
BM-5A/BM-5AS
�����

BM-5A,BM-5AS
BM-5A,BM-5ASは、 の��です。トプコン

スタートすると、����を��
した�、��された�  !で、
��されたサンプル$のデータ
を&'みます。*+なら01�
2も14することもがきます。

W32-BM5A-RS トプコン

��

��

��できる��

���	

Excelシートに&'んだデータは、キーボードからCDしたデータとFじように、

ExcelのJKをLNして、PQ・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kがリアルタイムに[えます。
※sアドインにYtグラフPQJKはありませんので、Excelのグラフウィザードを

yNしてPQしてください。

・データロガーとしての��できます。

� �された����で��された� のデータをリアルタイムに シートに *+みます。Excel

- .200,0001までのデータが45して*り+めます。

・8�9の:;ができます。

< ての=�>?に8�9を@�し、8�をBれた9は シートにDFでGHされます。Excel

・IJ=�への��

= �LMを*りNえながら、�々のデータを シートに*+みます。=�のST��をExcel

U Vに@�できます。=�をWXしたYZ は 、[=�ができます。

・=�>?は、「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」から、_I、または、<てを`aできます。x y u v Tc duv X Y Z

= �9は、 のYZ、リモート�jのkmにより、oに「 」だけとなりますBM-5A ABS

◆

◆

◆

◆
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��}からデータの&'を~�します。

��された�  !で����を[います。

「PAUSE」を�に�してから「START」を�すとス

ポット��モードになります。

スポット��モードではも STARTボタンをクリック

する�に、１�の���がExcelシートに&り'まれます。

これは、����の��を&り�えながらの��にyN

します。

スポット��では、STARTボタンをクリック�、

「SPOT-DELAY」の� を�ってから��を[います。

データの&'を����します。もう��クリックすると、

&'を ~します。

スポット��モードでは、このボタンは¡¢になります。

| }ソフトでは、=��に�し「 の�N」、) FUNCTION
「=�レンジの�N」、「 」�Bの@�FAST/SLOW
は_��いません。
�いまして、=�に��な@���は、<て、=�
�にユーザ�の��で ¡@�を�っておく��
があります。また、=�9は のリモート�jのBM-5A
kmにより「 」9だけになります。ABS

データの&'を£�します。

「スポット��モード」の¤¥、 ��のために、§�

に��したデータを1つª«します。

「スポット��モード」の��は、「PAUSE」ボタンを§

¬に�し、その�「START」ボタンを�します。

��レンジを��します。

��°�を±²します。

³´は「FAST」を±²してください。

「SLOW」を±²すると、·¸に��°�が¹くなりま

すから、ご»¼ください。

��°�につきましては、�½を¾¿ください。

BM-5ASでは、SINGLE/AVERAGEの±²になります。

スタートÅ�の��]に、BM-5A/BM-5ASのキャリブ

レーション「ÉÊËÌÍÎのÏ�ÐÑ」を[う¤¥に、

チェックを1けます。

ただし、BM-5Aでは、キャリブレーションには、40Ö×�

の� がかかります。\]に、Øtで[なっておくことを

おÙめします。

») とパソコンをÝÞするための ケーブル ストレート２５ピン ピン が、ãä*+です。BM-5A RS-232C ( -9 )

とパソコンをÝÞするための ケーブル ストレート ピン ピン が、ãä*+です。BM-5AS RS-232C ( 9 -9 )

sプログラムはExcelëのアドインとしてt

Pします。Excelëからsアドインをìtす

ると、Excelシートëに、このウインドウがí

われます。����を��し「START」ボ

タンをクリックするとデータの&り'みを~

�します。

��}のïðを±²します。
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RS-232C



FUNCTION Excel�に、 へCDする��òó

にチェックを1けます。チェックを1けるòó$

にôõはありませんが、ö$の をFUNCTION

またがって��òóを��すると、��に

÷くの� を+しますから»¼が*+です。

ø��òóに、 のù��を��PASS/FAIL

するためには、「 」キーを�したまま、øShift

��òóのチェックボックスをクリックします。

ù��をCDするためのþÿが��されます。

��Qを¾¿ください。

では、 の��は��しまBM-5AS FUNCTION

せん。１�に	てのòóを��します。

ータを&'む�$を��します。�し、「STOP」デ
ボタンでいつでも��できます。また、もCDさ
れていないときは、200,000�と��されます。
CDできる§��$は、200,000�です。

§¬のデータ&'�、��òó�Xのヘッ

を14します。

データに01�2を14します。

データのCDと�にシートをスクロールします。

��~��の��� を14します。
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このù��を�れると、Excelシートに��で���が��

されます。

��の�、または、どちらかの�に$�をCDします。

��の¤¥は、ù�は[われません。

��の����

<ての=�>?に8�9を@�できます。

À=�>?のチェックボックスÇを「 」Shift

キーをÉしながらクリックします。

8�をBれたYZ、 シートにDFでExcel

=�9が:;されます。

ù�を[う¤¥にチェックを1けます。

��Vとの、³ ��を��します。

³ ポート!�は、÷くの¤¥、��の

��を"#します。

セルクリアにチェックを1けると、���をExcelシートに

CDする�、´にセル%ðを�&に��します。

チェックが¡い¤¥、í'��されているセル%ðを

()します。

���  !をCDしますが、����により��された�  !で��されるとはõりません。

��� に+する� は、��を¾¿ください。

では、「 」が「 」で*� +での��òóを��した¤¥、, が§-�  BM-5A SPEED FAST FUNCTION 4sec

!になります。3つの にまたがった��òóが��されると、, が§-�  !になります。FUNCTION 12sec

「 」が「 」で*� +での��òóを��した¤¥、, が§-�  !になります。SPEED SLOW FUNCTION 15sec

3つの にまたがった��òóが��されると、,45 が§-�  !になります。FUNCTION sec

ただし、パソコンからの��~�./が 0の1¥で¡2される¤¥が�々��するするため、BM-5A

その¤¥は、ë����  !の、さらに２Íまたは３Íの��� を+する¤¥があります。

では、,２Öの�  !でデータ&り'みが5Kです。BM-5AS

スポット��モードの�、STARTボタンをクリックしてから、

��Vに����を6 するまでの¹7� をCDします。

��の� �の���を��したい¤¥にyNします。

Max600secです。

�����
���が、うすい9�で��された¤¥は、��Vが、オーバー、または、アン ーであったことを�します。

セルが��の¤¥は、

��<=が¡¢であったことを

�します。
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�ソフトでデータ�り!を#う%に、 (で#うことBM-5A

�ソフトでデータ�り!を#う%に、 (で#うことBM-5AS

・ を「 」0に��SW-1 REMOTE

・ を「 」0に��SW-2 D.OUT 5A

・@はA¼

を���、 のÊBを にするか、または、BM-5A ON

ボタンを�します。RESET

RESETボタン

この��が、「Calibration」から「Remode Mode」

に�り�るのを�ちます。(,30sec)

その�、sソフトによりデータの&り'が5Kに

なります。

RS232C ( )ケーブル ストレートタイプ
BM-5A  25 -9ピン ピン

RS232C ( )ケーブル ストレートタイプ
BM-5AS  9 -9ピン ピン

パソコンとの68に9いて

パソコンと を©5するためにはストレートの ケーブルを��します。 もしパソコンに S232CポートのÑきがない、または、BM-5A RS232C R

ノートパソコンにRS232CポートがÓÔされていないYZ、パソコンのUSBポートをRS232CにÕNして、RS232Cポートに©5します。

「USB-RS232CÕN�」は、ユーザ�でÖ×のものをご�Ùください。 }ÚJにはÛまれておりません。

ÜÝでは、Þßの「USB-RS232CÕN�」で¡®àáをしております。

また、ÀÕN�にâãするインストールガイドに�ってÕN�のドライバをç�にインストールしてください。 èoにインストールしたé、

その�にëりÜてられたポート¨ìをàáし、Çßの「íî��の@�」のRS232Cポートに、その¨ìを@�します。

���� ラ トックシステム㈱

��� シリアルコンバータUSB-

�� REX-USB60F

�� �5,800

Ö×の ÕNケーブルïUSB-RS232C

INTERFACE RS-232Cを、 に��します。 RS-232Cのプロトコルを��します。 データCðを、BM-5ASに��します。

FUNCTIONボタンを、２Ö!ë�すと、DEモードになります。

ENTERボタンで、��をFG�り�えます。

��の��を\]に[ってください。HIなJKは、BM-5ASに1LするMPJK%を¾¿してください。

sソフトの��を~�するときは、BM-5ASをHOLDに��しておく*+があります。


