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12.345

���と���は、Excelシー
トの��のカーソル��を�
�に���に��されます。
("#$)
カーソル��を%&することに
より、シート-の./な��に
データを34むことができます。

6240A/40B/41A/42
6243/44/47G

6253

����・���／モニタ（１��）

6240A,6240B,6241A,6242,6243,6244,6247G,6253,6254は、
�の��です。エーディーシー

Excelシートにスイープ<=データを
34んだ@、.&AにB#をCいま
す。B#@、FGはHIJAにKわ
せて./にOPしてください。 :

W32-R6240/42/44/53

��

�� ・Excel-のデータをTU/TWとして��しつつ、YZに��をCいます。

Excelシート-のデータを[4み、]�されたZ__`でTaからfg��します。��とYZに、TU�

またはTW�の��をCいます。 またhiに3りjけたマルチメータによるYZ��もqrです。stの

uv��や、マルチメータの.&yz{|}に~Iできます。

・��のスイープ�rをフルに~Iした��ができます。

TUまたはTWのスイープをCいその����をExcelシートに34みます。��なら.&AにB#をCい

ます。 パルス��もサポートしています。

・Excel-のデータをランダムスイープメモリ��に34みます。

Excelシートからランダムスイープメモリ��に34んだ@、ランダムスイープを�Cします。 YZに、TUま

たはTWの��もqrです。

また、ランダムデータは、�の���Iアドイン・シリーズ (オシロスコープ})で3り4んだデータがそのまま

HIできます。オシロスコープの<=の��に�Iできます。

Tr

Ib
B

E

C

I V- ��

¨© ª«�( )

Tti¬やst}の - uvの.&��をCいます。I V ®パネルやª«stの - - uvを.&��します。I V L

◆

◆

◆

I V /I-V-L- �� ��や

	
��に！

トプコン±²z�

12.345

³´Tµ

³´Tµの¶T¨·、または¸T¨·をCいます。
また、Tti¬やstの¹ZOºの»¼にHIできます。
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エーディーシー

ソフト�� GP IB- ボード ¼À

90,000Ä

90,000Ä

90,000Ä

90,000Ä

W32-6253-R

W32-6253-N

W32-6240-R

W32-6240-N

W32-R6244-R

W32-6242-R

W32-R6244-N

W32-6242-N

NI±

NI±

NI±

NI±

ラトックシステム±

ラトックシステム±

ラトックシステム±

ラトックシステム±

&BÉÊ

Windows
7/8.1/10/11
(32 or 64Bit)
Excel
2010/2013/2016
2019/2021
(32bit Only)

HIできる�Þ

6253

6243
6244

6241A
6242

6240A
6240B
6247G

パソコン

GP IB-

12.345

hi���

３．９９９

３．９９９

マルチメータ

アナログ��

��/����

I V- �� I V L- - ��

�プログラムはExcel-のアドインとして&B
します。ã&すると、Excelシート-に、このウイ
ンドウが�われます。「 」ボタンで、��START
と��ををéêします。
��をéêするëに、��なìíをî�して
おいてください。

Ver33～
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Excelシート�のデータをなぞりながら'(した+

��に��するデータを シートに��しておきます。��するデータは� の!"に��#$ですが、 シートの&から)*+に��します。Excel Excel

-じ��/を8り;し��する<=は、��/の>ろに@カッコで、8;しHIを��してください。

この!"にカーソルを"いてQRをSTします。

���の��データを に��したñExcel
-òの��は

ó1V, 1
4ó1.2V,
1ó1.4V,
2ó1.6V,

のように��されます。
Excelõ)この��で、 がエラーメッセージを�したùKは、

��にシングルクォーテーションを��して、その@ろに
ý�を��してください。
【ñ】

}'1.2(4)

この!"を��ST!"にURします。

Excelデータ��モード
この「Excel」タブがYZされている\に「 」ＳＴＡＲＴ
をクリックすると、Excel&のデータがfgからhじ
��され、-\にQRがiわれます。

Excel&のデータをkmとして��するか、

knとして��するかをoRします。

km��する\は、pqknを��しkn

��する\は、pqkmを��します。

rsの<=は、fgtuにhじその��/

にwyした{|のpq/に}~�にoRさ

れます。

�)6243/44 の<=は、テキストボックスを��

ダブルクリックすると�2pq/の��が#$です。

QRの��\�をoRします。

km/kn��>、QRまでの��\�を��します。 ��\�
より�い\�を��した<=、この\�が��\�となります。
あまり��ではありません。パソコンのタイマで\�をカウントします。

km/knの����\�を��します。
あまり��ではありません。
パソコンのタイマで\�をカウントします。
rsの<=は、QR>は�ちに¡のステップ
へ¤みます。

��するkmまたはkn/を、��に Excelシートに��しておく¦§があります。 I-V-L¬®を¯°した QRでは、こちらをYZします。

また、「��!"」ボタンで、±fgが��するExcelシート&のデータ!"²³をURしてください。 &´oRをした>、「 」ボタンをクリックするとUR!"からSTART

h¡)*+にデータが��され、そのQR¸¹がº»のカーソル!"に��されます。「��!"」ボタン¼½

º»の��とQRを¾¿>、À\ÁÂします。 「 」をÃＰＡＵＳＥ
したまま、「 」をÃすと、ステップ~Çになります。ＳＴＡＲＴ
{Èに「 」をÃした>に「 」をÃしても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
~Çになります。 「 」をÌÍすると、ÎÏ��モードにÒPAUSE
Óします。 「 Excel」タブがYZされたときのみ、ÔÕです。

��をÖ×します。

Excel&のデータを��する\のØ!をoRします。 Excel&の
データが「１００」で、「ｍＶ」をoRすると、100mVが��されます。

Þßをàáâãにäりåえます。

��するデータ²³!"をURします。Excel&のカーソルを

��したい²³!"に"いてこのボタンをクリックします。

)のテキストボックスに、カーソル!"が��されます。

テキストボックスへは、�ç、è��も#$です。

テキストボックスがrsのéêでは「 」できません。START

¦ずoRが¦§です。

ìデータ��をí¿した\、��を にOFF
します。

ð°するfgのñòがâãされます。

óôõのI/は - アドレスをâわします。GP IB

fgñòと - アドレスのoRは、「fgのGP IB

øù」ボタンでiいます。

パルス��の<=にチェックをüけます。

①を¼½ください。

「 」éêのとき、１つ�のQR/を�Íします。PAUSE

�QRをiう<=にð°します。

「 」タブを��した@、「 」ボタンで���び��をéêします。Excel START

Excel�のデータなぞりながら'(し、.1に��する:;



①エラーマスクの��

④サスペンド	 の��

②グラフの$%&'の��

Excel&のデータを��Öに、チェックをüけた��のエ ーを��

した\、��~ÇをÁÂします。

�	は、
にãすéêでð°します。

�)「オペレート を��する」にチェックをüけた<=OFF

QRgリアーの ��「 」をショートéêでQRをSTする¦§があります。ショートされていないと、BNC INTER LOCK

オペレートが にならないため、QRがSTできません。 QRÖに ��がオープンになると、�ちに、ON INTER LOCK

QRgはオペレートが になります。ソフト&は、��/��\とQR�i\に - がチェックされます。OFF INTER LOCK

ただし、��\�が10sec�&の<=は、��\�Ö、0.5sec�に がチェックされます。INTER LOCK

��~ÇÖ、��のエ ーチェック��をoRします。

「Excel」タブをYZし、データ��をiう<=のリアルタイムÇ
の*�をoRします。

グ フ のタイトルを� に��します。rsでもかまいません。

��のデータをUãします。

��のデータをUãします。

����の / を��します。rsの<=、オートスMAX MIN

ケーリングされます。ただし、��に/を��し、�Rスケール

にすると、Ç
が�!にiわれます。

����の / を��します。rsの<=、オートスMAX MIN

ケーリングされます。ただし、��に/を��し、�Rスケール

にすると、Ç
が�!にiわれます。

サスペンドf$を�つfgだけのf$です。

「í¿\�� 」にチェックをüけた<=、fgのオペレーションをOFF OFF

にしないで、オペレーションを のままで、サスペンドにします。ON

ここでは、サスペンドの\の��kmを��します。

③�)の*+の��

２$%QR／４$%QRのäåをiいます。

QRgñòをoRします。

fgの - アドレスをoRします。GP IB

ExcelタブをYZしてのQRで、「 」\のfg��éêをURします。PAUSE

QRST\、１Hだけオートゼロをiいます。

knまたはkmのQRをiう\、チェック

します。 またQR¸¹をExcelへ��する

\のØ!をoRします。

QRをフリー ンéêでiいます。 QRÖ、QRgは 	にQ
R/をâãしÏけます。 ��なQR��\�が¦§な<=
には「 」は*+きです。FREE RUN

��データが	にÞßにâãされるように、
Excelシートをスクロールします。

��は、このボタンで、HIする��
の´Gと、その - アドレスをî�しGP IB
てください。③を$�ください。

+,モードにチェックをüけると、+,

QRが#$です。

��したìての-/をロード0びセーブします。

34\�を シートに��します。Excel
②を¼½ください。

④を¼½ください。

⑤を¼½ください。

QRをオートレンジでiいます。マニュアルレンジでは、

pqknによって<まるレンジに�Rされます。

��/をQR/と=べてExcelシートに��します。
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?Rのfgのf$です。
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⑤.5��)(マルチメータ=)の��&'

�@QRgとは - でパソコンとçÏされている¦§があります。()
)GP IB

�@QRgからBられてくるデータのフォーマットは、 であり、EIのデータの<=(Max10F)、データ�はコンマでGäられている¦§がASCII

あります。

�)ìてのQRgとの�Hを�Iするものではありません。

もし、�@QRgからデータをJけLる\、クエリーコマンドを��にBHする¦§がある\、ここにBHする
クエリコマンドを��します。ほとんどの<=、rsで です。OK
もし、マルチメータが コマンドRSのものでしたら、)´のコマンドのどれかがð°されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

�@QRgのデータJH\にトリガが¦§な\、チェックをつけます。

�@QRgの - アドレスをoRします。GP IB

LりYんだデータに、)´Z[をiった>、Excelへ��します。
Excelへの��/ = ( QRgデータ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��する��をここに��します。
rsの<=、「�@QRg」が��されます。

QRST�に、QRgにBHするコマンドがある<=は、ここに��します。 ファンクションやレンジäåえのコマンド

を��します。 �	はrsです。

QRgのデリミタをoRします。�	は、 + です。LF EOI

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

�	は、「 」のYZをします。GET

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

�@QRgのデータにZ[efをiうときにチェックします。 EIのデータがJHされた<=は、そのìての

データに、)´に��したZ[がiわれます。

パソコン

GP IB-

12.345

hi���624X/625X

３．９９９

�@QRgのデータをI/としてgうか、hiしとてgうかのYZをiないます。

�	は、「I/データ」にoRします。

�@QRgからEIのデータがBHされる<=、データのGäりhiをURします。

Àj�には、「コンマ」がð°されます。

�ñ



5/7

スイープ����が シートに��されたñExcel

�)@CでのスイープGHと��をMう

��のスイープ�rをHIした��
この「スイープ」タブがYZされている\に「ＳＴＡ

」をクリックすると、oRした-/にkずき、２lＲＴ

のfgが-mをLってスイープを�iします。

スイープ¾¿>、その¸¹をExcel&にLYみます。

LYデータは、º»のカーソル!"から)*+

に+かって��されます。

スイープí¿>、データをパソコンLYみに§す

る\�は、5000ステップのデータの<=、n20

oです。

kmスイープ／knスイープをäりåえます。

スイープスタートkm／knを��します。

スイープストップkm／knを��します。

スイープの<=スタートとストップの�pLOG

のqrは-じにしてください。

LINスイープの\、ステップkmを��し

スイープの\、ディケードtりの�uLOG

Iを��します。

�） スイープの<=、このsはè��LOG

�wません。 ダブルクリックにより��/

を��してください。

pqkm／pqknを��します。

±ステップの��\�を��します。

パルス��の<=は、xmを��します。

リニア/ログのスイープをäりåえます。

(6240A/41A/42Aの<=は、 / のäåえ)LIN FIX

スイープスタート/ストップ/の��のØ!を

oRします。

パルスモードで��します。

「��\�」がパルスxmとなります。

-\に)´の-/を��します。

スイープスタート／ストップ�をyÒスイープし

ます。

スイープをSTします。

±����のz{は、fgにü|するLg
z{}を¼½ください。

ð°するfgのñòがâãされます。

óôõのI/は - アドレスをGP IB

âわします。fgñòと - アドレスのGP IB

oRは、「fgのøù」ボタンでiいます。

R6240のパルス��の<=だけâãされます。

パルス��では、1A�&のkn��をiう

<=、{~なパルスxm/パルス�などを}

~�に®[しoRします。

?Rのfgの<=にâãされます。

クリックすると2ndスイープのoRが#$に

なります。⑥の�を¼½。

QRデータがI/�して、

シートに��されます。Excel

}~�に ?rがÇ
されます。I-V



スイープkmをExcelにLYみます。

��モードが「km」で、「スイープkm」と

「スイープkn」の�*にチェックをüけた

<=、このスイープkmは、��のQR

/でなく®[/で��されますから、��

の��km/と���なる<=があります。

スイープknをExcelにLYみます。

��モードが「kn」で、「トレースkm」と「トレー

スkn」の�*にチェックをüけた<=、このスイ

ープknは、��QR/でなく®[/で��され

ますから、��の��kn/と���なる<=が

あります。

kmスイープの\、ここで��したkn/

にwyしたkm/を®[し、Excelに��

します。knスイープの<=は、km/の

��になります。

QRの��\�をoRします。
±ステップでのQR��\�を��します。

スイープkm／knを�*ともLYみUR

した<=、}~�にÇ
をiいます。

+,QRf$を�つfgの<=は、+,/での

QRが#$です。

�1) QRí¿>、そのQR ¸¹をQRgõ@のバッファメモリからExcel&にデータをLりYむのに¦§な\�は、4000ステップのデータの

<=、 n21secかかります。

�2) スイープQRに �し、��\�、パルスxm、パルス�、��\�、ホールド\�、ソースディレー\�、QR��\�、QRのオート

レン ジ、��のオートレンジ�の�み=わせにより¦ずしも��の-/oRができるとはqりません。 できるだけ �RしたQRができるよ

うにするた め、*~äな-/oRでQRをSTしようとしたとき、��-/を��する§�がiわれます。

~äなQR-/になるように、&´-/を���して、QRをSTしてください。

QRgの Lgz{}を��し、��とQRのpq��を��しておくことが|äです。
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⑥ スイープ��をPつ�)の��2nd

スイープステップ�をäåえるkmを��します。

��のスイープステップ�を��します。

�)の2��の��がÔÕな<=、 スイープがiなわれます。2nd

どちらか、または�*がrsの<=、 スイープはiなわれません。2nd



Excel-のデータをランダムスイープとして��
この「 ンダム」タブがYZされている\に「 」ＳＴＡＲＴ

をクリックすると、oRした-/にkずき２lのfgが

-mをとって ンダムスイーープを�iし、そのQR

¸¹をExcel&にLYみます。

LYデータは、º»のカーソル!"から)*+に+か

って��されます。

Excelシートより、km/としてLりYむか、kn

/としてLりYむかをYZします。

LりYむデータのØ!をoRします。

�えば、Excel&のデータが「100」で「mA」

をoRした<=、100mAとしてLりYまれ

ます。

Excel&のI/データをfgの ンダムメモリへ

BりYみます。

Excel&のº»のカーソル!"から)*+

にデータのLりYみをSTします。

セルがrsになるか、5000Fになると、

LりYみをí¿します。

LりYんだ¸¹は、)の����に ¡

されます。

5000FのデータをパソコンからfgへBH

に§する\�は、n20oです。

「 」により��するメモリ��¢£をSTART

��します。

「メモリ��」でoRされた¢£のデータの ンダム
スイープをSTします。
��に「km��」か「kn��」かを「スイープ」
タブの��モードをäりåえておいてください。
¤の-/は、「スイープ」タブでoRした)´の
-/に¥います。

・ /パルスDC
・��\�(パルスxm)
・QR��\�
・ソースディレー
・オートレンジディレー
・スイープリバース
(パルスの<=)
・バイアス/
・パルス�

ンダムスイープと-\にQRをiうときにチェック
をüけます。kmQR/knQRのどちらかÀ*の
YZとなります。
QRf$を�つfgでは、+,QRのYZができます。

QR¸¹をExcelへ��するときのØ!をoRします。

çÏされているfgのñòをL§し、âã
します。

��とQRの-/を��するfgをYZ

します。óôõのI/は - アドレスをGP IB

âわします。fgñòと - アドレスのGP IB

oRは、「fgのøù」ボタンでiいます。
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ExcelデータをランダムメモリにXY、GHと��をMう

ランダム<=でスイープしたñ

��km¨©

QRkn¨©


