
3193
パワーハイテスタ

��できる�� 3193,3194,3167,3330,3331,3332,3333

3193,3194,3167,3330,3331,3332は、���の��です。

��を��すると、��された
����で、��された り"
み$%のデータをExcelシート+
に "みます。 "んだデータ
は、その:;、Excelシート+に
<=されます。
>?なら�B�CをBDするこ
ともできます。

Excelシート+のカーソルのK�をLMします。

��を��します。
OPのカーソルK�からRじTUVへデータが り"
まれます。 「 」を[にクリックしてから「 」PAUSE START
をクリックすると、ステップ��モードとなり「 」をSTART
クリックするnに１$��をpいます。「 」をrsPAUSE
するとtu��にLpします。
tu��vに「 」をクリックしてもステップ��PAUSE
モードにLpできます。

��をvwします。

����の��は、５�を�して

�かれていますので、１�,２�

ソフトでは����が!なりますので

ご%&ください。

��する��yはz{<=されます。

��yの|}を~�します。

3194,3167
3330,3331
3332,3333

+)3194では、./0の25には78しておりません。3193と>?の25@Aだけの25がCDです。
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・F5されたHIIJで、F5された25@Aの25データをリアルタイムでExcelに

TりUみます。 WX 65,000\まで]^25がCDです。

F5した25@A ,HIIJ,25\_を`abに25します。 25dはリアルタイムに Exce

lシートにghされます。 i25@Aのj5がCDです。 また、25kmHに、noHIの`

aリセットをrうことができます。

ソフトによりw_�の25yからのデータTりUみがCDです。 2�/５�は、１�だけでの

�もCDです。 w_�での�の~�、25yIで_ 10ms��のHI�れが��します。

・�25y��のマルチメータなどの25yのデータも>HにTりUむことができます。

>�の - �に�^された�の25y(マルチメータ、\��、トルク�?)のデータも>HにTりGP IB

UむことがCDです。ただし、iての25yでのa�を��するものではありません。

�プログラムはExcel+のアドインとし
てM�します。Excel+から�アドイン
を�Mすると、Excelシート+に、このウ
インドウがOわれます。
「 」ボタンで��yのデータをSTART
Excelシートに り"みを��します。

Excelシートに "んだデータは、キーボードから��したデータ
と�じように、Excelの��を��して、��・��・���を��
にpうことができます。 また、��にデータが "まれる� を
Excelのグラフウィザードで~�しておけば、データ "とグラフ
§がリアルタイムにpえます。

�アドインに`aグラフ�¤¥DはありませんのでExcelのグラ

フ¥Dを�し、ユーザ¨で�¤してください。

��yの - アドレスを~�します。GP IB

��yの - の~�U®は、¯��yのGP IB

 °±²³を´µください。

����

�しない25yの©ª

ここをダブルクリックすると、その��yは、¹uされてい
ないとみなされます。 ºえば、５¼�のソフトで２¼しか
¹uしない¾¿は、��しない¼%ÀだけこのÁÀをダ
ブルクリックして「X」を<=させてください。

<=する シートをÄりÅえます。Excel
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��の����を��します。��ãäは、
0～3,600です。
æçまたは0を��した¾¿、そのáâでの
èéでデータを り"みます。
Tê´µ。

データを り"む$%を65,000ìTで��して
ください。 ��された��$%でデータ り"
みをíîします。 また、 ExcelシートのèTpに
ïðするとíîします。

��yを ñòで��をpいます。HOLD
よりö÷な����でのデータ "をpいたい
¾¿や、ù%での��y�で、��y�の��
úなりべくüなくしたい¾¿にチェックをBけます。

�ÿの - +の�の��yから��にGP IB
データを り"みたい¾¿にチェックをB
けます。 マルチメータ ,$��,トルク�,
カウンターなどですが、�ての��yでの
M��	しません。
チェックをBけると
��が<=されます。

����で、����をリセット/ステートします。

��v、��データが�+に�えるように
�にシートをスクロールします。

����とともに、����の���をExcel
に��します。

��データと�に�B�CをExcelに��します。

��データと�に��からの����をExcelに
��します。

�����を に~�します。OFF
� に��を��する¾¿は、>ず１つì+の
����の��が>?です。

��する��にチェックをBけます。
��を��する¾¿は、>ず１つì+の���
�の��が>?です。

¯��の��
V(�), A(�), W( !�), ("#�),VA

($!�), (�%), (K#&), (VAR PF DEG IP
�ピーク), (()%), (���), (FREQ AH WH
*¿の���), (ö+の���),PWH MW
H(,+の���), (����)TIME
なお、1～3はCh,0は を<します。SUM

3331を��する¾¿、-.モードが/#または
３#のどちらに~�されているかにより、��2
�な��が3わります。
もし、��できない��にチェックがつけられて
いた¾¿、�M4にチェックが5されます。

3193,3194を��した��の、� !"の# 

「 」「3194」の|}を��した¾¿は「����~�」3193

ボタンをクリックすると6�が<=されます。
è7に「 8」ボタンをクリックしてください。 ��yと9:
をpい、OPの��yの-.モードを;べ、��できない
��を�から<sします。
��2�な��=�だけが<=された>、��する��
にチェックをBけます。

おおよその��é;について
(PentiumⅢ 500 zの¾¿)MH
１¼の3331を������、0.2sec/$
５¼の3331を������、1.0sec/$
１¼の3330を������、0.25sec/$
５¼の3330を������、1.0sec/$
1¼の3193を60�����、0.15sec/$
2¼の3193を60�����、0.25/$

���を�り�んだ�



$%� &マルチメータ+の# .:( )

5Á��yとは - でパソコンと¹uされている>?があります。(T�)GP IB
5Á��yからDられてくるデータのフォーマットは、 であり、ù%のデータの¾¿(Max10G)、データ�はコンマやスペースでIÄられている>?ASCII
があります。
J)5Á��yからのデータ り"みは、�ての��yとの9:を�	するものではありません。

もし、5Á��yからデータをKけ る�、クエリーコマンドを��にD:する>?がある�、ここにD:する
クエリコマンドを��します。ほとんどの¾¿、æçで です。OK
もし、マルチメータが コマンドROのものでしたら、Têのコマンドのどれかが��されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

5Á��yのデータK:�にトリガが>?な�、チェックをつけます。

5Á��yの - アドレスを~�します。GP IB

�り"んだデータに、TêT�をpった>、Excelへ��します。

Excelへの��V = ( ��yデータ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��する��をここに��します。

æçの¾¿、「5Á��y」が��されます。

�����に、��yにD:するコマンドがある¾¿は、ここに��します。 ファンクションやレンジÄÅえのコマンド
を��します。 9�はæçです。

��yのデリミタを~�します。9�は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「_`コマンド」からトリガのU®を��します。GET TRG
9�は、「 」の��をします。GET
「_`コマンド」を��した¾¿は、トリガコマンドをテキストボックスに��します。

5Á��yのデータにT�abをpうときにチェックします。 ù%のデータが K:された¾¿は、その�ての
データに、Têに��したT�がpわれます。

5Á��yのデータを%Vとして°うか、cdとして°うかの~�をpいます。
9�は「%Vデータ」に~�します。

5Á��yからù%のデータがD:される¾¿、データのIÄりcdを��します。
ÿe4には「コンマ」が��されます。
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