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・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。

AC65,000HまでのデータをJKして;り<むことができます。 シーケンス による\�	


も^_です。

・`�afへの��

h\�jを;りkえながら、"々のデータをExcelシートに;< 。むこともできます スポットモード( )

・}~\��のデータが��に;<^_です。

- で�Kしたマルチメータ�の��・���のデータが��に;<めます。GP IB

・「Ｗ３２－４３３９Ｖ」では、����を��しながらの\�ができます。

���は、データ��を !

しないように、ウィンドウは+,

のように-.��となります。

スタートすると、ファンクション･

��レンジ･<=>?@をA

�したC、D�されたサンプ

リング>??Kで、D�され

たサンプルMのデータをNO

みます。QRならTU>Vも

UXすることもがきます。

��\からデータのNOを^_します。

`abcdをeaします。

��ファンクションを+fからghします。

「jk��」・「bc`a+bn��」・「bn��」・

「�ojkp」・「q<jkp」

bnレンジを / でstえます。AUTO MANUAL AUTO

のチェックを�すとレンジea�テキストボックスが�

れますからレンジをキーボードからeaします。��

なdをeaするQRはありません。eaされたdに�

��い１つ�のレンジにA�されます。

���は「��」、ポーズ�は「��」、���は

「��」となります。

��シーケンスで��します。

・チェックをUけない��、「 」と�>にbcをSTART

`aし、D�された¡Mの��¢£とともにbcを

にします。OFF

・チェックをUけると、eaされたチャージ>?¦§Cに

サンプリングが¨われ、ªのサンプリング>?までb

cは となります。«いまして、b>?は+fのOFF

>?となります。

b>?=サンプリング?K－チャージ>?

データのNOを�>��します。もう�°ｸﾘｯｸすると、

NOを´^します。ポーズ�は、「 」ボタンでステSPOT

ップ�µが¶·です。

データのNOを��します。

「 」�、¸¹となり、クリックするºにデータをNPAUSE

りOみます。 また、「スポット��モード」の��、この

ボタンで、��を¨います。

データをNOむ¡MをD�します。¿し、「 」ボタSTOP

ンでいつでも�Àできます。また、Áもeaされていな

いときは、6 000¡とÄÅされます。eaできるÆÇ¡5,

Mは、6 000¡です。5,

データをNOむ>??KをÈのÉÊでeaします。

ここでeaした>?とËÌの>??KではÍÎのÏÐ

がÑÒします。ÁもeaがÓい��やゼロがeaされ

た��は、ÆÖでデータをNりOみます。eaできる

ÆÇ>?は、3600Èです。

Excelシート�のカーソルをÝÞ・�+にß�しデータN

O^_Êàをá�します。「Start」ボタンをクリックする

とカーソルÊàから+åæへデータをNOみます。

データをeaするExcelのシートをstえます。

��\èqでA�した - アドレスと�じdをA�GP IB

します。

4339A/B

パソコン
GP IB-

�î��\

��bcを「ï�」「¶ð」でghします。

「ï�」の��は、�fñにbcdをeaします。

このò·は、「 」だけのò·です。W32-4339V
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NI`

NI`

èプログラムはExcel�のアドインとして�µ

します。Excel�からèアドインをú�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,>??K,

NO¡M@をA�し「 」ボタンをクリSTART

ックするとデータのNりOみを^_します。

ExcelシートにNOんだデータは、キーボードからeaした

データと�じように、Excelのò·をü�して、µ,・ýþ・

ÿ�@を��に¨うことができます。 また、��にデータ

がNOまれる��をExcelのグラフウィザードでA�してお

けば、データNOとグラフ�がリアルタイムに¨えます。

※èアドインに��グラフµ,ò·はありませんので、

Excelのグラフウィザードを�してµ,してください。

ラトックシステム`

ラトックシステム`



トリガå�

「 î」： ��で��します。ＦEE RUN

「パソコン」： ��で、��ºにパソコンHOLD

がトリガをかけます。

「パネル」：��\のトリガボタンを�すことに

より��します。

「�î��」をghすると、��\�o

のトリガ��よりトリガがかかります。

��は「パソコン」をghします。

��>? <=>? をghします。( )

データにTU>VをUXします。

データのeaと�にシートをスクロールします。

Æ�のデータNO>、��!"#@のヘッダをU

Xします。

���、?&>?が2È'�の>、サンプリン

グまでの(り>?をカウントダウンします。

���、NOの(り¡Mを��します。

シーケンス�µの��、)b>?をカウントダ

ウンします。

��^_からの¦§>?を シートにeaしExcel

ます。

��を��させながら\�を¡う£¤

この¥_は、「 」だけの¥_です。W32-4339V

èアドインをú�する�に、��bcdを

シートに、*åæにeaしておきます。Excel

そのC、アドインをú�し、eaしたbc

dの,-セルÊàにカーソルをàいて、

「N/」ボタンをクリックします。

Ýのテキストボックスに、Æ�の`abc

のセルÊàがA�されます。 +,01( ) 2ての��34をディスクに56したり

7み`したりします。

GP IB- で89した:の��\のデータを

�>にNりOみときにチェックします。

;01(4 )

:のA� +,01( )

���を�えながらの���

ここでは、「 <」に��bcをeaし、このÊàカーソルをàいて「01」をクリックします。B

テキストボックスに「Ｂ３」がeaされます。

このÊàにカーソルをàいて「 」ボタンをクリックすると、+fのように��dがeaされます。START
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Excelへeaする>のÉÊをD�します。

jkpを��する��のb?のサイズなど

を��\にA�するQRがある��、チェックを

Uけます。 そして、AテキストボックスにA�する

dをeaします。

��ファンクションが、「�oB¹p」「q<B¹p」

であっても、ここのチェックがUいていない��は、

eaしたAパラメータは��\にFGされません。

�の��

���のIJbnをeaします。

ÆÇdは、 です。10mA

トリガKL>?をeaします。

コンタクトチェックを にします。ON

アベレージング��を にします。ON

アベレージング¡MをA�します。

��を^_し、bc`aC、Æ�のデータ

をNOむまでにチャージ>?がQRな��

チェックをUけます。

そして、テキストボックスにチャージ>?を

eaします。ÆÇは、 Èです。1,800

+fの��は、ここでのA�はÓNされます。

1.bn��の��

2.シーケンス�µの��

3.スキャナを�する��。

ここにeaしたR�dを��\にFGします。

eaは、�J/+JのSåをea、または、

どちらか�åをeaします。

SåがUñの��は、R�は になります。OFF

R�のデータは、Excelシート�に��でFAIL

��されます。

bnIJ、コンタクトチェックV�W、オーバー

レンジは、��で��されます。
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スポット��モードの"#$%

���を&�しながら、)*を��した�

「 」ボタンを¨にクリックして、そのª「 」ボタンをクリックすると「スポット\�モード」になります。 \ ��の«�が¡われたª、PAUSE START

「 」ボタンのクリック±ちとなります。 「 」ボタンをクリックする³にデータがExcelシートに;<まれます。 こ の�「 」ボタンをSPOT SPOT SPOT

クリックする�わりに「スペース」キーを¶しても�·の¸¹となります。 こ の「スポット\�モード」では、「º»��」の¼には1,2,3...と「JK

�½」が¾�されます。

¿えば、h\�jを;りkえながら、"々のh\�jの\�を¡うÁÂにÃÄです。 「スポット\�モード」をÅÆするためには、「 」ボSTOP

タンをクリックします。

.6��8 マルチメータ? の��$%( )

�î��\とは - でパソコンと89されているQRがあります。(+,)GP IB

�î��\からFられてくるデータのフォーマットは、 であり、^Mのデータの��(Max10_)、データ?はコンマで`sられているQRがASCII

あります。

b)2ての��\との�Gを5cするものではありません。

もし、�î��\からデータをdけNる>、クエリーコマンドを��にFGするQRがある>、ここにFGする
クエリコマンドをeaします。ほとんどの��、Uñで です。OK
もし、マルチメータが コマンドhiのものでしたら、+fのコマンドのどれかが�されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

�î��\のデータdG>にトリガがQRな>、チェックをつけます。

�î��\の - アドレスをA�します。GP IB

�りOんだデータに、+fl�を¨ったC、Excelへeaします。
Excelへのead = ( ��\データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへeaする�!をここにeaします。
Uñの��、「�î��\」がeaされます。

��^_�に、��\にFGするコマンドがある��は、ここにeaします。 ファンクションやレンジstえのコマンド

をeaします。 ��はUñです。

��\のデリミタをA�します。��は、 + です。LF EOI

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

��は、「 」のghをします。GET

「pqコマンド」をghした��は、トリガコマンドをテキストボックスにeaします。

�î��\のデータにl�rsを¨うときにチェックします。 ^MのデータがdGされた��は、その2ての

データに、+fにeaしたl�が¨われます。


