
4339+R7210
����＋スキャナー

��できる��

4339A/B+7210( )マルチプレクサカード
4339は、 の��です。7210
�アジレント・テクノロジー� はエーディーシー�の��です。

W32-4339MP1 アジレント・テクノロジー

��

��

���	

・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。

()65,000*までのデータを+-して"り#むことができます。 シーケンス による;�<=

も?@です。

・ABCDへの�

G;�Hを"りI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( )

・マルチプレクサをYしたスキャニング;�が?@

R7210 のマルチプレクサ・カードをYして、() までのスキャニング;�(ADVANTEST) 50ch

が ?@です。 をd-しないで ghijでの;�も?@です。R7210 4339

・km;�nのデータがo�に"#?@です。

GP-IBでd-したマルチメータvのwy・z{vのデータがo�に"#めます。

・}~wy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/5 !となります。

スタートすると、ファンクション･

��レンジ･ABCDEをF

�したH、I�されたサンプ

リングCDDPで、I�され

たサンプルRのデータをST

みます。VWならYZC[も

Z]することもがきます。

ExcelシートにSTんだデータは、キーボードからijした

データとkじように、Excelのnoをpqして、s.・tu・

vwEをyzに{うことができます。 また、|}にデータ

がSTまれる~�をExcelのグラフウィザードでF�してお

けば、データSTとグラフ�がリアルタイムに{えます。

※gアドインに�<グラフ=��@はありませんので、

ExcelのグラフウィザードをYして=�してください。

���からデータのSTを��します。

�j���をijします。

��ファンクションを-�から��します。

「����」・「���j+����」・「����」・

「 ����」・「�A���」

��レンジをAUTO/MANUALで¤¥えます。AUTO

のチェックを©すとレンジijqテキストボックスがª

れますからレンジをキーボードからijします。«¬

な�をijするVWはありません。ijされた�に¯

°±い１つ´のレンジにF�されます。

���は「µ¶」、ポーズ�は「¹¶」、º»�は

「¼¶」となります。

y½シーケンスで��します。

・チェックをZけない¿À、「START」とkCに��を

�jし、I�されたÃRの��ÄÅとともに��を

OFFにします。

・チェックをZけると、ijされたチャージCDÈÉHに

サンプリングが{われ、ËのサンプリングCDまで�

�はOFFとなります。Ìいまして、Í�CDは-�の

CDとなります。

Í�CD=サンプリングDP－チャージCD

データのSTを¯C�»します。もう¯Ðｸﾘｯｸすると、

STを �します。ポーズ�は、「 」ボタンでステSPOT

ップ½sがÕoです。

データのSTをº»します。

「PAUSE」�、Ö×となり、クリックするØにデータをS

りTみます。 また、「スポット�� モード」の¿À、こ

のボタンで、��を{います。

データをSTむÃRをI�します。Ûし、「STOP」ボ

タンでいつでも�Üできます。また、Ýもijされて

いないときは、6 000Ãとßàされます。ijできる5,

ãäÃRは、6 000Ãです。5,

データをSTむCDDPをåのæçでijします。

ここでijしたCDとèéのCDDPではêëのì

íがîïします。Ýもijがðい¿Àやゼロがij

された¿Àは、ãóでデータをSりTみます。ijで

きるãäCDは、3600åです。

Excelシート´のカーソルをö÷・´-にø½しデータS

T��çùをú�します。「Start」ボタンをクリックす

るとカーソルçùから-þÿへデータをSTみます。

R7210(ADVANTEST)を�qしてスキャニング��

を{なうときにチェックをZけます。 Ë���( )

データをijするExcelのシートを¤¥えます。

�����でF�したGP-IBアドレスとkじ�をF�

します。

4339A/B

パソコン

GP-IB

R7210

km;�n

����を「	�」「Õ
」で��します。

「	�」の¿Àは、´��に���をijします。
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�プログラムはExcel´のアドインとして½s

します。Excel´から�アドインを�½すると、

Excelシート´に、このウインドウがªわれま

す。 ファンクション ,��レンジ,CDDP,

STÃREをF�し「START」ボタンをクリ

ックするとデータのSりTみを��します。

W32-4339MP1-R

W32-4339MP1-N NI�
320,000


Win 7/8.1/10
(32bits or 64bits)
Excel2010/2013
Excel2016/2019
(32bits Only)

Bª GP-IBボード ¬ <=®¯

ラトックシステムA



トリガþ�

「��」：ＦEE RUN��で��します。

「パソコン」：HOLD��で、��Øにパソコン

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。

「©���」を��すると、�����

のトリガ��よりトリガがかかります。

��は「パソコン」を��します。

��CD ABCD を��します。( )

データにYZC[をZ]します。

データのijと�にシートをスクロールします。

ã�のデータSTC、��!"#EのヘッダをZ

]します。

���、D&CDが2å'´のC、サンプリン

グまでの*りCDをカウントダウンします。

���、STの*りÃRを !します。

シーケンス½sの¿À、+�CDをカウントダ

ウンします。

ExcelへijするCのæçをI!します。
���を��する¿Àの�,のサイズなど

を���にF�するVWがある¿À、チェックを

Zけます。 そして、0テキストボックスにF�する

�をijします。

��ファンクションが、「 �1×�」「�A1×�」

であっても、ここのチェックがZいていない¿Àは、

ijした0パラメータは���に45されません。

����からのÈÉCDを シートにijしExcel

ます。

wyを�±させながら;�を²う´µ

�アドインを�½する}に、�����を

シートに、6þÿにijしておきます。Excel

そのH、アドインを�½し、ijした��

�の78セルçùにカーソルをùいて、

「S:」ボタンをクリックします。

öのテキストボックスに、ã�の�j��

のセルçùがF�されます。 -.��( )

;ての��<=をディスクに>?したり

@み�したりします。

GP-IBでACしたEの���のデータを

kCにSりTみときにチェックします。

���(4 )

�の�

EのF� -.��( )

���のFJ��をijします。

ãä�は、 です。10mA

トリガKLCDをij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ÃRをF�します。

��を��し、���jH、ã�のデータ

をSTむまでにチャージCDがVWな¿À

チェックをZけます。

そして、テキストボックスにチャージCDを

ijします。ãäは、 åです。1,800

-�の¿Àは、ここでのF�はðNされます。

1.����の¿À

2.シーケンス½sの¿À

3.スキャナを�qする¿À。

����を�えながらの���

ここでは、「 Q」に����をijし、このçùカーソルをùいて「��」をクリックします。C

テキストボックスに「 」がijされます。C29

このçùにカーソルをùいて「 」ボタンをクリックすると、-�のように���がijされます。START
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+-

4339A/B

Input

Output

Ground

A

Guard

COM

Ch-1

Ch-2

Ch-3

DUT

DUT

DUT

R7210マルチプレクサカード

4339/R7210の���な���

èéは、4339RびR7210にZTするSUWXYを��ください。

R7210にÀÁしたマルチプレクサÂスイッチカードをコントロールし、スキャニング;�を²います。

ÃÄÅÆとなるスイッチカード :  R72101A/B/C/D/E/G/H/J

��するチャンネルにチェックします。 ��チャンネルが[CしているVWはありません。
R7210��に\]していないチャンネルにチェックをZけないで-さい。

��チャンネルにリレーを¤り¥えたH、����までのディレーCDをijします。

-�タイミングチャート��。

R7210��のGP-IBアドレスをF�します。

_� !されている;チャンネルをONにします。

_� !されている;チャンネルをOFFにします。

��と��のDは、�j��をOFF��にし、���だけ�j��をONにします。

-�タイミングチャート��。

マルチプレクサのリレーを¤り¥えCは、¯Caに�j��をOFFにします。

チェックを©すと、�j��がONのまま、リレー¤り¥えを{います。

b���jCは、リレーがcdする¿ÀがありますのでVずチェックをZけてください。

-�タイミングチャート��。

+-

ÊËコネクタ

スキャナの�

Ch-1 Ch-2 Ch-3

「リレーÎIÏ、;�
<=までのÐÑ��」

;�

;�

;�

;�

;�

;�

;�

;�

;�

;�

;�

;�

・シーケンス<= の�OFF

ト リガÐÑ��

・シーケンス<= の�ON

チ ャージ��

スキャンÔÕ スキャンÖ×

・;�する�Økは}~wyをOFF

チェックÚり

・リレーÎI�、}~wyをÛ�OFF

チェックÚり

・;�する�Økは}~wyをOFF

チェックÜし

・リレーÎI�、}~wyをÛ�OFF

チェックÚり

・;�する�Økは}~wyをOFF

チェックÜし

・リレーÎI�、}~wyをÛ�OFF

チェックÜし

・;�する�Økは}~wyをOFF

チェックÚり

・リレーÎI�、}~wyをÛ�OFF

チェックÜし

}~wy

}~wy

}~wy

}~wy

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

����タイミングチャート
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スポット��モードの<=>?

@ABのスキャニング��DE�

「PAUSE」ボタンをàにクリックして、そのÏ「START」ボタンをクリックすると「スポット;�モード」になります。 ; �nのâ�が²われたÏ、

「SPOT」ボタンのクリックäちとなります。 「 SPOT」ボタンをクリックするæにデータがExcelシートに"#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èしてもoéのêëとなります。 こ の「スポット;�モード」では、「ìí��」のîには1,2,3...と「+-

ªï」がð~されます。

ñえば、G;�Hを"りIえながら、�々のG;�Hの;�を²うÝÞにóôです。 「スポット;�モード」をÖ×するためには、「STOP」ボ

タンをクリックします。

ス キャナーをYしたÝÞのスポットモードでは、「 」ボタン1*で、1サイクルのスキャニング<=となります。SPOT

FG��H マルチメータL の�>?( )

©����とはGP-IBでパソコンとACされているVWがあります。(-.)

©����から4られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、hRのデータの¿À(Max10i)、データDはコンマでj¤られているVWが

あります。

k);ての���との�5を>lするものではありません。

もし、©����からデータをmけSるC、クエリーコマンドを|}に45するVWがあるC、ここに45する
クエリコマンドをijします。ほとんどの¿À、o�でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドqrのものでしたら、-�のコマンドのどれかが�qされます。
:READ?       :FETCH?     :MEAS?

©����のデータm5CにトリガがVWなC、チェックをつけます。

©����のGP-IBアドレスをF�します。

�りTんだデータに、-�uwを{ったH、Excelへijします。
Excelへのij� = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへijする|!をここにijします。
o�の¿À、「©����」がijされます。

����}に、���に45するコマンドがある¿Àは、ここにijします。 ファンクションやレンジ¤¥えのコマンド

をijします。 ��はo�です。

���のデリミタをF�します。��は、LF+EOIです。

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

��は、「GET」の��をします。

「xyコマンド」を��した¿Àは、トリガコマンドをテキストボックスにijします。

©����のデータにuwz{を{うときにチェックします。 hRのデータがm5された¿Àは、その;ての

データに、-�にijしたuwが{われます。
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Hi

Lo

GRD

GRD

Hi

Lo

Hi

Lo

GRD

GRD

GRD

GRD

GRD

Hi

Lo

Hi

Lo

Hi

Lo

Hi

Lo

JP2

JP4

JP6

JP8

JP20

JP1

JP3

JP5

JP7

JP19

JP21

JP22

JP23

JP24

JP30

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

+-

R7210/R72101J

Ch-1

Ch-2

Ch-3

Ch-9

Ch-0

DUTにQS��VXしながら��をZう\]のD^_

A
DUT

DUT

DUT

DUT

DUT

Input

トライアキシャル
ケーブル

Hi(ø)

Lo(ù)

GRD(ú)

+-

Ground

Guard

Output

ÊË
コネクタ

4339A/B
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