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Model 2001 Model2002,

Model 2001 Model2002は、ケースレーの	
です。,

・データロガーとしての�

��された����で��された��のデータをリアルタイムにExcelシートに #$みます。

)* 200,000+までのデータが./して#り$めます。

#り$み56なマルチメータの�は )*５= です。1=から までの@A=�

・BCDFへの�

HI�Jを#りKえながら、�々のデータをExcelシートに#$みます。

・PQRSリストにUいI�WのデータもYZできます。( )^_I�W

^_I�Wを`めると、b10=までのI�Wのデータの#り$みがfなえます。

スタートすると、ﾌｧﾝｸｼｮﾝ･
��ﾚﾝｼﾞ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ!"を
$�した'、(�されたｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ+--.で、(�さ
れたサンプル6のデータを
89みます。<=なら@A
+BもADすることもがきま
す。

Excelシートに89んだデータは、キーボードからRSしたデータとTじように、
ExcelのXYをZ[して、]^・`a・bfgをhiにjうことができます。
また、kmにデータが89まれるnpをExcelのグラフウィザードで$�しておけ
ば、データ89とグラフ{がリアルタイムにjえます。
※�アドインにh�グラフ]^XYはありませんので、Excelのグラフウィザードを
�[して]^してください。
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�１) � ソフトでサポートされていない$���は、kmに��にて���を$�しておいてください。

�２) � ��の - コマンドを に$�してください。(����)GP IB SCPI

� ) � ���¢の£¤メモリのデータを8り§すXYはありません。1

2� ) スキャナカードには«¬しておりません。

��できる��

デジタルマルチメータ ��５����( )

12.567

12.567

12.567

12.567

12.567

GP IB-

1/3

�プログラムはExcel®のアドインと
して�]します。Excel®から�アドイ
ンを¯�すると、Excelシート®に、この
ウインドウが°われます。
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ,��レンジ,+--.,89
³6gを$�し「 」ボタンをｸﾘｯｸSTART
するとデータの8り9みをº»します。

���からデータの89をº»します。
「 」を¼に½してから「 」を½すPAUSE START
とスポット��モードになります。

��ファンクションを$�します。
ÃÄÃÅ, ÃÄÃÅ, ÆÇ2ÈDC AC

ÆÇ4È,Ë" ,( ),Ë"( ),Ë"( )TC RTD FRDT
しますÍÎ6からÏÐ 。

��レンジを / でÒÓえます。AUTO MANUAL
のﾁｪｯｸをÙすとレンジRS[テキストAUTO

ボックスが°れますからレンジをキーボードか
らRSします。ÛÜなÝをRSする<=はあ
りません。RSされたÝにÞßàい１つ®の
レンジに$�されます。

トリガãäを$�します。
「 」は、��åも æçをFREE RUN FREE RUN
èéします。
「パソコン」は、��+-ëにパソコンが��
�にトリガをìíします。���は æçHOLD
になります。
「Ù¤」は���リアーのトリガリンクïðに
Tñしてサンプリングをjないます。

��åは「òó」、ポーズåは「õó」、ö÷åは
「øó」となります。

��のトリガディレイ+-をRSします。
ùúは、ûüまたは「0」をRSします。

データの89をÞ+å÷します。もうÞ"ｸﾘｯｸすると、

89をýºします。

スキャナ��ですスキャンがÞþしてからö÷します。

データの89をö÷します。

��å、-ÿ+-が2� ®の+、サンプリングまでの

�り+-をカウントダウンします。

��å、89の�り³6を��します。

「 」å、��となり、ｸﾘｯｸするëにデータを8り9みまPAUSE

す。 スポット��モードでは、データの89に�[します。

Excelシート®のカーソルを	
・®�に��します。

Excelシート®のカーソルを��しデータ89º»�を�

�します。 「 」ボタンをクリックするとカーソル�かSTART

ら�ã�へデータを89みます。

データをRSするExcelのシートをÒÓえます。

サンプリングレートを$�します。

= 1NORMAL NPLC

= .FAST NPLC 0 01

0M D NPLCE IUM= .1

= 10HIACCURACY NPLC

または、「 」から「 」までの6ÝでRSします。0.01 10

フィルタXYを にし、その��を$�します。ON

����¢で$�した - アドレスとTじGP IB

Ýを$�します。

$�する���をÏÐします。

��に�[する���は、この¤�をダブル

クリックして、òóに$�します。

ケースレー

W32-20015-N

W32-20015-R ラトックシステムB

NIB

C{ GP IB- ボード ~� ����

230,000�

Windows
7/8.1/10/11
(32bit , 64bit)
Excel2010/2013
Excel2016/2021
(32bit Only)�



2/3

データを89む+--.(�)をRSします。
ここでRSした+-と��の+--.では
��の��が��します。  もRSが!い
"#やゼロがRSされた"#は、&!でデ
ータを8り9みます。RSできる&'+-
は、3600�です。

ータを89む³6を(�します。(し、「デ ST

」ボタンでいつでもå)できます。また、 もOP
RSされていないときは、200,000³と*+され
ます。RSできる&'³6は、200,000³です。

���をデフォールトの$���に-し

ます。���のエラー��などで��が

º»できない+などにクリックすると、��

�のエラーを³1することができます。

2ての����をè4、または5み9み

ます。

Ù¤���のデータをT+に89み

ます。(����)

��データを768fして、その9:を

ExcelシートにRSします。

�;<>が��されますから、76A,Bと

その8f9:の?をRSしてください。

&@のデータ89+、����AgのヘッダをADし

ます。

データに@A+BをADします。

データのRSとCにシートをスクロールします。

��º»'のDE+-をADします。

DC��の��

DC��の��

AC��の��  !の��

"#$の��%&の��

AC��の��

��ÝをセルにRSする+、ÞG、セル

のHIを「
J」に$�した'、データを

セルにRSします。

��ÝをExcelへRSする+の?を$�し

ます。 「 �Ý」は、��ファンクションにより

「V」「A」または「Ω」の?でRSします。

「768f」を��にした"#は、この

$�は!Lされます。

ùúは、ûüです。

��データが、ここでRSした+-またはj

6にMNすると、データRS�が�のO

へ��します。

ダブルクリックで+-(�)とj6のÒりPえを

jいます。

��のファンクションで「Ë"( )」TC

「Ë"( )」「Ë"( )」をÏÐします。RTD FRTD

��のファンクションで「ÆÇ(２È)」

「ÆÇ(４È)」をÏÐします。

RÃ«のタイプをÏÐします。

J T K E R S B NTC : , , , , , , ,

, : , ,RTD FRTD PT PT USER385 3916

Ë"の?をÏÐします。

C, ,F, ,K)CEL FAR

アベレージングXYを にし、その��をON

$�します。

��のファンクションで「ÍÎ6」

をÏÐします。

��のファンクションで「 ÃÅ」AC

をÏÐします。

��のファンクションで「 ÃÅ」DC

をÏÐします。

��のファンクションで「 ÃÄ」AC

をÏÐします。

��するレンジをÏÐします。

ÍÎ6��RSをÏÐします。

スレッシレベルをRSします。

カップリングをÏÐします。

カップリングをÏÐします。

カップリングをÏÐします。

��\6をÏÐします。

オフセットを にします。ONAC TYPE- をÏÐします。

,RMS AVERAGE

AC TYPE- をÏÐします。

, , ,RMS AVERAGE PEAK

- -LOW FREQ RMS

-POSITIVE PEAK

-NEGATIVE PEAK

フィルタXYを にON

します。

フィルタXYの`aに

つきましては、���

Abのマニュアルを

��ください。

��モードをÏÐします。

NORMAL IN CIRCUIT, -

?をÏÐします。

, ,VOLTS dB dBm
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��データを シートに46した9Excel
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「 」ボタンを¼にクリックして、その'「 」ボタンをクリックすると「スポット��モード」になります。 マルチメータの$�がjわれた'、「 」ボタンのPAUSE START SPOT

クリックfちとなります。 「 」ボタンをクリックするëにデータがExcelシートに89まれます。 この+「 」ボタンをクリックするhわりに「スペース」キーを½しSPOT SPOT

てもTjの9:となります。 この「スポット��モード」では、「DE+-」のüには1,2,3...と「klßn」がRSされます。

oえば、p��qを8りÓえながら、r々のp��qの��をjう"#にtZです。 「スポット��モード」をuvするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

スポットI�モードの���

:;��< マルチメータ= の>�?@( )

Ù¤���のデータを6Ýとしてxうか、yzしとてxうかの

ÏÐをjないます。ùúは、「6Ýデータ」に$�します。

Ù¤���から{6のデータがìíされる"#、データの

|Òりyzを(�します。Þ}~には、「コンマ」が�[され

ます。

Ù¤���とは - でパソコンと�lされている<=があります。(�^)GP IB

Ù¤���からìられてくるデータのフォーマットは、 であり、{6のデータの"#(Max10r)、データ-はコンマで|Òられている<=がASCII

あります。

�)2ての���とのùíをè�するものではありません。

もし、Ù¤���からデータを�け8る+、クエリーコマンドをkmに
ìíする<=がある+、ここにìíする
クエリコマンドをRSします。ほとんどの"#、ûüで です。OK
もし、マルチメータが コマンドJ�のものでしたら、�;のコマンドSCPI
のどれかが�[されます。
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

Ù¤���のデータ�í+にトリガが<=な+、チェックをつけます。

Ù¤���の - アドレスを$�します。GP IB

�り9んだデータに、�;8fをjった'、ExcelへRSします。

ExcelへのRSÝ = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへRSするk�をここにRSします。

ûüの"#、「Ù¤���」がRSされます。

��º»mに、���にìíするコマンドがある"#は、ここにRSします。 ファンクションやレンジÒÓえのコマンド

をRSします。 ùúはûüです。

���のデリミタを$�します。ùúは、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「��コマンド」からトリガのãäをÏÐします。GET TRG

ùúは、「 」のÏÐをします。GET

「��コマンド」をÏÐした"#は、トリガコマンドをテキストボックス

にRSします。

Ù¤���のデータに8f��をjうときにチェックします。

{6のデータが�íされた"#は、その2てのデータに、

�;にRSした8fがjわれます。

$�するÙ¤���ßnをÏÐします。


