→:CURSOR:MARKER:DX

2.50E-06
解　説 ・タイムベースが内部クロックの場合

　タイムドメインの場合はマーカー間の時間，
周波数ドメインの場合はマーカー間の周波数
の問い合わせになります。

・タイムベースが外部クロックの場合
　マーカーカーソル間の点数の問い合わせにな

ります。

:CURSor:MARKer:DY?
機　能 マーカーカーソル間のY軸の物理値を問い合わ

せます。
構　文 :CURSor:MARKer:DY?
例 :CURSOR:MARKER:DY?→:CURSOR:MARKER:DY -

4.5000E-03
解　説 ・「CURSor:TYPe MARKer」になっていないと

「NAN(Not A Number)」が返されます。
・リニアスケーリングがONの時はスケーリング

値の問い合わせになります。

:CURSor:MARKer:JUMP
機　能 マーカーカーソルを指定したズーム波形上に

ジャンプさせます/設定を問い合わせます。
構　文 :CURSor:MARKer:JUMP {M1_Z1|M1_Z2|M2_Z1|M2_Z

2}
例 :CURSOR:MARKER:JUMP M1_Z1

:CURSOR:MARKER:JUMP?→:CURSOR:MARKER:JUMP M
　1_Z1

解　説 ズーム波形の中央位置にジャンプします。
M_1，M_2は，マーカーカーソル1，2のことで
す。
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:CURSor:MARKer:PERDt? (1 PER Delta T)
機　能 マーカーカーソル間の1/ΔT値を問い合わせま

す。
構　文 :CURSor:MARKer:PERDt?
例 :CURSOR:MARKER:PERDT?→:CURSOR:MARKER:PERDT

2.50E+06
解　説 横軸がタイムドメイン以外の場合は，無意味な

問い合わせになります。

:CURSor:MARKer:POSition<x>
機　能 マーカーカーソルの位置のX軸値を設定/問い合

わせします。
構　文 :CURSor:MARKer:POSition<x> {<時間>|<周波数

>|<NRf>}
:CURSor:MARKer:POSition<x>?
<x>＝1，2
<時間>，<周波数>，<NRf>は画面10div以内

例 :CURSOR:MARKER:POSITION1 2.5US
:CURSOR:MARKER:POSITION1?→:CURSOR:MARKER:
POSITION1 2.50E-06

解　説 ・タイムベースが内部クロックの場合
　タイムドメインの場合は時間，周波数ドメイ

ンの場合は周波数の設定/問い合わせになり
ます。

・タイムベースが外部クロックの場合
　タイムドメインの場合はディレイ0を基準にし

た点数，周波数ドメインの場合はメモリの先
頭を基準にした点数の設定/問い合わせにな
ります。

:CURSor:MARKer:TRACe<x>
機　能 マーカーカーソルの対象波形を設定/問い合わせ

します。
構　文 :CURSor:MARKer:TRACe<x> {<NRf>|MATH<x>}

:CURSor:MARKer:TRACe<x>?
<NRf>＝ 1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<x>＝1，2
例 :CURSOR:MARKER:TRACE1 1

:CURSOR:MARKER:TRACE1?→:CURSOR:MARKER:
TRACE1 1

:CURSor:MARKer:Y<x>?
機　能 マーカーカーソルの位置のY軸値を問い合わせ

ます。
構　文 :CURSor:MARKer:Y<x>?

<x>＝1，2
例 :CURSOR:MARKER:Y1?→:CURSOR:MARKER:Y1 -

4.5000E-03
解　説 ・「CURSor:TYPe MARKer」になっていないと

「NAN(Not A Number)」が返されます。
・リニアスケーリングがONの時はスケーリング

値の問い合わせになります。

:CURSor:TYPE
機　能 カーソルの種類を設定/問い合わせます。
構　文 :CURSor:TYPE {HAVertical|HORizontal|MARKe　

r|OFF|VERTical}
:CURSor:TYPE?

例 :CURSOR:TYPE HORIZONTAL
:CURSor:TYPE?→:CURSOR:TYPE HORIZONTAL

:CURSor:VERTical?
機　能 Vカーソルに関する設定値をすべて問い合わせ

ます。
構　文 :CURSor:VERTical?
例 :CURSOR:VERTICAL→:CURSOR:VERTICAL:TRACE 1;

POSITION1 -4.00E+00;POSITION2 4.00E+00

:CURSor:VERTical:DX?
機　能 Vカーソル間のX軸値を問い合わせます。
構　文 :CURSor:VERTical:DX?
例 :CURSOR:VERTICAL:DX?→:CURSOR:VERTICAL:DX

2.50E-06
解　説 ・ X-YのモードがX-Yの場合，問い合わせはXト

レースの縦軸の物理値となります。
・ XトレースがリニアスケーリングがONの時は

スケーリング値の問い合わせになります。
・ 対象トレースがロジック波形(オプション)お

よび全チャネル同時の2値化演算の場合は
「NAN(Not A Number)」が返されます。

:CURSor:VERTical:PERDt?
機　能 Vカーソル間の1/ΔT値を問い合わせます。
構　文 :CURSor:VERTical:PERDt?
例 :CURSOR:VERTICAL:PERDT?→:CURSOR:VERTICAL:

PERDT 2.50E+06
解　説 対象トレースが周波数ドメイン，ロジック波形

(オプション)，全チャネル同時の2値化演算の場
合は「NAN(Not A Number)」が返されます。

:CURSor:VERTical:POSition<x>
機　能 Vカーソルの位置を設定/問い合わせします。
構　文 :CURSor:VERTical:POSition<x> {<NRf>}

:CURSor:VERTical:POSition<x>?
<NRf>＝－5～5div(10div/表示レコード長ステッ
プ)
<x>＝1，2

例 :CURSOR:VERTICAL:POSITION1 2
:CURSOR:VERTICAL:POSITION1?→:CURSOR:
VERTICAL:POSITION1 2.00E+00

3.9　CURSorグループ
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3.9　CURSorグループ

:CURSor:VERTical:TRACe
機　能 Vカーソルの対象波形を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :CURSor:VERTical:TRACe {<NRf>|MATH<x>}

:CURSor:VERTical:TRACe?
<NRf>＝ 1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<x>＝1，2
例 :CURSOR:VERTICAL:TRACE 1

:CURSOR:VERTICAL:TRACE?→:CURSOR:VERTICAL:
TRACE 1

:CURSor:VERTical:X<x>?
機　能 Vカーソル位置のX軸値を問い合わせます。
構　文 :CURSor:VERTical:X<x>?

<x>＝1，2
例 :CURSOR:VERTICAL:X1?→:CURSOR:VERTICAL:X1 -

2.50E-06
解　説 ・ タイムベースが内部クロックの場合

タイムドメインの場合は時間，周波数ドメイ
ンの場合は周波数の問い合わせになります。

・ タイムベースが外部クロックの場合
タイムドメインの場合はディレイ0を基準に
した点数，周波数ドメインの場合はメモリの
先頭を基準にした点数の問い合わせになりま
す。

・ X-YのモードがX-Yの場合
Xトレースの縦軸の物理値の問い合わせにな
ります。
XトレースがリニアスケーリングがONの時は
スケーリング値の問い合わせになります。

・ 対象トレースがロジック波形(オプション)お
よび全チャネル同時の2値化演算の場合は
MSBをbit0(CH1)，LSBをbit7(CH8)とした値
(10進数)の問い合わせになります。
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3.10　DISPlayグループ
DISPlayグループは，画面表示に関するグループです。フロントパネルのDISPLAYキー，ACCUMキー，CLEAR
TRACEキー，MISCキーなどと同じ設定，および設定内容の問い合わせができます。

:DISPlay

;

: ACCumulate

?

:

;

COLor <Space> <NRf>

COLor

OFF

<Space>MODE

PERSistence

?

<NRf>

INFinity

<Space>PERSistence

?

?

?

CLEar

COLor : GRAPh :

;

;

?

<NRf>CURSor ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>GRATicule ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>SNAP ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>BACKground ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>TRACe ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

MODE <Space> <X>

<X>

DEFault

USERdefine

3.10　DISPlayグループ
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3.10　DISPlayグループ

?

TEXT :

;

?

<NRf>BOX ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>LETTer ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>SELected ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>BACKground ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

<NRf>SUB ,<Space> <NRf> , <NRf>

?

MODE <Space> <X>DEFault

USERdefine

?

OFF

ON

<Space>DATE

<NRf>

?

DUAL

OCTal

<Space>FORMat

QUAD

TRIad

?

HEXa

SINGle

OFF

ON

<Space>EWINdow

<NRf>

?
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3.10　DISPlayグループ

SNAP

CROSshair

FRAMe

<Space>GRATicule

GRID

?

AUTO

FIXed

<Space>MAPPing

?

LINE

OFF

<Space>INTerpolate

SINE

?

OFF

ON

<Space>SVALue

<NRf>

?

ALL

Decimation

<Space>STYLe

PTOPeak

?

?

OFF

ON

<Space>TLABel

<NRf>

?

INFinity<Space>SSAVer

?

<時間>

OFF

ON

<NRf>

?

TRIGger <Space>
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3.10　DISPlayグループ

:DISPlay?
機　能 表示に関する設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :DISPlay?
例 :DISPLAY?→:DISPLAY:FORMAT QUAD;EWINDOW 0;

GRATICULE GRID;INTERPOLATE SINE;MAPPING AUT
O;STYLE PTOPEAK;SVALUE 0;TLABEL 1;ACCUMULAT
E:MODE OFF;:DISPLAY:DATE 1;SSAVER INFINITY;
TRIGGER 1;COLOR:GRAPH:MODE DEFAULT;:DISPLAY
:COLOR:TEXT:MODE DEFAULT1

:DISPlay:ACCumulate?
機　能 波形の重ね書き表示に関する設定値をすべて問

い合わせます。
構　文 :DISPlay:ACCumulate?
例 :DISPLAY:ACCUMULATE?→:DISPLAY:ACCUMULATE:

MODE PERSISTENCE;PERSISTENCE 16
解　説 「ACCumulate?」でも同じ問い合わせができま

す。

:DISPlay:ACCumulate:COLor
機　能 カラーグレード幅を設定/問い合わせします。
構　文 :DISPlay:ACCumulate:COLor {<NRf>}

:DISPlay:ACCumulate:COLor?
<NRf>＝2～8192(2nステップ)

例 :DISPLAY:ACCUMULATE:COLOR 16
:DISPLAY:ACCUMULATE:COLOR?→:DISPLAY:ACCUMU
LATE:COLOR 16

解　説 「ACCumulate:COLor」でも同じ設定/問い合わせ
ができます。

:DISPlay:ACCumulate:MODE
機　能　アキュムレートモードを設定/問い合わせしま

す。
構　文 :DISPlay:ACCumulate:MODE {COLor|OFF|PERSist

ence}
:DISPlay:ACCumulate:MODE?

例 :DISPLAY:ACCUMULATE:MODE PERSISTENCE
:DISPLAY:ACCUMULATE:MODE?→:DISPLAY:ACCUMUL
ATE:MODE PERSISTENCE

解　説 「ACCumulate:MODE」でも同じ設定/問い合わせ
ができます。

:DISPlay:ACCumulate:PERSistence
機　能 アキュムレート回数を設定/問い合わせします。
構　文 :DISPlay:ACCumulate:PERSistence {<NRf>|INFi

nity}
:DISPlay:ACCumulate:PERSistence?
<NRf>＝2～128(2nステップ)

例 :DISPLAY:ACCUMULATE:PERSISTENCE 16
:DISPLAY:ACCUMULATE:PERSISTENCE?→:DISPLAY:
ACCUMULATE:PERSISTENCE 16

解　説 「ACCumulate:PERSistence」でも同じ設定/問い
合わせができます。

:DISPlay:CLEar
機　能 クリアトレースを実行します。
構　文 :DISPlay:CLEar
例 :DISPLAY:CLEAR
解　説 ・ 「CLEar」でも同じ内容を実行できます。

・ スナップショットは「DISPlay:SNAP」または
「SNAP」で行います。

:DISPlay:COLor?
機　能 画面の色に関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :DISPlay:COLor?
例 :DISPLAY:COLOR? →:DISPLAY:COLOR:GRAPH:MODE

USERDEFINE;BACKGROUND 0,0,0;CURSOR 7,7,7;GR
ATICULE 4,4,4;SNAP 7,7,7;TRACE1 7,7,0;TRACE
2 0,7,0;TRACE3 7,0,7;TRACE4 0,7,7;:DISPLAY:
COLOR:TEXT:MODE USERDEFINE;BACKGROUND 2,2,6
;BOX 0,0,7;LETTER 7,7,7;SELECTED 0,4,7;SUB
4,4,4

:DISPlay:COLor:GRAPh?
機　能 グラフィック項目の色に関する設定値をすべて

問い合わせます。
構　文 :DISPlay:COLor:GRAPh?
例 :DISPLAY:COLOR:GRAPH?→:DISPLAY:COLOR:GRA　

PH:MODE USERDEFINE;BACKGROUND 0,0,0;CURSOR
7,7,7;GRATICULE 4,4,4;SNAP 7,7,7;TRACE1　7,
7,0;TRACE2 0,7,0;TRACE3 7,0,7;TRACE4 0,7,7

:DISPlay:COLor:GRAPh:{BACKground|CURSo
r|GRATicule|SNAP|TRACe<x>}
機　能 背景，カーソル，グラティクル(目盛り)，ス

ナップショット波形，チャネル波形のそれぞれ
の色を設定/問い合わせします。

構　文 :DISPlay:COLor:GRAPh:{BACKground|CURSor|GRA
Ticule|SNAP|TRACe<x>} {<NRf>，<NRf>，<NRf>}
:DISPlay:COLor:GRAPh:{BACKground|CURSor|GRA
Ticule|SNAP|TRACe<x>}?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<NRf>＝0～7(R，G，Bの順)
例 (以下は，背景の色についての例です。)

:DISPLAY:COLOR:GRAPH:BACKGROUND 0,0,0
:DISPLAY:COLOR:GRAPH:BACKGROUND?→:DISPLAY:
COLOR:GRAPH:BACKGROUND 0,0,0

:DISPlay:COLor:GRAPh:MODE
機　能 グラフィック項目の表示色のモードを設定/問い

合わせします。
構　文 :DISPlay:COLor:GRAPh:MODE {DEFault|USERdefi

ne}
:DISPlay:COLor:GRAPh:MODE?

例 :DISPLAY:COLOR:GRAPH:MODE DEFAULT
:DISPLAY:COLOR:GRAPH:MODE?→:DISPLAY:COLOR:
GRAPH:MODE DEFAULT
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:DISPlay:COLor:TEXT?
機　能 テキスト項目の色に関する設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :DISPlay:COLor:TEXT?
例 :DISPLAY:COLOR:TEXT?→:DISPLAY:COLOR:TEXT:M

ODE USERDEFINE;BACKGROUND 2,2,6;BOX 0,0,7;L
ETTER 7,7,7;SELECTED 0,4,7;SUB 4,4,4

:DISPlay:COLor:TEXT:{BACKground|BOX|L
ETTer|SELected|SUB}
機　能 メニューの背景(Menu Back)，選択されている

メニュー(Select Box)，文字(Menu Fore)，選択
されているキー(Selected Key)，ポップアップメ
ニュー(Sub Menu)のそれぞれの色を設定/問い
合わせします。

構　文 :DISPlay:COLor:TEXT:{BACKground|BOX|LETTer|
SELected|SUB} {<NRf>,<NRf>,<NRf>}
:DISPlay:COLor:TEXT:{BACKground|BOX|LETTer|
SELected|SUB}?
<NRf>＝0～7(R，G，Bの順)

例 (以下は，メニューの背景の色についての例で
す。)
:DISPLAY:COLOR:TEXT:BACKGROUND 2,2,6
:DISPLAY:COLOR:TEXT:BACKGROUND?→:DISPLAY:
COLOR:TEXT:BACKGROUND 2,2,6

:DISPlay:COLor:TEXT:MODE
機　能 テキスト項目の表示色のモードを設定/問い合わ

せします。
構　文 :DISPlay:COLor:TEXT:MODE {DEFault<x>|USER　

define}
:DISPlay:COLor:TEXT:MODE?
<x>＝1～3

例 :DISPLAY:COLOR:TEXT:MODE DEFAULT1
:DISPLAY:COLOR:TEXT:MODE?→:DISPLAY:COLOR:
TEXT:MODE DEFAULT1

:DISPlay:DATE
機　能 日付・時刻表示のON/OFFを設定/問い合わせし

ます。
構　文 :DISPlay:DATE {<Boolean>}

:DISPlay:DATE?
例 :DISPLAY:DATE ON

:DISPLAY:DATE?→:DISPLAY:DATE 1

:DISPlay:EWINdow (Extra WINDOW)

機　能 エキストラウインドウのON/OFFを設定/問い合
わせします。

構　文 :DISPlay:EWINdow {<Boolean>}
:DISPlay:EWINdow?

例 :DISPLAY:EWINDOW OFF
:DISPLAY:EWINDOW?→:DISPLAY:EWINDOW 0

:DISPlay:FORMat
機　能 表示フォーマットを設定/問い合わせします。
構　文 :DISPlay:FORMat {SINGle|DUAL|TRIad|QUAD|HEX

a|OCTal}
:DISPlay:FORMat?

例 :DISPLAY:FORMAT QUAD
:DISPLAY:FORMAT?→:DISPLAY:FORMAT QUAD

:DISPlay:GRATicule
機　能 グラティクル(目盛り)を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :DISPlay:GRATicule {CROSshair|FRAMe|GRID}

:DISPlay:GRATicule?
例 :DISPLAY:GRATICULE GRID

:DISPLAY:GRATICULE?→:DISPLAY:GRATICULE
GRID

:DISPlay:INTerpolate
機　能 補間方式を設定/問い合わせします。
構　文 :DISPlay:INTerpolate {LINE|OFF|SINE}

:DISPlay:INTerpolate?
例 :DISPLAY:INTERPOLATE LINE

:DISPLAY:INTERPOLATE?→:DISPLAY:INTERPOLATE
LINE

:DISPlay:MAPPing
機　能 分割フォーマットへの波形の割り当てのモード

を設定/問い合わせします。
構　文 :DISPlay:MAPPing {AUTO|FIXed}

:DISPlay:MAPPing?
例 :DISPLAY:MAPPING AUTO

:DISPLAY:MAPPING?→:DISPLAY:MAPPING AUTO

:DISPlay:SNAP
機　能 スナップショットを実行します。
構　文 :DISPlay:SNAP
例 :DISPLAY:SNAP
解　説 ・ 「SNAP」でも同じことが実行できます。

・ クリアトレースは「DISPlay:CLEar」または
「CLEar」で行います。

:DISPlay:SSAVer (Screen SAVER)
機　能 スクリーンセーバ機能のON/OFFを設定/問い合

わせします。
構　文 :DISPlay:SSAVer {INFinity|<時間>}

:DISPlay:SSAVer?
<時間>＝10分～5時間

例 :DISPLAY:SSAVER HOUR1
:DISPLAY:SSAVER?→:DISPLAY:SSAVER HOUR1

:DISPlay:STYLe
機　能 圧縮表示の方法を設定/問い合わせします。
構　文 :DISPlay:STYLe {ALL|DECimation|PTOPeak}

:DISPlay:STYLe?
例 :DISPLAY:STYLE ALL

:DISPLAY:STYLE?→:DISPLAY:STYLE ALL

:DISPlay:SVALue　(Scale VALUE)

機　能 スケール値表示のON/OFFを設定/問い合わせし
ます。

構　文 :DISPlay:SVALue {<Boolean>}
:DISPlay:SVALue?

例 :DISPLAY:SVALUE OFF
:DISPLAY:SVALUE?→:DISPLAY:SVALUE 0

3.10　DISPlayグループ
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:DISPlay:TLABel　(Trace LABEL)

機　能 波形ラベル名表示のON/OFFを設定/問い合わせ
します。

構　文 :DISPlay:TLABel {<Boolean>}
:DISPlay:TLABel?

例 :DISPLAY:TLABEL ON
:DISPLAY:TLABEL?→:DISPLAY:TLABEL 1

解　説 波形ラベル名のユーザ定義は「:CHANnel<x>:
LABel」で設定できます。

:DISPlay:TRIGger
機　能 トリガマーク表示のON/OFFを設定/問い合わせ

します。
構　文 :DISPlay:TRIGger {<Boolean>}

:DISPlay:TRIGger?
例 :DISPLAY:TRIGGER ON

:DISPLAY:TRIGGER?→:DISPLAY:TRIGGER 1

3.10　DISPlayグループ
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3.11　FILEグループ
FILEグループは，フロッピーディスク，MOディスク，外付けSCSI機器に関するグループです。フロントパネルの
FILEキーと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

:FILE : COPY : AGForm : ABORt

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

DMEDia <Space> FD

MO

SCSI

?

DDIRectory <Space> <NRf>

?

DNAMe <Space> <Filename>

?

EXECute

SNAMe <Space> <Filename>

?

<Space> <Filename> , <Filename>

?

ASCii

FLOat

MEASure

SETup

WAVeform

?

DELete : AGForm : EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

<Space> <Filename>

ASCii

FLOat

MEASure

SETup

WAVeform

DIRectory : COMMent <Space> OFF

ON

<NRf>

?

AGForm ? <Space>

<NRf> , <NRf>

<Filename>

ASCii

FLOat

MEASure

SETup

WAVeform
?

MISC : ADIRectory <Space> <NRf>

?

CDIRectory <Space> <NRf>

MAXimum

?

DIRectory ? <Space> CURRent

MAXimum

MEDia <Space> FD

MO

SCSI

?

?

;
;

;

;
;

;

;

3.11　FILEグループ



IM 700820-12J3-34

3.11　FILEグループ

FORMat : EXECute

TYPE <Space> DD64

DD72

HD12

HD14

?

?

FREE ?

LOAD : SETup : ABORt

EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

<Space> <Filename>

WAVeform

WAVeform

PROTect : AGForm : EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

STATe <Space> OFF

ON

<NRf>

?

<Space> <Filename> , OFF

ON

<NRf>

?

ASCii

FLOat

MEASure

SETup

?

SAVE : AGForm : ABORt

AGLength <Space> <NRf>

?

AGSTart <Space> <NRf>

?

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

TRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

<Space> <Filename>

?

;

;

;

;

;

;

;

MODE <Space> NORMal

QUICk

?
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3.11　FILEグループ

ASCii : ABORt

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

ATRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

<Space> <Filename>

?

;

FLOat : ABORt

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

TRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

<Space> <Filename>

?

;

MEASure : ABORt

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

<Space> <Filename>

?

;

ALL
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SETup : ABORt

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

<Space> <Filename>

?

WAVeform : ABORt

ANAMing <Space> OFF

ON

<NRf>

?

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

EXECute

NAME <Space> <Filename>

?

<Space> <Filename>

?

?

TYPE ?

?

;

;

:FILE?
機　能 指定したメディアに関する設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :FILE?
例 :FILE?→:FILE:COPY:DMEDIA FD;:FILE:DIRECTO

RY:COMMENT 0;:FILE:FORMAT:TYPE HD14;:FILE:
MISC:MEDIA FD;:FILE:PROTECT:STATE 0;:FILE:
SAVE:AGLENGTH 1000;AGSTART -5.000E+00;ANAM
ING 0;COMMENT "                    ";NAME
"";TRACE 1

:FILE:COPY?
機　能 ファイルのコピーに関する設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :FILE:COPY?
例 :FILE:COPY?→:FILE:COPY:COMMENT "THIS IS

TEST.       ";DNAME "CASE1";DMEDIA FD

:FILE:COPY:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}
機　能 各種データのファイルのコピーを実行します。

オーバラップコマンドです。
構　文 :FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform} <Filename>,<Filename>
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:COPY:WAVEFORM "CASE1","COPYED1"
解　説 ・ 最初の<Filename>はコピー元のファイル名，

2番目の<Filename>はコピー先のファイル名
です。

・ 上の例と次のメッセージはほぼ同じ動作をし
ます。グループの階層が異なるのと，エラー
が発生したときに残りの動作が実行されない
点が異なります。
:FILE:COPY:WAVEFORM:SNAME "CASE1";DNAME
"COPYED1";EXECUTE
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:FILE:COPY:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}?
機　能 各種データのファイルのコピーに関する設定値

をすべて問い合わせます。
構　文 :FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform}?
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:COPY:WAVEFORM?→:FILE:COPY:WAVEFORM
→:FILE:COPY:WAVEFORM:COMMENT "THIS IS
TEST.       ";DMEDIA FD;DNAME "CASE1"

:FILE:COPY:[{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}]:ABORt
機　能 各種データのファイルのコピーを中止します。
構　文 :FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET

up|WAVeform}]:ABORt
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:COPY:WAVEFORM:ABORT

:FILE:COPY[:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}]:COMMent
機　能 各種データのコピー先のファイルのコメントを

設定/問い合わせします。
構　文 :FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET

up|WAVeform}]:COMMent <文字列>
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET
up|WAVeform}]:COMMent?
<文字列>＝20文字以内

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:COPY:WAVEFORM:COMMENT "THIS IS TEST.
"
:FILE:COPY:WAVEFORM:COMMENT?→:FILE:COPY:
WAVEFORM:COMMENT "THIS IS TEST.       "

解　説 ・ コピー時のコメントの設定は，保存時のコメ
ントと共通です。

・ すでに存在するファイルのコメントの変更や
問い合わせはできません。

・ 本体画面に表示されるキーボード以外の文字
や記号は使用できません。ASCIIコードで表
すと「Ω」は「1EH」，μは「1FH」になり
ます。

:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASur
e|SETup|WAVeform}]:DDIRectory
(DestinationDIRECTORY)

機　能 各種データのコピー先のディレクトリを設定/問
い合わせします。

構　文 :FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET
up|WAVeform}]:DDIRectory {<NRf>}
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET
up|WAVeform}]:DDIRectory?
<NRf>＝1～65535

例 :FILE:COPY:WAVEFORM:DDIRECTORY 1
:FILE:COPY:WAVEFORM:DDIRECTORY?→:FILE:
COPY:WAVEFORM:DDIRECTORY 1

解　説 コピー先のメディアがフロッピーディスクの場
合だと無意味な設定/問い合わせになります。

:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASur
e|SETup|WAVeform}]:DMEDia
(DestinationMEDIA)

機　能 各種データのコピー先のメディアを設定/問い合
わせします。

構　文 :FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET
up|WAVeform}]:DMEDia {FD|MO|SCSI}
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET
up|WAVeform}]:DMEDia?

例 :FILE:COPY:WAVEFORM:DMEDIA FD
:FILE:COPY:WAVEFORM:DMEDIA?→:FILE:COPY:
WAVEFORM:DMEDIA FD

解　説 MOはオプションです。

:FILE:COPY[:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}]:DNAMe
(Distination NAME)

機　能 各種データのコピー先のファイル名を設定/問い
合わせします。

構　文 :FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET
up|WAVeform}]:DNAMe <Filename>
:FILE:COPY[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET
up|WAVeform}]:DNAMe?

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:COPY:WAVEFORM:DNAME "COPYED1"
:FILE:COPY:WAVEFORM:DNAME?→:FILE:COPY:
WAVEFORM:DNAME "COPYED1"

解　説 ・ ファイル名はデータの種類に関係なく共通で
す。

・ コピー先のファイル名の設定は，保存時の
ファイル名と共通です。

:FILE:COPY:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}:EXECute
機　能 各種データのファイルのコピーを実行します。

オーバラップコマンドです。
構　文 :FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform}:EXECute
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:COPY:WAVEFORM:EXECUTE

:FILE:COPY:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}:SNAMe　(Source NAME)

機　能 各種データのコピー元のファイル名を設定/問い
合わせします。

構　文 :FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu
p|WAVeform}:SNAMe <Filename>
:FILE:COPY:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu
p|WAVeform}:SNAMe?

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:COPY:WAVEFORM:SNAME "CASE1"
:FILE:COPY:WAVEFORM:SNAME?→"CASE1"

解　説 ・ 削除時のファイル名の設定は，呼び出し時お
よび消去禁止/解除時のファイル名と共通で
す。

・ 対象となり得るファイルがないときは，設定
時はエラー，問い合わせ時は""が返されま
す。

・ ディスクが交換されたときは，先頭のファイ
ルが対象になります。

3.11　FILEグループ
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:FILE:DELete:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}
機　能 各種データのファイルの削除を実行します。

オーバラップコマンドです。
構　文 :FILE:DELete:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SE

Tup|WAVeform} <Filename>
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:DELETE:WAVEFORM "CASE1"
解　説 上の例と次のメッセージはほぼ同じ動作をしま

す。グループの階層が異なるのと，エラーが発
生したときに残りの動作が実行されない点が異
なります。

　 :FILE:DELETE:WAVEFORM:NAME "CASE1";EXECUTE

:FILE:DELete:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}:EXECute
機　能 各種データのファイルの削除を実行します。

オーバラップコマンドです。
構　文 :FILE:DELete:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SE

Tup|WAVeform}:EXECute
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:DELETE:WAVEFORM:EXECUTE

:FILE:DELete:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}:NAME
機　能 各種データの削除するファイル名を設定/問い合

わせします。
構　文 :FILE:DELete:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SE

Tup|WAVeform}:NAME <Filename>
:FILE:DELete:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SE
Tup|WAVeform}:NAME?

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:DELETE:WAVEFORM:NAME "CASE1"
:FILE:DELETE:WAVEFORM:NAME?→"CASE1"

解　説 ・ 削除時のファイル名の設定は，呼び出し時お
よび消去禁止/解除時のファイル名と共通で
す。

・ 対象となり得るファイルがないときは，設定
時はエラー，問い合わせ時は""が返されま
す。

・ ディスクが交換されたときは，先頭のファイ
ルが対象になります。

:FILE:DIRectory?
機　能 ディレクトリ内のファイルの問い合わせに関す

る設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :FILE:DIRectory?
例 :FILE:DIRECTORY?→:FILE:DIRECTORY:COMMENT 0

:FILE:DIRectory:COMMent
機　能 各ディレクトリ内のファイルを問い合わせると

きに，コメントを含めるか含めないかを設定/問
い合わせします。

構　文 :FILE:DIRectory:COMMent {<Boolean>}
:FILE:DIRectory:COMMent?

例 :FILE:DIRECTORY:COMMENT OFF
:FILE:DIRECTORY:COMMENT?→:FILE:DIRECTORY:
COMMENT 0

:FILE:DIRectory:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEA
Su re|||||SETup|||||WAVeform}?
機　能 各ディレクトリ内のファイルを問い合わせま

す。
構　文 :FILE:DIRectory:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure

|SETup|WAVeform}? [{<NRf>[,<NRf>]|<Filename
>}]
<NRf>＝1～最大ファイル数

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:DIRECTORY:WAVEFORM?→
"CASE1","CASE2","CASE3"

解　説 ・ すべてのデータを省略したときは，そのディ
レクトリ内にあるすべてのファイルを返しま
す。

・ <NRf>形式で問い合わせるときは，最初の
<NRf>で「何番目のファイルから」，2番目の
<NRf>で「何個のファイル」かを指定します。
2番目の<NRf>を省略すると，最後のファイル
までを対象にします。

・ <Filename>で問い合わせるときは，その文字
列で始まるファイル名のファイルを対象にし
ます。

・ 対象となるファイルがないときは""を返しま
す。

:FILE:FORMat?
機　能 フロッピーディスクの初期化に関する設定値を

すべて問い合わせます。
構　文 :FILE:FORMat?
例 :FILE:FORMAT?→:FILE:FORMAT:TYPE HD12

:FILE:FORMat:EXECute
機　能 メディアの初期化を実行します。オーバラップ

コマンドです。
構　文 :FILE:FORMat:EXECute
例 :FILE:FORMAT:EXECUTE
解　説 「FILE:MISC:MEDia」で設定したメディアだけが

対象になります。

:FILE:FORMat:MODE
機　能　フォーマットモードを設定/問い合わせます。
構　文 :FILE:FORMat:MODE {NORMal|QUICk}

:FILE:FORMat:MODE?
例 :FILE:FORMAT:MODE NORMAL

:FILE:FORMAT:MODE?→:FILE:FORMAT:MODE
NORMAL

解　説 ・ 「NORMal」の場合は物理＋論理フォーマット
を，「QUICk」の場合は論理フォーマットのみ
を実行するモードです。

・ 「:FILE:MISC:MEDia FD」の場合「NORMal」
固定です。
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:FILE:FORMat:TYPE
機　能　フロッピーディスクを初期化するときのフォー

マット形式を設定/問い合わせします。
構　文 :FILE:FORMat:TYPE {DD64|DD72|HD12|HD14}

:FILE:FORMat:TYPE?
例 :FILE:FORMAT:TYPE HD12

:FILE:FORMAT:TYPE?→:FILE:FORMAT:TYPE HD12
解　説 ・ このコマンドは，フロッピーディスクをフォー

マットするときにのみ有効でその他のメディ
アの場合には無効です。

・ フロッピーディスクの現在のフォーマット形
式を問い合わせるときは「FILE:TYPE?」を使
用します。

:FILE:FREE?
機　能 メディアの空き容量を問い合わせます。
構　文 :FILE:FREE?
例 :FILE:FREE?→655360
解　説 ・ バイト数で返されます。

・ メディアがないときは「0」が返されます。
・ 「FILE:MISC:MEDia」で設定したメディアだ

けが対象になります。

:FILE:LOAD:{SETup|||||WAVeform}
機　能 各種データの呼び出しを実行します。オーバ

ラップコマンドです。
構　文 :FILE:LOAD:{SETup|WAVeform} <Filename>
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:LOAD:WAVEFORM "CASE1"
解　説 上の例と次のメッセージはほぼ同じ動作をしま

す。グループの階層が異なるのと，エラーが発
生したときに残りの動作が実行されない点が異
なります。

　 :FILE:LOAD:WAVEFORM:NAME "CASE1";EXECUTE

:FILE:LOAD[:{SETup|||||WAVeform}]:ABORt
機　能 各種データの呼び出しを中止します。
構　文 :FILE:LOAD[:{SETup|WAVeform}]:ABORt
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:LOAD:WAVEFORM:ABORT

:FILE:LOAD:{SETup|||||WAVeform}:EXECute
機　能 各種データの呼び出しを実行します。オーバ

ラップコマンドです。
構　文 :FILE:LOAD:{SETup|WAVeform}:EXECute
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:LOAD:WAVEFORM:EXECUTE

:FILE:LOAD:{SETup|||||WAVeform}:NAME
機　能 各種データの呼び出すファイル名を設定/問い合

わせします。
構　文 :FILE:LOAD:{SETup|WAVeform}:NAME <Filename>

:FILE:LOAD:{SETup|WAVeform}:NAME?
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:LOAD:WAVEFORM:NAME "CASE1"
:FILE:LOAD:WAVEFORM:NAME?→"CASE1"

解　説 ・ 呼び出し時のファイル名の設定は，削除時お
よび消去禁止/解除時のファイル名と共通です。

・ 対象となり得るファイルがないときは，設定
時はエラー，問い合わせ時は""が返されます。

・ ディスクが交換されたときは，先頭のファイ
ルが対象になります。

:FILE:MISC?
機　能 ディレクトリおよびメディアに関する設定値を

すべて問い合わせます。
構　文 :FILE:MISC?
例 :FILE:MISC?→:FILE:MISC:MED FD

:FILE:MISC:ADIRectory　(AddDIRECTORY)

機　能 指定したディレクトリ数の追加を実行/問い合わ
せします。

構　文 :FILE:MISC:ADIRectory {<NRf>}
:FILE:MISC:ADIRectory?
<NRf>＝1～各メディアで設定できる最大数

例 :FILE:MISC:ADIRECTORY 10
:FILE:MISC:ADIRECTORY?→:FILE:MISC:
ADIRECTORY 10

解　説 設定できるルートディレクトリ数は，各メディ
アによって異なります。

:FILE:MISC:CDIRectory
機　能 指定したディレクトリ番号への移動を実行/問い

合わせします。
構　文 :FILE:MISC:CDIRectory {<NRf>|MAXimum}

:FILE:MISC:CDIRectory?
<NRf>＝1～当メディアのディレクトリ番号の最
大値

例 :FILE:MISC:CDIRECTORY 5
:FILE:MISC:CDIRECTORY?→:FILE:MISC:CDIRECTO
RY 5

:FILE:MISC:DIRectory?
機　能 現在のディレクトリ番号と最大ディレクトリ番

号を問い合わせます。
構　文 :FILE:MISC:DIRectory? {CURRent|MAXimum}
例 :FILE:MISC:DIRECTORY? CURRENT→:FILE:MISC:

DIRECTORY 4
解　説 メディアがフロッピーディスクのときは「0」が

返されます。
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:FILE:MISC:MEDia
機　能 ファイルアクセスする対象メディアを設定/問い

合わせます。
構　文 :FILE:MISC:MEDia {FD|MO|SCSI}

:FILE:MISC:MEDia?
例 :FILE:MISC:MEDIA FD

:FILE:MISC:MEDIA?→:FILE:MISC:MEDIA FD
解　説 MOはオプションです。

:FILE:PROTect?
機　能 ファイルの消去禁止/解除に関する設定値をすべ

て問い合わせます。
構　文 :FILE:PROTect?
例 :FILE:PROTECT?→:FILE:PROTECT:STATE 0

:FILE:PROTect:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEAS
ure|||||SETup|||||WAVeform}
機　能 各種データのファイルの消去禁止または消去禁

止の解除を実行します。オーバラップコマンド
です。

構　文 :FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|S
ETup|WAVeform} <Filename>,{<Boolean>}

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:PROTECT:WAVEFORM "CASE1",ON

解　説 ・ 消去禁止にするときはON(0以外)，消去禁止
を解除するときはOFF(0)を付けます。

上の例と次のメッセージはほぼ同じ動作をしま
す。グループの階層が異なるのと，エラーが発
生したときに残りの動作が実行されない点が異
なります。

　 :FILE:PROTECT:WAVEFORM:NAME "CASE1";STATE
1;EXECUTE

:FILE:PROTect:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEAS
ure|||||SETup|||||WAVeform}?
機　能 各種データのファイルの消去禁止/解除に関する

設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|S

ETup|WAVeform}?
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:PROTECT:WAVEFORM:STATE 1

:FILE:PROTect:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEAS
ure|||||SETup|||||WAVeform}:EXECute
機　能 各種データのファイルの消去禁止または消去禁

止の解除を実行します。オーバラップコマンド
です。

構　文 :FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|S
ETup|WAVeform}:EXECute

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:PROTECT:WAVEFORM:EXECUTE

:FILE:PROTect:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEAS
ure|||||SETup|||||WAVeform}:NAME
機　能 各種データの消去禁止/解除するファイル名を設

定/問い合わせします。
構　文 :FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|S

ETup|WAVeform}:NAME <Filename>
:FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|S
ETup|WAVeform}:NAME?

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:PROTECT:WAVEFORM:NAME "CASE1"
:FILE:PROTECT:WAVEFORM:NAME?→"CASE1"

解　説 ・ 消去禁止/解除時のファイル名の設定は，削
除時および呼び出し時のファイル名と共通で
す。

・ 対象となり得るファイルがないときは，設定
時はエラー，問い合わせ時は""が返されま
す。

・ ディスクが交換されたときは，先頭のファイ
ルが対象になります。

:FILE:PROTect:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEAS
ure|||||SETup|||||WAVeform}:STATe
機　能 各種データのファイルの「Protect」の実行の

ON/OFF(ON＝消去禁止，OFF＝消去禁止の解
除)を設定/問い合わせします。

構　文 :FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|S
ETup|WAVeform}:STATe {<Boolean>}
:FILE:PROTect:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|S
ETup|WAVeform}:STATe?

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:PROTECT:WAVEFORM:STATE ON
:FILE:PROTECT:WAVEFORM:STATE?→:FILE:
PROTECT:WAVEFORM:STATE 1

:FILE:SAVE?
機　能 ファイルの保存に関する設定値をすべて問い合

わせます。
構　文 :FILE:SAVE?
例 :FILE:SAVE?→:FILE:SAVE:ANAMING 0;AGLENGTH

1000;AGSTART -5.00E+00;COMMENT "THIS IS
TEST.       ";NAME "CASE1";TRACE 1

:FILE:SAVE[:AGForm]:AGLength
機　能 AG形式ファイルに保存するデータ長を設定/問

い合わせします。
構　文 :FILE:SAVE:AGForm:AGLength {<NRf>}

:FILE:SAVE:AGForm:AGLength?
<NRf>＝1000，2000，4000，8000

例 :FILE:SAVE:AGFORM:AGLENGTH 1000
:FILE:SAVE:AGFORM:AGLENGTH?→:FILE:SAVE:
AGFORM:AGLENGTH 1000
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:FILE:SAVE[:AGForm]:AGSTart
機　能 AG形式ファイルに保存する開始点を設定/問い

合わせます。
構　文 :FILE:SAVE:AGForm:AGSTart {<NRf>}

:FILE:SAVE:AGForm:AGSTart?
<NRf>＝－5～5div(10div/表示レコード長ステッ
プ)

例 :FILE:SAVE:AGFORM:AGSTART 1
:FILE:SAVE:AGFORM:AGSTART?→:FILE:SAVE:
AGFORM:AGSTART 1.00E+00

:FILE:SAVE:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASure
|||||SETup|||||WAVeform}
機　能 各種データのファイルの保存を実行します。

オーバラップコマンドです。
構　文 :FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform} <Filename>
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:SAVE:WAVEFORM "CASE1"
解　説 上の例と次のメッセージはほぼ同じ動作をしま

す。グループの階層が異なるのと，エラーが発
生したときに残りの動作が実行されない点が異
なります。

　 :FILE:SAVE:WAVEFORM:NAME "CASE1";EXECUTE

:FILE:SAVE:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASure
|||||SETup|||||WAVeform}?
機　能 各種データのファイルの保存に関する設定値を

すべて問い合わせます。
構　文 :FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform}?
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:SAVE:WAVEFORM?→:FILE:SAVE:WAVEFORM:
COMMENT "THIS IS TEST.       ";NAME "CASE1"

:FILE:SAVE[:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}]:ABORt
機　能 各種データの保存を中止します。
構　文 :FILE:SAVE[:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SET

up|WAVeform}]:ABORt
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:SAVE:WAVEFORM:ABORT

:FILE:SAVE[:WAVeform]:ANAMing
機　能 保存するファイル名の自動作成のON/OFFを設

定/問い合わせします。
構　文 :FILE:SAVE:{SETup|WAVeform}:ANAMing  {<Bool

ean>}
:FILE:SAVE:{SETup|WAVeform}:ANAMing?

例 :FILE:SAVE:WAVEFORM:ANAMING ON
:FILE:SAVE:WAVEFORM:ANAMING?→:FILE:SAVE:
WAVEFORM:ANAMING 1

解　説 ファイル名自動作成機能は「WAVeform」保存
時のみ有効です。

:FILE:SAVE:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASure
|||||SETup|||||WAVeform}:COMMent
機　能 各種データの保存するコメントを設定/問い合わ

せします。
構　文 :FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform}:COMMent <文字列>
:FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu
p|WAVeform}:COMMent?
<文字列>＝20文字以内

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:SAVE:WAVEFORM:COMMENT "THIS IS TEST.
"
:FILE:SAVE:WAVEFORM:COMMENT?→:FILE:SAVE:
WAVEFORM:COMMENT "THIS IS TEST.       "

解　説 ・保存時のコメントの設定は，コピー時のコメ
ントと共通です。

・ すでに存在するファイルのコメントの変更や
問い合わせはできません。

・ 本体画面に表示されるキーボード以外の文字
や記号は使用できません。ASCIIコードで表
すと「Ω」は「1EH」，μは「1FH」になり
ます。

:FILE:SAVE:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASure
|||||SETup|||||WAVeform}:EXECute
機　能 各種データの保存を実行します。オーバラップ

コマンドです。
構　文 :FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform}:EXECute
例 (以下は，波形データについての例です。)

:FILE:SAVE:WAVEFORM:EXECUTE

:FILE:SAVE[:{AGForm|||||ASCii|||||FLOat|||||MEASur
e|||||SETup|||||WAVeform}]:NAME
機　能 各種データの保存するファイル名を設定/問い合

わせします。
構　文 :FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu

p|WAVeform}:NAME <Filename>
:FILE:SAVE:{AGForm|ASCii|FLOat|MEASure|SETu
p|WAVeform}:NAME?

例 (以下は，波形データについての例です。)
:FILE:SAVE:WAVEFORM:NAME "CASE1"
:FILE:SAVE:WAVEFORM:NAME?→:FILE:SAVE:
WAVEFORM:NAME "CASE1"

解　説 保存時のファイル名の設定は，コピー先のファ
イル名と共通です。
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:FILE:SAVE[:{AGForm|||||FLOat}]:TRACe
機　能 AGForm，FLOatデータで保存する波形を設定/

問い合わせします。
構　文 :FILE:SAVE[:{AGForm|FLOat}]:TRACe

{<NRf>|MATH[<x>]}
:FILE:SAVE[:{AGForm|FLOat}]:TRACe?
<NRf>＝ 1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<x>＝1，2
例 FILE:SAVE:AGFORM:TRACE 1

FILE:SAVE:AGFORM:TRACE?→:FILE:SAVE:AGFORM:
TRACE 1

解　説 ASCii形式の波形の設定/問い合わせは「:FILE:
SAVE:ASCII:ATRACE」を使用します。

:FILE:SAVE[:ASCii]:ATRACe
機　能 ASCIIデータで保存する波形を設定/問い合わせ

します。
構　文  :FILE:SAVE[:ASCii]:ATRACe {<NRf>|ALL|MATH

[<x>]}
:FILE:SAVE[:ASCii]:ATRACe?
<NRf>＝ 1～2(Model 70082□)

1～4(Model 70084□)
1～6(Model 70086□)
1～8(Model 70088□)

<x>＝1，2
例 :FILE:SAVE:ASCII:ATRACE 1

:FILE:SAVE:ASCII:ATRACE?→:FILE:SAVE:ASCII:
ATRACE 1

:FILE:TYPE?
機　能 現在のメディアのタイプを問い合わせます。
構　文 :FILE:TYPE?
例 :FILE:TYPE?→:FILE:TYPE "MO Device"

:FILE:TYPE?→:FILE:TYPE "2HD(1.44MB)"
解　説 ・ メディアがフロッピーディスクの場合は，

フォーマット形式を問い合わせます。
・ フロッピーディスクのフォーマットを実行す

るときの形式を問い合わせるときは「:FILE:
FORMat:TYPE?」を使用します。
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3.12　GONogoグループ

3.12　GONogoグループ
GONogoグループは，GO/NO-GO判定に関するグループです。フロントパネルのMISCキーのGO/NO-GOメニュー
と同じ設定，および設定内容・測定値の問い合わせができます。

:GONogo : ACTion : BUZZer <Space> OFF

ON

<NRf>

?

CONDition <Space> ALWays

FAILure

SUCCess

?

HCOPy <Space> OFF

ON

<NRf>

?

SAVE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

?

CHANnel <x> : CLEar <Space>

<NRf>

CAUSe ?

＜パラメータ＞� : CAUSe ?

LIMit <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

＜時間＞� , ＜時間＞�

＜周波数＞� , ＜周波数＞�

<NRf> , <NRf>

?

MODE <Space> DONTcare

IN

OUT

?

VALue ?

?

?

MATH <x>

CLEar <Space>

<NRf>

COUNt ?

FAILure ?

LOGic <Space> AND

OR

?

MODE <Space> OFF

PARams

?

SEQuence <Space> CONTinuous

SINGle

?

SUCCess ?

?

;

;

;

;



IM 700820-12J3-44

:GONogo?
機　能 GO/NO-GO判定に関する設定値をすべて問い合

わせます。
構　文 :GONogo?
例 :GONOGO?→:GONOGO:MODE PARAMS;ACTION:CONDIT

ION FAILURE;BUZZER 0;HCOPY 0;SAVE 0;:GONOGO
:CLEAR 1;CHANNEL1:FREQUENCY:MODE DONTCARE;
LIMIT 0.10E+09,200.0E+03;:GONOGO:CHANNEL1:
MAXIMUM:MODE DONTCARE;LIMIT 1.000000E+30,-
1.000000E+30;:GONOGO:CHANNEL1:MINIMUM:MODE
DONTCARE;LIMIT 1.000000E+30,-1.000000E+30;:
GONOGO:CHANNEL1:NOVERSHOOT:MODE DONTCARE;LI
MIT 100,0;:GONOGO:CHANNEL1:PERIOD:MODE DONT
CARE;LIMIT 5.000E-06,0.005E-06;:GONOGO:CHAN
NEL1:POVERSHOOT:MODE DONTCARE;LIMIT 100,0;:
GONOGO:CHANNEL1:TY1INTEG:MODE DONTCARE;LIMI
T 1.000000E+30,-1.000000E+30;:GONOGO:CHANNE
L1:TY2INTEG:MODE DONTCARE;LIMIT 1.000000E+3
0,-1.000000E+30;:GONOGO:LOGIC AND;SEQUENCE
CONTINUOUS

:GONogo:ACTion?
機　能 条件成立(不成立)時の動作およびその基準の設

定値をすべて問い合わせます。
構　文 :GONogo:ACTion?
例 :GONOGO:ACTION?→:GONOGO:ACTION:BUZZER 0;

CONDITION FAILURE;HCOPY 0;SAVE 0

:GONogo:ACTion:BUZZer
機　能 条件成立(不成立)時に警告音を鳴らすか鳴らさ

ないかを設定/問い合わせします。
構　文 :GONogo:ACTion:BUZZer {<Boolean>}

:GONogo:ACTion:BUZZer?
例 :GONOGO:ACTION:BUZZER OFF

:GONOGO:ACTION:BUZZER?→:GONOGO:ACTION:
BUZZER 0

:GONogo:ACTion:CONDition
機　能　動作の基準を設定/問い合わせします。
構　文 :GONogo:ACTion:CONDition {ALWays|FAILure|SU

CCess}
:GONogo:ACTion:CONDition?

例 :GONOGO:ACTION:CONDITION FAILURE
:GONOGO:ACTION:CONDITION?→:GONOGO:ACTION:
CONDITION FAILURE

:GONogo:ACTion:HCOPy　(Hard COPY)

機　能 条件成立(不成立)時に内蔵プリンタ(オプション)
へハードコピーをとるかとらないかを設定/問い
合わせします。

構　文 :GONogo:ACTion:HCOPy {<Boolean>}
:GONogo:ACTion:HCOPy?

例 :GONOGO:ACTION:HCOPY OFF
:GONOGO:ACTION:HCOPY?→:GONOGO:ACTION:HCOPY
0

:GONogo:ACTion:SAVE
機　能 条件成立(不成立)時にメディアに保存するかし

ないかを設定/問い合わせします。
構　文 :GONogo:ACTion:SAVE {<Boolean>}

:GONogo:ACTion:SAVE?
例 :GONOGO:ACTION:SAVE OFF

:GONOGO:ACTION:SAVE?→:GONOGO:ACTION:SAVE 0
解　説 メディアの種類の設定/問い合わせは「:FILE:

MISC:MEDIA」で行います。

:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
機　能 各波形に関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}?

CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
例 :GONOGO:CHANNEL1?→:GONOGO:CHANNEL1:CLEAR

1;FREQUENCY:MODE DONTCARE;LIMIT 0.10E+09,20
0.0E+03;:GONOGO:CHANNEL1:MAXIMUM:MODE DONTC
ARE;LIMIT 1.000000E+30,-1.000000E+30;:GONOG
O:CHANNEL1:MINIMUM:MODE DONTCARE;LIMIT 1.00
0000E+30,-1.000000E+30;:GONOGO:CHANNEL1:NOV
ERSHOOT:MODE DONTCARE;LIMIT 100,0;:GONOGO:C
HANNEL1:PERIOD:MODE DONTCARE;LIMIT 5.000E-0
6,0.005E-06;:GONOGO:CHANNEL1:POVERSHOOT:MOD
E DONTCARE;LIMIT 100,0;:GONOGO:CHANNEL1:TY1
INTEG:MODE DONTCARE;LIMIT 1.000000E+30,-1.0
00000E+30;:GONOGO:CHANNEL1:TY2INTEG:MODE DO
NTCARE;LIMIT 1.000000E+30,-1.000000E+30

:GONogo:{CHANnel[<x>]|||||MATH[<x>]}:CAUS
e?
機　能 各波形がFailureの原因かそうでないかを問い合

わせます。
構　文 :GONogo:{CHANnel[<x>]|MATH[<x>]}:CAUSe?

CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
例 (以下は，CH1についての例です。)

:GONOGO:CHANNEL1:CAUSE?→1
解　説 「Failure」の原因の場合は「1」，そうでない

場合は「0」が返されます。

:GONogo:{CHANnel[<x>]|MATH[<x>]}:CLEar
機　能 各チャネルのパラメータをクリアします。
構　文 :GONogo:{CHANnel[<x>]|MATH[<x>]}:CLEar

{<NRf>}
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>=1,2
例 :MEASURE:CHANNEL1:CLEAR
解　説 <NRf>はダミーで，無意味なデータです。省略で

きます。
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:GONogo:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:<パラメー
タ>?
機　能 各波形の各パラメータに関する設定値をすべて

問い合わせます。
構　文 :GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>?

CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVer
shoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PT
OPeak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2In
teg|XY1Integ|XY2Integ}

例 (以下は，CH1の平均値についての例です。)
:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE?
→:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE:MODE DONTCARE;
LIMIT 1.000000E+30,-1.000000

:GONogo:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:<パラメー
タ>:CAUSe?
機　能 各波形の各パラメータがFailureの原因かそうで

ないかを問い合わせます。
構　文 :GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:

CAUSe?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVer
shoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PT
OPeak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2In
teg|XY1Integ|XY2Integ}

例 (以下は，CH1の平均値についての例です。)
:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE:CAUSE?→1

解　説 「Failure」の原因の場合は「1」，そうでない
場合は「0」が返されます。

:GONogo:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:<パラメー
タ>:LIMit
機　能 各波形の各パラメータの上下限値を設定/問い合

わせします。「GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<
パラメータ>:MODE ON」になっていないと，設
定/問い合わせできません。

構　文 :GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:L
IMit {<電圧>,<電圧>|<時間>,<時間>|<周波数>,
<周波数>|<NRf>,<NRf>}
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:L
IMit?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVer
shoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PT
OPeak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2In
teg|XY1Integ|XY2Integ}
<電圧>，<時間>，<周波数>，<NRf>＝本体ユー
ザーズマニュアル参照

例 (以下は，CH1の平均値についての例です。)
:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE:LIMIT 490MV,510MV
:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE:LIMIT?→:GONOGO:
CHANNEL1:AVERAGE:LIMIT 4.90E-1,5.10E-1

解　説 あらかじめ「MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<
パラメータ>:STATe ON」もしくは「GONogo:
{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:MODE」で
設定していないと実行できません。

:GONogo:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:<パラメー
タ>:MODE
機　能 各波形の各パラメータの上下限の条件を設定/問

い合わせします。
構　文 :GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:

MODE {DONTcare|IN|OUT}
:GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:
MODE?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVer
shoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PT
OPeak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2In
teg|XY1Integ|XY2Integ}

例 (以下は，CH1の平均値についての例です。)
:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE:MODE OUT
:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE:MODE?→:GONOGO:
CHANNEL1:AVERAGE:MODE OUT
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:GONogo:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:<パラメー
タ>:VALue?
機　能 各波形の各パラメータの測定値を問い合わせま

す。
構　文 :GONogo:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:

VALue?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVer
shoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PT
OPeak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2In
teg|XY1Integ|XY2Integ}

例 (以下は，CH1の平均値についての例です。)
:GONOGO:CHANNEL1:AVERAGE:VALUE?→2.052E-03

解　説 「MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ
>:STATe OFF」のときは「NAN(Not a Number)」
が返されます。

:GONogo:CLEar
機　能 すべての波形パラメータの測定をキャンセルし

ます。
構　文 :GONogo:CLEar [{<NRf>}]
例 :GONOGO:CLEAR
解　説 <NRf>はダミーで無意味なデータです。省略する

ことができます。

:GONogo:COUNt?
機　能 判定回数を問い合わせます。
構　文 :GONogo:COUNt?
例 :GONOGO:COUNT?→10

:GONogo:FAILure?
機　能 条件不成立の回数を問い合わせます。
構　文 :GONogo:FAILure?
例 :GONOGO:FAILURE?→2

:GONogo:LOGic
機　能 各パラメータのAND/ORを設定/問い合わせし

ます。
構　文 :GONogo:LOGic {AND|OR}

:GONogo:LOGic?
例 :GONOGO:LOGIC AND

:GONOGO:LOGIC?→:GONOGO:LOGIC AND

:GONogo:MODE
機　能 GO/NO-GO判定のON/OFFを設定/問い合わせ

します。
構　文 :GONogo:MODE {OFF|PARams}

:GONogo:MODE?
例 :GONOGO:MODE PARAMS

:GONOGO:MODE?→:GONOGO:MODE PARAMS

:GONogo:SEQuence
機　能 動作の回数を設定/問い合わせします。
構　文 :GONogo:SEQuence {CONTinuous|SINGle}

:GONogo:SEQuence?
例 :GONOGO:SEQUENCE CONTINUOUS

:GONOGO:SEQUENCE?→:GONOGO:SEQUENCE
CONTINUOUS

:GONogo:SUCCess?
機　能 条件成立の回数を問い合わせます。
構　文 :GONogo:SUCCess?
例 :GONOGO:SUCCESS?→8
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3.13　HCOPyグループ
HCOPyグループは，内蔵プリンタ(オプション)などへの画面データの出力に関するグループです。フロントパネル
の(SHIFT＋)COPYキーと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

:HCOPy : ABORt

BMP : COMPression <Space> OFF

ON

<NRf>

?

ESCP :

?

TONE <Space> COLor

GRAY

RCOLor

OFF

?

?

TIFF

COMMent <Space> ＜文字列＞�

?

DIRection <Space> FD

MO

PRINter

SCSI

?

EXECute

FORMat <Space> BMP

HPGL

ESCP

PSCRipt

THINkjet

TIFF

?

HPGL : CONNect  <Space> FORCed

NATive

?

FORMat <Space> DUAL <x>

QUAD <x>

SINGle

?

HADJust <Space> <NRf>

?

PAPer <Space> A3

A4

?

;

;

;

TONE <Space> COLor

OFF

?
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PEN : CHANnel <x> <Space> <NRf>

?

GRATicule <Space> <NRf>

?

MATH <x> <Space> <NRf>

?

TEXT <Space> <NRf>

?

MODE <Space> AUTO

MANual

?

NUMBer <Space> <NRf>

?

?

SP0 <Space> OFF

ON

<NRf>

?

SPEed <Space> LOW

NORMal

?

VADJust <Space> <NRf>

?

?

PRINt : FEED

LONG <Space> <NRf>

?

TONE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

?

PSCRipt : TONE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

?

THINkjet

SAVE : ANAMing <Space> OFF

ON

<NRf>

?

NAME <Space> <Filename>

?

?

?

;

;

;

;
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:HCOPy?　(Hard COPY)

機　能 画面データの出力に関する設定値をすべて問い
合わせます。

構　文 :HCOPy?
例 :HCOPY?→:HCOPY:DIRECTION PRINTER;COMMENT "

THIS IS TEST.                 ";FORMAT HPGL
;HPGL:CONNECT FORCED;FORMAT SINGLE;HADJUST
0;PAPER A4;SP0 1;SPEED NORMAL;VADJUST 0;PEN
:MODE AUTO;NUMBER 4;:HCOPY:PRINT:LONG 1;TON
E 0

:HCOPy:ABORt
機　能 データ出力，紙送りを中止します。

オーバラップコマンドです。
構　文 :HCOPy:ABORt
例 :HCOPY:ABORT

:HCOPy:COMMent
機　能 画面上部のコメントを設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:COMMent <文字列>

:HCOPy:COMMent?
<文字列>＝20文字以内

例 :HCOPY:COMMENT "THIS IS TEST."
:HCOPY:COMMENT?→:HCOPY:COMMENT "THIS IS
TEST."

:HCOPy:DIRection
機　能 データ出力先を設定/問い合わせます。
構　文 :HCOPy:DIRection {FD|MO|PRINter|SCSI}

:HCOPy:DIRection?
例 :HCOPY:DIRECTION FD

:HCOPY:DIRECTION?→:HCOPY:DIRECTION FD
解　説 MOはオプションです。

:HCOPy:ESCP?
機　能 ESCPフォーマットに関する設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :HCOPy:ESCP?
例 :HCOPY:ESCP?→:HCOPY:ESCP:TONE OFF

:HCOPy:ESCP:TONE
機　能 ESCPフォーマットの色数を設定/問い合わせし

ます。
構　文 :HCOPy:ESCP:TONE {COLor|OFF}

:HCOPy:ESCP:TONE?
例 :HCOPY:ESCP:TONE COLOR

:HCOPY:ESCP:TONE?→:HCOPY:ESCP:TONE COLOR

:HCOPy:EXECute
機　能 データ出力を実行します。

オーバーラップコマンドです。
構　文 :HCOPy:EXECute
例 :HCOPY:EXECute

:HCOPy:FORMat
機　能 FD，GP-IB，MO，SCSIに出力する画像フォー

マットを設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:FORMat {BMP|ESCP|ESCP2|HPGL|PCL5|

PSCRipt|THINkjet|TIFF}
:HCOPy:FORMat?

例 :HCOPY:FORMAT BMP
:HCOPY:FORMAT?→:HCOPY:FORMAT BMP

解　説 「HCOPy:DIRection」で「PRINter」を設定した
場合は，無意味な設定になります。

:HCOPy:HPGL?
機　能 HP-GL対応のプロッタへの出力に関する設定値

をすべて問い合わせます。
構　文 :HCOPy:HPGL?
例 :HCOPY:HPGL?→:HCOPY:HPGL:CONNECT FORCED;FO

RMAT SINGLE;HADJUST 0;PAPER A4;SP0 1;SPEED
NORMAL;VADJUST 0;PEN:MODE AUTO;NUMBER 4

:HCOPy:HPGL:CONNect
機　能 グラフの測定点を強制的に線で結ぶかどうかを

設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:HPGL:CONNect {FORCed|NATive}

:HCOPy:HPGL:CONNect?
例 :HCOPY:HPGL:CONNECT FORCED

:HCOPY:HPGL:CONNECT?→:HCOPY:HPGL:CONNECT
FORCED

:HCOPY:HPGL:FORMat
機　能　プロットサイズを設定/問い合わせします。
構　文　:HCOPy:HPGL:FORMat {SINGle|DUAL<x>|QUAD<x>}

:HCOPy:HPGL:FORMat?
DUAL<x>の<x>=1(1/2)～2(2/2)
QUAD<x>の<x>=1(1/4)～4(4/4)

例 :HCOPY:HPGL:FORMAT SINGLE
:HCOPY:HPGL:FORMAT?→:HCOPY:HPGL:FORMAT SIN
GLE

:HCOPy:HPGL:HADJust　(Horizontal ADJUST)

機　能 描画位置の右方向への調整量をmmで設定/問い
合わせします。

構　文 :HCOPy:HPGL:HADJust {<NRf>}
:HCOPy:HPGL:HADJust?
<NRf>=－99～99

例 :HCOPY:HPGL:HADJUST 0
:HCOPY:HPGL:HADJUST?→:HCOPY:HPGL:HADJUST 0

:HCOPy:HPGL:PAPer
機　能 紙のサイズを設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:HPGL:PAPer {A3｜A4}

:HCOPy:HPGL:PAPer?
例 :HCOPY:HPGL:PAPER A4

:HCOPY:HPGL:PAPER?→:HCOPY:HPGL:PAPER A4
解　説 本機器がHP-GLコマンドを作成するときに参照

する設定値を設定/問い合わせするコマンドで
す。プロッタに紙をセットしたり、セットされ
ている紙のサイズを問い合わせたりするコマン
ドではありません。

3.13　HCOPyグループ
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:HCOPy:HPGL:PEN?
機　能 ペンの割り当てに関する設定値をすべて問い合

わせます。
構　文 :HCOPy:HPGL:PEN?
例 :HCOPY:HPGL:PEN?→:HCOPY:HPGL:PEN:MODE AUTO

;NUMBER 4

:HCOPy:HPGL:PEN:MODE
機　能 ペンの割り当て方法を設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:HPGL:PEN:MODE {AUTO｜MANual}

:HCOPy:HPGL:PEN:MODE?
例 :HCOPY:HPGL:PEN:MODE AUTO

:HCOPY:HPGL:PEN:MODE?→:HCOPY:HPGL:PEN:MODE
AUTO

:HCOPy:HPGL:PEN:NUMBer
機　能 ペンをAutoで割り当てるときのペン数を設定/問

い合わせます。
構　文 :HCOPy:HPGL:PEN:NUMBer {<NRf>}

:HCOPy:HPGL:PEN:NUMBer?
<NRf>=1～12

例 :HCOPY:HPGL:PEN:NUMBER 4
:HCOPY:HPGL:PEN:NUMBER?→:HCOPY:HPGL:PEN:NU
MBER 4

解　説 Autoでペンを割り当てるときに、使うペン数の
上限を設定する(問い合わせる)コマンドです。
プロッタの実際のペン数を問い合わせるコマン
ドではありません。

:HCOPy:HPGL:PEN:{CHANnel<x>|||||GRATicule
|||||MATH<x>|||||TEXT}
機　能 ペンをManualで割り当てるときの各項目のペン

を設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:HPGL:PEN:{CHANnel<x>|GRATicule|MATH<

x>|TEXT} {<NRf>}
:HCOPy:HPGL:PEN:{CHANnel<x>|GRATicule|MATH<
x>|TEXT}?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>=1，2
<NRf>=1～12

例 (以下はCH1の例です)
:HCOPY:HPGL:PEN:CHANNEL1 1
:HCOPY:HPGL:PEN:CHANNEL1?→:HCOPY:HPGL:PEN:
CHANNEL1 1

:HCOPy:HPGL:SP0
機　能 最後にSP0を付けるか設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:HPGL:SP0 {<Boolean>}

:HCOPy:HPGL:SP0?
例 :HCOPY:HPGL:SP0 ON

:HCOPY:HPGL:SP0→:HCOPY:HPGL:SP0 1

:HCOPy:HPGL:SPEed
機　能 ペンスピードを設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:HPGL:SPEed {LOW|NORMal}

:HCOPy:HPGL:SPEed?
例 :HCOPY:HPGL:SPEED NORMAL

:HCOPY:HPGL:SPEED?→:HCOPY:HPGL:SPEED NORMA
L

:HCOPy:HPGL:VADJust　(Vertical ADJUST)

機　能 描画位置の上方向への調整量をmmで設定/問い
合わせします。

構　文 :HCOPy:HPGL:VADJust {<NRf>}
:HCOPy:HPGL:VADJust?
<NRf>=－99～99

例 :HCOPY:HPGL:VADJUST 0
:HCOPY:HPGL:VADJUST?→:HCOPY:HPGL:VADJUST 0

:HCOPy:PRINt?
機　能　内蔵プリンタに関する設定値をすべて問い合わ

せます。
構　文　:HCOPy:PRINt?
例 :HCOPY:PRINT?→:HCOPY:PRINT:LONG 1;TONE 1

:HCOPy:PRINt:FEED
機　能 内蔵プリンタの紙送りを実行します。オーバ

ラップコマンドです。
構　文 :HCOPy:PRINt:FEED
例 :HCOPY:PRINT:FEED

:HCOPy:PRINt:LONG
機　能 内蔵プリンタ出力の倍率(ロングコピー)を設定/

問い合わせします。
構　文　:HCOPy:PRINt:LONG {<NRf>}

:HCOPy:PRINt:LONG?
<NRf>=1, 2, 5, 10, 20, 50

例 :HCOPY:PRINT:LONG 1
:HCOPY:PRINT:LONG?→:HCOPY:PRINT:LONG 1

解　説 倍率が1のとき画面表示のまま出力されます。

:HCOPy:PRINt:TONE
機　能 ハーフトーンを設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:PRINt:TONE {<Boolean>}

:HCOPy:PRINt:TONE?
例 :HCOPY:PRINT:TONE ON

:HCOPY:PRINT:TONE?→:HCOPY:PRINT:TONE 1

:HCOPy:{PSCRipt|THINkjet}?
機　能 ポストスクリプト(シンクジェット)フォーマッ

トに関する設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :HCOPy:{PSCRipt|THINkjet}?
例 :HCOPY:PSCRIPT?→HCOPY:PSCRIPT:TONE 0

:HCOPy:{PSCRipt|THINkjet}:TONE
機　能 ポストスクリプト(シンクジェット)の諧調の有

無を設定/問い合わせます。
構　文 :HCOPy:{PSCRipt|THINkjet}:TONE {<Boolean>}

:HCOPy:{PSCRipt|THINkjet}:TONE?
例 :HCOPY:PSCRIPT:TONE ON

:HCOPY:PSCRIPT:TONE?→:HCOPY:PSCRIPT:TONE 1
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:HCOPy:SAVE?
機　能 ファイル出力に関する設定値をすべて問い合わ

せます。
構　文 :HCOPy:SAVE?
例 :HCOPY:SAVE?→:HCOPY:SAVE:ANAMING 0;NAME "C

ASE1"

:HCOPy:SAVE:ANAMing
機　能 出力ファイル名の自動作成のON/OFFを設定/問

い合わせます。
構　文 :HCOPy:ANAMing {<Boolean>}

:HCOPy:SAVE:ANAMing?
例 :HCOPY:ANAMING ON

:HCOPY:SAVE:ANAMING?→:HCOPY:SAVE:ANAMING 1

:HCOPy:SAVE:NAME
機　能 作成するファイルのファイル名を設定/問い合わ

せます。
構　文 :HCOPy:SAVE:NAME <Filename>

:HCOPy:SAVE:NAME?
例 :HCOPY:SAVE:NAME "DISP_1"

:HCOPY:SAVE:NAME?→:HCOPY:SAVE:NAME
"DISP_1"

3.13　HCOPyグループ/3.14　HISToryグループ

:HCOPy:{BMP|||||TIFF}?
機　能 BMP(TIFF)フォーマットに関する設定値をすべ

て問い合わせます。
構　文 :HCOPy:{BMP|TIFF}?
例 (以下はBMPフォーマットの例です)

:HCOPY:BMP?→:HCOPY:BMP:TONE OFF

:HCOPy:{BMP|||||TIFF}:COMPression
機　能 BMPおよびTIFFフォーマットの画像データの圧

縮の有無を設定/問い合わせします。
構　文 :HCOPy:{BMP|TIFF}:COMPression {<Boolean>}

:HCOPy:{BMP|TIFF}:COMPression?
例 :HCOPy:{BMP|TIFF}:COMPression ON

:HCOPy:BMP:COMPression?→:HCOPY:BMP:
COMPRESS ION 1

解　説 BMPでは「HCOPy:BMP:TONE OFF」のときはこの
命令は使えません。

:HCOPy:{BMP|||||TIFF}:TONE
機　能 BMP(TIFF)フォーマットの色数を設定/問い合

わせします。
構　文　:HCOPy:{BMP|TIFF}:TONE{COLor|GRAY|OFF|RCOLo

r}
:HCOPy:{BMP|TIFF}:TONE?

例 (以下はBMPフォーマットの例です)
:HCOPY:BMP:TONE COLOR
:HCOPY:BMP:TONE?→:HCOPY:BMP:TONE COLOR

3.14　HISToryグループ
HISToryグループは，ヒストリメモリからのデータ呼び出しに関するグループです。フロントパネルのHISTORY
キーと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

:HISTory : DISPlay <Space> <NRf> , <NRf>

SELected

?

MAP <Space> <NRf>

?

RECord <Space> <NRf>

MINimum

?

RECord ? <Space> MINimum

?

;

:HISTory?
機　能 ヒストリメモリ機能に関する設定のすべてを問

い合わせます。
構　文 :HISTory?
例 :HISTORY?→:HISTORY:DISPLAY SELECTED;RECORD

0;MAP 1

:HISTory:DISPlay
機　能 1レコードだけを表示するか，複数のレコードを

重ね書き表示するかを設定/問い合わせします。
構　文 :HISTory:DISPlay {<NRf>,<NRf>|SELected}

:HISTory:DISPlay?
<NRf>＝0～－999(レコード長1000点時)

例 :HISTORY:DISPLAY SELECTED
:HISTORY:DISPLAY?→:HISTORY:DISPLAY SELECTE
D

解　説 設定できるレコード数は，アクイジションの設
定やモデルにより異なります。詳しくは本体
ユーザーズマニュアルをご覧ください。
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3.14　HISToryグループ/3.15　INITializeグループ

:HISTory:RECord?  MINimum
機　能 最小のレコード番号を問い合わせします。
構　文 :HISTory:RECord? MINimum
例 :HISTORY:RECORD? MINIMUM→-81
解　説 最小のレコード番号は，モデルやレコード長，

インタリーブモードの設定によって異なりま
す。詳しくは本体ユーザーズマニュアルをご覧
ください。

:HISTory:MAP
機　能 Show Map No.を設定/問い合わせます。
構　文 :HISTory:MAP {<NRf>}

:HISTory:MAP?
<NRf>＝1～10(レコード長1000点の場合)

例 :HISTORY:MAP 1
:HISTORY:MAP?→:HISTORY:MAP 1

:HISTory:RECord
機　能 対象レコードを設定/問い合わせします。
構　文 :HISTory:RECord {<NRf>|MINimum}

:HISTory:RECord?
<NRf>＝0～－999(レコード長1000点時)

例 :HISTORY:RECORD 0
:HISTORY:RECORD?→:HISTORY:RECORD 0

解　説 ・ 「MINimum」を指定すると，最小のレコード
番号になります。

・ 設定できる対象レコードは，モデルやレコー
ド長，インタリーブモードの設定によって異
なります。詳しくは本体ユーザーズマニュア
ルをご覧ください。

3.15　INITializeグループ
INITializeグループは，イニシャライズに関するグループです。フロントパネルのINITIALIZEキーと同じ内容を実
行できます。

:INITialize : EXECute

UNDO

:INITialize[:EXECute]
機　能 イニシャライズを実行します。
構　文 :INITialize:EXECute
例 :INITIALIZE:EXECUTE

:INITialize:UNDO
機　能 実行したイニシャライズを取り消します。
構　文 :INITialize:UNDO
例 :INITIALIZE:UNDO
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3.16　LOGicグループ(オプション)
LOGicグループはロジックプローブに関するグループです。フロントパネルのMISCキーのLogicメニューと同じ設
定，および設定内容の問い合わせができます。ただし，ロジックプローブが装備されていないと，設定/問い合わ
せできません。

:LOGic : DISPlay :

;

;

ALL <Space> OFF

ON

<NRf>

BIT0 <Space> OFF

ON

<NRf>

?

BIT1

BIT2

BIT3

BIT4

BIT5

BIT6

BIT7

?

LABel : NAME <Space> ＜文字列＞�

?

SUBJect <Space> <NRf>

?

?

MODE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

SELect <Space> ALOGic

BLOGic

CLOGic

DLOGic

?

THReshold : SET <Space> ECL

TTL

USERdefine

?

USERlevel <Space> ＜電圧＞�

?

?

?

;

;

3.16　LOGicグループ(オプション)
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3.16　LOGicグループ(オプション)

:LOGic?
機　能 ロジックプローブに関する設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :LOGic?
例 :LOGIC?→:LOGIC:SELECT ALOGIC;MODE 0;THRESH

OLD:SET TTL;USERLEVEL 0.0E+00;:LOGIC:DISPLA
Y:BIT0 1;BIT1 1;BIT2 1;BIT3 1;BIT4 1;BIT5 1
;BIT6 1;BIT7 1;:LOGIC:LABEL:NAME "A-0 ";SUB
JECT 0

:LOGic:DISPlay?
機　能 全ビットの表示の設定を問い合わせます。
構　文 :LOGic:DISPlay?
例 :LOGIC:DISPLAY?→:LOGIC:DISPLAY:BIT0 1;BIT1

1;BIT2 1;BIT3 1;BIT4 1;BIT5 1;BIT6 1;BIT7 1
解　説 モデルによって問い合わせできない場合があり

ます(本体ユーザーズマニュアル参照)。

:LOGic:DISPlay:ALL
機　能 全ビットの表示を設定します。
構　文 :LOGic:DISPlay:ALL {<Boolean>}
例 :LOGIC:DISPLAY:ALL ON
解　説 モデルによって設定できない場合があります(本

体ユーザーズマニュアル参照)。

:LOGic:DISPlay:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|
BIT5|BIT6|BIT7}
機　能　各ビットの表示を設定/問い合わせします。
構　文 :LOGic:DISPlay:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BI

T5|BIT6|BIT7} {<Boolean>}
:LOGic:DISPlay:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BI
T5|BIT6|BIT7}?

例 :LOGIC:DISPLAY:BIT0 ON
:LOGIC:DISPLAY:BIT0?→:LOGIC:DISPLAY:BIT0 1

解　説 モデルによって設定できない場合があります(本
体ユーザーズマニュアル参照)。

:LOGic:LABel?
機　能 ラベルに関する設定をすべて問い合わせます。
構　文 :LOGic:LABel?
例 :LOGIC:LABEL?→:LOGIC:LABEL:NAME "A-0 ";

SUBJECT 0
解　説 モデルによって設定できない場合があります(本

体ユーザーズマニュアル参照)。

:LOGic:LABel:NAME
機　能 ラベル名を設定/問い合わせします。
構　文 :LOGic:LABel:NAME {<文字列>}

:LOGic:LABel:NAME?
例 :LOGIC:LABEL:NAME "LOGIC1"

:LOGic:LABel:NAME?→:LOGIC:LABEL:NAME "LOGI
C1"

解　説 モデルによって設定できない場合があります(本
体ユーザーズマニュアル参照)。

:LOGic:LABel:SUBJect
機　能 ラベル名を設定する対象ビットを設定/問い合わ

せします。
構　文 :LOGic:LABel:SUBJect {<NRf>}

:LOGic:LABel:SUBJect?
<NRf>＝0～7

例 :LOGIC:LABEL:SUBJECT 0
:LOGIC:LABEL:SUBJECT?→:LOGIC:LABEL:SUBJECT
0

解説 モデルによって設定できない場合があります(本
体ユーザーズマニュアル参照)。

:LOGic:MODE
機　能 ロジックモードのON/OFFを設定/問い合わせし

ます。
構　文 :LOGic:MODE {<Boolean>}

:LOGic:MODE?
例 :LOGIC:MODE ON

:LOGIC:MODE?→:LOGIC:MODE 0
解　説 モデルによって設定できない場合があります(本

体ユーザーズマニュアル参照)。

:LOGic:SELect
機　能 設定の対象となるロジックチャネルを設定/問い

合わせします。
構　文 :LOGic:SELect {ALOGic|BLOGic|CLOGic|DLOGic}

:LOGic:SELect?
例 :LOGIC:SELECT ALOGIC

:LOGIC:SELECT?→:LOGIC:SELECT ALOGIC

:LOGic:THReshold?
機　能 スレショルドレベルに関する設定をすべて問い

合わせます。
構　文 :LOGic:THReshold?
例 :LOGIC:THRESHOLD?→:LOGIC:THRESHOLD:SET TTL

;USERLEVEL 0.0E+00

:LOGic:THReshold:SET
機　能 スレショルドレベルのプリセットを実行/問い合

わせします。
構　文 :LOGic:THReshold:SET {ECL|TTL|USERdefine}

:LOGic:THReshold:SET?
例 :LOGIC:THRESHOLD:SET ECL

:LOGIC:THRESHOLD:SET?→:LOGIC:THRESHOLD:SET
TTL

:LOGic:THReshold:USERlevel
機　能 ユーザー定義でのスレショルドレベルを設定/問

い合わせします。
構　文 :LOGic:THReshold:USERlevel {<電圧>}

:LOGic:THReshold:USERlevel?
<電圧>＝－10～10V(0.1Vステップ)

例 :LOGIC:THRESHOLD:USERLEVEL 1V
:LOGIC:THRESHOLD:USERLEVEL?→:LOGIC:
THRESHOLD:USERLEVEL 1.0E+00
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3.17　MATHグループ

3.17　MATHグループ
MATHグループは，演算に関するグループです。フロントパネルのMATHキーと同じ設定，および設定内容の問い
合わせができます。

:MATH 1 : BASic : DEFine <Space> OFF

"C1+C2"

"C1-C2"

"C1*C2"

"BIN(C1)"

"PS(C1)"

?

FFT : POINt <Space> <NRf>

?

WINDow <Space> HANNing

RECTangle

?

?

THReshold <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

<NRf> , <NRf>

?

?

BINary : CHANnel <x> <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

?

MODE <Space> OFF

STATe 

?

?

EXECute

FFT : POINt <Space> <NRf>

?

WINDow <Space> HANNing

RECTangle

?

?

MODE <Space> BASic

BINary 

PHASe

USERdefine

?

MREFerence <Space> <NRf> , <NRf>

?

PHASe : CHANnel <x> <Space> ＜時間＞�

<NRf>

?

DEFine <Space> OFF

"C1+C2"

"C1-C2"

"C1*C2"

?

?

;

;

;

;

;

;

SCALe : MODE <Space> AUTO

MANual

?

VALue <Space> <NRf> , <NRf>

?

?

;

UNIT <Space> ＜文字列＞�

?

OFF
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3.17　MATHグループ

USERdefine : AVERage : COUNt <Space> <NRf>

?

EWEight <Space> <NRf>

?

MODE <Space> EXPonent

LINear

OFF

?

TYPE <Space> FREQuency

TIME

?

?

CONStant <x> <Space> <NRf>

?

DEFine <Space> ＜文字列＞�

?

FFT : POINt <Space> <NRf>

?

WINDow <Space> HANNing

RECTangle

?

?

FILTer <x> : BAND <Space> BPASs

HPASs

LPASs

?

CUToff <x> <Space> <NRf>

PCT

?

TYPE <Space> GAUSs

IIR

SHARp

?

?

MODE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

;

;

;

THReshold : TRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

LEVel <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

<NRf> , <NRf>

?

?

?

?

2 : BASic : DEFine <Space> OFF

"C1+C3"

"C1-C3"

"C1*C3"

"C3+C4"

"C3-C4"

"C3*C4"

"BIN(C2)"

"BIN(M1)"

?

THReshold <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

<NRf> , <NRf>

?

?

;
;

;

;
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BINary : CHANnel <x> <Space>  ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

?

DA <Space> COMPlement

NORMal

?

MODE <Space> DA

OFF

?

?

EXECute

FFT : POINt <Space> <NRf>

?

WINDow <Space> HANNing

RECTangle

?

?

MODE <Space> BASic

BINary 

OFF

PHASe

?

MREFerence <Space> <NRf> , <NRf>

?

;

;

PHASe : CHANnel <x> <Space> ＜時間＞�
�
<NRf>

?

DEFine <Space> OFF

"C1+C3"

"C1-C3"

"C1*C3"

"C1+C4"

"C1-C4"

"C1*C4"

?

?

;

SCALe : MODE <Space> AUTO

MANual

?

VALue <Space> <NRf> , <NRf>

?

?

UNIT <Space> ＜文字列＞�

?

;

USERdefine : AVERage : COUNt <Space> <NRf>

?

EWEight <Space> <NRf>

?

MODE <Space> EXPonent

LINear

OFF

?

TYPE <Space> FREQuency

TIME

?

?

;

;

3.17　MATHグループ
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CONStant <x> <Space> <NRf>

?

DEFine <Space> ＜文字列＞�

?

FFT : POINt <Space> <NRf>

?

WINDow <Space> HANNing

RECTangle

?

?

;

FILTer <x> : BAND <Space> BPASs

HPASs

LPASs

?

CUToff <x> <Space> <NRf>

PCT

?

TYPE <Space> GAUSs

IIR

SHARp

?

?

MODE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

THReshold : TRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

LEVel <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

<NRf> , <NRf>

?

?

?

?

;

;

3.17　MATHグループ

:MATH<x>?
機　能 演算に関する設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :MATH<x>?

<x>＝1，2
例 :MATH1?→:MATH1:MODE BASIC;BASIC:DEFINE "C1

+C2"

:MATH<x>:BASic?
機　能 Basicモード(チャネル間の加減算および各チャ

ネルの2値化演算)に関する設定値をすべて問い
合わせます。

構　文 :MATH<x>:BASic?
<x>＝1，2

例 :MATH1:BASIC?→:MATH1:BASIC:DEFINE "C1+C2"

:MATH[1]:BASic:DEFine
機　能 BasicモードにおけるMath1の演算式を設定/問

い合わせします。
構　文 :MATH[1]:BASic:DEFine {OFF|"C1+C2"|"C1-C2"|

"C1*C2"|"BIN(C1)"|"PS(C1)"}
:MATH[1]:BASic:DEFine?

例 :MATH1:BASIC:DEFINE "C1+C2"
:MATH1:BASIC:DEFINE?→:MATH1:BASIC:DEFINE
"C1+C2"

解　説 モデルやインタリーブモードの設定により，使
用できない演算式があります。
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3.17　MATHグループ

:MATH2:BASic:DEFine
機　能 BasicモードにおけるMath2の演算式を設定/問

い合わせします。
構　文 :MATH2:BASic:DEFine {OFF|"C1+C3"|"C1-C3"|"C

1*C3"|"C3+C4"|"C3-C4"|"C3*C4"|"BIN(C2)"|"BI
N(M1)"}
:MATH2:BASic:DEFine?

例 :MATH2:BASIC:DEFINE "BIN(C2)"
:MATH2:BASIC:DEFINE?→:MATH2:BASIC:DEFINE
"BIN(C2)"

解　説 モデルやインタリーブモードの設定により，使
用できない演算式があります。

:MATH[1]:BASic:FFT?
機　能 FFT演算に関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :MATH[1]:BASic:FFT?
例 :MATH1:BASIC:FFT?→:MATH1:BASIC:FFT:POINT

1000;WINDOW RECTANGLE

:MATH[1]:BASic:FFT:POINt
機　能 FFT演算の点数を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH[1]:BASic:FFT:POINt {<NRf>}

:MATH[1]:BASic:FFT:POINt?
<NRf>＝1000，2000，10000

例 :MATH1:BASIC:FFT:POINT 1000
:MATH1:BASIC:FFT:POINT?→:MATH1:FFT:POINT
1000

:MATH[1]:BASic:FFT:WINDow
機　能 FFT演算の窓関数を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH[1]:BASic:FFT:WINDow

{HANNing|RECTangle}
:MATH[1]:BASic:FFT:WINDow?

例 :MATH1:BASIC:FFT:WINDOW HANNING
:MATH1:BASIC:FFT:WINDOW?→:MATH1:FFT:WINDOW
HANNING

:MATH<x>:BASic:THReshold
機　能 Basicモードにおける2値化演算のスレショルド

レベルを設定/問い合わせします。「MATH<x>:
MODE BASic」かつ「MATH<x>:BASic:DEFine "BIN
(□)"」になっていないと，実行できません。

構　文 :MATH<x>:BASic:THReshold {<電圧>,<電圧>|<NR
f>,<NRf>}
:MATH<x>:BASic:THReshold?
<x>＝1，2
<電圧>＝画面8div分
<NRf>＝－1E+30～1E+30

例 :MATH1:BASIC:THRESHOLD 5V,-5V
:MATH1:BASIC:THRESHOLD?→:MATH1:BASIC:THRES
　HOLD 5.0E+00,-5.0E+00

解　説 「:MATH2:BASic:DEFine "BIN(M1)"」の場合に
<NRf>で設定/問い合わせします。

:MATH<x>:BINary?
機　能 Binaryモード(全チャネル同時2値化演算および

そのD/A変換表示)に関する設定値をすべて問い
合わせます。

構　文 :MATH<x>:BINary?
<x>＝1，2

例 :MATH1:BINARY?
→:MATH1:BINARY:MODE STATE;CHANNEL1 0.000E+
03,0.000E+03;CHANNEL2 0.000E+03,0.000E+03;C
HANNEL3 0.000E+03,0.000E+03;CHANNEL4 0.000E
+03,0.000E+03

解　説 Model 70082□(2CHモデル)では，設定できませ
ん。

:MATH<x>:BINary:CHANnel<x>
機　能 Binaryモードにおける全チャネル同時2値化演算

の各チャネルのスレショルドレベルを設定/問い
合わせします。

構　文 :MATH<x>:BINary:CHANnel<x> {<電圧>,<電圧>}
:MATH<x>:BINary:CHANnel<x>?
MATH<x>の<x>＝1，2
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<電圧>＝画面内8div分(0.1divステップ)
例 :MATH1:BINARY:CHANNEL1 0V,0V

:MATH1:BINARY:CHANNEL1?→:MATH1:BINARY:CHAN
NEL1 0.000E+03,0.000E+03

解　説 Model 70082□(2CHモデル)では，設定できませ
ん。

:MATH2:BINary:DA
機　能 BinaryモードでD/A変換表示するときの変換方

法を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH2:BINary:DA {COMPlement|NORMal}

:MATH2:BINary:DA?
例 :MATH2:BINARY:DA NORMAL

:MATH2:BINARY:DA?→:MATH2:BINARY:DA NORMAL
解　説 Model 70082□(2CHモデル)では，設定できませ

ん。

:MATH[1]:BINary:MODE
機　能 BinaryモードにおけるMath1の演算モードを設

定/問い合わせします。
構　文 :MATH[1]:BINary:MODE {OFF|STATe}

:MATH[1]:BINary:MODE?
例 :MATH1:BINARY:MODE STATE

:MATH1:BINARY:MODE?→:MATH1:BINARY:MODE
STATE

解　説 Model 70082□(2CHモデル)では，設定できませ
ん。
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:MATH2:BINary:MODE
機　能 BinaryモードにおけるMath2の演算モードを設

定/問い合わせします。
構　文 :MATH2:BINary:MODE {DA|OFF}

:MATH2:BINary:MODE?
例 :MATH2:BINARY:MODE DA

:MATH2:BINARY:MODE?→:MATH2:BINARY:MODE DA
解　説 Model 70082□(2CHモデル)では，設定できませ

ん。

:MATH<x>:EXECute
機　能 演算を実行します。
構　文 :MATH<x>:EXECute

<x>＝1，2
例 :MATH1:EXECUTE

:MATH<x>:FFT?
機　能 FFT演算に関するすべての設定値を問い合わせ

ます。
構　文 :MATH<x>:FFT?

<x>=1，2
例 :MATH1:FFT?→:MATH1:FFT:POINT 1000;WINDow

RECTANGLE

:MATH<x>:FFT:POINt
機　能 FFT演算の点数を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:FFT:POINt {<NRf>}

:MATH<x>:FFT:POINt?
<x>=1，2
<NRf>=1000，2000，10000

例 :MATH1:FFT:POINT 1000
:MATH1:FFT:POINT?→:MATH1:FFT:POINT 1000

:MATH<x>:FFT:WINDow
機　能 FFT演算の窓関数を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:FFT:WINDow {HANNing|RECTangle}

:MATH<x>:FFT:WINDow?
<x>=1，2

例 :MATH1:FFT:WINDOW HANNING
:MATH1:FFT:WINDOW?→:MATH1:FFT:WINDOW
HANNING

:MATH<x>:MODE
機　能 演算モードを設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:MODE {BASic|BINary|OFF|PHASe|USER

define}
:MATH<x>:MODE?
<x>＝1，2

例 :MATH1:MODE BASIC
:MATH1:MODE?→:MATH1:MODE BASIC

解　説 ユーザー定義演算はオプションです。

:MATH<x>:MREFerence(MathREFERENCE)
機　能 演算の範囲を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:MREFerence {<NRf>,<NRf>}

:MATH<x>:MREFerence?
 <x>＝1，2
<NRf>＝－5～5div(10div/表示レコード長ステッ
プ)

例 :MATH1:MREFERENCE -4,4
:MATH1:MREFERENCE?→:MATH1:MREFERENCE -
4.00E+00,4.00E+00

:MATH<x>:PHASe?
機　能 Phaseモード(位相をずらしてのチャネル間の加

減算)に関するすべての設定値を問い合わせま
す。

構　文 :MATH<x>:PHASe?
<x>＝1，2

例 :MATH1:PHASE?
→:MATH1:PHASE:DEFINE "C1+C2";CHANNEL2 0.00
E-06

:MATH[1]:PHASe:CHANnel<x>
機　能 PhaseモードにおけるCH2の位相ずらし量を設

定/問い合わせします。
構　文 :MATH[1]:PHASe:CHANnel<x> {<時間>}

:MATH[1]:PHASe:CHANnel<x>?
<x>＝2
<時間>＝－1000/SR～1000/SR分の時間
(SR＝サンプルレート)

例 :MATH1:PHASE:CHANNEL2 0S
:MATH1:PHASE:CHANNEL2?→:MATH1:PHASE:CHANNE
L2 0.00E-06

解　説 ・ モデルやインタリーブモードの設定により，
実行できないチャネルがあります。

・ タイムベースが外部クロックの場合は，点数
での設定/問い合わせとなります。

　

:MATH2:PHASe:CHANnel<x>
機　能 PhaseモードにおけるCH3，CH4の位相ずらし量

を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH2:PHASe:CHANnel<x> {<時間>}

:MATH2:PHASe:CHANnel<x>?
<x>＝3，4
<時間>＝－1000/SR～1000/SR分の時間
(SR＝サンプルレート)

例 :MATH2:PHASE:CHANNEL3 0S
:MATH2:PHASE:CHANNEL3?→:MATH2:PHASE:CHANNE
L3 0.00E-06

解　説 ・ モデルやインタリーブモードの設定により，
実行できないチャネルがあります。

・ タイムベースが外部クロックの場合は，点数
での設定/問い合わせとなります。

3.17　MATHグループ
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:MATH[1]:PHASe:DEFine
機　能 PhaseモードにおけるMath1の演算式を設定/問

い合わせします。
構　文 :MATH[1]:PHASe:DEFine {OFF|"C1+C2"|"C1-C2"|

"C1*C2"}
:MATH[1]:PHASe:DEFine?

例 :MATH1:PHASE:DEFINE "C1+C2"
:MATH1:PHASE:DEFINE?→:MATH1:PHASE:DEFINE
"C1+C2"

解　説 ・ モデルやインタリーブモードの設定により，
実行できないチャネルがあります。

・ タイムベースが外部クロックの場合は，点数
での設定/問い合わせとなります。

:MATH2:PHASe:DEFine
機　能 PhaseモードにおけるMath2の演算式を設定/問

い合わせします。
構　文 :MATH2:PHASe:DEFine {OFF|"C1+C3"|"C1-C3"|"C

1*C3"|"C1+C4"|"C1-C4"|"C1*C4"}
:MATH2:PHASe:DEFine?

例 :MATH2:PHASE:DEFINE "C1+C3"
:MATH2:PHASE:DEFINE?→:MATH2:PHASE:DEFINE
"C1+C3"

解　説 ・ モデルやインタリーブモードの設定により，
実行できないチャネルがあります。

・ タイムベースが外部クロックの場合は，点数
での設定/問い合わせとなります。

:MATH<x>:SCALe?
機　能 スケーリングに関する設定値をすべて問い合わ

せます。
構　文 :MATH<x>:SCALe?

<x>＝1，2
例 :MATH:SCALE?→:MATH1:SCALE:MODE AUTO;VALUE

1.0000E+00,-1.0000E+00

:MATH<x>:SCALe:MODE
機　能 スケーリングの方法を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:SCALe:MODE {AUTO|MANual}

:MATH<x>:SCALe:MODE?
<x>＝1，2

例 :MATH1:SCALE:MODE AUTO
:MATH1:SCALE:MODE?→:MATH1:SCALE:MODE AUTO

:MATH<x>:SCALe:VALue
機　能 マニュアルスケーリング時の上下限値を設定/問

い合わせします。
構　文 :MATH<x>:SCALe:VALue {<NRf>,<NRf>}

:MATH<x>:SCALe:VALue?
<x>＝1，2
<NRf>＝－1.0000E+30～1.0000E+30

例 :MATH1:SCALE:VALUE 1,-1
:MATH1:SCALE:VALUE?→:MATH1:SCALE:VALUE
1.0000E+00,-1.0000E+00

:MATH<x>:UNIT
機　能 演算結果に付加する単位を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :MATH<x>:UNIT {<文字列>}

:MATH<x>:UNIT?
<x>＝1，2
<文字列>＝4文字以内

解　説 単位は，スケール値に反映されます。
演算結果に影響を及ぼすことはありません。

:MATH<x>:USERdefine?
機　能 ユーザー定義演算に関する設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :MATH<x>:USERdefine?

<x>＝1，2
例 :MATH1:USERDEFINE?→:MATH1:USERDEFINE:MODE

1;CONSTANT1 1.0000E+00;CONSTANT2 1.0000E+00
;CONSTANT3 1.0000E+00;CONSTANT4 1.0000E+00;
CONSTANT5 1.0000E+00;DEFINE "C1
";AVERAGE:MODE OFF;:MATH1:USERDEFINE:FILTER
1:CUTOFF1 10.0E+00;CUTOFF2 10.0E+00;TYPE GA
USS;BAND LPASS;:MATH1:USERDEFINE:FILTER2:CU
TOFF1 10.0E+00;CUTOFF2 10.0E+00;TYPE GAUSS;
BAND LPASS;:MATH1:USERDEFINE:FFT:POINT 1000
;WINDOW RECTANGLE;:MATH1:USERDEFINE:THRESHO
LD:TRACE 1;LEVEL 0.005E+03,-0.005E+03

解　説 ユーザー定義演算はオプションです。

:MATH<x>:USERdefine:AVERage?
機能 ユーザー定義演算のアベレージングに関する設

定値をすべて問い合わせます。
構文 :MATH<x>:USERdefine:AVERage?

<x>＝1，2
例 :MATH1:USERDEFINE:AVERAGE?→:MATH1:USERDEFI

NE:AVERAGE:MODE LINEAR;TYPE TIME;COUNT 16;E
WEIGHT 16

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt
機能 単純平均の波形取り込み回数を設定/問い合わせ

します。
構文 :MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt {<NRf>}

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt?
<x>＝1，2
<NRf>＝2～128(2nステップ)

例 :MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:COUNT 16
:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:COUNT?→:MATH1:
USERDEFINE:AVERAGE:COUNT 16

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight
機　能 指数化平均の減衰定数を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight {<NRf>}

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight?
<x>＝1，2
<NRf>＝2～256(2nステップ)

例 :MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:EWEIGHT 16
:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:EWEIGHT?→:MATH1:
USERDEFINE:AVERAGE:EWEIGHT 16
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:MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE
機　能 アベレージングモードを設定/問い合わせしま

す。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE {EXPonent|

LINear|OFF}
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE?
<x>＝1，2

例 :MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:MODE LINEAR
:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:MODE?→:MATH1:USE
RDEFINE:AVERAGE:MODE LINEAR

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE
機　能 アベレージングの領域を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE {FREQuency

|TIME}
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE?
<x>＝1，2

例 :MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:TYPE TIME
:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:TYPE?→:MATH1:USE
RDEFINE:AVERAGE:TYPE TIME

:MATH<x>:USERdefine:CONStant<x>
機　能 ユーザー定義演算の定数を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:CONStant<x> {<NRf>}

:MATH<x>:USERdefine:CONStant<x>?
MATH<x>の<x>＝1，2
CONStant<x>の<x>＝1～5
<NRf>＝－1.0000E+30～+1.0000E+30

例 :MATH1:USERDEFINE:CONSTANT1 1
:MATH1:USERDEFINE:CONSTANT1?→:MATH1:USERDE
FINE:CONSTANT1 1.0000E+00

:MATH<x>:USERdefine:DEFine
機　能 ユーザー定義演算を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:DEFine {<文字列>}

:MATH<x>:USERdefine:DEFine?
<x>＝1，2
<文字列>＝50文字以内

例 :MATH1:USERDEFINE:DEFINE "C1-C2"
:MATH1:USERDEFINE:DEFINE?→:MATH1:USERDEFIN
E:DEFINE "C1-C2
"

解　説 本体画面に表示されるキーボード以外の文字や
記号は使用できません。

:MATH<x>:USERdefine:FFT?
機能 FFT演算に関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構文 :MATH<x>:USERdefine:FFT?

<x>＝1，2
例 :MATH1:USERDEFINE:FFT?→:MATH1:USERDEFINE:

FFT:POINT 1000;WINDOW RECTANGLE

:MATH<x>:USERdefine:FFT:POINt
機能 FFT演算の点数を設定/問い合わせします。
構文 :MATH<x>:USERdefine:FFT:POINt {<NRf>}

:MATH<x>:USERdefine:FFT:POINt?
<x>＝1，2
<NRf>＝1000，2000，10000

例 :MATH1:USERDEFINE:FFT:POINT 1000
:MATH1:USERDEFINE:FFT:POINT?→:MATH1:USERDE
FINE:FFT:POINT 1000

:MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow
機能 FFT演算の窓関数を設定/問い合わせします。
構文 :MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow {HANNing|REC

Tangle}
:MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow?
<x>＝1，2

例 :MATH1:USERDEFINE:FFT:WINDOW RECTANGLE
:MATH1:USERDEFINE:FFT:WINDOW?→:MATH1:USERD
EFINE:FFT:WINDOW RECTANGLE

:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>?
機能 フィルタに関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構文 :MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>?

MATH<x>の<x>＝1，2
FILTer<x>の<x>＝1，2

例 :MATH1:USERDEFINE:FILTER1?→:MATH1:
USERDEFINE:FILTER1:CUTOFF1 10.0E+00;CUTOFF2
10.0E+00;TYPE GAUSS;BAND LPASS

:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND
機　能 フィルタの帯域制限を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND {BPASs|H

PASs|LPASs}
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND?
MATH<x>の<x>＝1，2
FILTer<x>の<x>＝1，2

例 :MATH1:USERDEFINE:FILTER1:BAND LPASS
:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:BAND?→:MATH1:USE
RDEFINE:FILTER1:BAND LPASS

解　説 「:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE
GAUSs」の場合，LPASs以外は設定できません。

:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x>
機　能 カットオフ周波数を設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x> {<N

Rf>[PCT]}
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x>?
MATH<x>の<x>＝1，2
FILTer<x>の<x>＝1，2
CUToff<x>の<x>＝1，2
<NRf>＝2～30%(0.2%ステップ)

例 :MATH1:USERDEFINE:FILTER1:CUTOFF1 10PCT
:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:CUTOFF1?→:MATH1:
USERDEFINE:FILTER1:CUTOFF1 10.0E+00

解　説 「:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND
BPASs」以外はCUToff2は設定できません。
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:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE
機　能 フィルタのタイプを設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE {GAUSs|I

IR|SHARp}
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE?
<x>＝1，2

例 :MATH1:USERDEFINE:FILTER1:TYPE GAUSS
:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:TYPE?→:MATH1:USE
RDEFINE:FILTER1:TYPE GAUSS

:MATH<x>:USERdefine:MODE
機　能 ユーザー定義演算の有効/無効を設定/問い合わ

せします。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:MODE {<Boolean>}

:MATH<x>:USERdefine:MODE?
<x>＝1，2

例 :MATH1:USERDEFINE:MODE ON
:MATH1:USERDEFINE:MODE?→:MATH1:USERDEFINE:
MODE 1

:MATH<x>:USERdefine:THReshold?
機　能 2値化/パルス幅演算時のスレショルドレベルの

設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:THReshold?

<x>＝1，2
例 :MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD?→:MATH1:USERDE

FINE:THRESHOLD:TRACE 1;LEVEL 0.005E+03,-0.0
05E+03

:MATH<x>:USERdefine:THReshold:LEVel
機　能 2値化/パルス幅演算時のスレショルドレベルを

設定/問い合わせします。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:THReshold:LEVel {<電圧

>,<電圧>|<NRf>,<NRf>}
:MATH<x>:USERdefine:THReshold:LEVel?
<x>＝1，2
<電圧>＝画面8div分(0.1divステップ)
<NRf>＝－1.0000E+30～+1.0000E+30

例 :MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:LEVEL 5V,-5V
:MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:LEVEL?→:MATH1:
USERDEFINE:THRESHOLD:LEVEL 0.005E+03,-0.005
E+03

解　説 演算波形のスレショルドレベルを設定する場合
<NRf>形式になります。

:MATH<x>:USERdefine:THReshold:TRACe
機　能 スレショルド設定対象トレースを設定/問い合わ

せします。
構　文 :MATH<x>:USERdefine:THReshold:TRACe {<NRf>|

MATH<x>}
:MATH<x>:USERdefine:THReshold:TRACe?
コマンドのMATH<x>の<x>＝1，2
データのMATH<x>の<x＝1

例 :MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:TRACE 1
:MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:TRACE?→:MATH1:
USERDEFINE:THRESHOLD:TRACE 1
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3.18　MEASureグループ
MEASureグループは，波形パラメータの自動測定に関するグループです。フロントパネルのMEASUREキーと同じ
設定，および設定内容・測定値の問い合わせができます。

:MEASure : CHANnel <x> : CLEar <Space>

<NRf>

＜パラメータ＞ : STATe <Space> OFF

ON

<NRf>

?

VALue ?

?

HISTogram : STATe <Space> OFF

ON

<NRf>

?

?

DPRoximal <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞� , ＜電圧＞�

<NRf> , <NRf> , <NRf>

?

?

MATH <x>

DPRoximal <Space> AUTO

UNIT

<NRf> , <NRf> , <NRf>

?

DELay : RANGe <Space> ＜時間＞�

<NRf>

?

REFerence <Space> <NRf>

TRIGger 

?

?

MODE <Space> OFF

ON

<NRf>

?

MREFerence <Space> AUTO

MAXMin

?

;

;

;

;

;

CLEar <Space>

<NRf>

SLOPe <Space> BOTH

FALL

RISE

?
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:MEASure?
機　能 波形パラメータの自動測定に関する設定値をす

べて問い合わせます。
構　文 :MEASure?
例 :MEASURE?→:MEASURE:MODE 1;DPROXIMAL AUTO;

CHANNEL1:CLEAR 1;FREQUENCY:STATE 1;:MEASURE
:CHANNEL1:MAXIMUM:STATE 1;:MEASURE:CHANNEL1
:MINIMUM:STATE 1;:MEASURE:CHANNEL1:NOVERSHO
OT:STATE 1;:MEASURE:CHANNEL1:PERIOD:STATE 1
;:MEASURE:CHANNEL1:POVERSHOOT:STATE 1;:MEAS
URE:CHANNEL1:TY1INTEG:STATE 1;:MEASURE:CHAN
NEL1:TY2INTEG:STATE 1;:MEASURE:STATISTIC:TY
PE OFF;:MEASURE:DELAY:REFERENCE TRIGGER;:ME
ASURE:HREFERENCE -5.00E+00,5.00E+00;MREFERE
NCE AUTO

:MEASure:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}?
機　能 各波形の各パラメータのON/OFFをすべて問い

合わせます。
構　文 :MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}?

CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
例 (以下は，CH1についての例です。)

:MEASURE:CHANNEL1?→:MEASURE:CHANNEL1:CLEAR
1;FREQUENCY:STATE 1;:MEASURE:CHANNEL1:MAXIM
UM:STATE 1;:MEASURE:CHANNEL1:MINIMUM:STATE
1;:MEASURE:CHANNEL1:NOVERSHOOT:STATE 1;:MEA
SURE:CHANNEL1:PERIOD:STATE 1;:MEASURE:CHANN
EL1:POVERSHOOT:STATE 1;:MEASURE:CHANNEL1:TY
1INTEG:STATE 1;:MEASURE:CHANNEL1:TY2INTEG:S
TATE 1

:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:CLEar
機　能 各波形のすべての波形パラメータをキャンセル

します。
構　文 :MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:CLEar {|<NRf>

}
例 :MEASURE:CHANNEL1:CLEAR
解　説 <NRf>はダミーで，無意味なデータです。省略す

ることができます。

:MEASure:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:<パラ
メータ>[:STATe]
機　能 各波形の各パラメータのON/OFFを1つずつ設

定/問い合わせします。
構　文 :MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>

[:STATe] {<Boolean>}
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>[
:STATe]?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVers
hoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PTO
Peak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2Inte
g|XY1Integ|XY2Integ}

例 (以下は，CH1の平均値についての例です。)
:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE ON
:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE?→:MEASURE:
CHANNEL1:AVERAGE:STATE 1

STATistic : COUNt ?

DIST <x> ?

MAXimum ?

MEAN ?

MINimum ?

SDEViation ?

POSition <Space> <NRf>

?

TRACe <Space> <NRf>

MATH <x>

?

TYPE <Space> ＜パラメータ＞

?

VREFerence <Space> <NRf> , <NRf>

?

?

HREFerence <Space> <NRf> , <NRf>

?

?

;
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:MEASure:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:HISTog
ram[:STATe]
機　能 各波形のヒストグラム表示のON/OFFを設定/問

い合わせします。
構　文 :MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:HISTogram[:ST

ATe] {<Boolean>}
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:HISTogram:STA
Te?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
例 (以下は，CH1についての例です。)

:MEASURE:CHANNEL1:HISTOGRAM:STATE ON
:MEASURE:CHANNEL1:HISTOGRAM:STATE?→:
MEASURE
:CHANNEL1:HISTOGRAM:STATE 1

:MEASure:CLEar
機　能 すべての波形パラメータの測定をキャンセルし

ます。
構　文 :MEASure:CLEar {|<NRf>}
例 :MEASURE:CLEAR
解　説 <NRf>はダミーで無意味なデータです。省略する

ことができます。

:MEASure:DELay?
機　能 ディレイに関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :MEASure:DELay?
例 :MEASURE:DELAY?→:MEASURE:DELAY:REFERENCE

TRIGGER

:MEASure:DELay:RANGe
機　能 ディレイの測定の先頭位置を設定/問い合わせます。
構　文 :MEASure:DELay:RANGe {<時間>|<NRf>}

:MEASure:DELay:RANGe?
<時間>＝画面の10div以内
<NRf>＝－5～5div(表示長の1/10ステップ)

例 :MEASURE:DELAY:RANGE -2us
:MEASURE:DELAY:RANGE?→:MEASURE:DELAY:RANGE
-2.00E-06

解　説 ・ 基準がトリガ(MEASure:DELay:REFERENCE
TRIGger)のとき、この設定値は無効となりま
す。

・ タイムベースが外部クロックの時は，<NRf>
での設定/問い合わせのみになります。

:MEASure:DELay:REFerence
機　能 ディレイの基準を設定/問い合わせします。
構　文 :MEASure:DELay:REFerence {<NRf>|TRIGger}

:MEASure:DELay:REFerence?
<NRf>= 1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :MEASURE:DELAY:REFERENCE TRIGGER
:MEASURE:DELAY:REFERENCE?→:MEASURE:DELAY:
REFERENCE TRIGGER

3.18　MEASureグループ

:MEASure:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:<パラ
メータ>:VALue?
機　能 各波形の各パラメータの自動測定値を問い合わ

せします。
構　文 :MEASure:CHANnel<x>:<パラメータ>:VALue?

CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVers
hoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PTO
Peak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2Inte
g|XY1Integ|XY2Integ}

例 (以下は，CH1の平均値についての例です。)
:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:VALUE?→4.950E+00

解　説 測定不可能な場合は，「NAN(Not A Number)」が
返されます。

:MEASure:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:DPRoxi
mal  (Distal-PROXIMAL)
機　能 各波形のディスタル・メシアル・プロキシマル

点を設定/問い合わせします。
構　文 :MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal {(<

電圧>,<電圧>,<電圧>)|(<NRf>,<NRf>,<NRf>)}
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal?
<電圧>＝画面内8div分
<NRf>＝-1E＋30～1E＋30

例 :MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL -6V,0V,6V
:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL?→:MEASURE:CHAN
NEL1:DPROXIMAL -6.0E+00,0.0E+00,6.0E+00

解　説 ・ 「:MEASure:MATH<x>:DPRoximal」の場合に
<NRf>で設定/問い合わせします。

・ 設定値を波形パラメータの自動測定に反映す
るには「:MEASure:DPRoximal UNIT」にする
必要があります。

:MEASure:{CHANnel<x>|||||MATH<x>}:HISTo
gram?
機　能 各波形のヒストグラム表示に関する設定値をす

べて問い合わせます。
構　文 :MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:HISTogram?

CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
例 (以下は，CH1についての例です。)

:MEASURE:CHANNEL1:HISTOGRAM?→:MEASURE:CHAN
NEL1:HISTOGRAM:STATE 1
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:MEASure:DELay:SLOPe
機　能 ディレイ基準波形のスロープを設定/問い合わせ

ます。
構　文 :MEASure:DELay:SLOPe {BOTH|FALL|RISE}

:MEASure:DELay:SLOPe?
例 :MEASURE:DELAY:SLOPE BOTH

:MEASURE:DELAY:SLOPE?→:MEASURE:DELAY:SLOPE
BOTH

解　説 「:MEASure:DELay:REFerence TRIGger」の場
合，無効な設定/問い合わせになります。

:MEASure:DPRoximal　(Distal-PROXIMAL)

機　能 ディスタル・メシアル・プロキシマル点を設定/
問い合わせします。

構　文 :MEASure:DPRoximal
{AUTO|UNIT|<NRf>,<NRf>,<NRf>}
:MEASure:DPRoximal?
<NRf>＝0～100(％)

例 :MEASURE:DPROXIMAL AUTO
:MEASURE:DPROXIMAL?→:MEASURE:DPROXIMAL AUT
O

:MEASure:HREFerence(HorizontalREFERENCE)
機　能 測定範囲を設定/問い合わせます。
構　文 :MEASure:HREFerence {<NRf>,<NRf>}

:MEASure:HREFerence?
<NRf>＝－5～5div(10div/表示レコード長ステッ
プ)

例 :MEASURE:HREFERENCE -4,4
:MEASURE:HREFERENCE?→:MEASURE:HREFERENCE -
4.00E+00,4.00E+00

:MEASure:MODE
機　能 波形パラメータの自動測定のON/OFFを設定/問

い合わせします。
構　文 :MEASure:MODE {<Boolean>}

:MEASure:MODE?
例 :MEASURE:MODE ON

:MEASURE:MODE?→:MEASURE:MODE 1

:MEASure:MREFerence　(Magnitude REFERENCE)

機　能 High・Low点を設定/問い合わせします。
構　文 :MEASure:MREFerence {AUTO|MAXMin}

:MEASure:MREFerence?
例 :MEASURE:MREFERENCE AUTO

:MEASURE:MREFERENCE?→:MEASURE:MREFERENCE
AUTO

:MEASure:STATistic?
機　能 統計処理に関連する設定値をすべて問い合わせ

ます。
構　文 :MEASure:STATistic?
例 :MEASURE:STATISTIC?→:MEASURE:STATISTIC:TYP

E AVERAGE;TRACE 1;POSITION 0

:MEASure:STATistic:COUNt?
機　能 統計処理の回数を問い合わせます。
構　文 :MEASure:STATistic:COUNt?
例 :MEASURE:STATISTIC:COUNT?→:MEASURE:STATIST

IC:COUNT 100

:MEASure:STATistic:{DIST<x>|||||MAXimum|||||M
EAN|||||MINimum|||||SDEViation}?
機　能 各統計値を問い合わせます。
構　文 :MEASure:STATistic:{DIST<x>|MAXimum|MEAN|MI

Nimum|SDEViation}?
<x>＝1～3

例 (以下は，sd1(Mean±σ)についての例です。)
:MEASURE:STATISTIC:DIST1?→93.7

解　説 統計値がとれない場合は，「NAN
(Not A Number)」が返されます。

:MEASure:STATistic:POSition
機　能 ヒストグラムの表示位置を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :MEASure:STATistic:POSition {<NRf>}

:MEASure:STATistic:POSition?
<NRf>＝－500～500　(画面上の位置)

例 :MEASURE:STATISTIC:TRACE 1
:MEASURE:STATISTIC:TRACE?→:MEASURE:STATIST
IC:TRACE 1

:MEASure:STATistic:TRACe
機　能 統計処理の対象波形を設定/問い合わせします。
構　文 :MEASure:STATistic:TRACe {<NRf>|MATH<x>}

:MEASure:STATistic:TRACe?
<x>＝1，2
<NRf>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :MEASURE:STATISTIC:TRACE 1
:MEASURE:STATISTIC:TRACE?→:MEASURE:
STATISTIC:TRACE 1

:MEASure:STATistic:TYPE
機　能 統計処理の波形パラメータの種類を設定/問い合

わせします。
構　文 :MEASure:STATistic:TYPE <パラメータ>

:MEASure:STATistic:TYPE?
<パラメータ>＝{AVERage|FALL|FDELay|FREQuenc
y|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|NDUTycycle|NOVers
hoot|NWIDth|PDUTycycle|PERiod|POVershoot|PTO
Peak|PWIDth|RDELay|RISE|RMS|TY1Integ|TY2Inte
g|XY1Integ|XY2Integ}

例 :MEASURE:STATISTIC:TYPE AVERAGE
:MEASURE:STATISTIC:TYPE?→:MEASURE:
STATISTIC:TYPE AVERAGE

3.18　MEASureグループ
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3.18　MEASureグループ/3.19　PRESetグループ

3.19　PRESetグループ
PRESetグループは，プリセット機能に関するグループです。フロントパネルのPRESETキーおよびCHキーのPreset
メニューと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

:PRESet : ALL <Space> ECL

OFF

TTL

USERdefine

CHANnel <x> <Space> ECL

PROBe <Space> <NRf>

OFF

TTL

USERdefine

?

USERdefine : LEVel <Space> ＜電圧＞�

?

OFFSet <Space> ＜電圧＞�

?

VDIV <Space> ＜電圧＞�

?

?

?

?

;

;

:PRESet?
機　能 プリセット機能に関する設定値をすべて問い合

わせます。
構　文 :PRESet?
例 :PRESET?→:PRESET:USERDEFINE:VDIV 2.0E+00;O

FFSET 0.0E+00;LEVEL 0.0E+00;:PRESET:CHANNEL
1 TTL;CHANNEL2 ECL;CHANNEL3 USERDEFINE;CHAN
NEL4 OFF

:PRESet:ALL
機　能 全チャネルのプリセットを実行します。
構　文 :PRESet:ALL {ECL|OFF|TTL|USERdefine}
例 :PRESET:ALL USERDEFINE

:MEASure:STATistic:VREFerence　(Vertical REF

ERENCE)

機　能 統計処理のヒストグラムの電圧軸方向の統計範
囲を設定/問い合わせします。

構　文 :MEASure:STATistic:VREFerence {<NRf>,<NRf>}
:MEASure:STATistic:VREFerence?
<NRf>＝-4～4div(V/divの1/48ステップ)

例 :MEASURE:STATISTIC:VREFERENCE -2,2
:MEASURE:STATISTIC:VREFERENCE?→:MEASURE:ST
ATISTIC:VREFERENCE -2.00E+00,2.00E+00

:PRESet:CHANnel<x>
機　能 各チャネルのプリセットを実行します。また，

プリセット内容を問い合わせます。
構　文 :PRESet:CHANnel<x> {ECL|OFF|TTL|USERdefine}

:PRESet:CHANnel<x>?
<NRf>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :PRESET:CHANNEL1 TTL
:PRESET:CHANNEL1?→:PRESET:CHANNEL1 TTL
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3.19　PRESetグループ/3.20　SNAPグループ

:PRESet:USERdefine:OFFSet
機　能 任意のプリセットのときのオフセット電圧を設

定/問い合わせします。
構　文 :PRESet:USERdefine:OFFSet {<電圧>}

:PRESet:USERdefine:OFFSet?
<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照

例 :PRESET:USERDEFINE:OFFSET 0V
:PRESET:USERDEFINE:OFFSET?→:PRESET:USERDEF
INE:OFFSET 0.0E+00

:PRESet:USERdefine:VDIV
機　能 任意のプリセットのときのV/div値を設定/問い

合わせします。
構　文 :PRESet:USERdefine:VDIV {<電圧>}

:PRESet:USERdefine:VDIV?
<電圧>＝2mV～5V(本体ユーザーズマニュアル参照)

例 :PRESET:USERDEFINE:VDIV 2V
:PRESET:USERDEFINE:VDIV?→:PRESET:USERDEFIN
E:VDIV 2.0E+00

3.20　SNAPグループ
SNAPグループは，スナップショットを実行するグループです。フロントパネルのSNAP SHOTキーと同じ内容を実
行できます。

:SNAP

:PRESet:PROBe
機　能 プリセット機能のプローブの減衰比を設定/問い

合わせします。
構　文 :PRESet:PROBe {<NRf>}

:PRESet:PROBe?
<NRf>＝本体ユーザーズマニュアル参照

例 :PRESET:PROBE 1
:PRESET:PROBE?→:PRESET:PROBE 1

:PRESet:USERdefine?
機　能 任意のプリセットのときのプリセット値をすべ

て問い合わせます。
構　文 :PRESet:USERdefine?
例 :PRESET:USERDEFINE?→:PRESET:USERDEFINE:

VDIV 2.0E+00;OFFSET 0.0E+00;LEVEL 0.0E+00

:PRESet:USERdefine:LEVel
機　能 任意のプリセットのときのトリガレベル値を設

定/問い合わせします。
構　文 :PRESet:USERdefine:LEVel {<電圧>}

:PRESet:USERdefine:LEVel?
<電圧>＝画面8div分

例 :PRESET:USERDEFINE:LEVEL 0V
:PRESET:USERDEFINE:LEVEL?→:PRESET:
USERDEFINE:LEVEL 0.0E+00

:SNAP
機　能 スナップショットを実行します。
構　文 :SNAP
例 :SNAP
解　説 ・ 「DISPlay:SNAP」でも同じ内容を実行できます。

・ クリアトレースは「CLEar」または「DISPlay
:CLEar」で行います。



IM 700820-12J3-70

3.21　SSTartグループ
SSTartグループは，シングルスタートを実行するグループです。フロントパネルのSINGLE STARTキーと同じ内容
を実行できるほか，通信専用の動作(波形取り込みと同期して動作させる)もサポートしています。

:SSTart <Space>

UNSYnc

3.21　SSTartグループ/3.22　STARtグループ

3.22　STARtグループ
STARtグループは，波形の取り込みをスタートするグループです。フロントパネルのSTART/STOPキーと同じ内容
を実行できます。

:STARt

:STARt
機　能 波形の取り込みをスタートします。
構　文 :STARt
例 :START
解　説 取り込みのストップは，「STOP」で行います。

:SSTart　(Single START)

機　能 シングルスタートを実行します。
構　文 :SSTart{|UNSYnc}
例 :SSTART

:SSTART UNSYNC
解　説 ・ 「:SSTart」は，波形取り込みに同期したコ

マンドです。波形取り込み終了まで，次のコ
マンドを受け付けません。

・ 「:SSTart UNSYnc」は，波形取り込みに同期
していません。波形取り込みが終了していな
い状態でも，次のコマンドを受け付けます。
波形取り込みと同期させたい場合は，「2.5　
コントローラとの同期」をご覧ください。
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3.23　STATusグループ
STATusグループは，ステータスレポートに関する設定と問い合わせを行うグループです。このグループに相当す
るフロントパネルのキーはありません。ステータスレポートについては，第4章を参照してください。

:STATus : CONDition ?

EESE <Space> <Register>

?

EESR ?

ERRor ?

FILTer <x> <Space> RISE

FALL

BOTH

NEVer

?

QENable <Space> OFF

ON

<NRf>

?

QMESsage <Space> OFF

ON

<NRf>

?

?

;

:STATus?
機　能 通信のステータス機能に関する設定をすべて問

い合わせます。
構　文 :STATus?
例 :STATUS?→:STATUS:EESE 0;FILTER1:SLOPE RISE

;OPERATOR AND;ENABLE 1;:STATUS:FILTER2:SLOP
E RISE;OPERATOR AND;ENABLE 2;:STATUS:FILTER
3:SLOPE RISE;OPERATOR AND;ENABLE 4;:STATUS:
FILTER4:SLOPE RISE;OPERATOR AND;ENABLE 8;:S
TATUS:FILTER5:SLOPE RISE;OPERATOR AND;ENABL
E 16;:STATUS:FILTER6:SLOPE RISE;OPERATOR AN
D;ENABLE 32;:STATUS:FILTER7:SLOPE RISE;OPER
ATOR AND;ENABLE 64;:STATUS:FILTER8:SLOPE RI
SE;OPERATOR AND;ENABLE 128;:STATUS:FILTER9:
SLOPE RISE;OPERATOR AND;ENABLE 256;:STATUS:
FILTER10:SLOPE RISE;OPERATOR AND;ENABLE 512
;:STATUS:FILTER11:SLOPE RISE;OPERATOR AND;E
NABLE 1024;:STATUS:FILTER12:SLOPE RISE;OPER
ATOR AND;ENABLE 4096;:STATUS:FILTER13:SLOPE
RISE;OPERATOR AND;ENABLE 4096;:STATUS:FILTE
R14:SLOPE RISE;OPERATOR AND;ENABLE 8192;:ST
ATUS:FILTER15:SLOPE RISE;OPERATOR AND;ENABL
E 16384;:STATUS:FILTER16:SLOPE RISE;OPERATO
R AND;ENABLE 32768;:STATUS:QENABLE 1;QMESSA
GE 1

3.23　STATusグループ

:STATus:CONDition?
機　能 状態レジスタの内容を問い合わせます。
構　文 :STATus:CONDition?
例 :STATUS:CONDITION?→16
解　説 :STATus:CONDitionを使った同期のとり方につい

ては，2-8ページを参照してください。

:STATus:EESE　(Extended Event Status Enable regist

er)

機　能 拡張イベントイネーブルレジスタを設定/問い合
わせします。

構　文 :STATus:EESE <Register>
:STATus:EESE?
<Register>＝0～65535

例 :STATUS:EESE #B00000000
:STATUS:EESE?→:STATUS:EESE 0

:STATus:EESR?　(Extended Event Status Register)

機　能 拡張イベントレジスタの内容を問い合わせ，レ
ジスタをクリアします。

構　文 :STATus:EESR?
例 :STATUS:EESR?→0
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3.23　STATusグループ/3.24　STOPグループ

3.24　STOPグループ
STOPグループは，波形の取り込みをストップするグループです。フロントパネルのSTART/STOPキーと同じ内容
を実行できます。

:STOP

:STOP
機　能 波形の取り込みをストップします。
構　文 :STOP
例 :STOP
解　説 取り込みのスタートは，「STARt」で行います。

:STATus:ERRor?
機　能 発生したエラーのコードとメッセージ内容(エ

ラーキューの先頭)を問い合わせます。
構　文 :STATus:ERRor?
例 :STATUS:ERROR?→901,"Backup failure"
解　説 ・ エラーが発生していないときは「0,"No

error"」が返されます。
・ メッセージ内容を日本語で返すことはでき

ません。
・ 「STATus:QMESsage」で，メッセージ内容を

付けるか付けないかを設定できます。

:STATus:FILTer<x>
機　能 遷移フィルタを設定/問い合わせします。
構　文 :STATus:FILTer<x> {RISE|FALL|BOTH|NEVer}

:STATus:FILTer<x>?
<x>＝1～16

例 :STATUS:FILTER2 RISE
:STATUS:FILTER2?→:STATUS:FILTER2 RISE

解　説 状態レジスタの各ビットがどのように変化した
ときにイベントをセットするかを決めます。
「RISE」なら0から1になったときにイベントを
セットします。

:STATus:QENable
機　能 エラー以外のメッセージをエラーキューに格納

するかしないかを設定/問い合わせします。
構　文 :STATus:QENable {<Boolean>}

:STATus:QENable?
例 :STATUS:QENABLE ON

:STATUS:QENABLE?→:STATUS:QENABLE 1

:STATus:QMESsage
機　能 「STATus:ERRor?」の応答にメッセージ内容を付

けるか付けないかを設定/問い合わせします。
構　文 :STATus:QMESsage {<Boolean>}

:STATus:QMESsage?
例 :STATUS:QMESSAGE ON

:STATUS:QMESSAGE?→:STATUS:QMESSAGE 1
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3.25　SYSTemグループ

3.25　SYSTemグループ
SYSTemグループは，システムに関するグループです。フロントパネルのMISCキーのSystem Configメニューと同
じ設定，および設定内容の問い合わせができます。

:SYSTem : CLICk <Space> OFF

ON

<NRf>

?

LANGuage <Space> ENGLish

JAPANese

?

BATTery ?

DATE <Space> ＜文字列＞�

?

SCSI : EXTernalid <Space> <NRf>

?

INITialize 

OWNid <Space> <NRf>

?

?

TIME <Space> ＜文字列＞�

?

?

;

;

:SYSTem?
機　能 システムに関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :SYSTem?
例 :SYSTEM?→:SYSTEM:CLICK 1;LANGUAGE ENGLISH;

SCSI:OWNID 7;EXTERNALID

:SYSTem:BATTery?
機　能 内部のリチウム電池の状態を問い合わせます。
構　文 :SYSTem:BATTery?
例 :SYSTEM:BATTERY?→1
解　説 リチウム電池が正常なときは「1」，消耗したと

きは「0」が返されます。

:SYSTem:CLICk
機　能 クリック音のON/OFFを設定/問い合わせします。
構　文 :SYSTem:CLICk {<Boolean>}

:SYSTem:CLICk?
例 :SYSTEM:CLICK ON

:SYSTEM:CLICK?→:SYSTEM:CLICK 1

:SYSTem:DATE
機　能 日付を設定/問い合わせします。
構　文 :SYSTem:DATE <文字列>

:SYSTem:DATE?
<文字列>＝YY/MM/DD，本体ユーザーズマニュア
ル参照

例 :SYSTEM:DATE "96/07/26"
:SYSTEM:DATE?→"96/07/26"

:SYSTem:LANGuage
機　能 メッセージの言語を設定/問い合わせします。
構　文 :SYSTem:LANGuage {ENGLish|JAPANese}

:SYSTem:LANGuage?
例 :SYSTEM:LANGUAGE JAPANESE

:SYSTEM:LANGUAGE?→:SYSTEM:LANGUAGE
JAPANESE

:SYSTem:SCSI?
機　能 SCSI-IDに関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :SYSTem:SCSI?
例 :SYSTEM:SCSI?→:SYSTEM:SCSI:OWNID 7;EXTERNA

LID 0

:SYSTem:SCSI:EXTernalid
機　能 外付けSCSI機器のSCSI-IDを設定/問い合わせま

す。
構　文 :SYSTem:SCSI:EXTernalid {<NRf>}

:SYSTem:SCSI:EXTernalid?
<NRf>＝0～7

例 :SYSTEM:SCSI:EXTERNALID 1
:SYSTEM:SCSI:EXTERNALID?→:SYSTEM:SCSI:
EXTERNALID 1
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3.26　TIMebaseグループ
TIMebaseグループは，タイムベースに関するグループです。フロントパネルのTIME/DIVノブと同じ設定，および
設定内容の問い合わせができます。

:TIMebase : SRATe <Space> ＜周波数＞�

?

FREQuency <Space> ＜周波数＞�

?

TDIV <Space> ＜時間＞�

?

?

;

3.25　SYSTemグループ/3.26　TIMebaseグループ

:SYSTem:SCSI:INITialize
機　能 SCSI関連のイニシャライズを実行します。
構　文 :SYSTem:SCSI:INITialize
例 :SYSTEM:SCSI:INITIALIZE
解　説 「:SYSTem:SCSI:OWNid」で本体のSCSI-IDを変更

した場合には，必ずこのコマンドを実行してく
ださい。

:SYSTem:SCSI:OWNid
機　能 本体のSCSI-IDを設定/問い合わせます。
構　文 :SYSTem:SCSI:OWNid {<NRf>}

:SYSTem:SCSI:OWNid?
<NRf>＝0～7

例 :SYSTEM:SCSI:OWNID 7
:SYSTEM:SCSI:OWNID?→:SYSTEM:SCSI:OWNID 7

:SYSTem:TIME
機　能 時刻を設定/問い合わせします。
構　文 :SYSTem:TIME <文字列>

:SYSTem:TIME?
<文字列>＝HH:MM:SS，本体ユーザーズマニュア
ル参照

例 :SYSTEM:TIME "14:30:00"
:SYSTEM:TIME?→"14:30:00"

:TIMebase?
機　能 タイムベースに関する設定値をすべて問い合わ

せます。
構　文 :TIMebase?
例 :TIMEBASE?→:TIMEBASE:SRATE 0.1E+09

:TIMebase:FREQuency
機　能 サンプルレートを設定/問い合わせます。
構　文 :TIMebase:FREQuency {<周波数>}

:TIMebase:FREQuency?
<周波数>＝2Hz～50GHz

例 :TIMEBASE:FREQUENCY 100MHZ
:TIMEBASE:FREQUENCY?→:TIMEBASE:FREQUENCY
0.1E+09

解　説 ・ 設定したサンプルレートによって，T/div値
が変わります。

・ 「TIMebase:FREQuency」でも同じ設定/問い
合わせができます。ただし，「TIMebase?」
の対象は，「TIMebase:SRATe」になります。

:TIMebase:SRATe　(Sample RATE)

機　能 サンプルレートを設定/問い合わせます。
構　文 :TIMebase:SRATe {<周波数>}

:TIMebase:SRATe?
<周波数>＝2Hz～50GHz

例 :TIMEBASE:SRATE 100MHZ
:TIMEBASE:SRATE?→:TIMEBASE:SRATE 0.1E+09

解　説 ・ 設定したサンプルレートによって，T/div値
が変わります。

・ 「TIMebase:FREQuency」でも同じ設定/問い
合わせができます。

:TIMebase:TDIV
機　能 T/div値を設定/問い合わせします。
構　文 :TIMebase:TDIV {<時間>}

:TIMebase:TDIV?
<時間>＝2ns～50s

例 :TIMEBASE:TDIV 1US
:TIMEBASE:TDIV?→:TIMEBASE:TDIV 0.001E-03
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3.27　TRIGgerグループ

3.27　TRIGgerグループ
TRIGgerグループは，トリガに関するグループです。フロントパネルのTRIGGERグループ(SIMPLEキー
ENHANCEDキー，LEVELノブ)およびPOSITION/DELAYキーと同じ設定，および設定内容の問い合わせができま
す。

:TRIGger : ABN : COUNt <Space> <NRf>

?

?

ADB : DELay <Space>  ＜時間＞�

?

?

ATRigger : CHANnel <x> <Space> DONTcare

HIGH

LOW

?

EXTernal

CONDition <Space> ENTer

EQUal

EXIT

NOT

?

LOGic : PODA : BIT0 <Space> DONTcare

HIGH

LOW

?

BIT1

BIT2

BIT3

BIT4

BIT5

BIT6

BIT7

?

PODB

PODC

PODD

?

?

BGTime : TIME <Space> ＜時間＞�

?

?

BLTime : TIME <Space> ＜時間＞�

?

?

BTOut : TIME <Space> ＜時間＞�

?

?

BTRigger : CHANnel <x> <Space> DONTcare

HIGH

LOW

?

EXTernal

CONDition <Space> BOTH

ENTer

EXIT

?

?

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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3.27　TRIGgerグループ

CHANnel <x> : COUPling <Space> AC

DC

?

HFRejection <Space> OFF

ON

<NRf>

?

LEVel <Space> ＜電圧＞�

?

?

DELay <Space> ＜時間＞�

?

DREFerence <Space> <NRf> PCT

?

EOA : CHANnel <x> <Space> OFF

FALL

RISE

?

EXTernal

?

EOR : CHANnel <x> <Space> OFF

FALL

RISE

?

EXTernal

?

EXTernal : LEVel <Space>  ＜電圧＞�

?

PROBe <Space> <NRf>

?

?

HOLDoff <Space> ＜時間＞�

?

LOGic : CHANnel <x> <Space> OFF

FALL

RISE

?

EXTernal <Space> OFF

FALL

RISE

?

?

MODE <Space> AUTO

NORMal

?

;

;

;

;

;

SIMPle : COUPling <Space> AC

DC

?

;
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3.27　TRIGgerグループ

GATE : DISTance <Space> ＜時間＞�

<NRf>

?

LEVel <Space> ＜電圧＞� , ＜電圧＞�
�

?

POLarity <Space> BYPass

DONTcare

PASS

?

?

HFRejection <Space> OFF

ON

<NRf>

?

LEVel <Space> ＜電圧＞�

?

PROBe <Space> <NRf>

?

SLOPe <Space> BOTH

FALL

RISE

?

SOURce <Space> <NRf>

EXTernal

?

?

TV : TYPE <Space> HDTV

NTSC

PAL

?

FIELd <Space> <NRf>

DONTcare

EVEN

ODD

X

?

LINE <Space> <NRf>

?

POLarity <Space> NEGative

POSitive

?

LEVel <Space> <NRf>

?

?

;

;
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WINDow : CONDition <Space> IN

OUT

?

COUPling <Space> AC

DC

?

HFRejection <Space> OFF

ON

<NRf>

?

WIDTh <Space> ＜電圧＞�
�

?

?

TYPE <Space> ABN

ADB

BGTime

BLTime

BTOut

EOA

EOR

LOGic

SIMPle

TV

WINDow

?

?

;

3.27　TRIGgerグループ

:TRIGger?
機　能 トリガに関する設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :TRIGger?
例 :TRIGGER?→:TRIGGER:TYPE SIMPLE;MODE AUTO;D

ELAY 0.000E-06;DREFERENCE 50;HOLDOFF 0.08E-
06;SIMPLE:SOURCE 1;SLOPE RISE;COUPLING DC;L
EVEL 0.000E+03;HFREJECTION 0;GATE:POLARITY
DONTCARE

:TRIGger:ABN? (A→B(n))
機　能 A→B(n)トリガの設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :TRIGger:ABN?
例 :TRIGGER:ABN?→:TRIGGER:ABN:COUNT 1

:TRIGger:ABN:COUNt
機　能 A→B(n)トリガの条件Bの成立回数を設定/問い

合わせします。
構　文 :TRIGger:ABN:COUNt {<NRf>}

:TRIGger:ABN:COUNt?
<NRf>＝1～108

例 :TRIGGER:ABN:COUNT 1
:TRIGGER:ABN:COUNT?→:TRIGGER:ABN:COUNT 1

:TRIGger:ADB?　(A Delay B)

機　能 A Delay Bトリガの設定値をすべて問い合わせま
す。

構　文 :TRIGger:ADB?
例 :TRIGGER:ADB?→:TRIGGER:ADB:DELAY 0.005E-6

:TRIGger:ADB:DELay
機　能 A Delay Bトリガの条件Bのディレイ時間を設定/

問い合わせします。

:TRIGger:ATRigger?
機　能 条件Aの設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :TRIGger:ATRigger?
例 :TRIGger:ATRigger?
例 :TRIGGER:ATRIGGER?→:TRIGGER:ATRIGGER:CONDI

TION ENTER;CHANNEL1 HIGH;CHANNEL2 DONTCARE;
CHANNEL3 DONTCARE;CHANNEL4 DONTCARE;CHANNEL
5 DONTCARE;CHANNEL6 DONTCARE;CHANNEL7 DONTC
ARE;CHANNEL8 DONTCARE;EXTERNAL DONTCARE;LOG
IC:PODA:BIT0 HIGH;BIT1 DONTCARE;BIT2 DONTCA
RE;BIT3 DONTCARE;BIT4 DONTCARE;BIT5 DONTCAR
E;BIT6 DONTCARE;BIT7 DONTCARE;:TRIGGER:ATRI
GGER:LOGIC:PODB:BIT0 DONTCARE;BIT1 DONTCARE
;BIT2 DONTCARE;BIT3 DONTCARE;BIT4 DONTCARE;
BIT5 DONTCARE;BIT6 DONTCARE;BIT7 DONTCARE;:
TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC:PODC:BIT0 DONTCARE;B
IT1 DONTCARE;BIT2 DONTCARE;BIT3 DONTCARE;BI
T4 DONTCARE;BIT5 DONTCARE;BIT6 DONTCARE;BIT
7 DONTCARE;:TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC:PODD:BIT
0 DONTCARE;BIT1 DONTCARE;BIT2 DONTCARE;BIT3
DONTCARE;BIT4 DONTCARE;BIT5 DONTCARE;BIT6 D
ONTCARE;BIT7 DONTCARE

:TRIGger:ATRigger:{CHANnel<x>|||||EXTernal}
機　能 条件Aの各チャネルの状態を設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:ATRigger:{CHANnel<x>|EXTernal} {DO

NTcare|HIGH|LOW}
:TRIGger:ATRigger:{CHANnel<x>|EXTernal}?
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<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 (以下は，CH1についての例です。)
:TRIGGER:ATRIGGER:CHANNEL1 HIGH
:TRIGGER:ATRIGGER:CHANNEL1?→:TRIGGER:ATRI
GGER:CHANNEL1 HIGH

:TRIGger:ATRigger:CONDition
機　能 条件Aの成立条件を設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger:ATRigger:CONDition {ENTer|EXIT}

(「ABN」「ADB」の場合)
:TRIGger:ATRigger:CONDition {EQUal|NOT}　
(「EOA」「LOGic」の場合)
:TRIGger:ATRigger:CONDition?

例 :TRIGGER:ATRIGGER:CONDITION ENTER
:TRIGGER:ATRIGGER:CONDITION?→:TRIGGER:ATRI
GGER:CONDITION ENTER

解　説 トリガタイプが「ABN」「ADB」の場合は
{ENTer|EXIT}，「EOA」「LOGic」の場合は
{EQUal|NOT}から選択します。

:TRIGger:ATRigger:LOGic?
機　能 ロジックトリガに関する条件の設定値をすべて

問い合わせます。
構　文 :TRIGger:ATRigger:LOGic?
例 :TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC?→:TRIGGER:ATRIGGER

:LOGIC:PODA:BIT0 HIGH;BIT1 DONTCARE;BIT2 DO
NTCARE;BIT3 DONTCARE;BIT4 DONTCARE;BIT5 DON
TCARE;BIT6 DONTCARE;BIT7 DONTCARE;:TRIGGER:
ATRIGGER:LOGIC:PODB:BIT0 DONTCARE;BIT1 DONT
CARE;BIT2 DONTCARE;BIT3 DONTCARE;BIT4 DONTC
ARE;BIT5 DONTCARE;BIT6 DONTCARE;BIT7 DONTCA
RE;:TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC:PODC:BIT0 DONTCA
RE;BIT1 DONTCARE;BIT2 DONTCARE;BIT3 DONTCAR
E;BIT4 DONTCARE;BIT5 DONTCARE;BIT6 DONTCARE
;BIT7 DONTCARE;:TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC:PODD
:BIT0 DONTCARE;BIT1 DONTCARE;BIT2 DONTCARE;
BIT3 DONTCARE;BIT4 DONTCARE;BIT5 DONTCARE;B
IT6 DONTCARE;BIT7 DONTCARE

解　説 ロジックプローブが装備されていないと，問い
合わせできません。

:TRIGger:ATRigger:LOGic:{PODA|PODB|POD
C|PODD}?
機　能 各ポッドのビットパターンを問い合わせます。
構　文 :TRIGger:ATRigger:LOGic:{PODA|PODB|PODC|POD

D}?
例 :TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC:PODA?→:TRIGGER:

ATRIGGER:LOGIC:PODA:BIT0 HIGH;BIT1 DONTCARE
;BIT2 DONTCARE;BIT3 DONTCARE;BIT4 DONTCARE;
BIT5 DONTCARE;BIT6 DONTCARE;BIT7 DONTCARE

解　説 ロジックプローブが装備されていないと，問い
合わせできません。

:TRIGger:ATRigger:LOGic:{PODA|PODB|POD
C|PODD}:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|
BIT6|B IT7}
機　能 各ビットの状態を設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger:ATRigger:LOGic:{PODA|PODB|PODC|POD

D}:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7
} {DONTcare|HIGH|LOW}
:TRIGger:ATRigger:LOGic:{PODA|PODB|PODC|POD
D}:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7
}?

例 :TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC:PODA:BIT0 HIGH
:TRIGGER:ATRIGGER:LOGIC:PODA:BIT0?→:TRIGGE
R:ATRIGGER:LOGIC:PODA:BIT0 HIGH

解　説 ロジックプローブが装備されていないと，設定/
問い合わせできません。

:TRIGger:BGTime?　(B Greater TIME)

機　能 B>Timeトリガの設定値をすべて問い合わせま
す。

構　文 :TRIGger:BGTime?
例 :TRIGGER:BGTIME?→:TRIGGER:BGTIME:TIME

0.03E-06

3.27　TRIGgerグループ
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:TRIGger:BGTime:TIME
機　能 B>Timeトリガのパルス幅を設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:BGTime:TIME {<時間>}

:TRIGger:BGTime:TIME?
<時間>＝30ns～5s

例 :TRIGGER:BGTIME:TIME 30NS
:TRIGGER:BGTIME:TIME?→:TRIGGER:BGTIME:TIME
0.03E-06

:TRIGger:BLTime?　(B Less TIME)

機　能 B<Timeトリガの設定値をすべて問い合わせま
す。

構　文 :TRIGger:BLTime?
例 :TRIGGER:BLTIME?

→:TRIGGER:BLTIME:TIME 0.005E-06

:TRIGger:BLTime:TIME
機　能 B<Timeトリガのパルス幅を設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:BLTime:TIME {<時間>}

:TRIGger:BLTime:TIME?
<時間>＝5ns～5s

例 :TRIGGER:BLTIME:TIME 5NS
:TRIGGER:BLTIME:TIME?→:TRIGGER:BLTIME:TIME
0.005E-06

:TRIGger:BTOut?　(B Time OUT)

機　能 B Time Outトリガの設定値をすべて問い合わせ
ます。

構　文 :TRIGger:BTOut?
例 :TRIGGER:BTOUT?

→:TRIGGER:BTOUT:TIME 0.03E-6

:TRIGger:BTOut:TIME
機　能 B Time Outトリガのパルス幅を設定/問い合わせ

します。
構　文 :TRIGger:BTOut:TIME {<時間>}

:TRIGger:BTOut:TIME?
<時間>＝30ns～5s

例 :TRIGGER:BTOUT:TIME 30NS
:TRIGGER:BTOUT:TIME?→:TRIGGER:BTOUT:TIME
0.03E-06

:TRIGger:BTRigger?
機　能 条件Bの設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :TRIGger:BTRigger?
例 :TRIGGER:BTRIGGER?→:TRIGGER:BTRIGGER:CHANN

EL1 HIGH;CHANNEL2 LOW;CHANNEL3 DONTCARE;CHA
NNEL4 DONTCARE;EXTERNAL DONTCARE;CONDITION
ENTER

:TRIGger:BTRigger:{CHANnel<x>|||||EXTernal}
機　能 条件Bの各チャネルの状態を設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:BTRigger:{CHANnel<x>|EXTernal} {DO

NTcare|HIGH|LOW}
:TRIGger:BTRigger:{CHANnel<x>|EXTernal}?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 (以下は，CH1についての例です。)
:TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1 HIGH
:TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1?→:TRIGGER:
BTRIGGER:CHANNEL1 HIGH

:TRIGger:BTRigger:CONDition
機　能 条件Bの成立条件を設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger:BTRigger:CONDition {BOTH|ENTer|EXI

T}
:TRIGger:BTRigger:CONDition?

例 :TRIGGER:BTRIGGER:CONDITION ENTER
:TRIGGER:BTRIGGER:CONDITION?→:TRIGGER:BTRI
　GGER:CONDITION ENTER

:TRIGger:CHANnel<x>?
機　能 各チャネルのトリガ条件をすべて問い合わせま

す。
構　文 :TRIGger:CHANnel<x>?

<x>＝1～2(Model 70082□)，
1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :TRIGGER:CHANNEL1?→:TRIGGER:CHANNEL1:
COUPLING DC;HFREJECTION OFF;LEVEL 0.000E+03

:TRIGger:CHANnel<x>:COUPling
機　能 各チャネルのトリガカップリングを設定/問い合

わせします。
構　文 :TRIGger:CHANnel<x>:COUPling {AC|DC}

:TRIGger:CHANnel<x>:COUPling?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :TRIGGER:CHANNEL1:COUPLING DC
:TRIGGER:CHANNEL1:COUPLING?→:TRIGGER:CHANN
EL1:COUPLING DC

3.27　TRIGgerグループ
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:TRIGger:CHANnel<x>:HFRejection
(HighFrequencyREJECTION)

機　能 トリガ波形に対してローパスフィルタのON/
OFFを設定/問い合わせします。

構　文 :TRIGger:CHANnel<x>:HFRejection {<Boolean>}
:TRIGger:CHANnel<x>:HFRejection?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :TRIGGER:CHANNEL1:HFREJECTION ON
:TRIGGER:CHANNEL1:HFREJECTION?→:TRIGGER:CH
ANNEL1:HFREJECTION 1

:TRIGger:CHANnel<x>:LEVel
機　能 各チャネルのトリガレベルを設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:CHANnel<x>:LEVel {<電圧>}

:TRIGger:CHANnel<x>:LEVel?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<電圧>＝画面8div以内
例 :TRIGGER:CHANNEL1:LEVEL 0V

:TRIGGER:CHANNEL1:LEVEL?→:TRIGGER:CHANNEL1
:LEVEL 0.000E+03

:TRIGger:DELay
機　能 ディレイ(トリガ点からトリガポジションまでの

時間)を設定/問い合わせます。
構　文 :TRIGger:DELay {<時間>}

:TRIGger:DELay?
<時間>＝0～8s

例 :TRIGGER:DELLAY 2US
:TRIGGER:DELAY?→:TRIGGER:DELAY 2.00E-06

解　説 タイムベースが外部クロックの時は0固定です。
本機器では，トリガディレイはトリガ点からト
リガポジションまでの時間で設定します。
トリガポジションは「:TRIGger:DREFerence」で
設定/問い合わせます。

:TRIGger:DREFerence　(Delay REFERENCE)

機　能 トリガポジションを設定/問い合わせます。
構　文 :TRIGger:DREFerence {<NRf>[PCT]}

:TRIGger:DREFerence?
<NRf>＝0～100(%)

例 :TRIGGER:DREFERENCE 10PCT
:TRIGGER:DREFERENCE?→:TRIGGER:DREFERENCE
10

:TRIGger:EOA?　(Edge On A)

機　能 Edge on Aトリガの設定値をすべて問い合わせま
す。

構　文 :TRIGger:EOA?
例 :TRIGGER:EOA?→:TRIGGER:EOA:CHANNEL1 OFF;

CHANNEL2 RISE;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF;
EXTERNAL OFF

:TRIGger:EOA:{CHANnel<x>|||||EXTernal}
機　能 Edge on Aトリガの各チャネルのエッジを設定/

問い合わせします。
構　文 :TRIGger:EOA:{CHANnel<x>|EXTernal} {OFF|FAL

L|RISE}
:TRIGger:EOA:{CHANnel<x>|EXTernal}?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 (以下は，CH1についての例です。)
:TRIGGER:EOA:CHANNEL1 RISE
:TRIGGER:EOA:CHANNEL1?→:TRIGGER:EOA:CHANNE
L1 RISE

解　説 条件Aで使用しているチャネルは設定できませ
ん。

:TRIGger:EOR?　(Edge OR)

機　能 ORトリガの設定値をすべて問い合わせます。
構　文 :TRIGger:EOR?
例 :TRIGGER:EOR?→:TRIGGER:EOR:CHANNEL1 RISE;C

HANNEL2 OFF;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF;EXTER
NAL OFF

:TRIGger:EOR:{CHANnel<x>|||||EXTernal}
機　能 ORトリガの各チャネルのエッジを設定/問い合

わせします。
構　文 :TRIGger:EOR:{CHANnel<x>|EXTernal} {OFF|FAL

L|RISE}
:TRIGger:EOR:{CHANnel<x>|EXTernal}?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 (以下は，CH1についての例です。)
:TRIGGER:EOR:CHANNEL1 RISE
:TRIGGER:EOR:CHANNEL1?→:TRIGGER:EOR:CHANNE
L1 RISE

:TRIGger:EXTernal?
機　能 外部トリガのトリガ条件をすべて問い合わせま

す。
構　文 :TRIGger:EXTernal?
例 :TRIGGER:EXTERNAL?→:TRIGGER:EXTERNAL:LEVEL

0.000E+00;PROBE 1

:TRIGger:EXTernal:LEVel
機　能 外部トリガのトリガレベルを設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:EXTernal:LEVel {<電圧>}

:TRIGger:EXTernal:LEVel?
<電圧>＝－1V～1V(1mVステップ)

例 :TRIGGER:EXTERNAL:LEVEL 0V
:TRIGGER:EXTERNAL:LEVEL?→:TRIGGER:EXTERNAL
:LEVEL 0.000E+00

3.27　TRIGgerグループ
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:TRIGger:EXTernal:PROBe
機　能 外部トリガのプローブの減衰比を設定/問い合わ

せします。
構　文 :TRIGger:EXTernal:PROBe {<NRf>}

:TRIGger:EXTernal:PROBe?
<NRf>＝1，10

例 :TRIGGER:EXTERNAL:PROBE 1
:TRIGGER:EXTERNAL:PROBE?→:TRIGGER:EXTERNAL
:PROBE 1

:TRIGger:HOLDoff
機　能 ホールドオフ時間を設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger:HOLDoff {<時間>}

:TRIGger:HOLDoff?
<時間>＝80ns～5s

例 :TRIGGER:HOLDOFF 80NS
:TRIGGER:HOLDOFF?→:TRIGGER:HOLDOFF 0.08E-
06

:TRIGger:LOGic?
機　能 ロジックトリガのエッジの設定値をすべて問い

合わせます。
構　文 :TRIGger:LOGic?
例 :TRIGGER:LOGIC?→:TRIGGER:LOGIC:CHANNEL1

OFF;CHANNEL2 OFF;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF;
CHANNEL5 OFF;CHANNEL6 OFF;CHANNEL7 OFF;CHAN
NEL8 OFF;EXTERNAL OFF

解　説 ロジックプローブが装備されていないと，問い
合わせできません。

:TRIGger:LOGic:{CHANnel<x>|EXTernal}
機　能 ロジックトリガの各チャネルのエッジを設定/問

い合わせします。
構　文 :TRIGger:LOGic:{CHANnel<x>|EXTernal}?

:TRIGger:LOGic:{CHANnel<x>|EXTernal} {OFF|F
ALL|RISE}
<x>＝1～2(Model　70082□)

1～4(Model　70084□)
1～6(Model　70086□)
1～8(Model　70088□)

例 :TRIGGER:LOGIC:CHANNEL1 OFF
:TRIGGER:LOGIC:CHANNEL1?→:TRIGGER:LOGIC:CH
ANNEL1 OFF

解　説 ロジックプローブが装備されていないと，設定/
問い合わせできません。

:TRIGger:MODE
機　能 トリガモードを設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger:MODE {AUTO|NORMal}

:TRIGger:MODE?
例 :TRIGGER:MODE AUTO

:TRIGGER:MODE?→:TRIGGER:MODE AUTO

:TRIGger[:SIMPle]?
機　能 シンプルトリガの設定値をすべて問い合わせま

す。
構　文 :TRIGger:SIMPle?
例 :TRIGGER:SIMPLE?→:TRIGGER:SIMPLE:SOURCE 1;

SLOPE RISE;COUPLING DC;LEVEL 0.000E+03;HFRE
JECTION 0;GATE:POLARITY DONTCARE

:TRIGger[:SIMPle]:COUPling
機　能 シンプルトリガのトリガカップリングを設定/問

い合わせします。
構　文 :TRIGger[:SIMPle]:COUPling {AC|DC}

:TRIGger[:SIMPle]:COUPling?
例 :TRIGGER:SIMPLE:COUPLING DC

:TRIGGER:SIMPLE:COUPLING?→:TRIGGER:SIMPLE:
COUPLING DC

:TRIGger[:SIMPle]:GATE?
機　能 シンプルトリガのゲートトリガの設定値をすべ

て問い合わせます。
構　文 :TRIGger[:SIMPle]:GATE?
例 :TRIGGER:SIMPLE:GATE?

→:TRIGGER:SIMPLE:GATE:DISTANCE 0.00E-06;LE
VEL 0.000E+03,0.000E+03;POLARITY PASS

:TRIGger[:SIMPle]:GATE:DISTance
機　能 ゲートトリガの「TRIGger[:SIMPle]:SOURce」で

指定しているチャネルのゲート位置を設定/問い
合わせします。
「TRIGger[:SIMPle]:SOURce EXTernal」になっ
ているとエラーになります。

構　文 :TRIGger[:SIMPle]:GATE:DISTance {<時間>|<NR
f>}
:TRIGger[:SIMPle]:GATE:DISTance?
<NRf>,<時間>＝本体ユーザーズマニュアル参照

例 :TRIGGER:SIMPLE:GATE:DISTANCE 0S
:TRIGGER:SIMPLE:GATE:DISTANCE?→:TRIGGER:SI
MPLE:GATE:DISTANCE 0.00E-06

解　説 ・ タイムベースが外部クロックの時は，点数
(<NRf>)での設定/問い合わせになります。

・ サンプルレートやレコード長などによって，
設定できる値が異なります。詳しくは本体
ユーザーズマニュアルをご覧ください。

:TRIGger[:SIMPle]:GATE:LEVel
機　能 ゲートトリガの「TRIGger[:SIMPle]:SOURce」で

指定しているチャネルのゲートの上下限値を設
定/問い合わせします。
「TRIGger[:SIMPle]:SOURce EXTernal」になっ
ているとエラーになります。

構　文 :TRIGger[:SIMPle]:GATE:LEVel {<電圧>,<電圧
>}
:TRIGger[:SIMPle]:GATE:LEVel?
<電圧>＝－3.5div～3.5div

例 :TRIGGER:SIMPLE:GATE:LEVEL 0V,0V
:TRIGGER:SIMPLE:GATE:LEVEL?→:TRIGGER:SIMPL
E:GATE:LEVEL 0.000E+03,0.000E+03
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:TRIGger[:SIMPle]:GATE:POLarity
機　能 シンプルトリガのゲートトリガのゲートモード

を設定/問い合わせします。
「TRIGger[:SIMPle]:SOURce EXTernal」になっ
ているとエラーになります。

構　文 :TRIGger[:SIMPle]:GATE:POLarity {BYPass|DON
Tcare|PASS}
:TRIGger[:SIMPle]:GATE:POLarity?

例 :TRIGGER:SIMPLE:GATE:POLARITY DONTCARE
:TRIGGER:SIMPLE:GATE:POLARITY?→:TRIGGER:SI
MPLE:GATE:POLARITY DONTCARE

:TRIGger[:SIMPle]:HFRejection
機　能 トリガ波形に対してローパスフィルタのON/

OFFを設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger[:SIMPle]:HFRejection {<Boolean>}

:TRIGger[:SIMPle]:HFRejection?
<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :TRIGGER:SIMPLE:HFREJECTION ON
:TRIGGER:SIMPLE:HFREJECTION?→:TRIGGER:SIMP
LE:HFREJECTION 1

:TRIGger[:SIMPle]:LEVel
機　能 シンプルトリガの「TRIGger[:SIMPle]:SOURce」

で指定しているチャネルのトリガレベルを設定/
問い合わせします。

構　文 :TRIGger[:SIMPle]:LEVel {<電圧>}
:TRIGger[:SIMPle]:LEVel?
<電圧>＝画面8div以内(CH1～CH8)，－1V～1V

(EXT)
例 :TRIGGER:SIMPLE:LEVEL 0V

:TRIGGER:SIMPLE:LEVEL?→:TRIGGER:SIMPLE:LEV
EL 0.000E+03

:TRIGger[:SIMPle]:PROBe
機　能 シンプルトリガの外部トリガのプローブの減衰

比を設定/問い合わせします。
「TRIGger:TYPE SIMPle」かつ
「TRIGger[:SIMPle]:SOURce EXTernal」になっ
ていないと，実行できません。

構　文 :TRIGger[:SIMPle]:PROBe <NRf>
:TRIGger[:SIMPle]:PROBe?
<NRf>＝1，10

例 :TRIGGER:SIMPLE:PROBE 1
:TRIGGER:SIMPLE:PROBE?→:TRIGGER:SIMPLE:PRO
BE 1

:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe
機　能 シンプルトリガの「TRIGger[:SIMPle]:SOURce」

で指定しているチャネルのトリガスロープを設
定/問い合わせします。

構　文 :TRIGger[:SIMPle]:SLOPe {BOTH|FALL|RISE}
:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe?

例 :TRIGGER:SIMPLE:SLOPE RISE
:TRIGGER:SIMPLE:SLOPE?→:TRIGGER:SIMPLE:SLO
PE RISE

:TRIGger[:SIMPle]:SOURce
機　能 シンプルトリガのトリガソースを設定/問い合わ

せします。
構　文 :TRIGger[:SIMPle]:SOURce {<NRf>|EXTernal}

:TRIGger[:SIMPle]:SOURce?
<NRf>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :TRIGGER:SIMPLE:SOURCE 1
:TRIGGER:SIMPLE:SOURCE?→:TRIGGER:SIMPLE:SO
URCE 1

:TRIGger:TV?
機　能 TVトリガのすべての設定値を問い合わせます。

TVトリガ機能がないモデルでは実行できませ
ん。

構　文 :TRIGger:TV?
例 :TRIGGER:TV?→:TRIGGER:TV:TYPE NTSC;FIELD

1;LINE 5;POLARITY POSITIVE;LEVEL 0.1E+00
解　説 TVトリガのトリガソースはCH1固定です。

:TRIGger:TV:FIELd
機　能 TVトリガをかけるフィールドを設定/問い合わ

せします。
構　文 :TRIGger:TV:FIELd {DONTcare｜EVEN｜ODD｜<NR

f>}
:TRIGger:TV:FIELd?

例 :TRIGGER:TV:FIELD DONTCARE
:TRIGGER:TV:FIELD?→:TRIGGER:TV:FIELD DONTC
　ARE

解　説 ・<NRf>は1か2に丸めて設定します。
・EVENは2，ODDは1になります。
・応答はDONTcareか1か2で返します。

:TRIGger:TV:LEVel
機　能 TVトリガのトリガレベルを設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:TV:LEVel {<NRf>}

:TRIGger:TV:LEVel?
<NRf>＝0.1～2div(0.1divステップ)

例 :TRIGGER:TV:LEVEL→:TRIGGER:TV:LEVEL
0.1E+00

:TRIGger:TV:LINE
機　能 TVトリガをかけるラインを設定/問い合わせし

ます。
構　文 :TRIGger:TV:LINE {<NRf>}

:TRIGger:TV:LINE?
例 :TRIGGER:TV:LINE 5

:TRIGGER:TV:LINE?→:TRIGGER:TV:LINE 5
<NRf>＝2～1054(NTSCの場合)

2～1251(PALの場合)
2～2251(HDTVの場合)

3.27　TRIGgerグループ



IM 700820-12J3-84

3.27　TRIGgerグループ

:TRIGger:TV:POLarity
機　能 TVトリガの入力の極性を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :TRIGger:TV:POLarity {POSitive｜NEGative}

:TRIGger:TV:POLarity?
例 :TRIGGER:TV:POLARITY POSITIVE

:TRIGGER:TV:POLARITY?→:TRIGGER:TV:POLARITY
POSITIVE

:TRIGger:TV:TYPE
機　能 TVトリガの入力の種類を設定/問い合わせしま

す。
構　文 :TRIGger:TV:TYPE {HDTV｜NTSC｜PAL}

:TRIGger:TV:TYPE?
例 :TRIGGER:TV:TYPE NTSC

:TRIGGER:TV:TYPE?→:TRIGGER:TV:TYPE NTSC
解　説 TVトリガのトリガソースはCH1固定です。

:TRIGger:TYPE
機　能 トリガの種類を設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger:TYPE {ABN｜ADB｜BGTime｜BLTime｜BT

Out｜EOA｜EOR｜LOGic｜SIMPle｜TV｜WINDow}
:TRIGger:TYPE?

例 :TRIGGER:TYPE SIMPLE
:TRIGGER:TYPE?→:TRIGGER:TYPE SIMPLE

解　説 「:TRIGger:TYPE LOGic」はロジックプローブが
装備されていないと，設定できません。

:TRIGger:WINDow?
機　能 ウインドウトリガのすべての設定値を問い合わ

せます。
構　文 :TRIGger:WINDow?
例 :TRIGGER:WINDOW?→:TRIGGER:WINDOW:CONDITION

IN;COUPLING DC;WIDTH 0.00E+03;HFREJECTION 0
解　説 ウインドウトリガのトリガソースはCH1固定で

す。

:TRIGger:WINDow:CENTer
機　能 ウインドウトリガのCenterを設定/問い合わせま

す。
構　文 :TRIGger:WINDow:CENTer {<電圧>}

:TRIGger:WINDow:CENTer?
<電圧>＝画面8div以内(V/divの1/10ステップ)

例 :TRIGGER:WINDOW:CENTER 5V
:TRIGGER:WINDOW:CENTER?→:TRIGGER:WINDOW:CE
NTER 5.0E+00

解　説 「:TRIGger:CHANnel1:LEVel」でも同じ設定/問
い合わせができます。

:TRIGger:WINDow:CONDition
機　能 ウインドウトリガの条件を設定/問い合わせま

す。
構　文 :TRIGger:WINDow:CONDition {IN|OUT}

:TRIGger:WINDow:CONDition?
例 :TRIGGER:WINDOW:CONDITION IN

:TRIGGER:WINDOW:CONDITION?→:TRIGGER:WINDOW
:CONDITION IN

:TRIGger:WINDow:COUPling
機　能 ウインドウトリガのトリガカップリングを設定/

問い合わせます。
構　文 :TRIGger:WINDow:COUPling {AC|DC}

:TRIGger:WINDow:COUPling?
例 :TRIGGER:WINDOW:COUPLING AC

:TRIGGER:WINDOW:COUPLING?→:TRIGGER:WINDOW:
COUPLING AC

:TRIGger:WINDow:HFRejection
機　能 トリガ波形に対してローパスフィルタのON/

OFFを設定/問い合わせします。
構　文 :TRIGger:WINDow:HFRejection {<Boolean>}

:TRIGger:WINDow:HFRejection?
例 :TRIGGER:WINDOW:HFREJECTION ON

:TRIGGER:WINDOW:HFREJECTION?→:TRIGGER:WIND
OW:HFREJECTION 1

解　説 「:TRIGger:CHANnel1:HFRejection」でも同じ設
定/問い合わせができます。

:TRIGger:WINDow:WIDTh
機　能 ウインドウトリガの幅を設定/問い合わせます。
構　文 :TRIGger:WINDow:WIDTh {<電圧>}

:TRIGger:WINDow:WIDTh?
<電圧>＝画面8div以内(V/divの1/10ステップ)

例 :TRIGGER:WINDOW:WIDTH 5V
:TRIGGER:WINDOW:WIDTH?→:TRIGGER:WINDOW:WID
TH 5.0E+00
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3.28　WAVeformグループ

:WAVeform?
機　能 波形データの情報をすべて問い合わせます。
構　文 :WAVeform?
例 :WAVEFORM?→:WAVEFORM:BYTEORDER LSBFIRST;

END 4000;FORMAT ASCII;RECORD 0;START 0;TRAC
E 1

:WAVeform:BITS?
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形データの

ビット長を問い合わせます。
構　文 :WAVeform:BITS?
例 :WAVEFORM:BITS?→8

:WAVeform:BYTeorder
機　能 2バイト以上のワードフォーマットのときの送信

順序を設定/問い合わせします。
構　文 :WAVeform:BYTeorder {LSBFirst|MSBFirst}

:WAVeform:BYTeorder?
例 :WAVEFORM:BYTEORDER LSBFIRST

:WAVEFORM:BYTEORDER?→:WAVEFORM:BYTEORDER
LSBFIRST

3.28　WAVeformグループ
WAVeformグループは，取り込んだ波形データに関するグループです。このグループに相当するフロントパネルの
キーはありません。

:WAVeform

;

:

?

?BITS

BYTeorder

MSBFirst

END

<Space> LSBFirst

<Space> <NRf>

?

?

FORMat <Space>

?

ASCii

BYTE

WORD

?LENGth

?OFFSet

?

RECord <Space>

?

MINimum

<NRf>

SEND

?SIGN

?SRATe

STARt <Space> <NRf>

<Space> <NRf>

?

<X>TRACe <Space>

?

MATH

<NRf>

?TRIGger

?TYPE

?VDIV
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:WAVeform:END
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形の，どの点を最

後のデータとするかを設定/問い合わせします。
構　文 :WAVeform:END {<NRf>}

:WAVeform:END?
<NRf>＝0～(全データ点数－1)

例 :WAVEFORM:END 1001
:WAVEFORM:END?→:WAVEFORM:END 1001

解　説 全データ点数は「:WAVeform:LENGth?」で問い合
わせできます。

:WAVeform:FORMat
機　能 送信するデータのフォーマットを設定/問い合わ

せします。
構　文 :WAVeform:FORMat {ASCii|BYTE|WORD}

:WAVeform:FORMat?
例 :WAVEFORM:FORMAT ASCII

:WAVEFORM:FORMAT?→:WAVEFORM:FORMAT ASCII
解　説 ・ 「ASCii」にしたときは，

「WAVeform:SEND?」に対して<電圧>，<電圧
>･･･の形式で返します。

・ 「BYTE」，「WORD」にしたときは，
「WAVeform:SEND?」に対して<ブロックデー
タ>の形式で符号付きで返されます。電圧に
は次の式で変換できます。

　　　　V/div×データ×8
電圧＝　　　　　　　　　　＋ オフセット　　Division*

* 「BYTE」：Division＝256
「WORD」：Division＝65536

・ バイトまたはワードの指定は，波形データ本
来のビット長と無関係にできます。本来の
ビット長と異なる長さを指定したときは，
ビット拡張または下位ビットの切り捨てに
よってデータの型を合わせます。

:WAVeform:LENGth?
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形の全データ

点数を問い合わせます。
構　文 :WAVeform:LENGth?
例 :WAVEFORM:LENGTH?→1002
解　説 全データ点数は「:ACQuire:RLENgth」で設定し

たレコード長＋(設定レコード長/500)です。

:WAVeform:OFFSet?
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形のオフセッ

ト電圧を問い合わせます。
構　文 :WAVeform:OFFSet?
例 :WAVEFORM:OFFSET?→0.000E+03

:WAVeform:RECord
機　能 WAVeformグループで対象となるレコード番号

を設定/問い合わせします。
構　文 :WAVeform:RECord {MINimum|<NRf>}

:WAVeform:RECord?
<NRf>＝0～－999(レコード長1000点時)

例 :WAVEFORM:RECORD 0
:WAVEFORM:RECORD?→:WAVEFORM:RECORD 0

解　説 「MINimum」を指定すると，最小のレコード番号
になります。設定できるレコード番号は，モデ
ルやアクイジションの設定によって異なります。
詳しくは本体ユーザーズマニュアルをご覧くだ
さい。

:WAVeform:SEND?
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形データを問

い合わせます。
構　文 :WAVeform:SEND? [<NRf>]

<NRf>＝0～999(レコード長1000点時)
例 :WAVEFORM:SEND?→#8(8桁のバイト数)(データ

列)
:WAVEFORM:SEND? 100→#8(指定した100レコード
分の8桁のバイト数)(100レコード分のデータ列)

解　説 ・ <NRf>で指定したレコード数だけデータ出力
します。
「:WAVeform:RECord」で指定したレコード番
号から[<NRf>－1]だけさかのぼったレコード
番号からデータ出力を始めます。
<NRf>を指定しない場合， 「:WAVeform:
RECord」で指定したレコード番号のデータだ
けを出力します。
なお，<NRf>の設定が現設定での最大レコー
ド番号を超える場合，最大レコード長でリ
ミットがかかります。

・ 「:WAVeform:TRACe」がMATH1/MATH2，
「:WAVeform:FORMat」がASCii，またはアベ
レージモードで取り込んだ波形については
<NRf>で指定したレコード数は無意味です。
常に「:WAVeform:RECord」で設定したレコー
ド番号だけを出力します。

・ <ブロックデータ>または<電圧>,<電圧>,…の
形式で返されます。<ブロックデータ>につい
ては，2-6ページを参照してください。

・ MATH1，MATH2を指定した場合に演算が
OFFだと，問い合わせできません。

:WAVeform:SIGN?
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した対象波形をバイ

トデータで問い合わせる場合の，符号の有無を
問い合わせます。

構　文 :WAVeform:SIGN?
例 :WAVEFORM:SIGN?→1
解　説 常に「1」(符号付き)を返します。

:WAVeform:SRATe?　(Sample RATE)

機　能 「WAVeform:RECord」で指定したレコードのサン
プルレートを問い合わせます。

構　文 :WAVeform:SRATe?
例 :WAVEFORM:SRATE?→0.1E+09

:WAVeform:STARt
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形の，どの点

を最初のデータとするかを設定/問い合わせしま
す。

構　文 :WAVeform:STARt {<NRf>}
:WAVeform:STARt?
<NRf>＝0～(全データ点数－1)

例 :WAVEFORM:START 0
:WAVEFORM:START?→:WAVEFORM:START 0

3.28　WAVeformグループ
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:WAVeform:TRACe
機　能 WAVeformグループで対象となる波形を設定/問

い合わせます。
構　文 :WAVeform:TRACe {<NRf>|MATH<x>}

:WAVeform:TRACe?
<x>=1,2
<NRf>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

例 :WAVEFORM:TRACE 1
:WAVEFORM:TRACE?→:WAVEFORM:TRACE 1

:WAVeform:TRIGger?
機　能 「WAVeform:RECord」で指定したレコードのトリ

ガポジションを問い合わせます。
構　文 :WAVeform:TRIGger?
例 :WAVEFORM:TRIGGER?→2000
解　説 ・ レコード長の先頭からトリガポジションまで

の点数を問い合わせます。

3.28　WAVeformグループ/3.29　XYグループ

:WAVeform:TYPE?
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形のアクイジ

ションモードを問い合わせます。
構　文 :WAVeform:TYPE?
例 :WAVEFORM:TYPE?→NORMAL
解　説 「AVERage」，「ENVelope」または「NORMal」が

返されます。

:WAVeform:VDIV?
機　能 「WAVeform:TRACe」で指定した波形のV/div値を

問い合わせます。
構　文　:WAVeform:VDIV?
例 :WAVEFORM:VDIV?→0.020E+3

3.29　XYグループ
XYグループは，XY表示に関するグループです。フロントパネルのX-Yキー(Shift-DISPLAY)と同じ設定，および設定
内容の問い合わせができます。

:XY : DREFerence <Space> <NRf> , <NRf>

?

MODE <Space> OFF

TY_XY

XY

?

XTRace <Space> <NRf>

MATH <x>

?

?

;

:XY:MODE
機　能 表示モードを設定/問い合わせます。
構　文 :XY:MODE {OFF|TY_XY|XY}

:XY:MODE?
例 :XY:MODE XY

:XY:MODE?→:XY:MODE XY

:XY:XTRace
機　能 X-Y表示のX軸に割り当てるチャネルを設定/問

い合わせます。
構　文 :XY:XTRace {<NRf>|MATH[<x>]}

:XY:XTRace?
<NRf>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

<x>＝1，2
例 :XY:XTRACE 0

:XY:XTRACE?→:XY:XTRACE 0

:XY?
機　能 X-Y表示に関するすべての設定値を問い合わせま

す。
構　文 :XY?
例 :XY?→:XY:MODE XY;XTRACE 1;DREFERENCE -5.00

E+00,5.00E+00

:XY:DREFerence (DivisionREFERENCE)

機　能 X-Y表示するT-Y波形の範囲を設定/問い合わせし
ます。

構　文 :XY:DREFerence {<NRf>,<NRf>}
:XY:DREFerence?
<NRf>＝-5～5div(10div/表示レコード長ステッ

プ)
例 :XY:DREFERENCE -4,4

:XY:DREFERENCE?→:XY:DREFERENCE -4.00E+00,
4.00E+00
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3.30　ZOOMグループ
ZOOMグループは，ZOOM表示に関するグループです。フロントパネルのZOOMキーと同じ設定および設定内容の
問い合わせができます。

:ZOOM : ALLOcation : CHANnel <x> <Space> OFF

ON

<NRf>

?

MATH <x>

MATH <x> <Space> OFF

ON

<NRf>

?

PODA <Space> OFF

ON

<NRf>

?

PODB

PODC

PODD

?

DUAL

TRIad

QUAD

HEXa

OCTal

?

LINKage <Space> OFF

ON

<NRf>

?

MAGNification <Space> <NRf>

?

MODE <Space> MAIN

MAIN_Z1

MAIN_Z2

MAIN_Z1_Z2

Z1_Z2

Z1

Z2

?

POSition <x> <Space> <NRf>

?

TDIV <Space> ＜時間＞�

?

?

;

;

FORMat <Space> MAIN

SINGle

FITMeasure <Space> Z1

Z2

3.30　ZOOMグループ
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:ZOOM?
機　能 波形のズームに関するすべての設定値を問い合

わせます。
構　文 :ZOOM?
例 :ZOOM?→:ZOOM:MODE MAIN;ALLOCATION:CHANNEL1

1;CHANNEL2 1;MATH1 0;MATH2 0;:ZOOM:MAG 2.5;
TDIV 0.2E-06;POSITION1 0.00E+00;P OSITION2
0.00E+00;LINKAGE 0;FORMAT QUAD

:ZOOM:ALLOcation?
機　能 ズームの対象波形に関するすべての設定値を問

い合わせます。
構　文 :ZOOM:ALLOcation?
例 :ZOOM:ALLOCATION?→:ZOOM:ALLOCATION:CHANNEL

1 1;CHANNEL2 0;CHANNEL3 0;CHANNEL4 0;CHANNE
L5 0;CHANNEL6 0;CHANNEL7 0;CHANNEL8 0;MATH1
0;MATH2 0;PODA 1;PODB 1;PODC 1;PODD 1

:ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>}
機　能 ズーム対象波形を設定/問い合わせます。
構　文 :ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>}

{<Boolean>}
:ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
CHANnel<x>の<x>＝1～2(Model 70082□)，

1～4(Model 70084□)，
1～6(Model 70086□)，
1～8(Model 70088□)

MATH<x>の<x>＝1，2
例 :ZOOM:ALLOCATION:CHANNEL1 ON

:ZOOM:ALLOCATION:CHANNEL1?→:ZOOM:ALLOCATIO
N:CHANNEL1 1

:ZOOM:ALLOcation:{PODA|PODB|PODC|PO
DD}
機　能 ズーム対象ポッドを設定/問い合わせます。
構　文 :ZOOM:ALLOcation:{PODA|PODB|PODC|PODD} {<Bo

olean>}
:ZOOM:ALLOcation:{PODA|PODB|PODC|PODD}?

例 :ZOOM:ALLOCATION:PODA?→:ZOOM:ALLOCATION:PO
　DA 1

解　説 ロジックプローブが装備されていないと，設定/
問い合わせできません。また，装備されていて
もモデルによって設定/問い合わせできない場合
があります(本体ユーザーズマニュアル参照)。

:ZOOM:FITMeasure
機　能 2本の垂直カーソル(波形パラメータの自動測定

範囲を指定するカーソル)をZ1またはZ2波形表示
枠の両端に移動します。

構　文 :ZOOM:FITMeasure {Z1|Z2}
例 :ZOOM:FITMEASURE Z1

:ZOOM:FORMat
機　能 ズーム波形表示フォーマットを設定/問い合わせ

ます。
構　文 :ZOOM:FORMat {MAIN|SINGle|DUAL|TRIad|QUAD|

HEXa|OCTal}
:ZOOM:FORMat?

例 :ZOOM:FORMAT SINGLE
:ZOOM:FORMAT?→:ZOOM:FORMAT SINGLE

3.30　ZOOMグループ

:ZOOM:LINKage
機　能 ズームボックス移動時のリンクのON/OFFを設

定/問い合わせます。
構　文 :ZOOM:LINKage {<Boolean>}

:ZOOM:LINKage?
例 :ZOOM:LINKAGE ON

:ZOOM:LINKAGE?→:ZOOM:LINKAGE 1

:ZOOM:MAG
機　能 ズームの倍率を設定/問い合わせます。
構　文 :ZOOM:MAG {<NRf>}

:ZOOM:MAG?
<NRf>＝最大10点までの倍率，本体ユーザーズマ

ニュアル参照
例 :ZOOM:MAG 2.5

:ZOOM:MAG?→:ZOOM:MAG 2.5

:ZOOM:MODE
機　能 ズーム波形表示形態を設定/問い合わせます。
構　文 :ZOOM:MODE {MAIN|MAIN_Z1|MAIN_Z2|MAIN_Z1_Z2

|Z1_Z2|Z1|Z2}
:ZOOM:MODE?

例 :ZOOM:MODE MAIN_Z1_Z2
:ZOOM:MODE?→:ZOOM:MODE MAIN_Z1_Z2

:ZOOM:POSition<x>
機　能 ズームボックスの位置を設定/問い合わせます。
構　文 :ZOOM:POSition<x> {<NRf>}

:ZOOM:POSition<x>?
<x>＝1，2
<NRf>＝－5～5div(10div/表示レコード長ステッ

プ)
例 :ZOOM:POSITION1 2

:ZOOM:POSITION1?→:ZOOM:POSITION1 2.00E+00

:ZOOM:TDIV
機　能 ズーム波形のV/div値を設定/問い合わせます。
構　文 :ZOOM:TDIV {<時間>}

:ZOOM:TDIV?
<時間>＝最大10点までのT/div

例 :ZOOM:TDIV 200ns
:ZOOM:TDIV?→:ZOOM:TDIV 0.2E-06
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3.31　共通コマンドグループ

*CAL?　(CALibrate)

機　能 キャリブレーションを実行し，結果を問い合わ
せます。

構　文 *CAL?
例 *CAL?→0
解　説 キャリブレーションが正常に終了したときは

「0」，異常があるときは「1」が返されます。

*CLS　(CLear Status)

機　能 標準イベントレジスタ，拡張イベントレジス
タ，エラーキューをクリアします。

構　文 *CLS
例 *CLS
解　説 ・ *CLSコマンドがプログラムメッセージターミ

ネータのすぐ後ろにあるときは，出力キュー
もクリアされます。

・ 各レジスタ，キューについては，第4章を参
照してください。

*ESE　(standard Event Status Enable register)

機　能 標準イベントイネーブルレジスタの値を設定/問
い合わせします。

構　文 *ESE {<NRf>}
*ESE?
<NRf>＝0～255

例 *ESE 253
*ESE?→253

解　説 ・ 各ビットの10進数の和で設定します。
・ たとえば，「*ESE 253」とすると，標準イベ

ントイネーブルレジスタを「11111101」に
セットします。つまり，標準イベントレジス
タのビット2を無効にし，「問い合わせエ
ラー」が起こってもステータスバイトレジス
タのビット5(ESB)を「1」にしません。

・ 初期値は「*ESE 0」(全ビット無効)です。
・＊ESE?で問い合わせても，標準イベントイ

ネーブルレジスタの内容はクリアされませ
ん。

・ 標準イベントイネーブルレジスタについて
は，4-3ページを参照してください。

3.31　共通コマンドグループ
共通コマンドグループは，IEEE 488.2-1987で規定されている，機器固有の機能に依存しないコマンドのグループで
す。このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。

;

∗CAL ?

?

<Space> <NRf>∗ESE

?

?

?

?

<Space> <NRf>

?

<Space> <NRf>

∗CLS

∗ESR

?∗IDN

∗OPC

∗OPC

∗OPT

∗PSC

∗RST

∗SRE

∗STB

∗WAI

?
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*ESR?　(standard Event Status Register)

機　能 標準イベントレジスタの値を問い合わせ，同時
にクリアします。

構　文 *ESR?
例 *ESR?→32
解　説 ・ 各ビットの10進数の和が返されます。

・ SRQが発生しているときに，どんな種類のイ
ベントが起こったかを調べることができま
す。

・ たとえば，「32」が返されると，標準イベン
トレジスタが「00100000」にセットされてい
ることを示します。つまり，「コマンド文法
エラー」が起こったためにSRQが発生したこ
とがわかります。

・ *ESR?で問い合わせると，標準イベントレジ
スタの内容がクリアされます。

・ 標準イベントレジスタについては，4-3ページ
を参照してください。

*IDN?　(IDeNtify)

機　能 機種を問い合わせます。
構　文 *IDN?
例 *IDN?→YOKOGAWA,700841,0,F1.10
解　説 <製造者>,<機種>,<シリアルNo.>,<ファームウェ

アのバージョン>の形式で返されます。
<機種>のフォーマットは以下のとおりです。
7008□□
下1桁：1(500kW/CH)

2(2MW/CH)
3(8MW/CH)

下2桁：チャネル数
<シリアルNo. >は実際には返していません(常に
0)。

*LRN?　(LeaRN)

機　能 以下のグループの現在の設定を一度に問い合わ
せます。
ACQuire，CHANnel<x>，LOGic，PRESet，
TIMebase，TRIGger

構　文 *LRN?
例 :*LRN?→:ACQUIRE:MODE NORMAL;INTERLEAVE 1;

RLENGTH 1000;REPETITIVE 1;ROLL 1;COUNT
INFINITY;:PRESET:PROBE 10;USERDEFINE:VDIV
0.050E+03;OFFSET 0.000E+03;LEVEL
0.000E+03;:PRESET:CHANNEL1 OFF;CHANNEL2
OFF;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF;CHANNEL5 OFF;
CHANNEL6 OFF;CHANNEL7 OFF;CHANNEL8 OFF;:
CHANNEL1:COUPLING DC;DISPLAY 1;PROBE 10;
VDIV 0.050E+03;BWIDTH FULL;INVERT 0;OFFSET
0.000E+03;LSCALE:MODE 0;:CHANNEL2:COUPLING
DC;DISPLAY 1;PROBE 10;VDIV 0.050E+03;BWIDTH
FULL;INVERT 0;OFFSET 0.000E+03;LSCALE:MODE
0;:CHANNEL3:COUPLING DC;DISPLAY 1;PROBE 10;
VDIV 0.050E+03;BWIDTH FULL;INVERT 0;OFFSET
0.000E+03;LSCALE:MODE 0;:CHANNEL4:COUPLING
DC;DISPLAY 1;PROBE 10;VDIV 0.050E+03;BWIDTH
FULL;INVERT 0;OFFSET 0.000E+03;LSCALE:MODE
0;:CHANNEL5:COUPLING DC;DISPLAY 1;PROBE 10;
VDIV 0.050E+03;BWIDTH FULL;INVERT 0;OFFSET
0.000E+03;LSCALE:MODE 0;:CHANNEL6:COUPLING
DC;DISPLAY 1;PROBE 10;VDIV 0.050E+03;BWIDTH
FULL;INVERT 0;OFFSET 0.000E+03;LSCALE:MODE
0;:CHANNEL7:COUPLING DC;DISPLAY 1;PROBE 10;
VDIV 0.050E+03;BWIDTH FULL;INVERT 0;OFFSET
0.000E+03;LSCALE:MODE 0;:CHANNEL8:COUPLING
DC;DISPLAY 1;PROBE 10;VDIV 0.050E+03;BWIDTH
FULL;INVERT 0;OFFSET 0.000E+03;LSCALE:MODE
0;:TIMEBASE:SRATE 0.2E+09;:TRIGGER:TYPE
SIMPLE;MODE AUTO;DELAY 0.0E+00;DREFERENCE
50;HOLDOFF 0.08E-06;LOGIC:CHANNEL1 OFF;
CHANNEL2 OFF;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF;
CHANNEL5 OFF;CHANNEL6 OFF;CHANNEL7 OFF;
CHANNEL8 OFF;EXTERNAL OFF;:TRIGGER:SIMPLE:
SOURCE 1;SLOPE RISE;COUPLING DC;LEVEL
0.000E+03;HFREJECTION 0;GATE:POLARITY
DONTCARE;:LOGIC:SELECT BLOGIC;MODE 1;
THRESHOLD:SET TTL;USERLEVEL 0.0E+00;:LOGIC:
DISPLAY:BIT0 1;BIT1 1;BIT2 1;BIT3 1;BIT4 1;
BIT5 1;BIT6 1;BIT7 1;:LOGIC:LABEL:NAME "B-0
";SUBJECT 0

*OPC　(OPeration Complete)

機　能 指定したオーバーラップコマンドが終了したと
きに，標準イベントレジスタのビット0(OPC
ビット)を1にセットします。

構　文 *OPC
例 *OPC
解　説 ・ *OPCを使った同期のとり方については，2-7

ページを参照してください。
・ オーバラップコマンドの指定は，

「COMMunicate:OPSE」で行います。
・ メッセージの最後でない*OPCの動作は保証さ

れません。

3.31　共通コマンドグループ
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*OPC?　(OPeration Complete)

機　能 *OPC?を送信すると，指定したオーバーラップコ
マンドが終了していれば，ASCIIコードの「1」
を返します。

構　文 *OPC?
例 *OPC?→1
解　説 ・ *OPC?を使った同期のとり方については，2-13

ページを参照してください。
・ オーバラップコマンドの指定は

「COMMunicate:OPSE」で行います。
・ メッセージの最後でない*OPC?の動作は保証

されません。

*OPT?　(OPTion)

機　能 装備しているオプションを問い合わせます。
構　文 *OPT?
例 *OPT?→2CHANNELS,NOLOGICPROBE,NOMATH1MW,MO,

PRINTER,NOUSERDEFINE
解　説 ・ <チャネル>,<ロジックプローブ>,<1MW演算

>,<MO>,<プリンタ>,<自由演算式>の有無が返
されます。

・ 「*OPT?」はプログラムメッセージの最後の
クエリ(問い合わせ)でなければなりません。
後ろにほかのクエリがあるときは，エラーに
なります。

*PSC　(Power-on Status Clear)

機　能 電源ON時に以下のレジスタをクリアするかしな
いかを設定/問い合わせします。整数に丸めた値
が「0以外」のときにクリアされます。
・ 標準イベントイネーブルレジスタ
・ 拡張イベントイネーブルレジスタ
・ 遷移フィルタ

構　文 *PSC {<NRf>}
*PSC?
<NRf>＝0(クリアしない)，0以外(クリアする)

例 *PSC 1
*PSC?→1

解　説 各レジスタについては第4章を参照してくださ
い。

*RST　(ReSeT)

機　能 以下のグループの現在の設定を一度に初期化し
ます。
ACCumulate，ACQuire，CHANnel<x>，
LOGic，PRESet，TIMebase，TRIGger

構　文 *RST
例 *RST
解　説 以前に送った*OPCおよび*OPC?も取り消します。

*SRE　(Service Request Enable register)

機　能 サービスリクエストイネーブルレジスタの値を
設定/問い合わせします。

構　文 *SRE <NRf>
*SRE?
<NRf>＝0～255

例 *SRE 239
*SRE?→239

解　説 ・ 各ビットの10進数の和で設定します。
・ たとえば，「*SRE 239」とすると，サービス

リクエストイネーブルレジスタを「11101111
」にセットします。つまり，サービスリクエ
ストイネーブルレジスタのビット4を無効に
し，「出力キューが空でない」ときでもス
テータスバイトレジスタのビット5(ESB)を
「1」にしません。

・ ただし，ステータスバイトレジスタのビット
6(MSS)はMSSビット自身なので，無視され
ます。

・ 初期値は「*SRE 0」(全ビット無効)です。
・ *SRE?で問い合わせても，サービスリクエス

トイネーブルレジスタの内容はクリアされま
せん。

・ サービスリクエストイネーブルレジスタにつ
いては，4-1ページを参照してください。

*STB?　(STatus Byte)

機　能 ステータスバイトレジスタの値を問い合わせま
す。

構　文 *STB?
例 *STB?→4
解　説 ・ 各ビットの和が10進数で返されます。

・ シリアルポールを実行せずにレジスタを読む
ので，ビット6はRQSではなくMSSビットに
なります。

・ たとえば，「4」が返されると，ステータス
バイトレジスタが「00000100」にセットされ
ていることを示します。つまり，「エラー
キューが空でない」(エラーが発生した)こと
がわかります。

・ *STB?で問い合わせても，ステータスバイト
レジスタの内容はクリアされません。

・ ステータスバイトレジスタについては，4-2
ページを参照してください。

*WAI　(WAIt)

機　能 指定したオーバラップコマンドが終了するま
で，＊WAIに続く命令を待ちます。

構　文 *WAI
例 *WAI
解　説 *WAIを使った同期のとり方については，2-7ペー

ジを参照してください。
・ オーバラップコマンドの指定は，

「COMMunicate:OPSE」で行います。

3.31　共通コマンドグループ
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4.1　ステータスレポートについて

第4章　ステータスレポート

4.1　ステータスレポートについて
ステータスレポート

シリアルポールで読まれるステータスレポートは下図のとおりです。これは，IEEE 488.2-1987で規定されたものを拡
張したものです。
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各レジスタ・キューの概要
名称 機能 書き込み 読み出し

ステータスバイト － シリアルポール
(RQS)，*STB?(MSS)

サービスリクエスト ステータスバイト *SRE *SRE?

イネーブルレジスタ のマスク
標準イベントレジスタ 機器の状態の変化 － *ESR?

標準イベントイネー 標準イベントレジ *ESE *ESE?

ブルレジスタ スタのマスク
拡張イベントレジスタ 機器の状態の変化 － STATus:EESR?

拡張イベントイネー 拡張イベントレジ STATus:EESE STATus:EESE?

ブルレジスタ スタのマスク
状態レジスタ 現在の機器の状態 － STATus:CONDition?

遷移フィルタ 拡張イベントレジ STATus:FILTer STATus:FILTer<x>?

スタの変化の条件 <x>

出力キュー 問い合わせに対す 各問い合わせコマンド
る応答メッセージ
を格納

エラーキュー エラーNo.とメッ － STATus:ERRor?

セージを格納

ステータスバイトに影響を与えるレジスタとキュー

ステータスバイトの各ビットに影響を与えるレジスタを
整理すると，次のようになります。
標準イベントレジスタ ：ステータスバイトのビット5(ESB)を1/0にセット
出力キュー ：ステータスバイトのビット4(MAV)を1/0にセット
拡張イベントレジスタ ：ステータスバイトのビット3(EES)を1/0にセット
エラーキュー ：ステータスバイトのビット2(EAV)を1/0にセット

各イネーブルレジスタ

各ビットをマスクして，そのビットが1であってもス
テータスバイトの要因にしないようにできるレジスタを
整理すると，次のようになります。
ステータスバイト ：サービスリクエストイネーブルレジスタにより，各ビッ

トをマスク
標準イベントレジスタ ：標準イベントイネーブルレジスタにより，各ビットをマ

スク
拡張イベントレジスタ ：拡張イベントイネーブルレジスタにより，各ビットをマ

スク

各レジスタの書き込み/読み出し

たとえば，標準イベントレジスタの各ビットを1または
0にするには，*ESEコマンドを使います。また，標準イ
ベントレジスタの各ビットが1であるか0であるかを確
認するには，*ESE?コマンドを使います。これらの各コ
マンドについては，第3章で詳しく説明しています。

4.1　ステータスレポートについて/4.2　ステータスバイト

4.2　ステータスバイト
ステータスバイト

7 6 ESBMAVEES EAV 1 0
RQS

MSS

●ビット0，1，7

未使用(常に0)
●ビット2　EAV(Error Available)

エラーキューが空でないときに1にセットされます。
つまり，エラーが発生すると1になります。4-5ページ
を参照してください。

●ビット3　EES(Extend Event Summary Bit)

拡張イベントレジスタと，そのイネーブルレジスタの
論理積が0でないときに，1にセットされます。つま
り，機器の内部であるイベントが起こったときに1に
なります。4-4ページを参照してください。

●ビット4　MAV(Message Available)

出力キューが空でないときに1にセットされます。つ
まり，問い合わせを行って出力するべきデータがある
ときに1になります。4-5ページを参照してください。

●ビット5　ESB(Evenvt Summary Bit)

標準イベントレジスタと，そのイネーブルレジスタの
論理積が0でないときに，1にセットされます。つま
り，機器の内部であるイベントが起こったときに1に
なります。4-3ページを参照してください。

●ビット6　RQS(Request Service)/MSS(Master

Status Summary)

ビット6以外のステータスバイトと，サービスリクエ
ストイネーブルレジスタの論理積が0でないときに，
1にセットされます。つまり，機器がコントローラに
サービス要求をしているときに1になります。
RQSは，MSSが0から1になったときに1にセットさ
れ，シリアルポールか，MSSが0になったときにクリ
アされます。

各ビットのマスク

ステータスバイトのあるビットをマスクしてSRQの要
因にしたくないときには，サービスリクエストイネーブ
ルレジスタの対応するビットを0にします。
たとえば，ビット2(EAV)をマスクして，エラーが発生
してもサービスを要求しないようにするには，サービス
リクエストイネーブルレジスタのビット2を0にしま
す。これは*SREコマンドで行います。また，サービス
リクエストイネーブルレジスタの各ビットが1であるか
0であるかは，*SRE?で問い合わせられます。*SREコマ
ンドについては，第3章をお読みください。
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4.2　ステータスバイト/4.3　標準イベントレジスタ

ステータスバイトの動作

ステータスバイトのビット6が1になると，サービスリ
クエストを発生します。ビット6以外のどれかのビット
が1になると，ビット6が1になります(サービスリクエス
トイネーブルレジスタの対応するビットも1のとき)。
たとえば，何かのイベントが起こって，標準イベントレ
ジスタとそのイネーブルレジスタの各ビットの論理和が
1になったときは，ビット5(ESB)が1にセットされま
す。このとき，サービスリクエストイネーブルレジスタ
のビット5が1であれば，ビット6(MSS)が1にセットさ
れ，コントローラにサービスを要求します。
また，ステータスバイトの内容を読むことにより，どん
な種類のイベントが起こったのかを確認することができ
ます。

ステータスバイトの読み出し

ステータスバイトの内容を読み出すには，次の2つの方
法があります。
●*STB?による問い合わせ

*STB?で問い合わせると，ビット6はMSSになりま
す。したがって，MSSを読み出すことになります。
読み出したあとは，ステータスバイトのどのビットも
クリアしません。

●シリアルポール

シリアルポールを実行すると，ビット6はRQSになり
ます。したがって，RQSを読み出すことになります。
読み出したあと，RQSだけをクリアします。シリアル
ポールではMSSを読み出すことはできません。

ステータスバイトのクリア

ステータスバイトの全ビットを強制的にクリアする方法
はありません。各動作に対してクリアされるビットを以
下に示します。
●*STB?で問い合わせたとき

どのビットもクリアされません。
●シリアルポールを実行したとき

RQSビットだけがクリアされます。
●*CLSコマンドを受信したとき

*CLSコマンドを受信すると，ステータスバイト自体
はクリアされませんが，各ビットに影響する標準イベ
ントレジスタなどの内容がクリアされます。その結
果，それに対応したステータスバイトのビットがクリ
アされます。ただし，出力キューは*CLSコマンドで
はクリアできないので，ステータスバイトのビット4
(MAV)は影響を受けません。ただし，*CLSコマンド
をプログラムメッセージターミネータのすぐあとに受
信したときは，出力キューもクリアされます。

4.3　標準イベントレジスタ
標準イベントレジスタ

URQ
6

PON
7 5 4 3 2 1 0

CMEEXEDDEQYERQCOPC

●ビット7　PON(Power ON)　電源ON

本機器の電源がONになったときに，1になります。
●ビット6 URQ(User Request) ユーザーリクエスト

未使用(常に0)
●ビット5 CME(Command Error) コマンド文法エラー

コマンドの文法に誤りがあるときに，1になります。
例　コマンド名のつづりの誤り，8進データ中に

「9」がある
●ビット4 EXE(Execution Error) コマンド実行エラー

コマンドの文法は正しいが，現在の状態では実行不可
能なときに，1になります。
例　パラメータが設定範囲外，スタート中にハードコ

ピーを取ろうとした
●ビット3 DDE(Device Error) 機器特有のエラー

コマンド文法エラー，コマンド実行エラー以外の機器
の内部的原因で，コマンドが実行できなかったとき
に，1になります。

●ビット2 QYE(Query Error) 問い合わせエラー

問い合わせコマンドを送信したが，出力キューが空か
データが失われていたときに，1になります。
例　応答データがない，出力キューがあふれてデータ

が失われた
●ビット1 RQC(Request Control) リクエストコント

ロール

未使用(常に0)
●ビット0 OPC(Operation Complete) 操作終了

*OPCコマンド(第3章参照)によって指定された動作が
終了したときに，1になります。

各ビットのマスク

標準イベントレジスタのあるビットをマスクして，ス
テータスバイトのビット5(ESB)の要因にしたくないと
きには，標準イベントイネーブルレジスタの対応する
ビットを0にします。
たとえば，ビット2(QYE)をマスクして問い合わせエ
ラーが発生してもESBを1にしないようにするには，標
準イベントイネーブルレジスタのビット2を0にしま
す。これは*ESEコマンドで行います。また，標準イベ
ントイネーブルレジスタの各ビットが1であるか0であ
るかは，*ESE?で問い合わせられます。*ESEコマンド
については，第3章をお読みください。
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4.3　標準イベントレジスタ/4.4　拡張イベントレジスタ

標準イベントレジスタの動作

標準イベントレジスタは，機器の内部に起こった8種類
のイベントに対するレジスタです。どれかのビットが1
になると，ステータスバイトのビット5(ESB)を1にセッ
トします(標準イベントイネーブルレジスタの対応する
ビットも1のとき)。
例
1.問い合わせエラー発生
2.ビット2(QYE)が1にセットされる
3.標準イベントイネーブルレジスタのビット2が1なら
ば，ステータスバイトのビット5(ESB)が1にセットさ
れる

また，標準イベントレジスタの内容を読むことにより，
機器の内部に起こったイベントの種類を確認することが
できます。

標準イベントレジスタの読み出し

標準イベントレジスタの内容は，*ESR?で読み出すこと
ができます。読み出されたあとは，レジスタはクリアさ
れます。

標準イベントレジスタのクリア

標準イベントレジスタがクリアされるのは，次の3つの
場合です。
・*ESR?で標準イベントレジスタの内容が読み出された

とき
・*CLSコマンドを受信したとき
・電源再投入時

4.4　拡張イベントレジスタ
拡張イベントレジスタは，機器の内部状態を表す状態レジスタの状態変化が，遷移フィルタでエッジ検出された結果

が入ります。

ACS

6
CLC

7 5 4 3 2 1 0
PRN TST CAL TRG 0 RUN0

8
SUP

9
NGO

10
REP

11
0

12
0

13
0

14
0

15

67 5 4 3 2 1 089101112131415

状態レジスタ�
:STATus:CONDition?

遷移フィルタ�

01415
拡張イベントレジスタ�

167 5 4 38910111213 2

67 5 4 3 2 1
OSC1

8910111213141516

:STATus:FILTer<x>
{RISE｜FALL｜BOTH｜NEVer}

:STATus:EESR?

FILTer<x>→

状態レジスタの各ビットの意味は，次の通りです。

ビット0 RUN(Running) 波形の取り込み中は1になります。

ビット2 TRG(Awaiting trigger) トリガ待ちのときに1になります。
ビット3 CAL(Calibration) キャリブレーション実行中に1になります。

ビット4 TST(Testing) セルフテスト中に1になります。
ビット5 PRN(Printing) 内蔵プリンタの動作中に1になります。
ビット6 ACS(Accessing) フロッピーディスク/MO/外付けSCSI機器へのアクセス中に1になります。

ビット7 CLC(Calculating) 演算実行中に1になります。
ビット9 SUP(Setup) オートセットアップ実行中に1になります。

ビット10 NGO(Go/No-go) GO/NO-GO判定実行中に1になります。
ビット11 REP(Repetitive) 等価時間サンプリングのデータ集積中に1になります。

遷移フィルタのパラメータは，状態レジスタの指定されたビット(数値サフィックス1～16)の変化を次のように抽出し，

拡張イベントレジスタを書き換えます。

RISE 0→1の変化で，拡張イベントレジスタの指定ビットを，1にします。
FALL 1→0の変化で，拡張イベントレジスタの指定ビットを，1にします。

BOTH 0→1または1→0の変化で，拡張イベントレジスタの指定ビットを，1にします。
NEVer 常に0。
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4.5　出力キューとエラーキュー

4.5　出力キューとエラーキュー
出力キュー

出力キューは，問い合わせ(クエリ)に対する応答メッ
セージを格納します。たとえば，取り込んだ波形データ
の出力を要求するWAVeform:SEND?を送信すると，その
データはそれが読み出されるまで出力キューに蓄えられ
ます。
下図のように，データは順番に蓄えられ，古いものから
読み出されます。読み出す以外にも，次のときに出力
キューは空になります。
・新しいメッセージをコントローラから受信したとき
・デッドロック状態になったとき(2-2ペーシ参照)
・デバイスクリア(DCLまたはSDC)を受信したとき
・電源の再投入
なお，*CLSコマンドでは出力キューを空にすることは
できません。出力キューが空であるかどうかは，ステー
タスバイトのビット4(MAV)で確認できます。

D1
D2
D1 D2

D1

エラーキュー

エラーキューは，エラーが発生したときにその番号と
メッセージを格納します。たとえば，コントローラが間
違ったプログラムメッセージを送信したら，エラーが表
示されたときに「113，"Undefined header"」という番
号とエラーメッセージがエラーキューに格納されます。
エラーキューの内容は，STATus:ERRor?クエリで読み出
すことができます。エラーキューは出力キューと同様に
古いものから読み出されます。
エラーキューがあふれたときは，最後のメッセージを
「350，"Queue overflow"」というメッセージに置き換
えます。
読み出す以外にも次のときにエラーキューは空になりま
す。
・*CLSコマンドを受信したとき
・電源の再投入
なお，エラーキューが空であるかどうかは，ステータス
バイトのビット2(EAV)で確認できます。
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5.1　プログラムを組む前に

対象モデルと言語
対象モデル : MS-DOS/Vマシン(GP-IBボードはNI社製のAT-GPIB/TNT IEEE-488.2を

使用)
対象言語 : Quick-BASIC

本機器の設定
●イニシャライズ

この章のサンプルプログラムは，すべて本機器が初期化状態であることを前提としてい
ます。INITIALIZEキーで初期化してからプログラムを実行してください。

●アドレス「1」

この章のサンプルプログラムは，すべて本機器のアドレスを1として組んであります。
1-5ページに従って，アドレスを1に設定してください。
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5.2　WORD形式での波形データの出力

'***********************************************************************

'*                                                                     *

'*  DL2700 Sample Program1 for GPIB interface                          *

'*                             Microsoft QuickBASIC 4.0/4.5 Version    *

'*                                                                     *

'***********************************************************************

'*                                                                     *

'*  Read lastest CH1 waveform data (use binary format)                 *

'*                                                                     *

'***********************************************************************

'

'

REM $INCLUDE: 'qbdecl.bas'

'

DEVICE$ = "NILE": CALL IBFIND(DEVICE$, DV%)

CALL IBSIC(DV%)

BORD$ = "GPIB0": CALL IBFIND(BORD$, BD%)

CALL IBSIC(BD%)

V% = 1: CALL IBSRE(BD%, V%)

CALL IBCLR(DV%)

'

' Setup waveform send condition

CMD$ = "STOP": CALL IBWRT(DV%, CMD$)

CMD$ = "WAVEFORM:TRACE 1;FORMAT WORD;BYTEORDER LSBFIRST"

CALL IBWRT(DV%, CMD$)

' Get V/div and offset, these are needed to convert binary to voltage

CMD$ = "COMMUNICATE:HEADER OFF;:WAVEFORM:VDIV?;OFFSET?"

CALL IBWRT(DV%, CMD$)

V$ = SPACE$(100): CALL IBRD(DV%, V$)

V% = INSTR(V$, ";")

V! = VAL(LEFT$(V$, V% - 1))

O! = VAL(MID$(V$, V% + 1, INSTR(V$, CHR$(10)) - V% - 1))

' Get Data Length

CMD$ = "WAVEFORM:LENGTH?"

CALL IBWRT(DV%, CMD$)

V$ = SPACE$(100): CALL IBRD(DV%, V$)

V% = INSTR(V$, CHR$(10))

L& = VAL(LEFT$(V$, V% - 1))

M& = L& MOD 100

C& = (L& - M&) / 100

C& = C& * 100

HEAD% = 11

DIV% = 8192

' Get waveform data

V$ = SPACE$(210)

' Get 100 datas at once

IF C& = 0 THEN END
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FOR I& = 0 TO C& - 1 STEP 100

  CMD$ = "WAVEFORM:START" + STR$(I&) + ";END" + STR$(I& + 99) + ";SEND?"

  CALL IBWRT(DV%, CMD$)

  CALL IBRD(DV%, V$)

  FOR J% = 0 TO 99

    PRINT CVI(MID$(V$, J% * 2 + HEAD%, 2)) * V! / DIV% + O!

  NEXT J%

NEXT I&

CMD$ = "WAVEFORM:START" + STR$(C&) + ";END" + STR$(C& + M& - 1) + ";SEND?"

CALL IBWRT(DV%, CMD$)

CALL IBRD(DV%, V$)

FOR J% = 0 TO M& - 1

  PRINT CVI(MID$(V$, J% * 2 + HEAD%, 2)) * V! / DIV% + O!

NEXT J%

END

5.2　WORD形式での波形データの出力
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5.3 ASCII形式での波形データの出力

'***********************************************************************

'*                                                                     *

'*  DL2700 Sample Program2 for GPIB interface                          *

'*                             Microsoft QuickBASIC 4.0/4.5 Version    *

'*                                                                     *

'***********************************************************************

'*                                                                     *

'*  Read lastest CH1 waveform data (use ASCII format)                  *

'*                                                                     *

'***********************************************************************

'

'

REM $INCLUDE: 'qbdecl.bas'

'

DEVICE$ = "NILE": CALL IBFIND(DEVICE$, DL%)

CALL IBSIC(DL%)

BORD$ = "GPIB0": CALL IBFIND(BORD$, BD%)

CALL IBSIC(BD%)

V% = 1: CALL IBSRE(BD%, V%)

CALL IBCLR(DL%)

'

' Setup waveform send condition

CMD$ = "STOP": CALL IBWRT(DL%, CMD$)

CMD$ = "WAVEFORM:TRACE 1;FORMAT ASCII"

CALL IBWRT(DL%, CMD$)

CMD$ = "COMMUNICATE:HEADER OFF"

CALL IBWRT(DL%, CMD$)

' Get Data Length

CMD$ = "WAVEFORM:LENGTH?"

CALL IBWRT(DL%, CMD$)

V$ = SPACE$(100): CALL IBRD(DL%, V$)

V& = INSTR(V$, CHR$(10))

L& = VAL(LEFT$(V$, V& - 1))

M& = L& MOD 10

C& = (L& - M&) / 10

C& = C& * 10

' Get waveform data

D& = 0

V$ = SPACE$(210)

' Get 10 datas at once

IF C& = 0 THEN END

FOR I& = 0 TO C& - 1 STEP 10

  CMD$ = "WAVEFORM:START" + STR$(I&) + ";END" + STR$(I& + 9) + ";SEND?"

  CALL IBWRT(DL%, CMD$)

  CALL IBRD(DL%, V$)

  K& = 1

  FOR J& = 0 TO 9

    IF J& < 9 THEN N& = INSTR(K&, V$, ",") ELSE N& = INSTR(K&, V$, CHR$(10))

    PRINT VAL(MID$(V$, K&, N& - K&))

    K& = N& + 1

  NEXT J&

NEXT I&
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CMD$ = "WAVEFORM:START" + STR$(C&) + ";END" + STR$(C& + M& - 1) + ";SEND?"

CALL IBWRT(DL%, CMD$)

CALL IBRD(DL%, V$)

K& = 1

FOR J& = 0 TO M& - 1

  IF J& < M& - 1 THEN N& = INSTR(K&, V$, ",") ELSE N& = INSTR(K&, V$,

CHR$(10))

  PRINT VAL(MID$(V$, K&, N& - K&))

  K& = N& + 1

NEXT J&

END

5.3　ASCII形式での波形データの出力
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付録1　ASCIIキャラクタコード

ここでは，ASCIIのキャラクタコード表を紹介しています。

0

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

NUL

SOH

STX

ETX

EOT

ENQ

ACK

BEL

BS

HT

LF

VT

FF

CR

SO

SI

20

21

22

23

24

25

26

27

30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

53

54

55

56

57

60

61

62

63

64

65

66

67

70

71

72

73

74

75

76

77

100

101

102

103

104

105

106

107

110

111

112

113

114

115

116

117

120

121

122

123

124

125

126

127

130

131

132

133

134

135

136

137

140

141

142

143

144

145

146

147

150

151

152

153

154

155

156

157

160

161

162

163

164

165

166

167

170

171

172

173

174

175

176

177

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

3A

3B

3C

3D

3E

3F

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

4A

4B

4C

4D

4E

4F

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

5A

5B

5C

5D

5E

5F

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

6A

6B

6C

6D

6E

6F

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

7A

7B

7C

7D

7E

7F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

GTL

SDC

PPC

GET

TCT

LLO

DCL

PPU

SPE

SPD

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

UNL

DEL

DC1

DC2

DC3

DC4

NAK

SYN

ETB

CAN

EM

SUB

ESC

FS

GS

RS

US

SP

!

”

#

$

%

&

’

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

‘

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

DEL
(RUBOUT)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

UNT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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�

25

15 21

PPU

NAK
8進�

16進�

GP-IBコード�

10進�

ASCIIキャラクタコード�
例�

0 1 2 3 4 5 6 7
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付録2　エラーメッセージ

ここでは，通信に関するエラーメッセージについて説明しています。

●本機器本体には日本語/英語のどちらでも表示することができますが，パーソナルコン
ピュータなどで読み出したときは英語で表示されます。

●サービスが必要なときは，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。

●ここに記載しているエラーメッセージは，通信に関するものに限定しています。通信以
外のエラーメッセージについては，本体ユーザーズマニュアル(IM 700820-01J)を参照し
てください。

・ 通信文法エラー�
・ 通信実行エラー�
・ 通信クエリエラー�
・ システムエラー(通信)�
�
・ 実行エラー�
・ 設定エラー�
・ システムエラー(通信以外)�
・ テストエラー�
�

100～199�
200～299�
400～499�
912～915�
�
600～799�
800～899�
900～908�
909～911�
�

�

以下に記載�

�
�
�

別冊IM 700820-01Jに記載�

通信文法エラー(100～199)
Error in communication command

コード メッセージ 対処方法 ページ

102 構文が間違っています。 以下のコード以外で構文が間違っ 2章,
Syntax error ています。 3章

103 <DATA SEPARATOR>がありません。 データとデータは「,」(カンマ)で区切っ 2-1
Invalid separator てください。

104 <DATA>の種類が間違っています。 2-5～2-6ページを参照して，正しいデー 2-5̃
Data type error タ形式で記述してください。 2-6

105 デバイストリガ機能は使えません。 インタフェースメッセージに対する応答 1-9
GET not allowed でGETはサポートしていません。

108 <DATA>が多すぎます。 データの数を確認してください。 2-5,
Parameter not allowed 3章

109 必要な<DATA>がありません。 必要なデータを記述してください。 2-5,
Missing parameter 3章

111 <HEADER SEPARATOR>がありません。 ヘッダとデータはスペースで区切ってく 2-1
Header separator error ださい。

112 <mnemonic>が長すぎます。 ニモニック(アルファベットと数字からな 3章
Program mnemonic too long る文字列)を確認してください。

113 そのような命令はありません。 ヘッダを確認してください。 3章
Undefined header

114 <HEADER>の数値が間違っています。 ヘッダを確認してください。 3章
Header suffix out of range

120 数値の仮数部分がありません。 <NRf>形式のときは数字が必要です。 2-5
Numeric data error

123 指数が大きすぎます。 <NR3>形式のときの「E」のあとの指数を 2-5,
Exponent too large 小さくしてください。 3章

124 有効桁数が多すぎます。 数字は255桁以内にしてください。 2-5,
Too many digits 3章

128 数値データは使えません。 <NRf>形式以外のデータ形式で記述してく 2-5,
Numeric data not allowed ださい。 3章

131 単位が間違っています。 <電圧>，<時間>，<周波数>の単位を確認 2-5
Invalid suffix してください。
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コード メッセージ 対処方法 ページ

134 単位のつづりが長すぎます。 <電圧>，<時間>，<周波数>の単位を確認 2-5
Suffix too long してください。

138 単位は使えません。 <電圧>，<時間>，<周波数>以外では単位 2-5
Suffix not allowed は使えません。

141 そのような選択肢はありません。 {...¦...¦...}の中にある文字列を記述してくだ 3章
Invalid character data さい。

144 <CHARACTER DATA>のつづりが長すぎ {...¦...¦...}の文字列のつづりを確認してくだ 3章
ます。 さい。
Character data too long

148 <CHARACTER DATA>は使えません。 {...¦...¦...}以外のデータ形式で記述してくだ 3章
Character data not allowed さい。

150 <STRING DATA>の右の区切りがありま <文字列>の場合は「”」または「’」で囲っ 2-6
せん。 てください。
String data error

151 <STRING DATA>の内容が不適当です。 <文字列>が長すぎるか，使用不可能な文 3章
Invalid string data 字があります。

158 <STRING DATA>は使えません。 <文字列>以外のデータ形式で記述してく 3章
String data not allowed ださい。

161 <BLOCK DATA>のデータ長が合ってい <ブロックデータ>は使用できません。 2-6,
ません。 3章
Invalid block data

168 <BLOCK DATA>は使えません。 <ブロックデータ>は使用できません。 2-6,
Block data not allowed 3章

171 <EXPRESSION DATA>の中に許されない 演算式は使用できません。 3章
文字があります。
Invalid expression

178 <EXPRESSION DATA>は使えません。 演算式は使用できません。 3章
Expression data not allowed

181 プレースホルダがマクロの外にあります。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Invalid outside macro definition ません。

通信実行エラー(200～299)
Error in communication execution

コード メッセージ 対処方法 ページ

221 設定内容に矛盾があります。 関連のある設定値を確認してください。 3章
Setting conflict

222 データの値が範囲外です。 設定範囲を確認してください。 3章
Data out of range

223 データのバイト長が長すぎます。 データのバイト長を確認してください。 3章
Too much data

224 データの値が不適当です。 設定範囲を確認してください。 3章
Illegal parameter value

241 ハードウェアが実装されていません。 オプションの有無を確認してください。 －
Hardware missing

260 <EXPRESSION DATA>が間違っています。演算式は使用できません。 －
Expression error

270 マクロのネストが深すぎます。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Macro error ません。

272 マクロでは使用できません。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Macro execution error ません。

273 マクロラベルが不適当です。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Illegal macro label ません。

275 マクロが長すぎます。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Macro definition too long ません。

276 マクロが再帰呼び出しされました。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Macro recursion error ません。

277 マクロの二重定義はできません。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Macro redefinition not allowed ません。

278 そのようなマクロは定義されていません。 IEEE488.2のマクロ機能には対応してい －
Macro header not found ません。

付録2　エラーメッセージ
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通信クエリエラー(400～499)
Error in communication Query

コード メッセージ 対処方法 ページ

410 応答の送信が中断されました。 送受信の順序を確認してください。 2-2
Query INTERRUPTED

420 送信できる応答がありません。 送受信の順序を確認してください。 2-2
Query UNTERMINATED

430 送受信がデッドロックしました。 プログラムメッセージは<PMT>も含めて 2-2
送信を中止します。 1024バイト以下にしてください。
Query DEADLOCKED

440 応答を要求する順番が間違っています。 ＊IDN?，＊OPT?の後ろにはクエリを記述 －
Query UNTERMINATED after indefinite しないでください。
response

実行エラー(700，709)
Error in Execution

コード メッセージ 対処方法 ページ

700 データが無効です。 － 3-78
Data is invalid

709 リスナを検出できません。 プロッタまたはAGをリスンオンリにして －
GP-IB端子の接続を確認してください。 接続してください。
Can't detect listener
Check GP-IB connector

システムエラー(通信)　(912～914)
Error in System Operation

コード メッセージ 対処方法 ページ

912 通信ドライバーエラー サービスが必要です。 －
Fatal error in Communication-driver

914 通信タイムアウトエラー タイムアウト時間内にデータを受け取る －
Time out occurs in Communication ようにしてください。または，通信回線

に異常がある場合が考えられます。

警告(通信)　(5)
Warnning

コード メッセージ 対処方法 ページ

5 ＊OPC/?がメッセージの途中にあります。 ＊OPCまたは＊OPC?は，プログラムメッ －
＊OPC/? exists in message セージの最後においてください。

その他(350)

コード メッセージ 対処方法 ページ

350 Queue overflow エラーキューを読み出してください。 4-5

Note
・コード350はエラーキューがあふれたときに発生します。STATus:ERRor?クエリにのみ出力され

るエラーで，画面には表示されません。

付録2　エラーメッセージ
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付録3　IEEE 488.2-1987について

本機器のGP-IBインタフェースは，IEEE 488.2-1987規格に準じています。この規格では，以下の23の項目について「ド
キュメントに記載しなければならない」としています。ここでは，これらについて説明しています。

(1) IEEE 488.1インタフェース機能のうち，サポートしているサブセット
「1.4　GP-IBインタフェースの仕様」を参照してください。

(2) アドレスが0～30以外に設定されたときのデバイスの動作
本機器では，アドレスを0～30以外に設定することはできません。

(3) ユーザーがアドレス変更をしたときの動作
アドレスの変更はMISCキーメニューでアドレスを設定した時点で行われます。設定した
アドレスは，次に変更するまで有効です。

(4) 電源ON時のデバイスのセッティング。電源ON時に使用可能なコマンド
基本的には，以前の設定(その前に電源をOFFにしたときの設定)になります。
電源ON時に実行を制限されるコマンドはありません。

(5) メッセージ交換のオプション
(a) 入力バッファのサイズ

1024バイト

(b) 複数の応答メッセージユニットを返すクエリ
3章の各コマンドの例を参照してください。

(c) 構文解析時に応答データを作成するクエリ
すべてのクエリは，構文を解析すると応答データを作成します。

(d) 受信時に応答データを作成するクエリ
コントローラが受信する時点で応答データを作成するクエリはありません。

(e) 制限しあうパラメータを有するコマンド
CHANnel<x>:PROBeとVDIVのように一方的に制限を与えるものはありますが，相互に制
限を与えるものはありません。

(6) コマンドを構成する機能エレメントおよび複合ヘッダのエレメントに含まれるもの
2章および，3章を参照してください。

(7) ブロックデータの転送に影響するバッファのサイズ
ブロックデータの送信時には，そのサイズに合わせて出力キューを拡張します。

(8) 演算式で使えるプログラムデータのエレメントの一覧と，そのネストの制限
演算式は使えません。

(9) 各問い合わせに対する応答の構文
3章の各コマンドの例を参照してください。

(10) 応答の文法に従わないデバイス間の通信について
「1.6　トークオンリモードの設定(AGシリーズへのデータ出力)」および本体ユーザーズ
マニュアルの「10.4　GP-IBインタフェースを使って各種データ形式で出力する」を参照し
てください。
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(11) 応答データのブロックデータのサイズ
1～8002バイト

(12) サポートしている共通コマンドの一覧
「3.31　共通コマンドグループ」を参照してください。

(13) キャリブレーション正常終了時のデバイスの状態
測定を実行中の状態になります。

(14)＊DDTのトリガマクロの定義で使用できるブロックデータの最大長
サポートしていません。

(15) マクロ定義のマクロラベルの最大長，マクロ定義で使用できるブロックデータの最大長，マクロ定義で再帰を使っ
たときの処理

マクロ機能は対応していません。

(16)＊IDN?に対する返送
「3.31　共通コマンドグループ」を参照してください。

(17)＊PUD，＊PUD?のプロテクトユーザーデータの保存エリアのサイズ
＊PUD，＊PUD?はサポートしていません。

(18)＊RDT，＊RDT?のリソース名の長さ
＊RDT，＊RDT?はサポートしていません。

(19)＊RST，＊LRN?，＊RCL，＊SAVによる状態の変化
＊RST，＊LRN?
「3.30　共通コマンドグループ」を参照してください。

＊RCL，＊SAV
これらの共通コマンドはサポートしていません。

(20)＊TST?によるセルフテストの実行範囲
MISCキーのSelf TestメニューのMEMORYテストのすべて(内部の各メモリ)を実行しま
す。

(21) 拡張されたリターンステータスの構造
4章を参照してください。

(22) 各コマンドの処理がオーバラップするか，シーケンシャルに行われるか
「2.5　コントローラとの同期」および3章を参照してください。

(23) 各コマンドの実行内容
3章の各コマンドの機能と本体ユーザーズマニュアルを参照してください�
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索引(50音順)

あ ページ

アキュムレート
回数........................................................................... 3-11，3-30
カラーグレード幅 .................................................. 3-11，3-30
モード....................................................................... 3-11，3-30

アクイジション
アベレージング

減衰定数 ......................................................................... 3-13
取り込み回数(Normal，Average時) ........................ 3-13

シーケンシャルモード..................................................... 3-13
取り込み回数 ................................................................. 3-14

等価時間サンプリングのON/OFF ................................ 3-13
取り込みモード ................................................................. 3-13
ロールモードのON/OFF ................................................ 3-13

圧縮表示.................................................................................. 3-31
アドレッサブルモード ........................................................... 1-5
アドレスコマンド ................................................................... 1-9
アドレスの設定 ....................................................................... 1-5
アベレージング

減衰定数 ............................................................................. 3-13
取り込み回数(Normal，Average時) ............................. 3-13

い ページ

イニシャライズ
実行...................................................................................... 3-52
取り消し ............................................................................. 3-52

イネーブルレジスタ ............................................................... 4-2
インタフェースメッセージに対する応答 .......................... 1-8

え ページ

エキストラウインドウのON/OFF .................................... 3-31
エラーキュー ........................................................................... 4-5
エラーメッセージ(通信関連) ............................................. 付-2
演算

演算モード ......................................................................... 3-60
Basicモード

演算式 .................................................................. 3-58，3-59
スレショルドレベル..................................................... 3-59

Binaryモード
演算モード .......................................................... 3-59，3-60
スレショルドレベル..................................................... 3-59
D/A変換方法 ................................................................. 3-59

Phaseモード
位相ずらし量 ................................................................. 3-60
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