
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*+�
,も+.することもがきます。

��

��

2１) とパソコンを89するための89ケーブル を=>ご@Aいただく&'があります。CL-200 (T-A11)

2 ) とパソコンを89するためには、 ケーブルケーブルをQRします。2 -200ACL USB

���１�

����� �30

���	


�Wからデータの!"をYZします。
「 」を]に^してから「 」を^すとスPAUSE START
ポット
�モードになります。 スタートボタンを
クリック�、jkに にデータAlがYZされExcel
るまでに、pqr��のための４tuqのタイ
ムラグがあります。


�{は「|}」、ポーズ{は「�}」、��{
は「�}」となります。

データの!"を��{�します。もう�q
クリックすると、!"を�Yします。

データの!"を��します。


�{、サンプリングまでの�り��を
カウントダウンします。


�{、!"の�り��を��します。

「 」{、��となり、ｸﾘｯｸする�にデータを!り"PAUSE
みます。 スポット
�モードでは、データの!"にQR
します。

�プログラムはExcel�のアドインとして�
�します。Excel�から�アドインを��す
ると、Excelシート�に、このウインドウが�
われます。
��を��し「 」ボSTART
タンをクリックするとデータの!り"みをY
Zします。

Excelシートに!"んだデータは、キーボードからAlしたデータと�じように、
Excelの¢£を¤Rして、�¥・§¨・r©ªを«¬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¸がリアルタイムにえます。
※�アドインに«�グラフ�¥¢£はありませんので、Excelのグラフウィザードを
QRして�¥してください。

の
�¼をリアルタイムに シート�でモCL-200 Excel
ニタすることができます。

�データは、 シート�のカーソル¾¿に��Excel
されます。モニタ¢£では、Àしい
�¼はÁい
�
¼�にÂに�Ãきされます。
この「 」ボタンを^したままのÄÅから、「 」MON START
をクリックすると、スピーディーにÊÂの
�ÄÅにË
することができます。

・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

・/�1の24ができます。

6 ての7�89に/�1を:�し、/�を<れた1は シートに>?で@Aされます。Excel

・��した7�1BCだけを シートに24することがIJます。Excel

K LBCを��して、M のNるい� Pだけ シートへの24をRい、S のTい�Excel

 Pは への24をRわないWのX�がYZです。Excel

・��200,000]までのデータが^_して,り-めます。

・?bKLdf7�への��

7 ��gを,りhえながら、�々のデータを シートに,-みます。Excel

・?bKLm7�896てをn�に7�できます。

7 �1は「 」「 」「 」「 ⊿ 」の1を6てn�に7�ができます。X,Y,Z Ev,x,y Ev,u,v Ev,Tcp, uv

・ では、{"���の 1の 1、 1、|}1もn�にW32- 200 - Ev ExcelCL MLT RS MAX MIN

シ ートに,り-みます。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

「スポット
�モード」のÌÍ、�
�のために、Î�
に
�したデータを1つÐÑします。
「スポット
�モード」の
�は、「 」ボタンをÎPAUSE
Òに^し、その�「 」ボタンを^します。START
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W32- 200 -CL MLT RS
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CL CL-200, -200A CL CL-200, -200Aは、 のÕÖです。コニカミノルタセンシング Ú( )

W32- 200- 200CL RS CL MLT RS/ - コニカミノルタセンシング
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ExcelへAlする
�ÜÝにチェックを+け
ます。チェックを+けるÜÝ�にàáはあり
ません。
「 」は、â�のにãâされて��されてEv
いますが、どれか1つにチェックを+ければ
æçです。チェックを+けた�がèえると

�éqがêくなります。

データを!"む����(t)をAlします。
ìもAlがíいÌÍやゼロがAlされたÌÍは、
Îéでデータを!り"みます。AlできるÎð�
�は、3600tです。
2)

�する�により、��された����で!り"
みがわれないÌÍがあります。

=1 , =1・õö÷� 
�ÜÝ のÌÍ、
�����
は、ø . tがÎéです0 9
・õö÷� û
�ÜÝのÌÍ、
�����=1 ,
は、ø tがÎéです。1.1
・õö÷� 
�ÜÝ のÌÍ、
�����=5 , =1
は、ø tがÎéです。1.2
・õö÷� û
�ÜÝのÌÍ、
�����=5 ,
は、ø tがÎéです。。2.2

ータを!"む��を��します。ýし、デ
「 」ボタンでいつでも{þできます。また、STOP
ìもAlされていないときは、200,000�とÿ�
されます。AlできるÎð��は、200,000�です。

ÎÒのデータ!"�、
�ÜÝ�ªのヘッダを+.し
ます。

データに*+�,を+.します。

データのAlと�にシートをスクロールします。


�YZ�の����を+.します。

スポット7�モードの¨���

「 」ボタンを¶にクリックして、その¹「 」ボタンをクリックすると「スポット7�モード」になります。 7 �ºの:�がRわれた¹、PAUSE START
「 」ボタンのクリック½ちとなります。 「 」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�「 」ボタンをSPOT SPOT SPOT
クリックするÀわりに「スペース」キーをÃしてもnÄのÅÆとなります。 こ の「スポット7�モード」では、「ÇÈ� 」のÉには1,2,3...と「^_
�Ê」が24されます。 Ë えば、7��gをÀÍしながら、�々の�gの7�をRうÏÐにÑÒです。 「スポット7�モード」をÓÔするた
めには、「 」ボタンをクリックします。STOP

「 - - 」だけの¢£です。W32 200CL MLT RS
��õö÷	Rモードと、â�õö÷モードの

�をいます。

「 - - 」だけの¢£です。W32 200CL MLT RS

�するõö÷�をプッシ します。

CL COM-200を89したパソコンの ポート�を
��します。�のÜÝは��されています。

を 89したÌÍ、 エミ レーションCL USB RS-200A 232C
で��しますから、 ポート�を��する&'がCOM
あります。
��ともに、パソコンのデバイスマネージャをYいて、

ポート�を��していただく&'があります。COM


�するõö÷�を��します。

「W32- 200 - 」だけの¢£です。CL MLT RS
Ev¼のûての
�¼の , ,MAX MIN AVE
をr©し、
�¼と��にExcelにAlし
ます。

CFを��にして
�をいます。

��モードを で
�をいます。MULTI

「 」ボタン(モニタモード)による��データの���MON

モニタモードでは、
�データはÂにExcel�の�じ¾¿に��されます。
モニタモード{に「 」ボタンをクリックすると、モニタモード
�データの� からデータAlがYZされます。( ¥!p)START

モニタモードの

�データAl"

õö÷を10#��$ にします。ON

õö÷を10#��$ にします。OFF

ExcelシートにAlされたデータが、%�かな
データのため�}��されるÌÍが&'に
()する�、�
�をうと�}��の
&qを*+できるÌÍがあります。
,-の.がðきい/01の
�をう�、
pqrのオートレンジが34できず、
�¼が
%�かなデータとなります。
このようなÌÍ、
�のリトライにより�6できま
す。Îðリトライ��の¯にデータが�かなもの
になれば、Îðリトライ��まで
�を7り8す
ことはありません。

QRするpqrの9:を;<します。
-200Aを;<すると、「Ev」「 」「P」の
�ÜÝCL DW

が3.されます。



���の�� !

7�89Õを、「 」キーをÃしながらSHIFT
Øクリックすると、/�124ÙÚが@A
されます。

MAX MIN AVE SHIFT, , Õを、「 」キーをÃ
しながらØクリックすると、/�124
ÙÚが@Aされます。

/�1は2ªÜあります。6ての���と、6ての7�89に/�1を:�できます。

1./�を<れたÏÐ、 シートに>?で7�1を24するための/�124。Excel

2./�を<れたÏÐ、 シートへの7�データ24をパスするための/�124。Excel
この���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'(します。

*+の,-は、��は.われません。

この���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'(します。

*+の,-は、��は.われません。

23456を7�します。

ここに'(されている���を、:の;ての23456へ

コピーします。

ここに'(されている���を、:の;ての23456へ

コピーします。

?@に'(した��ABを	れた,-、そのDの;��

データのExcelシートへの'(をパスします。

J&の��KLに、��ABが'(された,-、;ての

��が	れた,-だけ、Excelシートへの'(をパスします。

チェックを	すと、この��STはUVとなり、;ての��

�がExcelシートに'(されます。(?@Z[\])

?@に'(した��ABを	れた,-、そのDの;��

データのExcelシートへの'(をパスします。

J&の��KLに、��ABが'(された,-、;ての

��が	れた,-だけ、Excelシートへの'(をパスします。

チェックを	すと、この��STはUVとなり、;ての��

�がExcelシートに'(されます。(?@Z[\])

���を��の�、または、どちらかの�に&�を'(

します。*+は、��を.いません。

���を��の�、または、どちらかの�に&�を'(

します。*+は、��を.いません。

Excel��"#��について

Excelシートへの'(_`STは、?@のように.われます。

J&の��KLに���が'(されている,-、'(された;ての���を	れた,-に、��を	れたと�dします。

CL-200
��fTAB

CL-200
��fTAB

'(された

��AB

'(された

��AB

Excelへの

'(gり

Excelへの

'(gり

Excelへの

'(Uし

Excelへの

'(Uし

Excelへの

'(Uし

Excelへの

'(Uし

Excelへの

'(gり

Excelへの

'(gり

KLカーブ

KLカーブ

h)?@のように、 -200の��fTABからmnに	れた,-、��データがopqとなるため(Excelシートへはs���)tuな��は.えません。CL

このExcel'(_`は、 -200がtuな���をzしてきた,-のみ、tuに��が.われます。CL

mnに の��CL-200
ABを	れると、tu

な��が.われません。
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�_ケーブル
コニカミノルタセンシング è é( ) T-A11

USB RS- 232C'*+の.5に6いて

パソコンに「ëLm」と�_できる 232Cポートのìきがない、または、ノートパソコンに 232CポートがíîされていないÏÐ、RS RS

パソコンの ポートを 232CにÀhして、「KLm」の 232Cポートに�_します。USB RS RS

「 - 232CÀhº」は、ユーザòでóôのものをご�öください。 øù�にはúまれておりません。USB RS

þÿでは、��の「 - 232CÀhº」で� ��をしております。USB RS

また、�Àhºに��するインストールガイドに	ってÀhºのドライバを�にインストールしてください。 ��にインストールした¹、

その�に�りþてられたポート�Êを��し、Õ�の「����の:�」の 232Cポートに、その�Êを:�します。RS

���� ラ トックシステム㈱

��� シリアルコンバータUSB-

�� REX USB- 60F

�� �5,800

�7�データが、 シートに�い�?で24されるÏÐがあります。これは、��の��により7�データが��かなÏÐです。) Excel

この7�データが��なÏÐは、7�ÓÔ¹、 シートから� してください。Excel

1.7�BCを!えたÏÐ。"]の7�データが24される( )

2.#KLにより、?L、?$Lの%Lが#�したÏÐ。
3.&®?$L7�1 ⊿ が7�BC<のÏÐ。(Tcp, uv)

4.7�レンジが��できずに7�がRわれた。
5.7�が��なレンジで*Rされた。
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「 - - 」で「9:」の��;<�W32 200CL MLT RS

�) -200Aは、 ケーブルで�_します。CL USB


