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このマニュアルで使用している記号と表記法
単位

k‥‥‥1000 の意味です。
K‥‥‥1024 の意味です。

使用例：100kS/s( サンプルレート )
使用例：720K バイト ( ファイルの容量 )

表示文字

操作説明のところで、太字の英数字は、操作対象のパネル上のキーやソフトキーに対応して画面上の
メニューに表示される文字を示します。

注記

このマニュアルでは、注記を以下のようなシンボルで区別しています。
本機器で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷の恐れが
あることを示すとともに、その内容についてユーザーズマニュアルを参照する
必要があることを示します。ユーザーズマニュアルでは、その参照ページに目
印として、「警告」「注意」の用語と一緒に使用しています。

警

告

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

注

意

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

Note

本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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第1章

リモート制御

1.1

リモート制御について

1
2
3

本製品のリモート制御には、以下の 4 通りの方法があります。
1 本製品に標準装備されている USB によるリモート制御
(CD に収録されている USB ドライバを PC にインストールする必要があります )
2 LAN( イーサネット ) によるリモート制御
3 RS-232 インタフェースによるリモート制御
4 GP-IB インタフェースによるリモート制御
以下のインタフェースは工場オプションになります。
RS-232 ＋ LAN インタフェース：/C2
GP-IB インタフェース ：/C1
リモートで使用するインタフェースは、本製品の SYSTEM メニューの REMOTE で設定します。各々のインタフェー
スの設定方法、制御方法は次節以降をご参照ください。
USB インタフェースは、多くのパーソナルコンピュータに標準装備されているため、リモート制御を行うため
に便利です。ただし、接続ケーブルの長さに制約があります。また、接続するパーソナルコンピュータに専用
の USB ドライバ ( 付属の CD に収録 ) をインストールする必要があります。
LAN インタフェースも多くのパーソナルコンピュータに標準装備されていて、本製品を直接ケーブルで接続し
て使うだけでなく、既存のネットワーク環境に接続して使うことができます。ただし、本製品専用の IP アドレ
スを用意する必要があります。

リモート制御での制限事項

本製品のほとんどの機能をリモート制御することが可能ですが、
電源スイッチの ON/OFF
SYSTEM メニュー内のリモートインタフェースに関わる各種設定
オフラインブラウズ機能
VALUE TO USBMEM 機能
などについてはリモート制御ができません。
リモート制御可能な機能や制御コマンドなどの詳細に関しては、3 節のリモート制御コマンドの説明をご参照く
ださい。

通信ライブラリ (TMCTL)/ サンプルプログラム

通信ライブラリ (TMCTL) およびサンプルプログラムは、弊社 Web サイト (http://www.yokogawa.com/jp-ymi/
tm/F-SOFT/) より入手できます。
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リモート制御

リモート制御を使用すると、外部のコントローラ（通常はパーソナルコンピュータを使用します）で本製品の
ボタンを手で操作したことと同等の操作を行えます。リモート制御では単なる操作だけではなく、測定結果デー
タやパネル設定データなどの転送もできるため、パーソナルコンピュータでのデータ収集や自動計測システム
を構築できます。

1-1

1.2

リモート / ローカル制御

本製品の各機能を、インタフェース経由のメッセージによって、リモート制御している状態をリモートモード
と呼びます。これに対して、パネルのキー入力によって動作している状態をローカルモードと呼びます。
リモートモードでは、パネルのキー入力は、LOCAL ([SHIFT]) キーを除いて、すべて無視されます。このとき、
アナンシエータに REMOTE インジケータ

が表示されます。

リモートモードへの移行

リモートモードに移行すると本器は以下の状態になります。
-	測定停止状態となります。測定を行う際は、トリガ待ち状態に遷移するコマンド (INITiate コマンド、
READ? クエリなど ) を使用してください。( 詳細は「2.5.4 TRIGger サブシステム」をご参照ください。)
- オフラインブラウズ状態は解除されます。
- バルクログ実行中であれば、バルクログは停止されます。
- 外部トリガの設定は、リモートのトリガソース設定に従って変更されます。

ローカルモードへの移行

ローカルモードへ切り替えは、*OPC? クエリ (2.4.5 節参照 ) などを用いてそれまでに送信した全てのコマン
ド / クエリの動作が完了している事を確認してから行ってください。処理の完了を待たずにローカルモード
に移行した場合、予期せぬ動作を引き起こす可能性があります。
ローカルモードに移行すると本器は以下の状態になります。
-	外部トリガの設定は、リモートのトリガソース設定に依存せず、最後にローカルで設定した時の状
態に戻ります。

リモートモード / ローカルモードを切り替える方法には、各インタフェースで異なる部分があります。詳細は
以下をご参照ください。
・ USB
：1.3.2 節
・ LAN
：1.4.6 節
・ RS-232 ：1.5.5 節
・ GP-IB
：1.6.4 節

1-2

IM DM7560-17JA

1.3

USB によるリモート制御

1

1.3.1 本製品の設定

SYSTEM メニューの REMOTE を「USB」に設定します。

1.3.2 リモート / ローカル制御

a. ローカルモード
ローカルモードでは、パネルのキー操作によって本製品の動作を制御します。
REMOTE アイコンは非表示になっています。
本製品は、電源投入によりローカルモードとなります。
リモートモードで動作している本製品をローカルモードに戻す手段には、以下の 3 種類があります。
・ 電源の再投入を行う。
・ LOCAL ([SHIFT]) キーを押す。
・ コンピュータ上で当該 COM ポートをクローズする。

b. リモートモード
リモートモードではインタフェース経由のメッセージによって本製品の動作を制御します。パネルのキー入
力は、LOCAL ([SHIFT]) キーを除いて、すべて無視されます。
リモート期間中は、REMOTE アイコンが表示されます。
本製品はコンピュータ上で当該 COM ポートをオープンした場合、及びコンピュータよりメッセージを受信
した場合にリモートモードへ移行します。
c. ローカルロックアウトモード
本製品は GP-IB インタフェース以外ではローカルロックアウトモードをサポートしません。ロックアウト動
作を必要とする場合、GP-IB インタフェースをご使用ください。
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リモート制御

背面パネルの USB ポートとコンピュータを接続することで、USB インタフェースを利用して本製品をリモート
制御できます。専用の USB ドライバは付属の CD に収録されています。USB インタフェースは、COM ポートと
して扱われます。
本製品とコンピュータの接続には、USB 2.0 対応の USB ケーブル (A:B タイプ ) を使用してください。
注 ) ノイズ環境の悪い場所において本製品を USB でリモート制御する場合、ノイズ対策（シールド）を施したケー
ブルが必要となることがあります。そのような場合、ノイズ対策を施したケーブルをご使用することを推奨い
たします。詳しくは、お買い求め先にお問い合わせください。

2
3

1.4

LAN によるリモートモード制御

背面パネルのイーサネットポートとコンピュータを接続することで、LAN インタフェースを利用して本製品を
リモート制御できます。
本製品はネットワークにプラグ・インするか、ホスト・コンピュータに直接接続して操作することができます。
本製品は Auto-MDIX 機能を持っているため、接続するイーサネットケーブルはクロス / ストレートどちらでも
ご使用頂けます。
注 ) ノイズ環境の悪い場所において本製品を LAN でリモート制御する場合、ノイズ対策（シールド）を施したケー
ブルが必要となることがあります。そのような場合、ノイズ対策を施したケーブルをご使用することを推奨
いたします。詳しくは、お買い求め先にお問い合わせください。
LAN インタフェースは工場オプション LAN&RS-232 インタフェース：/C2) となります。

1.4.1 本製品の設定

SYSTEM メニューの REMOTE を「TCP/IP」に設定します。
TCP/IP に設定することにより、以下の設定を行うことができます ( これらの設定については、リモート制御で
変更できません )。
表 2-1. REMOTE に LAN を選択したときの設定項目
設定

IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GW

DHCP
MAC ADDRESS

機能
DHCP が「Off」の場合は IP アドレスを設定することができます。
デフォルトは 192.168.0.1 です。
DHCP が「On」の場合は割り当てられた IP アドレスを確認できます。
DHCP が「Off」の場合はサブネットマスクを設定することができます。
デフォルトは 255.255.255.0 です。
DHCP が「On」の場合は割り当てられたサブネットマスクを確認できます。
DHCP が「Off」の場合はデフォルトゲートウェイを設定することができます。
デフォルトは 0.0.0.0 です。
DHCP が「On」の場合は割り当てられたデフォルトゲートウェイを確認できます。
DHCP 機能を「On」または「Off」に設定します。
「On」に設定した場合は、接続に必要な情報を自動的に取得します。
「Off」に設定した場合は、
「IP ADDRESS」、
「SUBNET MASK」、
「DEFAULT GW」に個別に設定してください。
デフォルトは「Off」となっています。
本製品一台ごとに固有の MAC アドレスの値を確認できます。
MAC アドレスは機器固有の値で変更できません。

※設定内容を変更した場合は、本製品の電源を再投入することで新たな LAN 設定が有効になります。
※設定内容は接続するネットワークの管理者に確認してください。

1.4.2 コンピュータ側の通信設定

TCP/IP インタフェースでリモート制御する際、コンピュータ側のコントロールソフトウェアの通信設定は下記
のようにしてください。
表 2-2. REMOTE に LAN を選択したときの通信設定
項目
TCP/IP のポート番号 ( 接続先 )
デリミタ ( 送信注 1)
デリミタ ( 受信注 2)

設定値
34490
LF、CR+LF のいずれか
LF、CR+LF のいずれか

注 1）コンピュータが本製品へデータを送信するという意味です。
注 2）コンピュータが本製品からデータを受信するという意味です。
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1.4.3 ネットワーク接続

1.4

LAN によるリモートモート制御

1
2

本製品とコンピュータ間での物理的接続を確認するには、以下の手順に従います。

3

1. ケーブルで接続されていない状態で、ネットワーク接続の設定を正しく行ない、一度、電源を落とします。
2. 電源を落としたまま、ケーブルを接続します。 本製品とコンピュータまたはハブなどのネットワーク端

子にケーブルで接続します。本製品は Auto-MDIX 機能を持っているため、接続するケーブルはクロス /
ストレートどちらでもご使用頂けます。

3. 本製品の電源をオンにします。

1.4.4 IP 接続確認

コンピュータから “ping” コマンドを使用して、IP ネットワーク上の接続を確認することができます。このコマ
ンドは、ネットワーク機器に対し IP パケットを送信し、そのレスポンスを受信する事で IP ネットワークの正常
性を確認するものです。
“ping” コマンドは、Windows や UNIX 環境で使用することができます。Windows の場合、コマンドプロンプト
から以下のように入力します。
C:\>ping 192.168.0.1 ( ※ )
( ※ ) “ ping” に続く引数は接続確認するネットワーク機器を指定するもので、本製品に割り当てた IP アドレス
を入力します。ここでは入力例として ”192.168.0.1” を用いておりますが、実際にはこの部分を利用環境
に合うように置き換えてください。なお DHCP による IP アドレスの自動割り当てを有効にしている場合、
SYSTEM メニューの REMOTE 設定にて、実際に割り当てられた IP アドレスを確認してください。
正常に接続できている場合の、”ping” コマンド実行結果の例を以下に示します。
C:\>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply
Reply
Reply
Reply

from
from
from
from

192.168.0.1:
192.168.0.1:
192.168.0.1:
192.168.0.1:

bytes=32 time<10ms TTL=128
bytes=32 time=20ms TTL=128
bytes=32 time=20ms TTL=128
bytes=32 time=30ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
C:\>

IM DM7560-17JA

1-5

リモート制御

本製品をネットワークに接続する場合は、その前に、ネットワーク管理者への情報の問い合わせが必要です。ネッ
トワークについて不正なアドレスを指定すると、ネットワークと本製品の両方が予測できない動作をとる場合
があります。
注 )	コンピュータと本製品が異なるネットワークに存在する ( 同一サブネット上にない ) 場合、ゲートウェイが
正しく設定されている必要があります。

1.4

LAN によるリモートモート制御
また、ネットワーク上に何らかの障害があり、レスポンスが受信できずにタイムアウトが発生した場合の、
”ping” コマンド実行結果の例を以下に示します。
C:\ >ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1with 32 bytes of data:
Request
Request
Request
Request

timed
timed
timed
timed

out.
out.
out.
out.

Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\ >
タイムアウトが発生した場合、本製品、あるいはコンピュータの IP アドレス設定、ネットワーク接続などに問
題がある可能性があります。

1.4.5 通信方式

本製品とコンピュータとの通信は、TCP/IP を利用します。TCP/IP 接続は以下の手順で行われます。

1. 電源投入後、本製品は指定されたポート番号（表 2 － 2 参照）で、コンピュータからの TCP / IP の接続要
求を待ちます。

2. コンピュータは、本製品に対して TCP / IP 接続要求を出します。
3. 本製品が TCP / IP 接続要求を受け付け、接続を確立します。

4. TCP / IP の接続確立後は、単純な 7bit ASCII コードの文字列の送受信で通信を行います。
5. コンピュータ → 本製品方向にコマンドまたはクエリを送信します。

コマンド / クエリメッセージは、CR+LF または LF で終端された文字列です。

6. コマンド / クエリを受信した本製品はこれを解釈、実行し、正常に受信したクエリであれば応答メッセー
ジを返します。

応答メッセージはデリミタ（SYSTEM-REMOTE メニューの DELIMITER 設定による）を付加した文字列です。
なお、本製品同時に接続可能な PC の数は 1 台のみです。

1-6

IM DM7560-17JA

1.4.6 リモート / ローカル制御

1.4

LAN によるリモートモート制御

1

b. リモートモード
リモートモードではインタフェース経由のメッセージによって本製品の動作を制御します。パネルのキー入
力は、LOCAL ([SHIFT]) キーを除いて、すべて無視されます。
リモート期間中は、REMOTE アイコンが表示されます。
本製品はコンピュータからの TCP 接続要求を受け付け、接続が確立するとリモートモードへ移行します。
c. ローカルロックアウトモード
本製品は GP-IB インタフェース以外ではローカルロックアウトモードをサポートしません。ロックアウト動
作を必要とする場合、GP-IB インタフェースをご使用ください。
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a. ローカルモード
ローカルモードでは、パネルのキー操作によって本製品の動作を制御します。
REMOTE アイコンは非表示になっています。
本製品は、電源投入によりローカルモードとなります。
リモートモードで動作している本製品をローカルモードに戻す手段には、以下の 3 種類があります。
・ 電源の再投入を行う。
・ LOCAL ([SHIFT]) キーを押す。
・ コンピュータから TCP 接続を切断する。
なお本製品の電源の再投入でリモートモードからローカルモードに戻した場合、コンピュータ上の TCP 接続
は切断されないままとなります。コンピュータ側の操作で切断してください。

2
3

1.5

RS-232 によるリモート制御

背面パネルの RS-232 ポートと外部機器を接続することで、RS-232 インタフェースを利用して本製品をリモー
ト制御できます。
RS-232 インタフェースは工場オプション (LAN&RS-232 インタフェース：/C2) となります。

1.5.1 本製品の設定

SYSTEM メニューの REMOTE を「RS232」に設定します。
本製品で、外部機器と通信する場合、あらかじめ本製品と外部機器のシリアル通信に関わる設定をあわせてお
く必要があります。
RS232 に設定することにより、以下の各種設定を行うことができます ( これらの設定については、リモート制御
で変更できません )。
表 2-3. REMOTE に RS232 を選択したときの通信設定
設定

Rate
Parity
Stop-bit
DELIM

機能
ビットレートを設定します。
300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400 (bps) のいずれかを選択します。
パリティビットを設定します。
None,Even,Odd のいずれかを選択します。
ストップビットを設定します。
1,2 のいずれかを選択します。
デリミタを設定します。
CR+LF,LF のいずれかを選択します。

なお、データビットは 8-bit 固定、スタートビットは 1-bit 固定です。
外部機器側の設定については、外部機器の取扱説明書の記載を参照いただき、本製品と通信可能な設定にして
ください。
ビットレートを高速にした場合、オーバランエラーが発生する可能性があります。そのような場合にはビット
レートを下げてお使いください。
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1.5

1.5.2 外部機器との接続

RS-232 によるリモート制御

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ピン番号

信号略称
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

機能
受信キャリア検出
受信データ
送信データ
データ端末レディ
シグナルグランド
データセットレディ
送信要求
送信可
被呼表示

リモート制御

本製品の RS-232 ポートは 9 ピン D-SUB コネクタで、ネジはインチネジ (4-40 UNC) です。
RS-232 の信号線の種類およびその機能を以下に示します。

2

備考
本製品では未使用

3

本製品では未使用
本製品では未使用
本製品では未使用

本製品を外部機器と接続する場合は、下記の結線となるような接続ケーブルをご使用ください。コンピュータ
と接続する場合には、クロスケーブルを使用すればリモート制御できますが、確実に接続するためには、本製
品とコンピュータ双方のコネクタ形状・ピン接続等をご確認の上、ケーブルをご用意ください。
本器

外部機器

ピン番号

信号略称

信号略称

1

DCD

DCD

2

RXD

RXD

3

TXD

TXD

4

DTR

DTR

5

GND

GND

6

DSR

DSR

7

RTS

RTS

8

CTS

CTS

9

RI

RI

1.5.3 通信方式

本製品の通信方式は全二重方式です。本製品がメッセージを受信中でも、応答メッセージの送信を始める場合
があります。多くの場合外部機器は受信バッファを備えているため問題になりませんが、より安定した通信の
ために、本製品ではハードウェアフロー制御を行なっています。その他のフロー制御を備えていませんし、ま
たハードウェアフロー制御を無効にすることもできません。
本製品は、内部処理が入力データの取得に対して余裕が無くなった時に RTS 信号をローレベルにします。処理
に余裕ができると RTS 信号をハイレベルにします。また、CTS 信号がローレベルの間、本製品はデータの送信
を行いません。

1.5.4 同期

本製品は、外部機器とのシリアル通信において、ハードウェアフロー制御以外に同期をとる手段を持ちません。
ソフトウェア的に同期をとるためには、本製品に対して送信するメッセージの最後のメッセージユニットをク
エリ ( 本製品よりの応答メッセージを要求するコマンド ) とし、本製品よりの応答を受信してから次のメッセー
ジを送信するようなリモートプログラムの作成を推奨します。*OPC? クエリ (2.4.5 節参照 ) 等を利用できます。
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RS-232 によるリモート制御

1.5.5 リモート / ローカル制御

a. ローカルモード
ローカルモードでは、パネルのキー操作によって本製品の動作を制御します。
REMOTE アイコンは非表示になっています。
本製品は、電源投入によりローカルモードとなります。
リモートモードで動作している本製品をローカルモードに戻す手段には、以下の 2 種類があります。
・ 電源の再投入を行う。
・ LOCAL ([SHIFT]) キーを押す。

b. リモートモード
リモートモードではインタフェース経由のメッセージによって本製品の動作を制御します。パネルのキー入
力は、LOCAL ([SHIFT]) キーを除いて、すべて無視されます。
リモート期間中は、REMOTE アイコンが表示されます。
本製品は外部機器よりのメッセージを受信するとリモートモードへ移行します。メッセージの先頭バイトが
正常に受信できた時点でリモートモードとなります。
c. ローカルロックアウトモード
本製品は GP-IB インタフェース以外ではローカルロックアウトモードをサポートしません。ロックアウト動
作を必要とする場合、GP-IB インタフェースをご使用ください。

1-10
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1.6

GP-IB によるリモート制御

1

1.6.1 本製品の設定

SYSTEM メニューの REMOTE を「GPIB」に設定します。
GPIB に設定することにより、以下の各種設定を行うことができます ( これらの設定については、リモート制御
で変更できません )。
表 2-4. REMOTE に GPIB を選択したときの通信設定
設定

Address
DELIM

機能
機器アドレス（リスナアドレス、トーカアドレス）を設定します。
0 ～ 30 の値が設定できます。
デリミタを設定します。（送信用）
CR+LF,LF のいずれかを選択します。
設定によらず、EOI は必ず送信されます。

※ 本製品がメッセージを受信する場合には、LF または CR+LF または EOI のうちのいずれを受信してもデリミ
タとして認識します。

1.6.2 インタフェース機能

本製品は GP-IB に対して表 2-5 に示す IEEE488.1 のサブセットを持ちます。
表 2-5. GP-IB インタフェース機能
SH1
AH1
T5
TE0
L4
LE0
SR1
RL1
PP0
DC1
DT1
C0
E2

IM DM7560-17JA

ソースハンドシェークの全機能を持つ
アクセプタハンドシェークの全機能を持つ
基本的トーカ、シリアルポール、MLA によるトーカ指定解除の機能を持つ
拡張トーカの機能を持たない
基本的リスナ、MTA によるリスナ指定解除の機能を持つ
拡張リスナの機能を持たない
サービスリクエストの全機能を持つ
リモートローカルの全機能を持つ
パラレルポールの機能を持たない
デバイスクリアの全機能を持つ
デバイストリガの全機能を持つ
コントローラの機能を持たない
3 ステートドライバ使用
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背面パネルの GP-IB ポートとコンピュータを接続することで、GP-IB インタフェースを利用して本製品をリモー
ト制御できます。
電気的・機械的・機能的仕様は IEEE Std.488.1 及び JIS C 1901 に準拠します。
コマンド・フォーマット・プロトコルなどに関する仕様は IEEE Std.488.2 に準拠します。
GP-IB インタフェースは工場オプション (GP-IB インタフェース：/C1) となります。

2
3

1.6

GPIB によるリモート制御

1.6.3 接続

注

意

・ ケーブルの取り付け または 取り外しを行うときは、GP-IB コネクタに接続しているすべて
の機器の電源を OFF にしてください。
・ GP-IB システムを動作させる場合には、システムバスに接続されたすべての機器の電源を
ON にしてください。

接続するときの注意
・ 1 つのシステムに接続可能な GP-IB デバイスは最大 15 台です。
・ システム内の各デバイスを互いに接続するために使用できるケーブルの合計長は、20m 以下でかつ 2m ×（シ

ステム構成デバイスの総数）以下です。
・ システム構築者が、自由にシステム内でのケーブル長を配分できます。
ただし、デバイス間のケーブル長が 4m 以上になる部分がある場合には、ノイズマージンなどに充分注意し
てください。
・ 使用者が適当と判断する接続方法（スター、ディージーチェーンなど）でケーブルを接続できます。ただし、
グランドループができるような接続はしないでください。
・ 本製品背面のコネクタへスタックするケーブルの段数は、機械的強度の関係により、3 段以下としてください。
・ 接続ケーブルは、IEEE 488.1 あるいは JIS C 1901 規格に適合したものを使用してください。
システムの信頼性向上のため、EMC 対策品（金属ハウジング使用のコネクタ）の採用を推奨します。
・ GP-IB システムは、電気的・機械的に比較的良好な環境での使用に適します。
システム構築にあたっては JIS C 1901 第 6 節および附属書 J を参考にしてください。

1.6.4 リモート / ローカル制御

本製品は IEEE Std.488.1 及び JIS C 1901 で規定されたリモート / ローカルの全機能を持っています。リモート / ロー
カルの状態遷移などの詳細については規格書の RL 機能の項をご参照ください。
a. ローカルモード
ローカルモードでは、パネルのキー操作によって本製品の動作を制御します。
REMOTE アイコンは非表示になっています。
本製品は、電源投入によりローカルモードとなります。
リモートモードで動作している本製品をローカルモードに戻す手段には、以下の 4 種類があります。
・ 電源の再投入を行う。
・ REN ラインを偽（電気的には HIGH レベル）にする。
・ LOCAL ([SHIFT]) キーを押す。
・ 本製品をリスナに指定して、アドレスコマンド GTL を送る。
b. リモートモード
リモートモードではインタフェース経由のメッセージによって本製品の動作を制御します。パネルのキー入
力は、LOCAL ([SHIFT]) キーを除いて、すべて無視されます。
リモート期間中は、REMOTE アイコンが表示されます。
本製品の動作モードをローカルからリモートに切り替えるためには、REN ラインが真（電気的には LOW レ
ベル）の状態で、本製品をリスナに指定（MLA 受信）する必要があります。

1-12
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1.6.5 GET (Group Execute Trigger)

本製品は、測定状態がトリガ待ち状態で、トリガソースが BUS の場合にアドレスコマンド GET を受信すると測
定を行います。
本製品が GET コマンドを受信した場合、内部処理（測定の起動）が完了するまで、NDAC 信号をホールドする
ことによりハンドシェイクをホールドオフさせます。

1.6.6 DCL・SDC

本製品は、ユニバーサルコマンド DCL (Device Clear) を受信すると、デバイス機能の初期化を実行します。リス
ナに指定されている状態でアドレスコマンド SDC (Selected Device Clear) を受信した場合も同様です。
DCL または SDC メッセージによる初期化の内容は以下のとおりです。
・ データ入出力動作の終了、及び入力バッファと出力キューをクリアします。これにともない、ステータスバ
イトレジスタの MAV ビットをクリア ( この結果、MSS ビットにも影響することがあります )。(「2.3 ステー
タスレポート構造」を参照 )
・ 測定中の場合には測定を中止し、測定停止状態にする。
本製品が DCL または SDC インタフェースメッセージを受信する場合、本製品内部のプロセッサが受信を認
識するまで、NDAC 信号をホールドすることにより、ハンドシェイクをホールドオフさせます。

1.6.7 ハンドシェイク

デリミタまたは EOI 受信によりメッセージの終端を検出すると、バッファ内のコマンド解釈に入ります。コマ
ンド解釈・実行中は、次のメッセージの受信は行いません。次のメッセージの先頭バイトでハンドシェイクはホー
ルドオフします。コマンド解釈・実行が終了するとハンドシェイクを再開します。

IM DM7560-17JA
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c. ローカルロックアウトモード
本製品は以下のいずれの場合にもローカルロックアウトモードになります。
・ リモート状態にあるときにユニバーサルコマンド LLO を受信した場合。
・ ユニバーサルコマンド LLO を受信した後に、リモートモードになった場合。
ローカルロックアウトモードは、オペレータが誤って LOCAL ([SHIFT]) キーを押してもローカルモードに戻ら
ないようにするモードです。LOCAL ([SHIFT]) キー入力が無視される以外の動作や応答はリモートモードと同
じです。
ローカルロックアウト状態にある本製品をローカルモードに戻すには、本製品をリスナに指定して GTL メッ
セージを送信します。ただし、再度リモートモードに切り替えた場合には、改めて LLO コマンドを受け取ら
なくても、ローカルロックアウトモードになります。
ローカルロックアウトモードを完全に解除する（単なるリモートモードにする）には、以下のいずれかの方
法により一度ローカルモードにする必要があります。
・ 電源の再投入を行う。
・ REN ラインを偽（電気的には HIGH レベル）にする。

2
3

第2章

リモート制御コマンド

2.1

コマンド体系

1

計測器制御に広く使用されている SCPI に準拠したコマンド体系です。本製品の全ての機能を使えます。

2
リモート制御コマンド

3
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2.2

メッセージ規約

本製品をリモート制御するにはコントローラ ( コンピュータ ) よりフォーマット構造に従ったプログラムメッ
セージを送信することにより行なわれます。
本 製 品 で 使 用 す る リ モ ー ト コ マ ン ド は 汎 用 イ ン タ フ ェ ー ス・ バ ス (GP-IB) IEEE 488.2 標 準 に 従 い ま す。
USB,LAN,RS-232 インタフェースに関しても、適応可能な部分はすべて GP-IB インタフェースと同様です。
備考
IEEE488.2 規格で定められた各エレメントを以下のように表記します。
＜ PROGRAM MESSAGE ＞
＜ CHARACTER PROGRAM DATA ＞
＜ DECIMAL NUMERIC PROGRAM DATA ＞
＜ SUFFIX PROGRAM DATA ＞
＜ STRING PROGRAM DATA ＞
＜ RESPONSE MESSAGE ＞
＜ CHARACTER RESPONSE DATA ＞
＜ NR1 NUMERIC RESPONSE DATA ＞
＜ NR2 NUMERIC RESPONSE DATA ＞
＜ NR3 NUMERIC RESPONSE DATA ＞
＜ STRING RESPONSE DATA ＞
＜ ARBITRARY ASCII RESPONSE DATA ＞

→＜プログラムメッセージ＞
→＜文字プログラムデータ＞
→＜数値プログラムデータ＞
→＜サフィックプログラムデータ＞
→＜文字プログラムデータ＞
→＜応答メッセージ＞
→＜文字応答データ＞
→＜ NR1 数値応答データ＞
→＜ NR2 数値応答データ＞
→＜ NR3 数値応答データ＞
→＜文字列応答データ＞
→＜任意 ASCII 応答データ＞

また、本取扱説明書では、コマンド構文 / クエリ構文に対して、以下の規約で表記します。
・ パラメータ選択肢は、ブレース ”{}” で囲み、選択肢を縦棒 ”|” で区切ります。選択肢から１つだけ使用するこ
とができます。ブレース / 縦棒はプログラムメッセージとして送信しません。
・ 三角かっこ ”< >” は、パラメータとして値を指定する必要があることを示します。パラメータの詳細は、コ
マンドごとの説明を参照してください。
・ 角かっこ ”[ ]” は、省略が可能であることを示します。角かっこはプログラムメッセージとして送信しません。
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2.2.1 入出力バッファ

2.2

メッセージ規約

1

この入力バッファのサイズは 255 バイトです。これを超える長さのプログラムメッセージが入力された場合、
超えた部分は読み捨てられ、バッファに残された部分だけがコマンド解釈・実行されます。マルチコマンド (2.2.3
項を参照 ) を使用する場合、プログラムメッセージ全体の長さが入力バッファサイズを超えないようにご注意く
ださい。なおプログラムメッセージの長さにはデリミタを含みます。
また本製品は 255 バイトの出力バッファ（出力キュー）を持ちます。出力バッファがフルになった場合、バッファ
サイズを超える部分の応答メッセージは送信されずに捨てられます。またこのとき、クエリエラーを発生します。
マルチコマンド (2.2.3 項を参照 ) を使用する場合、クエリに対する応答メッセージの合計バイト数がバッファサ
イズを超えないようにご注意ください。なお応答メッセージの長さにはデリミタを含みます。
なお以下に示す、サイズの大きいデータを扱うコマンド / クエリに関しては、これら入出力バッファサイズの
制限を受けません。
-
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FETCh?
READ?
R?
CALCulate2:TRANsform:HISTogram:ALL?
CALCulate2:TRANsform:HISTogram:DATA?
HCOPy[:SDUMp]:DATA?
SETUP:TRANsfer / SETUP:TRANsfer?
DATA:REMove?
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本製品では、リモートインタフェースから入力されたプログラムメッセージを一度入力バッファに保存し、デ
リミタ ( または EOI) によるプログラムメッセージの終端を検知した時点で、バッファ内のコマンド解釈・実行
を行います。コマンド解釈・実行中は、次のメッセージの受信は行いません。コマンド解釈・実行が終了する
と入力バッファがクリアされ、プログラムメッセージの受信を再開します。

3

2.2

メッセージ規約

2.2.2 メッセージフォーマット

1 個のメッセージユニットは、ヘッダ部とデータ部と両者を区切るヘッダセパレータとで構成されます。
( 例 ) :VOLT:APER 10
(例)

:VOLT:APER

10
データ部
ヘッダセパレータ
ヘッダ部

a. ヘッダ部
ヘッダ部は ASCII 文字で構成されます。コロン (:) で区切られた 1 から 4 個のニーモニックから成り、本製品
の機能あるいは動作を表します。
上記は本製品の設定を行うためのコマンドの例であり、設定内容を問い合わせる（本製品に応答データを作
成させる）クエリの場合には、ヘッダ部の最後の文字が ? マークとなります。
b. ヘッダセパレータ

ヘッダ部とデータ部の区切りを示します。1 文字以上のスペースコード (ASCII 文字 ) となります。IEEE488.2
規格の <white space> 文字でも構いません。
データ部を持たないコマンド場合には、ヘッダセパレータは不要です。
なお、本製品では、データ部を持たないコマンドを除き、データ部の省略を許していません。

c. データ部
データ部は、ヘッダ部で指定した機能の、具体的な設定内容を示すパラメータです。ニーモニック ( 文字列 )
で構成される場合もあれば、数値で構成されることもあります。

複数のパラメータを必要とする場合には、各々のパラメータのセパレータとしてカンマ (,) を使用します。
パラメータの個数や、その構成はコマンドごとに異なります。データ部の詳細なフォーマットについては、
それぞれのコマンドの説明をご参照ください。
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2.2

2.2.3 マルチコマンド

メッセージ規約

1

複数のメッセージユニットを集めて 1 個のメッセージとして構成することができます。
各メッセージユニットをセミコロン (;) で区切ってつなげます。
( 例 ) :VOLT:AC:NULL ON ; :VOLT:DC:NULL ON
:VOLT:AC:NULL ON ;

:VOLT:DC:NULL ON

3

メッセージユニット
メッセージユニットセパレータ
メッセージユニット

また、本製品の機器固有コマンドは <compound command program header> と呼ばれる階層構造のコマン
ド構成となっており、例えば VOLT という親コマンドは AC・DC などのサブコマンドと組み合わせて (:VOLT:AC
あるいは :VOLT:DC などのように ) ヘッダ部が構成されます。共通の親コマンドから成るヘッダ部を持つメッ
セージユニットをつなげてメッセージを構成する場合、後に続くメッセージユニットでは親コマンドを省略す
ることができます。
( 例 ) :VOLT:AC:NULL ON;:VOLT:AC:BAND 20 を
:VOLT:AC:NULL ON;BAND 20 と書くことができます。
		
		
( 親コマンドを省略した場合、ヘッダ部にコロン (:) をつけないことに注意 )
以下、この機能のことを、「親コマンド :VOLT:AC がヘッダパスとして指定された」というように表現します。
ヘッダパス指定はそのメッセージ内 ( デリミタまで ) でのみ有効です。次のメッセージでは、その先頭のメッセー
ジユニットの親コマンドがヘッダパスとして指定されます。従って、メッセージの先頭では、ヘッダ部の最初
の文字のコロン (:) を省略しても親コマンドとみなされます。
(例)
			

VOLT:AC:NULL ON は
:VOLT:AC:NULL ON と同じと解釈されます。

":VOLT:AC:NULL ON;BAND 20" を 1 つのメッセージとして送信すれば正しく解釈されますが、
":VOLT:AC:NULL ON" と "BAND 20" の 2 行に分けるとエラーとなります。
( 本製品は BAND という親コマンドを持ちません )
メッセージユニットの先頭がコロン (:) で始まっている場合、そのコマンドを親コマンドとみなします。ヘッダ
パスも更新され、そのコマンドが新しいヘッダパスとなります。
(例)

:VOLT:AC:NULL ON;BAND 20;:VOLT:DC:NULL ON;NPLC 1
↑
ヘッダパスは VOLT:AC

↑
ヘッダパスは VOLT:DC

本製品はコマンドツリーをさかのぼってのコマンド検索は行いません。従って、異なる親コマンドのメッセー
ジユニットを 1 個のメッセージとする場合、ヘッダパスを切り換えるべきメッセージユニットの先頭は必ずコ
ロン (:) で始めてください。
(例)

:VOLT:AC:NULL ON;BAND 20;:VOLT:DC:NULL ON;NPLC 1
↑
省略できない

*OPC など ) には、
IEEE488.2 で規定された共通コマンド (*WAI、
上記のヘッダパスに関するルールは適用されません。
共通コマンドは、ヘッダパスを無視して実行されます。ただし、それまでのヘッダパス指定を破壊するわけで
はなく、共通コマンドの次のメッセージユニットの解釈時には、以前のヘッダパス指定が有効となります。
(例)

:VOLT:AC:NULL ON;*WAI;BAND 20
ヘッダパスは:VOLT:AC
共通コマンド*WAIを正常に実行
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(例)

2
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メッセージ規約

2.2.4 クエリ

ヘッダ部の最後の文字が ? マークであるメッセージユニットをクエリと呼び、設定内容や測定結果などを問い
合わせるコマンドを意味します。本製品はクエリを受信すると、応答メッセージを作成し、出力キューに格納
します。
出力キューに応答メッセージ ( の一部 ) が残っている状態で、新しいメッセージを受信すると、出力キューの内
容はクリアされてしまい、クエリエラー ( サービス要求原因となる ) となります。
クエリによっては作成される応答メッセージが複数の応答メッセージユニットをセミコロン (;) でつないだもの
となることがあります。
応答メッセージのフォーマット等の詳細は、使用するクエリ個々の説明でご確認ください。

2.2.5 ニーモニック

ヘッダ部のニーモニックを構成する文字は ASCII コードの A ～ Z と 0 ～ 9 及びアンダースコア (_) の組み合わせ
となります。
A ～ Z の文字は、大文字でも小文字でも両者の混在でも、同じ意味に解釈します。
本製品がクエリに応じて作成する応答メッセージユニットは、ヘッダ無しでデータ部だけで構成されます。
また、本製品が送信する応答メッセージのデータ部のニーモニックは必ず大文字となります。

2.2.6 データ部フォーマット
a. ＜文字プログラムデータ＞ / ＜文字応答データ＞
＜文字プログラムデータ＞と＜文字応答データ＞は、ヘッダ部に使用されるニーモニックと同様に、A ～ Z
と 0 ～ 9 及びアンダースコア (_) の組み合わせによって構成されるデータです。
:VOLT:AC:NULL ON;:DISP:WIND:BACK WHITE
の例の場合、:VOLT:AC:NULL コマンドのパラメータである ON と、:DISP:WIND:BACK コマンドのパラメー
タである WHITE が＜文字プログラムデータ＞となります。
ヘッダ部のニーモニックと同様に、大文字 / 小文字の混在や省略形の使用が可能です。
本製品が＜応答メッセージ＞として作成する＜文字応答データ＞の場合は、必ず大文字となります。
b. ＜数値プログラムデータ＞ / ＜数値応答データ＞
整数 (NR1)・実数 (NR2)・指数 (NR3) のいずれかの形式で、数値として扱われるデータに使用します。
:VOLT:AC:NULL:VAL 50E-3 のメッセージの場合、50E-3 の部分が数値プログラムデータであり、以下の
数値はすべて同じ値と解釈します。

0.05 ＝ 50E-3 ＝ 5e-2 ＝ 5E-2 ＝ 50e-3
コマンドで単位が定義されている場合には、＜数値プログラムデータ＞に続けて、定義された単位を表す＜
サフィックス プログラムデータ＞を付加することができます。
＜サフィックス プログラムデータ＞は、V ( ボルト ) や Hz ( ヘルツ ) のように単位そのものを表すサフィック
ス単位部分と、m ( ミリ ) や k ( キロ ) のように単位に対する倍率を表すサフィックス乗数部分とに分かれます。
注） NR3 の範囲について
仮数部の桁数が、各コマンドで指定されている有効桁数を超えていた場合は、基本的に超えた桁以下を
四捨五入で丸めます。エラーにはなりません。
指数部は E ± 99 の範囲の数値のみ正常な形式と解釈します。
その範囲を超えていた場合はコマンドエラーとし、値は捨てられます。
また、各々のコマンドで個別の数値範囲があり、設定内容によっては実行エラーが発生します。詳細は
各コマンドの説明を参照してください。
2-6
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注）MIN/MAX/DEF パラメータについて
いくつかのコマンドでは、パラメータとして設定値の代わりに MIN/MAX/DEF のいずれかを指定することが
できます。これらを指定した場合、コマンドごとに定義された最小値 / 最大値 / デフォルト値が設定されます。
同様にいくつかのクエリでは、オプションパラメータとして MIN/MAX のいずれかを指定することができま
す。これらの指定がない場合は現在値が返されますが、指定した場合、コマンドごとに定義された最小値 /
最大値が＜数値応答データ＞として返されます。

3
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・ 本製品が受信する＜数値プログラムデータ＞のフォーマットは以下の通りです。
仮数部

スペース

指数部

ここに、仮数部のフォーマットを以下に示します。
.

数字

＋
－

数字

.

数字

数字

また、指数部のフォーマットを以下に示します。
E

＋
空白

数字
－

e

備考：上記フォーマット内のスペースあるいは空白部は IEEE488.2 に規定される <white space> を含みます。
・ 本製品が送信する数値応答データのフォーマットは以下の通りです。
NR1 ( 整数 ) 形式の場合
＋
数字

数字

－
NR2 ( 実数 ) 形式の場合
＋
数字

数字

.

数字

－
NR3 ( 指数 ) 形式の場合
＋

＋
数字

－

2-8
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・ 本製品が受信する＜サフィックスプログラムデータ＞のフォーマットは以下の通りです。
サフィックス乗数

1

サフィックス単位

2

設定可能なサッフィクス乗数
定義
1E12
1E9
1E6
1E3
1E-3
1E-6
1E-9
1E-12

表記
T
G
MA（HZ,OHM の時は ”M” とする）
K
M（HZ,OHM の時は設定できない）
U
N
P

リモート制御コマンド

設定可能なサッフィクス乗数は、下表になります。

3

読み
Tera
Giga
Mega
Kilo
Milli
Micro
Nano
Pico

設定可能なサッフィクス単位は、”V”,”S”,”SEC”,”HZ”,”PCT”,”DEG”,”OHM” です。
c. ＜任意 ASCII 応答データ＞
本製品が作成する応答データで、＜文字応答データ＞や数値応答データでは許されない ASCII 文字を含むよ

うなテキストで構成されるデータです。
＜任意 ASCII 応答データ＞を返すクエリとデリミタの間に新しいクエリメッセージユニットが存在した場合、
それらのクエリに対する応答は作成せず、クエリエラーとします。

d. ＜文字列プログラムデータ＞ / ＜文字列応答データ＞
本製品が受信する＜文字列プログラムデータ＞は以下の通りです。また、本製品が作成する＜文字列応答デー
タ＞は以下のダブルクォーテーション (“) を区切り文字としたものになります。

‘

“

‘

挿入 ’
‘ 以外の文字

“

挿入 ”
“ 以外の文字

‘

“

シングルクォーテーション (‘) もしくはダブルクォーテーション (“) で区切られたデータを＜文字列プログラ
ムデータ＞として処理します。
＜文字列プログラムデータ＞の中で区切り文字（‘ もしくは ”）が２つ連続している場合、１つの区切り文字（’
もしくは ”）として認識されます。
＜文字列プログラムデータ＞は７ビットの JIS コードのすべての文字を許可します。ただし、各コマンドで
許容されない文字が含まれる場合はコマンドエラーになります。

IM DM7560-17JA
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2.3.1 サービス要求 (SRQ)

本製品は、動作完了・各種エラー発生などによって GP-IB インタフェースを使用してサービス要求を出力（SRQ
ラインを "L" に）します。
ここでサービス要求に使用されるバスラインがワイヤード OR 接続の SRQ ライン 1 本だけであるのに対して、
本製品はサービス要求発生要因を複数種類持っています。どの要因によってサービス要求が発せられたのかを
知るためには、コントローラはシリアルポールを実行したり、本製品の内部ステータスレジスタなどを読み取っ
て判断する必要があります。
GP-IB インタフェース以外の場合には、サービス要求やシリアルポールという手段を用いることはできませんの
で、コントローラが必要に応じて本製品の内部ステータスレジスタなどを読み取るようにプログラムする必要
があります。

2.3.2 ステータスバイトレジスタ

GP-IB システムバス経由のシリアルポール動作、あるいは *STB? クエリによる読み取りが可能です。
階層構造をなす本製品のステータス情報の最終段に位置します。
このレジスタは 8 ビット構成で、その内容は以下の通りです。
OPS ( ビット 7)

シリアルポールあるいは *STB? クエリ応答のビット 7 として返されます。
オペレーション・イベント・ステータスレジスタのサマリメッセージです。

RQS ( ビット 6)
シリアルポール応答のステータスバイトのビット 6 として返されます。
	ステータスバイトレジスタ内の他のビット (ESB,MAV,…,MEV) をサービスリクエストイネー
ブルレジスタでマスクした結果の全ビットの論理和が 0 → 1 に変化したときにセットされ
ます。上記論理和が 1 → 0 に変化したときと電源投入時とシリアルポール実施時にクリア
されます。
MSS ( ビット 6)

*STB? クエリ応答のビット 6 として返されます。
	ステータスバイトレジスタ内の他のビット (ESB,MAV,…,MEV) をサービスリクエストイネー
ブルレジスタでマスクした結果の全ビットの論理和を反映しています。
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ESB ( ビット 5)

シリアルポールあるいは *STB? クエリ応答のビット 5 として返されます。
スタンダードイベントステータスレジスタに対応するサマリメッセージです。

MAV ( ビット 4)

シリアルポールあるいは *STB? クエリ応答のビット 4 として返されます。

QES ( ビット 3)

シリアルポールあるいは *STB? クエリ応答のビット 3 として返されます。
クエッショナブル・イベント・ステータスレジスタのサマリメッセージです。

( ビット 2)

本製品はステータスバイトレジスタのビット 2 を使用しません。
常に 0 となります。

( ビット 1)

本製品はステータスバイトレジスタのビット 1 を使用しません。
常に 0 となります。

MEV ( ビット 0)

シリアルポールあるいは *STB? クエリ応答のビット 0 として返されます。
測定イベント・ステータスレジスタに対応するサマリメッセージです。

出力キューに対応するサマリメッセージです。

IM DM7560-17JA

2.3.3 サービスリクエストイネーブルレジスタ

2.3

ステータスレポート構造

1
2

ステータス バイトレジスタ構造

3

オペレーションイベントステータス

スタンダードイベントステータス
出力キューを反映

7
OPS

6
RQS
MSS

Ｘ

クエッショナブルイベントステータス

未使用 未使用
5

4

ESB

MAV

3
QES

測定イベントステータス
0

0

0

AND AND

MEV
AND

Ｘ

Ｘ

シリアルポールで読み取り
ステータスバイトレジスタ
*STB？クエリで読み取り

サービスリクエストイネーブルレジスタ

OR

2.3.4 スタンダードイベントステータスレジスタ

*ESR? クエリで読み出しが可能です。
このレジスタの内容をスタンダードイベントステータスイネーブルレジスタでマスクした結果の全ビットの論
理和をステータスバイトレジスタの ESB ビットに反映します。
このレジスタの内容は *CLS コマンドと *ESR? クエリによる読み出しとの何れによっても、クリア ( ＝ 0) されます。
このレジスタは 8 ビット構成で、その内容は以下の通りです。
PON ( ビット 7) 電源投入時に 1 がセットされます。
( ビット 6)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

CME ( ビット 5) コマンドエラー発生時に 1 がセットされます。
コマンドシンタックスになんらかのエラーがあることを示します。
EXE ( ビット 4) 実行エラー発生時に 1 がセットされます。
コマンドの実行ができない、あるいは正常に完了しなかったことを示します。
DDE ( ビット 3) 機器固有エラー発生時に 1 がセットされます。
DDER レジスタのサマリメッセージとなります。
QYE ( ビット 2) クエリエラー発生時に 1 がセットされます。
	コントローラが、クエリコマンドを送らずに本製品からメッセージを読もうとした、あるいは
応答メッセージを完全に読み取る前に次のメッセージを送ってきたなどのエラーを示します。
( ビット 1)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

OPC ( ビット 0) 動作完了時に 1 がセットされます。
*OPC コマンドによる、コントローラとデバイス間の同期機能をサポートします。
IM DM7560-17JA
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ステータスバイトレジスタをマスクするためのレジスタです。マスクした結果に応じて RQS や MSS ビットが設
定されます ( 従って、GP-IB のサービス要求も影響されます )。
*SRE コマンドでマスクパターンの設定が、*SRE? クエリで読み取りが可能です。
このレジスタの内容を電源投入時にクリア ( ＝ 0) するかどうかは *PSC コマンドで設定可能です。
GP-IB のデバイスクリアメッセージや *CLS コマンドには直接的には影響されません。

2.3

ステータスレポート構造

2.3.5 スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタ

スタンダードイベントステータスレジスタをマスクするためのレジスタです。マスクした結果に応じてステー
タスバイトレジスタの ESB ビットが設定されます。
*ESE コマンドでマスクパターンの設定が、*ESE? クエリで読み出しが可能です。
このレジスタの内容を電源投入時にクリア ( ＝ 0) するかどうかは *PSC コマンドで設定可能です。
GP-IB のデバイスクリアメッセージや *CLS コマンドには影響されません。
スタンダード イベント ステータスレジスタ構造
パワーオン

コマンドエラー
実行エラー

機器固有エラー
未使用
7
PON

0

AND

クエリエラー

未使用
5

4

3

2

CME

EXE

DDE

QYE

AND

AND

0
0

AND

OPC

スタンダードイベントステータスレジスタ

AND
Ｘ

X

動作完了

スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタ

OR
ステータス バイト レジスタのESBビットへ

2.3.6 出力キュー

出力キューはコントローラへの応答メッセージを格納するための出力バッファです。
各種のクエリに応じて適切な応答メッセージを出力キューに格納します。
出力キューに１バイトでもデータがある限り、ステータスバイトレジスタの MAV ビットが 1 になります。
出力キューの内容は電源投入時とデバイスクリア動作時にクリア ( ＝空 ) します。
また、出力キューが空でない状態で、コントローラがすべてのデータバイトを読み出す前に、新しいプログラ
ム メッセージを送ってくるとクエリエラーとなって、出力キューの内容もクリアされます。
シリアルインタフェースの場合には、シリアルポールという手段が使用できませんので、MAV ビットを有効
に利用することはできません (*STB? クエリにより MAV ビットの状態を読み取った時点では、それ以前の出力
キューの内容は送信されてしまっています )。また、本製品では全二重通信を行いますので、出力キューが空で
ない ( 送信中 ) 状態でも、プログラムメッセージを受信し、クエリエラーにはしません。
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2.3.7 機器固有エラー発生・イベント・ステータスレジスタ

1

本体の異常状態をレポートするレジスタです。:DDER? クエリで読出しが可能です。
読出し後にレジスタは 0 にクリアされます。
*CLS コマンド、電源投入時にもレジスタは 0 にクリアされます。
このレジスタは 8 ビット構成で、その内容を以下に説明します。

2
リモート制御コマンド

SPE ( ビット 7) シリアルインタフェースでのパリティエラー発生を示します。

3

SFE ( ビット 6) シリアルインタフェースでのフレーミングエラー発生を示します。
SOE ( ビット 5) シリアルインタフェースでのオーバランエラー発生を示します。
( ビット 4)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

HLE ( ビット 3) リミット演算の上下限値設定エラー (H<L) 発生を示します。
( ビット 2)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

OVM ( ビット 1) スケーリング演算結果オーバースケーリング発生を示します。
( ビット 0)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

2.3.8 機器固有エラー発生・イベント・イネーブルレジスタ

機器固有エラー発生・イベント・ステータスレジスタをマスクするためのレジスタです。マスクした結果に応
じてスタンダードイベントステータスレジスタの DDE ビットが設定されます。
:DDEE[?] コマンドでマスクパターンの設定 / 読み出しが可能です。
このレジスタは *PSC コマンドで、電源投入時に 0 にクリアするかどうかを設定可能です。
デバイスクリアや *CLS コマンドには影響されません。
DDE イベント レジスタ構造

未使用
7

6

5

SPE

SFE

SOE

AND

AND

AND

未使用
3

0

HLE

1
0

AND
×

未使用

RSパリティエラー
RSフレーミングエラー
RSオーバランエラー
リミット演算 H < L 設定
スケーリング演算オーバー

OVM

0

機器固有エラーイベントステータスレジスタ

×

機器固有エラーイベントイネイブルレジスタ

AND
×

OR
スタンダードイベントステータスレジスタのDDEビットへ

IM DM7560-17JA
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2.3.9 測定・イベント・ステータスレジスタ

測定に関する状態をレポートするレジスタです。:MESR? クエリで読出しが可能です。
読出し後にレジスタは 0 にクリアされます。
*CLS コマンド、電源投入時にもレジスタは 0 にクリアされます。
このレジスタは 8 ビット構成で、その内容を以下に説明します。
Lout ( ビット 7) リミット演算指定時、測定結果が下限値より小さい場合に 1 となります。
Hout ( ビット 6) リミット演算指定時、測定結果が上限値より大きい場合に 1 となります。
GO ( ビット 5)

リミット演算指定時、測定結果が上限値と下限値の範囲内にある場合に 1 となります。

( ビット 4)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

CAL( ビット 3)

キャリブレーション終了時に 1 となります。

BLC( ビット 2)

バルクモードのロギング完了時に１となります。ABORT 時は 1 になりません。

BLSE( ビット 1)

バルクモードのロギングで STOP EVENT を検出した時に 1 となります。

SDR( ビット 0)

測定完了時に 1 となります。

2.3.10 測定・イベント・イネーブルレジスタ

測定・イベント・ステータスレジスタをマスクするためのレジスタです。マスクした結果に応じてステータス
バイトレジスタの MEV ビットが設定されます。
:MESE[?] コマンドでマスクパターンの設定 / 読み出しが可能です。
このレジスタは *PSC コマンドで、電源投入時に 0 にクリアするかどうかを設定可能です。
デバイスクリアや *CLS コマンドには影響されません。
測定イベント ステータス レジスタ構造
リミット演算 LOW 以下
リミット演算 HIGH 以上
リミット演算 GO
CAL終了
バルクモードのロギング完了
バルクモードの停止イベント検出
測定完了

未使用
7

6

Lout Hout

5
GO

3
0

AND AND AND

CAL

2

1

BLC BLSE

0
SDR

測定イベント・ステータスレジスタ

AND AND AND AND
×

測定イベント・イネーブルレジスタ

OR
ステータスバイトレジスタのMEVビットへ
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2.3

ステータスレポート構造

2.3.11 オペレーション・コンディション・ステータスレジスタ

1
2

( ビット 6-15)

3

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

WTR ( ビット 5) 測定がトリガ待ち状態の際に 1 となります。
MSR ( ビット 4) 測定中状態の際に 1 となります。
( ビット 0-3)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

2.3.12 オペレーション・イベント・ステータスレジスタ

本体の状態の変化をレポートするレジスタです。:STATus:OPERation[:EVENt]? クエリで読出しが可能です。読出
し後または *CLS コマンドでレジスタは 0 にクリアされます。
このレジスタは、クリアされるまで状態変化を保持します。SRQ 発生の要因を取得する場合などに使用します。
最新の状態を取得するには、オペレーション・コンディション・ステータスレジスタを使用してください。
このレジスタは 16 ビット構成で、その内容を以下に説明します。
( ビット 6-15)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

WTR ( ビット 5) 測定がトリガ待ち状態の際に 1 がセットされます。
MSR ( ビット 4)

測定中状態の際に 1 となります。

( ビット 0-3)

本製品では使用しません。
常に 0 となります。

IM DM7560-17JA
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リモート制御コマンド

本体の状態をレポートするレジスタです。:STATus:OPERation:CONDition? クエリで読出しが可能です。
読出しによるレジスタ値の変更はありません。
このレジスタは、最新の状態を示します。SRQ 発生の要因を取得する場合には、オペレーション・イベント・ステー
タスレジスタ（およびイネーブルレジスタ）を使用してください。
このレジスタは 16 ビット構成で、その内容を以下に説明します。

2.3

ステータスレポート構造

2.3.13 オペレーション・イベント・イネーブルレジスタ

オペレーション・イベント・ステータスレジスタをマスクするためのレジスタです。マスクした結果に応じて、
スタンダードイベントステータスレジスタ OPS ビットが設定されます。
:STATus:OPERation:ENABle[?] コマンドでマスクパターンの設定 / 読出しが可能です。
このレジスタは *PSC コマンドで、電源投入時に 0 にクリアするかどうかを設定可能です。
デバイスクリアや *CLS コマンドには影響されません。
オペレーション・イベント・ステータス構造
トリガ待ち状態
測定中状態
未使用

未使用

5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

WTR MSR
AND AND

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

オペレーションイベントステータスレジスタ

X

X

X

X

オべレーションイベント イネーブルレジスタ
OR
ステータス バイト レジスタのOPSビットへ

2.3.14 クエッショナブル・コンディション・ステータスレジスタ

本体の異常状態をレポートするレジスタです。:STATus:QUESionable:CONDition? クエリで読出しが可能です。
読出しによるレジスタ値の変更はありません。
このレジスタは、最新の状態を示します。SRQ 発生の要因を取得する場合には、クエッショナブル・イベント・
ステータスレジスタ（およびイネーブルレジスタ）を使用してください。
このレジスタは 16 ビット構成で、その内容を以下に説明します。
( ビット 15)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

FUL( ビット 14)	LOG の FIFO 保存で保存数が設定数を超えたため、最初のデータから破棄されている場合に
1 となります。
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( ビット 13)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

Hout( ビット 12)

リミット演算結果が、上限値より大きい場合に 1 となります。

Lout( ビット 11)

リミット演算結果が、下限値より小さい場合に 1 となります。

( ビット 10)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

OVR ( ビット 9)

常に 0 となります。読出しはイベント・ステータスレジスタで行ってください。

( ビット 5-8)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

OVT( ビット 4)

常に 0 となります。読出しはイベント・ステータスレジスタで行ってください。

( ビット 2-3)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

OVC ( ビット 1)

常に 0 となります。読出しはイベント・ステータスレジスタで行ってください。

OVV( ビット 0)

常に 0 となります。読出しはイベント・ステータスレジスタで行ってください。
IM DM7560-17JA

2.3

ステータスレポート構造

2.3.15 クエッショナブル・イベント・ステータスレジスタ

1

( ビット 15)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

OVM( ビット 14)	LOG の FIFO 保存で保存数が設定数を超えたため、最初のデータから破棄されている場合に
1 となります。
( ビット 13)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

Hout( ビット 12)

リミット演算結果が、上限値より大きい場合に 1 となります。

Lout( ビット 11)

リミット演算結果が、下限値より小さい場合に 1 となります。

( ビット 10)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

OVR ( ビット 9)

2WΩ/4WΩ 測定がオーバーロードになった場合に 1 となります。

( ビット 5-8)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

OVT( ビット 4)

TEMP 測定がオーバーロードになった場合に 1 となります。

( ビット 2-3)

本製品では使用しません。常に 0 となります。

OVC ( ビット 1)

DCI/ACI 測定がオーバーロードになった場合に 1 となります。

OVV( ビット 0)

DCV/ACV 測定がオーバーロードになった場合に 1 となります。

2.3.16 クエッショナブル・イベント・イネーブルレジスタ

クエッショナブル・イベント・ステータスレジスタをマスクするためのレジスタです。マスクした結果に応じて、
スタンダードイベントステータスレジスタ QES ビットが設定されます。
:STATus:QUESionable:ENABle[?] コマンドでマスクパターンの設定 / 読出しが可能です。
このレジスタは *PSC コマンドで、電源投入時に 0 にクリアするかどうかを設定可能です。
デバイスクリアや *CLS コマンドには影響されません。
クエッショナブル・イベント・ステータス構造
LOGメモリフル
リミット演算上限以上
リミット演算下限以下
抵抗測定オーバーフロー
未使用

未使用
14

0

OVM

12
0

AND
X

11

Hout Lout

未使用

9
0

AND AND
X

未使用

未使用

OVR

0

0

0

0

AND
X

EMP測定オーバーフロー
電流測定オーバーフロー
未使用 未使用

電圧測定オーバーフロー

4

1

OVT

0

0

AND
X

X

X

X

0

クエッショナブル
OVC OVV イベントステータス
レジスタ
AND AND

X

X

OR
ステータス バイト レジスタのQESビットへ
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リモート制御コマンド

本体の異常状態の変化をレポートするレジスタです。:STATus:QUETionable[:EVENt]? クエリで読出しが可能です。
読出し後または *CLS コマンドでレジスタは 0 にクリアされます。
このレジスタは、クリアされるまで状態変化を保持します。SRQ 発生の要因を取得する場合などに使用します。
最新の異常状態を取得するには、クエッショナブル・コンディション・ステータスレジスタを使用してください。
このレジスタは 16 ビット構成で、その内容を以下に説明します。

3

2.4

共通コマンド

本節では IEEE Std.488.2 規格で規定された共通コマンド中、本製品が備えるコマンドを説明します。
これら共通コマンドは、SCPI 準拠のコマンド体系に使用できます。

2.4.1 共通コマンド一覧
構文
*IDN?
*RST
*TST?
*OPC

名称
Identification Query
Reset
Test Query
Operation Complete

機能
機器固有情報を問い合わせます。
セットアップを規定値に初期化します。
ファームウェアの正常性確認をし、結果を返します。
実行中の動作が総て完了したら、スタンダードイベントステータスレジスタの動
作完了メッセージ (OPC ビット ) を 1 にセットします。
*OPC?
Operation Complete Query
実行中の動作が総て完了したら、１を返します。
*WAI
Wait
実行中の動作が総て完了するまで、以降のコマンド実行を保留します。
*CLS
Clear Status
スタンダードイベントステータスレジスタと本製品固有のイベントレジスタをク
リアし、テータスバイトレジスタ内の対応するビットもクリアします。
*ESE <> Event Status Enable
スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタへ設定します。
*ESE?
Event Status Enable Query
スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタの内容を問い合わせます。
*ESR?
Event Status Register Query
スタンダードイベントステータスレジスタの内容を問い合わせます。同時に、ス
タンダードイベントステータスレジスタの内容はクリアします。
*PSC <> Power on Status Clear
サービスリクエストイネーブルレジスタとスタンダードイベントステータスイ
ネーブルレジスタと本製品固有のイベント・イネーブルレジスタ群の電源投入時
の自動クリアの設定を行います。
*PSC?
Power on Status Clear Query Power on Status Clear 設定の内容を問い合わせます。
*SRE <> Service Request Enable
サービスリクエストイネーブルレジスタへの設定を行います。
*SRE?
Service Request Enable Query サービスリクエストイネーブルレジスタの内容を問い合わせます。
*STB?
Status Byte Query
ステータスバイトとマスタサマリステータスビットの (MSS メッセージ ) 内容を問
い合わせます。
*TRG
Trigger
トリガを発行します。
*RCL <> Recall
内部メモリー内に保存されたセットアップファイルをリコールします。
*SAV <> Save
現在の設定内容を、内部メモリーのセットアップファイルに保存します。

2.4.2 *IDN? クエリ (Identification Number)
本製品の機器固有情報を読み出します。
クエリ構文
*IDN?
応答メッセージ <maker_name>,<model_number>,<serial_number>,<software_revision>
応答はカンマで区切られた 4 個のフィールドにより構成され、各フィールドは以下の通りです。
YOKOGAWA
<maker_name> メーカー名
DM7560
<model_number> モデル名
<serial_number> シリアルナンバ
ASCII 数値（符号なし <NR2>）
ASCII 数値 ( 符号なし <NR2>)
<software_revision> リビジョンナンバ
備考
応答データは、4 個のフィールド全体で＜任意 ASCII 応答データ＞フォーマットを構成するため、*IDN? クエ
リは＜プログラムメッセージ＞中の最後のクエリでなくてはなりません。これに違反する場合、クエリエラー
となり、*IDN? 以降のクエリに対する応答メッセージの作成、送信を行いません。

2-18

IM DM7560-17JA

2.4.3 *RST コマンド (Reset)

2.4

共通コマンド

1

本体のセットアップを規定値に初期化します。
リモートのインタフェースに関する設定は変更しません。

2
リモート制御コマンド

コマンド構文
*RST
備考
トリガ待ち状態または測定中に本コマンドを実行すると、測定停止状態になります。

3

2.4.4 *TST? クエリ (Test)

ファームウェアの正常性の確認を行い、結果を返します。
クエリ構文
*TST?
備考
トリガ待ち状態または測定中にこのクエリを実行した場合、実行エラーとなり応答を返しません。
応答メッセージ <result>
<result> は＜ NR1 数値応答データ＞フォーマットで、テスト結果を示します。
正常の場合には 0
異常の場合には -1 となります。

2.4.5 *OPC/*OPC? コマンド / クエリ (Operation Complete)

本コマンドを受け取った本製品は、このコマンドに先行するコマンドあるいはクエリにより指定されたデバイ
ス動作が総て完了した時点で、スタンダードイベントステータスレジスタの動作完了メッセージ (OPC ビット )
を 1 にセットします。
クエリの場合には、このコマンドに先行するコマンドあるいはクエリにより指定されたデバイス動作が総て完
了した時点で、ASCII 文字 1 を出力キューに格納します ( スタンダードイベントステータスレジスタにセットし
ません )。
コマンド構文
*OPC
クエリ構文
*OPC?
応答メッセージ 1
応答データは、＜ NR1 数値応答データ＞フォーマットの 1 です。

2.4.6 *WAI コマンド (Wait)

このコマンドに先行するコマンドあるいはクエリにより指定されたデバイス動作が総て完了するまで、以後の
コマンドやクエリの実行を保留します。
コマンド構文
*WAI

IM DM7560-17JA
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2.4

共通コマンド

2.4.7 *CLS コマンド (Clear Status)

本製品のスタンダードイベントステータスレジスタと本製品固有のイベントレジスタをクリアします。さらに、
これらのレジスタあるいはキューの内容を反映しているステータスバイトレジスタ内のサマリビットをクリア
します。
コマンド構文
*CLS

2.4.8 *ESE/*ESE? コマンド / クエリ (Event Status Enable)
スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタの設定 / 読みだしを行います。

コマンド構文
*ESE <mask_arg>
<mask_arg> はスタンダードイベントステータスイネーブルレジスタ設定用のパラメータで、＜数値プログ
ラムデータ＞フォーマットの 0 ～ 255 の範囲の数値です。範囲外の数値は最大値、最小値に丸めて設定され、
実行エラーとなります。
スタンダードイベントステータスレジスタは各ビットに 1 つずつ意味が割り振られており、イネーブルレジ
スタの対応するビットを 1 にしたときに対応する事象がイネーブル ( ステータスバイトレジスタに反映され
る )、0 にするとディスエイブル ( ステータスバイトレジスタに反映されない ) となります。
クエリ構文
*ESE?
応答メッセージ <mask>
<mask> はスタンダードイベントステータスイネーブルレジスタの各ビットの設定を 2 のべき乗で重み付け
した数値で、<NR1 数値応答データ > フォーマットの 0 ～ 189 の範囲の数値です。
備考

スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタ構成
ビット
重み付け
意味
7
128
PON - パワーオン
6
64
(URQ)- 本製品では使用しない
5
32
CME - コマンドエラー
4
16
EXE - 実行エラー
3
8
DDE - 機器固有エラー
2
4
QYE - クエリエラー
1
2
(RQC)- 本製品では使用しない
0
1
OPC - 動作完了

本製品では、ビット 2 と 6 を使用しませんので、オール 1 に設定しても応答メッセージの最大値は 189 ( ＝
255-64-2) となります。
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2.4.9 *ESR? クエリ (Event Status Register)

2.4

共通コマンド

1

スタンダードイベントステータスレジスタの現在の内容を読みだします。
読みだしによりスタンダードイベントステータスレジスタの内容はクリアされます。

2

応答メッセージ <status>
<status> はスタンダードイベントステータスレジスタの各ビットの値を 2 のべき乗で重み付けした数値で、
<NR1 数値応答データ > フォーマットの 0 ～ 189 の範囲の数値です。
備考

スタンダードイベントステータスレジスタ構成
ビット
重み付け
意味
7
128
PON - パワーオン
6
64
(URQ)- 本製品では使用しない
5
32
CME - コマンドエラー
4
EXE
- 実行エラー
3
8
DDE - 機器固有エラー
2
4
QYE - クエリエラー
1
2
(RQC)- 本製品では使用しない
0
OPC
- 動作完了

本製品では、ビット 1 と 6 を使用しませんので、すべてのビットが 1 になっても応答メッセージの最大値は
189 ( ＝ 255-64-2) となります。

2.4.10 *PSC/*PSC? コマンド / クエリ (Power on Status Clear)

サービスリクエストイネーブルレジスタとスタンダードイベントステータスイネーブルレジスタと本製品固有
のイベント・イネーブルレジスタの電源投入時の自動クリアをコントロールします。
*PSC? クエリを使用して *PSC コマンドによる設定値を確認できます。応答データの値が 0 であれば、各イネー
ブルレジスタの状態が電源断の間も保持されることを示しています。応答データの値が 1 の場合、上記各イネー
ブルレジスタは電源再投入時にクリアされることを示しています。
コマンド構文

*PSC <psc_flag_arg>
<psc_flag_arg> はパワーオンステータスクリアフラグ設定用のパラメータで、-32767 ～ +32767 の範囲の <
数値プログラムデータ > フォーマットの数値です。
0 に設定すれば、各イネーブルレジスタの状態が電源断の間も保持されます。1 (0 以外 ) に設定すれば、各イ
ネーブルレジスタは電源再投入時にクリアされます。

クエリ構文
*PSC?
応答メッセージ <psc_flag>
	<psc_flag> はパワーオンステータスクリアフラグの内容を示す数値で、<NR1 数値応答データ > フォーマッ
トの 0 または 1 となります。
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クエリ構文
*ESR?

3

2.4

共通コマンド

2.4.11 *SRE/*SRE? コマンド / クエリ (Service Request Enable)
サービスリクエストイネーブルレジスタの設定 / 読みだしを行います。

コマンド構文
*SRE <mask_arg>
<mask_arg> はサービスリクエストイネーブルレジスタ設定用のパラメータで、< 数値プログラムデータ >
フォーマットの 0 ～ 255 の範囲の数値です。
範囲外の数値は最大値、最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
サービスリクエストイネーブルレジスタは各ビットに 1 つずつ意味が割り振られており、イネーブルレジス
タの対応するビットを 1 にしたときに対応する事象がイネーブル ( サービスリクエスト発生要因となる )、0
にするとディスエイブル ( サービスリクエスト発生要因とならない ) となります。
クエリ構文
*SRE?
応答メッセージ <mask>
<mask> はサービスリクエストイネーブルレジスタの各ビットの設定を 2 のべき乗で重み付けした数値で、
<NR1 数値応答データ > フォーマットの 0 ～ 185 の範囲の数値です。
備考

サービスリクエストイネーブルレジスタ構成
ビット
重み付け
意味
7
128
OES- オペレーションイベントステータス
6
64
RQS/MSS- リクエストサービス /
				
メッセージサマリステータス
5
32
ESB- イベントステータス
4
16
MAV- メッセージアベイラブル
3
8
QES- クエッショナブルイベントステータス
2
4
XXX- 本製品では使用しないため、常に 0
1
2
XXX- 本製品では使用しないため、常に 0
0
1
MEV- 測定イベントステータス

ビット 6 は、*SRE コマンドのパラメータによる指定に関わらず、常に 0 とみなして応答データを作成します。
ただし、実際の動作としては、常にイネーブル状態とみなされることに注意してください。
本製品では、ビット 1 ～ 2 を使用しませんし、ビット 6 の応答は 0 ですので、オール 1 に設定しても応答メッ
セージの最大値は 185 ( ＝ 128+32+16+8+1) となります。
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2.4.12 *STB? クエリ (Status Byte)

2.4

共通コマンド

1

ステータスバイトとマスタサマリステータスビット (MSS メッセージ ) を読み出します。

2

応答メッセージ <status>
<status> はステータスバイトレジスタの各ビットの値を 2 のべき乗で重み付けした数値で、<NR1 数値応答
データ > フォーマットの 0 ～ 249 の範囲の数値です。

3

備考

ステータスバイトレジスタ構成
ビット
重み付け
意味
7
128
OPS- オペレーションイベントステータス
6
64
RQS/MSS- リクエストサービス / メッセージサマリステータス
5
32
ESB- イベントステータス
4
16
MAV- メッセージアベイラブル
3
8
QES- クエッショナブルイベントステータス
2
4
XXX- 本製品では使用しないため、常に 0
1
2
XXX- 本製品では使用しないため、常に 0
0
1
MEV- 測定イベントステータス

本製品では、ビット 1 ～ 2 を使用しませんので、すべてのビットが 1 になっても応答メッセージの最大値は
249 ( ＝ 128+64+32+16+8+1) となります。
*STB? クエリを使用して、ステータスバイトレジスタの内容を読み取った場合、IEEE488.2 規格の規定に従い、
ビット 6 として、RQS ではなく MSS メッセージが使用されます。それ以外は、シリアルポールで読み出され
る値と同一となります。
MSS メッセージは、ステータスバイトレジスタの内容をサービスリクエストイネーブルレジスタの内容でマ
スク ( 論理 AND) して、ビット 6 以外の全ビットの論理 OR をとって求められます。
RQS メッセージが、基本的には、シリアルポールが実施されるまでステータスバイトレジスタに保持される
のに対して、MSS メッセージはデバイスの内部ステータスをリアルタイムに反映します。

2.4.13 *TRG コマンド (Trigger)

トリガソースが BUS の際に、トリガを発生させます。
本体がトリガ待ち状態であれば、測定が開始します。
コマンド構文
*TRG
備考
本体がトリガ待ち状態でない場合には、実行エラーとなります。

IM DM7560-17JA
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クエリ構文
*STB?

2.4

共通コマンド

2.4.14 *RCL コマンド (Recall)

本製品の内部メモリ内に予め保存しておいたセットアップをリコールします。
コマンド構文
*RCL <register_number_arg>
<register_number_arg> はリコールすべきセットアップ番号指定用パラメータで、< 数値プログラムデータ >
フォーマットの 1 ～ 10 の範囲の数値です。
範囲外の数値は捨てられ、実行エラーとなります。
ローカル操作のセーブ / リコール動作で選択するレジスタ番号に相当する数字を指定します。
備考

パラメータの省略を許しません。コマンドエラーとします。
<register_number_arg> を丸めて整数化した値が範囲外の場合には実行エラーとし、リコール動作を実施し
ません。
トリガ待ち状態または測定中にこのクエリを実行した場合、実行エラーとなり応答を返しません。

2.4.15 *SAV コマンド (Save)

本製品の内部メモリへのセットアップ情報のセーブ動作を実行します。
コマンド構文

*SAV <register_number_arg>
<register_number_arg> はセーブすべきセットアップ番号指定用パラメータで、< 数値プログラムデータ >
フォーマットの 1 ～ 10 の範囲の数値です。
範囲外の数値は捨てられ、実行エラーとなります。
ローカル操作のセーブ / リコール動作で選択するセットアップ番号に相当する数字を指定します。

備考

パラメータの省略を許しません。コマンドエラーとします。
<register_number_arg> を丸めて整数化した値が範囲外の場合には実行エラーとし、セーブ動作を実施しま
せん。
トリガ待ち状態または測定中にこのクエリを実行した場合、実行エラーとなり応答を返しません。
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2.5

機器固有コマンド

1

3

2.5.1 機器固有コマンド一覧
2.5.1.1

機器固有コマンド一覧（Math 演算関連）

構文
:CALCulate[1]

パラメータ

:LIMit:LOWer:STATe[?]
[:DATA][?]
:LIMit:UPPer :STATe[?]
[:DATA][?]

<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >

:SMOothing:STATe[?]
:POINts[?]

<off_on >
< 数値プロフラムデータ >

:SCALing :STATe[?]
:MODE[?]
:VALA[?]
:VALB[?]
:VALC[?]
:VALD[?]

<off_on >
SCALE | REC
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >

:DB :STATe[?]
:MODE[?]
:RELative :STATe[?]
:VALue[?]
:DBM :REFerence[?]
:DBV:REFerence[?]

<off_on >
DBM | DBV
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >

:AVERage:STATe[?]
:CLEar
:AVERage?
:MAXimum?
:MINimum?
:SDEViation?
:PTPeak?
:COUNt?

<off_on >
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2
リモート制御コマンド

本節では、本製品の備える SCPI 準拠形式での機器固有コマンドについて説明します。ステータスレポート関連
の機器固有コマンドに関しては 2.3 節に、本製品の備える共通コマンドについては 2.4 節をご参照ください。
なお、機器固有のコマンドは、モデルによっては使用できない場合があります。詳細は各コマンド / クエリの
説明をご確認ください。

機能
リミット機能
下限判定の On/Off の設定 / 読出し
下限値の設定 / 読出し
上限判定の On/Off の設定 / 読出し
上限値の設定 / 読出し
スムージング機能
スムージング機能の On/Off の設定 / 読出し
スムージングのサンプル数の設定 / 読出し
スケーリング機能
スケーリング機能の On/Off の設定 / 読出し
種別 (X-A)*B/C | D/X の設定 / 読出し
パラメータ A の設定 / 読出し
パラメータ B の設定 / 読出し
パラメータ C の設定 / 読出し
パラメータ D の設定 / 読出し
dB 演算機能
dB 演算機能の On/Off の設定 / 読出し
dB 演算の種別の設定 / 読出し
相対演算機能の On/Off の設定 / 読出し
相対値の設定 / 読出し
dBm の基準抵抗値の設定 / 読出し
dBV の基準電圧値の設定 / 読出し
統計演算機能
統計演算機能の On/Off の設定 / 読出し
統計演算の初期化
統計演算の平均値の読出し
統計演算の最大値の読出し
統計演算の最小値の読出し
統計演算の標準偏差の読出し
統計演算の Peak-to-Peak の読出し
統計演算のデータ数の読出し
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機器固有コマンド

2.5.1.2

機器固有コマンド一覧（グラフ表示関連）

構文
:CALCulate2:TRANsform

パラメータ

HISTogram :ALL?
:DATA?
:POINts[?]
:RANGe :MODE[?]
:AUTO:COUNt[?]
:CENTer[?]
:BWIDth?
:SPAN[?]

< 数値プロフラムデータ >
AUTO|MANUAL|FULLSCALE
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >

:TCHart:RANGe:MODE[?]
[:UPPer][?]
:OFFSet[:DIV][?]
:OFFSet:VALue[?]

AUTO|MANUAL|FULLSCALE
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >

:AMETer:RANGe : MODE[?]

AUTO| FULLSCALE |
MANUAL|LOG
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
UNIT | BLANK | TEXT
< 文字列プログラムデータ＞

[:UPPer][?]
:OFFSet[:DIV][?]
:OFFSet:VALue[?]
:LOG:MAX[?]
:LOG:MIN[?]
:TITLE:MODE[?]
:TEXT
:METEr:RANGe :AUTO[?]
MODE[?]
[:UPPer][?]
:OFFSet[:DIV][?]
:OFFSet:VALue[?]
:LOG:MAX[?]
:LOG:MIN[?]

2.5.1.3

ヒストグラム表示設定サブシステム
レンジ情報 , ビンデータの読出し
ビンデータの読出し
ビン数の設定 / 読出し
レンジモードの設定 / 読出し
オートレンジ決定の測定個数の設定 / 読出し
レンジ中央値の設定 / 読出し
レンジビン幅の読出し
ヒストグラム全体幅の設定 / 読み出し
トレンドチャート表示設定サブシステム
レンジモードの設定 / 読出し
レンジ値の設定 / 読出し
オフセット値の DIV 単位での設定 / 読出し
オフセット値の設定 / 読出し
アークスケールメーター表示設定サブシステム
レンジモードの設定 / 読出し
レンジ値の設定 / 読出し
オフセット値の DIV 単位での設定 / 読出し
オフセット値の設定 / 読出し
LOG 表示最大値の設定 / 読出し
LOG 表示最小値の設定 / 読出し
タイトル表示モードの設定 / 読出し
タイトル表示文字列の設定 / 読出し
アナログメーター表示設定サブシステム
レンジモード AUTO の設定 / 読出し
レンジモードの設定 / 読出し
レンジ値の設定 / 読出し
オフセット値の DIV 単位での設定 / 読出し
オフセット値の設定 / 読出し
LOG 表示最大値の設定 / 読出し
LOG 表示最小値の設定 / 読出し

機器固有コマンド一覧（トリガ関連）

構文
:SAMPle
:COUNt[?]
:TIMer[?]
:TRIGger
:SOURce[?]
:COUNt[?]
:DELay[?]
:SLOPe[?]
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<off_on>
AUTO|FULLSCALE|
MANUAL|LOG
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >

機能

パラメータ

機能

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >

1 回のトリガで取得するサンプル数の設定 / 読出し
サンプリングのインターバル時間の設定 / 読出し

IMM|EXT|BUS
< 数値プロフラムデータ >|INF
< 数値プロフラムデータ >
POS|NEG

トリガソースの設定 / 読出し
測定停止までのトリガ回数の設定 / 読出し
トリガディレイ時間の設定 / 読出し
EXT トリガの極性の設定 / 読出し
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2.5

2.5.1.4

機器固有コマンド一覧（測定 / 測定値読出し関連）

<range>,<resolution>
<range>,<resolution>
<senser>

2

DCV( 直流電圧 ) に設定 測定し測定値読出し
ACV( 交流電圧 ) に設定 測定し測定値読出し
DCI( 直流電流 ) に設定 測定し測定値読出し
ACI( 交流電流 ) に設定 測定し測定値読出し
2WΩ(2 端子抵抗 ) に設定 測定し測定値読出し
4WΩ(4 端子抵抗 ) に設定 測定し測定値読出し
導通テスト 測定値読出し
FREQ( 周波数 ) に設定 測定し測定値読出し
周期 (FREQ の Period モード ) に設定 測定し測定値読出し
TEMP（温度）に設定 測定し測定値読出し
DIOD( ダイオード測定 ) に設定 測定し測定値読出し

パラメータ

機能

<range>,<resolution>

DCV( 直流電圧 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >

サンプリングレートの PLC 換算値設定 / 読出し
サンプリングレートのサンプル数設定 / 読出し
サンプリングレートの積分時間設定 / 読出し
サンプリングレートの分解能設定 / 読出し
オートレンジの On/Off 設定 / 読出し
レンジの設定 / 読出し
オートゼロの On/Off 設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し
入力インピーダンスの自動設定の On/Off 設定 / 読出し

機器固有コマンド一覧（ACV 交流電圧測定関連）

構文
:CONFigure
[:VOLTage]:AC
[:SENSe] :VOLTage :AC
:NPLC[?]
:SRATE[?]
:APERture[?]
:RANGe :AUTO[?]
[:UPPer][?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]
:BANDwidth[?]
:FREQuency[?]
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<range>,<resolution>
<range>,<resolution>
<range>,<resolution>
<range>,<resolution>
<range>,<resolution>
<range>,<resolution>

機能
トリガ待ち状態に遷移
測定を中止し、測定停止状態に遷移
トリガ待ち状態に遷移し、測定値の読出し
最新の測定値の読出し 測定中は完了を待つ
測定データを読出し、読みだしたデータ消去

機器固有コマンド一覧（DCV 直流電圧測定関連）

構文
:CONFigure
[:VOLTage][:DC]
[:SENSe] :VOLTage [:DC]
:NPLC[?]
:SRATE[?]
:APERture[?]
:RESolution[?]
:RANGe :AUTO[?]
[:UPPer][?]
:ZERO:AUTO[?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]
:IMPedance :AUTO[?]

2.5.1.6

パラメータ

1

パラメータ

機能

<range>,<resolution>

ACV( 交流電圧 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on>

サンプリングレートの PLC 換算値設定 / 読出し
サンプリングレートのサンプル数設定 / 読出し
サンプリングレートの積分時間設定 / 読出し
オートレンジの On/Off 設定 / 読出し
レンジの設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し
帯域幅の設定 / 読出し
周波数測定値の表示の On/Off 設定 / 読出し
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構文
:INITiate[:IMMediate]
:ABORt
:READ?
:FETCh?
:R?
:MEASure
[:VOLTage] [:DC]?
[:VOLTage]:AC?
:CURRent [:DC]?
:CURRent:AC?
:RESistance?
:FRESistance?
:CONTinuity?
:FREQuency?
:PERiod?
:TEMPerature?
:DIODe?

2.5.1.5

機器固有コマンド

3

2.5

機器固有コマンド

2.5.1.7

機器固有コマンド一覧（DCI 直流電流測定関連）

構文
:CONFigure
:CURRent[:DC]
[:SENSe] :CURRent [:DC]
:NPLC[?]
:SRATE[?]
:APERture[?]
:RESolution[?]
:RANGe :AUTO[?]
[:UPPer][?]
:ZERO:AUTO[?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]

2.5.1.8

機能

<range>,<resolution>

DCI( 直流電流 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >

サンプリングレートの PLC 換算値設定 / 読出し
サンプリングレートのサンプル数設定 / 読出し
サンプリングレートの積分時間設定 / 読出し
サンプリングレートの分解能設定 / 読出し
オートレンジの On/Off 設定 / 読出し
レンジの設定 / 読出し
オートゼロの On/Off 設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し

機器固有コマンド一覧（ACI 交流電流測定関連）

構文
:CONFigure
:CURRent:AC
[:SENSe] :CURRent :AC
:NPLC[?]
:SRATE[?]
:APERture[?]
:RANGe:AUTO[?]
[:UPPer][?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]
:BANDwidth[?]

2.5.1.9

パラメータ

パラメータ

機能

<range>,<resolution>

ACI( 交流電流 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >

サンプリングレートの PLC 換算値設定 / 読出し
サンプリングレートのサンプル数設定 / 読出し
サンプリングレートの積分時間設定 / 読出し
オートレンジの On/Off 設定 / 読出し
レンジの設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し
帯域幅の設定 / 読出し

機器固有コマンド一覧（2WΩ 2 端子抵抗測定関連）

構文
:CONFigure
:RESistance
[:SENSe] :RESistance
:NPLC[?]
:SRATE[?]
:APERture[?]
:RESolution[?]
:RANGe :AUTO[?]
[:UPPer][?]
:ZERO:AUTO[?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]

パラメータ

機能

<range>,<resolution>

2WΩ (2 端子抵抗 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >

サンプリングレートの PLC 換算値設定 / 読出し
サンプリングレートのサンプル数設定 / 読出し
サンプリングレートの積分時間設定 / 読出し
サンプリングレートの分解能設定 / 読出し
オートレンジの On/Off 設定 / 読出し
レンジの設定 / 読出し
オートゼロの On/Off 設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し

2.5.1.10 機器固有コマンド一覧（4WΩ 4 端子抵抗測定関連）
構文
:CONFigure
:FRESistance
[:SENSe] :FRESistance
:NPLC[?]
:SRATE[?]
:APERture[?]
:RANGe :AUTO[?]
[:UPPer][?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]
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パラメータ

機能

<range>,<resolution>

4WΩ (4 端子抵抗 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >

サンプリングレートの PLC 換算値設定 / 読出し
サンプリングレートのサンプル数設定 / 読出し
サンプリングレートの積分時間設定 / 読出し
オートレンジの On/Off 設定 / 読出し
レンジの設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し
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2.5.1.11 機器固有コマンド一覧（CONT 導通テスト測定関連）
パラメータ

機能

<range>,<resolution>

CONT ( 導通測定 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >

閾値の設定 / 読出し

2
リモート制御コマンド

構文
:CONFigure
:CONTinuity
[:SENSe] :CONTinuity
:THReshold[?]

1

2.5.1.12 機器固有コマンド一覧（FREQ 周波数測定関連）
構文
:CONFigure
:FREQuency
[:SENSe] :FREQuency
:APERture[?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]
:VOLTage :RANGe :AUTO[?]
[:UPPer][?]
:ACV[?]

パラメータ
<range>,<resolution>
< 数値プロフラムデータ >
<off_on >
< 数値プロフラムデータ >

<off_on>

3
機能

FREQ( 周波数 ) に設定
ゲート時間設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し
周波数測定の ACV のオートレンジの On/Off 設定 / 読出し
周波数測定の ACV のレンジの設定 / 読出し
ACV 測定の表示の On/Off 設定 / 読出し

2.5.1.13 機器固有コマンド一覧（PER 周期測定関連）
構文
:CONFigure
:PERiod
[:SENSe] :PERiod
:APERture[?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]
:VOLTage:RANGe:AUTO[?]
[:UPPer][?]
:ACV[?]

パラメータ
<range>,<resolution>
< 数値プロフラムデータ >
<off_on>
< 数値プロフラムデータ >

<off_on>

機能
周期 (FREQ の Period モード ) に設定
ゲート時間設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し
周期測定の ACV のオートレンジの On/Off 設定 / 読出し
周期測定の ACV のレンジの設定 / 読出し
ACV 測定の結果表示の On/Off 設定 / 読出し

2.5.1.14 機器固有コマンド一覧（TEMP 温度測定関連）
構文
:CONFigure
:TEMPerature
[:SENSe] :TEMPerature
:NPLC[?]
:SRATE[?]
:APERture[?]
:ZERO:AUTO[?]
:NULL:STATe[?]
:VALue[?]
:TRANsducer:TYPE[?]
:TRANsducer :TC :TYPE[?]
:CJUNCtion[?]
:TRANsducer:RTD :TYPE[?]
:TRANsducer:FRTD :TYPE[?]

パラメータ

機能

<sense>

TEMP( 温度測定 ) に設定

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
<off_on>
<off_on>
< 数値プロフラムデータ >
TC|RTD|FRTD
R|K|T|J|E
< 数値プロフラムデータ >
PT100|JPT100
PT100|JPT100

サンプリングレートの PLC 換算値設定 / 読出し
サンプリングレートのサンプル数設定 / 読出し
サンプリングレートの積分時間設定 / 読出し
オートゼロの On/Off 設定 / 読出し
ヌル演算の On/Off 設定 / 読出し
ヌル値の設定 / 読出し
センサー種別の設定 / 読出し
熱電対の種別の設定 / 読出し
熱電対の補正値の設定 / 読出し
2 端子測温抵抗体の種別の設定 / 読出し
4 端子測温抵抗体の種別の設定 / 読出し

2.5.1.15 機器固有コマンド一覧（DIOD ダイオード測定関連）
構文
:CONFigure
:DIODe
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パラメータ

機能
DIOD( ダイオード測定 ) に設定
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2.5.1.16 機器固有コマンド一覧（その他のコマンド）
構文
パラメータ
:DISPlay
[:WINDow[1|2]][:STATe]][?]
<off_on>
:WINDow[1|2]:BACKground:COLor[?] BLACK|WHITE
:WINDow[1]:MODE[?]
NUMERIC|HISTOGRAM|
TREND|LIMIT|METER
:WINDow2:MODE[?]
NUMERIC|METER|LIMIT|
STATISTIC|HISTOGRAM|
CURSOR
:MENU:ANIMation[:STATe][?]
<off_on>
:NUMeric:DIGIts
< 数値プログラムデータ >
:NUMeric:FONT
SEVEN | NORMAL
:NUMeric:SIZE
NORMAL | LARGE
:SYSTem
:BEEPer:IMMediate
:LIMit:STATe[?]
OFF|GO|NOGO
:KEY:STATe[?]
<off_on >
:CAUTion:STATe[?]
<off_on >
:LFRequency[?]
:LFRequency:AUTO[?]
<off_on >
:ACTual?
:PRESet
:HEADer:TYPE[?]
OFF|DATETIME|SETUPNAME
:DATEtime[?]
<day>,<month>,<year>,
<hour>,<min>,<sec>
:OUTPut
[:STATe][?]
<off_on>
:HCOPy
[:SDUMp:]DATA[?]
:DATA:FORMat[?]
BMP|PNG|TIFF
:DATA:COLor[?]
<off_on>
:DATA:STORe
< 文字列プログラムデータ＞
:DATA:STORe:DIR
< 文字列プログラムデータ＞
:MEMory
:NSTates?
:STATe:CATalog?
:NAME[?]
< 数値プロフラムデータ >
:RECall:AUTO[?]
<off_on>
:RECall:SELect[?]
:SETUP
:STORe
:STORe:DIRectory[?]
:LOAD
:LOAD:DIRectory[?]
:TRANsfer:STATe[?]
:NAME[?]
:DATA
:MODE[?]
:REMove?
:LAST?
:POINts?
:DELete
:BULK:LENGth[?]
:POST[?]
:EVENt[?]
:LEVel[:VALue][?]
:LEVel:SLOPe[?]
:LIMint[?]
:STATe[?]
:DIRectory
:COPY

2-30

< 数値プロフラムデータ >
＜文字列プログラムデータ＞
＜文字列プログラムデータ＞
＜文字列プログラムデータ＞
＜文字列プログラムデータ＞
< プリアンブル >< セットアップデータ >
< 文字列プログラムデータ＞
NORMAL|BULK
< 数値プロフラムデータ >

< 数値プロフラムデータ >
< 数値プロフラムデータ >
NONE|EXT|LEVEL|LIMIT
< 数値プロフラムデータ >
NEG|POS
GO|NOGO|HIGH|LOW

機能
画面表示の On/Off の設定 / 読出し
画面背景色の設定 / 読出し
プライマリ画面のモード設定 / 読出し
セカンダリ画面のモード設定 / 読出し
メニューアニメーション表示の On/Off 設定 / 読出し
プライマリ数値表示の桁マスクを設定 / 読出し
プライマリ数値表示のフォントを設定 / 読出し
プライマリ数値表示の文字サイズを設定 / 読出し
ビープ音の鳴動
リミット演算結果によるビープ音鳴動の設定 / 読出し
キー操作によるビープ音鳴動の設定 / 読出し
エラー時のビープ音鳴動の設定 / 読出し
電源周波数の設定 / 読出し
電源周波数の自動判定の On/Off 設定 / 読出し
電源周波数の測定、結果の読出し
デフォルトセットアップのリコール
ヘッダ部表示の種別設定 / 読出し
時刻設定 / 読出し
DIO 出力の On/Off 設定 / 読出し
画面のハードコピーデータの読出し
ハードコピーのフォーマットの設定 / 読出し
ハードコピーデータのカラー設定 / 読出し
USB へハードコピー保存実行
USB へのセットアップ保存フォルダ設定 / 読出し
保存可能なセットアップ数の読出し
セットアップ名一覧の読出し
指定セットアップ名の設定 / 読出し
電源投入時のセットアップリコールの On/Off 設定
/ 読出し
電源投入時にリコールされるセットアップの設定 /
読出し
USB へのセットアップ保存実行
USB へのセットアップ保存フォルダ設定 / 読出し
USB からセットアップ呼出し実行
USB からセットアップ呼出フォルダ設定 / 読出し
データ転送でのセットアップ 設定 / 読出し
セットアップ名設定 / 読出し
LOG 関連
LOG モードの設定 / 読出し
指定個数の LOG データを読出しし消去
直前の測定データの読出し
LOG データ内のデータ数の読出し
LOG データのクリア
LOG メモリ長の設定 / 読出し
ポストリーディング数の設定 / 読出し
停止イベントの設定 / 読出し
レベル閾値の設定 / 読出し
レベル閾値を跨ぐスロープの設定 / 読出し
リミット停止条件の設定 / 読出し
バルクログ状態の取得
USB メモリへコピーのディレクトリ設定 / 読出し
LOG データを USB メモリへコピー
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2.5.1.17 ステータスレジスタ制御関連コマンド一覧
パラメータ

機能
機器固有エラー発生・イベント・ステータスレジスタの読出し
< 数値プロフラムデータ > 機器固有エラー発生・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読出し
測定・イベント・ステータスレジスタの読出し
< 数値プロフラムデータ > 測定・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読出し
オペレーション・コンディション・ステータスレジスタの読出し
オペレーション・イベント・ステータスレジスタの読出し
< 数値プロフラムデータ > オペレーション・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読出し
クエッショナブル・コンディション・ステータスレジスタの読出し
クエッショナブル・イベント・ステータスレジスタの読出し
< 数値プロフラムデータ > クエッショナブル・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読出し

2.5.2 ルートコマンド

サブシステムに属さないコマンドの説明をします。

2.5.2.1

ABORt コマンド

本体の測定状態を、測定停止状態に遷移させます。
トリガ待ち状態または測定中の場合には、測定が中止されます。
コマンド構文
:ABORt

2.5.2.2

INITiate[:IMMediate] コマンド

ログモードが NORMAL の場合
本体の測定状態を、測定停止状態からトリガ待ち状態に遷移させます。
指定回数分のトリガイベントが発生した後、測定停止状態に戻ります。トリガイベントによる状態遷移に
関しては「2.5.4 TRIGger サブシステム」を参照してください。
ログモードがバルクの場合、
本体の測定状態を、測定停止状態からバルクログ実行状態に遷移させます。
バルクログ実行状態では、サンプリングとログデータへの収録が継続的に行われます。停止イベントを検
出してから、指定されたポストリーディング数のデータを収録した後で、測定停止状態に戻ります。ただ
し停止イベントが NONE の場合は ABORt するまで測定停止状態になりません。
LIMIT 演算が OFF の時、停止イベントを LIMIT に設定して本コマンドを実行した場合、実行エラーとなり
ます。
コマンド構文
:INITiate[:IMMediate]
本コマンド送信後に、トリガ条件が満たされると測定が開始します。
既に、トリガ待ち状態または測定中の場合は、何もせず実行エラーとなります。
備考
INITiate コマンドは、それまでに収録されていたログデータをクリアします。
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構文
:DDER?
:DDEE[?]
:MESR?
:MESE?
:STATus
:OPERation:CONDition?
[:EVENt]?
:ENABle[?]
:QUESionable:CONDition?
[:EVENt]?
:ENABle[?]

1

3
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2.5.2.3

FETCh? クエリ

LOG データ内のすべての測定データを先頭 ( 最も古いデータ ) から返します。タイムスタンプ等の属性情報
は付加されません。
読出しによる LOG データの変更はありません。
測定状態が、トリガ待ち状態の場合または測定中の場合は、測定完了を待って測定データを返します。
測定停止中は、ただちに測定データを返します。
このコマンドは、マルチコマンドで使用できません。
クエリ構文
:FETCh?
LOG データが空の場合、またはトリガカウントが INF に設定されている場合は、応答メッセージは返さず、
実行エラーとなります。

応答メッセージ <meas_data>
<meas_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットで、各測定データはカンマ ( , ) で区切られます。

2.5.2.4

READ? クエリ

本体の測定状態を、測定停止状態からトリガ待ち状態に遷移させます。その後、トリガ条件が満たされ測定
が開始し、測定完了後に LOG データ内のすべての測定データを先頭 ( 最も古いデータ ) から返します。タイ
ムスタンプ等の属性情報は付加されません。
読出しによる LOG データの変更はありません。
このコマンドは、マルチコマンドで使用することはできません。
クエリ構文
:READ?
:READ? の送信は、INITiate 送信後に FETCh? を送信することと同義になります。
既に、トリガ待ち状態または測定中の場合は、何もせず実行エラーとなります。
トリガカウントが INF に設定されている場合は、応答メッセージは返さず、実行エラーとなります。
応答メッセージ <meas_data_block>
<meas_data_block> は <NR3 数値応答データ > フォーマットの各測定データをカンマ ( , ) で区切ってつ
なげたデータになります。
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R? クエリ

LOG データの先頭 ( 最も古いデータ ) から指定個数の測定データを読み出します。読みだした測定データは、
LOG データから削除されます。
測定データには、タイムスタンプ等の属性情報が付加されます。

LOG データ内の測定データ数が <max_count> に満たない場合とパラメータが指定されなかった場合には、
全ての測定データが返ります。
LOG データが空の場合、応答メッセージは返さず、実行エラーとなります。
LOG モードが NORMAL の場合、測定状態に関わらず実行できます。このとき、:FETCH? クエリのような
測定完了待ちは行いません。
LOG モードが BULK の場合、測定中に本クエリを実行すると、応答メッセージは返さず、実行エラーとな
ります。

応答メッセージ < プリアンブル >< 測定データブロック >
< プリアンブル >
#8xxxxxxxx
xxxxxxxx：測定データのバイト数を表す 8 桁のアスキーコード
< 測定データデータブロック >
LOG データ内の指定個数の測定データを CR+LF で区切ったデータとなります。
各測定データは以下の項目をカンマ ( ‘ ) で区切ったデータになります。
		
<NR3 数値応答データ > フォーマットの測定値
		
		

タイムスタンプ
属性情報

タイムスタンプのフォーマットは以下になります。
“ 年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒 ”,μ 秒
属性情報のフォーマットは以下になります。
“Function 名 ”,”NULL 演算 ”,”MATH 種別 ”,”Error 情報 ”
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クエリ構文
:R? [<max_count>]

1

3
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2.5.3 CALCulate サブシステム

スケーリングや、統計演算などの演算関連の各種設定を行います。
CALCulate1:LIMit
CALCulate1:SMOothing
CALCulate1:SCALe
CALCulate1:DB
CALCulate1:AVERage
CALCulate2:TRANsform:HISTogram
CALCulate2:TRANsform:TCHart
CALCulate2:TRANsform:METEr

2.5.3.1

CALCulate1:LIMit サブシステム

2.5.3.1.1 CALCulate[1]:LIMit:LOWer:STATe コマンド / クエリ
リミット機能の下限値判定の ON/OFF の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:LIMit:LOWer:STATe <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:LIMit:LOWer:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
2.5.3.1.2 CALCulate[1]:LIMit:LOWer[:DATA] コマンド / クエリ
リミット機能の下限値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:LIMit:LOWer[:DATA] {<limit_data>|MIN|MAX|DEF}
<limit_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
－ 999.9999E+12

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:LIMit:LOWer[:DATA]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <limit_data>
<limit_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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1

2.5.3.1.3 CALCulate[1]:LIMit:UPPer:STATe コマンド / クエリ
リミット機能の上限値判定の ON/OFF の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:LIMit:UPPer:STATe <off_on>
＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

リモート制御コマンド

<off_on>

2

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

3

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:LIMit:UPPer:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
2.5.3.1.4 CALCulate[1]:LIMit:UPPer[:DATA] コマンド / クエリ
リミット機能の上限値の設定 / 読み出しをします。

コマンド構文
:CALCulate[1]:LIMit:UPPer[:DATA] {<limit_data>|MIN|MAX|DEF}
<limit_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+999.9999E+12

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:LIMit:UPPer[:DATA]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <limit_data>
<limit_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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2.5.3.2

CALCulate1:SMOothing サブシステム

スムージング機能は、測定ファンクションごとに設定ができます。
本サブシステムでは、起動中の測定ファンクションのスムージング機能について設定または設定の読み出し
を行います。
2.5.3.2.1 CALCulate[1]:SMOothing:STATe コマンド / クエリ
スムージング機能の ON/OFF の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:SMOothing:STATe <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SMOothing:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
2.5.3.2.2 CALCulate[1]:SMOothing:POINts コマンド / クエリ
スムージング機能のサンプルポイント数の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:SMOothing:POINts {<point_data>|MIN|MAX|DEF}
<point_data>

＜数値プログラムデータ＞
2 ～ 100

分解能
1

デフォルト値
10

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SMOothing:POINts? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <point_data>

<point_data> は＜ NR1 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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CALCulate1:SCALing サブシステム

1

2.5.3.3.1 CALCulate[1]:SCALing:STATe コマンド / クエリ
スケーリング機能の ON/OFF の設定 / 読み出しをします。

2

<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

3

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

スケーリング機能と dB 演算機能は排他機能です。本コマンドでスケーリング演算を ON にすると、dB
演算機能は OFF になります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SCALing:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
2.5.3.3.2 CALCulate[1]:SCALing:MODE コマンド / クエリ
スケーリング機能のモード設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:SCALing:MODE <scale_mode>
<scale_mode>

＜文字プログラムデータ＞
SCAL
REC

設定内容
(X-A)*B/C
D/X

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SCALing:MODE?
応答メッセージ <scale_mode>
<scale_mode> は＜文字応答データ＞フォーマットです。
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コマンド構文
:CALCulate[1]:SCALing:STATe <off_on>

2-37

2.5

機器固有コマンド
2.5.3.3.3 CALCulate[1]:SCALing:VALA コマンド / クエリ
スケーリング機能の ”A” パラメータの設定 / 読み出しをします。
スケーリング機能のモードが ”SCAL (X-A)*B/C” で使用されます。
コマンド構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALA {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.0000E+0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALA? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
2.5.3.3.4 CALCulate[1]:SCALing:VALB コマンド / クエリ
スケーリング機能の ”B” パラメータの設定 / 読み出しをします。
スケーリング機能のモードが ”SCAL (X-A)*B/C” で使用されます。
コマンド構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALB {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+1.0000E+0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALB? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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1

2.5.3.3.5 CALCulate[1]:SCALing:VALC コマンド / クエリ
スケーリング機能の ”C” パラメータの設定 / 読み出しをします。
スケーリング機能のモードが ”SCAL (X-A)*B/C” で使用されます。

2

<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

リモート制御コマンド

コマンド構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALC {<val_data>|MIN|MAX|DEF}

3

デフォルト値
+1.0000E+0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALC? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
2.5.3.3.6 CALCulate[1]:SCALing:VALD コマンド / クエリ
スケーリング機能の ”D” パラメータの設定 / 読み出しをします。
スケーリング機能のモードが ”SCAL D/X” で使用されます。
コマンド構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALD {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+1.0000E+0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:SCALing:VALD? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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2.5.3.4

CALCulate1:DB サブシステム

2.5.3.4.1 CALCulate[1]:DB:STATe コマンド / クエリ
dB 演算の ON/OFF の設定 / 読み出しをします。
dB 演算は DCV、ACV でのみ有効です。それ以外の測定ファンクションが選択されている場合には、実行
エラーが発生し、コマンドは実行されません。クエリは OFF を返します。
コマンド構文
:CALCulate[1]:DB:STATe <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

スケーリング機能と dB 演算機能は排他機能です。本コマンドで DB 演算を ON にすると、スケーリン
グ機能は OFF になります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:DB:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
2.5.3.4.2 CALCulate[1]:DB:MODE コマンド / クエリ
dB 演算のモード設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:DB:MODE <db_mode>
<db_mode>

＜文字プログラムデータ＞
DBM
DBV

設定内容
dBm 演算
dBV 演算

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:DB:MODE?
応答メッセージ <db_mode>
<db_mode> は＜文字応答データ＞フォーマットです。
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1

2.5.3.4.3 CALCulate[1]:DB:RELative:STATe コマンド / クエリ
dB 演算の相対値演算の ON/OFF の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:DB:RELative:STATe <off_on>
＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

リモート制御コマンド

<off_on>

2

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

3

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:DB:RELative:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
2.5.3.4.4 CALCulate[1]:DB:RELative:VALue コマンド / クエリ

dB 演算の相対演算で使用する、相対値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:DB:RELative:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-500.0000 ~ +500.0000

最少分解能
0.0001

デフォルト値
0.0000

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:DB:RELative:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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2.5.3.4.5 CALCulate[1]:DBM:REFerence コマンド / クエリ
dB 演算の dBm モードにおける基準抵抗の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:DBM:REFerence {<ref_ohm>|MIN|MAX|DEF}
<ref_ohm>

＜数値プログラムデータ＞
4,8,16,32,50,75,93,110,124,125,135,150,200,
250,300,500,600,800,900,1000,1200, 8000

4

デフォルト値

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
規定の数値以外の数値は、規定の数値の小さい方に丸めて設定されます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:DBM:REFerence? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <ref_ohm>
<ref_ohm> は＜ NR1 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
2.5.3.4.6 CALCulate[1]:DBV:REFerence コマンド / クエリ
dB 演算の dBV モードにおける基準電圧の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate[1]:DBV:REFerence {<ref_volt>|MIN|MAX|DEF}
<ref_volt>

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-6, 1.0E-3, 1.0

デフォルト値
1.0E-6

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
規定の数値以外の数値は、規定の数値の小さい方に丸めて設定されます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:DBV:REFerence? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <ref_volt>
<ref_volt> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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CALCulate1:AVERage サブシステム

1

統計演算 (STATISTIC) 関連のコマンド / クエリについて説明します。
2.5.3.5.1 CALCulate[1]:AVERage:STATe コマンド / クエリ
統計演算 (STATISTIC) の ON/OFF の設定 / 読み出しをします。

2

<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

リモート制御コマンド

コマンド構文
:CALCulate[1]:AVERage:STATe <off_on>

3

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:CALCulate[1]:AVERage:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
2.5.3.5.2 CALCulate[1]:AVERage:CLEar コマンド
統計演算 (STATISTIC) のサンプリング結果を初期化します。
コマンド構文
:CALCulate[1]:AVERage:CLEar
2.5.3.5.3 CALCulate[1]:AVERage:COUNt クエリ
統計演算 (STATISTIC) の演算サンプル数を読み出します。
クエリ構文
:CALCulate[1]:AVERage:COUNt?
応答メッセージ <count>
<count> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
2.5.3.5.4 CALCulate[1]:AVERage:AVERage クエリ
統計演算 (STATISTIC) の演算結果 平均値を読み出します。
クエリ構文
:CALCulate[1]:AVERage:AVERage?
有効な演算結果がない場合は、NAN(9.91E+37) が返ります。
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
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2.5.3.5.5 CALCulate[1]:AVERage:MAXimum クエリ
統計演算 (STATISTIC) の演算結果 最大値を読み出します。
クエリ構文
:CALCulate[1]:AVERage:MAXimum?
		

有効な演算結果がない場合は、NAN(9.91E+37) が返ります。

応答メッセージ <val_data>
<val_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
2.5.3.5.6 CALCulate[1]:AVERage:MINimum クエリ
統計演算 (STATISTIC) の演算結果 最小値を読み出します。
クエリ構文
:CALCulate[1]:AVERage:MINimum?
有効な演算結果がない場合は、NAN(9.91E+37) が返ります。
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
2.5.3.5.7 CALCulate[1]:AVERage:SDEViation クエリ
統計演算 (STATISTIC) の演算結果 標準偏差を読み出します。
クエリ構文
:CALCulate[1]:AVERage:SDEViation?
有効な演算結果がない場合は、NAN(9.91E+37) が返ります。
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
備考
本体の SECONDARY STATISTIC( 統計演算結果 ) 表示の設定では 1σ~6σ まで選択可能ですが、本クエリ
は常に 1σ の値を返します。
2.5.3.5.8 CALCulate[1]:AVERage:PTPeak クエリ
統計演算 (STATISTIC) の演算結果 Peak-to-Peak の値を読み出します。
クエリ構文
:CALCulate[1]:AVERage:PTPeak?
有効な演算結果がない場合は、NAN(9.91E+37) が返ります。
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
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CALCulate2:TRANsform:HISTogram サブシステム

1

2.5.3.6.1 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:CLEar コマンド
ヒストグラムのデータを初期化します。

2
リモート制御コマンド

コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:CLEar

3

2.5.3.6.2 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:COUNt クエリ
ヒストグラムのデータに含まれるサンプル数を読み出します。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:COUNt?
応答メッセージ <count>
<count> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
2.5.3.6.3 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:ALL クエリ
ヒストグラム表示の数値データを、レンジ情報も含めて読み出します。
このコマンドは、マルチコマンドで使用することはできません。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:ALL?
応答メッセージ <histogram_all_block>
<histogram_all_block> は以下のデータをカンマ ( ‘ ) で区切ったフォーマットになります。
レンジ下限値
レンジ上限値
総データ数
レンジ下限値より小さい測定データ数
各ビンのデータ数
レンジ上限値より大きい測定データ数
2.5.3.6.4 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:DATA クエリ
ヒストグラム表示の数値データを、ビンデータのみ読み出します。
このコマンドは、マルチコマンドで使用することはできません。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:DATA?
応答メッセージ <histogram_data_block>
<histogram_data_block> は以下のデータをカンマ ( ‘ ) で区切ったフォーマットになります。
レンジ下限値より小さい測定データ数
各ビンのデータ数
レンジ上限値より大きい測定データ数
レンジ情報が必要な場合は :CALCulate2:TRANsform:HISTogram:ALL? クエリを使用してください。
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2.5.3.6.5 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:POINts コマンド / クエリ
ヒストグラム表示のビン数の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:POINts {<point>|MIN|MAX|DEF}
<point>

＜数値プログラムデータ＞
2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 400

デフォルト値
20

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
規定の数値以外の数値は、規定の数値の大きい方に丸めて設定され、実行エラーにはなりません。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:POINts? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <point>
<point> は＜ NR1 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
2.5.3.6.6 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:MODE コマンド / クエリ
ヒストグラム表示のレンジモードの設定 / 読み出しをします。

コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:MODE <range_mode>
<range_mode>

＜文字プログラムデータ＞
AUTO
MANUAL
FULLSCALE

設定内容
オートレンジ
マニュアル設定
フルスケールレンジ

クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:MODE?
応答メッセージ <range_mode>
<range_mode> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.3.6.7 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:CENTer コマンド / クエリ
ヒストグラム表示における中央値の設定 / 読み出しをします。
ヒストグラムの範囲は「中央値± 全体幅 」となります。

2

< range_center>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

リモート制御コマンド

コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:CENTer {<range_center>|MIN|MAX|DEF}

3

デフォルト値
+0.000000E+0

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
ヒストグラム表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:CENTer? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ < range_center>
< range_center> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードにかかわらず、現在のヒストグラム表示のレンジ中央値が返ります。
2.5.3.6.8 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:BWIDth クエリ
ヒストグラム表示におけるビン幅 ( ビン 1 本あたりの幅 ) を読み出します。
ヒストグラムのビン幅は「全体幅 ÷ ビン数」となります。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:BWIDth?
応答メッセージ <bin_width>
<bin_width> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードにかかわらず、現在のヒストグラム表示のビン幅が返ります。
2.5.3.6.9 CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:SPAN コマンド / クエリ
ヒストグラム表示における全体幅の設定 / 読み出しをします。
ヒストグラムの範囲は「中央値± 全体幅 」となります。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:SPAN {< range_span>|MIN|MAX|DEF}
< range_span>

＜数値プログラムデータ＞
100E-12 ~ 500E+12

分解能
1,2,5 ステップ

デフォルト値
10.0

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ヒストグラム表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:HISTogram:RANGe:SPAN? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ < range_span>
< range_span> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードにかかわらず、現在のヒストグラム表示の全体幅が返ります。
IM DM7560-17JA
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2.5.3.7

CALCulate2:TRANsform:TCHart サブシステム

2.5.3.7.1 CALCulate2:TRANsform:TCHart:CLEar コマンド
トレンドチャートのデータを初期化します。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:CLEar
2.5.3.7.2 CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:MODE コマンド / クエリ
トレンドチャート表示における縦軸レンジモードの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:MODE <range_mode>
<range_mode>

＜文字プログラムデータ＞
AUTO
FULLSCALE
MANUAL

設定内容
オートレンジ
フルスケールレンジ
マニュアル設定

クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:MODE?
応答メッセージ <range_mode>
<range_mode> は < 文字応答データ > フォーマットです。
2.5.3.7.3 CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
トレンドチャート表示における縦軸レンジの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe[:UPPer] {<range_data>|MIN|MAX|DEF}
<range_data>

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-12 ~ 500E+12

分解能
1,2,5 ステップ

デフォルト値
1.0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トレンドチャート表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range_data>
<range_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
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1

2.5.3.7.4 CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:OFFSet[:DIV] コマンド / クエリ
トレンドチャート表示における縦軸オフセット値を DIV 単位で設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:OFFSet[:DIV] {<offset_div>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
-100,000 ~ +100,000

分解能
1

リモート制御コマンド

<offset_div>

3

デフォルト値
0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
トレンドチャート表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:OFFSet[:DIV]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <offset_data>
<offset_div> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
2.5.3.7.5 CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:OFFSet:VALue コマンド / クエリ
トレンドチャート表示における縦軸オフセット値の設定 / 読み出しをします。

コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:OFFSet:VALue {<offset_data>|MIN|MAX|DEF}
<offset_data>

＜数値プログラムデータ＞
± 100,000 × <range>

分解能
1 × <range>

デフォルト値
0

ここで <range> はトレンドチャートのレンジ設定値です。
本コマンドでは、DIV 単位に変換した上で設定します。このため、トレンドチャートのレンジ設定値の
整数倍に丸められます。
範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
トレンドチャート表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:TCHart:RANGe:OFFSet:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <offset_data>
<offset_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
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2.5.3.8

CALCulate2:TRANsform:AMETer サブシステム

2.5.3.8.1 CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:MODE コマンド / クエリ
アークスケールメーター表示におけるレンジモードの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:MODE <range_mode>
<range_mode>

＜文字プログラムデータ＞
AUTO
FULLSCALE
MANUAL
LOG

設定内容
オートレンジ
フルスケールレンジ
マニュアル設定
対数目盛設定

クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:MODE?
応答メッセージ <range_mode>
<range_mode> は < 文字応答データ > フォーマットです。
2.5.3.8.2  CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
アークスケールメーター表示のマニュアルモードにおけるレンジの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe[:UPPer] {<range_data>|MIN|MAX|DEF}
<range_data>

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-12 ~ 500E+12

分解能
1,2,5 ステップ

デフォルト値
1.0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
アークスケールメーター表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range_data>
<range_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
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2.5.3.8.3 CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:OFFSet[:DIV] コマンド / クエリ
アークスケールメーター表示のマニュアルモードにおけるオフセット値を DIV 単位で設定 / 読み出しをし
ます。

2

＜数値プログラムデータ＞
-100,000 ~ +100,000

分解能
1

リモート制御コマンド

コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:OFFSet[:DIV] {<offset_div>|MIN|MAX|DEF}
<offset_div>

3

デフォルト値
0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
アークスケールメーター表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:OFFSet[:DIV]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <offset_div>
<offset_div> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。

2.5.3.8.4 CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:OFFSet:VALue コマンド / クエリ
アークスケールメーター表示のマニュアルモードにおけるオフセット値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:OFFSet:VALue {<offset_data>|MIN|MAX|DEF}
<offset_data>

＜数値プログラムデータ＞
± 100,000 × <range>

分解能
1 × <range>

デフォルト値
0

<range> はアナログメーター表示のレンジ設定値です。
本コマンドでは、DIV 単位に変換した上で設定します。このため、アナログメーターのレンジ設定値の
整数倍に丸められます。
範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
アークスケールメーター表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:OFFSet:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <offset_data>
		 <offset_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
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2.5.3.8.5 CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:LOG:MAX コマンド / クエリ
アークスケールメーター表示の LOG モードにおける表示最大値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:LOG:MAX {<range_data>|MIN|MAX|DEF}
<range_data>

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-11 ~ 100E+12

分解能
デフォルト値
10 の n 乗となる値 (n は整数 )
1.0

範囲外の値は、範囲内に丸められ、実行エラーとなります。
取り得る設定値は 10 の n 乗となる値 (n は整数 ) のみです。これ以外の値が設定された場合、大きい方
に丸められます。このとき、実行エラーにはなりません。
なお LOG モードにおける表示範囲の最大値と最小値は、以下の関係式を満たす必要があります。
1.0E+6 ≧ 最大値 / 最小値 ≧ 1.0E+1
最大値を設定した結果としてこの条件が満たせなくなる場合、最小値を自動的に再設定します。
アークスケールメーター表示のレンジモードは自動で LOG に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer: RANGe:LOG:MAX? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range_data>
<range_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが LOG 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
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1

2.5.3.8.6 CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:LOG:MIN コマンド / クエリ
アークスケールメーター表示の LOG モードにおける表示最小値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:LOG:MIN {<range_data>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-12 ~ 10E+12

分解能
10 の n 乗となる値 (n は整数 )

3

デフォルト値
1.0

範囲外の値は、範囲内に丸められ、実行エラーとなります。
取り得る設定値は 10 の n 乗となる値 (n は整数 ) のみです。これ以外の値が設定された場合、小さい方
に丸められます。このとき、実行エラーにはなりません。
なお LOG モードにおける表示範囲の最大値と最小値は、以下の関係式を満たす必要があります。
1.0E+6 ≧ 最大値 / 最小値 ≧ 1.0E+1
最小値を設定した結果としてこの条件が満たせなくなる場合、最大値を自動的に再設定します。
アークスケールメーター表示のレンジモードは自動で LOG に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer: RANGe:LOG:MIN? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range_data>
<range_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが LOG 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。

2.5.3.8.7 CALCulate2:TRANsform:AMETer:TITLE:MODE コマンド / クエリ
アークスケールメーターにおけるタイトル表示モードの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:TITLE:MODE <title_mode>
<title_mode>

＜文字プログラムデータ＞
UNIT
BLANK
TEXT

設定内容
単位表示
タイトルなし
任意文字列表示

クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:TITLE:MODE?
応答メッセージ <title_mode>
<title_mode> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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<range_data>
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2.5.3.8.8 CALCulate2:TRANsform:AMETer:TITLE:TEXT コマンド / クエリ
アークスケールメーターのタイトル表示において、TEXT が選択されている時に表示される任意文字列の
設定 / 読出しをします。
コマンド構文
CALCulate2:TRANsform:AMETer:RANGe:TITLE:TEXT <title_text>
<title_text>

＜文字列プログラムデータ＞
・ ダブルクォーテーションもしくはシングルクォーテーションで囲んだ文字列
（8 文字以下）
・ 使用可能文字
0 ～ 9a ～ z A ～ Z !”#$%&’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ と SP
( ただし、囲み文字と同じ文字は 2 つ重ねて使用してください )

使用可能文字以外はコマンドエラーとなります。
＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
クエリ構文
:SETUP:NAME?

2.5.3.9

CALCulate2:TRANsform:METEr サブシステム

2.5.3.9.1 CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:AUTO コマンド / クエリ
アナログメーター表示におけるオートレンジの ON/OFF 設定 / 読み出しをします。
オートレンジ ON 時、表示レンジは測定レンジのフルスケールとなります。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

ON は AUTO、OFF は MANUAL になります。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
レンジが AUTO の際には ON、それ以外は OFF とします。
備考
本コマンド / クエリは、ファームウェアのバージョン 2.xx 以前と互換性を取るためのものです。
バージョン 3.xx 以降では、AUTO モードや LOG モードにも対応した、
”:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:MODE[?]” コマンド / クエリの使用を推奨します (「2.5.3.9.2
CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:MODE コマンド / クエリ」をご参照ください )
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2.5.3.9.2 CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:MODE コマンド / クエリ
アナログメーター表示におけるレンジモードの設定 / 読み出しをします。

1

コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:MODE <range_mode>

2

＜文字プログラムデータ＞
AUTO
FULLSCALE
MANUAL
LOG

リモート制御コマンド

<range_mode>

3

設定内容
オートレンジ
フルスケールレンジ
マニュアル設定
対数目盛設定

クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:MODE?
応答メッセージ <range_mode>
<range_mode> は < 文字応答データ > フォーマットです。

2.5.3.9.3 CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
アナログメーター表示のマニュアルモードにおけるレンジの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe[:UPPer] {<range_data>|MIN|MAX|DEF}
<range_data>

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-12 ~ 500E+12

分解能
1,2,5 ステップ

デフォルト値
1.0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
アナログメーター表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range_data>
<range_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
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2.5.3.9.4  CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:OFFSet[:DIV] コマンド / クエリ
アナログメーター表示のマニュアルモードにおけるオフセット値を DIV 単位で設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:OFFSet[:DIV] {<offset_div>|MIN|MAX|DEF}
<offset_div>

＜数値プログラムデータ＞
-100,000 ~ +100,000

分解能
1

デフォルト値
0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
アナログメーター表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:OFFSet[:DIV]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <offset_div>
<offset_div> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。

2.5.3.9.5 CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:OFFSet:VALue コマンド / クエリ
アナログメーター表示のマニュアルモードにおけるオフセット値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:OFFSet:VALue {<offset_data>|MIN|MAX|DEF}
<offset_data>

＜数値プログラムデータ＞
± 100,000 × <range>

分解能
1 × <range>

デフォルト値
0

<range> はアナログメーター表示のレンジ設定値です。
本コマンドでは、DIV 単位に変換した上で設定します。このため、アナログメーターのレンジ設定値の
整数倍に丸められます。
範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
アナログメーター表示のレンジモードは自動で MANUAL に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:OFFSet:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <offset_data>
<offset_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが MANUAL 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
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1

2.5.3.9.6 CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:LOG:MAX コマンド / クエリ
アナログメーター表示の LOG モードにおける表示最大値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:LOG:MAX {<range_data>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-11 ~ 100E+12

分解能
10 の n 乗となる値 (n は整数 )

デフォルト値
1.0

3

範囲外の値は、範囲内に丸められ、実行エラーとなります。
取り得る設定値は 10 の n 乗となる値 (n は整数 ) のみです。これ以外の値が設定された場合、大きい方
に丸められます。このとき、実行エラーにはなりません。
なお LOG モードにおける表示範囲の最大値と最小値は、以下の関係式を満たす必要があります。
		
1.0E+6 ≧ 最大値 / 最小値 ≧ 1.0E+1
最大値を設定した結果としてこの条件が満たせなくなる場合、最小値を自動的に再設定します。
アナログメーター表示のレンジモードは自動で LOG に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr: RANGe:LOG:MAX? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range_data>
<range_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが LOG 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
2.5.3.9.7 CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:LOG:MIN コマンド / クエリ

アナログメーター表示の LOG モードにおける表示最小値の設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr:RANGe:LOG:MIN {<range_data>|MIN|MAX|DEF}
<range_data>

＜数値プログラムデータ＞
1.0E-12 ~ 10E+12

分解能
10 の n 乗となる値 (n は整数 )

デフォルト値
1.0

範囲外の値は、範囲内に丸められ、実行エラーとなります。
取り得る設定値は 10 の n 乗となる値 (n は整数 ) のみです。これ以外の値が設定された場合、小さい方
に丸められます。このとき、実行エラーにはなりません。
なお LOG モードにおける表示範囲の最大値と最小値は、以下の関係式を満たす必要があります。
		
1.0E+6 ≧ 最大値 / 最小値 ≧ 1.0E+1
最小値を設定した結果としてこの条件が満たせなくなる場合、最大値を自動的に再設定します。
アナログメーター表示のレンジモードは自動で LOG に設定されます。
クエリ構文
:CALCulate2:TRANsform:METEr: RANGe:LOG:MIN? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range_data>
<range_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
レンジモードが LOG 以外に設定されている際は、実行エラーとなり、9.91E+37 が返ります。
IM DM7560-17JA
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<range_data>
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2.5.4 TRIGger サブシステム
トリガ・システムを次の図に示します。

トリガ待ちに遷移
MEASure?
READ?
INITiate

測定停止状態

トリガ
TRIGger:SOURce IMM
TRIGger:SOURce EXT 外部信号
TRIGger:SOURce BUS ＊TRG等
トリガ遅延
TRIGger:DELay

トリガ待ちに遷移

遅延

測定サンプル

インターバル
SAMPle:TIMer

インターバル

TRIGger:COUNt
≠1
SAMPle:COUNt
≠1

上図における測定停止状態とそれ以外 ( トリガ待ち状態および測定動作中 ) とで、アナンシエータの
REMOTE インジケータが以下のように切り換わります。
インジケータ表示

インジケータの示す状態

測定停止状態 ※

トリガ待ち または測定中の状態

※ ローカルからリモートに遷移した時は常に測定停止状態となります。
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TRIGger:SOURce コマンド / クエリ

1

トリガソースの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:TRIGger:SOURce <trig_src>

＜文字プログラムデータ＞
IMM
EXT
BUS

設定内容
オートトリガ
外部トリガ
*TRG によるトリガ

3

バルクモード時は IMM 以外に設定できません。IMM 以外を指定すると実行エラーになります。
またバルクモードでログ停止イベントに EXT( 外部トリガ ) が設定されている場合、自動的に外部トリガ入
力が有効になります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:TRIGger:SOURce?
応答メッセージ <trig_src>
<trig_src> は < 文字応答データ > フォーマットです。
備考

ローカルモードにおける外部トリガ DISABLE の設定は、リモートモードでは無視されます。リモートモー
ドでは、トリガソースが EXT の場合に外部トリガを有効とし、それ以外の場合に無効とします。
また逆に、トリガソースの設定はローカルモードでは無視され、外部トリガの動作は TRIG . EXT TRIG メ
ニューの設定に従います。
ただし外部トリガのトリガスロープ設定は、ローカルモードとリモートモードで共通となります。

2.5.4.2

TRIGger:COUNt コマンド / クエリ

測定を停止するまでのトリガ回数の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:TRIGger:COUNt {<trig_num>|MIN|MAX|DEF}
<trg_num>

＜数値プログラムデータ＞
1 ~ 50,000 (MAX)
INF（< 文字プログラムデータ >）

デフォルト値
1

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
トリガカウント機能は、リモートでのみ使用可能です。INF を設定すると連続測定設定となります。
バルクモード時、本設定は無効となります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:TRIGger:SOURce? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <trig_num>
<trig_num> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
INF が設定されている場合には、NAN(9.91E+37) が返ります。
備考
トリガ回数はリモート状態においてのみ有効な設定です。ローカル状態では無視されます。
IM DM7560-17JA
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<trg_src>

2
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2.5.4.3

TRIGger:DELay コマンド / クエリ

トリガ信号から最初のサンプリングまでの遅延時間の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:TRIGger:DELay {<timer>|MIN|MAX|DEF}
<timer>

＜数値プログラムデータ＞
0 ～ 3600

分解能
0.01E-3

デフォルト値
0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
分解能以下の数値は切り上げられます。
バルクモード時、本設定は無効となります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:TRIGger:DELay? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <timer>
<timer> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。

2.5.4.4

TRIGger:SLOPe コマンド / クエリ

外部トリガ (EXT) のトリガスロープの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:TRIGger:SLOPe <slope>
<slope>

＜文字プログラムデータ＞
POS
NEG

設定内容
立ち上がりでトリガ
立ち下がりでトリガ

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:TRIGger:SLOPe?
応答メッセージ <slope>
<slope> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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1

TRIGger サブシステムと合わせて、測定周期の設定を行います。

SAMPle:COUNt コマンド / クエリ

2

コマンド構文
:SAMPle:COUNt {<count>|MIN|MAX|DEF}

3

2.5.5.1

<count>

＜数値プログラムデータ＞
1 ～ 100,000

分解能
1

リモート制御コマンド

1 回のトリガで取得するデータ数の設定 / 読出しをします。

デフォルト値
1

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
バルクモード時、本設定は無効となります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:SAMPle:COUNt? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <count>
<count> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。

2.5.5.2

SAMPle:TIMer コマンド / クエリ

サンプリングのインターバル時間の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:SAMPle:TIMer {<timer>|MIN|MAX|DEF}
<timer>

＜数値プログラムデータ＞
0 ～ 3600

分解能
0.01E-3

デフォルト値
0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
分解能以下の数値は切り上げられます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:SAMPle:TIMer? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <timer>
<timer> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
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2.5.6 CONFigure サブシステム

指定した測定ファンクションの基本設定を行います。
本コマンド実行後に、測定は停止状態になりますので、測定前に必要な機能を基本設定から変更することが
できます。
測定を行う際には、INIT コマンドまたは READ? クエリで本体をトリガ待ち状態に遷移させる必要があります。
＜基本設定＞

設定項目
AC BANDWIDTH
AUTO ZERO
入力インピーダンス Auto
SAMPLE COUNT
TRIG COUNT
TRIG INTERVAL
TRIG DELAY
TRIG SOURCE
NULL
SMOOTHING
MATH
LIMIT
統計演算
LOG MODE

設定内容
MID (20Hz ～ )
ON
ON
1
1
0 ms
0 ms
IMM
OFF
OFF
OFF (Scale,dB 演算 )
OFF
ON
NORMAL

備考
ACI,ACV のみ
※1
DCV のみ

※1
※1

※ 1 ：指定されたファンクションについての設定のみ変更

2.5.6.1

CONFigure[:VOLTage][:DC] コマンド

測定ファンクションを DCV に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。

コマンド構文
:CONFigure[:VOLTage][:DC] [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]
<range>

＜数値プログラムデータ＞
100E-3,1,10,100,1000
AUTO( ＜文字プログラムデータ＞ )

デフォルト値
AUTO

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm ～ range × 10ppm

デフォルト値
range × 1ppm

レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
設定された分解能に応じたサンプリングレートに設定されます。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
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CONFigure[:VOLTage]:AC コマンド

1

測定ファンクションを ACV に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。

2

<range>

＜数値プログラムデータ＞
100E-3,1,10,100,750
AUTO( ＜文字プログラムデータ＞ )

リモート制御コマンド

コマンド構文
:CONFigure[:VOLTage]:AC [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]

3

デフォルト値
AUTO

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm

デフォルト値
range × 1ppm

ACV の分解能は range × 1ppm 固定です。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.6.3

CONFigure:CURRent[:DC] コマンド

測定ファンクションを DCI に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。

コマンド構文
:CONFigure:CURRent[:DC] [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]
<range>

＜数値プログラムデータ＞
1E-3,10E-3,100E-3,1,3
AUTO( ＜文字プログラムデータ＞ )

デフォルト値
AUTO

単位 ”A” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm ～ range × 10ppm

デフォルト値
range × 1ppm

レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
設定された分解能に応じたサンプリングレートに設定されます。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
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2-63

2.5

機器固有コマンド

2.5.6.4

CONFigure:CURRent:AC コマンド

測定ファンクションを ACI に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。
コマンド構文
:CONFigure:CURRent:AC [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]
<range>

＜数値プログラムデータ＞
1,3
AUTO( ＜文字プログラムデータ＞ )

デフォルト値
AUTO

単位 ”A” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm

デフォルト値
range × 1ppm

ACI の分解能はｒ ange × 1ppm 固定です。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.6.5

CONFigure:RESistance コマンド

測定ファンクションを 2WΩ に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。
コマンド構文
:CONFigure:RESistance [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]
<range>

＜数値プログラムデータ＞
100,1E+3,10E+3,100E+3,1E+6,10E+6,100E+6
AUTO( ＜文字プログラムデータ＞ )

デフォルト値
AUTO

単位 ”OHM” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm ～ range × 10ppm

デフォルト値
range × 1ppm

レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
設定された分解能に応じたサンプリングレートに設定されます。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
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CONFigure:FRESistance コマンド

1

測定ファンクションを 4WΩ に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。

2

<range>

＜数値プログラムデータ＞
100,1E+3,10E+3,100E+3,1E+6,10E+6,100E+6
AUTO( ＜文字プログラムデータ＞ )

リモート制御コマンド

コマンド構文
:CONFigure:FRESistance [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]

3

デフォルト値
AUTO

単位 ”OHM” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm

デフォルト値
range × 1ppm

4WΩ の分解能はｒ ange × 1ppm 固定です。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.6.7

CONFigure:CONTinuity コマンド

測定ファンクションを CONT に設定します。
パラメータはありません。
コマンド構文
:CONFigure:CONTinuity
閾値は 10Ω に設定されます。

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
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2.5.6.8

CONFigure:FREQuency コマンド

測定ファンクションを FREQ に設定し、モードを FREQ に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。
コマンド構文
:CONFigure:FREQuency [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]
<range>

＜数値プログラムデータ＞
3 ～ 300E+3

デフォルト値
20

単位 ”HZ” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 0.1ppm ～ range × 100ppm

デフォルト値
range × 1ppm

レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
設定された分解能に応じたゲート時間に設定されます。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.6.9

CONFigure:PERiod コマンド

測定ファンクションを FREQ に設定し、モードを PERIOD に設定します。
パラメータで、レンジ、測定分解能を設定します。
コマンド構文
:CONFigure:PERiod [{<range>|MIN|MAX|DEF}[,{<reso>|MIN|MAX|DEF}]]
<range>

＜数値プログラムデータ＞
3E-6 ～ 300E-3

デフォルト値
50E-3

単位 ”S” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 0.1ppm ～ range × 100ppm

デフォルト値
range × 1ppm

レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
設定された分解能に応じたゲート時間に設定されます。
パラメータを省略した場合、デフォルト値が設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
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2.5.6.10 CONFigure:TEMPerature コマンド

1

測定ファンクションを TEMP に設定します。
パラメータで、温度センサー種別を設定します。

2

<type>

＜文字プログラムデータ＞
TC
RTD
FRTD

リモート制御コマンド

コマンド構文
:CONFigure:TEMPerature <type>

3

設定内容
熱電対
測温抵抗体 2W
測温抵抗体 4W

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.6.11 CONFigure:DIODe コマンド

測定ファンクションを DIOD に設定します。
パラメータはありません。
コマンド構文
:CONFigure:DIODe
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.6.12 CONFigure クエリ

選択中の測定ファンクションと設定を返します。
各測定ファンクションのパラメータに応じた設定を読み出します。
クエリ構文
:CONFigure?
応答メッセージ
測定ファンクション名 <range>,<resolution>
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2.5.7 MEASure サブシステム

指定した測定ファンクションの基本設定を行い、すぐに測定を開始し、測定完了後に測定結果を返します。
測定の前に、設定の変更を行うことはできません。
基本設定は CONFigure コマンドと共通です。詳細はそちらを参照してください。
:MEASure:<function>? の送信は、CONFigure:<function> 送信後に READ? を送信することと同義になります。
クエリ構文
:MEASure[:VOLTage][:DC]?
:MEASure[:VOLTage]:AC?
:MEASure:CURRent[:DC]?
:MEASure:CURRent:AC?
:MEASure:RESistance?
:MEASure:FRESistance?
:MEASure:CONTinuity?
:MEASure:FREQuency?
:MEASure:PERiod?
:MEASure:TEMPerature?
:MEASure:DIODe?
各測定ファンクションのパラメータについては、CONFigure サブシステムと共通となりますので、そちら
を参照してください。
トリガ待ち状態または測定中に :MEASure:<function>? クエリを実行した場合、実行エラーとなって応答
を返しません。
応答メッセージ <meas_data>
<meas_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
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1

:SENSe:VOLTage:DC
:SENSe:VOLTage:AC
:SENSe:CURRent:DC
:SENSe:CURRent:AC
:SENSe:RESistor
:SENSe:FRESistor
:SENSe:CONTinuity
:SENSe:FREQuency
:SENSe:PERiod
:SENSe:TEMPerature
:SENSe:DIODe

2
リモート制御コマンド

3

サンプリングレートを設定する際の、NPLC/ApeatureTime/Resolution の関係を以下の表で示します。
サンプリングレート設定の対応表
NPLC
24
6
1
0.6
0.12
0.06
0.03
0.008
0.004
0.002
NPLC
20
5
1
0.5
0.1
0.05
0.025
0.00667
0.00333
0.00167

IM DM7560-17JA

AppertureTime
[sec]
400E-3
100E-3
16.667E-3
10E-3
2E-3
1E-3
500E-6
133.333E-6
66.667E-6
33.333E-6

電源周波数 =60Hz
SamplingRate[sample/sec]
AutoZero=OFF
AutoZero=ON
2.5
1
10
4
60
20
100
100
500
500
1E+3
1E+3
2E+3
2E+3
7.5E+3
7.5E+3
15E+ ３
15E+3
30E+3
30E+3

AppertureTime
[sec]
400E-3
100E-3
20E-3
10E-3
2E-3
1E-3
500E-6
133.333E-6
66.667E-6
33.333E-6

電源周波数 =50Hz
SamplingRate [sample/sec]
AutoZero=OFF
AutoZero=ON
2.5
1
10
4
50
20
100
100
500
500
1E+3
1E+3
2E+3
2E+3
7.5E+3
7.5E+3
15E+3
15E+3
30E+3
30E+3

Resolution
Range × 1ppm
Range × 10ppm

Resolution
Range × 1ppm
Range × 10ppm
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2.5.8.1

[SENSe]:FUNCtion[:ON] コマンド / クエリ

測定ファンクションの設定 / 読出しをします。

コマンド構文
[:SENSe]:FUNCtion[:ON] <func_str>
<func_str>

＜文字列プログラムデータ＞
VOLTage[:DC]
VOLTage:AC
CURRent[:DC]
CURRent:AC
RESistance
FRESistance
CONTinuity
FREQuency
PERiod
TEMPerature
DIODe

設定内容
DCV (DC 電圧 )
ACV (AC 電圧 )
DCI (DC 電流 )
ACI (AC 電流 )
2WΩ (2 端子抵抗 )
4WΩ (4 端子抵抗 )
CONT ( 導通 )
FREQ (Freq) ( 周波数 )
FREQ(Period) ( 周期 )
TEMP ( 温度 )
DIOD （ダイオード）

＜文字列プログラムデータ＞はダブルクォーテーション (") またはシングルクォーテーション (‘) で囲まれ
た文字列です。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FUNCtion[:ON]?
応答メッセージ “<func_str>”
<func_str> は < 文字列応答データ > フォーマットです。
ダブルクォーテーション (“) で囲んだ文字列が返ります。
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SENSe:VOLTage:DC サブシステム

1

2.5.8.2.1 [SENSe]:VOLTage[:DC]:NPLCycles コマンド / クエリ
DCV 測定のサンプリングレートを PLC 換算値 ( サンプリング周期 / 電源周期 ) で設定 / 読出しします。

3

<nplc>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
1.67E-3
2E-3
3.33E-3
4E-3
6.67E-3
8E-3
25E-3
30E-3
50E-3
60E-3
100E-3
120E-3
500E-3
600E-3
1
1
5
6
20
(DEF)
24
(DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:NPLCycles? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <nplc>
<nplc> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2
リモート制御コマンド

コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:NPLCycles {<nplc>|MIN|MAX|DEF}
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2.5.8.2.2 [SENSe]:VOLTage[:DC]:SRATE コマンド / クエリ
DCV 測定のサンプリングレートの設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:SRATE {<sample_rate>|MIN|MAX|DEF}
<sample_rate>
電源周波数 50Hz
2.5 (DEF)
10
50
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 60Hz
2.5 (DEF)
10
60
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

AutoZero
1 (DEF)
4
20
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

電源周波数、DCV の AutoZero 設定により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:SRATE? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <sample_rate>
<sample_rate> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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1

2.5.8.2.3 [SENSe]:VOLTage[:DC]:APERture コマンド / クエリ
DCV 測定のサンプリングレートを時間で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}

2
リモート制御コマンド

<time>

3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
33.333E-6
33.333E-6
66.667E-6
66.667E-3
133.333E-6
133.333E-6
500E-6
500E-6
1E-3
1E-3
2E-3
2E-3
10E-3
10E-3
20E-3
16.667E-3
100E-3
100E-3
400E-3 (DEF)
400E-3 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
単位 ”S” を許容します。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2.5.8.2.4 [SENSe]:VOLTage[:DC]:RESolution コマンド / クエリ
DCV のサンプリングレートを測定分解能で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:RESolution {<reso>|MIN|MAX|DEF}
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm ～ range × 10ppm

デフォルト値
range × 1ppm

Range は DCV のレンジ設定値です。
レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:RESolution? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <reso>
<reso> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。

2.5.8.2.5 [SENSe]:VOLTage[:DC]:RANGe:AUTO コマンド / クエリ
DCV 測定のオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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1

2.5.8.2.6 [SENSe]:VOLTage[:DC]:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
DCV 測定のレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
100E-3
1
10
100
1000

リモート制御コマンド

<range>

2
3

デフォルト値
1000

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
DCV 測定のオートレンジ設定は、自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。

2.5.8.2.7 [SENSe]:VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO コマンド / クエリ
DCV 測定のオートゼロ機能の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
ONCE を設定すると、1 回オートゼロ動作を実行した後、OFF に設定されます。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO <off_on_once>
<off_on_once>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON
ONCE

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )
－

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO?
応答メッセージ <off_on_once>
<off_on_once> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.8.2.8 [SENSe]:VOLTage[:DC]:NULL:STATe コマンド / クエリ
DCV 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2.5.8.2.9 [SENSe]:VOLTage[:DC]:NULL:VALue コマンド / クエリ
DCV 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
DCV 測定のヌル測定で使用されます。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.000000E+0

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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1

2.5.8.2.10 [SENSe]:VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO コマンド / クエリ
DCV 測定の入力インピーダンス自動設定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO <off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

リモート制御コマンド

<off_on>

2
3

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

OFF を設定すると、入力インピーダンスは 10MΩ に固定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2.5.8.3

SENSe:VOLTage:AC サブシステム

2.5.8.3.1 [SENSe]:VOLTage:AC:NPLCycles コマンド / クエリ
ACV 測定のサンプリングレートを PLC 換算値 ( サンプリング周期 / 電源周期 ) で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:NPLCycles {<nplc>|MIN|MAX|DEF}
<nplc>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
1
1
5
6
20
(DEF)
24
(DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACV の帯域幅設定が MID(20Hz ～ ) の際は、デフォルト値 に固定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:NPLCycles? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <nplc>
<nplc> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
IM DM7560-17JA
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2.5.8.3.2 [SENSe]:VOLTage:AC:SRATE コマンド / クエリ
ACV 測定のサンプリングレートの設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:SRATE {<sample_rate>|MIN|MAX|DEF}
<sample_rate>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 60Hz
電源周波数 50Hz
2.5 (DEF)
2.5 (DEF)
10
10
50
60

電源周波数の設定により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACV の帯域幅設定が MID(20Hz ～ ) の際は、デフォルト値 に固定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage[:DC]:SRATE? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <sample_rate>
<sample_rate> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
2.5.8.3.3 [SENSe]:VOLTage:AC:APERture コマンド / クエリ
ACV 測定のサンプリングレートを時間で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}
<time>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
20E-3
16.667E-3
100E-3
100E-3
400E-3 (DEF)
400E-3 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
単位 ”S” を許容します。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACV の帯域幅設定が MID(20Hz ～ ) の際は、デフォルト値 に固定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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1

2.5.8.3.4 [SENSe]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO コマンド / クエリ
ACV 測定のオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO <off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

リモート制御コマンド

<off_on>

2
3

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2.5.8.3.5 [SENSe]:VOLTage:AC:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
ACV 測定のレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}
<range>

＜数値プログラムデータ＞
100E-3
1
10
100
750

デフォルト値
750

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACV 測定のオートレンジ設定は、自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。
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2.5.8.3.6 [SENSe]:VOLTage:AC:NULL:STATe コマンド / クエリ
ACV 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2.5.8.3.7 [SENSe]:VOLTage:AC:NULL:VALue コマンド / クエリ
ACV 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
ACV 測定のヌル測定で使用されます。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.000000E+0

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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2.5.8.3.8 [SENSe]:VOLTage:AC:BANDwidth コマンド / クエリ
ACV 測定の帯域幅の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:BANDwidth {<bandwidth>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
20
200

リモート制御コマンド

<bandwidth>

2
3

デフォルト値
20

単位 ”Hz” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:BANDwidth? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <bandwidth>
<bandwidth> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。

2.5.8.3.9 [SENSe]:VOLTage:AC:FREQuency コマンド / クエリ
ACV 測定時の周波数測定の測定結果の表示の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:FREQuency <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:FREQuency?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.8.4

SENSe:CURRent:DC サブシステム

2.5.8.4.1 [SENSe]:CURRent[:DC]:NPLCycles コマンド / クエリ
DCI 測定のサンプリングレートを PLC 換算値 ( サンプリング周期 / 電源周期 ) で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:NPLCycles {<nplc>|MIN|MAX|DEF}
<nplc>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
1.67E-3
2E-3
3.33E-3
4E-3
6.67E-3
8E-3
25E-3
30E-3
50E-3
60E-3
100E-3
120E-3
500E-3
600E-3
1
1
5
6
20 (DEF)
24 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:NPLCycles? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <nplc>
<nplc> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2.5.8.4.2 [SENSe]:CURRent[:DC]:SRATE コマンド / クエリ
DCI 測定のサンプリングレートの設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:SRATE {<sample_rate>|MIN|MAX|DEF}

電源周波数 50Hz
2.5 (DEF)
10
50
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 60Hz
2.5 (DEF)
10
60
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

リモート制御コマンド

<sample_rate>

2
3

AutoZero
1 (DEF)
4
20
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

電源周波数、DCI の AutoZero 設定により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:SRATE? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <sample_rate>
<sample_rate> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2.5.8.4.3 [SENSe]:CURRent[:DC]:APERture コマンド / クエリ
DCI 測定のサンプリングレートを時間で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}
<time>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
33.333E-6
33.333E-3
66.667E-6
66.667E-3
133.333E-6
133.333E-6
500E-6
500E-6
1E-3
1E-3
2E-3
2E-3
10E-3
10E-3
20E-3
16.667E-3
100E-3
100E-3
400E-3
(DEF)
400E-3
(DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
単位 ”S” を許容します。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2.5.8.4.4 [SENSe]:CURRent[:DC]:RESolution コマンド / クエリ
DCI のサンプリングレートを測定分解能で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:RESolution {<reso>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm ～ｒ ange × 10ppm

リモート制御コマンド

<reso>

2
3

デフォルト値
range × 1ppm

Range は DCI のレンジ設定値です。
レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:RESolution? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <reso>
<reso> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
2.5.8.4.5 [SENSe]:CURRent[:DC]:RANGe:AUTO コマンド / クエリ

DCI 測定のオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.8.4.6 [SENSe]:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
DCI 測定のレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}
<range>

＜数値プログラムデータ＞
1E-3
10E-3
100E-3
1
3

デフォルト値
1

単位 ”A” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
DCI 測定のオートレンジ設定は、自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。

2.5.8.4.7 [SENSe]:CURRent[:DC]:ZERO:AUTO コマンド / クエリ
DCI 測定のオートゼロ機能の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
ONCE を設定すると、1 回オートゼロ動作を実行した後、OFF に設定されます。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:ZERO:AUTO <off_on_once>
<off_on_once>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON
ONCE

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )
－

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:ZERO:AUTO?
応答メッセージ <off_on_once>
<off_on_once> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.8.4.8 [SENSe]:CURRent[:DC]:NULL:STATe コマンド / クエリ
DCI 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。

1

コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:NULL[:STATe] <off_on>

2

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

リモート制御コマンド

<off_on>

3

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.8.4.9 [SENSe]:CURRent[:DC]:NULL:VALue コマンド / クエリ
DCI 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
DCI 測定のヌル測定で使用されます。

コマンド構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.000000E+0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
単位 ”A” を許容します。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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2.5.8.5

SENSe:CURRent:AC サブシステム

2.5.8.5.1 [SENSe]:CURRent:AC:NPLCycles コマンド / クエリ
ACI 測定のサンプリングレートを PLC 換算値 ( サンプリング周期 / 電源周期 ) で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:NPLCycles {<nplc>|MIN|MAX|DEF}
<nplc>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
1
1
5
6
20 (DEF)
24 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACI の帯域幅設定が MID(20Hz ～ ) の際は、デフォルト値 に固定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent:AC:NPLCycles? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <nplc>
<nplc> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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1

2.5.8.5.2 [SENSe]:CURRent:AC:SRATE コマンド / クエリ
ACI 測定のサンプリングレートの設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:SRATE {<sample_rate>|MIN|MAX|DEF}

2
リモート制御コマンド

<sample_rate>

3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
2.5 (DEF)
2.5 (DEF)
10
10
50
60

電源周波数の設定により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACI の帯域幅設定が MID(20Hz ～ ) の際は、デフォルト値 に固定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent[:DC]:SRATE? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <sample_rate>
<sample_rate> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2.5.8.5.3 [SENSe]:CURRent:AC:APERture コマンド / クエリ
ACI 測定のサンプリングレートを時間で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}
<time>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
20E-3
16.667E-3
100E-3
100E-3
400E-3 (DEF)
400E-3 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
単位 ”S” を許容します。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACI の帯域幅設定が MID(20Hz ～ ) の際は、デフォルト値 に固定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent:AC:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
2.5.8.5.4 [SENSe]:CURRent:AC:RANGe:AUTO コマンド / クエリ

ACI 測定のオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent:AC:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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1

2.5.8.5.5 [SENSe]:CURRent:AC:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
ACI 測定のレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
1
3

リモート制御コマンド

<range>

2
3

デフォルト値
1

単位 ”A” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
ACI 測定のオートレンジ設定は、自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent:AC:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。
2.5.8.5.6 [SENSe]:CURRent:AC:NULL:STATe コマンド / クエリ
ACI 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent:AC:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.8.5.7 [SENSe]:CURRent:AC:NULL:VALue コマンド / クエリ
ACI 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
ACI 測定のヌル測定で使用されます。
コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.000000E+0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
単位 ”A” を許容します。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent:AC:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
2.5.8.5.8 [SENSe]:CURRent:AC:BANDwidth コマンド / クエリ
ACI 測定の帯域幅の設定 / 読出しをします。

コマンド構文
[:SENSe]:CURRent:AC:BANDwidth {<bandwidth>|MIN|MAX|DEF}
<bandwidth>

＜数値プログラムデータ＞
20
200

デフォルト値
20

単位 ”Hz” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CURRent:AC:BANDwidth? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <bandwidth>
<bandwidth> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
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SENSe:RESistance サブシステム

1

2.5.8.6.1 [SENSe]:RESistance:NPLCycles コマンド / クエリ
2WΩ 測定のサンプリングレートを PLC 換算値 ( サンプリング周期 / 電源周期 ) で設定 / 読出しします。

3

<nplc>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
1.67E-3
2E-3
3.33E-3
4E-3
6.67E-3
8E-3
25E-3
30E-3
50E-3
60E-3
100E-3
120E-3
500E-3
600E-3
1
1
5
6
20 (DEF)
24 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:NPLCycles? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <nplc>
<nplc> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2
リモート制御コマンド

コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:NPLCycles {<nplc>|MIN|MAX|DEF}
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2.5.8.6.2 [SENSe]:RESistance:SRATE コマンド / クエリ
2WΩ 測定のサンプリングレートの設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:SRATE {<sample_rate>|MIN|MAX|DEF}
<sample_rate>
電源周波数 50Hz
2.5 (DEF)
10
50
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 60Hz
2.5 (DEF)
10
60
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

AutoZero
1 (DEF)
4
20
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

電源周波数、2WΩ の AutoZero 設定により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:SRATE? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <sample_rate>
<sample_rate> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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1

2.5.8.6.3 [SENSe]:RESistance:APERture コマンド / クエリ
2WΩ 測定のサンプリングレートを時間で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}

2
リモート制御コマンド

<time>

3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
33.333E-6
33.333E-6
66.667E-6
66.667E-6
133.333E-6
133.333E-6
500E-6
500E-6
1E-3
1E-3
2E-3
2E-3
10E-3
10E-3
20E-3
16.667E-3
100E-3
100E-3
400E-3 (DEF)
400E-3 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
単位 ”S” を許容します。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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2.5.8.6.4 [SENSe]:RESistance:RESolution コマンド / クエリ
2WΩ のサンプリングレートを測定分解能で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:RESolution {<reso>|MIN|MAX|DEF}
<reso>

＜数値プログラムデータ＞
range × 1ppm ～ range × 10ppm

デフォルト値
range × 1ppm

range は 2WΩ のレンジ設定値です。
レンジ設定により、設定範囲 / デフォルト値が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:RESolution? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <reso>
<reso> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。

2.5.8.6.5 [SENSe]:RESistance:RANGe:AUTO コマンド / クエリ
2WΩ 測定のオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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1

2.5.8.6.6 [SENSe]:RESistance:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
2WΩ 測定のレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
100
1E+3
10E+3
100E+3
1E+6
10E+6
100E+6

リモート制御コマンド

<range>

2
3

デフォルト値
1E+6

単位 ”OHM” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
2WΩ 測定のオートレンジ設定は、自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。
2.5.8.6.7 [SENSe]:RESistance:ZERO:AUTO コマンド / クエリ
2WΩ 測定のオートゼロ機能の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
ONCE を設定すると、1 回オートゼロ動作を実行した後、OFF に設定されます。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:ZERO:AUTO <off_on_once>
<off_on_once>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON
ONCE

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )
－

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:ZERO:AUTO?
応答メッセージ <off_on_once>
<off_on_once> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.8.6.8 [SENSe]:RESistance:NULL:STATe コマンド / クエリ
2WΩ 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2.5.8.6.9 [SENSe]:RESistance:NULL:VALue コマンド / クエリ
2WΩ 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
2WΩ 測定のヌル測定で使用されます。
コマンド構文
[:SENSe]:RESistance:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>
単位 ”OHM” を許容します。
範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:RESistance:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
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SENSe:FRESistance サブシステム

1

2.5.8.7.1 [SENSe]:FRESistance:NPLCycles コマンド / クエリ
4WΩ 測定のサンプリングレートを PLC 換算値 ( サンプリング周期 / 電源周期 ) で設定 / 読出しします。

<nplc>

3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
1
1
5
6
20 (DEF)
24 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FRESistance:NPLCycles? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <nplc>
<nplc> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。

2.5.8.7.2 [SENSe]:FRESistance:SRATE コマンド / クエリ
4WΩ 測定のサンプリングレートの設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:FRESistance:SRATE {<sample_rate>|MIN|MAX|DEF}
<sample_rate>

＜数値プログラムデータ＞
1
4
20

デフォルト値
1

サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FRESistance:SRATE? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <sample_rate>
<sample_rate> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
IM DM7560-17JA
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コマンド構文
[:SENSe]:FRESistance:NPLCycles {<nplc>|MIN|MAX|DEF}
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2.5.8.7.3 [SENSe]:FRESistance:APERture コマンド / クエリ
4WΩ 測定のサンプリングレートを時間で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:FRESistance:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}
<time>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
20E-3
16.667E-3
100E-3
100E-3
400E-3 (DEF)
400E-3 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
単位 ”S” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FRESistance:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。

2.5.8.7.4 [SENSe]:FRESistance:RANGe:AUTO コマンド / クエリ
4WΩ 測定のオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:FRESistance:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FRESistance:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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1

2.5.8.7.5 [SENSe]:FRESistance:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
4WΩ 測定のレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:FRESistance:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
100
1E+3
10E+3
100E+3
1E+6
10E+6
100E+6

リモート制御コマンド

<range>

2
3

デフォルト値
1E+6

単位 ”OHM” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
4WΩ 測定のオートレンジ設定は、自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FRESistance:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。
2.5.8.7.6 [SENSe]:FRESistance:NULL:STATe コマンド / クエリ
4WΩ 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:FRESistance:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FRESistance:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

IM DM7560-17JA

2-101

2.5

機器固有コマンド
2.5.8.7.7 [SENSe]:FRESistance:NULL:VALue コマンド / クエリ
4WΩ 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
4WΩ 測定のヌル測定で使用されます。
コマンド構文
[:SENSe]:FRESistance:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.000000E+0

単位 ”OHM” を許容します。
範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FRESistance:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。

2.5.8.8

SENSe:CONTinuity サブシステム

2.5.8.8.1 [SENSe]:CONTinuity:THReshold コマンド / クエリ
CONT の閾値を設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:CONTinuity:THReshold {<threshold>|MIN|MAX|DEF}
<threshold>

＜数値プログラムデータ＞
1 ~ 1000

分解能
0.1

デフォルト値
10

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
分解能以下の数値は、切り上げられます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:CONTinuity:THReshold? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <threshold>
<threshold> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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SENSe:FREQuency サブシステム

1

2.5.8.9.1 [SENSe]:FREQuency:APERture コマンド / クエリ
FREQ 測定のゲート時間を設定 / 読出しします。

2
リモート制御コマンド

コマンド構文
[:SENSe]:FREQuency:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}

3

<time>
＜数値プログラムデータ＞
1E-3
10E-3
100E-3
1.0E0

デフォルト値
100E-3

単位 ”S” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FREQuency:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
2.5.8.9.2 [SENSe]:FREQuency:NULL:STATe コマンド / クエリ

FREQ 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:FREQuency:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FREQuency:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.8.9.3 [SENSe]:FREQuency:NULL:VALue コマンド / クエリ
FREQ 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
FREQ 測定のヌル測定で使用されます。
コマンド構文
[:SENSe]:FREQuency:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.000000E+0

単位 ”HZ” を許容します。
範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FREQuency:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
2.5.8.9.4 [SENSe]:FREQuency:VOLTage:RANGe:AUTO コマンド / クエリ

FREQ 測定で使用する交流電圧についてのオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:FREQuency:VOLTage:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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1

2.5.8.9.5 [SENSe]:FREQuency:VOLTage:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
FREQ 測定で使用される交流電圧についてのレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:FREQuency:VOLTage:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}

＜数値プログラムデータ＞
100E-3
1
10
100
750

リモート制御コマンド

<range>

2
3

デフォルト値
750

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
FREQ 測定で使用される交流電圧のオートレンジ設定が自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。
ACV 測定のレンジ設定を返します。
2.5.8.9.6 [SENSe]:FREQuency:ACV コマンド / クエリ
FREQ 測定時の ACV 測定の測定結果の表示の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:FREQuency:ACV <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:FREQuency:ACV?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.8.10 SENSe:PERiod サブシステム
2.5.8.10.1 [SENSe]:PERiod:APERture コマンド / クエリ
FREQ 測定のゲート時間を設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:PERiod:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}
<time>

＜数値プログラムデータ＞
1E-3
10E-3
100E-3
1.0E0

デフォルト値
100E-3

単位 ”S” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:PERiod:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
2.5.8.10.2

[SENSe]:PERiod:NULL:STATe コマンド / クエリ

FREQ 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:PERiod:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

クエリ構文
[:SENSe]:PERiod:NULL[:STATe]?
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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1

2.5.8.10.3 [SENSe]:PERiod:NULL:VALue コマンド / クエリ
FREQ 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
FREQ 測定のヌル測定で使用されます。

2

<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

リモート制御コマンド

コマンド構文
[:SENSe]:PERiod:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}

3

デフォルト値
+0.000000E+0

単位 ”S” を許容します。
範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:PERiod:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。
2.5.8.10.4

[SENSe]:PERiod:VOLTage:RANGe:AUTO コマンド / クエリ
FREQ 測定 (Period モード ) で使用する交流電圧についてのオートレンジの ON/OFF の設定 / 読出しをしま
す。
コマンド構文
[:SENSe]:PERiod:VOLTage:RANGe:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.8.10.5 [SENSe]:PERiod:VOLTage:RANGe[:UPPer] コマンド / クエリ
FREQ 測定 (Period モード ) で使用される交流電圧についてのレンジの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:PERiod:VOLTage:RANGe[:UPPer] {<range>|MIN|MAX|DEF}
<range>

＜数値プログラムデータ＞
100E-3
1
10
100
750

デフォルト値
750

単位 ”V” を許容します。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
FREQ 測定のオートレンジ設定が自動で OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe[:UPPer]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <range>
<range> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
パラメータなしの際は、現在のレンジ設定値が返ります。
2.5.8.10.6 [SENSe]:PERiod:ACV コマンド / クエリ
FREQ 測定 (Period モード ) 時の ACV 測定の測定結果の表示の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:PERiod:ACV <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:PERiod:ACV?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2-108

IM DM7560-17JA

2.5

機器固有コマンド

2.5.8.11 SENSe:TEMPerature サブシステム

1

2.5.8.11.1 [SENSe]:TEMPerature:NPLCycles コマンド / クエリ
TEMP 測定のサンプリングレートを PLC 換算値 ( サンプリング周期 / 電源周期 ) で設定 / 読出しします。

3

<nplc>

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
1.67E-3
2E-3
3.33E-3
4E-3
6.67E-3
8E-3
25E-3
30E-3
50E-3
60E-3
100E-3
120E-3
500E-3
600E-3
1
1
5
6
20 (DEF)
24 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:NPLCycles? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <nplc>
<nplc> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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リモート制御コマンド

コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:NPLCycles {<nplc>|MIN|MAX|DEF}
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2.5.8.11.2 [SENSe]:TEMPerature:SRATE コマンド / クエリ
TEMP 測定のサンプリングレートの設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:SRATE {<sample_rate>|MIN|MAX|DEF}
<sample_rate>
電源周波数 50Hz
2.5
(DEF)
10
50
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 60Hz
2.5 (DEF)
10
60
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

AutoZero
1
(DEF)
4
20
100
500
1E+3
2E+3
7.5E+3
15E+3
30E+3

電源周波数、TEMP の AutoZero 設定により設定範囲が異なります。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:SRATE? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <sample_rate>
<sample_rate> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
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1

2.5.8.11.3 [SENSe]:TEMPerature:APERture コマンド / クエリ
TEMP 測定のサンプリングレートを時間で設定 / 読出しします。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:APERture {<time>|MIN|MAX|DEF}

2
リモート制御コマンド

<time>

3

＜数値プログラムデータ＞
電源周波数 50Hz
電源周波数 60Hz
33.333E-6
33.333E-6
66.667E-6
66.667E-6
133.333E-6
133.333E-6
500E-6
500E-6
1E-3
1E-3
2E-3
2E-3
10E-3
10E-3
20E-3
16.667E-3
100E-3
100E-3
400E-3 (DEF)
400E-3 (DEF)

電源周波数により設定範囲が異なります。
単位 ”S” を許容します。
サンプリングレートとの対応は、SENSe サブシステム冒頭の対応表を参照してください。
範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:APERture? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <time>
<time> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットです。
2.5.8.11.4 SENSe]:TEMPerature:NULL:STATe コマンド / クエリ
TEMP 測定のヌル測定の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:NULL[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:NULL[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.8.11.5 [SENSe]:TEMPerature:NULL:VALue コマンド / クエリ
TEMP 測定のヌル値の設定 / 読出しをします。
TEMP 測定のヌル測定で使用されます。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:NULL:VALue {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.000000E+0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:NULL:VALue? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。

2.5.8.11.6 [SENSe]:TEMPerature:ZERO:AUTO コマンド / クエリ
TEMP 測定のオートゼロ機能の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
ONCE を設定すると、1 回オートゼロ動作を実行した後、OFF に設定されます。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:ZERO:AUTO <off_on_once>
<off_on_once>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON
ONCE

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )
－

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:ZERO:AUTO?
応答メッセージ <off_on_once>
<off_on_once> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.8.11.7 [SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TYPE コマンド / クエリ
TEMP 測定のセンサー種別の設定 / 読出しをします。

1

コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TYPE <sensor>

2

＜文字プログラムデータ＞
TC
RTD
FRTD

リモート制御コマンド

<sensor>

3

＜数値プログラムデータ＞
熱電対
測温抵抗体 2W
測温抵抗体 4W

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TYPE?
応答メッセージ <sensor>
<sensor> は < 文字応答データ > フォーマットです。

2.5.8.11.8 [SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TC:TYPE コマンド / クエリ
TEMP 測定のセンサーとして熱電対種別の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TC:TYPE <tc_type>
<tc_type>

＜文字プログラムデータ＞
R
K
T
J
E

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TC:TYPE?
応答メッセージ <tc_type>
<tc_type> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.8.11.9 [SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TC:CJUNCtion コマンド / クエリ
TEMP 測定のセンサー熱電対における冷接点の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TC:CJUNCtion {<val_data>|MIN|MAX|DEF}
<val_data>

＜数値プログラムデータ＞
-50.000 ～ +100.000

分解能
0.001

デフォルト値
0.0

範囲外の数値は、範囲内の最大値 / 最小値に丸めて設定され、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TC:CJUNCtion? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <val_data>
<val_data> は＜ NR3 数値応答データ＞フォーマットの数字です。

2.5.8.11.10 [SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:RTD:TYPE コマンド / クエリ
TEMP 測定のセンサーとして 2 端子測温抵抗体種別の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:RTD:TYPE <rtd_type>
<rtd_type>

＜文字プログラムデータ＞
PT100
JPT100

4 端子測定の設定も変更されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:RTD:TYPE?
応答メッセージ <rtd_type>
<rtd_type> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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1

2.5.8.11.11 [SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:FRTD:TYPE コマンド / クエリ
TEMP 測定のセンサーとして 4 端子測温抵抗体種別の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:FRTD:TYPE <rtd_type>

2
リモート制御コマンド

<rtd_type>

3

＜文字プログラムデータ＞
PT100
JPT100

2 端子測定の設定も変更されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:FRTD:TYPE?
応答メッセージ <rtd_type>
<rtd_type> は < 文字応答データ > フォーマットです。

IM DM7560-17JA

2-115

2.5

機器固有コマンド

2.5.9 DISPlay サブシステム
2.5.9.1

DISPlay[:WINDow[1|2][:STATe]] コマンド / クエリ

本体の画面表示の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DISPlay[:WINDow[1|2][:STATe]]
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

<off_on>

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

Window1、Window2 ともに全画面の設定となります。
クエリ構文
:DISPlay[:WINDow[1|2][:STATe]]?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
Window1、Window2 ともに全画面の設定が返ります。

2.5.9.2

DISPlay:WINDow[1|2]:BACKground:COLor コマンド / クエリ

本体の画面表示の背景色の設定 / 読出しをします。

コマンド構文
:DISPlay:WINDow[1|2]:BACKground:COLor <back_col>
<back_col>

＜文字プログラムデータ＞
BLACK
WHITE

設定内容
背景色 黒
背景色 白

Window1、Window2 ともに全画面の設定となります。
クエリ構文
:DISPlay:WINDow[1|2]:BACKground:COLor?
応答メッセージ <back_col>
<back_col> は < 文字応答データ > フォーマットです。
Window1、Window2 ともに全画面の設定が返ります。

2-116

IM DM7560-17JA

2.5

2.5.9.3

機器固有コマンド

DISPlay:WINDow[1]:MODE コマンド / クエリ

1

本体画面の PRIMARY 表示部の表示モードの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DISPlay:WINDow[1]:MODE <win1_mode>

＜文字プログラムデータ＞
NUMERIC
TREND
HISTOGRAM
LIMIT
METER

リモート制御コマンド

<win1_mode>

2

設定内容
通常 測定値表示
トレンドチャート表示
ヒストグラム表示
LIMIT 演算判定結果表示
アークスケールメーター表示

3

クエリ構文
:DISPlay:WINDow[1]:MODE?
応答メッセージ <win1_mode>
<win1_mode> は < 文字応答データ > フォーマットです。

2.5.9.4

DISPlay:WINDow2:MODE コマンド / クエリ

本体画面の SECONDARY 表示部の表示モードの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DISPlay:WINDow2:MODE <win2_mode>
<win2_mode>

＜文字プログラムデータ＞
NUMERIC
METER
LIMIT
STATISTIC
HISTOGRAM
TREND
CURSOR

設定内容
通常 測定値表示
アナログメーター表示
LIMIT 演算判定結果表示※
統計演算結果 (MAX/MIN/AVG/σ 等 ) ※
ヒストグラム関連数値 ( レンジ /ERR/TOTAL 等 ) ※
トレンドチャート関連数値※
カーソル測定値※

※：各機能が ON に設定されている場合のみ
表示できない設定が指定された際は、実行エラーとなります。
クエリ構文
:DISPlay:WINDow2:MODE?
応答メッセージ <win2_mode>
<win2_mode> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.9.5

DISPlay:MENU:ANIMation[:STATe] コマンド / クエリ

本体画面のメニュー表示のアニメーション表示機能の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DISPlay:MENU:ANIMation <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

クエリ構文
:DISPlay:MENU:ANIMation?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2.5.9.6

DISPlay:NUMeric:DIGIts コマンド / クエリ

PRIMARY 表示部の数値表示における桁マスク機能を、表示有効桁数で設定 / 読出しします。
コマンド構文
:DISPlay:NUMeric:DIGIts {<digits>|MIN|MAX|DEF}
<digits>

＜数値プログラムデータ＞
4~7

デフォルト値
7

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
桁マスク機能を OFF にする場合は、<digits> に最大値 (7 または 6) に設定します。
クエリ構文
:DISPlay:NUMeric:DIGIts?
応答メッセージ <digits>
<digits> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
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DISPlay:NUMeric:FONT コマンド / クエリ

1

PRIMARY 表示部の数値表示に用いるフォントの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DISPlay:NUMeric:FONT <font>

＜文字プログラムデータ＞
NORMAL
SEVEN

リモート制御コマンド

<font>

2

設定内容
ゴシック体フォント
7 セグメントディスプレイ風フォント

3

クエリ構文
:DISPlay:NUMeric:FONT?
応答メッセージ <font>
<font> は < 文字応答データ > フォーマットです。

2.5.9.8

DISPlay:NUMeric:SIZE コマンド / クエリ

PRIMARY 表示部の数値表示に用いるフォントサイズの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DISPlay:NUMeric:SIZE <size>
<size>

＜文字プログラムデータ＞
NORMAL
LARGE

設定内容
通常サイズの数値表示
大きいサイズの数値表示

クエリ構文
:DISPlay:NUMeric:SIZE?
応答メッセージ <size>
<size> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.10 SYSTem サブシステム

2.5.10.1 SYSTem:BEEPer[:IMMediate] コマンド
ビープ音を 1 回鳴らします。

コマンド構文
:SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

2.5.10.2 SYSTem:BEEPer:LIMit:STATe コマンド / クエリ

リミット機能での判定結果によるビープ音の鳴動条件を設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:SYSTem:BEEPer:LIMit:STATe <off_go_nogo>
<off_go_nogo>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
GO
NOGO

設定内容
ビープ音 OFF
測定値が設定範囲内
測定値が設定範囲外

クエリ構文
:SYSTem:BEEPer:LIMit:STATe?
応答メッセージ <off_go_nogo>
<off_go_nogo> は < 文字応答データ > フォーマットです。

2.5.10.3 SYSTem:BEEPer:KEY:STATe コマンド / クエリ

キー押下時のビープ音鳴動の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:SYSTem:BEEPer:KEY:STATe <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

クエリ構文
:SYSTem:BEEPer:KEY:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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2.5.10.4 SYSTem:BEEPer:CAUTion:STATe コマンド / クエリ

エラーデータ取得時のビープ音鳴動の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
測定がオーバーロードやオーバーフローの場合、リミット演算で範囲設定が Upper ＜ Lower の場合など
をエラー状態とします。

<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

3
＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

クエリ構文
:SYSTem:BEEPer:CAUTion:STATe?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。

2.5.10.5 SYSTem:LFRequency:AUTO コマンド / クエリ
電源周波数の自動判別の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:SYSTem:LFRequency:AUTO <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:SYSTem:LFRequency:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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コマンド構文
:SYSTem:BEEPer:CAUTion:STATe <off_on>

1
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2.5.10.6 SYSTem:LFRequency:ACTual クエリ
電源周波数を測定し、測定値を返します。
クエリ構文
:SYSTem:LFRequency:ACTual?
トリガ待ち状態または測定中にこのクエリを実行した場合、実行エラーとなり応答を返しません。
応答メッセージ <lfreq>
<lfreq> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
50 または 60 が返ります。

2.5.10.7 SYSTem:LFRequency コマンド / クエリ

測定で使用される電源周波数の設定をします。
クエリは、現在、測定で使用されている電源周波数を読み出します。
コマンド構文
:SYSTem:LFRequency <lfreq>
<lfreq>

＜数値プログラムデータ＞
50,60

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
規定値以外の数値は、小さい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
電源周波数の自動判別機能は自動的に OFF に設定されます。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:SYSTem:LFRequency?
応答メッセージ <lfreq>
<lfreq> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
電源周波数の自動判別が ON の際は、自動判別結果の周波数が返ります。
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2.5.10.8 SYSTem:PRESet コマンド

1

セットアップをデフォルトに戻します。
リモート設定は変更されません。

2
リモート制御コマンド

コマンド構文
:SYSTem:PRESet
トリガ待ち状態、測定中に実行した場合は、測定停止状態になります。

3

2.5.10.9 SYSTem:HEADer:TYPE コマンド / クエリ

画面のヘッダ部に表示する文字列の種別を設定 / 読出しします。
コマンド構文
:SYSTem:HEADer:TYPE <header>
<header>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
DATETIME
SETUPNAME

設定内容
表示なし
現在時刻表示
現在セットアップの名称表示

クエリ構文
:SYSTem:HEADer:TYPE?
応答メッセージ <header>
<header> は＜文字応答データ＞フォーマットです。

2.5.10.10 SYSTem:DATEtime コマンド / クエリ
現在時刻の設定 / 読出しをします。

コマンド構文
:SYSTem:DATEtime <day>,<month>,<year>,<hour>,<min>,<sec>
パラメータ
<day>
<month>
<year>
<hour>
<min>
<sec>

設定内容
日
月
年
時
分
秒

＜文字プログラムデータ＞
1 ～ 31
1 ～ 12
2000 ～ 2099
0 ～ 23
0 ～ 59
0 ～ 59

範囲外の数値は最大値、最小値に丸められ、実行エラーとなります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:SYSTem:DATEtime?
応答メッセージ <day>,<month>,<year>,<hour>,<min>,<sec>
各パラメータは <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
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2.5.11 OUTPut サブシステム

2.5.11.1 OUTPut[:STATe] コマンド / クエリ

DIO インタフェース出力機能の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
本体に DIO オプション (/CMP) が搭載されている場合のみ有効です。
コマンド構文
:OUTPut[:STATe] <off_on>
<off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:OUTPut[:STATe]?
応答メッセージ <off_on>

<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
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1

2.5.12.1 HCOPy[:SDUMp]:DATA クエリ

画面のハードコピーの画像データを読み出します。
設定されているハードコピーのフォーマットで作成された画像データを読み出します。

2
リモート制御コマンド

このコマンドは、マルチコマンドで使用することはできません。

3

クエリ構文
:HCOPy[:SDUMp]:DATA?
応答メッセージ < プリアンブル >< ハードコピーデータ >
< プリアンブル >
#8xxxxxxxx
xxxxxxxx：ハードコピーデータのバイト数を表す 8 桁のアスキーコード
< ハードコピーデータ >
設定されているハードコピーのフォーマットで作成された画像データ

2.5.12.2 HCOPy[:SDUMp]:DATA:STORe:DIRectory コマンド / クエリ

USB メモリ内のファイルへ画面のハードコピーの画像データを保存する際のディレクトリ名の設定 / 読出し
をします。
コマンド構文
:HCOPy[:SDUMp]:DATA:STORe:DIRectory <directory>
<directory>

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
・ 最大 8 文字
・ 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 ( “ ) で囲む

＜文字プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
クエリ構文
: HCOPy[:SDUMp]:DATA:STORe:DIRectory?
応答メッセージ <directory>
<directory> は < 文字列応答データ > フォーマットです。
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2.5.12.3 HCOPy[:SDUMp]:DATA:STORe コマンド

画面のハードコピーの画像データを USB メモリへファイルとして保存します。
設定されているハードコピーのフォーマットで画像データを作成します。
コマンド構文
:HCOPy[:SDUMp]:DATA:STORe <filename>
<filename>

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
スペース許容
・ 8 文字固定
・ 末尾 4 文字は数字のみ
・ 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 ( “ ) で囲む

設定内容
USB メモリへ保存するファイル名を指定します。
ディレクトリは
HCOPy:SDUMp:DATA:STORe:DIRectory コマ
ンドで指定してください。

＜文字プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。

2.5.12.4 HCOPy[:SDUMp]:DATA:FORMat コマンド / クエリ
画面のハードコピーのフォーマットの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:HCOPy[:SDUMp]:DATA:FORMat <format>
<format>

＜文字プログラムデータ＞
BMP
PNG
TIFF

設定内容
ビットマップ画像
PNG 形式画像
TIFF 形式画像

クエリ構文
:HCOPy[:SDUMp]:DATA:FORMat?
応答メッセージ <format>
<format> は < 文字応答データ > フォーマットです。
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2.5.12.5 HCOPy[:SDUMp]:DATA:COLor コマンド / クエリ

1

画面のハードコピーのカラーモードの ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:HCOPy[:SDUMp]:DATA:COLor <off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

リモート制御コマンド

<off_on>

2

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

3

ON を設定すると、カラー設定になります。
OFF を設定すると、モノクロ設定になります。
クエリ構文
:HCOPy[:SDUMp]:DATA:COLor?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
カラー設定が ON、モノクロ設定が OFF を表します。
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2.5.13 MEMory サブシステム
2.5.13.1 MEMory:NSTates クエリ

内部メモリへ保存可能なセットアップ数を読み出します。
クエリ構文
:MEMory:NSTates?
応答メッセージ <setup_num>
<setup_num> は＜ NR1 数値応答データ＞フォーマットです。

2.5.13.2 MEMory:STATe:CATalog クエリ

内部メモリへ保存されたセットアップのセットアップ名リストを読み出します。
クエリ構文
:MEMory:STATe:CATalog?
応答メッセージ <setup_name_list>
<setup_name_list> は＜文字列応答データ＞フォーマットです。
セットアップ名をダブルクォーテーション (") で囲んで、カンマ (,) 区切りの文字列が返ります。

2.5.13.3 MEMory:STATe:NAME クエリ

内部メモリへ保存されたセットアップのセットアップ名の読出しをします。
内部メモリのセットアップ名は変更できません。
クエリ構文
:MEMory:STATe:NAME? <setup_num>
<setup_num>

＜数値プログラムデータ＞
1 ~ 10

範囲外の数値はコマンドエラーになります。
応答メッセージ <setup_name>
<setup_name> は＜文字列応答データ＞フォーマットです。
セットアップ名をダブルクォーテーション (") で囲んだ文字列が返ります。
内部メモリの <setup_num> で指定されたセットアップのセットアップ名が返ります。
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2.5.13.4 MEMory:STATe:RECall:AUTO コマンド / クエリ

1

本体の電源 ON 時に指定セットアップをリコールする機能の ON/OFF の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:MEMory:STATe:RECall:AUTO <off_on>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

3

ON を設定すると、内部メモリに保存されたセットアップ、前回終了時のセットアップの指定されたセッ
トアップでの起動になります。
OFF を設定すると、デフォルトセットアップでの起動になります。
クエリ構文
: MEMory:STATe:RECall:AUTO?
応答メッセージ <off_on>
<off_on> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0 が OFF、1 が ON を意味します。
デフォルトセットアップでの起動が設定されていると OFF、それ以外は ON とみなします。

2.5.13.5 MEMory:STATe:RECall:SELect コマンド / クエリ

本体の電源 ON 時にリコールされるセットアップの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:MEMory:STATe:RECall:SELect <setup_num>
<setup_num>

＜数値プログラムデータ＞
0 ~ 10

範囲外の数値はコマンドエラーになります。
0 を設定すると、前回終了時のセットアップでの起動になります。
クエリ構文
:MEMory:STATe:RECall:SELect?
応答メッセージ <setup_num>
<setup_num> は＜ NR1 数値応答データ＞フォーマットです。
前回終了時のセットアップでの起動が設定されている際は 0 が返ります。
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リモート制御コマンド

<off_on>

2
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2.5.14 SETUP サブシステム

2.5.14.1 SETUP:NAME コマンド / クエリ

現在のセットアップのセットアップ名を設定 / 読出しします。
コマンド構文
:SETUP:NAME <setup_name>
<setup_name>

＜文字列プログラムデータ＞
・ ダブルクォーテーションもしくはシングルクォーテーショ
ンで囲んだ文字列
（15 文字以下）
・ 使用可能文字
0 ～ 9a ～ z A ～ Z !”#$%&’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ と SP
( ただし、囲み文字と同じ文字は 2 つ重ねて使用してくださ
い)

使用可能文字以外はコマンドエラーとなります。
＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
クエリ構文
:SETUP:NAME?
応答メッセージ <setup_name>

<setup_name> は＜文字列応答データ＞フォーマットです。

2.5.14.2 SETUP:LOAD:DIRectory コマンド / クエリ

USB メモリ内のファイルからセットアップのリコールする際のディレクトリ名の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:SETUP:LOAD:DIRectory <directory>
<directory>

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
・ 最大 8 文字
・ 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 ( “ ) で囲む

＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
クエリ構文
:SETUP:LOAD:DIRectory?
応答メッセージ <directory>
<directory> は < 文字列応答データ > フォーマットです。
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2.5.14.3 SETUP:LOAD コマンド

1

コマンド構文
:SETUP:LOAD <filename>

2

USB メモリ内のファイルからセットアップのリコールを行います。

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
・ 最大 8 文字
・ 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 ( “ ) で囲む

リモート制御コマンド

<filename>

設定内容
USB メモリへ保存するファイル名を指定します。

3

ディレクトリは
SETUP:LOAD:DIRectory コマンドで指定してくださ
い。

＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。

2.5.14.4 SETUP:STORe:DIRectory コマンド / クエリ

USB メモリ内のファイルへセットアップをセーブする際のディレクトリ名の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:SETUP:STORe:DIRectory <directory>
<directory>

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
・ 最大 8 文字
・ 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 ( “ ) で囲む

＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
クエリ構文
:SETUP:STORe:DIRectory?
応答メッセージ <directory>
<directory> は < 文字列応答データ > フォーマットです。

2.5.14.5 SETUP:STORe コマンド

USB メモリ内のファイルへ現在のセットアップのセーブを行います。
コマンド構文
:SETUP:STORe <filename>
<filename>

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
・ 8 文字固定
・ 末尾 4 文字は数字のみ
・ 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 ( “ ) で囲む

設定内容
USB メモリへ保存するファイル名を指定します。
ディレクトリは
SETUP:STORe:DIRectory コマンドで指定してくだ
さい。

＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
IM DM7560-17JA

2-131

2.5

機器固有コマンド

2.5.14.6 SETUP:TRANsfer コマンド / クエリ

コマンドは、セットアップデータを本体に書込み、本体設定を書き込まれたセットアップデータに従って変
更します。
クエリは、現在のセットアップをセットアップデータとして読み出します。
このコマンドは、マルチコマンドで使用することはできません。
またトリガ待ち状態または測定中にこのコマンド / クエリを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
コマンド構文
:SETUP:TRANsfer ＜デリミタ＞ < プリアンブル >< セットアップデータ >
＜デリミタ＞
「2 リモート制御」に記載された各インタフェースの節を参照してください。
< プリアンブル >
#8xxxxxxxx
xxxxxxxx： ＜セットアップデータ＞のバイト数を表す 8 桁のアスキー文字列
			
バイト数が 8 桁未満の場合は先頭に 0 を挿入して 8 桁にします。
			
＜セットアップデータ＞のバイト数が 478 バイトの場合は #800000478 となります。
< セットアップデータ >
本体のセットアップのデータ。
以下のデータが使用できます。
SETUP:TRANsfer? クエリで読みだしたデータ
SETUP:STORe コマンドで USB メモリに保存したデータ
本体操作 SETUP-SAVE で USB メモリに保存したデータ

このコマンドは次の 2 段階の手順で送信してください。

ステップ 1：
パラメータを付けずに、SETUP:TRANsfer コマンドを送信します。これにより、本体がセットアップデー
タ ( プリアンブルを含む ) を受信できる状態になります。
ステップ 2：
＜セットアップデータ＞を上記フォーマットの＜プリアンブル＞を付けて送信します。

クエリ構文
:SETUP:TRANsfer?
応答メッセージ < プリアンブル >< セットアップデータ >
コマンドと同じフォーマットです。
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1

2.5.15.1 DATA:MODE コマンド / クエリ

ロギング機能の動作モードを設定 / 読出しをします。

2

< data_mode>

＜文字プログラムデータ＞
NORMAL
BULK

リモート制御コマンド

コマンド構文
:DATA:MODE <data_mode>

3
設定内容
通常モード
バルクモード

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:DATA:MODE?
応答メッセージ <data_mode>

<data_mode> は＜文字応答データ＞フォーマットです。

備考
ログモードがバルクの場合、INITiate コマンドまたは READ? クエリでバルクログが開始されます。
バルクログの実行状態では指定された停止条件を満たすか、ABORt コマンドで強制終了されるまで、サン
プリングとログデータへの収録が継続的に行われます。
このバルクログ実行状態では、ほとんどのリモートコマンド / クエリは実行エラーとなります。
バルクログ実行状態においても有効なコマンド / クエリは以下の通りです。
- *OPC
- *OPC?
- *WAI
- *RST
- *ESR?
- :MESR?
- :FETCh?
- :DATA:BULK:STATe?
- :ABORt
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2.5.15.2 DATA:REMove クエリ

LOG データから任意の個数の測定データを読出し、読みだした測定データを LOG データから消去します。デー
タは LOG データ内の先頭 ( 最も古いデータ ) からの指定個数になります。
測定中でも実行可能です。
このコマンドは、マルチコマンドで使用することはできません。
クエリ構文
:DATA:REMove? <data_count>
<data_count>

＜数値プログラムデータ＞
1 ~ 100,000

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
LOG データ内に指定個数のデータがない場合には、読出し / 消去ともに行われず、実行エラーとなります。
応答メッセージ <log_data_block>
<log_data_block> は <NR3 数値応答データ > フォーマットの文字列をカンマ ( , ) で区切って、指定個数
つなげたデータです。
属性情報は付加されません。

2.5.15.3 DATA:LAST クエリ

直前に完了した測定データを 1 データ読み出します。読みだしたデータの消去は行いません。
測定中でも実行可能です。
クエリ構文
:DATA:LAST?
LOG データ内に測定データがない場合は、NAN(+9.91E+37) を返し、実行エラーとなります。
応答メッセージ <log_data>
<log_data> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。属性情報は付加されません。

2.5.15.4 DATA:POINts クエリ

現在 LOG データ内に保持されている測定データの個数を読み出します。
クエリ構文
:DATA:POINts?
応答メッセージ <data_points>
<data_points> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。0 ~ 100,000 の値が返ります。

2.5.15.5 DATA:DELete コマンド

LOG データ内のすべてのデータを消去します。
コマンド構文
:DATA:DELete
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2.5.15.6 DATA:BULK:LENGth コマンド / クエリ

1

バルクモードのメモリ長の設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DATA:BULK:LENGth <length>

＜数値プログラムデータ＞
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000

リモート制御コマンド

<length>

2

デフォルト値
1000

3

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーとなります。
規定値以外の数値は、大きい方に丸められます。実行エラーにはなりません。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:DATA:BULK:LENGth? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <length>
<length> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。

2.5.15.7 DATA:BULK:POST コマンド / クエリ

バルクモードのポストリーディング数 ( パーセント指定 ) を設定 / 読出しをします。停止イベントが NONE
以外の場合に有効です。
コマンド構文
:DATA:BULK:POST <post>
<post>

＜数値プログラムデータ＞
0 ～ 100

分解能
1

デフォルト値
50

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:DATA:BULK:POST? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <post>
<post> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
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2.5.15.8 DATA:BULK:EVENt コマンド / クエリ

バルクモードの停止イベントの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DATA:BULK:EVENt <event>
<event>

＜文字プログラムデータ＞
NONE
EXT
LEVEL
LIMIT

設定内容
停止イベントなし※
外部トリガ
レベル
リミット演算

※ “NONE” の場合、バルクモードの測定が自動停止する事はありません。 停止するには ABORt コマンド
を使用してください。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:DATA:BULK:EVENt?
応答メッセージ < event >
<event > は＜文字応答データ＞フォーマットです。

2.5.15.9 DATA:BULK:LEVel[:VALue] コマンド / クエリ

このコマンド / クエリはバルクモードの停止イベントをレベルに設定した場合に使用します。停止イベント
発生させる条件となる閾値を設定 / 取得します。
コマンド構文
:DATA:BULK:LEVel[:VALue] <level>
< level >

＜数値プログラムデータ＞
-999.9999E+12 ~ +999.9999E+12

最少分解能
0.000001E-12

デフォルト値
+0.0000E+0

範囲外の値は、最大値 / 最小値に丸められ、実行エラーになります。
トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:DATA:BULK:LEVel[:VALue]? [{MIN|MAX}]
応答メッセージ <level>
<level> は <NR3 数値応答データ > フォーマットです。
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2.5.15.10 DATA:BULK:LEVel:SLOPe コマンド / クエリ

このコマンド / クエリはバルクモードの停止イベントをレベルに設定した場合に使用します。停止イベント
を発生させる条件となるスロープを設定 / 取得します。

2

＜文字プログラムデータ＞
NEG
POS

リモート制御コマンド

コマンド構文
:DATA:BULK:LEVel:SLOPe <slope>
<slope>

3

設定内容
閾値を跨ぐ立ち下がりで停止イベントを発生
閾値を跨ぐ立ち上がりで停止イベントを発生

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:DATA:BULK:LEVel:SLOPe?
応答メッセージ < slope >
< slope > は＜文字応答データ＞フォーマットです。

2.5.15.11 DATA:BULK:LIMit コマンド / クエリ

このコマンド / クエリは、バルクモードの停止イベントをリミット演算に設定した場合に使用します。停止
イベントを発生させる条件となるリミット演算結果を設定 / 取得します。
コマンド構文
:DATA:BULK:LIMit <limit>
<limit>

＜文字プログラムデータ＞
GO
NOGO
HIGH
LOW

設定内容
リミット演算結果が Go の場合に停止イベントを発生
リミット演算結果が No Go の場合に停止イベントを発生
リミット演算結果が High の場合に停止イベントを発生
リミット演算結果が Low の場合に停止イベントを発生

トリガ待ち状態または測定中にこのコマンドを実行した場合、何もせず実行エラーとなります。
クエリ構文
:DATA:BULK:LIMit?
応答メッセージ < limit >
< limit > は＜文字応答データ＞フォーマットです。
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2.5.15.12 DATA:BULK:STATe クエリ

バルクモードでロギング中の状態を取得します。
クエリ構文
:DATA:BULK:STATe?
応答メッセージ <status>,<count>,<remain>
<status>
バルクモード・ロギングの状態を表わす文字列。<status> は < 文字プログラムデータ > フォーマットです。
<status>

＜文字プログラムデータ＞
STOP
WAIT
POST

状態
ログ停止中
停止イベント待ち
停止イベント検出後のログ収録中

<count>
ログ収録済みのデータ数。<count> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。ログ停止中は 0 にな
ります。
<remain>
停止イベント検出後に取り込みが必要なデータ数。<remain> は <NR1 数値応答データ > フォーマットで
す。停止イベントが NONE の場合は 0 になります。また、ログ停止中も 0 になります。

2.5.15.13 DATA:DIRectory コマンド / クエリ

LOG データを USB メモリへコピーする際のディレクトリの設定 / 読出しをします。
コマンド構文
:DATA:DIRectory <directory>
<directory>

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
・ 最大 8 文字
・ 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 ( “ ) で囲む

＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
クエリ構文
:DATA:DIRectory?
応答メッセージ <directory>
<directory> は < 文字列応答データ > フォーマットです。

2-138

IM DM7560-17JA

2.5

機器固有コマンド

2.5.15.14 DATA:COPY コマンド

1

LOG データを先頭 ( 最も古いデータ ) から USB メモリへコピーします。
コマンド構文
:DATA:COPY <filename>,<time_offon>,<attrib_offon>

＜文字列プログラムデータ＞
・ 使用可能文字
英数字および !#$%&’()-@^_{}~”
・ 8 文字固定
・ 末尾 4 文字は数字のみ
・ 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 ( “ ) で囲む

リモート制御コマンド

<filename>

2

設定内容
USB メモリへ保存するファイル名を指定
します。

3

ディレクトリは
DATA:DIRectory コマンドで指定してくだ
さい。

＜文字列プログラムデータ＞の詳細は 2.2 節を参照してください。
<time_offon>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

<attrib_offon>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

設定内容
タイムスタンプなし
タイムスタンプ付加

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

設定内容
属性情報なし
属性情報付加

属性情報は、以下のフォーマットになります。
“Function 名 ”,”NULL 演算 ”,”MATH 種別 ”,”Error 情報 ”
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2.5.16 STATus サブシステム

2.5.16.1 STATus:OPERation:CONDition クエリ

オペレーション・コンディション・ステータスレジスタを読み出します。
クエリ構文
:STATus:OPERation:CONDition?
読出しによるレジスタ値の変更はありません。
応答メッセージ <status>
<status> は <NR1 数値応答データ＞フォーマットです。
0~65535(16 ビット ) の値を返します。各ビットの内容に関しては、「2.3 ステータスレポート構造」を参
照してください。

2.5.16.2 STATus:OPERation[:EVENt] クエリ

オペレーション・イベント・ステータスレジスタを読み出します。
クエリ構文
:STATus:OPERation[:EVENt]?
読出し後にレジスタは 0 にクリアされます。
応答メッセージ <status>
<status> は <NR1 数値応答データ＞フォーマットです。
0~65535(16 ビット ) の値を返します。各ビットの内容に関しては、「2.3 ステータスレポート構造」を参
照してください。

2.5.16.3 STATus:OPERation:ENABle コマンド / クエリ

オペレーション・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:STATus:OPERation:ENABle <status_mask>
<status_mask>

＜数値プログラムデータ＞
0~65535

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ実行エラーになります。
本製品で使用されないビット ( ビット 0~3, 6~15) に 1 が設定された場合には、無効となります。実行エラー
にはなりません。
クエリ構文
:STATus:OPERation:ENABle?
応答メッセージ <status_mask>
<status_mask> は <NR1 数値応答データ＞フォーマットです。
0~65535(16 ビット ) の値を返します。各ビットの内容に関しては、「2.3 ステータスレポート構造」を参
照してください。
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2.5.16.4 STATus:OPERation:CONDition クエリ

1

オペレーション・コンディション・ステータスレジスタを読み出します。
クエリ構文
:STATus:OPERation:CONDition?

2

応答メッセージ <status>
<status> は <NR1 数値応答データ＞フォーマットです。
0~65535(16 ビット ) の値を返します。各ビットの内容に関しては、「2.3 ステータスレポート構造」を参
照してください。

2.5.16.5 STATus:QUEStionable[:EVENt] クエリ

クエッショナブル・イベント・ステータスレジスタを読み出します。
クエリ構文
:STATus:QUEStionable[:EVENt]?
読出し後にレジスタは 0 にクリアされます。
応答メッセージ <status>
<status> は <NR1 数値応答データ＞フォーマットです。
0~65535(16 ビット ) の値を返します。各ビットの内容に関しては、「2.3 ステータスレポート構造」を参
照してください。

2.5.16.6 STATus:QUESionable:ENABle コマンド / クエリ

クエッショナブル・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読み出しをします。
コマンド構文
:STATus:QUEStionable:ENABle <status_mask>
<status_mask>

＜数値プログラムデータ＞
0~65535

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ実行エラーになります。
本製品で使用されないビット ( ビット 2~3, 5~8, 10, 13, 15) に 1 が設定された場合には、無効となります。
実行エラーにはなりません。
クエリ構文
:STATus:QUEStionable:ENABle?
応答メッセージ <status_mask>
<status_mask> は <NR1 数値応答データ＞フォーマットです。
0~65535(16 ビット ) の値を返します。各ビットの内容に関しては、「2.3 ステータスレポート構造」を参
照してください。
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読出しによるレジスタ値の変更はありません。

3
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2.5.17 機器固有のステータスレジスタ制御関連コマンド
2.5.17.1 DDER クエリ

機器固有エラー発生・イベント・ステータスレジスタの読出しをします。
レジスタの詳細は「2.3.7 機器固有エラー発生・イベント・ステータスレジスタ」を参照してください。
クエリ構文
:DDER?
読出し後にレジスタは 0 にクリアされます。
応答メッセージ <status>
<status> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0~255(8 ビット ) の値を返します。

2.5.17.2 DDEE コマンド / クエリ

機器固有エラー発生・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読出しをします。
レジスタの詳細は「2.3.8 機器固有エラー発生・イベント・イネーブルレジスタ」を参照してください。
コマンド構文
:DDEE <status_mask>
<status_mask>

＜数値プログラムデータ＞
0~255

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ実行エラーになります。
本製品で使用されないビット ( ビット 0, 2, 4) に 1 が設定された場合には、無効となります。実行エラーに
はなりません。
クエリ構文
:DDEE?
応答メッセージ <status_mask>
<status_mask> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0~255(8 ビット ) の値が返ります。
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1

2.5.17.3 MESR クエリ

測定・イベント・ステータスレジスタの読出しをします。
レジスタの詳細は「2.3.9 測定・イベント・ステータスレジスタ」を参照してください。

2
リモート制御コマンド

クエリ構文
:MESR?

3

読出し後にレジスタは 0 にクリアされます。
応答メッセージ <status>
<status> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0~255(8 ビット ) の値を返します。

2.5.17.4 MESE コマンド / クエリ

測定・イベント・イネーブルレジスタの設定 / 読出しをします。
レジスタの詳細は「2.3.10 測定・イベント・イネーブルレジスタ」を参照してください。
コマンド構文
:MESE <status_mask>
<status_mask>

＜数値プログラムデータ＞
0~255

範囲外の数値は、最大値 / 最小値に丸められ実行エラーになります。
本製品で使用されないビット ( ビット 0 ～ 2, 4) に 1 が設定された場合には、無効となります。実行エラー
にはなりません。
クエリ構文
:MESE?
応答メッセージ <status_mask>
<status_mask> は <NR1 数値応答データ > フォーマットです。
0~255(8 ビット ) の値が返ります。
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本節では、本製品を校正する際に使用するコマンド / クエリの説明をします。

2.6.1 リモート調整コマンド / クエリ 一覧
下表に、リモート調整コマンド / クエリを示します。
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構文
:CAL
:ENT
:EXIT <param>

機能
調整サブシステム
調整モードへの移行
調整モード⇒ノーマル ( 測定 ) モードへ移行

:SAV?
:DCV:ZERO?
:DCV:V100M:POS?
:DCV:V100M:NEG?
:DCV:V1:POS?
:DCV:V1:NEG?
:DCV:V10:POS?
:DCV:V10:NEG?
:DCV:V100:POS?
:DCV:V100:NEG?
:DCV:V1000:POS?
:DCV:V1000:NEG?
:ACV:V100M:ZERO?
:ACV:V100M:FULL?
:ACV:V1:ZERO?
:ACV:V1:FULL?
:ACV:V10:ZERO?
:ACV:V10:FULL?
:ACV:V100:ZERO?
:ACV:V100:FULL?
:ACV:V750:ZERO?
:ACV:V750:FULL?
:ACFC:HZ100K:V100M?
:ACFC:HZ100K:V1?
:ACFC:HZ100K:V10?
:ACFC:HZ100K:V100?
:ACFC:HZ100K:V750?
:DCI:ZERO?
:DCI:A1M:POS?
:DCI:A1M:NEG?
:DCI:A10M:POS?
:DCI:A10M:NEG?
:DCI:A100M:POS?
:DCI:A100M:NEG?
:DCI:A1:POS?
:DCI:A1:NEG?
:DCI:A3:POS?
:DCI:A3:NEG?
:ACI:A1:ZERO?
:ACI:A1:FULL?
:ACI:A3:ZERO?
:ACI:A3:FULL?
:RES:OHM100:ZERO?
:RES:OHM1K:ZERO?
:RES:OHM10K:ZERO?
:RES:OHM100K:ZERO?
:RES:OHM1M:ZERO?

調整値の書込み。結果を返す。
DCV オフセット (0V) 調整
DCV +100mV フルスケール調整
DCV -100mV フルスケール調整
DCV +1V フルスケール調整
DCV -1V フルスケール調整
DCV +10V フルスケール調整
DCV -10V フルスケール調整
DCV +100V フルスケール調整
DCV -100V フルスケール調整
DCV +1000V フルスケール調整
DCV -1000V フルスケール調整
ACV 100mV リニアリティ調整 5%
ACV 100mV リニアリティ調整 Full
ACV 1V リニアリティ調整 5%
ACV 1V リニアリティ調整 Full
ACV 10V リニアリティ調整 5%
ACV 10V リニアリティ調整 Full
ACV 100V リニアリティ調整 5%
ACV 100V リニアリティ調整 Full
ACV 750V リニアリティ調整 5%
ACV 750V リニアリティ調整 Full
ACV 100kHz 100mV 周波数特性 調整
ACV 100kHz 1V 周波数特性 調整
ACV 100kHz 10V 周波数特性 調整
ACV 100kHz 100V 周波数特性 調整
ACV 100kHz 750V 周波数特性 調整
DCI オフセット (0A) 調整
DCI +1mA フルスケール調整
DCI -1mA フルスケール調整
DCI +10mA フルスケール調整
DCI -10mA フルスケール調整
DCI +100mA フルスケール調整
DCI -100mA フルスケール調整
DCI +1A フルスケール調整
DCI -1A フルスケール調整
DCI +3A フルスケール調整
DCI -3A フルスケール調整
ACI 1A リニアリティ調整 5%
ACI 1A リニアリティ調整 Full
ACI 3A リニアリティ調整 5%
ACI 4A リニアリティ調整 Full
2WΩ 100Ω オフセット調整
2WΩ 1kΩ オフセット調整
2WΩ 10kΩ オフセット調整
2WΩ 100Ω オフセット調整
2WΩ 1MΩ オフセット調整

備考
<param>
“ON” : 調整値書込み
“OFF”: 調整値書込みしな
い
応答 0：成功 -1：失敗
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機能
2WΩ 10MΩ オフセット調整
2WΩ 100Ω フルスケール調整
2WΩ 1kΩ フルスケール調整
2WΩ 10kΩ フルスケール調整
2WΩ 100kΩ フルスケール調整
2WΩ 1MΩ フルスケール調整
2WΩ 10MΩ フルスケール調整
2WΩ 100MΩ 調整
4WΩ 100Ω オフセット調整
4WΩ 1kΩ オフセット調整
4WΩ 10kΩ オフセット調整
4WΩ 100kΩ オフセット調整
4WΩ 1MΩ オフセット調整
4WΩ 10MΩ オフセット調整
4WΩ 100Ω フルスケール調整
4WΩ 1kΩ フルスケール調整
4WΩ 10kΩ フルスケール調整
4WΩ 100kΩ フルスケール調整
4WΩ 1MΩ フルスケール調整
4WΩ 10MΩ フルスケール調整
4WΩ 100MΩ 調整
FREQ (1.0kHz) 調整

備考

1
2
リモート制御コマンド

構文
:RES:OHM10M:ZERO?
:RES:OHM100:FULL? <param>
:RES:OHM1K:FULL? <param>
:RES:OHM10K:FULL? <param>
:RES:OHM100K:FULL? <param>
:RES:OHM1M:FULL? <param>
:RES:OHM10M:FULL? <param>
:RES:OHM100M?
:FRES:OHM100:ZERO?
:FRES:OHM1K:ZERO?
:FRES:OHM10K:ZERO?
:FRES:OHM100K:ZERO?
:FRES:OHM1M:ZERO?
:FRES:OHM10M:ZERO?
:FRES:OHM100:FULL? <param>
:FRES:OHM1K:FULL? <param>
:FRES:OHM10K:FULL? <param>
:FRES:OHM100K:FULL? <param>
:FRES:OHM1M:FULL? <param>
:FRES:OHM10M:FULL? <param>
:FRES:OHM100M?
:FREQ?

リモートによる調整

3
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2.6.2 調整モードへの移行とノーマル ( 測定 ) モードへの復帰

リモートでの調整は、調整モードで行います。調整モードへ移行するために、以下のコマンドを使用します。
:CAL:ENT
また、調整モードからノーマル ( 測定 ) モードへ復帰するには、以下のコマンドを使用します。
:CAL:EXIT <param>
<param>

＜文字プログラムデータ＞
OFF
ON

＜数値プログラムデータ＞
0
1 (0 以外 )

設定内容
調整値書込みなし
調整値書込みあり

調整値を書き込まない場合には、調整値は破棄され、反映されません。

2.6.3 調整値の書込み

調整モードで行った調整は、本体メモリへの書込みを行わなければ有効になりません。書込みを行うには、
以下のクエリを使用します。書込みの成功 ( 0 ) / 失敗 ( -1 ) を返します。
:CAL:SAV?
また、調整モードからノーマルモードへの移行コマンドのパラメータ設定によっても、書込みを行うことが
できます。

2.6.4 各調整メニュー

各項目の調整手順は以下の通りです。

１ 校正信号を出力する校正器と接続します。

各項目を調整するための準備は、手動での構成と同じです。「取扱説明編」を参照してください、

２ クエリを送信します。

調整を実行するには、調整項目に対応するクエリを送信します。
例）DCV、100V レンジ、マイナス側のフルスケール調整
:CAL:DCV:DCV:V100:NEG?

３ クエリの応答を受信します。

全てのクエリの応答は以下の通りです。
＜ NR1 数値応答データ＞
0
-1

調整成功
調整失敗

応答内容
調整結果が規格内です。
調整結果が規格外です。

なお、失敗した項目の調整値は、調整値の書込みを行っても更新されません。
調整クエリには、応答に数十秒かかるものがあります。コントロールする外部機器側のタイムアウトを十
分にとるか、SRQ による同期通信を行うなどの対策が必要です。

2.6.5 パラメータを必要とする調整メニュー

抵抗測定 (2WΩ および 4WΩ) のフルスケール調整 (100MΩ を除く ) は、校正器の示す値がパラメータとして必要
です。パラメータは <NR3 数値プログラムデータ > フォーマットで入力してください。
例） 4WΩ、100kΩ レンジのフルスケール校正 ( 校正器出力は 100.0016k Ω)
:CAL:FRES:OHM100K? 100.0016E+3
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