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エーディーシー
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・／モニタ（１）

6240A/40B/41A/42
6243/44/47G
6253
6240A,6240B,6241A,6242,6243,6244,6247G,6253,6254は、
エーディーシーのです。

ソフト

GP-IBボード

W32-R6240-R
W32-R6240-N

ラトックシステム±

90,000Ä

NI±

W32-6242-R

ラトックシステム±

W32-6242-N

NI±

W32-R6244-R

6243
6244

90,000Ä

NI±

W32-6253-N

6241A
6242

&BÉÊ

ラトックシステム±

W32-6253-R

6253

¼À

90,000Ä

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

ラトックシステム±

W32-R6244-N

90,000Ä

NI±

◆ ・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。

GP - IB

◆ ・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。

12.345

パソコン

３．９９９

hi



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。「START」ボタンで、
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。

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。

:

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。

I-V

I-V-L
®パネルやª«stのI-V-Luvを.&します。

Tti¬やst}のI-Vuvの.&をCいます。

Tr

12.345

C

Ib

¨©(ª«)

12.345

B

I - V

E

トプコン±²z

/

３．９９９

アナログ

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。

マルチメータ

³´Tµ
12.345
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Excelのデータなぞりながら'(し、.1にする:;
Excelシートのデータをなぞりながら'(した+
にするデータをExcelシートにしておきます。するデータは の!"に#$ですが、Excelシートの&から)*+にします。
-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!"をST!"にURします。
この!"にカーソルを"いてQRをSTします。

のデータをExcelにしたñ
-òのは
1V, 1ó
1.2V, 4ó
1.4V, 1ó
1.6V, 2ó
のようにされます。
õ)こので、Excel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)}

「Excel」タブをした@、「START」ボタンでびをéêします。
するkmまたはkn/を、に Excelシートにしておく¦§があります。¬®を¯°したI-V-LQR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>、「START」ボタンをクリックするとUR!"から
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

Excelデータモード

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

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。

Þßをàáâãにäりåえます。

ð°するfgのñòがâãされます。
óôõのI/はGP-IBアドレスをâわします。
fgñòとGP-IBアドレスのoRは、「fgの
øù」ボタンでiいます。

をÖ×します。
「PAUSE」éêのとき、１つのQR/をÍします。
QRをiう<=にð°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。

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。
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。
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「START」できません。
¦ずoRが¦§です。

ìデータをí¿した\、をOFFに
します。

①を¼½ください。

パルスの<=にチェックをüけます。
QRの\をoR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。

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。
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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。

④を¼½ください。
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「FREE RUN」は*+きです。

+,モードにチェックをüけると、+,
QRが#$です。

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。

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。

/をQR/と=べてExcelシートにします。

②を¼½ください。
34\をExcelシートにします。
⑤を¼½ください。
したìての-/をロード0びセーブします。

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

①エラーマスクの
~ÇÖ、のエ ーチェックをoRします。
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OFFをする」にチェックをüけた<=
QRgリアーのBNC「INTER LOCK」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、
オペレートがONにならないため、QRがSTできません。 QRÖに INTER LOCKがオープンになると、ちに、
QRgはオペレートがOFFになります。ソフト&は、/\とQRi\にINTER-LOCKがチェックされます。
ただし、\が10sec&の<=は、\Ö、0.5secにINTER LOCKがチェックされます。

②グラフの$%&'の
「Excel」タブをYZし、データをiう<=のリアルタイムÇ
グ フ のタイトルを

の*をoRします。

にします。rsでもかまいません。

のデータをUãします。
のMAX/MINをします。rsの<=、オートス
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。
のデータをUãします。
のMAX/MINをします。rsの<=、オートス
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。

③)の*+の
QRgñòをoRします。
fgのGP-IBアドレスをoRします。
２$%QR／４$%QRのäåをiいます。

ExcelタブをYZしてのQRで、「PAUSE」\のfgéêをURします。
?Rのfgのf$です。

QRST\、１Hだけオートゼロをiいます。

④サスペンド

の
サスペンドf$をつfgだけのf$です。
「í¿\OFF」にチェックをüけた<=、fgのオペレーションをOFF
にしないで、オペレーションをONのままで、サスペンドにします。
ここでは、サスペンドの\のkmをします。
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⑤.5)(マルチメータ=)の&'
@QRgとはGP-IBでパソコンとçÏされている¦§があります。() )
@QRgからBられてくるデータのフォーマットは、ASCII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
あります。
)ìてのQRgとのHをIするものではありません。

@QRgのGP-IBアドレスをoRします。
QRgのデリミタをoRします。

は、LF+EOIです。

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。
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OKです。
もし、マルチメータがSCPI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。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
@QRgのデータJH\にトリガが¦§な\、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「 コマンド」からトリガの*をYZします。
 は、「GET」のYZをします。
「 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。
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。
@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

GP - IB
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hi

)@CでのスイープGHとをMう
スイープ

がExcelシートにされたñ

QRデータがI/して、
Excelシートにされます。

}~にI-V?rがÇ

のスイープrをHIした

されます。

スイープをSTします。

この「スイープ」タブがYZされている\に「ＳＴＡ
ＲＴ」をクリックすると、oRした-/にkずき、２l
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。

スイープスタート/ストップ/ののØ!を
oRします。

ð°するfgのñòがâãされます。
óôõのI/はGP-IBアドレスを
âわします。fgñòとGP-IBアドレスの
oRは、「fgのøù」ボタンでiいます。

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。

リニア/ログのスイープをäりåえます。
(6240A/41A/42Aの<=は、LIN/FIXのäåえ)

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。
LOGスイープの<=スタートとストップのp
のqrは-じにしてください。

スイープスタート／ストップをyÒスイープし
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。

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。

LINスイープの\、ステップkmをし
LOGスイープの\、ディケードtりのu
Iをします。
）LOGスイープの<=、このsはè
wません。 ダブルクリックにより/
をしてください。

±のz{は、fgにü|するLg
z{}を¼½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。
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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。

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。

+,QRf$をつfgの<=は、+,/での
QRが#$です。
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。

スイープkm／knを*ともLYみUR
した<=、}~にÇ をiいます。

±ステップでのQR\をします。
QRの\をoRします。

⑥2ndスイープをPつ)の
)の2のがÔÕな<=、2ndスイープがiなわれます。
どちらか、または*がrsの<=、2ndスイープはiなわれません。

のスイープステップをします。
スイープステップをäåえるkmをします。

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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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¨©

Excel-のデータをランダムスイープとして

「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。
・DC/パルス
・\(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

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。
とQRの-/をするfgをYZ
します。óôõのI/はGP-IBアドレスを
âわします。fgñòとGP-IBアドレスの
oRは、「fgのøù」ボタンでiいます。
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。

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。

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。

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。

「START」によりするメモリ¢£を
します。
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