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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 /0みます。8920<=までのデー
タが?@して/り0めます。 / り0みJKなマルチメータの%は 1Dから89５DまでのHID%です。

・RSTUへの
W XYを/りZえながら、$々のデータをExcelシートに/0みます。

・FRONT , REAR ,BchのX_を?@`に/り0むことができます。
「 FRONT」「REAR」「B- CH」のopqをrZえながら?@`にX_をExcelシートへpqできます。sいまして、
１DのXyが3チャンネルのデータロガーのようにできます。

・opq"のがJKです。
「 FRONT」「REAR」「B- CH」のX_"でがJKですから、「FRONT」 でをXし、「B- CH」でその
をXし、「FRONT *B- CH」をすればqのXがJKになります。
GP-IB

REARDF
1.19999

FRONTDF
B- CHpq
REARDF

1.19999

FRONTDF
B- CHpq
REARDF

Max 5w

1.19999

XyメモリをしたサンプリングがJKです。
Xyメモリをして、8でAD 7461Aでは「50us」サンプリング、AD 7451Aでは
「200us」サンプリングがJKです。Xのトリガは、「BUSトリガ」または「トリガ」
からの¡¢になります。89Xデータ%は「10 , 000$」です。X£¤¥、Xy
に¦§されたX_を¨©してExcelシートに/り0み、ª!に«¬をいます。

レベルトリガ、デルタトリガによるメモリ¦§Xに°±しております。
Xyの「レベルトリガ」「デルタトリガ」KをしてXをできます。Xデータ
は³てXyのメモリに¦§され、X£¤¥、X_をExcelシートに¨©して/
り0みます。また、ª!に«¬をいます。

FRONTDF
B- CHpq



リアルタイムExcel

りみ
oプログラムはExcelzのアドインとしてpPします。
Excelzからoアドインを{p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,#$$%,+,(W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。01なら45#6
も58することもがきます。

のメモリをtNしたサンプリング
がLです。
また、レベルトリガやデルタトリガによるも
できます。

Excelシートに+,んだデータは、キーボードからDFしたデータとGじよう
に、ExcelのKLをMNして、PQ・ST・UVWをXYにZ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hがリアルタイムにZえます。
※oアドインにXpグラフPQKLはありませんので、Excelのグラフウィザードを
tNしてPQしてください。

メモリデータの
Excel りみ
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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。

は「ÙÚ」、ポーズは「ÜÚ」、
Ýは「ÞÚ」となります。

データの+,をÝします。

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。

「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tNします。

ÕのÀÁと、そののtN
・JtNのÌÉえをZいます。

ÔをäのåæÆÇへÈÉするためのÊ(をします。
(éページëì)

ßà「FRONT」「REAR」をÌÉえ
ます。

レンジをAUTO/MANUALでÌÉえます。AUTOのチェック
をÐすとレンジDFN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DFします。ÒÓなÔをDFする01はありませ
ん。DFされたÔにÕÖい１つzのレンジにされます。

するÃÄにチェックを5けます。
「FRONT」「REAR」のâãにチェックを5
けることができます。
ファンクションをします。
「¡¢£¤」「¥¢£¤」「¦§(2W)」
「¦§(4W)」「¡¢£¢」「¥¢£¢」
「¥¢£¤(AC+DC)」「¥¢£¢(AC+DC)」
「ダイオード」「¦§(2W/LP)」
「¦§(4W/LP)」「´µ」「¶·(」
「DCV-Bch(HI-COM)」「DCV-Bch(HI-LO)」
「DCV-Bch(RATIO)」「メモリデータ+,」
からÀÁします。
Â)「メモリデータ+,」をÀÁしたÃÄ、
のサンプリング¶Åは、メモリデータ
を+り,んだ#とGじサンプリング¶Åに
しておく01があります。また、ÆÇÈÉ
やÊ(ËVのUVもZわれます。

B- CHをG#にZうÃÄにチェックを5けます。
「FRONT」がONのÃÄだけíîです。また、「FRONT」
でB - CHがÀÁされたÃÄはïîになります。

ÔをExcelへDFする#のÆÇを
します。 「õÔ」は、 ファンクションによ
り「V」「A」または「Ω」のÆÇでのDFを
ö÷します。

oでしたGP-IBアドレスとGじ
Ôをします。

チャンネル$のòóËVを します。
「FRONT + REAR」「FRONT - REAR」
「FRONT * READ」「FRONT / REAR」
「FRONT + Bch」「FRONT - Bch」
「FRONT * Bch」「FRONT / Bch」
からÀÁします。
ÆÇÈÉとÊ(ËVのデータでòóËVをZいます。
¡\にオートゼロを1Zいます。
のをします。

Excelシートzのカーソルを*+・zに,pします。
Excelシートzのカーソルを,pしデータ+,Ç-を
/します。 「START」ボタンをクリックするとカーソルÇからã0へデータを+,みます。

のサンプリングをします。
「MEDIUM」「SLOW1」「SLOW2」「FAST1」「FAST2」
「FREE(PLC)」「FREE(ms)」からÀÁします。
「FREE(PLC)」「FREE(ms)」のÃÄは、(Ôを
のテキストボックスにDFします。

データをDFするExcelシートのÌÉえをZないます。

トリガモードをします。
「FREE RUN」
もFREE RUNをします。
「パソコン」
#$ にパソコンがにトリガをし
ます。はHOLDになります。
「Ð!トリガ」
のリアーの「TRIGGER」からのトリガに
よるサンプリングをZないます。
"(のDF#$をZうÃÄ、それぞれの#$
にÐ!トリガが01です。
「LEVEL」「DELTA」
0ず「メモリ'」のモードでがZわれます。
éページをëìください。

データのDFと9にシートをスクロールします。
データに45#6を58します。
のをします。
24のデータ+,#、567Wのヘッダを58し
ます。
ÔをExcelへDFするとき、セルFをHIに
します。
データをKく+LしたMにExcelへDFします。
チェックを5けないÃÄは、NてのÔを+Lし
た、OしてÔをExcelへDFします。

メモリ'モードでをします。
トリガモードで「FREE RUN」はÀÁできません。
トリガモードが「LEVEL」「DELAT」では、Pに
メモリ'がONQになります。
はéページをëìください。

GPIBで したäののデータもG#に+り
,むÃÄにチェックを5けます。()

データを+,む(を します。:し、「STOP」
ボタンでいつでも;できます。
また、<もDFされていないときは、2=と>?さ
れます。DFできる2@(は、200,000です。

した

を

びみをないます。

その(のをZいます。(éページëì)
を4Åにリセットします。

データを+,む#$$%をDFします。
<もDFがïいÃÄやゼロがDFされたÃÄは、
2でデータを+り,みます。DFできる2@#
$は3600Dです。

スポットXモードのÕÖ
「PAUSE」ボタンをにクリックして、その「START」ボタンをクリックすると「スポットモード」になります。
ルチメータのがZわれた、「SPOT」ボタンの
クリックùちとなります。 「SPOT」ボタンをクリックする 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Èわりに「スペース」キーをし
てもGûのüýとなります。 この「スポットモード」では、「þÿ#$」のには1,2,3...と「Õ」がDFされます。
えば、åを+りÉえながら、々のåのをZうÃÄに Mです。 「スポットモード」を
するためには、「STOP」ボタンをクリックします。
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メモリ%&'#の"#
Ù)Xyのメモリ¦§KをしてXをうëì、また、「LEVEL」「DELAT」トリガをしてXをうëì、サンプリングíî・ïð!"・
トリガディレーのóをÙIしないと、ôõなサンプリングíîでのXができないëìがありますからÙIが÷øです。
Xyのメモリ¦§Kや「LEVEL」「DELTA」トリガをするëìは、úûにXyにàáするマニュアルをèéしþÿをðÿしてしてから
ごください。
メモリへFき,むデータ(を

します。( 2 ... 9999のXY)

のサンプリング¶ÅをDFします。
トリガモードが、「パソコン」「Ð!トリガ」のÃÄ、AD 7461Aで0 . 05ms[z、AD 7451Aで0 . 2ms[zでDFします。
トリガモードが、「LEVEL」「DELTA」のÃÄ、^_なサンプリング¶Åを_するためには5ms[zでのDFを
`aします。
トリガディレーÔをDFします。
トリガ(は、「1」でQされています。
メモリ'はのパネルßàをOFFにします。
ただし、サンプリング¶Åが20ms[のÃÄは、ïcdにパネルßàをOFFにします。
は、ONにefさせます。
メモリデータ+L、XpbにPQをZいます。

レベルトリガの"#

デルタトリガの"#

レベルトリガのレベルÔをDFします。
£¤Ôではありません。
(5gの ニュアルëì)

デルタ・カウントÔをDFしま
す。
(5gの ニュアルëì)
スロープをÀÁします。

スロープをÀÁします。

jk/lnをÀÁします。

プリトリガをします。

プリトリガをします。

Â)メモリデータ10 , 000をパソコンに+,むために1する#$は、Pentium3 GH zでo１７Dです。

の
ÔにVöの7Wを5けられます。
   か ら の デ ー タ に 、 ! " #$をいます。
Excelへ の   & = ((   & - '(B ) * '(A
))
* + の 「   & 」 は 、 「 0 1 23」で5した23に67した8の&が:;されます。
> え ば 、 0 1 2 3 の 5  が 「m」に5されていて、&が0.1AだったDE「100mA」の&が!"に:;されます。

「!の"#」の
Ù)
ÚpqÛÜのÝÞにつきましては、Xy
にàáする/âãäåにÝしくãäされて
いますからそちらをèéください。

ÔのRをZうÃÄは、そのRÔ
をDFします。「zSÔ」「SÔ」のどち
らか、または、âãをDFします。
UのÃÄは、RをZいません。
RをÐれたÔはExcelシートにÙÚ
でßàされます。
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'#./の9
Excelシートへのリアルタイム'#の9
「FRONT」

のX_

「Bch」

のX_

「REAR」

のX_

«¬は、Excelのグラフウィザードをして
ユーザ でってください。

メモリ%&'#の9
は、BUSトリガによる「50us」サンプリングの
は、LEVELトリガによる「5ms」サンプリングの
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'#>のMNをGP - IBに"#します。
oソフトをtNする\に、のµKLを「GP - IB」にする01があります。 こ のµKLが「GP - IB」にされていないでoソフトをtNすると
µエラーがlして^PにpPしませんから、ごÂöください。は、5gの+Fをëìください。

① 「MENU」ボタンで8¸の「I / F」を¡¢します。

④ 「HEADER」を「OFF」にóします。

② 「BUS」を「GPIB」にóします。

⑤ 「TALK ONLY」を「OFF」にóします。

③ HIのGP - IBアドレスをóします。

⑥ 「LANGUAGE」を「ADC」にóします。

<='#>(マルチメータB)の"#CF
Ð!とはGP-IBでパソコンと されている01があります。(Q)
Ð!からられてくるデータのフォー ットは、ASCIIであり、"(のデータのÃÄ(Max10)、データ$はコン でxÌられている01があります。
Â)Nてのとのµをyするものではありません。
するÐ!ÕをÀÁします。
Ð!のGP-IBアドレスをします。
のデリミタをします。µPは、LF+EOIです。
\に、にするコ ンドがあるÃÄは、ここにDFします。 ファンクションやレンジÌÉえのコ ンド
をDFします。 µPはUです。
もし、Ð!からデータを{け+る#、クエリーコ ンドを[\にする01がある#、ここにする
クエリコ ンドをDFします。ほとんどのÃÄ、UでOKです。
もし、 ルチメータがSCPIコ ンドIのものでしたら、のコ ンドのどれかがtNされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
Ð!のデータ{#にトリガが01な#、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「Vöコ ンド」からトリガのãをÀÁします。
µPは、「GET」のÀÁをします。
「Vöコ ンド」をÀÁしたÃÄは、トリガコ ンドをテキストボックス
にDFします。
Ð!のデータにËVæをZうときにチェックします。
"(のデータが{されたÃÄは、そのNてのデータに、
にDFしたËVがZわれます。
り,んだデータに、ËVをZった、ExcelへDFします。
ExcelへのDFÔ = ( データ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへDFする[5をここにDFします。
UのÃÄ、「Ð!」がDFされます。
Ð!のデータを(Ôとしてうか、しとてうかの
ÀÁをZないます。µPは、「(Ôデータ」にします。
Ð!から"(のデータがされるÃÄ、データの
xÌりを します。bには、「コン 」がtNされ
ます。
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GP-IB
12.567

12.567

Xy
Xy

12.567

Xy

12.567

Xy

12.567

Xy

AD7451A / 61A

