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製品ご使用上の注意事項（共通注意事項）
ご使用前に安全・設置用マニュアルおよびユーザーマニュアル(以下、この二つを総称してマニュアルと呼びます)を必ずお
読みください。注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。
ご使用方法を誤ると感電、損傷、発火などの恐れがあります。

危険
引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。

設置上の警告
・ 設置作業は、マニュアルに従い確実に行ってください。設置に不備があると、感電、火災の恐れがあります。
・ 設置作業は、適切な技術訓練並びに経験を積んでいる方が行ってください。感電、火災の恐れがあります。
・ 製品を布や紙などで覆ったりしないでください。周囲に燃えやすいものを置かないでください。故障・感電・火災の
　 発生原因となる事があります。

使用上の警告
・ 通電中や電源遮断直後は、製品に触れないでください。触れると火傷の恐れがあります。
・ 通電中は、顔や手を近づけないでください。不測の事態により、けがをする恐れがあります。
・ 電源内部には高圧及び高温の部分があります。触らないでください。触ると感電や火傷の恐れがあります。
・ 製品には、内部に電圧を保持している場合があります。製品内部には、非通電状態であっても高圧及び高温の部分が
   ありますので触らないでください。感電･火傷の恐れがあります。
・ 製品の改造･分解・カバーの取り外しは、行わないでください。感電や故障の恐れがあります。なお、加工・改造・分解後

の責任は負いません。
・ 出力の異常時や、煙が出たり、異臭や異音がするなどの状態のまま使用しないでください。直ちに電源を遮断して使用を

中止してください。感電･火災の発生原因となる事があります。このような場合、弊社にご相談ください。お客様が修理する
ことは、危険ですから絶対に行わないでください。

・ 水分や湿気による結露の生じる環境での使用及び保管はしないでください。感電、火災の発生原因となる事があります。
・ 製品を落としたり、衝撃を与えた場合は故障の発生原因となりますので、絶対に使用しないでください。
　また製品落下によるけがなどの防止のため、持ち運びの際はハンドルをご使用ください。

設置上の注意
・ 入出力端子及び各信号端子への結線が、マニュアルに示されるように、正しく行われていることをお確かめください。
・ 入力電圧・出力電流・出力電力及び周囲温度・湿度は、仕様規格内でご使用ください。仕様規格外でのご使用は、製品

の破損を招きます。
・ 入出力線は、できるだけ短く、太い電線をご使用ください。
・ 直射日光の当たる場所、結露もしくは水が掛かったり雨にさらされる場所、強電磁界・腐食性ガス（硫化水素、二酸化硫黄

など）等の特殊な環境ではご使用しないでください。
・ 製品の設置方向、通風状態について、マニュアルをご確認の上、正しく設置願います。
  本製品は、空冷用ファンを内蔵しています。電源の吸入口及び排気口をふさがないようにしてください。
・ 製品の入力及び出力の結線時は、入力を遮断して行ってください。
・ 導電性異物、塵埃、液体が入る可能性のある環境に設置した場合は、故障もしくは誤動作を防ぐために、フィルターを
   設置いただくなど電源内部に侵入しないように、ご配慮ください。

使用上の注意
・ マニュアルに製品個別の注意事項を示しております。ここに記載された共通注意事項と差異がある場合は、個別の注意

事項が優先されます。
・ 製品の使用前には、カタログ・マニュアルを必ずお読みください。ご使用を誤ると感電、製品の損傷、発火などの恐れが
   あります。
・ 入力電圧･出力電流･出力電力及び周囲温度･湿度は、仕様規格内でご使用ください。仕様規格外でのご使用は故障・

感電・火災の発生原因となる事があります。
・ 内蔵ヒューズが溶断した場合は、そのままヒューズを交換して使用しないでください。内部に異常が発生している恐れが
   あります。必ず弊社に修理依頼をしてください。
・ 保護回路（素子、ヒューズ等）を内蔵していない製品については、異常動作時の発煙、発火防止のため、入力段へ 

ヒューズを挿入してください。また、保護回路を内蔵している製品についても、使用条件によっては内蔵保護回路が動作
しない場合も考えられますので、個別に適正な保護回路のご使用をお勧めします。入力の配線や入力ラインの状況に

   より、内蔵ヒューズが動作しない場合がございますのでご注意ください。
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・ 弊社製品は、一般電子機器等に使用される目的で製造された製品であり、ハイセイフティ用途（極めて高い信頼性及び

安全性が必要とされ、仮に信頼性及び安全性が確保されていない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う

    用途）への使用を想定して設計されたものではありません。フェールセーフ設計（保護回路・保護装置を設けたシステム、

    冗長回路を設けて単一故障では不安定とならないシステム）の配慮を十分に行ってください。

・ 強電磁界の環境でご使用された場合、誤動作による故障に繋がる可能性があります。

・ 腐食性ガス（硫化水素、二酸化硫黄など）の環境下でご使用になる場合、電源が侵され故障に至る場合があります。

・ 導電性異物、塵埃、液体が入るような環境の場合、故障もしくは誤動作に至る場合があります。

・ 落雷等のサージ電圧防止対策を実施してください。異常電圧による破損等の恐れがあります。

・ 電源のフレームグランド端子は、安全及びノイズ低減のため、装置の接地端子に接続してください。接地を行わない

   場合、感電の恐れがあります。

・ 寿命部品（内蔵ファン・電解コンデンサ）は定期的に交換が必要です。ご使用環境に応じたオーバーホール期間を

   設定し、メンテナンスを行ってください。また、部品の生産中止等の理由によっては、オーバーホールができない場合も

   あります。

・ 出力には、外部からの異常電圧が加わらない様にご注意ください。特に出力間に逆電圧または定格電圧以上の過電圧

を印加すると、故障・感電・火災の発生原因となる事があります。

    その他注意事項
・ 製品の板金には製造工程上で発生する加工痕が残ることがあります。。

・ 製品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って処理をしてください。

・ 雑音端子電圧・雑音電界強度・イミュニティについては、弊社標準測定条件における結果であり、装置の実装・配線状態

によっては規格を満足しない場合があります。実機にて十分評価の上、ご使用ください。

・ 製品を輸出する場合は、外国為替及び外国貿易管理法の規定に基づき、輸出許可申請等必要な手続きをお取り

   ください。

・ カタログ、マニュアルの内容は、予告なしに変更される場合があります。ご使用の際は、最新のカタログ、マニュアルを

   ご参照ください。

・ マニュアルの一部または全体を弊社の許可なく複製または転載することを禁じます。

    保管方法及び保管期限
・ 梱包箱に入った状態で保管ください。

・ 製品に直接過度な振動、衝撃、荷重のかからないようにしてください。

・ 直射日光があたらないようにしてください。

・ 保管温湿度は、以下条件を目安としてください。

　　温度範囲：5 ～30 

　　湿度範囲：40%～60%RH

　温湿度変化の激しい場所での保管は、製品に結露が生じたり、劣化の原因になりますのでお避け下さい。

・ 保管期限は、納入後２年以内のご使用をお奨め致します。

　無通電のまま長期間放置しますとアルミ電解コンデンサの漏れ電流が増加する傾向にあります。

　この現象は、アルミ電解コンデンサに電圧を印加することで電解液の修復作用により増加した漏れ電流が減少し、改善

　致します。

　目安として1年以上長期保管された製品をご使用される場合は、ご使用前に30分以上の無負荷通電を実施後、ご使用願

　います。

　　　〈通電条件の目安〉

　　　　（１）実施期間　　納入後1年以上経過

　　　　（２）通電条件　　入力電圧 ：定格

　　　　　　　　　　　　　　 負荷 ：0A

　　　　　　　　　　　　　 　周囲温度 ：常温

　　　　　　　　　　　　　 　時間 ：30分以上

    備考
・ CEマーキング

  本マニュアルに記載されている製品に表示されているCEマーキングは欧州の低電圧指令に従っているものです。
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1

1.1

Genesys
TMシリーズはユーザーが容易に電源の各種設定や操作ができるように制御部、表示部、接続部を揃

えてあります。電源を操作する前に、制御機能と接続端子の説明について下記の各項をご参照ください。

-1.2項：フロントパネル

ディスプレイのメッセージ

-1.3項：リアパネルの制御と接続

1.2

電源のフロントパネルの制御の説明については図1-1、図1-2および表1-1をご参照ください。

1-2 (GEN3.3kW GEN5kW)

1-1 (GENH750W GEN750W~GEN2.4kW)
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No. 制御/表示 機能説明

1 電圧設定ツマミ
高精度ロータリーエンコーダ。
ツマミを回すことで出力電圧や各種調整が可能です。

2 VOLTAGE LED 定電圧動作(CV)時に緑色LEDが点灯します。

3 電圧計

7セグメントの4桁表示です。

出力ON時は出力電圧を表示し、出力OFF時またはアラームを検出した際には該当する

メッセージを表示します（表1-3を参照ください）。

”PREV”ボタンを押すと、出力電圧設定値を表示します。

各メニューボタンを押すと、各種機能または設定値を表示します。

4 電流計

7セグメントの4桁表示です。

出力ON時は出力電流を表示します。

”PREV”ボタンを押すと、出力電流設定値を表示します。

各メニューボタンを押すと、各種機能または設定値を表示します。
5 CURRENT LED 定電流動作(CC)時に緑色LEDが点灯します。

6 電流設定ツマミ
高精度ロータリーエンコーダ。
ツマミを回すことで出力電流や各種調整が可能です。
主機能(ボタンを押して放す)：
出力ON/OFFコントロールを行います（2.3項を参照）。

ボタンを押す毎に出力ON/OFFが切り替わります。

アラーム発生時は、その原因となるエラーを取り除いた後にこのボタンを押すことでアラー
ムが解除され出力がONとなります。

補助機能（ボタンを押し続ける）：
スタートモードを設定します（2.4項を参照）。

ボタンを長押ししている間は電圧計に”SAF”と”AU7”が交互に表示されます。設定したい

モードが表示されている時にこのボタンを離すとそのモードに設定されます。
8 OUT LED 出力ON時に、緑色LEDが点灯します。

主機能(ボタンを押して放す)：

電源の制御モードをリモートモードからローカルモードに切り替えます（4.2項を参照）。

補助機能（ボタンを押し続ける）：
通信のアドレスと通信速度の設定を行います（4.3項を参照）。

ボタンを約3秒押し続けるとアドレスと通信速度の設定が電圧計、電流計にそれぞれ表示

されます。
この時電圧設定ツマミ、電流設定ツマミを回すことで設定の変更が可能です。

10 REM/LOC LED
電源の制御モードがリモートモードまたはローカルロックアウトモード時は緑色LEDが点灯

します。

11 FOLDボタン
フォルドバック保護の有効/無効を設定します（2.5.4項を参照）。

ボタンを押す毎にフォルドバック保護の有効/無効が切り替わります。

12 FOLD LED フォルドバック保護が有効な場合は緑色LEDが点灯します。

13 OVP/UVLボタン

OVP（過電圧保護）およびUVL（低電圧制限）の設定を行います（2.5.2項、2.5.3項を参照）。

ボタンを押す毎に電圧計、電流計の表示が以下のように切り替わります。

・電圧計：OVPの設定値、電流計：OUP

・電圧計：UVLの設定値、電流計：UUL

電流計にOUPが表示されている時に電圧設定ツマミを回すことでOVP設定値の調整が可能

です。

電流計にUULが表示されている時に電圧設定ツマミを回すことでUVL設定値の調整が可能

です。

7 OUTボタン

REM/LOCボタン9
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各メニューの設定または確認後、操作が約5秒間行われない場合は元の状態の表示

（OFF、現在の出力電圧/電流またはアラーム表示）に戻ります。

1-3

主機能(ボタンを押して放す)：

出力電圧、出力電流の設定を行います。
ボタンを押す毎に電圧計、電流計の表示が以下のように切り替わります。
・電圧計：出力電圧の設定値、電流計：出力電流の設定値
・電圧計、電流計：元の状態の表示（OFF、現在の出力電圧/出力電流またはアラーム

表示）

設定値が表示されている時に電圧設定ツマミ、電流設定ツマミを回すことで出力電圧、出
力電流の設定値の調整がそれぞれ可能です。
補助機能（ボタンを押し続ける）：
フロントパネルの操作ロック(キーロック)機能の設定を行います（2.6項を参照）。

ボタンを押し続けている間は電圧計に”LFP”と”UFP”が交互に表示されます。設定したい

モードが表示されている時にこのボタンを離すとそのモードに設定されます。
15 PREV LED 電圧計、電流計に出力電圧、出力電流の設定値を表示している間は緑色LEDが点灯し

ます。
主機能(ボタンを押して放す)：

電圧設定ツマミ、電流設定ツマミの粗密調整の設定を行います。
ボタンを押す毎に粗/密が切り替わります。

密調整（FINE）モードでは、電圧、電流の設定は高分解能（最小桁1カウントまで）で行え

ます。粗調整モードでは通常分解能（フルスケール6回転）で行えます。

補助機能（ボタンを押し続ける）
マスター電源、スレーブ電源の設定が電流計に表示されます（6.7項を参照）。

ボタンを約3秒押し続けると並列接続の動作モードの設定が電流計に表示されます。

この時電流設定ツマミを回すことで設定の変更が可能です。
17 FINE LED 微調整（FINE）設定時は緑色LEDが点灯します。

18 ALARM LED アラームを検出した際に赤色LEDが点灯します。

アラームの詳細は2.5項を参照ください。

19 ACパワースイッチ 電源の起動/停止の制御を行います。

機能説明

14 PREV     ボタン

FINEボタン16

No. 制御/表示

ACパワースイッチをOFFにして電源を停止させている場合においても、電源内部に

入力電圧は供給された状態となります。入力電圧を完全に遮断するためには、AC入

力源をOFFにするかブレーカーを挿入し遮断させてください。
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フロント
パネル
操作の
ロック時

スレーブ
電源
設定時

ローカル
モード

リモート
モード

ローカル
ロック
アウト
モード

ACパワースイッチ
電源の起動/

停止
ON/OFF 有効 有効 有効 有効 有効

電圧設定ツマミ/電

流設定ツマミ

出力電圧/電流

や各種設定
ツマミを回す 無効 無効 有効 無効 無効

出力ON/OFF

コントロール

ボタンを押し
て放す

無効 無効 有効 無効 無効

スタートモードの
設定

ボタンを押し
続ける

無効 無効 有効 無効 無効

リモートモード
からローカル
モードへの
設定切替

ボタンを押し
て放す

無効 無効 不要 有効 無効

通信アドレスと
伝送速度設定

ボタンを押し
続ける

確認のみ
可能
設定変更
は不可

無効 有効 無効 無効

FOLDボタン
フォルドバック
保護の有効/

無効切り替え

ボタンを押し
て放す

無効 無効 有効 無効 無効

OVP/UVLボタン
OVP、UVLの

設定
ボタンを押し
て放す

確認のみ
可能
設定変更
は不可

無効 有効

確認のみ
可能
設定変更
は不可

確認のみ
可能
設定変更
は不可

出力電圧、出力
電流の調整

ボタンを押し
て放す

確認のみ
可能
設定変更
は不可

無効 有効

確認のみ
可能
設定変更
は不可

確認のみ
可能
設定変更
は不可

フロントパネルの
ロック設定

ボタンを押し
続ける

有効 無効 有効 有効 有効

出力電圧、出力
電流調整の
粗密切り替え

ボタンを押し
て放す

有効 無効 有効 無効 無効

マスター/

スレーブ設定

ボタンを押し
続ける

有効 有効 有効 有効 有効

操作の有効/無効

設定内容

PREV     ボタン

FINEボタン

OUTボタン

REM/LOCボタン

操作方法制御

1-2

1-4

フロントパネルの操作は電源の設定によって操作が制限されるものがあります。制限される内容は表1-2を参照

ください。また表1-2の各モードの設定の詳細については以下の各項を参照ください。

・フロントパネルのロック設定 ：2.6項

・スレーブ電源設定 ：6.7項

・ローカル/リモート/ローカルロックアウトの各動作モード設定 ：4.2項
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1-3

ディスプレイ表示 説明 ディスプレイ表示 説明

A　00
ADDRESS

アドレス AC
AC

ACフェイル

AU7
AUTO

自動スタート EnA
ENABLE

電源出力有効/無効コントロール

Fb
FOLDBACK

フォルドバック保護 H1
－

単独動作またはマスター電源

LFP
LOCK FRONT PANEL

フロントパネル操作のロック時 O7P
OTP

過熱保護

OFF
OFF

オフ On
ON

オン

OUP
OVP

過電圧保護 S
SLAVE

スレーブ電源

SAF
SAFE

セーフスタート SO
SO

シャットダウン機能

UFP
UNLOCK FRONT PANEL

フロントパネル操作のロック解除 UUL
UVL

低電圧制限

1-5

1.2.1

各動作モード時のディスプレイに表示されるメッセージの一覧を表1-3に示します。

1.3

リアパネルの説明については図1-3、図1-4、図1-5、図1-6および表1-4をご参照ください。

なお出力部(バスバーまたはコネクタ)は機種によって異なります。

・バスバータイプ：GENH750W、GEN750W、GEN1.5kW 出力電圧 6～60V

GEN2.4kW、GEN3.3kW、GEN5kW 出力電圧 8～100V

・コネクタタイプ　：GENH750W、GEN750W、GEN1.5kW 出力電圧 80～600V

GEN2.4kW、GEN3.3kW、GEN5kW 出力電圧 150～600V

 

① 

② 

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ ⑩ 

1-3 (GENH750W)

出力電圧

6V~60Vモデル

出力電圧

80V~600Vモデル
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出力電圧 80～600V 

モデル用出力端子 

出力電圧 6～60V 

モデル用出力端子 
 

1-4 (GEN750W GEN1.5kW)

1-5 (GEN2.4kW)

⑪

出力電圧
80V~600V

モデル

出力電圧
6V~60V

モデル

出力電圧
8V~100V

モデル

出力電圧
150V~600V

モデル

出力電圧

出力電圧

8V～100V

モデル

1-6 GEN3.3kW GEN5kW)

出力電圧
150V~600V

モデル
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1-4

No. コネクタ コネクタ説明

1 AC入力コネクタ

GENH750W、GEN750W～GEN2.4kW：

　ACケーブルの接続用コネクタ。

　各モデルのAC入力コネクタの部品番号は以下の通りです。

　　・GENH750W、GEN750W  ：6130.5610 (SCHURTER)

                                                        C14タイプのIECインレット

　　・GEN1.5kW                     ：FRONT4-H-7,62/3 (Phoenix Contact)

　　・GEN2.4kW                     ：FRONT4-H-7,62/4 (Phoenix Contact)

GEN3.3ｋW、GEN5ｋW：

　ACケーブルを接続するAC入力プラグの接続用コネクタ。

　AC入力プラグはワイヤクランプタイプで、部品番号は以下の通りです。

　　・GEN3.3kW　単相入力                ：PC 6/ 3-STF-10,16 (Phoenix Contact)

　　・GEN3.3kW 3相入力、GEN5kW ：PC 6/ 4-STF-10,16 (Phoenix Contact)

2
DC出力端子

バスバー/コネクタ

GENH750W、GEN750W、GEN1.5kW　出力電圧6V～60V

GEN2.4kW～GEN5kW                     　出力電圧8V～100V

  ：バスバータイプ

GENH750W、GEN750W、GEN1.5kW  出力電圧80V～600V

GEN2.4kW～GEN5kW                 　   出力電圧150V～600V

　：コネクタタイプ

 　 コネクタはワイヤクランプタイプで、部品番号は以下の通りです。

　　　・GENH750W               ：GIC 2,5/4-G-7.62  (Phoenix Contact)

       ・GEN750W~GEN5kW ： FRONT4-H-7,62/4 (Phoenix Contact)

3
RS232/RS485

入力コネクタ　J3 IN

RS232/RS485通信インターフェース用コネクタ、RJ-45型

部品番号:MODM-A-02-8P8C-G-S4 (SAMTEC)

4
RS485出力コネクタ

J3 OUT

電源を複数台接続して通信で制御する場合に用います。RJ-45型

部品番号:MODM-A-02-8P8C-G-S4 (SAMTEC)

5
リモートアナログコント
ロールコネクタ　J1

リモートアナログコントロール及びモニタリング信号用コネクタ、DB25型(メス)

部品番号:5747461-3 (AMP)

6 設定スイッチ　SW1 アナログコントロール時の設定切替用ディップスイッチ(9接点)

7
リモートセンシング
コネクタ　J2

電源の出力端子から負荷端子までの配線による電圧降下を補正したい場合に
用います。
部品番号：MC 1,5/5-G-3,81　(Phoenix Contact)

8
オプションインター
フェース用スロット

GPIBオプションのインターフェース搭載時に使用されます。

未使用時は塞がれています。

9

IEEEスイッチ

(GPIBオプション内蔵

モデルのみ)

GPIBオプション内蔵モデルの場合、ディップスイッチが配置されます。

未使用時は塞がれています。

10 接地用スタッド 筐体接地接続用M4スタッド

11
AUX出力コネクタJ4

(GEN2.4kWのみ)

AUX出力端子用コネクタ　詳細は6.9項を参照ください。

部品番号：IMC 1,5/7-G-3,81 (Phoenix Contact)

1-7
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2

2.1

本電源は、フロントパネルによるローカル操作、アナログ信号や外部接続抵抗によるリモートアナログ操作、

通信インターフェースによるリモート操作の3種類の操作方法が可能です。

2.2.1 CV

定電圧動作では、負荷のインピーダンスが変化しても電源は出力電圧を設定値で一定に保ちます。

電源が定電圧動作の場合、フロントパネルのVOLTAGE LEDが点灯します。

出力電圧は、ゼロ～定格出力電圧までの範囲で任意で設定できます。ただし過電圧保護や低電圧制限を

設定している場合はそれらによって制限されます。過電圧保護の詳細は2.5.2項を、低電圧制限の詳細は

2.5.3項をそれぞれ参照ください。

ローカル操作による出力電圧設定値の調整は出力のON/OFF状態やアラームの発生などによって方法が異

なります。詳細は下記の通りです。

・ OFF

PREVボタンを押してから電圧設定ツマミを回すことで出力電圧を設定できます。その後約5秒間放置

すると、ディスプレイに現在の状態が表示されます。

・ ON

電圧設定ツマミを回すことで出力電圧を設定できます。

また電圧設定ツマミを回す前に PREVボタンを押して、その後電圧設定ツマミを回した場合も同様に出

力電圧を設定できます。この場合は設定後約5秒間放置すると、ディスプレイに出力値が表示され

ます。

また、設定ツマミの粗密切り替えが可能です。

FINEボタンを押して粗（6回転でフルスケール）、密（電圧計に表示される出力電圧の最小桁1カウント）　　　

の選択を行います。設定が密の場合は、FINE LEDが点灯します。

出力電圧設定値の初期設定はゼロ（0V）です。

・電圧設定完了後に電圧計に設定値と異なる値が表示される場合は、電源は定電流

動作している可能性があります。ディスプレイの動作モード表示用LEDおよび負荷

のインピーダンスや電源の電流設定値を確認ください。

・出力電圧の最大および最小設定値は過電圧保護および低電圧制限値により制限さ

れます。詳細は2.5.2項および2.5.3項を参照ください。

2.2

本電源の出力は、定電圧動作と定電流動作の2つの動作モードで動作します。

・定電圧動作：接続される負荷が変動しても、出力電圧を一定に保つように動作

・定電流動作：接続される負荷が変動しても、出力電流を一定に保つように動作

これらの動作モードは出力電圧設定値、出力電流設定値、負荷抵抗値によって自動的に切り替わります。

この章では、本電源のローカルでの動作モードについて説明します。

この章で説明する各ローカル操作を行う場合は、フロントパネルのREM/LOC LEDが消灯している必要があり

ます。（電源がローカルモードである必要があります）。もしREM/LOC LEDが点灯の場合は、4.2.1.1項の説明

に従ってローカルモードに変更してください。

No. モード 制御方法 本マニュアルの説明

1 ローカル フロントパネルの設定ツマミやボタン 2章

2 リモートアナログ アナログ信号 3章

3
リモート/
ローカルロックアウト

RS232/RS485、GPIB(オプション)通信 4章
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2.2.2 CC

定電流動作では、負荷のインピーダンスが変化しても電源は出力電流を設定値で一定に保ちます。

電源が定電流動作の場合、フロントパネルの”CURRENT LED”が点灯します。

出力電流はゼロ～定格出力電流の範囲で任意に設定できます。

ローカル操作による出力電流設定値の調整は出力のON/OFF状態やアラームの発生などによって方法が異

なります。詳細は下記の通りです。

・ OFF ON

PREVボタンを押してから電流設定ツマミを回すことで出力電流を設定できます。その後約5秒間放置

すると、ディスプレイに現在の状態が表示されます。

・ ON

電流設定ツマミを回すことで出力電流を設定できます。

また電流設定ツマミを回す前に PREVボタンを押して、その後電流設定ツマミを回した場合も同様に出

力電流を設定できます。この場合は設定後約5秒間放置すると、ディスプレイに出力値が表示され

ます。

設定ツマミの粗密切り替えが可能です。

FINEボタンを押して粗（6回転でフルスケール）、密（電流計に表示される出力電流の最小桁1カウント）

の選択を行います。設定が密の場合は、FINEのLEDが点灯します。

出力電流設定値の初期設定は定格出力電流の105%です。

・電流設定完了後に電流計に設定値と異なる値が表示される場合は、電源は定電圧

動作している可能性があります。ディスプレイの動作モード表示用LEDや負荷のイ

ンピーダンスや電源の電流設定値を確認ください。

・出力電流の初期設定は定格出力電流の105%に設定されていますが、定格を超え
ての使用はおやめください。定格を超えての使用につきましては製品の保証を致し

かねます。

2.2.3 /

定電圧（CV)動作と定電流（CC)動作は、設定された電圧値/電流値および接続されている負荷のインピー

ダンスによって自動的に切り替わります。

負荷が何も接続されていない場合、電源は定電圧動作となります。この状態では出力電圧値は設定値と

なり、出力電流と出力電力はゼロになります。
その状態から負荷を接続しインピーダンスが小さくなると、電源は定電圧動作のままで出力電流が増加して
いきます。出力電流が設定値に達すると、電源は自動的に定電流動作に切り替わります。この状態では、出

力電流値は設定値となり出力電圧はインピーダンスに応じて変動します。

負荷のインピーダンスが0に達すると、出力電流値は設定値のままで出力電圧はゼロになります。

負荷のインピーダンスが0の状態から大きくなる場合は上記と反対の動作をします。以上の説明を図示した

ものを図2-1に示します。

2-2
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2-1

出力電圧

設定値

定電圧

動作範囲

定電流

動作範囲

動作点

出力電流設定値

負荷のインピーダンスに応じて

自動で動作モードが切り替わる

2.3 ON/OFF

出力ON/OFFコントロールにより電源出力のON/OFFを切り替えます。この機能により任意のタイミングで出力

を制御することができます。出力ON/OFFコントロールはフロントパネルのOUTボタンを押すことでできます。

OUTボタンは常時押すことができます。（フロントパネル操作がロックされている場合、通信でリモートコント

ロールされている場合、アラームが発生している場合は除きます。）

出力がONの場合は、電圧計に出力電圧、電流計に出力電流がそれぞれ表示されます。

出力がOFFの場合は、出力電圧と出力電流は0まで下がり、電圧計には” ”と表示されます。

アラームが発生している状態（OVP、UVP、FOLDなど）から出力をONにするには、エラー状態を取り除いて

からOUTボタンを押してください。

出力ON/OFFの初期設定は出力OFFです。

2.4

本電源はラストセッティングメモリによりAC入力が遮断された直前の設定状態を内部のメモリに保存します。

ラストセッティングメモリの詳細については2.7項を参照ください。

その後AC入力が復帰（またはACパワースイッチをON)した場合、ラストセッティングメモリにより保存された

設定状態で起動しますが、出力のON/OFF状態については以下の2種類より設定することができます。

)

このモードは電源のAC入力を遮断する直前の設定で復帰させます。

AC入力を投入すると、出力はその直前の設定に基づいて出力がONまたはOFFになります。

( )

このモードは電源のAC入力を遮断する直前の設定によらず出力がOFFの状態で復帰させます。

AC入力を投入すると設定は前回の値で復帰しますが、この時出力はOFFとなり、出力電圧・電流は0と

なります。その後、前回の出力電圧・電流設定で出力させるにはOUTボタンを押します。

スタートモードの初期設定はセーフスタートモードです。

フロントパネルによるスタートモードの設定方法を以下に示します。

1．フロントパネルのOUTボタンを押し続けてください。電圧計に” ”と” ”が3秒ごとに繰り返し表示さ

れます。自動スタートモードは” ”で、セーフスタートモードは” ”で示されます。

2．設定させたいモードが表示されたときにOUTボタンを離すことでモードが設定されます。
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2.5 ( )

2.5.1

電源にはいくつかの保護機能があります。またそれらの保護機能が動作すると、出力を遮断しディスプレイ

にエラー情報が表示されALARM LEDが点滅します。
複数のエラーが発生した場合は、先に発生したエラーがディスプレイに表示されます。そして先に発生した

エラーが解除され次のエラーが継続している場合、ディスプレイには次のエラーが表示されます。

電源に備えられている保護機能は表2-1を参照ください。

SOとENAについてはリモートアナログコントロールによる機能ですので、詳細は3章を参照ください。

2.5.2 OVP

この機能により電圧プログラミングの設定誤りや電源の不具合発生時などに出力電圧が任意の値以上に高

くなることを防止することができます。OVP保護回路は電源のセンシングポイントで電圧を監視し、過電圧状

態を検出すると電源の出力を遮断し、設定した値で負荷を保護します。

OVP

電源出力のON/OFFの状態に関わらず、OVPを設定することができます。

最小OVP設定値は現在の出力電圧設定値の105%です。

最大OVP設定値については表2-2を参照ください。初期設定は最大OVP設定値です。

フロントパネルによるOVP動作電圧の設定方法を以下に示します。

1．OVP/UVLボタンを押してください。

電流計に” ”表示が、電圧計にOVP設定値が表示されます。

2．電圧設定ツマミを回してOVP値を設定します。

設定後約5秒間放置すると、前の画面に戻ります。

2-1

ディスプレイ
表示

保護機能動作時の
ALARM LEDの状態

OVP 過電圧保護 OUP 点滅

UVL 低電圧制限 UUL 消灯

FOLD フォルドバック保護 Fb 点滅

OTP 過熱保護 O7P 点滅

AC FAIL AC入力電圧不足アラーム AC 点滅

SO シャットダウン機能 SO 消灯

ENA 電源出力有効/無効コントロール機能 EnA 点滅

保護機能

モデル 最大OVP設定値 モデル 最大OVP設定値

6V 7.5V 60V 66.0V

8V 10.0V 80V 88.0V

10V 12.0V 100V 110.0V

12.5V 15.0V 150V 165.0V

15V 18.0V 200V 220.0V

16V 19.0V 300V 330.0V

20V 24.0V 400V 440.0V

30V 36.0V 500V 550.0V

40V 44.0V 600V 660.0V

50V 57.0V

2-2 OVP

2.5.2.1 OVP

OVPが検出されると、電源の出力は遮断します。

電圧計に” ”と表示され、ALARM LEDが点滅します。
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2.5.2.2 OVP

OVP動作後のリセットは、以下の手順で行ってください。

1．電源の出力電圧設定値をOVP設定値以下に下げます。

2．負荷線とセンシング線が適切に接続されていることを確認してください。

3．以下の4つの方法のいずれかによりアラームをリセットします。

リセット実行後はALARM LEDが消灯します。

・AC入力を再投入する

リセット後はスタートモードの設定により出力がONまたはOFFになります。

セーフスタートモードに設定されている場合、出力は遮断されたままで電圧計の表示は” ”に

切り替わります。自動スタートモードに設定されている場合、出力がONになります。

・OUTボタンを押す

・出力ONの通信コマンドを送信する(通信コマンドの詳細は4章を参照ください)

・自動スタートモード設定にし、アナログコントロール（SO）によって出力をONにする(操作方法の詳

細は3.6.1項を参照ください)

リセット後は出力がONになります。

2.5.3 UVL

UVL機能により設定値以下に出力電圧の調整ができないようにします。ただし、CC動作時およびリモートア

ナログプログラミング時にはこの制限は効きません。

UVL及びOVPの設定の組み合わせによって、センシティブな負荷回路に対して有効な保護機能をユーザ

が設計することができます。

UVL

電源出力のON/OFFの状態に関わらず、UVLを設定することができます。

最小UVL設定値は0です。最大UVL設定値は現在の出力電圧設定値の約95%です。

UVLの初期設定は0です。

フロントパネルによるUVLの設定方法は以下の通りです。

1．OVP/UVLボタンを2回押します。

電流計に” ”が、電圧計にUVL設定値がそれぞれ表示されます。

2．電圧設定ツマミを回し、UVL電圧を設定します。

設定後約5秒間放置すると、前の画面に戻ります。

2.5.3.1 UVL

UVLは出力電圧の設定範囲を制限しますが、CC動作時などに出力電圧がこの値を下回った場合もア

ラームの発生はなく出力は継続的にONとなります。

2.5.3.2 UVL

UVLはアラームの発生は無いため、リセットの必要もありません。

2.5.4

この機能により出力電流が設定値に達して電源がCC動作に移行した場合に出力を遮断して保護をかける

ことができます。フォルドバック保護を有効にすると、電源がCC動作になった場合に出力を遮断します。

初期設定は無効に設定されています。

電源出力のON/OFFの状態に関わらず、フォルドバック保護を設定することができます。

フロントパネルによりフォルドバック保護を有効に設定するには、FOLDボタンを押してFOLD LEDを点灯さ

せてください。
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2.5.4.1

フォルドバック保護が動作すると、電源の出力は遮断します。

電圧計に” ”と表示され、ALARM LEDが点滅します。

2.5.4.2

フォルドバック動作後のリセットは、以下の手順で行ってください。

1．電源の出力電圧、出力電流の設定値が適切か確認してください。

2．負荷の状態が適切か確認してください。

3．以下の6つの方法のいずれかによりアラームをリセットします。

リセット実行後はALARM LEDが消灯します。

・AC入力を再投入する

リセット後はスタートモードの設定により出力がONまたはOFFになります。

セーフスタートモードに設定されている場合、出力は遮断されたままで電圧計の表示は”OFF”に切り

替わります。自動スタートモードに設定されている場合、出力がONになります。

・OUTボタンを押す

・出力ONの通信コマンドを送信する。通信コマンドの詳細は4章を参照ください。

・自動スタートモード設定にし、アナログコントロール（SO）によって出力をONにする(操作方法の詳

細は3.6.1項を参照ください)

リセット後は出力がONになります。

・FOLDボタンを押す

・フォルドバック保護を無効に設定する通信コマンドを送信する。通信コマンドの詳細は4章を参照くだ

さい。

リセット後は出力は遮断されたままで電圧計の表示は” ”に切り替わります。

またフォルドバック保護が無効に設定されます。

2.5.5 OTP

この機能により電源内部の部品の発熱が安全動作温度を超える前に電源を停止させます。電源は内部の

一部の部品の温度をモニタしており、これが閾値よりも上昇した場合に出力を遮断します。

この機能は常に有効に設定されており、またユーザーが設定を変更することはできません。

2.5.5.1 OTP

OTPが動作すると、電源の出力は遮断します。

電圧計に” ”と表示され、ALARM LEDが点滅します。

2-6

OTPは電源の周囲温度が仕様よりも高い場合や、電源内部の部品や空冷用ファンの故
障時等に主に発生いたします。周囲温度を下げても解除されない場合はお問い合わせ

ください。

2.5.5.2 OTP

OTPは部品の温度が正常に戻った後にリセットされます。リセット実行後はALARM LEDが消灯します。

リセット後の動作はスタートモードの設定によって変わります。

・自動スタートの場合

OTPアラーム発生前の出力ON/OFFの状態に応じて動作します。

アラーム発生前に出力がOFFであった場合、リセット後は出力は遮断されたままですが電圧計の表示

が” ”に切り替わります。

アラーム発生前に出力がONであった場合、リセット後は出力がONになります。

・セーフスタートの場合

部品の温度が正常に戻った後に以下の2つの方法のいずれかによりリセットを行ってください。

・OUTボタンを押す

・出力ONの通信コマンドを送信する。通信コマンドの詳細は4章を参照ください。

リセット後は出力がONになります
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2.5.6 AC

この機能によりAC入力電圧が遮断された場合やAC入力電圧が仕様を下回る場合、3相入力モデルでは欠
相が発生した場合に出力を遮断し電源を停止させます。これは常に有効に設定されており、またユーザー

が設定を変更することはできません。

2.5.6.1 AC

AC入力電圧不足アラームが動作すると、電源の出力は遮断します。

電圧計に” ”と表示され、ALARM LEDが点滅します。

2.5.6.2 AC

AC入力電圧不足アラームは入力電圧が正常に戻るとリセットが自動で行われます。

リセット実行後はALARM LEDが消灯します。

リセット後の動作はスタートモードの設定によって変わります。

・自動スタートの場合

AC入力電圧不足アラーム発生前の出力ON/OFFの状態に応じて動作します。

アラーム発生前に出力がOFFであった場合、リセット後は出力は遮断されたままですが電圧計の表示

が” ”に切り替わります。

アラーム発生前に出力がONであった場合、リセット後は出力がONになります。

・セーフスタートの場合

リセット後は出力は遮断されたままですが電圧計の表示が” ”に切り替わります。

2.6 ( )
誤って設定ツマミに触れて設定値を変えてしまうことを防止するために、フロントパネル操作をロックさせること

ができます。ロックされた状態では、フロントパネル操作がロックされ電圧及び電流設定ツマミ、FOLDボタン、　

OUTボタンの操作が不可能です。これらの操作をしようとすると、電圧計に” ”と表示され電源は応答しま

せん。以下のボタンについては、一部またはすべての操作が可能です。

・REM/LOCボタン：押し続けることで通信のアドレスと通信速度設定の確認ができます。

・OVP/UVLボタン：OVP/UVL設定値の確認ができます。

・PREVボタン：出力電圧、電流設定値の確認ができます。またPREVボタンを押し続けることで、フロントパ

ネルのロック解除ができます。

・FINEボタン：粗密調整の切り替えができます。またFINEボタンを押し続けることで、マスター・スレーブ並

列運転の設定の変更ができます。

キーロック機能によりロックできる操作の詳細については、表1-2を参照ください。

初期設定はフロントパネル操作のロック解除（UFP）です。

フロントパネルによるキーロックの設定方法は以下の通りです。

1．PREVボタンを押し続けます。電圧計に” ”(フロントパネルのロック)と” ”(フロントパネルのロック

解除)が交互に表示されます。　　　　　

2．設定したいモードが表示されている時にボタンを離すことで設定できます。
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2.7

本電源はAC入力遮断直前の設定状態を保存する”ラストセッティングメモリ”機能を備えています。

AC入力がONになると、この機能により保存された設定状態を自動で読み込みます。

保存されるパラメータは以下の通りです。これ以外のパラメータについては、AC入力が遮断されるとデフォルト

に戻ります。

・スタートモード

・出力のON/OFF

・出力電圧設定値

・出力電流設定値

・OVP設定値

・UVL設定値

・フォルドバック保護の有効/無効

・リモート/ローカルモード

・通信のアドレス設定

・通信の伝送速度設定

・フロントパネル操作のロック

・マスタースレーブ並列運転設定

・出力のON/OFF状態はラストセッティングメモリにより保存されますが、スタートモード

がセーフスタートモードに設定されている場合はそのON/OFF状態によらずAC入力

復帰時には出力OFFで起動します。

・ リモートモードの設定はラストセッティングメモリにより保存されますがコントローラと

の接続は遮断されますので、AC入力復帰時に再度コントローラ側から接続の設定

をする必要があります。

また、ローカルロックアウトモードに設定されている場合AC入力復帰時にはリモート

モードで起動します。
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第3章　リモートアナログコントロール

3.1　概要
　　　電源のリアパネルにある設定スイッチSW1およびリモートアナログコントロール用J1コネクタにより、アナログ信号

　　　による出力電圧、出力電流のプログラミングやモニタリングなどの制御ができます。

　　　さらに電源の動作モードや出力ON/OFF状態などに応じた信号の出力や、また外部信号により出力ON/OFFも

　　　制御できます。この章では、これらの操作方法や接続方法について説明します。

　　　

　　　なお、リモートアナログプログラミング/モニタリング時に使用する端子は電源の出力から絶縁されていません。　
　　　本電源ではオプションとしてこれらの各端子が出力から絶縁された絶縁リモートアナログオプションも供給して　

　　　おります。こちらの説明については第7章を参照ください。

3.2　リモートアナログコントロール用端子
　　　リモートアナログコントロールを行うには、電源のリアパネルにある設定スイッチSW1とリモートアナログコントロー

　　　ル用コネクタJ1の2つを使用します。それぞれに位置については図1-3～図1-6を参照ください。

　3.2.1　設定スイッチSW1

　　　　　設定スイッチSW1の各端子の機能について説明します。

　　　　　SW1(図3-1参照)の各端子を上向き/下向きに切り替えることにより、以下の設定ができます。

　　　　　　・出力電圧、出力電流のプログラミングソース（ローカル/リモートアナログ）の切り替え

　　　　　　・リモートアナログプログラミング制御時の出力電圧、電流の制御方法(外部電圧/外部抵抗)の切り替え

　　　　　　・リモートアナログプログラミング制御時のプログラミングレンジ(5V/10V)の切り替え

　　　　　　・リモートアナログプログラミング制御時のモニタリングレンジ(5V/10V)の切り替え

　　　　　　・シャットダウン機能(SO)の論理切り替え　(詳細は3.6.1項参照)

　　　　　　・電源出力有効/無効コントロール機能の設定(ON/OFF)の切り替え　(詳細は3.6.2項参照)

　　　　　　・通信制御時の通信インターフェース(RS232/RS485)の切り替え　(詳細は第4章参照)　

図3-1　設定スイッチSW1

注　意

J1端子の各コネクタを電圧源と接続する場合は上限値以上の電圧を印加しないでく　
ださい。また必要に応じて抵抗を接続し、シンク電流の上限値を超えないように制限　

してください。
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表3-1　設定スイッチSW1　各端子の機能

　　3.2.1.1　SW1の各端子の設定

　　　　　　　SW1の各端子の設定の詳細については表3-1を参照ください。なお、工場出荷時は全て下向きに設定

　　　　　　　されています。

　　3.2.1.2　SW1の設定切替

　　　　　　　SW1の各端子の設定を変更する場合は、事前に電源の出力をOFFにしてください。そしてOUT LED　

　　　　　　　が消灯し、出力電圧がゼロであることを確認してください。

　　　　　　　SW1の各端子を切り替えるには小型のマイナスドライバーなどをご使用ください。

　3.2.2　リモートアナログコントロール用コネクタJ1

　　　　　リモートアナログコントロール用コネクタJ1(図3-2参照)により、アナログ信号による電源の操作ができます。

　　　　　J1コネクタ部品情報  

　　　　　　・部品番号 ：5747461-3　(AMP)

　　　　　　・DB25HD接続用コネクタ ：745211-7　(AMP)　（製品に同封されています）

　　　　　　・接続用電線推奨線径 ：AWG22～26

　　　　　　・引抜工具型式 ：91232-1(AMP)　または同等品

　　　　　　・手動圧接工具型式 ：ハンドル型式　58074-1(AMP)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヘッド型式　58063-2(AMP)

　　　　
　　　　　安全規格の要求に適合するためには、プラスチック製のプラグが必要になります。製品に梱包されていま　

　　　　　すDB25プラグキットをご使用ください。
　　　　　ノイズ対策などでケーブルにシールドを必要とする場合は、シールドは電源の接地用スタッドに接続してく

　　　　　ださい。　

3-2
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図3-2　J1コネクタ端子

　　3.2.2.1　J1の各端子の設定

　　　　　　　J1の各端子の設定の詳細については表3-2を参照ください。

表3-2　J1コネクタの端子と機能



ユーザーマニュアル

Genesys シリーズ

TDK-Lambda

<Page>3-4

注　意

・電源内部でJ1-12、22、23端子は直接または抵抗を介して-Vと接続されています。

　これらの端子間と電源の-V間に電圧を印加しないでください。

・電源の+Vを基準にしてマイナス出力電源を構成しリモートアナログコントロールを使

　用される場合は、絶縁リモートアナログコントロールオプション(第7章参照)をご使　　  

　用ください。

注　意

出力電圧/電流プログラミング用の外部電源の出力端子は、グランドループを防ぎ、

電源の絶縁を保持するために接地しないでください。

　　3.2.2.2　J1の設定切替

　　　　　　　J1コネクタへ接続または取り外す場合は、事前にACパワースイッチをOFFにしてください。そしてフロン

　　　　　　　トパネル表示が消灯し、電源が停止していることを確認してください。
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3.3　ローカル/リモートアナログ　プログラミング切替
　　　LOC/REM端子(J1-8)は電気信号の印加または接点を接続することで、出力電圧、出力電流プログラミング

　　　ソースのローカル/リモートアナログの切り替えが可能です。基準電位はCOM(J1-12)端子です。

　　　　・ローカルプログラミング ：フロントパネルの電圧/電流設定ツマミまたは通信コマンドにより出力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電圧、出力電流の設定が可能です。

　　　　・リモートアナログプログラミング ：J1コネクタへ電圧印加または外部抵抗接続により出力電圧、出力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電流の設定が可能です。

　　　また現在のプログラミングソースの設定に応じて、ステータス信号を出力します。オープンコレクタ出力です。

　　　この機能の出力端子はLOC/REM信号(J1-21)端子で、基準電位はCOM（J1-12）端子です。

　　　LOC/REM 端子(J1-8)がLow(0～0.6Vまたは短絡)時に出力電圧と出力電流のプログラミングソースがどちらか

　　　か一つでもリモートアナログに選択されると、LOC/REM 信号端子の出力はLowになります（最大シンク電流は　

　　　10mAです）。それ以外の場合は、LOC/REM 信号端子の出力はHighになります（最大印加可能電圧は30V

　　　です。）

　　　

　　　LOC/REM端子の信号レベルによるローカル/リモートアナログ　プログラミングの設定およびLOC/REM信号端　

　　　子の信号レベルは表3-3を参照ください。

表3-3　ローカル/リモートアナログ　プログラミング及びステータス信号

　　　リモートアナログプログラミングの設定方法およびローカル/リモートアナログ　ステータス信号の設定方法を以　

　　　下に示します。

　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　2．設定スイッチSW1を以下の通り設定してください。記載のない端子については使用されるアプリケーション

　　　　　　によって設定します。詳細は3.4項～3.6項を参照ください。

　　　　　　　・出力電圧をリモートアナログプログラミングする場合は、SW1-1を上向き

　　　　　　　・出力電流をリモートアナログプログラミングする場合は、SW1-2を上向き

　　　　　　　・出力電圧、出力電流をリモートアナログプログラミングする場合はSW1-1,2を上向き

　　　　3．図3-3に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　4．LOC/REMとCOM端子間の信号を0～0.6Vまたは短絡し、ACパワースイッチをONにしてください。

　　　　　　LOC/REM信号とCOM端子間がLowレベル(オープンコレクタ出力)になります。

または

21

12

図3-3　リモートアナログプログラミングおよびローカル/リモートアナログステータス信号　J1配線
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3.4　リモートアナログプログラミング
　　　LOC/REM端子(J1-8)がリモートアナログプログラミングに設定されている場合、外部電圧のレベルや外部接続

　　　抵抗の値により出力電圧、出力電流を制御することができます。

　　　本電源で対応可能なリモートアナログプログラミング

　　　　・外部電圧印加による出力電圧、出力電流プログラミング

　　　　・外部接続抵抗による出力電圧、出力電流プログラミング

　　　　・外部電流印加による出力電圧、出力電流プログラミング

                (外部電流印加による出力電圧、出力電流プログラミングを行うためには、絶縁リモートアナログコント

　　　　　　　ロールオプション(IS420)が搭載された電源が必要です。制御の詳細は7章を参照ください。）

　　　レンジ設定(5V/10V、5kΩ/10kΩ）に応じて、図3-4のように入力信号または抵抗値に応じて出力電圧/出力電　

　　　流が設定されます。

注　記

・定格出力電圧及び定格出力電流の105%までプログラミングすることができます　　　
　が、定格を超えての使用はおやめください。定格を超えての使用につきましては　　

　製品の保証を致しかねます。

・LOC/REM端子がリモートアナログプログラミングに設定されている場合、通信コマン
　ドによる出力電圧・出力電流制御はできません。それ以外の設定または読み取りは

　可能です。また、フロントパネルのPREVボタンによりローカルプログラミング時の設　

　定電圧・電流の確認ができます。

・雑音電界強度のFCC要求を満足するために、リモートアナログコントロールの配線　
　にはシールドケーブルをご使用ください。シールドなしのケーブルをご使用の際　　

　は、ケーブルの電源付近にクランプコアを取付けるなどの対応を行ってください。

・外部抵抗によるプログラミングの場合、電源の温度変動に影響を与えないために、　

　外部抵抗は低ノイズ品かつ温度変動が50ppm以下のものを使用ください。

3-6

レンジ設定が"5"の場合 レンジ設定が"10"の場合出

力

電

圧
/

電

流

設

定

値
[%]

印加電圧信号[V]/

接続外部抵抗[kΩ]

図3-4　リモートアナログプログラミング時の出力電圧/出力電流設定値

印加電圧信号[V]/

接続外部抵抗[kΩ]
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　3.4.1　外部電圧印加による出力電圧のプログラミング
　　　　　VPGM（J1-9)とVPGM_RTN(J1-22)間に接続されたプログラミング用電源の電圧信号によって、電源の出　

　　　　　力電圧が調整されます。外部印加電圧の範囲は0～5Vまたは0～10Vのどちらかを選択出来ます。

　　　　　外部電圧印加による出力電圧のリモートアナログプログラミングの設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．設定スイッチSW1を表3-4のように設定してください。

　　　　　　　記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-5に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．プログラミング用電源の電圧を適切な値に設定し、電源のACパワースイッチをONにしてください。

　　　　　　　プログラミング用電源の電圧を変化させることで、電源の出力電圧がプログラミングできます。

表3-4　外部電圧印加による出力電圧のリモートアナログプログラミング　SW1設定

図3-5　外部電圧印加による出力電圧のリモートアナログプログラミング　J1配線

   

　3.4.2　外部電圧印加による出力電流のプログラミング
　　　　　IPGM（J1-10)とI PGM_RTN(J1-23)間に接続されたプログラミング用電源の電圧信号によって、電源の出　

　　　　　力電流が調整されます。外部印加電圧の範囲は0～5Vまたは0～10Vのどちらかを選択出来ます。

　　　　　外部電圧印加による出力電流のリモートアナログプログラミングの設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．設定スイッチSW1を表3-5のように設定してください。

　　　　　　　記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-6に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．プログラミング用電源の電圧を適切な値に設定し、電源のACパワースイッチをONにしてください。

　　　　　　　プログラミング用電源の電圧を変化させることで、電源の出力電流がプログラミングできます。

表3-5　外部電圧印加による出力電流のリモートアナログプログラミング　SW1設定
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図3-6　外部電圧印加による出力電流のリモートアナログプログラミング　J1配線
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　3.4.3　外部抵抗接続による出力電圧のプログラミング
　　　　　VPGM（J1-9)とVPGM_RTN(J1-22)間に接続された外部抵抗へ1mAの定電流が流れます。この定電流に　
　　　　　より外部抵抗の両端に発生する電圧信号によって、電源の出力電圧が制御されます。外部抵抗値の範囲

　　　　　は0～5kΩまたは0～10kΩのどちらかを選択出来ます。　　　　
　　　　　外部抵抗に可変抵抗を用いることで、出力の全範囲をコントロールすることができます。また可変抵抗と直

　　　　　列/並列の抵抗を組み合わせることで電源出力範囲を制限してコントロールすることもできます。

　　　　　外部抵抗接続による出力電圧のリモートアナログプログラミングの設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．設定スイッチSW1を表3-6のように設定してください。

　　　　　　　記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-7に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．プログラミング用外部抵抗の値を適切な値に設定し、電源のACパワースイッチをONにしてください。

　　　　　　　プログラミング用外部抵抗の値を変化させることで、電源の出力電圧をプログラミングできます。

表3-6　外部抵抗接続による出力電圧のリモートアナログプログラミング　SW1設定

  

 

 

 

 

 

図3-7 　外部抵抗による出力電圧のリモートアナログプログラミング　J1配線

可変抵抗

電圧下限値
設定用抵抗

電圧上限値設定用抵抗
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　3.4.4　外部抵抗接続による出力電流のプログラミング
　　　　　IPGM（J1-10)とIPGM_RTN(J1-23)間に接続された外部抵抗へ1mAの定電流が流れます。この定電流によ
　　　　　り外部抵抗の両端に発生する電圧信号によって、電源の出力電流が制御されます。外部抵抗値の範囲は

　　　　　0～5kΩまたは0～10kΩのどちらかを選択出来ます。外部抵抗に可変抵抗を用いることで、出力の全範囲

　　　　　をコントロールすることができます。また可変抵抗と直列/並列の抵抗を組み合わせることで電源出力範囲　

　　　　　を制限してコントロールすることもできます。

　　　　　外部抵抗接続による出力電流のリモートアナログプログラミングの設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．設定スイッチSW1を表3-7のように設定してください。

　　　　　　　記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-8、図3-9に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．プログラミング用外部抵抗の値を適切な値に設定し、電源のACパワースイッチをONにしてください。

　　　　　　　プログラミング用外部抵抗の値を変化させることで、電源の出力電流をプログラミングできます。

表3-7　外部抵抗接続による出力電流のリモートアナログプログラミング　SW1設定
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可変抵抗

 

電流下限値
設定用抵抗
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図3-8 　外部抵抗による出力電流のリモートアナログプログラミング　J1配線

　　　　　(GENH750W、GEN750W、GEN1.5kWの場合)

図3-9 　外部抵抗による出力電流のリモートアナログプログラミング　J1配線

　　　　　(GEN2.4W～GEN5kWの場合)
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3.5　リモートアナログモニタリング
　　　本電源は出力電圧/出力電流値、出力ON/OFF、動作モードの状態に応じて信号出力をすることができ、これに

　　　より電源動作のモニタができます。

　　　本電源で対応可能なリモートアナログモニタリング

　　　　・出力電圧、出力電流のモニタリング

　　　　　現在の出力電圧値または出力電流値に比例したアナログ信号を出力します。詳細は図3-10を参照くだ

　　　　　さい。

　　　　・電源の出力状態（ON/OFF)のモニタリング

　　　　・電源の動作モード(定電圧/定電流)のモニタリング

注　意

  検出精度を上げるために、モニタリング信号計測器の入力インピーダンスは

  500kΩ以上にしてください。

レンジ設定が"5"の場合 レンジ設定が"10"の場合

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

信
号
[V]

出力電圧値[%]/

出力電流値[%]

図3-10　電圧モニタリング信号

出力電圧値[%]/

出力電流値[%]

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

信
号
[V]

　3.5.1　出力電圧のモニタリング
　　　　　出力電圧モニタ用端子V_MON(J1-11)により、電源の出力電圧のモニタリングが可能です。基準電位は　

　　　　　COM(J1-12)端子です。

　　　　　モニタリング信号の範囲を0～5Vまたは0～10Vに切り替えることができます。このモニタリング信号範囲で　

　　　　　出力電圧の0～100%を表します。

　　　　　なお、V_MON端子は電源内部で500Ωの抵抗と直列に接続されています。

　　　　　

　　　　　出力電圧のリモートアナログモニタリングの設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．設定スイッチSW1を表3-8のように設定してください。

　　　　　　　記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-11に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．電源のACパワースイッチをONにしてください。V_MONとCOM端子間に出力電圧値に比例した信号が

　　　　　　　出力されます。
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表3-8　出力電圧のリモートアナログモニタリング　SW1設定

図3-11 　出力電圧のリモートアナログモニタリング　J1配線

12

　3.5.2　出力電流のモニタリング
　　　　　出力電流モニタ用端子I_MON(J1-24)により、電源の出力電流のモニタリングが可能です。基準電位は　　

　　　　　COM(J1-12)端子です。

　　　　　モニタリング信号の範囲を0～5Vまたは0～10Vに切り替えることができます。このモニタリング信号範囲で　

　　　　　出力電流の0～100%を表します。

　　　　　なお、I_MON端子は電源内部で500Ωの抵抗と直列に接続されています。

　　　　　

　　　　　出力電流のリモートアナログモニタリングの設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．設定スイッチSW1を表3-9のように設定してください。

　　　　　　　記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-12に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．電源のACパワースイッチをONにしてください。I_MONとCOM端子間に出力電流値に比例した信号が

　　　　　　　出力されます。

表3-9　出力電流のリモートアナログモニタリング　SW1設定

図3-12 　出力電流のリモートアナログモニタリング　J1配線

12

24
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　3.5.3　電源動作正常信号(PS_OK)

　　　　　電源動作正常信号（PS_OK) は電源の出力状態（ON/OFF）を知らせます。TTL出力です。

　　　　　この機能の出力端子はPS_OK （J1-16）端子で、基準電位はIF_COM（J1-2、3）端子です。これらは電源の　

　　　　　出力から絶縁された信号です。

　　　　　電源に異常が発生した場合など以下に示す現象が発生した場合は、PS_OK出力のレベルはLow(0V)にな

　　　　　ります（最大シンク電流は1mAです）。

　　　　　　・過電圧保護(OVP)動作時 (詳細は2.5.2項を参照ください)

　　　　　　・フォルドバック保護動作時 (詳細は2.5.4項を参照ください)

　　　　　　・過熱保護(OTP)動作時 (詳細は2.5.5項を参照ください)

　　　　　　・AC入力電圧不足アラーム動作時 (詳細は2.5.6項を参照ください)

　　　　　　・シャットダウン機能(SO)による出力遮断時 (詳細は3.6.1項を参照ください)

　　　　　　・電源出力有効/無効コントロール機能による出力遮断時 (詳細は3.6.2項を参照ください)

　　　　　　・出力OFF時

　　　　　　・GPIB(IEEE)オプションの場合にGPIB通信エラー発生時

　　　　　　　GPIBオプション品の場合、電源起動時に電圧計に IEEE と表示されます。正常時は約5秒でこの表示　

　　　　　　　は消えますが、点灯し続ける場合はGPIB通信エラーが発生しています。

　　　　　　　その場合は弊社代理店もしくは弊社営業所にご連絡ください。

　　　　　

　　　　　それ以外の場合は、PS_OK出力レベルはHigh(4V)になります（最大ソース電流は2mAです）。

　　　　　詳細は表3-10を参照ください。

表3-10　電源動作正常信号

図3-13 　電源動作正常信号のモニタリング　J1配線

　　　　　電源動作正常信号の設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．図3-13に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　　　設定スイッチSW1の設定は不要です。

　　　　　3．電源のACパワースイッチをONにしてください。PS_OKとIF_COM端子間に電源動作に対応した信号が

　　　　　　　出力されます。

2

16
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　3.5.4　CV/CC信号

　　　　　CV/CC信号は定電圧（CV）または定電流（CC）の動作モードを示します。オープンコレクタ出力です。

　　　　　この機能の出力端子はCV/CC（J1-13）端子で、基準電位はCOM（J1-12）端子です。

　　　　　電源が定電圧モードで動作している場合及び出力がOFFの場合、CV/CC信号はHighになります（最大印加

　　　　　可能電圧は30Vです）。

　　　　　電源が定電流モードで動作している場合は、CV/CC信号はLow（0～0.6V）となります（最大シンク電流は　　

　　　　　10mAです）。

　　　　　詳細は表3-11を参照ください。

表3-11　CV/CC信号

　　　　　CV/CC信号の設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．図3-14に示すようにJ1コネクタの配線を行います。CV/CC端子へのシンク電流が10mA以下となるように

　　　　　　　必要に応じて抵抗を接続してください。

　　　　　　　設定スイッチSW1の設定は不要です。

　　　　　3．電源のACパワースイッチをONにしてください。CV/CCとCOM端子間に電源動作に対応した信号が出　

　　　　　　　力されます。

図3-14 　CV/CC信号のモニタリング　J1配線

12

3-13
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　3.6.1　シャットダウン機能（SO)

　　　　　シャットダウン機能（SO）は入力される電圧信号レベルまたは接点により電源出力を遮断する機能です。

　　　　　この機能により出力が遮断すると電圧計には SO が表示されます。SOによる出力遮断時はALARM LED  

　　　　　は点灯しません。SOにより出力を遮断した後SO入力の論理を反転させることで出力遮断は解除されます。

　　　　　その場合の出力のON/OFFはスタートモードの設定によって動作します。

　　　　　アラーム発生時において、アラームの原因を取り除いた後にこの機能によりリセットをすることができます。

　　　　　なお、SO端子は信号のレベルの変化を検出して動作します（その時点での端子の信号レベルまたは開放/

　　　　　短絡の状況を検出するのではありません）。そのためSO機能により出力遮断後に、AC入力を遮断し再起動

　　　　　した場合、出力遮断状態(SO)とはならない場合があり、自動スタートモードに設定されている場合は出力が

　　　　　ONとなります。

　　　　　この機能の入力端子はSO（J1-15）端子で基準電位はIF_COM（J1-2、3）です。これらは電源の出力から絶　

　　　　　縁された信号です。

　　　　　SO制御の論理はユーザによって自由に選択でき、SW1-5で設定できます。詳細は表3-12を参照ください。

　　　　　なお、この端子を用いてデイジーチェーン接続することができます、詳細は6.8項を参照ください。

3.6　出力遮断機能
　　　J１コネクタに接続する外部信号のレベルやスイッチの開放/短絡により、電源の出力ON/OFFを制御することが　

　　　できます。

表3-12　SO論理設定

　　　　　シャットダウン機能の設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．表3-12を参考に設定スイッチSW1-5を設定ください。それ以外のSW1のピンについてはこの機能には　

　　　　　　　影響しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-15に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．電源のACパワースイッチをONにしてください。SOの入力信号に応じて電源が動作します。

図3-15 　SO制御　J1配線

または

2

15

注　意

出力OFFではこれらの機能を使用できません。出力遮断機能を使用するには出力を

ONにしてください。
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　3.6.2　電源出力有効/無効コントロール機能（ENA_IN）

　　　　　ENA_IN端子(J1-1)とENA_OUT端子(J1-14)間を開放させることで電源出力を遮断することができます。　　

　　　　　この機能により出力が遮断すると電圧計には EnA と表示され、ALARM LEDが点滅します。

　　　　　ENA_INにより出力を遮断した後、ENA_IN端子とENA_OUT端子間を短絡させることで出力遮断は解除さ

　　　　　れます。その場合の出力のON/OFFはスタートモードの設定によって動作します。

　　　　　　・セーフスタートの場合、短絡後にOUTボタンを押すか通信コマンドを送ることで出力がONになります。

　　　　　　・自動スタートの場合、短絡するとすぐに出力がONになります。ただし短絡する前に出力をONにしておく　

　　　　　　　必要があります。

　　　　　

　　　　　電圧計に EnA と表示されている間は、OUTボタンまたは通信コマンドによって出力ONさせることができま　

　　　　　せん。また、スタートモードの設定変更もできません。これらの場合はENA_IN端子とENA_OUT端子間を短

　　　　　絡にするか設定スイッチSW1-9を下向きにして EnA を表示を解除した後に設定してください。

　　　　　なお、ENA_IN端子は、その時点の端子の信号レベルまたは開放/短絡の状況を検出して動作します。その

　　　　　ためENA_IN機能により出力遮断後に、AC入力を遮断し再起動した場合も出力遮断状態(ENA)が継続さ　

　　　　　れます。

　　　　　

　　　　　ENA_IN端子およびENA_OUT端子は電源の出力から絶縁された信号です。

　　　　　この機能を有効にするには、SW1-9を上向きに設定してください。

　　　　　ENA_INの論理は固定されています（詳細は表3-13を参照ください）。ユーザーによって変更することはでき

　　　　　ません。

表3-13　ENA_IN論理設定

　　　　　電源出力有効/無効コントロール機能の設定方法を以下に示します。

　　　　　1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

　　　　　2．設定スイッチSW1-9を上向きに設定してください。それ以外のSW1のピンについてはこの機能には影響

　　　　　　　しないため、どちらでも構いません。

　　　　　3．図3-16に示すようにJ1コネクタの配線を行います。

　　　　　4．電源のACパワースイッチをONにしてください。ENA_INとENA_OUTの接続状態に応じて電源が動作し

　　　　　　　ます。

図3-16 　電源出力有効/無効コントロール制御　J1配線

注　意

J1-1とJ1-14を電源の+Vまたは-Vに接続しないでください。電源が破損することがあ　

ります。

1

14
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　3.6.3　SOとENA_INの相違点

　　　　　SO、ENA_INのどちらも出力ON/OFFを制御する機能ですが、表3-14のような相違点があります。

　　　　　ご使用の際はアプリケーションに適したほうを選定ください。

表3-14　SOとENA_IN機能の相違点
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第4章　RS232/RS485による通信インターフェース　

4.1　概要
　　　この章では、GenesysTMシリーズの通信インターフェース（RS232/RS485）を用いた設定、操作、コマンド、通信　

　　　プロトコルについて説明します。

　　　オプションのGPIBインターフェースを用いた通信については第8章を参照ください。

4.2　電源の動作モード
　　　この項ではまず、フロントパネル操作によるパラメータの変更を受け付けるモード(ローカルモード)とシリアル通　

　　　信コマンドによる操作のみを受け付けるモード(リモートモード/ローカルロックアウトモード)について説明します。

　　　電源がリモートモードまたはローカルロックアウトモードの場合、フロントパネルのREM/LOC　LEDが点灯し

　　　ます。

　　　動作モードの製品出荷時の初期設定はローカルモードです。

　　　各モードの動作を以下に示します。

　4.2.1　ローカルモード
　　　　　電源がローカルモードの場合、フロントパネルからパラメータの変更ができます。また電源はコマンド（電源　

　　　　　の出力状態に関する指令またはリモートモードへの設定指令）およびクエリー（電源の動作状態問い合

　　　　　わせ）を受け付けます。

　　　　　コマンドを受け付けた場合、電源はそのコマンドを実行してリモートモードへ切り替わり(REM/LOC　LEDが　

　　　　　点灯します)、またはローカルモードの状態を維持します。リモートモードへ切り替わるコマンドについては　　

　　　　　4.2.2.1項を参照ください。

　　　　　クエリーを受け付けた場合、電源は応答しますがローカルモードの状態を維持します。(REM/LOC　LEDは

　　　　　点灯しません。)

　　　　　電源がローカルモードの場合でも、コマンドまたはクエリーでレジスタの設定および読み出しを行うことが

　　　　　可能です。イネーブルレジスタが設定されている場合（詳細は第5章参照）は、電源がローカルモードでも

　　　　　SRQ（サービスリクエスト）を送信します。

　　4.2.1.1　ローカルモードへの設定方法
　　　　　　　電源をローカルモードに設定するには、以下の操作を行います。

　　　　　　　REM/LOC LEDが消灯し、電源がローカルモードになります。

　　　　　　　・ リモートモードからローカルモードへの切替

　　　　　　　　以下どちらかの操作を行います。

　　　　　　　　フロントパネルのREM/LOCボタンを押す

　　　　　　　　シリアル通信でコマンド RMT 0 を送信する

　　　　　　　・ ローカルロックアウトモードからローカルモードへの切替

　　　　　　　　シリアル通信でコマンド RMT 0 を送信します。

　4.2.2　リモートモード
　　　　　電源がリモートモードの場合、フロントパネルからパラメータの変更ができません。また電源はコマンドおよび

　　　　　クエリーを受け付けます。

　　　　　コマンドを受け付けた場合、電源はそのコマンドを実行してリモートモードの状態を維持します。

　　　　　クエリーを受け付けた場合、電源は応答しリモートモードの状態を維持します。

　　　　　フロントパネルは下記のボタン操作のみ有効となります。詳細は表1-2を参照ください。

　　　　　　・PREVボタン ：出力電圧、出力電流の設定値の確認

　　　　　　・OVP/UVLボタン ：OVP、UVLの設定値の確認

　　　　　　・REM/LOCボタン ：ローカルモードへの変更
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　4.2.3　ローカルロックアウトモード

　　　　　電源がローカルロックアウトモードの場合、フロントパネルからパラメータの変更ができません。フロントパ

　　　　　ネルのREM/LOCボタンによるローカルモードへの設定もできません。また電源はコマンドおよびクエリーを

　　　　　を受け付けます。

　　　　　コマンドを受け付けた場合、電源はそのコマンドを実行してローカルロックアウトモードの状態を維持します。

　　　　　クエリーを受け付けた場は、電源は応答しローカルロックアウトモードの状態を維持します。

　　　　　

　　　　　フロントパネルは下記のボタン操作のみ有効となります。詳細は表1-2を参照ください。

　　　　　　・PREVボタン ：出力電圧、出力電流の設定値の確認

　　　　　　・OVP/UVLボタン ：OVP、UVLの設定値の確認

　　4.2.2.1　リモートモードへの設定方法

　　　　　　　電源をリモートモードに設定するには、以下の操作を行います。

　　　　　　　REM/LOC LEDが点灯し、電源がリモートモードになります。

　　　　　　　・ローカルモードからリモートモードへの切替

　　　　　　　　    シリアル通信で以下いずれかのコマンドを送信します。

　　　　　　　　    ・RST

　　　　　　　　    ・PV <NR2>

　　　　　　　　    ・OUT <DSC>

　　　　　　　　    ・PC <NR2>

　　　　　　　　    ・RMT 1

　　　　　　　　    （各コマンドの詳細については4.6項を参照ください）

　　　　　　　・ ローカルロックアウトモードからリモートモードへの切替

　　　　　　　　    以下どちらかの操作を行います。

　　　　　　　　    ・シリアル通信でコマンド RMT 1 を送信する

　　　　　　　　    ・AC入力を遮断し、ディスプレイが消灯した後にAC入力を投入する

　　4.2.3.1　ローカルロックアウトモードへの設定方法

　　　　　　　電源をローカルロックアウトモードに設定するには、シリアル通信でコマンド RMT 2 を送信します。

　　　　　　　REM/LOC LEDが点灯し、電源がローカルロックアウトモードになります。　　　　　　　

4.3　設定
　　　RS232/RS485通信インタフェースでの操作には以下の項目の設定が必要です。

　　　　・通信インターフェース(RS232/RS485)

　　　　・アドレス

　　　　・通信速度

　4.3.1　初期設定

　　　　　通信インターフェースに関する項目の工場出荷時の初期設定は以下の通りです。

　　　　　　・通信インターフェース ：RS232

　　　　　　・アドレス ：6

　　　　　　・通信速度 ：9600

　4.3.2　通信インターフェースの選択

　　　　　使用する通信インタフェース(RS232/RS485)に応じて、設定を切り替えてください。

　　　　　設定するには設定スイッチSW1-6を切り替えます。設定スイッチSW1の位置については図1-3～図1-6を、

　　　　　設定スイッチSW1の各端子については3.2.1項をそれぞれ参照ください。

　　　　　　・RS232に設定 ：下向き（Down）

　　　　　　・RS485に設定 ：上向き（Up）

4-2
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　4.3.3　アドレスの設定

　　　　　電源のアドレスは0～30の範囲で自由に設定することができます。ただし複数台の電源接続（デイジー

　　　　　チェーン接続）の場合は、アドレスが重複しないように注意してください。

　　　　　

　　　　　フロントパネルによる電源アドレスの設定方法を以下に示します。

　　　　　　1．電源がローカルモードであることを確認してください。リモートモードまたはローカルロックアウトモードの

　　　　　　　　場合（フロントパネルのREM/LOC LEDが点灯）は4.2.1.1項を参照に切り替えてください。

　　　　　　2．REM/LOCボタンを約3秒押し続けます。

　　　　　　　　電圧計にアドレスが表示されます。

　　　　　　3．電圧設定ツマミを回して、アドレスを設定します。

　　　　　　設定したアドレスを確認するには、REM/LOCボタンを約3秒押し続けます。

　　　　　　設定されているアドレスが電圧計に表示されます。

　4.3.4　通信速度の設定

　　　　　1200、2400、4800、9600、19200(単位は[bps])の5種類から選定が可能です。コントローラの仕様に応じて選
　　　　　択ください。複数台の電源接続（デイジーチェーン接続）の場合は、各電源の通信速度は同一の値に設定

　　　　　してください。

　　　　　

　　　　　フロントパネルによる通信速度の設定方法を以下に示します。

　　　　　　1．電源がローカルモードであることを確認してください。リモートモードまたはローカルロックアウトモードの

　　　　　　　　場合（フロントパネルのREM/LOC LEDが点灯）は4.2.1.1項を参照に切り替えてください。

　　　　　　2．REM/LOCボタンを約3秒押し続けます。

　　　　　　　　電流計に通信速度が表示されます。

　　　　　　3．電流設定ツマミを回して、通信速度を設定します。

　　　　　設定した通信速度を確認するには、REM/LOCボタンを約3秒押し続けます。

　　　　　設定されている通信速度が電流計に表示されます。

4.4　RS232/RS485通信
　　　RS232およびRS485通信インターフェースで操作する方法について説明します。電源の設定は4.3項を参照に　

　　　適切に設定してください。

　4.4.1　接続用コネクタ

　　　　　RS232/RS485接続用のコネクタは、リアパネルのRS232/RS485入力コネクタJ3 INです。

　　　　　J3コネクタは8ピンのRJ-45です。ピン配置については図4-1および表4-1を参照ください。

図4-1　リアパネル　J3　INのピン配置

シールドタイプのコネクタ 表4-1　リアパネル　J3のピン配置

注　記

　TXとRXはRS232通信で使用します。

　TXD+、TXD-とRXD+、RXD-はRS485通信で使用します。

　詳細はRS232（図4-2）、RS485（図4-3）のケーブル説明を参照ください。
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　4.4.2　電源とコントローラの接続

　　　　　電源をRS232/RS485バスへ接続して使用するには、4.3.2項に従って設定スイッチSW1-6を切り替えます。

　　　　　適切なシールドケーブルを使用して、電源のリアパネルのRS232/RS485入力コネクタJ3 INとコントローラー

　　　　　（またはPC）のRS232/RS485ポートへ接続してください。

　　　　　本電源では、オプション品としてシリアルポートケーブルを販売しております。

　　　　　オプション品のシリアルポートケーブルの詳細については、RS232用は図4-2をRS485用は図4-3をそれぞれ

　　　　　参照ください。

4-4

 

ソケット

図4-2　DB9コネクタ　RS232ケーブル　（品名　GEN/232-9）

ソケット

図4-3　DB9コネクタ　RS485ケーブル　（品名　GEN/485-9）

8ピンコネクタ

(電源側)

DB-9コネクタ

(コントローラ側)

8ピンコネクタ

(電源側)

DB-9コネクタ

(コントローラ側)
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図4-5　シリアルリンクケーブル（RJ-45シールドコネクタ、部品名：GEN/RJ45）

4.5　複数台の電源接続（デイジーチェーン）
　　　本電源は、デイジーチェーン接続により最大31台の電源を接続し一つのシステムとして制御することができ

　　　ます。

　4.5.1　デイジーチェーン接続

　　　　　図4-4のようにマスター機（1台目の電源）はRS232/RS485通信インターフェースによりコントローラ（PC）に接　

　　　　　続します。各通信インターフェースの接続や設定方法は4.3および4.4項を参照ください。

　　　　　スレーブ機（2台目以降の電源）はRS485インターフェースにより接続されます。電源間の接続にはシリアル

　　　　　リンクケーブル（製品に添付されています）を使用してください。これを用いてRS485出力コネクタJ3 OUTと　

　　　　　RS232/RS485入力コネクタJ3 INを接続してください。

RS232/485通信

インターフェース RS485 RS485 RS485

図4-4　RS232/485通信による複数台の電源接続

電源#1

スレーブ機

電源#0

マスター機

電源#2

スレーブ機
電源#30

スレーブ機

表4-2　リアパネル　J3 IN とJ3 OUTのピン配置
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注　記

・図4-4のように複数台の電源を用いてデイジーチェーン接続を行う際は、終端電源　

　のJ3　OUTコネクタに終端抵抗を取り付けることができます。終端抵抗は必ずしも　　
　必要ではありませんが、配線状況や使用環境等により必要な場合は取り付けてくだ

　さい。取付箇所と接続する抵抗は以下の通りです。

　　　TXD+ ~ TXD-間：120Ω、0.5W

　　　RXD+ ~ RXD-間：120Ω、0.5W

・製品に同封されているシリアルリンクケーブル（GEN/RJ45）以外を使用する場合、図

　4-5に記載のあるピンのみに配線を接続し、1、2、7ピンについては接続しないでくだ

　さい。

　4.5.2　デイジーチェーン設定

　　　　　デイジーチェーン接続での各電源の通信インターフェース設定は以下の通りです。

　　　　　　マスター機：設定する通信インターフェース(RS232/RS485)に応じて設定

　　　　　　スレーブ機：RS485に設定(設定スイッチSW1-6を上向き（Up）に設定)

　　　　　各電源のアドレスは重複しないように、通信速度は同一の値に設定してください。

　4.5.3　デイジーチェーン制御
　　　　　デイジーチェーン接続された電源の中から一台の電源を選択する場合は、アドレス指定の通信コマンド　　

　　　　　 ADR <NR1> を送信してください。<NR1>はアドレスで0～30から選択できます。

　　　　　　　　　　
　　　　　これ以降の全ての通信コマンドはこのコマンドで選択された一台の電源に送られます。再度アドレス指定の

　　　　　コマンドが送られるまでの間、コマンドの送信先のアドレス指定は変わりません。
　　　　　コマンドが誤った電源へ送信されていないか確認するために、アドレス指定の通信コマンドを送信後にアド　

　　　　　レス指定の確認クエリー ADR? を送信することを推奨いたします

　　　　　デイジーチェーン接続された全ての電源にコマンドを送信する場合は、グローバルコマンドを使用してくだ

　　　　　さい。グローバルコマンドは接続されている全ての電源に適用されます。
　　　　　なおグローバルコマンドのクエリー構文はありませんので、個別に電源のアドレスを指定して読み出す必要　

　　　　　があります。

　　　　　アドレス指定コマンドを使用して行った電源の選択は、グローバルコマンド受信後も変更されません。次にコ

　　　　　マンドを送信すると前に選択された電源が応答します。

　　　　　例えば、以下に示すようなコマンドが送信された場合、

　　　　　　　ADR 4 ：以降のコマンドはアドレス4の電源に送信するように設定

　　　　　　　GPV 70 ：デイジーチェーン接続されている全ての電源の出力電圧設定値を70Vに設定

　　　　　　　PV 90 ：アドレス4の電源の出力電圧設定値を90Vに設定

　　　　　アドレス4の電源は90Vに設定され、それ以外の電源は70Vに設定されます。
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4.6　通信言語
　　　本電源の通信コマンドのプロトコルは、当社製品オリジナルの言語であるGEN言語に対応しています。この項で

　　　はGEN言語について説明します。

　　　なお、このGENプロトコルは弊社の直流電源Z+、　　　　　　　　　　　共通の言語です。

　　　各コマンド間の推奨インターバルは200ms以上です。

注　意

・通信を開始する場合はまずアドレス指定コマンド ADR n を送信してください。その

　後電源が OK のメッセージを応答してから他のコマンドを受け付けられるようになり

　ます。

・GPIBオプション通信インターフェースは、SCPI言語に対応しています。SCPI言語に

　ついては8章を参照ください。

　　　GEN言語は、コマンド/クエリー/パラメータで構成されます。

　　　　コマンド：電源の出力や状態を設定する指令。

　　　　　　　　　　GEN言語では OK の応答があります。

　　　　クエリー：電源の動作状態問い合わせ。末尾に?がつきます。電源からメッセージが返されます。

　　　　パラメータ：出力の ON/OFF や機能の 有効/無効 、設定値 10V/500A などの選択部分。

　　　　　　　　　　　有効：１またはON、無効：０またはOFFで表します。

　　　　　　　　　　　パラメータのデータフォーマットは表4-3を参照ください。

　　　　（例　 OUT ON コマンドの場合、 OUT がコマンド、 ON がパラメータ）　

表4-3　数値/データ型のパラメータ

　　　記述については、次のように定義されます。

　　　・大文字と小文字は区別されません。どちらも使用可能で組み合わせも可能です。

　　　・パラメータを使用するコマンドの場合、コマンドとパラメータの間は1文字以上のスペース(空白文字)を入れて　

　　　　ください。

　　　　（例　 PC 32 は有効です。

　　　　　　　 PC32 とすると電源は応答せず、エラーメッセージが返されます）

　　　・パラメータに数値を使用する場合、小数点を除く12桁までが認識されます。

　　　　また数値の先頭や末尾に0を使用することも可能です。

　　　　(例： PV xx コマンドの xx 部分には、 12. 、 12.0 、 012.000000000 いずれも有効です)

　　　・出力のON/OFFや機能の有効/無効を設定するコマンド（OUT、FLDなど）のパラメータには以下を使用可　　　

　　　　能です。

　　　　　　出力をON、機能を有効に設定 ： 1 または ON 

             　出力をOFF、機能を無効に設定 ： 0 または OFF 

　　　　これらのクエリー（OUT?、FLD?など）に対してはメッセージ ON または OFF を応答します。
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　4.6.1　GEN言語プロトコル

　　　　　GEN言語のプロトコルについて説明します。

　　　　　データフォーマット

　　　　　　通信データはASCII形式です。

　　　　　　シリアル通信のデータフォーマットを以下に示します。

　　　　　　　・データビット ：8ビット

　　　　　　　・スタートビット　 ：1ビット

　　　　　　　・ストップビット　 ：1ビット

 　　　　　　  ・パリティビット　 ：なし

　　　　　ターミネータ

　　　　　　コマンド/クエリーのターミネータはキャリッジリターン文字(ASCII 13、0x0D)です。ラインフィード文字　　　　

　　　　　　（ASCII 10、0x0A)は無視されます。

　　　　　　メッセージのターミネータはキャリッジリターン文字です。ラインフィード文字は付きません。

　　　　　チェックサム

　　　　　　チェックサムを使用して、意図しないコマンド/クエリーの送信による誤動作を防ぐことができます。

　　　　　　チェックサムは、 $ とそのコマンド/クエリーを構成する文字のASCIIコードの合計の末尾2桁です。

　　　　　　コマンド/クエリーと"$ の間にキャリッジリターン文字は不要です。

　　　　　　コマンド/クエリーにチェックサムを追加した場合は、メッセージの末尾にも同じ方式のチェックサムが追加さ

　　　　　　れます。

　　　　　　例：STT?の場合

　　　　　　　　 S :0x53

　　　　　　　　 T :0x54

　　　　　　　　 T :0x54

　　　　　　　　 ? :0x3F

　　　　　　　　　53+54+54+3F=13A　13Aのうち、末尾2桁である 3A がチェックサムに該当　=>　STT?$3A　

　　　　　コマンドの受信確認

　　　　　　本電源は送信されたコマンドを認識した場合、メッセージ OK を返します。また、コマンドにエラーがある　
　　　　　　と判断した場合やチェックサムが正しくない場合は、エラーメッセージを返します。エラーメッセージの詳細

　　　　　　は4.6.3項を参照ください。

　　　　　　コマンド送信後200msの間に応答がない場合は、同じコマンドを再送してください。

　　　　　　本製品はタイムアウトの機能がありませんので、バッファをリセットするためにはコマンドを再送してエラー

　　　　　　メッセージを送信させる必要があります。

　　　　　メッセージの桁数

　　　　　　クエリーに対して数値を応答するメッセージの桁数は以下の通りです。

　　　　　　　・MV?、MC?

　　　　　　　　ローカルモード時 ：5桁（ ）

　　　　　　　　リモートモード時、ローカルロックアウトモード時 ：5桁（ ）

　　　　　　　・PV?、PC?

　　　　　　　　ローカルモード時 ：5桁（ ）

　　　　　　　　リモートモード時、ローカルロックアウトモード時

　　　　　　　　　：PV、PCコマンド送信時に使用したパラメータと同じ桁数（最大12桁）

　　　 PV、PCコマンドを使用せずに別の方法で設定した場合は5桁（ ）

　　　　　　・OVP?、UVL?

　　　　　　　　ローカルモード時 ：3桁（ ）

　　　　　　　　リモートモード時、ローカルロックアウトモード時

　　　　　　　　　：OVP、UVLコマンド送信時に使用したパラメータと同じ桁数（最大12桁）

　　　　　　　　　　OVP、UVLコマンドを使用せずに、フロントパネル操作で設定した場合は3桁（ ）

　　　　　　　　 ：　桁数を揃えるために数値の先頭および末尾にゼロが追加される場合があります。

　　　                   　小数点を除く桁数です。小数点の位置は固定です。詳細は表4-4を参照ください。
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表4-4　メッセージの桁数

並列接続時でマスター電源にシステム全体の合計電流を表示させている場合、定格

出力電流にシステムの電源台数を乗じた値によって小数点の位置が決まります。

　　例　GEN10-500を2台並列接続した場合、応答は 1000.0 になります。

注　記

　4.6.2　コマンド設定カテゴリ

　　　　　GEN言語は以下に示します5つのカテゴリに分類されています。

　　　　　　・IDコントロールコマンド :電源個別の情報に関するコマンド

　　　　　　・初期化コントロールコマンド :通信設定に関するコマンド

　　　　　　・出力コントロールコマンド :電源の出力状態に関するコマンド

　　　　　　・グローバル出力コマンド :複数の電源に同時に指令を与えるコマンド

　　　　　　・ステータスコントロールコマンド :レジスタに関するコマンド

　　　　　その他

　　　　　　・ \ （バックスラッシュ）で直前のコマンドを繰り返します。

　　　　　　・バックスペース文字（ASCII 8）は電源へ送られた最終文字を消去します。

　　　　　　・キャリッジリターン（CR文字（ASCII 13））のみを受信すると、電源は OK とCRで応答します。

注　意

マスター/スレーブ並列接続において(6.7項を参照ください)、スレーブ電源に設定さ

れている場合は以下のコマンド、クエリーを受け付けません。以下のコマンドまたは

クエリー（グローバル出力コマンドを除く）が送信されると電源はエラー C01 を返し

ます。

・初期化コントロールコマンド

CLS、RMT

・出力コントロールコマンド

PV <NR2>、PV?、PC <NR2>、PC?、OUT <DSC>、FLD <DSC>、

OVP <NR2>、OVM、UVL <NR2>、AST <DSC>、SAV、RCL

・グローバル出力コマンド

全てのグローバル出力コマンド

・ステータスコントロールコマンド

FENA <NRh>、FENA?、FEVE?、SENA <NRh>、SENA?、SEVE?、STT?
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　　　　　REV?

　　　　　SN?

　　　　　DATE?

　　4.6.2.1　IDコントロールコマンド

　　　　　IDN?

　　　　　CLS

　　　　　ADR <NR1>

　　　　　RMT <DSC>

　　4.6.2.2　初期化コントロールコマンド
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出力電圧は定格出力電圧より5%高い値まで設定可能ですが、定格値を超えての使

用は製品の仕様範囲外ですのでおやめください。

注　記

　　　　　PV <NR2>

　　　　　MV?

　　4.6.2.3　出力コントロールコマンド

　　　　　RST

出力電流は定格出力電流より5%高い値まで設定可能ですが、定格値を超えての使

用は製品の仕様範囲外ですのでおやめください。

注　記

　　　　　PC <NR2>

　　　　　MC?
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　　　　　FLD <DSC>

　　　　　FBD <NR1>

　　　　　FBDRST

　　　　　OUT <DSC>

　　　　　OVP <NR2>

　　　　　OVM

　　　　　DVC?



ユーザーマニュアル

Genesys シリーズ

TDK-Lambda

<Page>4-13

　　　　　SAV

　　　　　RCL

　　　　　MODE?

　　　　　MS?

　　　　　AST <DSC>

　　　　　UVL <NR2>
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　　4.6.2.4　グローバル出力コマンド
　　　　　　　　複数の電源がデイジーチェーン接続(4.5項参照)されている場合、グローバル出力コマンドは全ての　
　　　　　　　　電源に送信されます。事前に電源個別にアドレスを指定する必要はありません。全ての電源は直ちに

　　　　　　　　コマンドを実行します。コマンドを送信しても各電源からの返信はありません。

　　　　　　　　連続してコマンドを送る場合は、各コマンド間に200ms以上のインターバルをおいて送信してくだ

　　　　　　　　さい。また、コマンドにエラーがあっても電源からエラーメッセージが送信されませんのでご注意くだ

　　　　　　　　さい。

　　　　　　　　グローバルコマンドを送信した場合もその以前に行われていたアドレス指定は継続されます。  

　　　　　GPC <NR2>

　　　　　GPV <NR2>

　　　　　GRST

注　意

グローバル出力コマンドに対しては OK の返信はありません。

　　　　　GRCL

　　　　　GSAV

　　　　　GOUT <DSC>
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　　4.6.2.5　ステータスコントロールコマンド
　　　　　　　　GENレジスタツリーの詳細については第5章を参照ください。

　　　　　FLT?

　　　　　FENA <NRｈ>

　　　　　FEVE?

　　　　　SENA <NRh>

　　　　　STAT?

　　　　　SEVE?

　　　　　STT?
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　4.6.3　エラーメッセージ
　　　　　コマンドにエラーがあると判断した場合、本製品はエラーメッセージを返します。エラーメッセージにはコマン

　　　　　ドエラーと実行エラーの2種類があります。

　　4.6.3.1　コマンドエラー（ Cxx ）

　　　　　　　　認識できないコマンドや認識できても実行できないコマンドを受け取った場合などでは、電源はコマン

　　　　　　　　ドエラーを返します。

　　　　　　　　コマンドエラーの返信フォーマットは Cnn<CR> で、nnには01～05が入り下記を表します。

　　　　　  　　　C01　不正なコマンドまたはクエリー

　　　　　  　　　C02　パラメータの不足

　　　　　  　　　C03　不正なパラメータ

　　　　　  　　　C04　チェックサムエラー

　　　　　  　　　C05　範囲外の設定

　　4.6.3.2　実行エラー（ Exx ）

　　　　　　　　ほかの設定により実行ができないものを受け取った場合などでは、電源は実行エラーを返します。

　　　　　　　　実行エラーの返信フォーマットは Enn<CR> で、nnには01～07が入り下記を表します。

　　　　　  　　　E01　出力電圧設定がOVP設定を超える場合

　　　　　　　　　　　　(PVコマンドのパラメータ値の105%がOVP設定値より高い場合)

　　　　　  　　　E02　出力電圧設定がUVL設定を下回る場合

　　　　　　　　　　　　(PVコマンドのパラメータ値がUVL設定値の105%より低い場合)

　　　　　  　　　E04　OVP設定が出力電圧設定を下回る場合

　　　　　　　　　　　　(OVPコマンドのパラメータ値が出力電圧設定値の105%より低い場合)

　　　　　  　　　E06　UVL設定が出力電圧設定を超える場合

　　　　　　　　　　　　(UVLコマンドのパラメータ値の105%が出力電圧設定値より高い場合)

　　　　　 　　　 E07　エラーにより出力をONに設定できない場合

4.7　通信設定のセットアップ例
　　　通信の動作をテストする基本的なセットアップについては以下を参照ください。

　　　1．準備する装置

　　　     ターミナルソフトウェアがインストールされたPC、電源、接続用ケーブル

　　　2．PCセットアップ

　　　     通信速度：1200/2400/4800/9600/19200のいずれかに設定ください。

　　　     データフォーマットは4.6.1項を参照に設定ください。

　　　     フロー制御 ：なし

　　　3．電源セットアップ

　　　     電源とPC間を選択した通信インターフェースの接続用ケーブルで接続してください。

　　　     4.3.2項～4.3.4項を参考に、電源を設定してください。

　　　4．通信

　　　     以下のようなコマンド/クエリーを送信して正常に動作することを確認してください。

　　　     　コマンド送信：ADR xx xxには電源のアドレスを入れてください。

　　　     　電源応答：OK

　　　     　コマンド送信：PV n nは数値です。

設定可能な範囲はOVPやUVLの設定値に制限されます。

　　　     　電源応答：OK

　　　     　クエリー送信：PV?

　　　     　電源応答：n nは設定電圧です。

　　　     　コマンド送信：OUT 1

　　　     　電源応答：OK 電源は出力がONになります。
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5

5.1

この章では、GENプロトコルのステータスレジスタおよびフォルトレジスタの構成とサービスリクエスト（SRQ）など

について説明します。これらのレジスタは電源に動作やエラーが発生すると、あらかじめそれらに対応するよう

設定されているビットが”1”となるようにセットされます。

レジスタは通信コマンドにより設定することができ、またクエリーにより読み込みできます。

GPIBオプション通信インターフェースの場合は、レジスタ構成が異なります。詳細は第8章を参照ください。

5-1

5-1 GEN

実行エラー (“Enn”)

クエリー応答 (“message”)

コマンド応答 (“OK”)

SRQ = “!nn”
nn= address

SEVE

正論理：
0 = イベントなし
1= イベント発生

コマンドエラー (“Cnn”) あらゆるコマンドや受けた
クエリーについてひとつの
応答がされます。

ステータスレジスタのイベント
レジスタのビットが全て”0”の
状態からいずれかのビット
が”1”に設定された場合に
SRQが送信されます。複数の
ビットが”1”に設定されても、
複数のSRQは発生しません。

5.2

GEN言語のレジスタツリーは図5-1に示します
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No. レジスタ名 役割

1
Questionable Group

フォルトレジスタ
電源に発生したアラームやエラーを記録

2
Operational Group

ステータスレジスタ
電源の動作状態を記録

5-1 GEN

フォルトレジスタとステータスレジスタは、表5-2の3つのレジスタから構成されます。

No. レジスタ名 役割

1
Condtion

コンディションレジスタ

電源に発生したアラームやエラー、動作状態に応じてビット
をセット
・アラームやエラー、動作状態が発生すると”1”にセット

・発生が無くなると”0”にセット

2
Enable

イネーブルレジスタ

コンディションレジスタのビットをイベントレジスタに反映する
かどうかを設定

3
Event

イベントレジスタ

対応するイネーブルレジスタのビットが1に設定されている場

合、コンディションレジスタのビットのデータをイベントレジス
タに保持
クエリーにより状態を確認されると”0”にセットします。またCLS

コマンドによっても"0"にセットします。

5-2

GEN言語のレジスタは表5-1の2つのグループから構成されます。

5-2

1．電源にエラーが発生します。

2．コンディションレジスタのそのエラーに該当するビットが1になります。

3．そのエラーに該当するイベントレジスタは、イネーブルレジスタによって決まります。

イネーブルレジスタのビットが無効(0)の場合、イベントレジスタのビットは変化しません。

イネーブルレジスタのビットが有効(1)の場合、イベントレジスタのビットは1になります。

コンディションレジスタは、エラーが取り除かれるとビットが0になります。

イベントレジスタは、エラーが取り除かれてもビットは0になりません。クエリーによりイベントレジスタの状態を

確認した後にビットは0になります。

以上のタイミングチャートを図5-3および表5-3に示します。

5.3

レジスタのビットの変化について説明します。例としてフォルトレジスタの場合を図5-2に示します。

エラーが発生
該当のビット

0→1

該当のビットが

無効(0)の場合 該当のビット

0→0(変化なし)

該当のビット
0→1

コンディションコンディションコンディションコンディション

レジスタレジスタレジスタレジスタ

イネーブルイネーブルイネーブルイネーブル

レジスタレジスタレジスタレジスタ

イベントイベントイベントイベント

レジスタレジスタレジスタレジスタ

該当のビットが

有効(1)の場合
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5-2

あり

なし

1

0

1

0

1

0

状態確認クエリー 状態確認クエリー

コンディション
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

エラー

イネーブルレジスタが無効(0)の場合 イネーブルレジスタが有効(1)の場合

①エラー発生
コンディションレジスタの該当ビット　0→1

イベントレジスタの該当ビット　0→0

コンディションレジスタの該当ビット　0→1

イベントレジスタの該当ビット　0→1

②エラー解除
コンディションレジスタの該当ビット　1→0

イベントレジスタの該当ビット　0→0

コンディションレジスタの該当ビット　1→0

イベントレジスタの該当ビット　1→1

③状態確認
クエリー送信

イベントレジスタの該当ビットが0と応答

イベントレジスタの該当ビット0→0

イベントレジスタの該当ビットが1と応答

イベントレジスタの該当ビット1→0

各レジスタの動作
イベント

5-3

イベントレジスタは状態の変化が一度だけ発生したことを特定できるものではありま

せん。イベントレジスタの値が変化してからユーザーがイベントレジスタの値を読み

込むまでの間に、電源の状態が何度か変化し状態レジスタの値が複数回変化して

いる場合があります。

5-3

グループ名 レジスタ名 クエリー コマンド

コンディション FLT? -

イネーブル FENA? FENA <NRh>

イベント FEVE? -

コンディション STAT? -

イネーブル SENA? SENA <NRh>

イベント SEVE? -

フォルトレジスタ

ステータスレジスタ

5-4 GEN

5.4

GEN言語の各レジスタのビットの状態を確認するクエリーおよびイネーブルレジスタ設定用コマンドを表5-4に示

します。これらは4.6.2.2項、4.6.2.5項に詳細情報がありますので、そちらも参照ください。

なおクエリーに関する応答は16進数で返されます。

5-3
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5.5

フォルトレジスタは、電源に発生したアラームやエラー状態を記録します。

エラーが発生した場合、対応するコンディションレジスタのビットが”1”になります。エラー状態が取り除かれると

対応するビットはクリアされ”0”になります。

エラーの中にはコントローラが検出する前に状態を変更してしまう（クリアされる）ものもあります。このようなエ

ラーを検出する場合は、対応するイネーブルレジスタのビットを”1”にセットすることでイベントレジスタに保存す

ることができます。

表5-5はフォルトレジスタのビット構成を示します。

2進数 10進数 16進数

0 1 1 1 - -

1 10 2 2 AC AC入力電圧不足アラーム

2 100 4 4 OTP 過熱保護

3 1000 8 8 FOLD フォルドバック保護

4 10000 16 10 OVP 過電圧保護

5 100000 32 20 SO SO(シャットダウン)

6 1000000 64 40 OFF 出力OFF

7 10000000 128 80 ENA 電源出力有効/無効コントロール

ビット
No.

ビット
シンボル

記述
値

5-5

5.6

ステータスレジスタは、電源の動作状態を記録します。

ビットが示す動作状態にある場合、対応するコンディションレジスタのビットが”1”になります。ビットが示す動作

状態でなくなると対応するビットはクリアされ”0”になります。

動作の中にはコントローラが検出する前に状態を変更してしまうものもあります。これらの動作は、対応するイ

ネーブルレジスタのビットを”1”に設定することでイベントレジスタに保存することができます。

表5-6はステータスレジスタのビット構成を示します。

2進数 10進数 16進数

0 1 1 1 CV 定電圧(CV)モード動作

1 10 2 2 CC 定電流(CC)モード動作

2 100 4 4 NFLT エラー無し

3 1000 8 8 FLT エラー有り

4 10000 16 10 AST 自動スタートモード

5 100000 32 20 FDE フォルドバック保護有効

6 1000000 64 40 - -

7 10000000 128 80 LCL ロー カル動作

ビット
No.

値 ビット
シンボル

記述

5-6

5.7 SRQ

ステータスレジスタのイベントレジスタのいずれかのビットが”1”にセットされると、SRQ信号により電源からシリア

ル通信バスへメッセージを送信することができます。コントローラSRQ信号を検出した後、電源に発生した状態

の変化を読み取ることで、SRQ発生の原因を取り除くことにつながります。

SRQメッセージのフォーマットは”!nn<CR>”です。

nn：電源のアドレス

<CR>：キャリッジリターン文字

SRQが送信された後に状態の変化が発生しイベントレジスタの別のビットが”1”になる場合がありますが、イベン

トレジスタがその内容を読み込まれてクリアされていなければ、追加でSRQが送信されることはありません。

5-4
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5.8

SRQが出力された原因を確認するためには、以下を実行してください。

1．”SEVE?”クエリーを送り、ステータスレジスタのイベントレジスタの状態を確認します。

得られた応答(16進数)を2進数に変換し、”1”にセットされているビットNo.を表5-6より確認します。

2．”FEVE?”クエリーを送り、フォルトレジスタのイベントレジスタの状態を確認します。

得られた応答(16進数)を2進数に変換し、”1”にセットされているビットNo.を表5-5より確認します。

上記のクエリーにより読みだしを行うと、イベントレジスタ内の値はクリアされます。ただしビット発生の要因となる

原因が継続している場合は、再び対応するビットが”1”にセットされます。原因を取り除くことができない場合、

その原因に対応するイネーブルレジスタのビットを”0”にすることで、SRQ信号の出力を避けることができます。

例 OVPが発生した場合(各イネーブルレジスタは”1”に設定)

1．SRQが出力されます。

2．”SEVE?”クエリーを送信すると、”08”が返されます。

この値を2進数に変換し表5-6に照らし合わせると、ビットNo.3が”1”にセットされておりエラーが発生し

ていることが分かります。

またこのクエリーによりステータスレジスタのイベントレジスタが”0”にセットされます。ただしエラー状態

が継続している場合は、再びこのビットが”1”にセットされます。

3．”FEVE?”クエリーを送信すると、”50”が返されます。

この値を2進数に変換し表5-5に照らし合わせると、ビットNo.4とビットNo.6が”1”にセットされており

OVPエラーが発生して出力がOFFしていることが分かります。

またこのクエリーによりフォルトレジスタのイベントレジスタが”0”にセットされます。ただしOVP状態が

継続している場合は、再びこのビットが”1”にセットされます。

なお動作や設定の変更ができない場合は対応するイネーブルレジスタを”0”に設定してください。
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6

6.1

GenesysTMシリーズの機能を用いて様々な接続方法やアプリケーション対応ができます。この章ではそれらの接

続方法や設定方法について説明します。

6.2 /

本製品の定電圧(CV)動作は、リアパネルのリモートセンシング用コネクタJ2の+S、-S間の電圧が出力電圧設定

値となるように動作します。このJ2コネクタを用いて、出力電圧のローカル/リモート センシングを切り替えること

ができます。

・ローカルセンシング：電源はCV動作時に、出力端子の電圧が出力電圧設定値となるように動作します。
出力電流が小さい場合や出力の負荷変動をあまり考慮する必要のない場合に推奨さ

れます。出荷時はローカルセンシングとなるようにJ2の接続がされています。

・リモートセンシング：電源はCV動作時に、リモートセンシング用コネクタJ2の+S、-Sに接続されたセンシング

点の電圧が出力電圧設定値となるように動作します。
出力電流が大きい場合や負荷線での電圧降下が大きい場合、出力の負荷変動を考慮

する必要がある場合はこちらを推奨します。

6-1

6.2.1

CV動作時の出力電圧センシング点は出力端子です。

J2コネクタの+Sと+LS、-Sと-LS をそれぞれを接続してください。

工場出荷時はローカルセンシングとなっています。

6-1

+S

+LS

-LS
-S

CV動作はこの点が設定電圧に

なるように制御します。

6.2.2

CV動作時の出力電圧センシング点はリモートセンシング端子の接続点です。

J2コネクタの+Sと+LS、-Sと-LS の接続を外し、センシングを行いたい点に接続してください。

J2コネクタの仕様については以下の通りです。

・J2コネクタ部品番号：MC 1,5/ 5-G-3,81(Phoenix contact）

・J2プラグ部品番号 ：MC 1,5/ 5-ST-3,81(Phoenix contact）(製品に取り付けられた状態で出荷されます)

・センシング線線径 ：AWG28～16

センシング線をJ2コネクタに接続する場合は、被覆を7mm剥離してJ2プラグに挿入してください。

締め付けトルク：2.2～2.5 kgf・cm (0.2～0.3N・m)

　　　　　Ｊ2コネクタの位置は1.3項を参照ください。

J2コネクタの端子説明については図6-2および表6-1を参照ください。



ユーザーマニュアル

Genesys シリーズ

TDK-Lambda

<Page>

電源

負荷

負荷線はツイストペア線、長さはできるだけ短く

センシング線はツイスト

ペア線またはシールド線

6-3

6-2

6-1 J2

端子 記号 機能

J2-1 +S +V側リモートセンシング端子

J2-2 +LS
+V側ローカルセンシング端子

電源内部で+Vに接続されています。

J2-3 N/C 未接続

J2-4 -LS
-V側ローカルセンシング端子

電源内部で-Vに接続されています。

J2-5 -S -V側リモートセンシング端子

6-2 J2

負荷線の電圧降下に対するリモートセンシングの最大補正電圧は製品仕様を参照ください。
負荷端の電圧は電源の出力電圧から負荷線の降下電圧を引いた値になります。電源の出力端子の電圧が

電源の定格出力電圧を超えないようにご注意ください。

CV動作はこの点

が設定電圧に

なるように制御

します。

・定格電圧が50Vを超える電源を使用する場合、リモートセンシング用コネクタJ2で感
電の危険があります。危険電圧への接触を避けるため負荷端の活電部が確実に覆

われていることを確認してください。

・リモートセンシング線は電源の最大出力電圧と同等またはそれ以上の最小絶縁定

格が必要です。

・正しくリモートセンシング動作をしているか確認するために、負荷線での電圧降下が

製品の仕様を満足しているか確認してください。

・-Sを+V、または+Sを-Vに接続すると電源が破損することがありますので、ローカル/  

リモート センシングの使用にかかわらず注意してください。
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シールドしたセンシング線を使用する場合は、シールドを1箇所で接地してください。

接続する場所は接地端子あるいは出力端子の+V極、-V極のどちらか１箇所です。

6.2.3

ノイズの混入や輻射ノイズによる影響を低減するために負荷線とリモートセンシング線は出来る限り短い
ツイストペア線をご使用ください。これにより負荷線とリモートセンシング線間での相互結合を減らし、電源

の安定動作に寄与いたします。またリモートセンシング線と負荷線はできるだけ離してご使用ください。

ノイズの多い環境ではセンシング線にシールドが必要となる場合があります。

電源 負荷1

負荷2

負荷3

負荷線はツイストペア線、長さはできるだけ

短く

+S

+LS

-LS
-S

負荷1

負荷2

負荷3

6-4 )

6.3

1台の電源から複数の負荷への接続も可能です。図6-4や図6-5のような接続ができます。
ノイズによる影響や輻射ノイズを低減するために、各負荷線はできる限り短くしツイスト線またはシールド線をご

使用ください。

図6-4はローカルセンシング、図6-5はリモートセンシングの例ですが、中継端子がある場合ない場合どちらも

ローカル/リモート センシングが可能です。リモートセンシングが必要な場合は、センシング線は中継端子また

は最も負荷変動を減らしたい負荷端に接続してください。

負荷1

負荷2

負荷3

電源

6-5 ( )

中継端子

負荷線はツイストペア線、長さはできるだけ短く

負荷線はツイストペア線、長さはできるだけ短く

6-3
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6.4.1

誘導性負荷は、電源に影響を与える電圧スパイクを発生することがあります。この場合、出力端子間にダイ

オード接続が必要です。ダイオードの仕様は電圧・電流定格が電源定格より高いものを選択してください。

電源の+V側にカソード側を、-V側にアノード側を接続してください。

モーターからの逆起電圧のような正の過渡電圧が発生する場合は、電源を保護するために出力間に

サージサプレッサを接続してください。サプレッサは動作電圧範囲が電源の最大出力電圧より約10％

高いものを選択ください。

6-6

電源

6.4

電源に接続される負荷によっては電源が誤動作したりアプリケーションがうまく動作しない可能性があります。

以下に該当するような場合はご注意ください。

6.4.2

Genesys
TMシリーズでは出力端子間に放電用のプリロード回路が内蔵されています。これは出力がOFFの場

合も有効であるため、バッテリーなどの容量性負荷では蓄えられたエネルギーがこれにより放電されてしま

います。これを防止するためには電源と容量性負荷の間にダイオードを接続してください。電源の+V側にア

ノードを容量性負荷側にカソード側を接続してください。

ダイオードの仕様は電圧・電流定格が電源定格より高いものを選択してください。

6-7

6.5

+Vまたは-V出力端子のどちらか一方アースへ接地することが出来ます。接地する場合は負荷からアースへ
流れるコモンモード電流によって発生するノイズの低減のために、出力端子の接地は電源筐体との接続を

出来る限り短くするように行ってください。

直列運転での使用時に出力電圧を接地する場合、いくつかの安全上の注意が

ございます。6.6項を参照ください。

出力電圧の定格が60V以下のモデルは、出力端子と筐体間の電位を60V以下にし

てください。出力電圧の定格が80V以上のモデルは、出力端子と筐体間の電位を

600V以下にしてください。

電源
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6.6

同一定格の本電源を最大2台まで直列接続することで、出力電圧を増加させることが可能です。

また、接続点を基準電位とすることで電源の二出力構成が可能です。

直列接続により出力電圧が400Ｖを越える電源を使用する場合に、直列接続された

高電位側の電源の+V出力端子を接地した場合はRS232/RS485およびGPIB(オプ

ション)の通信ポートで感電する危険があります。

RS232/RS485およびGPIBの通信ポートを使用する場合は直列接続された高電位

側の電源の+V出力端子を接地しないでください。

直列接続をした場合、接続されたシステムとしてはGenesysシリーズで認証取得して

いる安全規格の範囲外となります。

-V

+V

C (+V)

C (-V)

接地用スタッド

Genesys内部

C(+V)とC(-V)は同じ容量のため、

V_C(+V)とV_C(-V)は出力電圧の半分

6-8 Genesys

モデル
接地用スタッドと

出力端子間の許容できる電位差
出力電圧8V～60V 60V

出力電圧80V～600V 600V

本電源は、電源内部で接地用スタッドと出力端子間(+Vおよび-V)にコンデンサが接続されています。接地

用スタッド端子と+V間、接地端子と-V間には同じ容量のコンデンサが接続されていますので、出力がONの

場合は出力電圧の半分が接地端子とそれぞれの出力端子間に発生します。詳細は図6-8を参照ください。

6-2

電源を直列接続せず単体で使用している場合は、表6-2の範囲内となるため出力電圧範囲に制限はあり
ません。しかし直列接続する場合は、その出力端子の接地方法や外付にコンデンサを接続することによって

表6-2の値を超える場合がありますのでご注意ください。

8~20V、80~200Vのモデル ：いずれの接地方法およびコンデンサ接続の場合も表6-2の範囲内

30V,300Vのモデル ：定格出力範囲内で使用の場合はいずれの接地方法およびコンデンサ接

続の場合も表6-2の範囲内。ただし定格を超えた設定も可能なためご注

意ください。

40~60V、400~600Vのモデル：詳細は表6-3および図6-9を参照ください。
外付にコンデンサを接続する場合は各出力端子と接地用スタッド間の電

圧を測定して表6-2の範囲内であることを確認ください。

6.6.1

本電源を直列接続した場合において、出力可能な出力電圧の範囲はモデルによって異なります。接地用

スタッドまたはシャーシと出力端子(+Vおよび-V)間の電位差は表6-2となるようにしてください。この値を超え

た場合は電源が破損する可能性がありますので、ご注意ください。
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電源1

電源2

負

荷

A

B

C

6-9

図6-9上の接地箇所
許容接地用スタッドと出力端子間の電位差

(ワースト箇所のみ)

AまたはC
電源1と電源2の合計出力電圧

=>合計出力電圧が合計出力電圧が合計出力電圧が合計出力電圧が60V/600Vを超えないことを超えないことを超えないことを超えないこと

B 電源1と電源2の合計出力電圧の半分

6-3

6.6.2

直列接続する場合も、各電源はそれぞれに設定された電流設定値で電流を制限します。
各電源間の電流設定値が異なる場合、出力電流が電流設定の低い電源の設定値まで達するとその電源の

みCC動作に移行し、電流設定の高い電源はCV動作を継続します。さらに出力電流が増加した場合、電流

設定の低い電源の出力電圧は0Vとなります。その後出力電流が電流設定の高い電源の設定値まで達する

とその電源もCC動作に移行します。
低い電流設定の電源の出力設定値を超えた出力電流が流れた際に、その電源内に出力電流が流れ込む
と電源が破損に至る可能性があります。これを防止するためにダイオードを各電源出力に並列に接続してく

ださい。各ダイオードは電源の定格電圧、定格電流以上のものを使用してください。接続箇所の詳細は

図6-10および図6-11を参照ください。

直列接続時の各電源の動作の例を示します。

例として、電源Aと電源Bが直列接続されており以下のように設定されている場合について説明します。

電源A：出力電圧設定値 10V、出力電流設定値 50A

電源B：出力電圧設定値 10V、出力電流設定値 100A

　　　　　　　（電源Aの出力電流設定＜電源Bの出力電流設定)

①電源Aの出力電流設定値より小さい出力電流(例として30A)を流そうとした場合

電源Aの出力：10V、30A

電源Bの出力：10V、30A

合計出力 ：20V、30A

②電源Aの出力電流設定値より大きく、電源Bの出力電流設定値より小さい出力電流(例として80A)を流そう

とした場合

電源Aの出力：0V、80A

電源Bの出力：10V、80A

合計出力 ：10V、80A

③電源Bの出力電流設定値よりより大きい出力電流(例として120A)を流そうとした場合

電源より出力される電流は電源Bの出力電流設定100Aで制限されます。

電源Aの出力：0V、100A

電源Bの出力：0V、100A

合計出力 ：0V、100A

②、③の場合では、電源Aは破損に至る可能性がありますので、図6-10のように外付けダイオードを接続く

ださい。電源Aの出力電流設定を上回る電流はこの外付けダイオードを流れます。

6-6
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直列接続された電源の電流設定値を同一にした場合も、各電源間の設定精度のば

らつきにより6.6.2項のような現象が発生します。

直列接続する際は外付けにダイオードを接続してください。

6.6.3

直列接続時にリモートアナログコントロールまたは通信インターフェースを使用する場合は以下の通り

です。

リモートアナログコントロール用J1コネクタの各端子については以下の通りです。

SO信号とPS_OK信号は電源の出力から絶縁されていますので、制御用の外部電源やスイッチは直
列接続された各電源で互いにフローティングすることなく接続可能です。またデイジーチェーン接続

も可能です。
それ以外の各端子は電源の出力から絶縁されていませんので、制御用の外部電源や外付け抵抗な

どは直列接続された各電源で互いにフローティングが必要です。

(RS232/485 GPIB )

各通信ポートは電源の出力から絶縁されていますので、直列接続された各電源で互いにフローティン

グすることなく接続可能です。　

ただし合計の出力電圧が400Ｖを越える場合は、直列接続された高電位側の電源の+V出力端子を接

地しないでください。

 

 電源-１ 

 電源-２ 

 電源-１ 

 電源-２ 
（*）ダイオードを    

  外付けしてくださ

い 

 負荷  負荷 

6.6.4

この接続では、二台の電源により出力電圧を増加させることができます。ローカル/リモート センシングが可

能です。接続方法は図6-10を参照ください。
一方の電源の立ち上がり時や遮断時に逆電圧印加を防ぐために、ダイオードを各電源出力に並列に接続

してください。各ダイオードは電源の定格電圧、定格電流以上のものを使用してください。

ローカルセンシングによる直列接続 リモートセンシングによる直列接続

(*)ダイオードを外付けしてください。

6-10

+V

-V

+V

-V

+V

-V

+V

-V
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電源-１ 

電源-２ 

  負荷 

（*）ダイオードを外付けしてください 

6.6.5

この接続では、二台の電源により二出力構成が可能です。ローカル/リモート センシングが可能です。接続

方法は図6-11を参照ください。
一方の電源の立ち上がり時や遮断時に逆電圧印加を防ぐために、ダイオードを各電源出力に並列に接続

してください。各ダイオードは電源の定格電圧、定格電流以上のものを使用してください。

6-11

+V

-V

+V

-V

6.7 /

本電源は同じ定格電圧および定格電流の電源を最大4台まで並列接続することができ、出力電流の容量を増

加させることができます。接続された電源のうち1台がマスター機として動作し、残りはスレーブ機として動作し

ます。
線材や接続部での電圧降下により出力電流がアンバランスとなることがありますので、並列接続時の各電源の

出力電流は定格出力の95%以下でのご使用を推奨します。

6.7.1 /

並列接続した場合、電源はマスター機/スレーブ機の2種類の役割があります。スレーブ機は、マスター機に

よって制御され常にマスター機の出力電流に合わせてCC（定電流）モードで動作します。

本電源のマスタースレーブ並列運転には二つの設定方法があります。

・各電源に出力電圧・出力電流を表示させる設定

並列接続された各電源の出力電圧・電流は、各電源の電圧計・電流計に表示されます。

そのためシステム全体の合計電流は、各電源の電流計の表示の和になります。

マスター機の電流設定値は、必要な電流値を並列接続された台数で割った値にしてください。

・マスター電源に出力電圧・出力電流を集中表示させる設定
システム全体の合計電流はマスター電源の電流計に表示されます。そのためシステム全体の合計電流

はマスター機の電流計に表示される値となります。

マスター機の電流設定値は、システム全体で流す値にしてください。
厳密にはマスター電源の電流計に表示される値は、マスター電源の出力電流に電源の合計台数をかけ

た値です。そのため電流計の表示精度は、定格電流の合計の2%±1カウントです。電流計に高い精度が

必要な場合は、推奨いたしません。　　　　　　　　

マスター電源が出力OFFまたはSO機能による遮断状態の場合、マスター電源の電圧計にはマスター

電源の動作状態( または )が、電流計には並列接続された電源の台数(” ”~” ”)が表示され

ます。また、スレーブ電源の電圧計には動作状態（出力ON/OFFやアラームなど）が表示されます。

並列接続をした場合、接続されたシステムとしてはGenesysシリーズで認証取得して

いる安全規格の範囲外となります。
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6.7.2 /

マスター/スレーブ並列接続の設定方法は下記の通りです。

1．マスター電源の設定

出力電圧は必要な値を設定します。

出力電流は設定方法により異なります。

2．スレーブ電源の設定

リアパネルの設定スイッチSW1-2をリモート設定（上向き）にしてください。またSW1-3の設定は、　　　　

マスター機のSW1-4と同じにしてください。

3．過電圧保護の設定

マスター電源のOVPを必要な電圧値に設定し、スレーブ電源のOVPはそれよりも高い値に設定してく

ださい。この設定では、マスター電源がOVPにより遮断するとスレーブ電源は出力電圧が0になります。

スレーブ電源のOVPがマスター電源より低く設定されている場合はそのスレーブ電源のみ出力が遮断
しマスター電源と残りのスレーブ電源は動作し続けますが、その場合に各電源の出力電流が定格を超

えないようにしてください。

4．フォルドバック保護の設定

フォルドバック保護を設定する場合は、マスター電源のみ設定ください。

マスター電源がフォルドバック保護により遮断すると、スレーブ機の出力電圧が0になります。

以降は出力電圧・出力電流の表示方法によって異なります。

6.7.2.1

5．スレーブ電源の追加設定

出力電圧は、マスター電源のCV動作に支障を与えないようにマスター電源の設定値より5%程度

高く設定します。

出力電流はマスター電源のリモートコントロール信号より制御されるため設定は不要です。

6．シリアル通信
この設定では、各電源に対してシリアル通信で制御することができます。ただしスレーブ電源の

出力電流設定はリモートアナログによる制御となるため、シリアル通信による制御ができません。

6.7.2.2

5．マスター電源とスレーブ電源の動作モード設定

各電源のFINEボタンを3秒以上押し続けて、電流計に動作モードを表示させてください。動作

モードの詳細は表6-4に示します。電流設定ツマミを回してマスター電源は”H2”/”H3”/”H4”のい

ずれか、スレーブ電源は”S”に設定してください。(並列接続をしない場合はH1に設定ください)

設定後、再度FINEボタンを押すか、約5秒お待ちください。設定したモードに応じて電圧計、電

流計が変化します。

マスター/スレーブの動作モードの設定は、AC入力を遮断すると自動的に内蔵のEEPROMに保

存されます。(詳細は2.7項を参照ください）。再度AC入力電圧を投入すると、前回保存された設

定で起動します。

6．シリアル通信
この設定ではコントローラからシリアル通信で制御できるのはマスター電源のみとなります。スレー
ブ電源に対してはクエリーによる状態読み出しは可能ですが、出力電圧、出力電流の設定値や

イベントレジスタおよびイネーブルレジスタの読み出しはできません。　　　　　

6-9

電流計の表示 動作モード

H1 単独動作（初期設定）

H2 マスター電源（スレーブ電源1台)

H3 マスター電源（スレーブ電源2台)

H4 マスター電源（スレーブ電源3台)

S スレーブ電源

6-4
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6-12

(GENH750W GEN750W GEN1.5kW )

6.7.3 /

マスター/スレーブ並列接続は出力電圧・出力電流の表示方法によらず同じ接続方法です。

どちらの設定方法でもローカル/リモート センシングが可能です。それぞの配線図を図6-12、図6-13、図6-

14、図6-15に示します。各電源の電圧降下を同等にするため、電源から負荷までの配線はそれぞれ同じ

太さ、長さにしてください。

6-14

(GENH750W GEN750W GEN1.5kW )

マスター電源 

 スレーブ電源 

 （１台目） 

２台目以降の 

スレーブ電源の 

J1-10 端子へ 

２台目以降の 

スレーブ電源の 

J1-23 端子へ 

出来るだけ短く 

ツイストペア線 

負荷 

 

6-13

(GEN2.4kW GEN5kW )

6-10
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6-15

(GEN2.4kW GEN5kW )

マスター電源 

 スレーブ電源 

 （１台目） 

２台目以降の  

スレーブ電源の 

J1-10 端子へ 

２台目以降の 

スレーブ電源の 

J1-23 端子へ 

出来るだけ短く 

ツイストペア線
 

負荷

 ツイストペア線 

 ツイストペア線 

・動作中に接続が外れることを防止するために-V端子の接続が確実にされていること

を確認ください。接続が外れた場合は電源が破損することがあります。

・絶縁リモートアナログコントロールオプション内蔵の電源を使用してマスタースレーブ

並列システムを構成する場合、図6-12、図6-13、図6-14、図6-15に示す以下の接続

はしないでください。接続しますと電源が故障いたします。接続方法は7.4.3項の

マスタースレーブ並列接続を行う場合の注意点を参照ください。

・マスター電源のJ1-25とスレーブ電源のJ1-10間

・マスター電源のJ1-12とスレーブ電源のJ1-23間

・マスタースレーブ接続の場合、AC入力電圧の投入またはACパワースイッチのON

は、　マスター電源、スレーブ電源の順序で行ってください。

ただしデイジーチェーン接続の場合は、上記は不要です。

・ローカルセンシングでは、配線の抵抗による電圧降下を小さくするために配線の長

さを短くすることが重要となります。また各電源の出力電流をバランスさせるため、

各電源の出力端子+V/ -Vへの配線は可能な限り同じ長さにしてください。
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6.8
リモートアナログコントロールの各端子を用いてデイジーチェーン接続を行うことで、複数台の電源が接続され
たシステムにおいてどれか一台に不具合が生じた場合に構成されるすべての電源の出力を遮断するマルチ電

源システムを形成することができます。

3台デイジーチェーン接続された場合を図6-16に示します。なお同じ接続方法でより多くの電源を繋げたシステ

ムにも適用できます。デイジーチェーン接続を有効にするには設定スイッチ(SW1)の5ピンをDOWN（下向き）に

設定してください。他のピンの設定はアプリケーションに応じて設定してください。

異常が発生した電源は出力がOFFとなり、またPS_OK信号はLowレベル（0V）となります。フロントパネルには発

生したアラームが表示されます。

このPS_OK出力端子は他の電源のSO端子につながっているため、他のの電源も出力遮断し、フロントパネル

には” ” と表示されます。

アラーム状態が除かれると、設定されているスタートモード（セーフスタート/自動スタート）に応じてシステムが復

帰します。

 
電源１台目 電源２台目 電源３台目 

6-16

項目 スレーブ動作モード設定時 スレーブ動作モード解除時

出力電圧設定値 定格の102% ゼロ

出力電流設定値 ゼロ ゼロ

UVL設定値 ゼロ ゼロ

OVP設定値 最大 最大

スタートモード設定 自動スタートモード セーフスタートモード

出力ON/OFF ON OFF

フォルドバック保護 OFF OFF

フロントパネル操作 FINEボタンの操作のみ有効 ロック

リモート/ローカルモード ローカルロックアウトモード ローカルモード

6-5

6.7.4 /

動作モードをスレーブ電源に設定またはスレーブ電源から解除した場合、各項目は自動的に表6-5の

通りに設定されます。スレーブモードから解除された場合、フロントパネル操作がロックされています

ので、フロントパネルで操作するにはPREVボタンを押しつづけてロック解除(UFP)してください。

自動スタートモードに設定されている場合、デイジーチェーン接続ではAC復帰時に

デイジー入力端子のレベルによらず出力ONで起動しますのでご注意ください。
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6.9 AUX (GEN2.4kW )

GEN2.4kWは、リアパネルにAUX出力コネクタJ4が備え付けてあります。

このコネクタは2つのチャンネルより出力されており、定格電圧、電流は以下の通りです。

・Ch1：　+5V(±5%)、最大0.2A

・Ch2：　+15V(±5%)、最大0.2A

この端子に接続する場合は、AUX出力用プラグおよびAUX出力用プラグハウジング（それぞれ製品に同封さ

れています）を使用してください。

AUX出力端子のコネクタの配置と機能は図6-17および表6-6の通りです。

6-17 AUX

6-6 AUX

端子
番号

信号名
基準電位
(グランド)

機能説明

1 +5V IF_COM 5V出力端子

2 IF_COM -

5V出力の基準電位で電源の出力から絶縁されています。

アナログ信号のIF_COM、通信インターフェースのSGと同電位

です。
3

4

5

6 +15V COM 15V出力端子

7 COM - 15V出力の基準電位で電源の出力(-V)と同電位です。

N/C 未使用端子-
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7

7.1

このオプションでは、リモートアナログコントロールの各端子は電源の出力から絶縁されており、プログラミングお

よびモニタリング用端子から光絶縁信号を通じて制御されます。

絶縁リモートアナログコントロールオプションには以下の2種類があります。

1．電圧型(0~5V/0~10V)オプション (品名:IS510)

プログラミング、モニタリングを電圧信号(0~5Vまたは0~10V)で行います。

2．電流型(4~20mA)オプション (品名:IS420)

プログラミング、モニタリングを電流信号(4~20mA)で行います。

絶縁リモートアナログコントロールオプションのコネクタの品名は以下の通りです。

電源本体側 ：MC1,5/8-G-3,81（Phoenix contact)

結線用プラグ ：MC1,5/8-ST-3,81（Phoenix contact)

なお絶縁リモートアナログコントロールオプション内蔵の電源では、GPIBオプションは使用できません。

モニタリングの精度を上げるために、信号を検出する回路の入力インピーダンスは

100kΩ以上にしてください。

7.2

7.2.1

電圧型オプションの仕様は表7-1の通りです。

また、アナログ電圧信号と出力電圧の関係性については図3-4および図3-10を参照ください。

分類 内容 単位 仕様規格

出力電圧プログラミング精度 % ±1

出力電流プログラミング精度 % ±1

出力電圧プログラミング温度係数 PPM/℃ ±100

出力電流プログラミング温度係数 PPM/℃ ±100

入力インピーダンス MΩ 1

印加電圧範囲 Vdc 0~15

耐圧
(プログラミング用入力端子

-電源の出力端子間)

Vdc 600

出力電圧モニタリング精度 % ±1.5

出力電流モニタリング精度 % ±1.5

出力インピーダンス Ω 100

耐圧
(モニタリング用出力端子

-電源の出力端子間)

Vdc 600

プログラミング用
入力端子

モニタリング用
出力端子

7 -1
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7.2.2

電流型オプションの仕様は表7-2の通りです。

また、アナログ電流信号と出力電圧の関係性については図7-1を参照ください。

分類 内容 単位 仕様規格

出力電圧プログラミング精度 % ±1

出力電流プログラミング精度 % ±1

出力電圧プログラミング温度係数 PPM/℃ ±200

出力電流プログラミング温度係数 PPM/℃ ±200

入力インピーダンス Ω 50

印加電流範囲 mA 0~30

耐圧
(プログラミング用入力端子

-電源の出力端子間)

Vdc 600

出力電圧モニタリング精度 % ±1.5

出力電流モニタリング精度 % ±1.5

最大負荷インピーダンス Ω 500

耐圧
(モニタリング用出力端子

-電源の出力端子間)

Vdc 600

プログラミング用
入力端子

モニタリング用
出力端子

7-2

出
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7-1
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7.3

コネクタのピン配置については図7-2を、各端子の説明については表7-3を参照ください。

ノイズの影響を最小にするには、信号用の配線にシールドされたツイストペア線の使用を推奨いたします。

信号用の配線については以下の通りです。

プラグに取り付け可能な線径 ：AWG16~28

配線の剥離長 ：7mm

プラグへの締め付けトルク ：0.22~0.25N・m(2.2~2.5kgf・cm)

 

シールドシールドシールドシールド    シールドシールドシールドシールド    

電圧型 電流型

1 シールド -
シールド端子
内部で電源の筐体に接続

2 +VPROG_ISO 出力電圧プログラミング用入力端子 0～5/0～10V 4～20mA

3 +IPROG_ISO 出力電流プログラミング用入力端子 0～5/0～10V 4～20mA

4

5

6 ＋VMON_ISO 出力電圧モニタリミング用出力端子 0～5/0～10V 4～20mA

7 +IMON_ISO 出力電流モニタリミング用出力端子 0～5/0～10V 4～20mA

8 シールド -
シールド端子
内部で電源の筐体に接続

-

-

-

入力電圧/電流範囲端子
番号

信号名 機能

-

基準電位
(グランド)

4,5

(GND)

-

4,5

(GND)

GND
プログラミング/モニタリング用

グランド端子

7-2

7-3

絶縁リモートアナログコントロールオプションを使用する場合、J1端子のJ1-9(VPGM)と

J1-10(IPGM)に信号を印加しないでください。

他のJ1端子については使用可能です。

7-3
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7.4

電圧型/電流型それぞれの絶縁リモートアナログコントロールを用いて、出力電圧/出力電流のプログラミング/

モニタリングおよび並列接続をする場合の設定・操作方法について説明します。

7.4.1 /

電圧型絶縁リモートアナログによるプログラミングおよびモニタリングを行う場合の設定方法を以下に示し

ます。

1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

2．設定スイッチSW1を表7-4の通りに設定してください。

記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

・出力電圧をリモートアナログプログラミングする場合は、SW1-1を上向き

・出力電流をリモートアナログプログラミングする場合は、SW1-2を上向き

・出力電圧、出力電流をリモートアナログプログラミングする場合はSW1-1,2を上向き

3．図7-3に示すようにJ1コネクタの配線を行います。リモートアナログプログラミングを行わずに、リモート

アナログモニタリングのみを行う場合はこの配線は不要です。

4．図7-4、図7-5、図7-6、図7-7に示すように電圧型絶縁リモートアナログコントロールコネクタの配線を

行います。なおコネクタの端子4と端子5は内部で接続されていますので、どちらを使用しても構いま

せん。

5．印加電圧を所要のレベルに設定し、ACパワースイッチをONにします。

No. 機能 設定

1 出力電圧プログラミングソース リモートアナログ：上向き
ローカル：下向き

2 出力電流プログラミングソース リモートアナログ：上向き
ローカル：下向き

3 プログラミングレンジ 0～5V：下向き

0～10V：上向き

4 モニタリングレンジ 0～5V：下向き

0～10V：上向き

7 出力電圧プログラミングソース
（外部電圧/外部抵抗)

下向き

8 出力電流プログラミングソース
（外部電圧/外部抵抗)

下向き

7-4 / SW1

812

7-3 J1
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7.4.2 /

電流型絶縁リモートアナログによるプログラミングおよびモニタリングを行う場合の設定方法を以下に示し

ます。

1．電源のACパワースイッチをOFFにしてください。

2．設定スイッチSW1を表7-5の通りに設定してください。

記載のない端子についてはこのプログラミングには影響しないため、どちらでも構いません。

・出力電圧をリモートアナログプログラミングする場合は、SW1-1を上向き

・出力電流をリモートアナログプログラミングする場合は、SW1-2を上向き

・出力電圧、出力電流をリモートアナログプログラミングする場合はSW1-1,2を上向き

3．図7-8に示すようにJ1コネクタの配線を行います。リモートアナログプログラミングを行わずに、リモート

アナログモニタリングのみを行う場合はこの配線は不要です。

4．図7-9、図7-10、図7-11、図7-12に示すように電流型絶縁リモートアナログコントロールコネクタの配線を

行います。なおコネクタの端子4と端子5は内部で接続されていますので、どちらを使用しても構いま

せん。

5．印加電流を所要のレベルに設定し、ACパワースイッチをONにします。

No. 機能 設定

1 出力電圧プログラミングソース リモートアナログ：上向き
ローカル：下向き

2 出力電流プログラミングソース リモートアナログ：上向き
ローカル：下向き

3 プログラミングレンジ 上向き

4 モニタリングレンジ 上向き

7 出力電圧プログラミングソース
（外部電圧/外部抵抗)

下向き

8 出力電流プログラミングソース
（外部電圧/外部抵抗)

下向き

7-5 J1

812

7-8 J1

7-6



ユーザーマニュアル

Genesys シリーズ

TDK-Lambda

<Page>

7-10

7-11
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7-13

21

7-14

21

7.4.3

電圧型/電流型絶縁リモートアナログコントロールオプション電源を用いてマスタースレーブ並列接続を行う

場合は、接続するすべての電源(マスター電源およびスレーブ電源)に同じ仕様(IS510またはIS420)を使用

してください。また、SW1-3およびSW1-4の設定もすべての電源で共通にしてください。

そのほかマスタースレーブ並列接続に関する接続および設定方法は6.7項を参照ください。

ただし、標準品の場合に接続を行うマスター電源とスレーブ電源間のJ1コネクタ間の接続(マスター電源の

J1-25(P)とスレーブ電源のJ1-10(IPGM)、マスター電源のJ1-12(COM)とスレーブ電源のJ1-23(IPGM_RTN))

は必要ありません。その代わりに電圧型絶縁リモートアナログの場合は図7-13のように、電流型絶縁リモー

トアナログの場合は図7-14のようにマスター電源とスレーブ電源間で絶縁リモートアナログコントロールコネ

クタの配線を行ってください。なおコネクタの端子4と端子5は内部で接続されていますので、どちらを使用し

ても構いません。

また、電圧型/電流型どちらの場合も、スレーブ電源は図7-3または図7-8のようにJ1コネクタの配線を行っ

てください。
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8 GPIB IEEE

8.1

この章では、Genesys
TMシリーズのGPIBオプション内蔵モデルに搭載されるGeneral Purpose Interface Bus 

　　　（GPIB）インターフェース（IEEE-488.2デジタルプログラミングインターフェース）を用いた設定、操作、コマンド、

通信プロトコルについて説明します。

GPIBインターフェースにより出力電圧/電流の設定およびモニタリング、保護設定、トリガ、電源の状態のモニタ

リング、SRQレポートなどのリモートコントロールができます。

GPIBインターフェースによる通信はStandard Command for Programmable Instruments（SCPI）に準拠したIEEE 

488.2規格に対応しています。

製品の仕様は標準品から変更ありません。

8.3

GPIBインタフェースでの操作にあたり、電源側で設定が必要な項目について説明します。

8.3.1

GPIB（IEEE）オプション内蔵モデルの通信に関する項目の工場出荷時の初期設定は以下の通りです。

・通信インターフェース ：GPIB（IEEE）

・アドレス ：6

・通信速度 ：19200

8.3.2

GPIBインターフェースを使用するには、リアパネルのIEEEスイッチ（図8-1参照）を以下の通りに設定し

ます。IEEEスイッチの位置については1.3項を参照ください。

IEEEスイッチ 1 (左側)：上向き(up)

IEEEスイッチ 2（右側）:下向き（Down）

IEEEスイッチ 1 は電源の運転中と停止中のどちらでも切り替えることができますが、設定変更を適用させ

るには、入力電圧を遮断し、そのあと再投入してください。パネル前面左のPOWERスイッチも使用可能

です。

GPIB内蔵オプションの電源でRS232/RS485通信インターフェースで接続する場合は、IEEEスイッチ1を下向

き(Down)に設定してください。

8.2 GPIB

GPIBインターフェースは、測定機器等をコントローラに相互接続する一般的な方法です。コネクタ付きの特殊

24ピンケーブルを使用しているので、コネクタを積み重ねて容易にデイジーチェーン接続が可能です。また、

配線の構成は8本のデータ線、8本の制御線及び8本のグランド線です。

GPIB用のコントローラカードやソフトウエアは多くのメーカーより提供されていますので、それらを用いてPCを

コントローラとすることも可能です。

1台のGPIBコントローラから複数の機器を接続および制御できるようにするためには、各々の機器に個別のアド

レスを設定する必要があります。GPIBコントローラは、電源のアドレスと同一のアドレスを自動で設定します。

詳細な情報については、ANSI/IEEE Std 488.1-1987 IEEE Standard Digital Interface for Programmable

Instrumentation、ANSI/IEEE Std 488.2-1997 - IEEE Standard Codes, Formats, Protocols, and Common

Commands を参照ください。

8-1 IEEE

上向き（Up）

下向き（Down）

8-1
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8.3.3

電源のアドレスは0～30の範囲で自由に設定することができます。

複数の電源を制御する場合は、アドレスが重複しないように注意してください。

電源アドレスの設定方法は4.3.3項を参照ください。

8.3.4

GPIB（IEEE）インターフェースの設定の場合、通信速度は19200bpsに固定されます。

8-2

8.4

GPIBインターフェース時の接続方法について説明します。

8.4.1

GPIB通信用のコネクタはリアパネルのオプションインターフェース用スロットです。配置は1.3項を参照くだ

さい。標準品の場合はこのコネクタはありません。

8.4.2

電源をGPIB通信バスへ接続して使用するためには、長さ3m以下のIEEE 488に準じたGPIBケーブル

　　　　　（線径：AWG26）を使用して電源のリアパネルのオプションインターフェース用スロットとコントローラ（または

PC）のGPIBポートへ接続してください。

GPIBケーブルは製品に添付されておりません。

8.4.3 GPIB

一般的なGPIBコントローラはPCに搭載されているGPIBインターフェースカードです。各インターフェース

カードの供給メーカーからそれぞれ独自の取り扱い方法や、インターフェースソフトウエアが提供されてい

ます。

ソフトウェア実行時に、コントローラに以下の設定を行ってください。

・コントローラによるアドレス設定：接続する電源のアドレス

・EOI（End or Identify）フラグ ：“TRUE” に設定。

EOIはメッセージ文字列の最後が送信されると設定されるGPIBケーブル

内の制御ラインです。

・EOS（End of String）フラグ ：“FALSE” に設定。

EOSはメッセージ文字列の終端文字として使用される場合があります。

この電源のインターフェースではサポートされていません。

8.4.4

GPIBインターフェースを用いて複数台の電源を接続し、1つのシステムとして制御することができます。

複数台の電源が接続されている中で、コントロールする電源の選択には“INSTrument:NSELect <NR1>”コ

マンドを送信してください。<NR1>にはコントロールする電源のアドレスを入れてください。　　　　　

再度“INSTrument:NSELect <NR1>”コマンドが送信されるまでの間、選択された電源のみ以降送信される

コマンドやクエリーが適用されます。

なお“INSTrument:NSELect <NR1>”コマンドを送信後、“INSTrument:NSELect?”クエリーを送信し指定した

電源のアドレスに間違いがないか確認することを推奨します。



ユーザーマニュアル

Genesys シリーズ

TDK-Lambda

<Page>

8-2

GPIBケーブル

GPIB

ケーブル

GPIB

ケーブル

コントローラ

GPIB

GPIB

GPIB

8.4.4.1

この接続は、各電源とコントローラの接続を全てGPIBインターフェースで接続する方法です。

詳細は図8-2を参照ください。

・接続する各電源の通信インターフェースをGPIBへ設定してください。設定方法は8.3.2項を参照く

ださい。

・各電源のアドレスを0~30の範囲で、重複しないように設定してください。

・通信速度は19200bpsに設定されます。

8.4.4.2

この接続ではコントローラと接続される電源のみGPIBインターフェースで接続し、それ以降の電源は

RS485インターフェースを介して接続する方法です。(これらの電源はGPIBオプションが搭載されてい

る必要はありません)。電源を立ち上げると、マスター機となる電源は自動的に選択されます。

RS485接続にはシリアルリンクケーブル(製品に添付されています)を使用ください。

接続方法の詳細は図8-3を参照ください。

・コントローラと接続する電源の通信インターフェースをGPIB、それ以外の電源はRS485に設定して

ください。設定方法は8.3.2項、4.3.2項を参照ください。

・各電源のアドレスを0~30の範囲で、重複しないように設定してください。

・全ての電源について通信速度は19200bpsに設定してください。

RS485

ケーブル

RS485

ケーブル

コントローラ

8-3

GPIBケーブル

GPIB

11-38-3
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8.5

本製品のGPIBインターフェースによる通信はSCPIプロトコルに対応しています。ここではSCPIプロトコルについ

て説明します。

通信を開始する場合はまずアドレス指定コマンド”INSTrumen:NSELect <NR1>”を送

信してください。その後他のコマンドを受け付けられるようになります。

8-4

SCPI言語は、コマンド/クエリー/パラメータで構成されます。

コマンド：電源の出力や状態を設定する指令。

SCPI言語では電源からの応答はありません。

クエリー：電源の動作状態問い合わせ。末尾に?がつきます。電源からメッセージが返されます。

パラメータ：出力の”ON/OFF”や機能の”有効/無効”、設定値”10V/500A”などの選択部分。

有効：１またはON、無効：０またはOFFで表します。

パラメータのデータフォーマットは表8-1を参照ください。

　　　　（例 ”OUT ON”コマンドの場合、”OUT”がコマンド、”ON”がパラメータ）　

8-1 /

記述については、次のように定義されます。

・大文字と小文字は区別されません。どちらも使用可能で組み合わせも可能です。

・パラメータを使用するコマンドの場合、コマンドとパラメータの間は1文字以上のスペース(空白文字)を入れて

ください。

　　　　（例 ”*ESE 1”は有効です。

*ESE1”とすると電源は応答せず、エラーメッセージが返されます）

・パラメータに数値を使用する場合、小数点を除く12桁までが認識されます。

また数値の先頭や末尾に0を使用することも可能です。

(例：”VOLT xx”コマンドの”xx”部分には、”12.”、”12.0”、”012.000000000”いずれも有効です)

・出力のON/OFFや機能の有効/無効を設定するコマンド（OUTP:STAT、OUTP:PONなど）のパラメータには以

下を使用可能です。

出力をON、機能を有効に設定 ：”1”または”ON”

出力をOFF、機能を無効に設定 ：”0”または”OFF”

データ
フォーマット

記述

<NR1> 整数（小数点以下を含まない数字）　例: 255

<NR2> 実数（小数点以下を含む数字）　例: 0.253

<Bool>

論理値（ブールデータ）。パラメータは真/偽の2値を表します。

例: 例:0|1　または　OFF|ON

　　　OFFまたは0は偽を表します。

　　　ONまたは1は真を表します。

-0.5<X<0.5の範囲の数字は偽として扱われ、それ以外は真となります。

<DSC>

限定されている設定をプログラムする場合に個別のパラメータが使用されます。
例: SYSTem:SET {LOC|REM|LLO}

個別のパラメータはコマンドキーワードのように完全表記と省略表記があります。
また大文字と小文字は区別されません。クエリーの応答は常に省略表記で
大文字になります。

<SRD>
一連の応答データです。あらかじめ定義された文字列のパラメータです。
例: LAMBDA,GEN60-12.5,S/N:525Z05-0001,1U1K:5.1.1-E

<STR>

文字列です。文字列のパラメータはデリミタとして二重引用符” ”で囲まれた

ASCII文字列で送られます。

例: ”Exapmle”
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ヘッダ（キーワードとも呼びます）は本電源がサポートしている命令です。ヘッダは完全表記または省略表

記で表すことができます。

：ヘッダを省略せずに表記します。

例 ”VOLTAGE”、”STATUS”、”DELAY”

：ヘッダを最初の3、4文字で省略して表記します。

例 ”VOLT”、”STAT”、”DEL”

SCPIプロトコルでは、小文字と大文字は区別されません。”CURRENT”、”Current”、”CURRent”のいずれ

の組み合わせでも認識されます。

省略表記を使用することでプログラムの実行スピードが速くなります。

コマンドのヘッダとパラメータの間にはスペース（空白文字）を1文字入れます。

角括弧”[ ]”で囲まれた数値、文字列は省略可能です。また、”[ ]”を実際のプログラムで記載しないでくだ

さい。

例えば、”[SOURce]:VOLTage[:AMPLitude]?”コマンドの場合、”:VOLTage?”または

”SOURce:VOLTage:AMPLitude?”のどちらの表記も可能です。

山括弧”< >”で囲まれた数値、文字列はプログラムデータです。また、”< >”を実際のプログラムで記載

しないでください。例えば、”*ESE <NR1>”コマンドの場合、”*ESE 255”のように表記します。

小文字で書かれている文字は省略可能です。大文字で書かれている文字は省略できません。例えば、

”OUTPut:STATe <DSC>”コマンドの場合、”OUTPut:STATe 1”または”OUTP:STAT 1”のどちらの表記

も可能です。小文字を省略して記述したものが省略表記です。

縦棒”|”により、使用可能なパラメータを分けています。例えば、LOC|REM|LLOと表記しているものは

LOC、REMまたはLLOがパラメータとして使用可能です。

8.5.1 SCPI

SCPI言語のプロトコルについて説明します。

SCPIコマンドは、SCPIサブシステムの構築ブロックである共通ルート（ツリー構造の最上位）またはノードで

構成されます。

以下にその一例を示します。この例で”SOURce”は共通ルートであり、この”SOURce”のサブシステムから

分岐されるコマンドの例を以下に示します。コロン”:”は下位コマンドへの区切りを示します。

ソースサブシステム

SOURce

:CURRent

[:LEVel]

[:IMMediate]

[:AMPLitude] <NR2>

:PROTection

:STATe <DSC>

:TRIPped?

:MODE?

:VOLTage

[:LEVel]

[:IMMediate]

[:AMPLitude] <NR2>

:LIMit

:LOW <NR2>

:PROTection

:LEVel <NR2>

8-5
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8.5.2 GPIB

本製品のGPIBインターフェースには、IEEE488.2バスから受信したコマンドを保存するための210バイトの入

力バッファがあります。バッファは14バイトのフィールドが15個に分割されています。受信したコマンドは

コロン”:”およびスペース（空白文字）ごとに区切られてフィールドに保存されます。

・”SOURCE:VOLTAGE:AMPLITUDE 123.45”コマンドは4 つのフィールドを使用します。

・”:VOLTAGE 123.45”コマンドは2 つのフィールドを使用します。

SCPIプロトコルでは2つ以上のコマンドをセミコロン”;”で連結して送信することができます。本製品のGPIB

インターフェースは受信した全てのコマンドを実行してから、メッセージを返信し、次のコマンドの受信待ちと

なります。その返信メッセージには各コマンドの応答結果が反映されます。
受信コマンドにエラーが検出された場合や、電源のエラーメッセージが送信される場合は、バッファ内の全

てのコマンドは終了となります。エラーメッセージはコマンド終了時点のエラー内容に応じたものとなります。

連結コマンドが14個のフィールドで保存できない（コロン”:”およびスペースで15個以上に区切られる）場合

もエラーとなります。また一つのフィールドに保存する文字数が14文字を超える場合もエラーになります。

8.5.3 SCPI

共通コマンドは”*”から始まり、コマンドは3文字、クエリーは3文字に末尾に”?”をつけて構成されます。共通

コマンドについては、共通のインターフェース機能を行うためにIEEE 488.2標準で定義されています。

SCPIレジスタツリーの詳細については8.6項を参照ください。

*CLS

機能

以下の値をクリアします(0にします)

　・イベントレジスタ、ステータスバイトレジスタ、エラーキュー
コンディションレジスタ、イネーブルレジスタおよび機器サマリレジスタの値はクリアさ
れません。

*ESE <NR1>

機能
標準イベントステータスのイネーブルレジスタのビットを設定します。ビット構成は8.6.6

項を参照ください。

パラメータ

0～255

”1”に設定するビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値をパラメータに記

述します。

クエリー
*ESE?

レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～255

*ESR?

クエリー

標準イベントステータスのイベントレジスタの値を返します。ビット構成は8.6.6項を参照

ください。
レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～255

*IDN?

クエリー

電源のID情報(会社名、モデル名、シリアルナンバー、インターフェースソフトウェアの

バージョン、GPIBインターフェースのファームウェアバージョンを返します。

それぞれコンマ”,”で区切られています。

応答 <SRD>

例 LAMBDA,GEN60-12.5,S/N:525Z05-0001,1U1K:5.1.1-E
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*OPC

機能
全てのコマンドおよびクエリーの処理を完了した後に、標準イベントステータスのイベ
ントレジスタのOPCビットが”1”になるように設定します。

クエリー

*OPC?

このコマンドが完了するまで、他のコマンドは実行できません。
全ての実行中のコマンドが完了した後に”1”を返します。

応答 <SRD> 1

*RCL 0

機能

メモリに保存された設定を呼び出します。
呼び出される設定は”*SAV 0”コマンドまたは”GLOBal:*SAV 0”コマンドによって保存

された内容です。ただしこれらのコマンドを使用していない場合は前回AC入力遮断

時の設定が呼び出されます。
AC入力遮断時はメモリにはアドレス、ボーレート、フロントパネル操作のロック設定、

マスタースレーブ並列運転の設定が保存されていますが、”*RCL 0”コマンドではこれ

らの設定を呼び出しません。
フロントパネル操作によって出力をOFFに設定した後に”*RCL 0”コマンドを送信した場

合は、メモリに保存された内容が出力ONであってもコマンド実行後の出力はOFF状態

になります。

*RST

機能

各パラメータのリセットを実行します。
コマンド実行後に電源は以下の設定になります。
・出力電圧設定値：　0

・出力電流設定値：　0

・出力：　OFF

・フォルドバック保護機能：　無効
・リモートモード
・セーフスタートモード
・過電圧保護（OVP）設定値：　最大値

・低電圧制限（UVL）設定値：　0

*SAV 0

機能

現在の設定をメモリに保存します。
保存される設定は2.7項のラストセッティングメモリ機能と同等のもの（アドレス、通信速

度、フロントパネル操作のロック設定、マスタースレーブ並列運転の設定を除く）
です。
AC入力遮断時には”*SAV 0”コマンドで保存した設定は消去され、AC入力遮断時の

設定が保存されます。

*SRE <NR1>

機能
サービスリクエストのイネーブルレジスタのビットを設定します。ビット構成は8.6.9項を

参照ください。

パラメータ

0～255

”1”に設定するビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値をパラメータに記

述します。

クエリー
*SRE?

レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～255

8-7
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*STB?

クエリー

サービスリクエストのステータスバイトレジスタの値を返します。ビット構成は8.6.9項を

参照ください。
レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～255

*TST?

クエリー
セルフテストクエリーです。コマンドの受信と応答の動作に異常がないことを製品内部
で確認します。

パラメータ
0：エラーはありません。

1：エラーが発生しています。

応答 <Bool> 0|1

8-8

8.5.4 SCPI

サブシステムコマンドは電源の機能に特化したコマンドです。

コマンドの末尾に疑問符”?”が付いている場合、クエリー形式のみ可能です。

サブシステムコマンドは以下に示します7つのカテゴリに分類されています。

・機器サブシステム ：電源のアドレス情報に関するコマンド

・グローバルサブシステム ：複数の電源に同時に指令を与えるコマンド

・計測サブシステム ：電源出力の測定に関するコマンド

・出力サブシステム ：電源の出力状態に関するコマンド

・ソースサブシステム ：電源の出力電圧、出力電流に関するコマンド

・ステータサブシステム ：レジスタに関するコマンド

・システムサブシステム ：電源の設定に関するコマンド

SCPIレジスタツリーの詳細については8.6項を参照ください。

8.5.4.1

電源のアドレス情報に関するコマンドです。

INSTrument:[N]SELect <NR1>

機能 アドレス指定された電源との通信を有効にします。

パラメータ 0～30

コマンド例
INST:SEL 06

アドレス06の電源が指定されます。

クエリー INSTrument:[N]SELect?

応答 0～30
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GLOBal :*RCL 0

機能
メモリに保存された設定を呼び出します。
詳細は*RCL <NR1>コマンドを参照ください。

GLOBal:*RST

機能
設定をリセットします。
リセット後の設定の詳細は”*RST”コマンドを参照ください。

GLOBal:*SAV 0

機能
現在の設定をメモリに保存します。
詳細は*SAV <NR1>コマンドを参照ください。

GLOBal:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NR2>

機能 出力電流（単位:A）を設定します。

パラメータ

設定範囲はゼロ～定格出力電流までです。
並列接続時でマスター電源にシステム全体の電流値を表示させている場合、パラメー
タはシステム全体の合計電流になります。設定範囲の最大値は定格出力電流にシス
テムの電源台数を乗じたものになります。

コマンド例
GLOB:CURR 100

各電源の電流設定が100Aに設定されます。

GLOBal:OUTPut:STATe <DSC>

機能 出力のON/OFFを設定します。

パラメータ
0　または　OFF：　出力をOFFに設定

1　または　ON：　出力をONに設定

コマンド例
GLOB:OUTP:STAT 1

各電源の出力がONに設定されます。

GLOBal:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NR2>

機能 出力電圧（単位:V）を設定します。

パラメータ
設定範囲はゼロ～定格出力電圧までです。
OVP/UVL設定によって設定可能な範囲は制限されます。

コマンド例
GLOB:VOLT 100

各電源の電圧設定が100Vに設定されます。

8-9

8.5.4.2

複数の電源が接続されている場合、グローバル出力コマンドは全ての電源に送信されます。事前に

電源個別にアドレスを指定する必要はありません。全ての電源は直ちにコマンドを実行します。

クエリーは無く、各電源からの返信はありません。

連続してコマンドを送る場合は、各コマンド間に200~300msのインターバルをおいて送信してくだ

さい。
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MEASure:CURRent?

クエリー

出力電流の実測値（単位：A）を返します。

並列接続時でマスター電源にシステム全体の電流値を表示させている場合、マス
ター電源の応答はマスター電源の出力電流にシステムの電源台数を乗じた値になり
ます。

応答 <NR2> 5桁の数字

MEASure:VOLTage?

クエリー 出力電圧の実測値（単位：V）を返します。

応答 <NR2> 5桁の数字

OUTPut:STATe <DSC>

機能

出力のON/OFFを設定します。

電源がエラー（OVP、OTP、AC、ENA、SOなど）により出力できない場合、

出力をONに設定するコマンドに対してはエラーとなります。

パラメータ
0　または　OFF：　出力をOFFに設定

1　または　ON：　出力をONに設定

コマンド例
OUTP:STAT 1

電源の出力がONに設定されます。

クエリー OUTPut:STATe?

応答 <DSC> 0|1

OUTPut:PON <DSC>

機能 スタートモードの設定をします。

パラメータ
0　または　OFF：　セーフスタートモードに設定

1　または　ON：　自動スタートモードに設定

コマンド例
OUTP:PON 1

スタートモードが自動スタートモードに設定されます。

クエリー OUTPut:PON?

応答 <DSC> OFF|ON

8-10

8.5.4.3

電源出力の測定に関するコマンドです。

8.5.4.4

電源の出力状態に関するコマンドです。
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[SOURce]:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NR2>

機能 出力電流（単位:A）を設定します。

パラメータ

設定範囲はゼロ～定格出力電流までです。
並列接続時でマスター電源にシステム全体の電流値を表示させている場合、パラメー
タはシステム全体の合計電流になります。設定範囲の最大値は定格出力電流値にシ
ステムの電源台数を乗じたものになります。

コマンド例
CURR 100

電流設定値が100Aになります。

クエリー [SOURce]:CURRent[:AMPLitude]?

応答 <NR2> 5桁の数字

例 :CURR?　出力電流の設定値を返します。

[SOURce]:CURRent:PROTection:STATe <DSC>

機能 フォルドバック保護機能の有効/無効を設定します。

パラメータ
0：　フォルドバック保護機能を無効に設定

1：　フォルドバック保護機能を有効に設定

コマンド例
CURR:PROT:STAT 1

フォルドバック保護が有効に設定されます。

クエリー [SOURce]:CURRent:PROTection:STATe?

応答 <DSC> OFF|ON

[SOURce]:CURRent:PROTection:TRIPped?

クエリー フォルドバック保護の動作状況を返します。

パラメータ
0：フォルドバック保護が非動作

1：フォルドバック保護が動作(電源の出力はOFF)

応答 <DSC> 0|1

SOURce:MODe?

クエリー

電源の動作モードを返します。
電源の出力がOFFの場合は、”OFF”を返します。

電源の出力がONの場合は、電源の動作モードが定電圧モードでは”CV”を、定電流

モードでは”CC”をそれぞれ返します。

パラメータ

OFF：出力OFFの場合

CV：定電圧(CV)モードの場合

CC：定電流(CC)モードの場合

応答 <DSC> OFF|CV|CC

[SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NR2>

機能 出力電圧（単位:V）を設定します。

パラメータ
設定範囲はゼロ～定格出力電圧までです。
OVP/UVLの設定によって設定可能な範囲は制限されます。

コマンド例
VOLT 100

電圧設定値が100Vになります。

クエリー [SOURce]:VOLTage[:AMPLitude]?

応答 <NR2> 5桁の数字

例 :VOLT?　出力電圧の設定値を返します。

8-11

8.5.4.5

電源の出力電圧、出力電流に関する設定を行うコマンドです。
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[SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW <NR2>

機能

低電圧制限（UVL）の値（単位：V）を設定します。

上限値以上に値を設定しようとするとエラーとなります。
その際UVL設定は変更されません。

パラメータ 設定範囲はゼロ～出力電圧設定の約95%です。

コマンド例
VOLT:LIM:LOW 10

UVL設定値が10Vになります。

クエリー [SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW?

応答 <NR2> 4桁の数字

[SOURce]:VOLTage:PROTection:LEVel <NR2>

機能

過電圧保護（OVP）の動作電圧（単位：V）を設定します。

下限値以下に動作電圧を設定しようとするとエラーとなります。
その際OVP設定は変更されません。

パラメータ
設定範囲は表2-2を参照ください。
MAX:最大設定値

コマンド例
VOLT:PROT:LEV 110

OVP設定値が110Vになります。

クエリー [SOURce]:VOLTage:PROTection:LEVel?

応答 <NR2> 4桁の数字

例
:VOLT:PROT:LEV?　OVPの設定値を返します。

:VOLT:PROT:LEV MAX　OVPの設定値を最大値に設定します。

[SOURce]:VOLTage:PROTection:TRIPped?

クエリー 過電圧保護の動作状況を返します。
過電圧保護が動作していない場合は”0”を返します。

過電圧保護が動作している場合は”1”を返します。このとき電源の出力はOFFとなって

います。
パラメータ 0：過電圧保護は非動作

1：過電圧保護は動作(電源の出力はOFF)

応答 <DSC> 0|1
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STATus:OPERation[:EVENt]?

クエリー

ステータスレジスタのイベントレジスタの値を返します。ビット構成は8.6.5項を参照くだ

さい。
レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

例 00136

STATus:OPERation:CONDition?

クエリー

ステータスレジスタのコンディションレジスタの値を返します。ビット構成は8.6.5項を参

照ください。
レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

例 00136

STATus:OPERation:ENABle <NR1>

機能
ステータスレジスタのイネーブルレジスタの値を設定します。ビット構成は8.6.5項を参

照ください。

パラメータ

0～65535

”1”に設定するビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値をパラメータに記

述します。

コマンド例

STAT:OPER:ENAB 17

ステータスレジスタのイネーブルレジスタの2進数で17に該当するビット(ビットNo.0と

ビットNo.4)を”1”に設定します。

クエリー
STATus:OPERation:ENABle?

レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

STATus:PRESet

機能

ステータスレジスタおよびフォルトレジスタのイネーブルレジスタの各ビットの値を”1”に

設定します。ただし未使用のビットは除きます。ビット構成は8.6.4項、8.6.5項を参照くだ

さい。

STATus:QUEStionable[:EVENt]?

クエリー

フォルトレジスタのイベントレジスタの値を返します。ビット構成は8.6.4項を参照くださ

い。
レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

例 00106

STATus:QUEStionable:CONDition?

クエリー

フォルトレジスタのコンディションレジスタの値を返します。ビット構成は8.6.4項を参照く

ださい。
レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

例 00136

8-13

8.5.4.6

SCPI言語のレジスタ(8.6項を参照ください)に関する設定を行うコマンドです。
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STATus:QUEStionable:ENABle <NR1>

機能
フォルトレジスタのイネーブルレジスタの値を設定します。ビット構成は8.6.4項を参照く

ださい。

パラメータ

0～65535

”1”に設定するビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値をパラメータに記

述します。

コマンド例

STAT:QUES:ENAB 17

フォルトレジスタのイネーブルレジスタの2進数で17に該当するビット(ビットNo.0とビット

No.4)を”1”に設定します。

クエリー
STATus:QUEStionable:ENABle?

レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary1?

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary2?

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary3?

クエリー

各機器サマリレジスタ(1～3)のイベントレジスタの値を返します。ビット構成は図8-5を参

照ください。
レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

例 00106

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary1:ENABle <NR1>

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary2:ENABle <NR1>

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary3:ENABle <NR1>

機能
各機器サマリレジスタ(1～3)のイネーブルレジスタの値を設定します。ビット構成は図8-

5を参照ください。

パラメータ

0～65535

”1”に設定するビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値をパラメータに記

述します。

コマンド例

STAT:QUES:INST:ISUM1:ENAB 17

機器サマリレジスタ1の2進数で17に該当するビット(ビットNo.0とビットNo.4)を”1”に設定

します。

クエリー

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary1:ENABle?

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary2:ENABle?

STATus:QUEStionable:INSTrument:ISUMmary3:ENABle?

レジスタのビットに2進数で重み付けを行い10進数に変換した値を返します。

応答 <NR1> 0～65535

8-14
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SYSTem:ERRor:ENABle

機能 エラーキューをクリアし、エラーメッセージのログを有効にします。（最大10個まで）

SYSTem:ERRor?

クエリー

エラーキューに保存されているエラーメッセージを返します。エラーメッセージはエ
ラーナンバーとエラー記述を含みます。
エラーキューについては8.6.8項、エラーメッセージについては8.5.5項を参照くだ

さい。

応答 <SRD>

例 0,”No error”

SYSTem:SET <DSC>

機能 電源をローカル、リモート、ローカルロックアウトモードへ設定します。

パラメータ

0　または　LOC：　電源をローカルモードへ設定

1　または　REM：　電源をリモートモードへ設定

2　または　LLO：　電源をローカルロックアウトモードへ設定

コマンド例
SYST:SET 1

電源のモードがリモートモードへ設定されます。

クエリー SYSTem:SET?

応答 <DSC> LOC|REM|LLO

SYSTem:VERSion?

クエリー SCPI言語のバージョンを返します。

応答 <SRD> 1999.0

8-15

8.5.4.7

電源の各種設定に関するコマンドです。

8.5.5

エラーメッセージのログを有効に設定した状態でエラーがあると判断した場合、本製品はエラーメッセージを

エラーキューに保存します。最大10個まで保存でき、それ以降のエラーは保存されません。保存された

エラーがクリアされると、再びエラーが保存されます。エラーキューについては8.6.8項を参照ください。

エラーメッセージはエラーナンバーとエラー記述から構成されており、フォーマットは以下の通りです。

<エラーナンバー><,(コンマ)><”(クオート)><エラー記述;電源アドレス><”(クオート)>

詳細は表8-2に示します。
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エラー
ナンバー

エラー記述 エラーイベント エラー例

0 “No error” エラー無し

-100 “Command error” 不明なエラーのあるコマンドを受け取った場合

-101 “Invalid Character” 下記以外の文字が送信された場合：
“a～z”、“A～Z”、“0～9”、“?”、“*”、“：”、“；”、

“ピリオド”、“スペース”、“CR”、“LF”

V%LT 50

VOLT,50

-102 “Syntax error” 認識できないコマンドを受け取った場合 BEAS:VOLT?

VOLTS 150

-104 “Data type error” 正しくないパラメータを受け取った場合 CURRENT NA

OUTPUT DC

-109 “Missing parameter” 有効なコマンドであるがパラメーターが不足している
場合

VOLT

-112 “Program word too long” コマンドをコロンまたはスペースで区切ったものが14

文字以上である場合

MEASUREVOLTAGE?

-222 “Data out of range” 電源に定められた範囲を超えた値をプログラムしよう
とした場合

-241 “Hardware Missing” マルチドロップ接続の場合に電源を割り当てられて
いないアドレスを指定した場合。

-350 “Queue Overflow” エラーキューに多数のエラーメッセージが保存さ
れ、最新のエラーメッセージを保持することができな
い場合

+300 “Execution error” 一般的な実行エラー

+301 “PV above OVP” 出力電圧設定がOVP設定を超える場合

+302 “PV below UVL” 出力電圧設定がUVL設定を下回る場合

+304 “OVP below PV” OVP設定が出力電圧設定を下回る場合

+306 “UVL above PV” UVL設定が出力電圧設定を超える場合

+307 “On during fault” エラー発生状態で電源の出力をONしようとした場合

+320 “Fault shutdown” 原因が明確でない遮断が発生した場合

+321 “AC fault shutdown” AC入力電圧不足アラームによる出力遮断が発生し

た場合
+322 “Over-Temperature

shutdown”

OTPによる出力遮断が発生した場合

+323 “Fold-Back shutdown” フォルドバック保護による出力遮断が発生した場合

+324 “Over-Voltage

shutdown”

OVPによる出力遮断が発生した場合

+325 “Analog shut-off shut-

down”

シャットダウン機能による出力遮断が発生した場合

+326 “Output-Off shutdown” フロントパネル操作によって出力がOFFされた場合

+327 “Enable Open

shutdown”

電源出力有効/無効コントロール機能による出力遮

断が発生した場合

+340 “Internal message fault” 原因が明確でないメッセージのエラーを検出した場
合

+341 “Input overflow” IEEEのデータバッファのオーバーフローの場合

+342 “Internal overflow” 内部バッファのオーバーフローの場合

+343 “Internal timeout” 内部タイムアウトの場合

+344 “Internal checksum

error”

コントローラからのコマンドにチェックサムエラーを検
出した場合

+345 “Internal checksum

error”

電源からのメッセージにチェックサムエラーを検出し
た場合

+399 “Unknown Error” 不明なエラーの場合

8-2 SCPI

8-16
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8.6 SCPI

8.6.1

本製品のGPIBインターフェースには、IEEE 488.2規格の共通コマンドに準じたステータスレジスタおよび
フォルトレジスタがあります。これらのレジスタは電源に動作やエラーが発生すると、あらかじめそれらに対応

するよう設定されているビットが”1”となるようにセットされます。

レジスタは通信コマンドにより設定することができ、またクエリーにより読み込みできます。

レジスタツリーの構成は図8-4（ポイントツーポイント接続）、図8-5および図8-6（マルチドロップ接続）を参

照ください。

10-16

8-4 GPIB

コンディション
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

コンディション
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

ステータス
バイトレジスタ

イネーブル
レジスタ
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8-5 GPIB

電源アドレスに対応した機器サマリ
レジスタ（図8-5参照）のビットを”1”
に設定

8-18

コンディション
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

コンディション
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

ステータス
バイトレジスタ

イネーブル
レジスタ
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8-6 GPIB

フォルトレジスタのコンディション
レジスタ（図8-4参照）のビット0を”1”
に設定

8-19

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

イネーブル
レジスタ

イベント
レジスタ

マルチドロップ接続の場合は、機器サマリレジスタを読み取ることで接続された全ての電源に対して状態の

変化が発生したことを知ることが可能です。
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No. レジスタ名 役割

1
Questionable Condition Group(QCG)

フォルトレジスタ
電源に発生したアラームやエラーを記録

2
Operational Condition Group(OCG)

ステータスレジスタ
電源の動作状態を記録

3
Standard Event Status Group

標準イベントステータス
電源の特定の動作に対してビットを設定

4
Output Quere

出力キュー

電源からコントローラへ送られるメッセージを
保持

5
Error Queue

エラーキュー
発生したエラーメッセージを保持

6
Service Request Enable

サービスリクエスト
上記1～5の集約

7
Instrument Summary

機器サマリレジスタ

マルチドロップ接続された各電源のイベント
を記録

8-3 SCPI

8-4

No. レジスタ名 役割

1
Event

イベントレジスタ

電源の特定の動作状態に応じてビットをセット

2
Enable

イネーブルレジスタ

イベントレジスタのビットをサービスリクエストに反映するかど
うかを設定

8-5

No. レジスタ名 役割

1
Status Byte

ステータスバイト

フォルトレジスタ、ステータスレジスタ、標準イベントステータ
ス、出力キュー、エラーキューの集約

2
Enable

イネーブルレジスタ

ステータスバイトのビットをRQSビットに反映するかどうかを設

定

8-6

No. レジスタ名 役割

1
Condtion

コンディションレジスタ

電源に発生したアラームやエラー、動作状態に応じてビット
をセット
・アラームやエラー、動作状態が発生すると”1”にセット

・発生が無くなると”0”にセット

2
Enable

イネーブルレジスタ

コンディションレジスタのビットをイベントレジスタに反映する
かどうかを設定

3
Event

イベントレジスタ

対応するイネーブルレジスタのビットが1に設定されている場

合、コンディションレジスタのビットのデータをイベントレジス
タに保持
クエリーにより状態を確認されると”0”にセットします。また

*CLSコマンドによっても"0"にセットします。

SCPI言語のレジスタは表8-3の7つのグループから構成されます。

フォルトレジスタとステータスレジスタは、表8-4の3つのレジスタから構成されます。

標準イベントステータスと機器サマリレジスタは、表8-5の2つのレジスタから構成されます。

サービスリクエストは、表8-6の2つのレジスタから構成されます。

8-20

8.6.2

SCPIレジスタのビットの変化については、GENレジスタと同じです。詳細は5.3項を参照ください。
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8.6.3

SCPI言語の各レジスタのビットの状態を確認するクエリーおよびイネーブルレジスタ設定用コマンドを表8-7

に示します。これらは8.5.3項、8.5.4.6項、8.5.4.7項に詳細情報がありますので、そちらも参照ください。

なおこれらのクエリーに関する応答は10進数で返されます。

”*CLS”コマンドを受信すると全てのイベントレジスタおよびステータスバイトレジスタの値をクリアします。

コンディションレジスタ、イネーブルレジスタおよび機器サマリレジスタの値はクリアされません。

グループ名 レジスタ名 クエリー コマンド

コンディション STAT:QUES:COND? －

イネーブル STAT:QUES:ENAB? STAT:QUES:ENAB <NR1>

イベント STAT:QUES? －

コンディション STAT:OPER:COND? －

イネーブル STAT:OPER:ENAB? STAT:OPER:ENAB <NR1>

イベント STAT:OPER? －

フォルトレジスタ/
ステータスレジスタ

イベント － STAT:PRES

イベント *ESR? －

イネーブル *ESE? *ESE <NR1>

出力キュー －
*SRE?

(MAVビットを確認)
－

エラーキュー － SYST:ERR? －

ステータスバイト *STB? －

イネーブル *SRE? *SRE <NR1>

イベント
STAT:QUES:INST:

ISUM1/2/3
－

イネーブル
STAT:QUES:INST:

ISUM1/2/3:ENAB

STAT:QUES:INST:

ISUM1/2/3:ENAB <NR1>

フォルトレジスタ

ステータスレジスタ

標準イベントステータス

サービスリクエスト

機器サマリレジスタ

8-7 SCPI

8-21
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8.6.4

フォルトレジスタは、電源の実際に発生したエラー状態を記録します。

エラーが発生した場合、対応するコンディションレジスタのビットが”1”になります。エラー状態が取り除かれ

ると対応するビットはクリアされ”0”になります。

エラーの中にはコントローラが検出する前に状態を変更してしまう（クリアされる）ものもあります。このような

エラーを検出する場合は、対応するイネーブルレジスタのビットを”1”に設定することでイベントレジスタに保

存することができます。

フォルトレジスタのイベントレジスタのいずれかのビット”1”の間、サービスリクエストのステータスバイトレジス

タ内のQUEビットが”1”になります。

表8-8はフォルトレジスタのビット構成を示します。フォルトレジスタのイベントレジスタの未使用のビット

(ビットNo12～ビットNo.15)は常に”0”に設定されています。

2進数 10進数 16進数

0 1 1 1
0または

ISUM

ポイントツーポイント接続では未使用
マルチドロップ接続では機器サマリ

1 10 2 2 AC AC入力電圧不足アラーム

2 100 4 4 OTP 過熱保護

3 1000 8 8 FLD フォルドバック保護

4 10000 16 10 OVP 過電圧保護

5 100000 32 20 SO SO(シャットダウン)

6 1000000 64 40 OFF 出力OFF

7 10000000 128 80 ENA 電源出力有効/無効コントロール

8 100000000 256 100 INPO 内部入力オーバーフロー

9 1000000000 512 200 INTO 入力オーバーフロー

10 10000000000 1024 400 ITMO 内部タイムアウト

11 100000000000 2048 800 ICOM 内部COMMエラー

12 1000000000000 4096 1000 0 未使用

13 10000000000000 8192 2000 0 未使用

14 100000000000000 16384 4000 0 未使用

15 1000000000000000 32768 8000 0 未使用

ビット
No.

ビット
シンボル 記述

値

8-8
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8.6.5

ステータスレジスタは、電源の動作状態を記録します。

ビットが示す動作状態にある場合、対応するコンディションレジスタのビットが”1”になります。ビットが示す動

作状態でなくなると対応するビットはクリアされ”0”になります。

動作の中にはコントローラが検出する前に状態を変更してしまうものもあります。これらの動作は、対応するイ

ネーブルレジスタのビットを”1”に設定することでイベントレジスタに保存することができます。

表8-9はステータスレジスタのビット構成を示します。ステータスレジスタのイベントレジスタの未使用のビット

(ビットNo.3、ビットNo.6、ビットNo,8～ビットNo.15)は常に”0”に設定されています。

2進数 10進数 16進数

0 1 1 1 CV 定電圧動作

1 10 2 2 CC 定電流動作

2 100 4 4 NFLT エラー無し

3 1000 8 8 0 未使用

4 10000 16 10 AST 自動スタート有効

5 100000 32 20 FBE フォルドバック保護有効

6 1000000 64 40 0 未使用

7 10000000 128 80 LOC ロー カル動作

8 100000000 256 100 0 未使用

9 1000000000 512 200 0 未使用

10 10000000000 1024 400 0 未使用

11 100000000000 2048 800 0 未使用

12 1000000000000 4096 1000 0 未使用

13 10000000000000 8192 2000 0 未使用

14 100000000000000 16384 4000 0 未使用

15 1000000000000000 32768 8000 0 未使用

ビット
No.

ビット
シンボル

記述
値

8-9

8.6.6

標準イベントステータスは、エラー状態や動作の完了、ACパワースイッチONを記録します。ビットが示す状

態にある場合、イベントレジスタに対応するビットが”1”になります。ビットが示す動作状態でなくなったり、

クエリーにより状態を確認すると対応するビットはクリアされます。
これらのエラーや動作は、コントローラが検出する前に状態を変更してしまうものもあります。これらのエラー

や動作は対応するイネーブルレジスタのビットを”1”に設定することでサービスリクエストのステータスバイトレ

ジスタのESBビットが”1”になります。

表8-10は標準イベントステータスグループのビット構成を示します。標準イベントステータスのイベントレジス

タの未使用のビット(ビットNo.1、ビットNo.6)は常に”0”に設定されています。

エラーコードの詳細は表8-2を参照ください。

2進数 10進数 16進数

0 1 1 1 OPC 動作完了

1 10 2 2 0 未使用

2 100 4 4 QYE クエリーエラー

3 1000 8 8 DDE 電源に依存するエラー

4 10000 16 10 EXE 実行エラー

5 100000 32 20 CME コマンドエラー

6 1000000 64 40 0 未使用

7 10000000 128 80 PON ACパワースイッチON

ビット
No.

値 ビット
シンボル

記述

8-10
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8.6.7

出力キューは、コントローラから送信されたクエリーへの応答を保存します。この応答がコントローラによって

読み取られた時クリアされます。

出力キューがメッセージを保持している間、サービスリクエストのステータスバイトレジスタ内のMAVビット

が”1”になります。

8.6.8

エラーキューは発生したシステムのエラーメッセージを保持します。エラーメッセージの詳細は表8-2を参照

ください。この機能を有効にするためには”SYSTem:ERRor:ENABle”コマンドを送信ください。

エラーキューはFIFO（先入れ先出し）で動作し、先に発生したエラーメッセージから順に読み出されます。

最大10個までのエラーメッセージを保持することができ、それ以上のメッセージは保存されません。

メッセージは、コントローラにより全てを読み取りするまたはACパワースイッチのON時、*CLSコマンド、

”SYSTem:ERRor:ENABle”コマンドによってクリアされます。
エラーキューがメッセージを保持している間、サービスリクエストイネーブルグループのステータスバイトレジ

スタ内のSYSビットが ”1” になります。

”SYSTem:ERRor?” クエリーにより、コントローラでエラーメッセージを確認することができます。先に発生し

たエラーから順に返されます。エラーメッセージがある場合は発生しているエラーナンバーとメッセージを

返し、ない場合は0,”No Error”を返します。10個以上のエラーメッセージが保存されている場合、10番目の

エラーメッセージは -350,”Queue Overflow;電源アドレス” に置き換えられます。

8.6.9

サービスリクエストは、フォルトレジスタ、ステータスレジスタ、標準イベントステータス、出力キュー、エラー

キューの情報を集約します。集約された情報はサービスリクエスト内のステータスバイトレジスタに保存され

ます。

ステータスバイトレジスタのいずれかのビットが”1”になり、かつ対応するサービスリクエストのイネーブルレジ

スタのビットが”1”に設定されていると、ステータスバイトレジスタのRQSビットが”1”に設定されます。

RQSビットが”1”に設定されると本製品はGPIBケーブルのSRQ制御線からSRQ信号を送信します。コント

ローラがSRQを検出した後、電源に発生した状態の変化を読み取ることで、SRQ発生の原因を取り除くこと

につながります。

GPIBコントローラの機能にシリアルポールがあり、これは接続された機器のステータスバイトレジスタを1台ず

つ順番に読み取ることができます。接続された機器が全てのコマンドを実行してからこの機能を利用するこ

とで、正常にコマンドが実行されたかどうかを知ることができます。

ステータスバイトレジスタは”*STB?”コマンドにより読み込むことができます。また”*CLS”コマンドはイネーブ

ルレジスタをクリアします。

表8-11はサービスリクエストのビット構成を示します。

2進数 10進数 16進数

0 1 1 1 BSY システムがビジー状態（ビジービット）

1 10 2 2 0 未使用

2 100 4 4 SYS エラーキューの集約

3 1000 8 8 QUE フォルトレジスタの集約

4 10000 16 10 MAV 出力キューの集約

5 100000 32 20 ESB 標準イベントステータスの集約

6 1000000 64 40 RQS サービスリクエストの集約

7 10000000 128 80 OPR ステータスレジスタの集約

ビット
No.

値 ビット
シンボル

記述

8-11

8-24
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8.6.10

機器サマリレジスタISUM1～ISUM3（図8-5参照）は、SRQを送出した電源のアドレス情報を記録します。

機器サマリレジスタのイベントレジスタのうちSRQを送出した電源のアドレスに対応するビットが”1”に設定さ

れます。

”STAT:QUES:INST:ISUMn?”コマンド（nは1、2または3）を送信して値を読み取られるとイベントレジスタの

値はクリアされます。

機器サマリレジスタのイネーブルレジスタのビットは常に”1”に設定されています。

8.6.11 SCPI

SRQが出力された原因を確認するためには、以下を実行してください。

1．”*STB?”クエリーを送り、サービスリクエストのステータスバイト状態を確認します。

得られた応答(10進数)を2進数に変換し、”1”にセットされているビットNo.を表8-11より確認します。

2．1で判定したグループ内のイベントレジスタを読み出し、どのビットが”1”にセットされているかを判定し

ます。

クエリーにより読み出しを行うと、イベントレジスタ内の値はクリアされます。この動作により読み出したイ
ベントレジスタに対応したサービスリクエスト内のステータスバイトの値もクリアされます。ただしビット発生の

要因となる原因が継続している場合は、再び対応するビットが”1”にセットされます。原因を取り除くことが

できない場合、その原因に対応するイネーブルレジスタのビットを”0”にすることで、SRQ信号の出力を避

けることができます。

例 OVPが発生した場合(フォルトレジスタの各イネーブルレジスタを”1”に設定した場合)

1．サービスリクエストのステータスバイトのRQSビットが”1”に設定され、SRQが出力されます。

2．*STB?クエリーを送信すると、”008”が返されます。

この値を2進数に変換し表8-15に照らし合わせると、ビットNo.3が”1”にセットされておりフォルトレジス

タのイベントレジスタのいずれかのビットが”1”にセットされたことが分かります。

3．”STAT:QUES?”クエリーを送信すると、”00080”が返されます。

この値を2進数に変換し表8-12に照らし合わせると、ビットNo.4とビットNo.6が”1”にセットされており

OVPが発生して出力がOFFしていることが分かります。この応答よりOVPが発生していることが分かり

ます。
またこのクエリーによりフォルトレジスタのイベントレジスタおよびサービスリクエストのステータスバイト

のRQSビットが”0”にセットされます。ただしOVP状態が継続している場合は、再びこれらのビット

が”1”にセットされます。
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8.7 GPIB

この項ではNational Instruments™のMAX アプリケーションを使用したGenesys
TMシリーズのGPIBオプションの

通信インターフェース使用例について説明します。

操作手順は以下の通りです。

1. PC上でNational Instruments™のNI MAX（Mesurement & Automation Explorer）を起動します。

8-6 National Instruments™ NI MAX

2. 図8-7のようにサイドツリーから、”My System”を展開し、”Devices and Interfaces”を選択し”GPIB0”を選択

します。

その後表示される ”GPIB Explorer”ツールバーの中から、”Scan for Instruments”（計測器をスキャン）をク

リックします。

8-26

8-7

8-8

3. 図8-8のようにサイドツリーから、Genesys
TM（図8-8では例として”GEN60-12.5-IEEE”）を選択し、電源の設

定を確認します。

その後”Communiate with Instrument”(計測器と通信)をクリックします。
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8-9 ID

4. 図8-9のように”NI-488.2 Communicator”のウィンドウが表示されます。

”Send String”(送信文字列)のテキストボックス内に”*IDN?”が表示されますので、 ”Query”をクリックすると

”String Received”（受信文字列）電源のID情報(製造業者名、モデル名、シリアルナンバーとメインソフト

ウェアのバージョン、GPIBインターフェースのソフトウェアのバージョン)の文字列が表示されます。　　　　

8-27

5.”Send String”(送信文字列)の欄にコマンド/クエリーを入力しボタンをクリックすることでGPIB通信による操作

をすることができます。
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9

9.1

この章ではメンテンナンスと校正、およびトラブルシューティングについて説明します。

9.2

保証期間内で修理の必要な電源は弊社代理店もしくは弊社営業所にご連絡ください。

弊社が認可していないサービス拠点で修理が行われた製品は保証が無効になります。

洗浄液に芳香族炭化水素系溶剤または塩素系溶剤は使用しないでください。

電源のほこりをとる場合は低圧力エアーコンプレッサーをご使用ください。

9.4

内部の調整や校正は必要ありません。また内部の調整や校正で電源のカバーを開ける必要はありません。

TDK-Lambda

9.3

定期清掃を除き電源のメンテナンスは必要ありません。

電源の定期清掃は下記の方法で行ってください。

1．AC入力源を電源から切り離し、30秒以上放置して電源の内部電圧を放電させてください。

2．フロントパネルと筐体表面を洗浄液（水で薄めたもの）で清掃してください。

液体は柔らかい布に塗布し、電源本体の表面には直接付けないでください。

9.5

部品交換と修理は弊社のサービス部門で行います。従いまして、部品の交換に関する内容は本マニュアルで

は記載いたしません。不具合(電源の異常または不確実な運転)が生じた場合、弊社代理店もしくは弊社営業

所にお問い合わせください。

9.6

電源が正しく動作しない場合は、不具合の要因が電源、負荷または外部制御回路にあるかを確認するため

に、表9-1の故障修理ガイドをご利用ください。

フロントパネルにより操作ができるように、電源の設定をローカルモードにしてください。そして、電源による

不具合かどうか確認するために安全・設置マニュアルの4.9項の試験を行ってください。

表9-1は不具合の原因を確認するために行う基本的な試験項目です。詳しくは本マニュアルの各参照項をご

覧ください。

症状 点検 処置 参照項

ACケーブルに問題はない

か？

ACケーブルの導通を確認し、

必要であれば取り替えて
ください。

(注)安全・設置

用マニュアル
4.7項

AC入力電圧は定格内か？

AC入力電圧を点検し、

適切な電圧源に接続して
ください。

(注)安全・設置

用マニュアル
入力定格

ディスプレイに”OUT OFF”が

表示されていないか？

OUTPUTボタンを押して、出

力をONにしてください
2.3項

電圧計に”SO”が表示されて

いないか?

J1コネクタのSO端子の接続を

点検してください。
3.6.1項

①出力が出ない。
　 ディスプレイが点灯

    しない。

②出力が出ない。

9-1
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症状 点検 処置 参照項

電圧計に"OuP"が表示されて

いないか

2.5.2.2項の方法を実施してく

ださい。
2.5.2.2項

電圧計に”Fb”が表示されて

いないか?

2.5.4.2項の方法を実施してく

ださい。
2.5.4.2項

電圧計に”O7P”が表示

されていないか?

吸気・排気口が塞がれて
いないか確認してください。
発熱する装置の近くに電源が
設置されていないか点検して
ください。
改善されない場合は、お問い
合わせください。

2.5.5.2項

電圧計に”AC”が表示

されていないか?

AC入力源を点検し、適切な

電圧源に接続してください。
2.5.6.2項

電圧計に”EnA”が表示されて

いないか?

J1コネクタのENA_IN端子の

接続および設定スイッチを確
認してください。

3.6.2項

④出力が瞬間的に出るが、

   すぐに遮断する。

   電圧計は”AC”を表示。

負荷をとった場合に、AC入力

電圧が低下していないか？

AC入力電圧を点検し、

適切な電圧源に接続して
ください。

(注)安全・設置

用マニュアル
入力定格

⑤出力電圧を調整できない。
 　CURRENT LEDが点灯。

電源の動作は定電流モード
になっていないか？

電流設定値と負荷電流を点
検してください。

2.2項

⑥出力電圧を調整できない。
    VOLTAGE LEDが点灯。

出力電圧がOVP設定値

以下に、またはUVL設定値以

上に調整されているか？

出力電圧をOVP以下、UVL以

上に設定してください。

2.5.2項

2.5.3項

⑦出力電流を調整できない。
　 VOLTAGE LEDが点灯。

電源の動作は定電圧モード
になっていないか？

電流設定値と出力電圧設定
値を点検してください。

2.2項

⑧出力リップルノイズが
   大きい。

電源はリモートセンシング
接続されているか？
負荷線での電圧降下が
大きくないか？

負荷線とリモートセンシング線
の接続がノイズとインピー
ダンスに影響していないか点
検してください。
負荷線の電圧降下を最小に
してください。

6.2項

(注)安全・設置

用マニュアル
4.8項

⑨負荷による電圧変動が
   大きい。

   VOLTAGE LEDが点灯。

正しくリモートセンシングされ
ているか？
負荷線による影響が大きくな
いか？

6.2項の説明に沿ってリモート

センシングを行ってください。
負荷線を可能な限り短くし、ま
た抵抗値を小さくしてくださ
い。

6.2項

(注)安全・設置

用マニュアル
4.8項

設定ツマミを回すと”LFP”と表

示されるか？

PREVボタンを長押しして、フ

ロントパネル操作のロック設定
を解除してください。

2.6項

電源はリモートモードまたは
ローカルロックアウトモードに
なっていないか？

4.2項の方法を実施してくださ

い。
4.2項

⑩フロントパネル操作ができ
　ない。

③出力が出ない。
　 フロントパネルの

　 ALARM LED(赤)が点滅。

9-2

9.7

ヒューズの交換は弊社指定サービス以外で行わないでください。

内部ヒューズは故障時の保護用です。万が一ヒューズが切れた場合は弊社代理店もしくは弊社営業所に

お問い合わせください。
ヒューズの定格については安全・設置用マニュアルの”安全にお使いいただくために”の”ヒューズ”の項を参

照ください。
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