
W32-35411/-35415/-3541-RS

��

��

��できる�� 3541 3541は、 の�です。����

スタートすると、ファンクション･��

レンジ･サンプリング��を��した

�、 �されたサンプリング#$$

%で、 �されたサンプル(のデー

タを+,みます。01なら45#6

も58することもがきます。

Excelシートに+,んだデータは、キーボードからDFしたデータとGじよう

に、ExcelのKLをMNして、PQ・ST・UVWをXYにZ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hがリアルタイムにZえます。
※oアドインにXpグラフPQKLはありませんので、Excelのグラフウィザードを

tNしてPQしてください。

・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。 )り*み .

/な は26５8(W32-35415)です。=>?

・����への��

@A�Bを)りCえながら、�々のデータをExcelシートに)*みます。(スポットモード)

・ でも��トリガ��に !したデータ#$ができます。FREE RUN

=>?リアーのNOトリガQRにSTしてデータを)*むことができます。このNOトリガによる)り*みは、

=>?が「 」「 」のどちらでも./です。フットスイッチdを=>?のNOトリガQRfgに�HOLD FREE RUN

�すればijkmにngをopします。

・+,.と0678.を :に に#$むことができます。Excel

・ の=8+,>

のファンクションやレンジ のy�は 、=>? d もちろん �/、コンパレート�/、~�C�、~���、BIN

~�センサdのy�もパソコンが�います。

・ ?@できます。(W32-3541- )+,>C�に��78Dのデータも :に はHくRS

NOA��を�めると、�108までのA��のデータの)り*みが�なえます。(W32-35415)

+,>

3541

oプログラムはExcelyのアドインとしてpPします。

Excelyからoアドインをzpすると、Excelシートy

に、このウインドウが{われます。ファンクション,��

レンジ,#$$%,+,~(Wを��し「 」ボタSTART

ンをクリックするとデータの+り,みを��します。

GP IB-

12.56712.567
12.56712.567
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12.56712.567
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W32-35415

MOPQ

A��をExcelへfgする�の��をy�します。 「��」は、

「Ω」の��でのfgを��します。

A��からデータの)*を��します。

「 」を�に�してから「 」を�すPAUSE START

とスポットA�モードになります。

データの)*を£�¤¥します。もう£�クリックすると)*を

§�します。

「 」¤、¨©となり、クリックするªにデータを)り*みます。PAUSE

スポットモードでは、データのサンプリングに��します。

スポットモードでサンプルモードをNOトリガにy�した®は、

2¯１±だけ、この「 」ボタンを�すと、その¶、NOトリガにSPOT

STしてデータを に)*みます。Excel

サンプリング¸�をy�します。

A�ファンクション ¹º をy�します。( )

「=>」、「 =>」、「~�」、「=> ~�」、LP +

「 => ~�」LP +

A�レンジを / で¾Cえます。AUTO MANUAL

のﾁｪｯｸをNすとレンジfg�テキストAUTO

ボックスがÇれますからレンジをキーボードか

らfgします。ÈÉな�をfgするÊËはあ

りません。fgされた�に£ÎÏい１つÑの

レンジにy�されます。

A�¤は「ÒÓ」、ポーズ¤は「ÕÓ」、Ö¥¤

は「×Ó」となります。

データの)*をÖ¥します。

y�するA��をØÙします。

A�に��するA��にチェックします。

GP IB-

RS USB-232C ( )

12.567
12.567

W32-35411

W32-3541-RS

フットスイッチ

fgチャンネルをØÙします。

TPQは、５YZ[�の\]を^�してPQされています。

１Y�または �のアドインではij\]がkなります。RS232C
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W32-35411-R

W32-35411-N

W32-35415-R

W32-35415-N

W32-3541-RS

ラトックシステム

ラトックシステム

jÎ GP-IBボード Þß àáâã

82,000s

240,000s

82,000s

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10/11
(32bit or 64bit)
Excel2010/2013
Excel2016/2019
Excel2021
(32bit Only)

NIô

NIô

RS-2332Cö�

USBでの��.

÷ø8�

18

18

58



A��ùúでy�した - アドレスとSじ�をyGP IB

�します。

「 」では、「üQýþ」ボタンがÿ�されW32-3541-RS

のポートÎRをy�します。RS-232C

データを)*む±�を��します。�し、「 」ボSTOP

タンでいつでも¤�できます。また、�もfgされて

いないときは、200,000±と��されます。fgできる

26±�は、200,000±です。

データを)*む����をfgします。

ここでfgした��と��の����では	
の��

がoします。�もfgが�い®やゼロがfgされ

た®は、2¸ １０±/��� でデータを)り*みます。( )

fgできる26��は、3600�です。

A�のトリガディレイ��をfgします。ü�は、

��または「 」をfgします。0

A��のアベレージンク±�をy�します。

A��に����を�います。 ����( )

サンプリングモードをy�します。

「 」は、A�¤も  !を"#しFREE RUN FREE RUN

ます。

「パソコン」は、A���ªにパソコンがA��にトリ

ガを$Qします。A��は  !になります。HOLD

「NOトリガ」は、=>?リアーパネル のトリ( I/O)EXT

ガ%&にSTしてデータを)*みます。トリガfg

が�い�はA��は  !になります。HOLD

「NOトリガ 」は、ÑºとSじく、=>?リ( )FREE RUN

アーパネル のトリガ%&にSTしてデータ( I/O)EXT

を)*みますが、トリガfgが�い�でもA��は

 !になっています。FREE RUN

ExcelシートÑのカーソルを*+・Ñ¹に.àします。

ExcelシートÑのカーソルを.àしデータ)*����を

/�します。 「 」ボタンをクリックするとカーソル��START

から¹01へデータを)*みます。

データをfgする シートの¾Cえを�ないます。Excel

データに�2�3を24します。

2¯のデータ)*�、A�567dのヘッダを24

します。

A���¶の:;��を24します。

データのfgと<にシートをスクロールします。

GP IB- で÷øした のA��からのデータをS�

に=み*みます。 ¶>��( )

W32-3541-RSでは、この5はÿ�されません。

fgしたA�ýþを"?@び=み*みを�ないます。

「uの=8」の��

「 のy�」で にした56がÒÓでÿ�されます。ON

「~���」「~�C�」などのその のy�を�

ないます。 ¶ >��( )

=>?のファームウェアバージョンがÿ�されます。

ここで=8するyz{の|}PQにつきましては「+,> 」に��する#�PQ�を��してください。3541

~���のýþy�を�なうと

<に=>?の~����/を

にします。ON

チェックが�い®は、~��

�は にy�されます。OFF

~�C�のýþy�を�なうと

<に=>?の~�C��/を

にします。ON

チェックが�い®は、~�C

�は にy�されます。OFF

コンパレータのýþy�を�な

うと<に=>?のコンパレータ

�/を にします。ON

チェックが�い®は、コンパレ

ータは にy�されます。OFF

コンパレータを にy�するとON

A�EGが の®は、Hi Excel

へのfgデータがÒÓÿ�され

の®は、ÕÓÿ�されます。Low

~�A�を�なうための~�

センサのy�を�ないます。

チェックを2けない®は、

=>?のÇ をI#します。

BIN BIN�/をy�し、=>?の �/を

にします。ON

チェックが�い®は、 �/はBIN OFF

にy�されます。

�/を にy�した®は、A�BIN ON

�の+Jに のEGがfgされます。BIN

の へのfg�の��は¹ºBIN Excel

のüりです。

へfgされる�は、¹ºのKLExcel

�の®?�です。BIN

BIN BIN BIN BIN0=1 , 1=2 , 2=4 , 3=8

4=16 , 5=32 , 6=64BIN BIN BIN

7=128 , 8=256 , 9=512BIN BIN BIN

1 , 3Nえば、 にKLした®は、BIN BIN

「10」が にfgされます。Excel

セルフキャリブレーションを にします。ON

オフセット�Q��を にします。ON

スポットA�モードの��0R

「 」ボタンを�にクリックして、その¶「 」ボタンをクリックすると「スポットA�モード」になります。 のy�が�われた¶、「 」ボタンのクリックPAUSE START SPOT=>?
Tちとなります。 「 」ボタンをクリックするª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Uわりに「スペース」キーを�してもSSPOT SPOT
WのEGとなります。 この「スポットA�モード」では、「:;��」の�には1,2,3...と「YøÎR」がfgされます。
Nえば、@A�Bを)りCえながら、�々の@A�BのA�を�う®にZ[です。 「スポットA�モード」を\]するためには、「 」ボタンをクリックします。STOP
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「����」の��

78.の ���Excel

A��からのデータに、����を�います。

へのfg� A�� ^� ^�Excel = (( - B ) * A

)`

Ñºの「A��」は、「ÿ���」でy�した��にUCした¶の�が��されます。

Nえば、ÿ���のy�が「 」にy�されていて、A��が Ωだった®「 Ω」の�が��に��されます。m 0.1 100m

「�@��」 の=8( -232C)RS

「 - 」「 -232C」の��GP IB RS

ù5は、「 」のアドインソフトにだけa�されます。W32-3541-RS

RS-232CのポートÎRをy�します。

ù5でUb./な56はポートÎRだけで、 の56はc�されています。

「 」、「 」を��する®は、 を��してW32-35411 W32-35415 -GP IB

üQを�ないますから、¹ºのy�を�い に¾りCえます。GP IB-

「 - 」を��する®は、 -232Cを��してüQを�ないW32-3541 RS RS

ますから、¹ºのy�を�い に¾りCえます。GP IB-

GP IB RS- 232Cと の¾Cのdeにつきましては、=>?に2fする)ghijを��ください。

「 」 「 」キーでメニューから「 」をÿ�し、SHIFT ENTER IF+

インターフェイスを に¾りCえます。GP IB-

「 」 「 」キーでメニューから「 」をÿ�し、SHIFT ENTER IF+

インターフェイスを -232Cに¾りCえます。RS

１86の=>?のA��

=>�、 �、~�( )BIN

286の=>?のA��

=>�、 �、~�( )BIN
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��78D マルチメータ� の=8��( )

������ にフットスイッチを#り�ける。( )TRIG

NOA��とは - でパソコンと÷øされているÊËがあります。(¹�)GP IB
NOA��から$られてくるデータのフォーマットは、 であり、q�のデータの®(Max10�)、データ�はコンマでs¾られているÊËがASCII
あります。
`)�てのA��とのüQを"tするものではありません。 は、NOA��の��は１8だけになります。W32-34511

もし、NOA��からデータをuけ)る�、クエリーコマンドをwxに
$QするÊËがある�、ここに$Qする
クエリコマンドをfgします。ほとんどの®、��で です。OK
もし、マルチメータが コマンド{|のものでしたら、¹ºのコマンドSCPI
のどれかが��されます。
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

NOA��のデータuQ�にトリガがÊËな�、チェックをつけます。

NOA��の - アドレスをy�します。GP IB

)り*んだデータに、¹º��を�った¶、Excelへfgします。
Excelへのfg� = ( A��データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへfgするw5をここにfgします。
��の®、「NOA��」がfgされます。

A���xに、A��に$Qするコマンドがある®は、ここにfgします。 ファンクションやレンジ¾Cえのコマンド
をfgします。 ü�は��です。

A��のデリミタをy�します。ü�は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「��コマンド」からトリガの0RをØÙします。GET TRG
ü�は、「 」のØÙをします。GET
「��コマンド」をØÙした®は、トリガコマンドをテキストボックス
にfgします。

NOA��のデータに����を�うときにチェックします。
q�のデータがuQされた®は、その�てのデータに、
¹ºにfgした��が�われます。

y�するNOA��ÎRをØÙします。

トリガモードを「NO 」または「NO 」にy�すると、=>?のNOfg%& のトリガQRにSTしてデータTRIG TRIG FREE RUN EXT( ) ( I/O)

の)り*みが./になります。 こ こでは、ijkmなどで��するために、フットスイッチによりトリガQRを�える0Rを�します。 フ ット

スイッチを にするごとにA��を にデータを)*みます。ON Excel

5V

フットスイッチ

+,>

3541

�QUC

EXT I/Oコネクタの����

ピン��Hi : ( = 4 )TRIG

Lo : . ( = 6 , 7 , 8 )INT GND ピン��

5V

0V

Hi Loから の�¹りのタイミングでデータ

を)*みます。 チ ャタリングは�いこと。

チャタリングがあると、データを２±)*

む®があります。

チャタリング�.

(W32-35411 , W32-35415 )の®のみ

NOA��のデータを��としてgうか、��しとてgうかの

ØÙを�ないます。ü�は、「��データ」にy�します。

NOA��からq�のデータが$Qされる®、データの

s¾り��を��します。£��には、「コンマ」が��され

ます。

W32-35415

(W32-35411は、

NOA��１8

だけが÷ø./)

GP IB-

NOA��

NOA��

NOA��

NOA��

NOA��

12.567
12.567

12.567
12.567

12.567
12.567

12.567
12.567

12.567
12.567

��U3541
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パソコンに「=>?」と÷øできる 232C ポートの�きがない、または、ノートパソコンに 232C ポートが��されていない®、パソRS RS

コンの ポートを 232C にUCして、「=>?」の 232C ポートに÷øします。USB RS RS

その®、パソコンの は「Windows98 」「WindowsMe」「Windows2000」「WindowsXp」に�られます。OS SE

「 － 232C UC�」は、ユーザJで��のものをご��ください。ù�jには�まれておりません。USB RS

Lôでは、¹ºの「 － 232C UC�」でàá��をしております。USB RS

また、�UC�に2fするインストールガイドに�ってUC�のドライバをa¾にインストールしてください。��にインストールした¶、その

�に�りLてられたポートÎRを��し、Ñºの「üQýþのy�」の 232C ポートに、そのÎRをy�します。RS

USB RS- 232C ( )¢�D £¤ の^�について (W32-3541- )RSの��のみ

���� ラ トックシステム㈱

��� シリアルコンバータUSB-

�� REX USB- 60

�� �5,980

���� ㈱ アイ・オー・データ!"

��� #$アダプタUSB RS- 232C

�� - 2USB RSAQ

�� �8,000
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RS-232C USB

USBシリアルUCアダプタ
(1.0m)

アダプタ

5�ケーブル

RS-232C

5�ケーブル


