エーディーシー

W32-73521/-73525
２のマルチメータをした7352A
のを120%きすソフトウェアです。
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デジタルマルチメータ

ADCMT 7352A
できる
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7352A

7352Aはエーディーシー!のです。
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◆・データロガーとしての
£ jされた§<<¨で£jされたのデータをリアルタイムにExcelシートに }~みます。
 20®¯ ま でのデータが°±して}り~めます。 「W32-73525」では５までの}り~がDF
に なります。

◆・*への
 hjを}りえながら、々のデータをExcelシートに}~みます。

◆・hjkがmつ５quの:;\をz{に}~むことができます。
「 Ach^,Z[, 」、「Ach^」、「Bch^」、「B ch^」、「」の,:;のQTのせで、
 ５Lのデータをz{にExcelシートへ:;できます。

25.4560
DCV ACV
DCI ACI

◆・,:;<の=>?@がDFです。

25.4560
DCV ACV

GPIB - USB
Ák(ÂÃ)

DCI ACI

H Jの５LのQTのデータ<での=>?@がDFですから、Z[\やDC^;の@_もできます。
25.4560

◆・hjkÈÉメモリにÌÍされたhjデータをExcelシートに}り_すことができます。

DCV ACV
DCI ACI

パソコンと
hjkの´±·

◆・hjデータのExcelシートへの}り~みÎÏをÐÎÏ/ÑÎÏでÒがDFです。

25.4560
DCV ACV
DCI ACI

¶々なhjの·
◆ Aquの^/Z[/ µのhj

◆ Aquの^と、Bquの^をz{にhj

hj¼は20¯/½から40¯/½¾

hj¼は20¯/½から40¯/½¾
Bch

Ach

Ach

Bch

^A

DUT

^A

DUT

^B

DUT

◆ Aquの^と^をz{にhj
hj¼は¿5¯/½¾

Bch

Ach

◆ Aquの^/^、Bquの^/^をz{にhj

^A
Bch

^A

Ach

hj¼は¿2.3¯/½¾
^A

DUT

?@Fで、「DC^;」または、
「Z[\」もÀ§@_がDFです。

◆ Aquの^/^、Bquの^/^/をz{にhj

^A

DUT

^B

DUT

^B

hj¼は¿1.0¯/½¾

Bch

Ach

^A

^A

DUT

^B

DUT

hjkリアーのÔÉトリガquに
フットスイッチを´±すれば、
フットスイッチによるデータ}~
がDFになります。
フットスイッチには、チャタリングの
ÙないスイッチをしてÐさい。

^B



12.567
12.567

REAR

?@F
DC^; = DC^* DC^
Z[ = DC^ / DC^

7352A

フットスイッチ
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pプログラムはExcelzのアドインとしてqQします。
Excelzからpアドインを{qすると、Excelシートz
に、このウインドウが|われます。ファンクション,
レンジ,$%%&,,-)Xをし「START」ボタ
ンをクリックするとデータの,り-みをします。

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,-みます。12なら56$7
も69することもがきます。

Excelシートに,-んだデータは、キーボードからFGしたデータとHじよう
に、ExcelのLMをNOして、QR・TU・VWXをYZに[うことができます。
また、\]にデータが,-まれる^_をExcelのグラフウィザードでして
おけば、データ,-とグラフiがリアルタイムに[えます。
※pアドインにYqグラフQRLMはありませんので、Excelのグラフウィザードを
uOしてQRしてください。

"#$の&#
hjôõöに、çずÐJのãjをíってください。
ÐJのúûüýはhjkþÿの}üýをください。

①hjkパネルの「MENU」ボタンで「I/F」をÝÞします。
MENUボタン

ÝÞójボタン

MENUÝÞボタン
②「MENU」「I/F」の「BUS」で「GPIB」をÝÞします。

③「MENU」「I/F」の「GP . ADR」でGPIBアドレスをãjします。äåは「01」です。

④「MENU」「I/F」の「HEADER」でのãjはíうçïはありません。

⑤「MENU」「I/F」の「T. ONLY」ではçず「OFF」をÝÞします。

⑥「MENU」「I/F」の「LANG」ではçず「ADC」をÝÞします。
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データの,-を $¡¢します。もう クリックすると,を£します。
PAUSE¡は「SPOT」ボタンをクリックすると１だけデータが
,り-まれます。
「PAUSE」ボタンをしてから、「START」ボタンをすとスポ
ットモードになり、「SPOT」ボタンだけの,り-が¦Mに
なります。§¨©ªなどにuOすると¬Nです。

からデータの,-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。
のと、そののuO
・uOのえを[います。
)「W32-73525」だけのLMです。

データの,-を®¢します。
スポットモードのときだけÃÄで、１つ]のデー
タをÆÇします。£が12なÈÉにuOします。

データを,り-むの¯°
をします。
1つ、または、５つËてのが¦Mです。
ÔÕによりはÖきく×わります。
Øに、Ù¯°にÚÛのファンクション
をします。
・「Ach(V)」
" DCV ", " ACV ", "2 WΩ", " ACV ( AC + DC )",
" DIODE ", "2 WΩLP ", " CONT ", " FREQ "
・「Ach(I)」
"DCI ", " ACI ", " ACI ( AC + DC )"
・「Bch ( V )」
" DCV "
・「Bch(I)」
"DCI ", " ACI ", " ACI ( AC + DC )"
・「」
"K","T"

「PAUSE」¡、となり、クリックするにデータを,り-み
ます。
スポットモードでは、データのサンプリングにuOします。
|ÊFGされているËてのÌÍをÎÏしたり、ÐみÂ
したりします。
)「W32-73525」だけのLMです。
1つ]ののÌÍを、|Êäå¡の
にËてコピーします。
äåパネルのäåèéを!します。
êは、1ず1つは12です。
ìが1つもされていないÈÉは、「2nd」äå
はOFFにされます。
このê、または、ìのラジオボタンをìクリックすると、
の「MATH」LMをするïðがäåされま
す。Øページをôõください。
「MATH」をONにすると、「ê」または「ì」のö÷が
øùにäåされます。

hjkのÈÉメモリデータの}~Î
¯°ボタンをËてOFFにしたで「START」
をクリックするとÔ§にÎÏされたデータ
をExcelシートに,り-むことができます。
「W32-73525」のÈÉは、,-となるは
|Êäåがされているです。
,り-むデータは、\]にqQによりメモリ
にÎÏしておく12があります。,り-まれるデータ
は、
と だけで、$%%&データは
まれません。

ÙFG¯°úのûüÌÍをします。
Øページをôõしてください。
のGP - IBアドレスを!します。
をリセットします。

データのFGと

にシートをスクロールします。

データに56$7を69します。
の

¯°デーだ%の±²³Wを[います。
´えば、Ach(V)が「DCV」で、Ach(I)が「DCI」
にされているとき、
「Ach(V)」 * 「Ach(I)」 * 「Non」
のにすると、³W¿ÀとしてDCÁGが
WÂされます。

します。

のデータ,-$、Xのヘッダを69し
ます。
GPIBで したúののデータもH$に,り
-むÈÉにチェックを6けます。(ûü )

 をExcelへFGするとき、にセル
をにします。。

データを,-む$%%&をFGします。
(もFGが)いÈÉやゼロがFGされたÈÉは、 で
データを,り-みます。FGできる Ö$%は3600,です。

「W32-73525」だけのLMです。
チェックを6けると、)のuO$、
を !したのデータを"ちにExcelシート
へFGします。チェックを$すと、Ëての
がを !した 、 %してExcelへデータを
き-みます。

:;qu<?@のãj

を

データを,-む)を!します。&し、「STOP」ボタンで
いつでも¡'できます。
FGできる Ö)は、200,000です。

³W

に-や.èをFGします。

³WとするFG¯°を!します。
³W°を!します。「+」「-」「*」「/」からします。
³WとするFG¯°を!します。
³Wの)をFGします。
³W°を!します。「+」「-」「*」「/」「Non」からします。
1 をFGします。1を$れるとø÷でExcelへFGされます。
23は1を[いません。
)ここでの³Wは、Ù¯°の³WLMがONにされているÈÉ、その³W78 のデータにして³Wを[います。
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「

」ボタンでのúûãjについて
FG¯°に=>の]をします。
レンジをAUTO/MANUALでえます。AUTOのチェック
を$すとレンジFGOテキストボックスが|れますからレンジをキーボードからFG
します。:;な をFGする12はありません。FGされた に <い１つzの
レンジにされます。
 の1を[うÈÉは、その1 をFGします。「z? 」「Ú? 」の
どちらか、または、@AをFGします。23のÈÉは、1を[いません。
1を$れた はExcelシートにøùでäåされます。
データに³W78を[ったり、.è×を[うÈÉにチェックを6けます。
からのデータに、³W78を[うB)をFGします。
ExcelへのFG = ((  - B)B ) * B)A
³W¿Àの.èをFGします。
でオーバフローがFGしたÈÉ、Excelへき-むときの

をします。

データのFGAHを!します。

Ðは、:;quに

äの

です。

サンブリングをします。
トリガモードをします。「FREE RUN」「バソコン」「$§トリガ」
・「FREE RUN」
¡は、にフリーランをLMします。しかし、)のファンクションをながら
ののÈÉ、2のNOのファンクションはパソコンからのトリガによりサンプリングし、
に、フリーランにします。
・「パソコン」
にパソコンからのトリガによりサンプリングを[います。
・「$§トリガ」
リアーのトリガFGによりサンプリングを[います。しかし、)のファンクションを
ながらを[うÈÉは、2NOのサンプリングはパソコンからのトリガにより
サンプリングが[われます。したがって、)のファンクションのを[うÈÉでも、
1の$§トリガFGでËてのが¦Mになります。
トリガPQ$%をします。
êìのトリガPQ$%をHじにするÈÉは、ê3にPQ$%をFGします。
êとìのäå§にRなったPQ$%をするには、ìチェックボックスにチェックを
6けて、ìPQ$%をFGを[います。
このPQ$%のûüは、6Sの,TUVをôõください。
"]にオートゼロを1[います。

hjkの?@FをãjするÎ
]ページïðの「êラジオボタン」「ìラジオボタン」zをìクリックすると、êïðがäåされます。
ÙFGのûüは、に6Sする,TUVをôõください。
「MATHの」のチェックを$すと、のMATHは|のままが[われます。
「MATHの」にチェックを6けると、ÚWのÔÕをにXYします。Ùの「Z[」に
チェックが6いていないÈÉは、そのはOFFにされ、チェックが6いているÈÉはONにされ
、そのFGÔÕがに[\されます。
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hj

ãjのT

ÐJのãjでは、どちらのãjでも「Ach/ DCV」「Bch/ DCV」「Ach/ DCI」「Bch/ DCI」の4つのhjをíうことができますが、
¼くhjするためには、Hのãjをおめします。Hのãjでは、2¯のファンクションのÒで4つのデータを}で
きますが、Ðのãjでは4¯のファンクションのÒをíって4つのデータを}しますからhjがくなります。

①êäå「Ach/ DCV」、ìäå「Bch/ DCV」で1。
②êäå「Ach/ DCI」、ìäå「Bch/ DCI」で２。

①êäå「Ach/DCV」、ìäåOFFで1。
②êäå「Bch/ DCV」、ìäåOFFで2。
③êäå「Ach/ DCI」、ìäåOFFで3。
④êäå「Bch/ DCI」、ìäåOFFで4。

hjがExcelシートに:;された·( MS -Excel2007)
Ach/DCVの

Ach/DCIの
Bch/DCIの

Bch/DCVの

c
³W
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( DCÁG)= DCV * DCI

+9"#$(マルチメータ:)の&#;<
$§とはGP-IBでパソコンと されている12があります。(ÚR)
$§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ÈÉ(Max10g)、データ%はコンマでhられている12があります。
)Ëてのとのi\をÎjするものではありません。

する$§をします。(W32-73525だけのLMです。)
$§のGP-IBアドレスをします。
のデリミタをします。iは、LF+EOIです。
]に、に[\するコマンドがあるÈÉは、ここにFGします。 ファンクションやレンジえのコマンド
をFGします。 iは23です。
もし、$§からデータをkけ,る$、クエリーコマンドを\]に[\する12がある$、ここに[\する
クエリコマンドをFGします。ほとんどのÈÉ、23でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドnのものでしたら、ÚÛのコマンドのどれかがuOされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
$§のデータk\$にトリガが12な$、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「=>コマンド」からトリガのArをします。
iは、「GET」のをします。
「=>コマンド」をしたÈÉは、トリガコマンドをテキストボックス
にFGします。
$§のデータに³W78を[うときにチェックします。
)のデータがk\されたÈÉは、そのËてのデータに、
ÚÛにFGした³Wが[われます。

GP-IB
12.567

12.567

ÔÉhjk
ÔÉhjk

り-んだデータに、ÚÛ³Wを[った 、ExcelへFGします。
ExcelへのFG = ( データ - B ) * A

12.567

ÔÉhjk

ヘッダとしてExcelへFGする\をここにFGします。
23のÈÉ、「$§」がFGされます。

12.567

ÔÉhjk

$§のデータを) としてTうか、ö÷しとてTうかの
を[ないます。iは、「) データ」にします。

12.567

ÔÉhjk

7352A
$§から)のデータが[\されるÈÉ、データの
hりö÷を!します。 stには、「コンマ」がuOされ
ます。
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)zÛは「W32-73525」だけのLMです。
「W32-73521」では、7352Aが１u、$§
が１uまでが です。

