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��できる�� 3560(GP-IB ),3561-01	き
3560,3561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24みます。9:なら=>)?

も>Aすることもがきます。

Excelシートに24んだデータは、キーボードからMNしたデータとOじよう

に、ExcelのSTをUVして、XY・[\・]^_を`aにbうことができます。

また、dfにデータが24まれるghをExcelのグラフウィザードで"�して

おけば、データ24とグラフqがリアルタイムにbえます。
※wアドインに`yグラフXYSTはありませんので、Excelのグラフウィザードを

}VしてXY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24５8(W32-35605)です。3560

・����への��

:;�<を!り=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)

・3560 ��できます。��に�!"#$のデータも&'に

マルチメータOのQR;�SをTめると、X108までの;�Sのデータの!り"みがYなえます。
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���をExcelへMNする)の��を"�します。 「��」は、

の��でのMNを��します。「Ω」

���からデータの24を��します。

「PAUSE」を�に�してから「START」を�す

とスポット��モードになります。

データの24を�)��します。もう� クリックすると24を

��します。

「PAUSE」�、 となり、クリックする�にデータを2り4みます。	


スポットモードでは、データのサンプリングに}Vします。

スポットモードでサンプルモードを��トリガに"�した� は、

¡¢１¤だけ、この「 」ボタンを�すと、その%、��トリガにSPOT

O¦してデータを に24みます。Excel

��モード §¨ を"�します。( )

「©ª」、「©ª+¬」

��レンジをAUTO/MANUALで³´えます。

AUTOのﾁｪｯｸを�すとレンジMNVテキスト

ボックスがºれますからレンジをキーボードか

らMNします。»¼な�をMNする9:はあ

りません。MNされた�に�½¾い１つÀの

レンジに"�されます。

���は「ÁÂ」、ポーズ�は「ÄÂ」、Å��

は「ÆÂ」となります。

データの24をÅ�します。

"�する���をÇÈします。

��に}Vする���にチェックします。

><=は、５DEF�のGHをJ�して<=されています。

１D�のアドインではRSGHがUなります。
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wプログラムはExcelÀのアドインとしてyXします。

ExcelÀからwアドインをÌyすると、ExcelシートÀ

に、このウインドウがºわれます。ファンクション,��

レンジ,)**+,24¤._を"�し「START」ボタ

ンをクリックするとデータの2り4みを��します。

¬レンジを&�します。

��モードが「©ª+¬」の� で、 レンジを&�MANUAL

した)、ÎÏされます。
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���wÐで"�したGP-IBアドレスとOじ�を"

�します。

データを24む¤.を&�します。Öし、「STOP」ボ

タンでいつでも�×できます。また、ØもMNされて

いないときは、200,000¤とÚÛされます。MNできる

¡Ü¤.は、200,000¤です。

データを24む)**+をMNします。

ここでMNした)*と�Ýの)**+ではÞßのàá

がâãします。ØもMNがäい� やゼロがMNされ

た� は、¡� ¤/çè でデータを2り4みます。(5 )

MNできる¡Ü)*は、3600çです。

���にé^êëをbいます。 ìYíî( )

サンプリングモードを"�します。

「FREE RUN」は、���もFREE RUNñòをó します。

「パソコン」は、��)*�にパソコンが���にトリガを

÷øします。���はHOLDñòになります。

ExcelシートÀのカーソルをüý・À§にþyします。

ExcelシートÀのカーソルをþyしデータ24���ÿを

��します。 「START」ボタンをクリックするとカーソル�ÿ

から§��へデータを24みます。

データをMNする シートの³´えをbないます。Excel

データに=>)?を>Aします。

¡¢のデータ24)、�����_のヘッダを>A

します。

���� します。�の���を��

データのMNと
にシートをスクロールします。

GP-IBで��したの���からのデータをO)

に�み4みます。 %�íî( )
MNした����をó��び�み4みをbないます。

3560のファームウェアバージョンがÎÏされます。

スポット;�モードの����
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����¬リミットを にします。ON

サンプリング� を「 」「MED 」「 」FAST IUM SLOW

からÇÈします。

「defg」のjk

���からのデータに、é^êëをbいます。

へのMN� ��� �. �.Excel = (( - B ) * A

)�

À¨の「���」は、「ÎÏ��」で"�した��に�´した%の�が}Vされます。

�えば、ÎÏ��の"�が「 」に"�されていて、���が Ωだった� 「 Ω」の�がé^に}Vされます。m 0.1 100m

3560 のl���を「GP-IB」にp#/3561

wソフトは を}Vして øをbないますから、§¨の"�をGP-IB

bい に³り´えます。GP-IB

GP-IB RS232C 3560/3561と の�=の��につきましては、 に	�する!����を��ください。

「 」キーを�した%、「 」キーを�します。SHIFT DOWN (INTERFACE)

「+」「-」キーで をÇÈし「 」キー!�します。GP-IB ENTER

「+」「-」キーで アドレスを"�し、「 」キーで!�します。GPIB ENTER

「PAUSE」ボタンを�にクリックして、その%「START」ボタンをクリックすると「スポット��モード」になります。 3560の"�がbわれた%、「SPOT」ボタンのクリック

"ちとなります。 「 SPOT」ボタンをクリックする�にデータがExcelシートに24まれます。 こ の)「SPOT」ボタンをクリックする�わりに「スペース」キーを�してもO

%の&'となります。 こ の「スポット��モード」では、「())*」の*には1,2,3...と「+�½,」がMNされます。

�えば、-��/を2り´えながら、0々の-��/の��をbう� に2Uです。 「スポット��モード」を34するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

コンパレータ½,を"�します。

コンパレータの"�はdfに6yでbっておき

ます。 w ソフトからコンパレート��の"�を

bうことはできません。コンパレータ½,を"�す

るだけです。

コンパレータ½,を「 」7�の"�にすると、OFF

「��モード」「©ªレンジ」「¬レンジ」は、そ

のコンパレータ½,に"�されている��に8

って"�されます。

また、コンパレータ&'が「 」「LO」「 」のFAIL HI

� 、 へはÁÂでデータがMNされます。Excel

3561-01の��

3560の��
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�!"#$ マルチメータu のp#vw( )

�����とはGP-IBでパソコンと��されている9:があります。(§Y)

�����から÷られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、=.のデータの� (Max100)、データ*はコンマで>³られている9:が

あります。

�)?ての���との øをó@するものではありません。 は、�����の}Vは１Aだけになります。W32-34511

もし、�����からデータをBけ2る)、クエリーコマンドをdfに
÷øする9:がある)、ここに÷øする
クエリコマンドをMNします。ほとんどの� 、G*でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドIJのものでしたら、§¨のコマンド
のどれかが}Vされます。
:READ?       :FETCH?     :MEAS?

�����のデータBø)にトリガが9:な)、チェックをつけます。

�����のGP-IBアドレスを"�します。

�り4んだデータに、§¨é^をbった%、ExcelへMNします。

ExcelへのMN� = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへMNするd�をここにMNします。

G*の� 、「�����」がMNされます。

����fに、���に÷øするコマンドがある� は、ここにMNします。 ファンクションやレンジ³´えのコマンド

をMNします。  PはG*です。

���のデリミタを"�します。 Pは、LF+EOIです。

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

 Pは、「GET」のÇÈをします。

「R�コマンド」をÇÈした� は、トリガコマンドをテキストボックス

にMNします。

�����のデータにé^êëをbうときにチェックします。

=.のデータがBøされた� は、その?てのデータに、

§¨にMNしたé^がbわれます。

"�する�����½,をÇÈします。

�����のデータを.�としてTうか、UVしとてTうかの

ÇÈをbないます。 Pは、「.�データ」に"�します。

�����から=.のデータが÷øされる� 、データの

>³りUVを&�します。�WXには、「コンマ」が}Vされ

ます。
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3560

「=>)?」のMNは、MNする/しないのÇÈがYTです。

「())*」のMNは、MNする/しないのÇÈがYTです。

「�����」のMNは、MNする/しないのÇÈがYTです。

��モードで「©ª」をÇÈすると、「��� Ω 」だけのMNとなり、( )

「©ª+¬」をÇÈすると、「��� Ω 」と「¬� 」がMNされます。( ) (V)

"#xのjky


