
��

W32-DSM8104/V ����

����

DSM-8104
DSM-8104は、����の	
です。

��	 
���/

スタートすると、ファンクション･��

レンジ･����などを��した�、

 �されたﾞ���$で、 �され

た&'のデータを*+みます。0

1なら34�5も47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CDしたデータとFじように、

ExcelのJKをLMして、OP・RS・TUVをWXにYうことができます。 また、

Z[にデータが*+まれる\]をExcelのグラフウィザードで��することが

dKですから F�にデータ*+ グラフfがリアルタイムにYえます。
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GP-IB

���� アドイン<�=の>?

*'�@について。
「 」では、*'�%を&'したままでの*'だけがZ@です。W32-DSM8104
「 」は、さらに*'�%をZ] スイープでの*'もできます。W32-DSM8104V /

noをpqしながらの��をYうrsは、��tu[に、noをpqするvwyりに シートにExcel

no{をCDしておく01があります。

その��セル��にカーソルを�いて「*�」ボタンをクリックすると、そのセル��が��noの

セル��として��されます。

f�gh・kmghのpqアップにuvちます。

�{・|}*'を~=����に*'できます。

*'�%を]えながらの�{*'で「 ��」を��*'できます。V-I

マルチメータ�の�の*'�と��*'ができます。

◆

◆

◆

◆

���や����をpqしながらスペースキーを�すごとに��{がリアルタイムに シートExcel

に*+みます。���のリアーパネルの��トリガ��にフットスイッチを*り4ければ、さらに

¡¢£な��がdKになります。

 �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

¤¥20¨&までのデータを©ªして*り+むことができます。 シ ーケンス・プログラムによる��

もdKです。

Z[に シートにCDした��no{をなぞりながら��をW°£にYうことができます。Excel

1000 までの ²³の��がdKになります。 だけのJKです。V V-I W32-DSM8104V

GP-IBでÁªしたマルチメータVのno・ÄÅVのデータがF�に*+めます。

ÇプログラムはExcelÈのアドインとして°Oし

ます。ExcelÈからÇアドインをÉ°すると、Ex

celシートÈに、このウインドウがÊわれます。

ファンクション,��レンジ,���$,*+&'

Vを��し「START」ボタンをクリックすると�Ð

をtuします。

�f*'�

の��もZ@

３．９９９

フットスイッチ

による*'がZ@
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��ファンクションを��します。「nÑ��」「ÒÓ��」「��ÒÓ¢」「ÔÕÒÓ¢」

nÑレンジをAUTO/MANUALでÚÛえます。また、��するnÑレンジを��します。

nÑレンジリストは、����の��によりpわりますからÜÝしてください。

����を��します。��ÞÅをßつためには「 」áÈに��することをおâめします。1PLC

��

�)*'��ROM-VER1.06��をご��ください。

� �ソフトの��は、*'�の ��で� されます。) ROM-VER1.06



���からデータの*+をtuします。

「PAUSE」ボタンを�に�してから、「START」

ボタンを�すとスポット��モードになり、

「SPOT」ボタンによるスポット��がdKに

なります。

��æは「çè」、ポーズæは「 è」、êëæ

は「ìè」となります。

データの*+をí�æëします。もうíÅクリックす

ると、*+をîtします。

また「 」を¤ïに�した�、「 」を�すとPAUSE START

スポット��モードになります。

データの*+をêëします。

「PAUSE」æ、ð¡となり、クリックするñにデータを*
り+みます。
スポット��モードでは、データの &��にòMします。1

トリガóôを��します。

・FREE-RUN
DSM8104 FREE-RをFREE RUN÷øで��します。

UNでは、あまりùい���$での©ª*+をYうと、

úûしたデータを*り+むrsがありますからÜÝ

が01です。

・パソコン
HOLD-MODEの��となり、 �した���$ñに

パソコンからトリガをかけます。þÿ��ñの��な

データ*+をYいたいrsに��します。

また、no����ては、このトリガ�	を��する

ことをお
めします。

・�f¦§
HOLD-MODEの��となり、���のリアーパネル

の��トリガ��の��によりトリガがかかります。

フットスイッチをòMしてのデータ*+をYうrsは、

このトリガ�	を��します。

�����のデータをF�に*+むときにチェ

ックします。�ページの��を��ください。

データに34�5を47します。

データのCDと�にシートをスクロールします。

¤ïのデータ*+�、�����Vのヘッダを47

します。

���のシーケンス・プログラムJKをòMして

��をYいます。��は、 を���さい。�P

「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。���の��がYわれた�、「SPOT」ボタンのクリック�ちとなり

ます。 「 SPOT」ボタンをクリックするñにデータがExcelシートに*+まれます。

この「 」では、「þÿ��」の�には1,2,3...と「©ªw�」がCDされます。スポット�M��モード �えば、��� を*りÛえながら、!々の��� の��をYうrsに

#L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。

「 」SPOT SPOTボタンの&'のÈ()ボタンは、*[の��データをî��するためのボタンです。このボタンを�した�、「 」ボタンで��をYうと、��データは*[に��したデータ

にÈ+きされます。「スポット��モード」のときだけð¡です。また、nodp��ではòMできません。

スポット*'モードの��ª«

スポット��モードの�、*[に��した��{

をî��します。 &だけクリックがð¡です。1

クリックした�、「 」をクリックすると*[のSPOT

��データがクリアされます。。

nodp��のrsはòMできません。

nodp�� no�� のrs、そのno{( )

も シートにCDします。Excel

nodp��でOPを にしたrsは、0ずON

チェックをつけます。 だけ(W32-DSM8104V )

��データとF�に��tuからのþÿ��を

ExcelシートにCDします。

��æの��データのOPをYいます。

チェックをつけるとOP�	の��1ÕがÔ2

されます。��は�ページを��ください。

��óô3てのß4・56しをYいます。

その7の����をYいます。�8を��。

2/5

DSM8104が9:するシーケンス・プログラムJKによる��をYいます。

※[ページの「シーケンス°O」にチェックを4けると&P1ÕがÔ2されますから

プログラムw�を��し、°Oóôを<�にCDします。

・プログラムw�「9」は、サポートしません。

・シーケンス・プログラムの��?@は、���4Aのマニュアルを���さい。

��tuにより��{を シートに*+みますが、その��{のW°OPをYうときにチェックをExcel

4けます。チェックを4けると&PがÔ2されますから、OPのóôをCDします。

D�noでの��のrsは、 Eはþÿ�� Eは��{でOPされます。このとき、「データ'」X /Y

に��&'をCDする01があります。

でnodpでの��では、 Eはno{ Eは��{でOPされます。「データ'」W32-DSM8104V X /Y

は ÈにCDしたno{'にW°£に��されます。Excel

nodp��をû'&��するrs、 サイクル�のデータだけがOPされ、 サイクル�áFはO1 2

PはYわれません。

D�no��のrs、その��noをここに

CDします。

��&'を¤¥ ¨&でCDします。20

�����$をここにCDします。

�����$のCDG�を「H」「�」でÚ

Ûえます。

「����」

「シーケンス��」



��データをExcelシートへCDする�の

G�を �します。

��æのJKnÑ{を��します。

ノイズフィルタを で��します。ON

トリガ・ディレー��をCDします。

チャージ6Dを にします。ON

��tu[にディスチャージ/チャージ

NOをYいたいときにチェックします。

このNOは��tu[に１&だけQYさ

れます。

ディスチャージ から とチャージの��(0 9.9)

から をCDしてください。(0 1800)

Ü )シーケンス°OONのrsはÇJKは1

RSそれます。

ÔÕÒÓ¢ ��ÒÓ¢���のパラメータ/

を��するrsにチェックを4けます。

チェックが4いていると、��ファンクションに

TUなく、「パラメータCD」へCDした{が

���に��されます。

nVのWZを��します。

�[\さをCDします。

ÒÓ¢U' をCDします。(D1)

ÒÓ¢U' をCDします。(D2)

¬®が¯つ°±につきましては、 に²³する´µ¶·¸を¹ºください。DSM8104

DSM8104 GPIBの アドレスをセットします。

��{の]�^_をCDします。

`'、またはどちらかí�にCDします。

`�がa�のrsは、]�はYわれません。

]�{を�れると��{はçèで シートExcel

にCDされます。

「 」ボタンをクリックしてから、Qbに�START

�をtuするまでのcd��をCDします。
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�����とはGP-IBでパソコンとÁªされている01があります。(�P)

�����からeられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、û'のデータのrs(Max10!)、データ�はコンマでhÚられている01が

あります。Ü)�����からのデータ*り+みは、3ての���とのy�をßiするものではありません。

もし、�����からデータをjけ*る�、クエリーコマンドをZ[にe�する01がある�、ここにe�する

クエリコマンドをCDします。ほとんどのrs、a�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、�oのコマンドのどれかがòMされます。

:READ?       :FETCH?     :MEAS?

�����のデータj��にトリガが01な�、チェックをつけます。

�����のGP-IBアドレスを��します。

*り+んだデータに、�orUをYった�、ExcelへCDします。

ExcelへのCD{ = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへCDするZ�をここにCDします。

a�のrs、「�����」がCDされます。

��tu[に、���にe�するコマンドがあるrsは、ここにCDします。 ファンクションやレンジÚÛえのコマンド

をCDします。 yvはa�です。

���のデリミタを��します。yvは、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「zÝコマンド」からトリガの�	を��します。

yvは、「GET」の��をします。

「zÝコマンド」を��したrsは、トリガコマンドをテキストボックスにCDします。

�����のデータにrUNOをYうときにチェックします。 û'のデータがj�されたrsは、その3ての

データに、�oにCDしたrUがYわれます。

�����のデータを'{として|うか、}~として|うか

の��をYいます。yvは「'{データ」に��します。

�����からû'のデータがe�されるrs、データの

hÚり}~を �します。í�£には「コンマ」がòMされます。

GP-IB

�f*'�

３．９９９
DSM8104

�����がe�するデータ'をセットします。

「 の"#」

アベレージを で��します。ON

DSM-8104

GP-IB

$%&#' マルチメータ6 の"#:;( )

DSM-8104のリアーパネルの

��トリガ�� にフット(BNC)

スイッチを*り4けます。

フットスイッチの@りBけ

��トリガJKをòMして、フットスイッチによるデータ*+がdK

です。

フットスイッチには、チャタリングのRいスイッチをòMしてください。

チャタリングの¥きいスイッチをòMすると、��{を２úに*り+み

ますからÜÝしてください。



&#�EをG#したJKでNO&#

D�にチェックを4け、6DnoをCDします。

��&'をCDします。a�では、 &としてNOします。200,000

�����$をCDします。CD��は から です。0 36,000

���$のG�を「H」「�」でÚÛえます。

��をtuすると、��データは、その� シートのカーソル��から���にCDされます。Excel

ここでは、この��にカーソルを�いて��をtuしたrsの�です。
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&#�EをPQしながらのNO&#

noをdpしながらの��では、「��」にチェックします。

��&'をCDします。 &の��ごとに、�の&'の�に1

�°して��データをCDします。もし、 シートの&�Excel

に��すると��はW°£に$%します。

��サイクルの���$をCDします。CD��は から です。0 36,000

���$のG�を「H」「�」でÚÛえます。

Z[に シートÈに���にno{をû'CDします。Excel

その����にカーソルを�いて「*�」をクリックします。

6Dnoの��セル��が*�されます。

<noñの、nopq�、��tuまでのcd��をCDします。

��をtuすると、��データは、その� シートのカーソル��から���にCDされます。Excel

ここでは、この��にカーソルを�いて��をtuしたrsの�です。

nodpデータ。��tu[にCDしておきます。

��[に、この��にカーソルを�いて「*�」ボタンをクリックし��します。

1サイクル®の*'データ 2サイクル®の*'データ
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�)「W32-DSM8104V」だけの�@です。
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TEL               FAX052-805-5177      052-805-5144

〒470-0125 ��������1-1301

（	
��システムハウス・サンライズ）

����	


http://www.ssunrise.co.jp

【����】

パソコン が¿Àに��する��: -OfficeMS

Windows 7/8.1/10(32 or 64bit), -Offics2007/2010/2013/2016(32bit Only)MS

�Ã �Ã ディスプレー ÆÇÈ �ÃRAM GB GB: Windows7(2 ),Windows8.1/10(4 ), : 1,024*900
Windows 7,Windows8.1,Windows10, -Office/ExcelMS は、
ÌÍマイクロソフトÏの	
です。

【	
】

ソフトYZの[\が「- 」の]^のN GP-IB

GPIB USB HS- - +

ナショナルインスツルメンツ

778927-01

�ÕÖ×ØにÙずる。

�ÕÖにおÜÝせßさい。

ソフトYZの[\が「- 」の]^のR GP-IB

ラトックシステム

�à

á�

OS

��

USB GPIB2- コンバータ

REX USB- 220

48,000 ( )ä åæ

�ÕÖ

�ÕÖ×ØにÙずる。

�à

á�

OS

��

�ÕÖ


