
・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。

の()は、,- 200,000/までのデータが34して"り#めます。 W32-344615 "り#み=>

なマルチメータの�は ,-５D です。1Dから までのHID�

・JKLMへの�

OP�Qを"りRえながら、�々のデータをExcelシートに"#みます。

・UVXYリストに[いP�]のデータも_`できます。( )fgP�]

の()、fgP�]をhめると、j10DまでのP�]のデータの"り#みがkなW32-344615

えます。

スタートすると、ファンクション･
��レンジ･サンプル��を
��した�、��されたサンプ
ンリング$%%&で、��され
たサンプル(のデータを+,
みます。01なら45$6も5
8することもがきます。

W32-34461/344615

��

��

���	

��<からデータの+,を>?します。
「 」をBにDしてから「 」をD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。
MNMO, MNMO, VW2YDC AC

VW4Y,]^(,]_ から`a。など

��レンジを / でdeえます。AUTO MANUAL
のﾁｪｯｸをoすとレンジpqrテキストAUTO

ボックスがvれますからレンジをキーボードか
らpqします。wxなyをpqする01はあ
りません。pqされたyに~��い１つ�の
レンジに��されます。

トリガ��を��します。
「 」は、���も ��をFREE RUN FREE RUN
��します。
「パソコン」は、��$%�にパソコンが��
<にトリガを��します。��<は ��HOLD
になります。
「o� 」は��<リアーのトリガ��にトリガ
�_してサンプリングを�ないます。

���は「��」、ポーズ�は「��」、 ¡�は
「¢�」となります。

��のトリガディレイ$%をpqします。
¥¦は、§¨または「0」をpqします。

データの+,を~$�¡します。もう~�クリックする

と、+,を«>します。

データの+,を ¡します。

���、%¬$%が2®�の$、サンプリングまでの

¯り$%をカウントダウンします。

���、+,の¯り³(を´µします。

「 」�、¶·となり、クリックする�にデータを+りPAUSE

,みます。スポット��モードでは、データの+,に¸

rします。

¹º$%を��します。

10 ( ), 1  ( ), 0.2  ( )SLOW MID FAST

0.02, 100

Á１) Â ソフトでサポートされていない��ÃÄは、ÅÆにÇÈにて��<を��しておいてください。

��<ÂÌで��した - アドレスと�じGP IB

yを��します。

��する��<を`aします。 だけ(W32-344615 )

��に¸rする��<は、この�ºをダブル

クリックして、��に��します。(W32-344615)

34461A
Agilent Technologies 34461A��できる��

デジタルマルチメータ

キーサイトテクノロジー

W32-344615のÖ×

W32-344615の()

スポット��モードのØÙだけ¶·になります。
«��のため、1つÆの��データをÛÜします。

DCMN��$の、pqVWを��します。

デフォールトは、チェックàです。

pq�áにâãされる]^(のäå]^(を

��します。デフォールトは、20Hzです。

��<のçèéêを��し、そのçèパラメータ

をテキストボックスにpqします。

GP IB-

３．９９９

GP IB-

３．９９９

３．９９９

３．９９９

３．９９９

３．９９９

W32-34461の()ÂプログラムはExcel�のアドインと
してÈôします。Excel�からÂアドイ
ンをõÈすると、Excelシート�に、この
ウインドウがvわれます。
ファンクション,��レンジ,$%%&,+,
³(÷を��し「 」ボタンをクリックSTART
するとデータの+り,みを>?します。

Excelシートに+,んだデータは、キーボードからpqしたデータと�じように、
Excelのéêをùrして、ôú・üý・þè÷を ÿ に�うことができます。
また、ÅÆ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�えます。
※Âアドインに Èグラフôúéêはありませんので、Excelのグラフウィザードを
¸rしてôúしてください。

「34461A」は、�	 
の��です。アジレントテクノロジー

W32-34461-R

W32-344615-R

W32-34461-N

W32-344615-N

ソフトK� GP IB- ボード �� ����

65,000�

180,000�

Windows7/8.1/10
(32bit or 64bit)

-ExcelMS
2010/2013/2016
(32bit Only)

NIJ

NIJ

ラトックシステムJ

ラトックシステムJ

１D
�4

Max.5D
�4



データを+,む$%%&()をpqします。
ここでpqした$%と��の$%%&では
��の��が��します。 �もpqがàい
ØÙやゼロがpqされたØÙは、ä�でデ
ータを+り,みます。pqできるä�$%
は、3600です。

ータを+,む³(を��します。�し、「デ ST

」ボタンでいつでも��できます。また、�もOP
pqされていないときは、200,000³と��され
ます。pqできるä�³(は、200,000³です。

��<をデフォールトの��� に!します。

"ての��� を�#、または$み,み

ます。

o���<のデータを�$に+,み

ます。(%&')

��データを((çèして、その)*を

Excelシートにpqします。

%+Ö×が´µされますから、((A,Bと

そのçè)*の,-をpqしてください。

ä.のデータ+,$、��ÃÄ/÷のヘッダを58し

ます。

データに45$6を58します。

データのpqと1にシートをスクロールします。

��>?�の23$%を58します。

��yをセルにpqする$、~5、セル

の67を「�8」に��した�、データを

セルにpqします。

��yをExcelへpqする$の,-を��し

ます。 「 �y」は、��ファンクションにより

「V」「A」または「Ω」の,-でpqします。

「((çè」を¶·にしたØÙは、この

��はà;されます。

¥¦は、§¨です。

��データが、ここでpqした$%または�

(に<=すると、データpq->が?の@

へAÈします。

ダブルクリックで$%(º)と�(のdりBえを

�います。

「 」ボタンをB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�われた�、「 」ボタンのPAUSE START SPOT

クリックDちとなります。 「 」ボタンをクリックする�にデータがExcelシートに+,まれます。 この$「 」ボタンをクリックするFわりに「スペース」キーをDしSPOT SPOT

ても�Hの)*となります。 この「スポット��モード」では、「23$%」の¨には1,2,3...と「IJ�á」がpqされます。

Kえば、L��Mを+りeえながら、N々のL��Mの��を�うØÙにPùです。 「スポット��モード」をQRするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

スポットP�モードの¡¢£

S�yをpqします。

「,-Fe」「((çè」�の

yにTしてS�が�われます。

����� マルチメータ� の����( )

o���<とは - でパソコンとUJされている01があります。(%ú)GP IB

o���<から�られてくるデータのフォーマットは、 であり、W(のデータのØÙ(Max10N)、データ%はコンマでXdられている01がASCII

あります。 Á )"ての��<との¥�を�Yするものではありません。

もし、o���<からデータをZけ+る$、クエリーコマンドをÅÆに
��する01がある$、ここに��する
クエリコマンドをpqします。ほとんどのØÙ、§¨で です。OK
もし、マルチメータが コマンド8^のものでしたら、%+のコマンドSCPI
のどれかが¸rされます。
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

o���<のデータZ�$にトリガが01な$、チェックをつけます。

o���<の - アドレスを��します。GP IB

+り,んだデータに、%+çèを�った�、Excelへpqします。
Excelへのpqy = ( ��<データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへpqするÅÃをここにpqします。
§¨のØÙ、「o���<」がpqされます。

��>?Æに、��<に��するコマンドがあるØÙは、ここにpqします。 ファンクションやレンジdeえのコマンド

をpqします。 ¥¦は§¨です。

��<のデリミタを��します。¥¦は、 + です。LF EOI

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

¥¦は、「 」の`aをします。GET

「hiコマンド」を`aしたØÙは、トリガコマンドをテキストボックス

にpqします。

o���<のデータにçèjkを�うときにチェックします。

W(のデータがZ�されたØÙは、その"てのデータに、

%+にpqしたçèが�われます。

��するo���<�áを`aします。 のØÙ(W32-344615 )
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GP IB-

fgP�]

fgP�]

fgP�]

fgP�]

fgP�]

Agilent 34461

o���<のデータを(yとしてlうか、mnしとてlうかの

`aを�ないます。¥¦は、「(yデータ」に��します。

o���<からW(のデータが��されるØÙ、データの

Xdりmnを��します。~opには、「コンマ」が¸rされ

ます。

¤¥は、 の()W32- 534461

の()は、 が１D、W32- A34461 34461

fgP�]が１Dまでになります。



34461A GPIBの アドレスの!"��

①§¨を �に、 アドレスをª«することができます。ON GPIB

34461A ON GPIBの§¨を にした�、�®に アドレスが¯°されます。

② アドレスの²³¢£ ´µは、 に¶·するマニュアルをº»ください。GPIB ( 34461A )

①「 」ボタンをÁす。Shift

②「 」 ボタンをÁす。Display (Utility)

③ キーをÁす。I/O Config

④ キーをÁす。GPIB Setting

⑤パネルの「 」ÍÎキーで、Select
ア ドレスÏを²³する。

⑥ キーをÁしてアドレスÏをDone
ª �します。


