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製品ご使用上の注意事項（共通注意事項）

ご使用前に本資料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。

その他注意事項

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。

ご使用にあたって

本資料は以下のウェブサイトで提供しておりますアプリケーションソフトウェアVirtual Control Panelの

インストールおよび使用方法について記載しています。

弊社のホームページから 製品情報   直流安定化電源(プログラマブル)   カタログ  

 GENESYS+　テクニカルデータ   ソフトウェアダウンロード の順にクリックいただくことでも  

上記リンクが開かれます。

本ソフトウェアが対応している機種は以下のシリーズです。

　GENESYS+シリーズ

　Z+シリーズ

　Genesysシリーズ

これらの設置方法や使用方法については、各安全・設置マニュアルおよびユーザーマニュアルを参照してくだ

さい。

https://product.tdk.com/ja/products/power/switching-power/prg-power/designtool/software-

download_gplus-zplus.html
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第1章 概要

1.1　はじめに
　　　本資料は弊社の直流安定化電源用（GENESYS+、Z+、Genesys）制御用として提供しておりますアプリケー

　　　ションソフトVirtual Control Panel(以降VCPと呼びます)についてのマニュアルです。

　　　このアプリケーションソフトによって、PCと接続した直流安定化電源をコントロールすることができます。
　　　なおこのマニュアルおよびアプリケーションソフトの内容は、予告なく変更することがありますので予めご了承　　

　　　ください。

　　　本アプリケーションは以下のウェブサイトで公開しています。

1.2　通信インターフェース
　　　電源とPC間の接続については、以下に示す通信インターフェースが使用可能です。

　　　各シリーズと通信インターフェースの対応については以下の通りです。

1.3　PC要求
　　　各アプリケーションソフトを使用するPCに関して、以下の内容が要求されます。

　　　ソフトウェア要求

　　　　・Microsoft Windows10 （64ビット）

　　　　・.NET Framework 4.8 （64ビット）

1-1

・VCPはMicrosoft Windows10 （64ビット）に適合しています。

　なおPackage Manager(詳細は第2章を参照ください）に含まれるソフトウェアの一部は32　

　ビットですが、VCPはこれらのパッケージに依存しないためこれらのソフトウェアのインス
　トールは問題ありません。

・VCPをインストールするためには最新の.NET Framework（バージョン4.8)のインス
　トールが必要です。インストールされていない場合、警告メッセージが表示されます。
　以下のリンクに接続してダウンロードを行ってください。

　https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 

注　記

　　　ハードウェア要求

　　　　・Intel i3プロセッサー以上

　　　　・空き容量　20GB以上

　　　　・メモリ　4GB以上

　　　　・ディスプレイの解像度　1280×768（尺度、レイアウトは100%に設定)

https://product.tdk.com/ja/products/power/switching-power/prg-power/designtool/software-

download_gplus-zplus.html
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第2章 インストール方法

2.1　概要
           この章では、VCPのインストール、アンインストールに関する方法について説明します。

　　　　これらはPackage Managerより実行します。VCPの他にアプリケーションによっては必要となるUSBやIVIなどの

　　　　ドライバや、オプションで対応しておりますGENESYS+ EtherCAT通信用のESIファイルなどもここからインス

　　　　トールすることが可能です。

　　　　対応しているソフトウェアは以下の通りです。

　　　　　・VCP 各種操作が可能なソフトウェアです。詳細は本マニュアルの第3章を参照くだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい。

　　　　　・USB Drivers 電源をUSBインターフェースで制御する場合に必要です。

　　　　　・IVI Drivers IVIドライバを使用してPCと制御する場合に必要です。

　　　　　・LabVIEW Drivers LabVIEW開発環境で電源を制御する場合に必要です。

　　　　　・User Guides 本マニュアルと同様の内容が記載されたマニュアル（英語版）です。

　　　　　・EtherCAT Files GENESYS+のEtherCATオプションを制御する場合に必要です。

https://product.tdk.com/ja/products/power/switching-power/prg-power/designtool/software-

download_gplus-zplus.html

　　　　上記の各ソフトウェアは、Package Managerからインストールを行うことができ、一括で全てのソフトウェアまたは

　　　　一部のソフトウェアのみ選択することも可能です。

　　　　Package Managerは以下の方法でダウンロードが可能です。

　　　　　手順1．以下のウェブサイトに接続します。

　　　　　手順2．GENESYS+のVirtual Control Panelのリンクをクリックし、ダウンロードします。

　　　　　　　ダウンロードにはユーザー登録が必要ですので、必要事項を記入してください。

　　　　　以降はこのPackage Managerより各種操作が可能です。

・GPIB(IEEE)オプションの電源でVCPを制御する場合、National Instruments 　

　Corporation社より提供されているNI-VISAドライバをインストールする必要があり

　ます。以下のリンクに接続してダウンロードを行ってください。

　https://www.ni.com/en-il/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html 

　ダウンロードする際は下記の通りに設定してください。

　　・サポートされいてるOS ：Windows

　　・バージョン ：20.0以上

　　・含まれているエディション ：Full

　なおダウンロードするにはNational Instruments Corporation社へのログインが必要となり
　ます。

・弊社でVCPの動作を確認しているのはNational Instruments Corporation社のGPIB-USB-

　HSアダプタを使用した場合のみです。他社製のアダプタでは動作確認していないため、

　うまく動作できない可能性があります。

注　記
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2.2　初回インストール
           初めてPackage Managerにより各種ソフトウェアをインストールする手順は以下の通りです。

　　　　　手順1．Package Managerを起動します。2.1項でダウンロードしたファイルを解凍し、.exeファイルを

　　　　　　　　　　実行します。図2-1の画面が表示されます。
                           

図2-1

　　　　　手順2．ソフトウェアの保存先を設定します。

　　　　　　　　　　自動的に保存先が設定されますが、変更する場合は図2 2のBrowseをクリックして設定してくだ
　　　　　　　　　　さい。

図2-2

　保存先を変更した場合、Windows10のウィルス検出ソフトによりスキャンを要求される

　可能性があります。その場合は同意いただいてスキャンを実行してください。

注　記

　　　　　手順3．本ソフトウェアのショートカットをプログラムメニューおよびデスクトップに作成するかどうかを選択し
　　　　　　　　　　ます。初期設定では作成するに設定されていますので、不要な場合はチェックを外してください。

　　　　　　　　　　　Program Menu Shortcuts　：プログラムメニューにショートカットを作成

　　　　　　　　　　　Desktop Shortcuts 　  :デスクトップにショートカットを作成

図2-3
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図2-4

　　　　　手順4．インストールしたいソフトウェアを選択します。

　　　　　　　　　　図2 4の右上のタブの設定より、以下の3つのパターンが選択できます。

　　　　　　　　　　　・Standard

　　　　　　　　　　　　あらかじめ弊社で選択したソフトウェアのみインストールを行います。

　　　　　　　　　　　・Custom

　　　　　　　　　　　　ユーザーがインストールするソフトウェアを自由に選択できます。必要なソフトウェアにチェックを
　　　　　　　　　　　　入れてください。

　　　　　　　　　　　・Full

　　　　　　　　　　　　すべてのソフトウェアのインストールを行います。

　　　　　　　　　　選択した後、Installをクリックしてください。インストールが開始されます。

　　　　　　　　　　すでにVCPをインストール済みで起動している場合などにInstallをクリックすると、図2 5のポップ

　　　　　　　　　　アップが表示されます。その場合は起動しているソフトウェアを停止させたのちに再度Installを
　　　　　　　　　　クリックしてください。

図2-5

　　　　　手順5．インストールを行うソフトウェアが表示されます。間違いがなければAcceptをクリックしてください。

図2-6
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　　　　　手順6．EULA(End-User License Agreement)が表示されます。ここには第三者機関のソフトウェアのEULA

　　　　　　　　　　も含まれます。内容をご確認いただき、同意される場合はAcceptをクリックしてください。インストール

　　　　　　　　　　が開始されます。Cancelをクリックするとインストールは中止されます。

図2-7

　　　　　手順7．インストールが開始されます。

　　　　　　　　　　・最新のUSBドライバがインストールされていない場合

　　　　　　　　　　　図2 8のポップアップが表示されます。 次へ ボタンをクリックするとインストールが開始さ
　　　　　　　　　　　れます。

2-4

図2-8
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　　　　　　　　　　　以下の画面が表示されますので、 インストール ボタンをクリックするとUSBデバイス
　　　　　　　　　　　ソフトウェアのインストールが開始されます。

　　　　　　　　　　　インストールが完了すると、以下の画面が表示されますので 完了 ボタンをクリックします。

　　　　　　　　　　・GENESYS+のEtherCATオプション制御用のソフトウェア(WinPcapまたはNpcap)がインストール　
　　　　　　　　　　　されていない場合

　　　　　　　　　　　図2 11のポップアップが表示されます。 Next をクリックするとインストールが開始され
　　　　　　　　　　　ます。

図2-9

図2-10

図2-11

2-5
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　　　　　　　　　　　WinPcapのライセンス契約をご確認いただき、同意される場合はI Agreeをクリックしてくだ

　　　　　　　　　　　さい。CancelをクリックするとWinPcapのインストールは中止され、次のステップに進みます。

図2-12

　　　　　　　　　　　図2 13の画面が表示されたら、Automatically start the WinPcap driver at boot timeにチェックを入

　　　　　　　　　　　れてInstallをクリックしてください。

図2-13

　　　　　　　　　　　すでにWinPcapがインストールされている場合などでは、以下のエラーが出る場合があります。

　　　　　　　　　　　なお最新のバージョンのWinPcapをインストールいただくことを推奨いたします。

　　　　　　　　　　　　 図2 14が表示された場合は、OKをクリックしてください

図2-14

　　　　　　　　　　　　 図2 15が表示された場合は、Ignoreをクリックしてください

図2-15

2-6
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　　　　　　　　　　　インストールが完了すると、以下の画面が表示されますのでFinishをクリックします。

図2-16

　　　　　手順8．全てのインストールが完了すると、以下の画面が表示されますのでFinishをクリックし
　　　　　　　　　　ます。

図2-17

2.3　ソフトウェアの追加・削除
           初回インストール(詳細は2.2項を参照ください)を実施後に、各種ソフトウェアの追加インストールまたはアン

           インストールする場合の手順は以下の通りです。

　　　　　手順1．Package Managerを起動します。2.1項でダウンロードしたファイルを解凍し、.exeファイルを

　　　　　　　　　　実行します。図2-1の画面が表示されます。

　　　　　手順2．追加したいソフトウェアにチェックを入れるか、アンインストールしたいソフトウェアのチェックを外して

　　　　　　　　　　入れて、図2 18のInstall/Modifyをクリックします。
                           

図2-18

　　　　　手順3．追加されるソフトウェアおよびアンインストールされるソフトウェアが表示されますので、確認して　

　　　　　　　　　　Acceptをクリックします。

　　　　　　　　　　以降は2.2項の手順6～と同じ手順です。

2-7
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2.4　ソフトウェアの修復(全ソフトウェアの再インストール)

           図2 19のRepair(reinstall all packages)をクリックすると、全てのソフトウェアの再インストールを行います。なお

　　　　この場合の対象は全てのソフトウェアとなり、各ソフトウェアのチェックのありなしには影響されません。

　　　　　手順1．Package Managerを起動します。2.1項でダウンロードしたファイルを解凍し、.exeファイルを

　　　　　　　　　　実行します。図2-1の画面が表示されます。

　　　　　手順2．図2 19のRepair(reinstall all packages)をクリックします。

図2-19

　　　　　手順3．図2 20が表示されたら、Acceptをクリックします。インストールが開始されます。

図2-20

　　　　　手順4．全てのインストールが完了すると、以下の画面が表示されますのでFinishをクリックし
　　　　　　　　　　ます。

図2-21

2-8
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2.5　アンインストール
           既にインストールしたソフトウェアを削除する場合はアンインストールを行ってください。

　　　　　手順1．Package Managerを起動します。2.1項でダウンロードしたファイルを解凍し、.exeファイルを

　　　　　　　　　　実行します。図2-1の画面が表示されます。

　　　　　手順2．図2 22のUninstallをクリックします。アンインストールが開始されます。

図2-22

　　　　　手順3．アンインストールが完了すると、図2 23のような第三者機関のソフトウェアのアンインストールについ
　　　　　　　　　　てのポップアップが表示されます。

　　　　　　　　　　　アンインストールを行わない場合 ：チェックを付けずにFinishをクリックしてください。

　　　　　　　　　　　アンインストールを行う場合 ：アンインストールを行うソフトウェアにチェックを入れてUninstall

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その後の手順については以降で説明します。

図2-23

　　　　　　　　　　　・WinPcapのアンインストールを行う場合

　　　　　　　　　　　　図2 24の画面が現れたら、Uninstallをクリックします。

図2-24

2-9
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　　　　　　　　　　　　図2 25の画面が表示されたら、Finishをクリックします。

図2-25

　WinPcapはWindowsのコントロールパネルからのアンインストールは行わないでくだ

　さい。GENESYS+のEtherCATオプションでVCPを使用する場合は、WinPcapがない

　と制御することができません。

　もしコントロールパネルよりアンインストールを行うと、VCPのPackage managerは部分
　的にインストールされたものと誤って認識してしまいます。誤ってコントロールパネル

　からアンインストールしてしまった場合は、以下のリンク先からWinPcapをインストール

　してください。

　　https://www.winpcap.org/install/default.htm 

警　告

　　　　　　　　　　　・IVI Shared Componentのアンインストールを行う場合

　　　　　　　　　　　　図2 26の画面が表示されたら、Uninstallをクリックします。

図2-26

2-10
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　　　　　　　　　　　　図2 27の画面が表示されたら、Closeをクリックします。

図2-27

　もし他のIVIソフトウェアがインストールされている場合、IVI Shared Componentは　

　Windowsのコントロールパネルからのアンインストールは行わないでください。

　他のIVIソフトウェアのアンインストールが複雑になってしまいます。

　もし誤ってコントロールパネルからアンインストールしてしまいうまく制御されない場

　合は、Package ManagerのRepair機能(詳細は2.4項を参照ください)を使用して再イン

　ストールしてください。それでも改善されない場合は以下のリンク先からダウン

　ロードしてください。

　　　https://ivifoundation.org/shared_components/default.aspx 

警　告

2.6　アップグレード
           各ソフトウェアは今後バージョンアップされる可能性があります。以下のリンクには最新のPackage 

　　　　Managerを公開しておりますので、バージョンアップされる際はこちらからダウンロードを行ってください。

https://product.tdk.com/ja/products/power/switching-power/prg-power/designtool/software-

download_gplus-zplus.html

　　　　　手順1．上記リンクに接続しGENESYS+のVirtual Control Panelのリンクをクリックし、ダウンロードし

　　　　　　　　　　ます。ダウンロードにはユーザー登録が必要ですので、必要事項を記入してください。

　　　　　手順2．Package Managerを起動します。手順1でダウンロードしたファイルを解凍し、.exeファイル

　　　　　　　　　　を実行します。図2-28の画面が表示されたら、Acceptをクリックします。

図2-28

2-11
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　　　　　手順3．アップグレードされるソフトウェアが表示されますので、確認してAcceptをクリックします。

　　　　　　　　　　以降は2.2項の手順6～と同じ手順です。

図2-29

2-12

           なおインストールされているソフトウェアよりも古いバージョンのPackage Managerを起動すると、図2 29が表

　　　　示されます。Noをクリックすると中断、Yesをクリックすると自動的に新しいバージョンが表示されます。

図2-30



TDK-Lambda

<Page>

アプリケーションソフトマニュアル

GENESYS+ シリーズ

3-1

第3章 VCPの操作方法　　　　　　　　　　　　　　

3.1　概要
　　　　VCPでは各種機能が可能です。ただし使用できる機能は電源のシリーズに依存するため異なります。詳細は

　　　　表3-1を参照ください。

表3-1　機能一覧と対応表

　　　　電源に接続後、画面の上部に各機能のアイコンが表示されます。対応している機能のみ表示されるため、

　　　　電源のシリーズによって表示されるアイコンの数は異なります。

GENESYS+

Z+

Genesys
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3.2　機能説明
　　　　VCPを使用する際は、電源とPCを接続後、電源を起動してください。その後VCPを起動させてください。

　　　　以降ではVCPの各機能および操作方法について説明します。

　3.2.1　Initial Settings

　　　　　VCPを起動すると、まず図3-1の画面が表示されます。

　　　　　この画面ではPCに接続されている電源の検出および制御する電源の選択を行うことができます。

　　　　　また電源の制御の解除や画面の色彩の変更も行うことができます。

図3-1　Initial Settings

 

 

 

 

 

 
 

 

　　　　　・PCに接続されている電源の中から制御する電源を検出する

　　　　　　検出する方法はAuto-Detection(自動的に接続されている電源を検出し接続する方法)と

　　　　　　Manual Connection（マニュアルで接続を行う方法）2通りあります。

　　　　　　　・Auto-Detection

　　　　　　　　手順1　Auto-Detection(図3-1の )を選択します。

　　　　　　　　手順2　接続する電源の条件を図3-1の で選択します。

　　　　　　　　　　　　　Series：　　電源のシリーズを選択

　　　　　　　　　　　　　Interface： 電源のインタフェースを選択

　　　　　　　　　　　　　Language：電源の通信言語を選択

　　　　　　　　　　　　それぞれ少なくとも1つ以上を選択ください。複数項目の選択も可能です。

接続する電源の条件は複数選択が可能ですが、選択数が増えると検出時間も長くな

ります。

注　記
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アドレスを選択

LANの各種設定

アドレスを選択

伝送速度を選択

　　　　　　　　手順3　電源の伝送速度やアドレスなども検索条件に入れたい場合は図3-1の を選択します。

　　　　　　　　手順4　Start Scan（図3-1の ）を押すとPCに接続されている電源の検出が開始されます。

　　　　　　　　手順5　選択条件に合う電源が検出されると図3-1の に表示されます。

3-3

　　　　　　　・Manual Connection

　　　　　　　　手順1　Manual Connection(図3-1の )を選択します。インターフェースやアドレスなどを選択します。

インターフェースを選択

仮想ポートを選択

アドレスを選択

通信言語を選択

Add Deviceボタン

3-3

　　　　　　　　手順2　Add Deviceボタンを押すとPCに接続されている電源の検出が開始されます。
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　　　　　　　　手順3　選択条件に合う電源が検出されると図3-1の に表示されます。

　Manual Connectionでは、マルチドロップ接続されている電源のうちPCに接続されて
　いる電源の中のマスター電源のみ検出可能です。それ以外の電源の検出はできま

　せん。

注　記

3-4

　　　　　・検出された電源に接続する

　　　　　　Auto-Detection、Manual Connectionのいずれかの方法で電源を検出後、図3 1の に表示された中で接

　　　　　　続したい電源のConnectボタンを押すとその電源と接続されます。

　　　　　　接続が確立されると画面の下部に接続されている電源の情報（シリーズ名、モデル名、定格電圧、定格

　　　　　　電流、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン）が表示されます。

　　　　　　また図3 1の に表示された電源のMULTI-MODELの欄にチェックを入れて START MULTI-　

　　　　　　MODEL ボタンをクリックすると、MULTI-MODELの欄にチェックを入れた電源全ての情報を同時に確認

　　　　　　することができます。

MULTI-MODELにチェックを入れる START MULTI-MODELボタン

　　　　　　この画面では各電源の出力ON/OFF操作および出力状態やアラーム(最大3つまで。4つ目以降は表示さ

　　　　　　れません)を確認することができます。

　　　　　　前の画面に戻るときは　　をクリックしてください。

　　　　　　またこの画面から1台の電源を選択して、各VCP機能を使用することもできます。その場合は　　　ボタンを

　　　　　　クリックしてください。

前の画面に移動

　　　　　・選択中の電源との通信を遮断する

　　　　　　Disconnectボタン(図3-1の )を押すと、選択していた電源との通信が遮断されます。なおこのボタンは　　

　　　　　　Initial Settings画面のみでなく、いずれの機能の画面でも表示され、また操作可能です。

電源を選択してVCP機能を使用
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　　　　　・GUIの色彩を変更する

　　　　　　Application Settingsボタン(図3-1の )をクリックすると設定できます。なおこのボタンはInitial Setting画面
             のみでなく、いずれの機能の画面でも表示されまた操作可能です。

　3.2.2　Basic Control & Monitor

　　　　　3.2.1で電源と通信を確立後、自動的に図3-2の画面に遷移します。また　　アイコンをクリックすることでも 　

　　　　　Basic Control Monitor画面に遷移できます。

　　　　　この画面では、出力のON/OFF、出力電圧/電流/電力などが設定できます。また設定値と出力値をチャート

　　　　　表示します。

 

 

 

 

 

 

 
図3-2　Basic Control & Monitor

電力の設定およびModeのCP（定電力動作）表示に対応しているのはGENESYS+

シリーズのみです。GenesysとZ+では対応していません。

注　記
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　　　　　　・出力のON/OFFを設定する

　　　　　　　Outputボタン（図3 2の ）により出力のON/OFFを設定できます。

出力OFF 出力ON

　　　　　　・現在の出力状態を確認する

　　　　　　　Mode（図3-2の ）に出力状態が表示されます。

　　　　　　　(OFF:出力OFF、CV：出力ON/定電圧動作、CC：出力ON/定電流動作、CP：出力ON/定電力動作)

　　　　　　・電圧/電流/電力を設定する

　　　　　　　Setting欄(図3-2の )に設定したい値を入力し、入力後に ボタンを押すことで決定されます。

　　　　　　　また現在の出力値がMeasured欄に表示されます。

　　　　　　・チャートの設定を行う

　　　　　　　設定値および出力値は図3-2の にチャート表示されます。

　　　　　　　チャートに表示される項目は設定電圧/出力電圧/設定電流/出力電流です。View（図3-2の ）により
　　　　　　　表示/非表示を選択できます。

　　　　　　　チャートの時間軸はTime Scale（図3-2の ）により設定できます。100ms/1秒/1分/1時間から選択
　　　　　　　でき、その10倍がチャートに表示されます。
　　　　　　　また、チャート上の各項目にカーソルを合わせて左クリックをすると、時間や値などの詳細情報が表示さ
　　　　　　　れます。

　　　　　　・チャートの詳細設定を行う

　　　　　　　Advancedボタン(図3 2の )を押すと以下の項目が表示され、チャートのより詳細な設定を行う
　　　　　　　こともできます。

　　　　　　　・Legend

　　　　　　　　チャート上に以下表記の表示/非表示を選択できます。

　　　　　　　・Freeze

　　　　　　　　チャートの更新/停止を選択できます。なおチャートの停止を選択した状態でも、出力電圧/電流/電力
　　　　　　　　の設定変更は有効に受け付けられます。ただしその変更内容はチャートでは更新されません。

　　　　　　　・Zoom Axis
　　　　　　　　ここで選択した電圧または電流のいずれかをチャート（図3-2の ）で拡大/縮小表示できます。
　　　　　　　　選択後チャートにマウスを移動してホイールを回転させることで軸が拡大/縮小されます。

　　　　　　　・Capturing

　　　　　　　　チャートをimageファイルまたはClipboardで出力することができます。なお、Freezeでチャート停止を　
　　　　　　　　選択した場合のみ制御が可能です。

　　　　　　　・Auto-Zoom

　　　　　　　　Zoom Axisで選択した電圧または電流の拡大/縮小を行った後に、このResetボタンにより初期設定へ
　　　　　　　　リセットします。
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　3.2.3　Terminal

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-3の画面が表示されます。
　　　　　この画面では、各直流可変電源が対応しているコマンドをユーザーが任意に送信できます。またクエリーに

　　　　　対してはその応答を確認することができます。

 
 

 

 

  

図3-3　Terminal

　　　　　　・コマンド/クエリーを送信する

　　　　　　　Enter Command欄（図3-3の ）に送信したいコマンド/クエリーを入力し、Sendボタン(図3 3の )を

　　　　　　　クリックするかキーボードのEnterキーを押します。

　　　　　　　送信されたコマンド/クエリーおよびその応答はCommand History（図3-3の ）に表示されます。

　　　　　　　なお対応しているコマンドはシリーズにより異なります。詳細は各マニュアルを参照ください。

　　　　　　　　GENESYS+ ：GENESYS+ユーザーマニュアルの4.9項、4.10項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MODBUS-TCP通信インターフェース用マニュアルの第9章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EtherCAT通信インタフェース用マニュアルの第5章、第6章

　　　　　　　　Z＋ ：Z+ユーザーマニュアルの4.8項、4.9項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LAN通信インタフェース用マニュアルの第9章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GPIB通信インタフェース用マニュアルの2.4項

　　　　　　　　Genesys ：Genesysユーザーマニュアルの4.6項、8.5項

　　　　　　・Command Historyを設定する

　　　　　　　Command Historyの表示を消去するには、Clear History（図3-3の ）をクリックします。

　　　　　　　Command Historyの内容を出力するには、Save to File（図3-3の ）をクリックします。

　　　　　　　Show欄（図3-3の ）によりCommand Historyに表示させる内容を選択できます。

　　　　　　　　Command ：コマンドの表示/非表示

　　　　　　　　Query　　 ：クエリーの表示/非表示

　　　　　　　　Line Endings ：ラインフィード文字(\r,\nなど)の表示/非表示

VCPでは電源との通信接続の継続のため、クエリー(キープアライブ)を数秒ごとに電

源に送信しています。ただしTerminal機能使用時はインターフェースにより違いがあり
ます。

　・GENESYS+のオプション対応のMODBUS-TCPインターフェースで通信時：
　　　一定期間通信が行われないと自動的に接続が切断（タイムアウト）になるため、
　　　クエリー(キープアライブ)を電源に送信しています。
　・それ以外のインターフェースで通信時：

　　　Terminal機能使用時は、キープアライブは送信されません。

注　記
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　3.2.4　Waveform Creator

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-4の画面が表示されます。

　　　　　この画面では、電圧または電流を複雑な条件で設定することが可能です。

 

 

 

 

 

 

 

図3-4　Waveform Creator

　　　　　　・波形を設定する

　　　　　　　手順1　Programming Mode（図3 4の ）でプログラミング対象を電圧/電流どちらかから選択します。

　　　　　　　手順2　Wavefrom Sequenceの+ボタン(図3-4の )をクリックします。以下の画面が表示されます。

波形の種類

詳細条件

設定された条件の

波形表示

設定された条件の

追加/中止

　　　　　　　　　　　　波形の種類(LINE：直線、SINE：サイン波、TRIANGLE：三角波、SAWTOOTH：のこぎり波、　　

　　　　　　　　　　　　SQUARE：方形波)と詳細条件（Offset：オフセット値、Period：時間[ms]、Amplitude:振幅、　

　　　　　　　　　　　　Frequency：周波数[Hz]、Phase：位相[deg]、Duty Cycle:デューティ[%]）を設定します。

　　　　　　　　　　　　設定値を決定するには、 ボタンをクリックしてください。

　　　　　　　　　　　　設定された波形がチャートに表示されますので、よろしければAddボタンを押します。
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　　　　　　　手順3　手順2で設定した条件が図3-4の に表示されます。

　　　　　　　　　　　　さらに条件を追加する場合は、手順2を繰り返してください。

　　　　　　　手順4　設定したすべての条件がチャート(図3-4の に表示されます)
　　　　　　　　　　　　また、チャート上の各項目にカーソルを合わせてクリックをすると、値や時間などの詳
　　　　　　　　　　　　細情報が表示されます。

　　　　　　　手順5　Chart Mode（図3-4の ）でチャートの表示を切り替えます。

　　　　　　　　　　　　　STATIC　　　：手順2で設定された波形を表示

　　　　　　　　　　　　　REAL-TIME：現在の出力波形を表示

　　　　　　　　　　　　波形を設定する場合はSTATIC、設定が終わり出力を開始する場合はREAL-TIMEにそれぞれ

　　　　　　　　　　　　設定することを推奨します。

　　　　　　　手順6　図3-4の をAdvancedに切り替えます。

　　　　　　　　　　　　SettingsにCounterが表示されますので、波形の繰り返し回数を設定します。 ボタンで決定し
　　　　　　　　　　　　ます。

　　　　　　・設定した波形を出力する

　　　　　　　手順1　出力をONに設定します。Basic Control画面より設定可能です。詳細は3.2.2項を参照ください。

　　　　　　　　　　　　またこの時Chart Mode(図3-4の )をREAL-TIMEに切り替えることを推奨します。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　手順2　Sequence Control(図3-4の )のStartとクリックすると波形が出力されます。

　　　　　　　　　　　　Stopをクリックすると波形の出力が停止します。なお停止した時点での出力電圧/出力電流が波
　　　　　　　　　　　　形停止後も継続して出力されますのでご注意ください。

　　　　　　・設定した波形をPCに保存/呼び出しする

　　　　　　　図3-4の をMemoryに切り替えます。以下の画面が表示されます。

　　　　　　　Load From File：事前にPCに保存されていた波形を呼び出し

　　　　　　　Save To File：設定した波形をPCに保存
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　3.2.5　Sequencer

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-5の画面が表示されます。

　　　　　ここではシーケンス機能（GENESYS＋/Z+のみ対応）を制御することができます。シーケンス機能の詳細に　

　　　　　ついては各マニュアルを参照ください。

　　　　GENESYS+ ：GENESYS+ユーザーマニュアルの6.2項

　　　　Z＋ ：Z+ユーザーマニュアルの第6章

　　　　　Waveform Creator機能(詳細は3.2.4項を参照ください)との主な違いについては以下の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図3-5　Sequencer
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GENESYS＋では、シーケンス機能は定電力機能、リモートアナログプログラミング機
能、内部抵抗調整機能、スルーレートコントロール機能と同時に有効に設定すること
ができません。これらいずれかの機能が有効の場合は、シーケンス機能を使用する前

に無効に設定する必要があります。

注　記
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　　　　　　　　　　　　・Trigger Source

　　　　　　　　　　　　　シーケンスを起動させるトリガソースをBUS(GUIの操作ボタン)/EXT(外部アナログ信号)どちら　
　　　　　　　　　　　　　かに選択します。

　　　　　　　　　　　　・TTL Trigger Mode

　　　　　　　　　　　　　J1コネクタのトリガ出力端子のモードをOFF/FSTR/TRIGいずれかに選択します。

　　　　　　　　　　　　・Continuous

　　　　　　　　　　　　　シーケンス完了後に移行する状態をON（INITIATE STATE）/OFF(IDLE STATE)どちらかに　

　　　　　　　　　　　　　選択します。

3-11

　　　　　　・シーケンスを設定する

　　　　　　　手順1　Programming Mode（図3-5の ）でプログラミング対象を電圧/電流どちらかに選択します。

　　　　　　　手順2　Sequence Mode(図3-5の )でシーケンスモードをLIST/WAVE/FIX(FIXモードはZ+のみ対応)　

　　　　　　　　　　　いずれかに選択します。

　　　　　　　手順3　Step(図3-5の )でステップをONCE(1ステップのみ実行)/AUTO(全ステップを実行)どちらかに
　　　　　　　　　　　　選択します。

　　　　　　　手順4　各ステップ(図3-5の )に値(0～定格値)と時間(1ms～36時間)を入力します。

　　　　　　　　　　　　各ステップの値を削除する場合はClear Table(図3-5の )をクリックします。

　　　　　　　手順5　手順4で設定された波形が図3-5の に表示されます。

　　　　　　　手順6　Chart Mode（図3-5の ）で波形の表示を切り替えます。

　　　　　　　　　STATIC　　：手順4で設定された波形を表示

　　　　　　　　　REAL-TIME：現在の出力波形を表示

　　　　　　　　波形を設定する場合はSTATIC、設定が終わりシーケンスを開始する場合はREAL-TIME

　　　　　　　　　　　　にそれぞれ設定することを推奨します。

　　　　　　　手順7　さらに複雑な設定を行いたい場合は図3-5の をAdvancedに切り替えます。以下の画面　
　　　　　　　　　　　が表示されます。
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　　　　　　　　　　　　・Trigger Delay[sec]

　　　　　　　　　　　　　トリガソースが入力されてから、シーケンスが起動を開始するまでの遅延時間を設定　

　　　　　　　　　　　　　します。 ボタンで決定します。

　　　　　　　　　　　　・Counter

　　　　　　　　　　　　　シーケンスを連続で繰り返し実行する回数(1～9999。9999以上の数字またはINFと入力

　　　　　　　　　　　　　すると永久的に実行)を設定します。 ボタンで決定します。

　　　　　　　　　　　　・Create Waveform(GENESYS+のみ対応)

　　　　　　　　　　　　　複雑な波形の設定が可能です。クリックすると以下の画面が表示されます。

波形の種類

詳細条件

設定された条件の

波形表示

設定された条件の

追加/中止

　　　　　　　　　　　　　波形の種類(LINE：直線、SINE：サイン波、TRIANGLE：三角波、SAWTOOTH：のこぎり波、　

　　　　　　　　　　　　　SQUARE：方形波)と詳細条件（Offset：オフセット値、Period：時間[ms]、Amplitude:振幅、　

　　　　　　　　　　　　　Frequency：周波数[Hz]、Phase：位相[deg]、Duty Cycle:デューティ[%]）を設定します。

　　　　　　　　　　　　　設定値を決定するには、 ボタンをクリックしてください。

　　　　　　　　　　　　　設定された波形がチャートに表示されますので、よろしければAddボタンを押します。

　　　　　　・シーケンスを起動/停止する

　　　　　　　手順1　出力をONに設定します。Basic Control画面より設定可能です。詳細は3.2.2項を参照くだ

　　　　　　　　　　　　さい。

　　　　　　　　　　　　またこの時Chart Mode(図3-5の )をREAL-TIMEに切り替えることを推奨します。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　手順2　Sequence Control（図3-5の ）でInitiate(INIT)をクリックします。INITIATE STATEに移行し

　　　　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　手順3　Trigger SourceがBUSの場合、図3-5の のTrigger(*TRG)をクリックすると、シーケンスが起動し　

　　　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　　　　　　Trigger SourceがEXTの場合、J1コネクタのトリガ入力端子にアナログ信号を入力すると、シー
　　　　　　　　　　　　ケンスが起動します。

　　　　　　　手順4　シーケンスを途中で停止したい場合は、図3-5の のAbortをクリックします。なお停止した時　　

　　　　　　　　　　　点での出力電圧/出力電流が波形停止後も継続して出力されますのでご注意ください。
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　　　　　　・設定したシーケンスを保存/呼び出しする

　　　　　　　手順1　図3-5の をMemoryに切り替えます。以下の画面が表示されます。

　　　　　　　　　　　　・Load

　　　　　　　　　　　　　事前に電源内部メモリに保存されていたシーケンスを呼び出します。呼び出したいメモリNo.を
　　　　　　　　　　　　　クリックするとそのメモリに保存されていたシーケンスが呼び出されます。

　　　　　　　　　　　　・Store

　　　　　　　　　　　　　設定したシーケンスを電源内部メモリに保存します。保存したメモリNo.をクリックするとその
　　　　　　　　　　　　　メモリにシーケンスが保存されます。

　　　　　　　　　　　　・Load Sequence

　　　　　　　　　　　　　直前に実行されたシーケンスの設定を呼び出します。

　　　　　　　　　　　　・Load From File

　　　　　　　　　　　　　事前にPCに保存されていたシーケンスを呼び出します。

　　　　　　　　　　　　・Save To File

　　　　　　　　　　　　　設定したシーケンスをPCに保存します。

以下のパラメータの設定については、電源内のメモリに保存されません。また電源内

のメモリを呼び出した場合これらのパラメータは初期設定値となります。

・Trigger Source

・Trigger Delay

・TTL Trigger Mode

注　記
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　3.2.6　Protection 

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-6の画面が表示されます。
　　　　　ここでは各保護機能を制御することができます。シリーズによって制御可能な保護機能は異なります。保護　

　　　　　機能の詳細については各マニュアルを参照ください。

　　　　GENESYS+ ：GENESYS+ユーザーマニュアルの2.5項

　　　　Z＋ ：Z+ユーザーマニュアルの2.5項

　　　　　　Genesys ：Genesysユーザーマニュアルの2.5項 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

図3-6　Protection
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　3.2.7　Analog Programming ＆ Digital Signals

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-7の画面が表示されます。

　　　　　ここではリアパネルのリモートアナログコントロール用コネクタの設定を行うことができます。

　　　　　シリーズによって設定可能な機能は異なります。リモートアナログコントロール機能の詳細については各

　　　　　マニュアルを参照ください。

　　　　GENESYS+ ：GENESYS+ユーザーマニュアルの第3章

　　　　Z＋ ：Z+ユーザーマニュアルの第3章　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図3-7　Analog Programming ＆ Digital Signals
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　3.2.8　Global Commands

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-8の画面が表示されます。

　　　　　ここではグローバルコマンドが使用でき、これによりPCに接続されているすべての電源に対して同時に制御

　　　　　を行うことができます。

 

 

 

 

 

図3-8　Global Commands
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　3.2.9　Slew Rate

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-9の画面が表示されます。

　　　　　ここではスルーレートコントロール機能（GENESYS+のみ対応）の制御ができます。

　　　機能の詳細はGENESYS＋ユーザーマニュアルの6.5項を参照ください。

図3-9　Slew Rate
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GENESYS＋では、スルーレートコントロール機能は定電力機能、リモートアナログ
プログラミング機能、内部抵抗調整機能、シーケンス機能と同時に有効に設定するこ

とができません。これらいずれかの機能が有効の場合は、スルーレートコントロール

機能を使用する前に無効に設定する必要があります。

注　記
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　3.2.10　Internal Resistance

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-10の画面が表示されます。

　　　　　ここでは内部抵抗調整機能（GENESYS+のみ対応）の制御ができます。

　　　　　機能の詳細はGENESYS＋ユーザーマニュアルの6.3項を参照ください。

GENESYS＋では、内部抵抗調整機能は定電力機能、リモートアナログプログラミング
機能、スルーレートコントロール機能、シーケンス機能と同時に有効に設定することが
できません。これらいずれかの機能が有効の場合は、内部抵抗調整機能を使用する

前に無効に設定する必要があります。

注　記

 

 

 

 

 

図3-10　Internal Resistance
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　3.2.11　Constant Power

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-11の画面が表示されます。

　　　　　ここでは定電力機能（GENESYS+のみ対応）の制御ができます。

　　　　　機能の詳細はGENESYS＋ユーザーマニュアルの2.2.3項を参照ください。

GENESYS＋では、定電力機能は内部抵抗調整機能、リモートアナログプログラミング
機能、スルーレートコントロール機能、シーケンス機能と同時に有効に設定することが
できません。これらいずれかの機能が有効の場合は、定電力機能を使用する前に無

効に設定する必要があります。

注　記

 

 

 

 

 

図3-11　Constant Power
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　3.2.12　Solar Array Simulator

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-12の画面が表示されます。

　　　　　ここでは必要なパラメータを入力することで、太陽電池を模擬した出力特性となるように電源を制御でき

　　　　　ます。

 

 

 

図3-12　Solar Array Simulator
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　3.2.13　Miscellaneous

　　　　　　　のアイコンをクリックすると、図3-13の画面が表示されます。

　　　　　ここでは各種設定を行うことができます。なお電源のシリーズによって設定可能な機能は異なります。

図3-13　Miscellaneous
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第4章 トラブルシューティング　　　　　　　　　　　　　　

4.1　概要
　　　　ソフトウェアが正しく制御できない場合は、以下のガイドをご利用ください。

　　　　・GENESYS+ EtherCATオプションの通信時にEtherCAT Addressにアドレスが検出されない。

　　　　　処置1．Manual Connection Mode(詳細は3.2.1項を参照ください)で正しいEtherCATネットワークに接続され

　　　　　　　　　　ているか確認してください。
　　　　　

　　　　　処置2．NpcapがPCにインストールされている場合、WinPcap APIが有効になっているか確認してください。

　　　　　　　　　　Npcapをインストールする際に以下の図のようにチェックを入れることでWinPcap APIが有効になり

　　　　　　　　　　ます。またはNpcapをアンインストールして代わりにWinPcapをインストールする方法も有効です。

　　　　・.NET Frameworkのエラーメッセージが表示される。

　　　　　処置1．最新のバージョン(バージョン4.8)の.NET Frameworkをインストールしてください。　　　　
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