
��データは、Excelシート

の�のカーソル��を�

�に����に��みます。

(!"#)

カーソル��を$%するこ

とにより、-.の��を１つ

のExcelシートに��みます。

Excelシートに��データを��んだ3、

4%5に6"を7います。

6"3、9:は;<=5に>わせて

4BにCDしてください。

・ ��データを	
�として、Excelシートに��みます。

チャンネルの��を� に��むことができます。

・オシロ(の )*による-.�を/051まで� に��むことができます。

また、 に��んだ��の「 」「 」「 」「 」も9:;に<=されます。

・��を@Aすると、9:;にBCをDいます。

・ - は、トリガKにLMし20 Pまで、QR;に��を��むことができます。

9SにT.したトリガUVにより、XYがZ[するごとに、その��を200Pまで9:;に

��を�りつづけます。

2

MEASURE

Excel MAX MIN AVE Vpp

W32 DSO3000CYC 0

DSO3000シリーズ
デジタルオシロスコープ

アジレント・テクノロジー

��

�	

;<できるKL

DSO3000シリーズはアジレントテクノロジー|の}~です。
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ラトックシステム�
9:
LMし
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W32-DSO3000/-DSO3000CYC

DSO3000 (GPIB )
03.02.06
シリーズ �き

バージョン ��

MプログラムはExcel�のアドインとして%6します。W%すると、Excel

シート�に、このウインドウが�われます。「��\]」ボタンで��デ

ータの�り�みを\]します。��を\]する`に、��むチャンネル

gh・��\]データ��・��データjさをkmしておいてください。

��のQR�� だけの)*です。(W32-DSO3000CYC )

����-1 ����-2 ����-3 ����-4

トリガレベル

��データをパソコンに�¢している £ ¤1¥£ は¦のデータを@け�けることが=§ません。( )

トリガKに/0 ��までをQR;に��むことが=§ます。
ただし、��データをパソコンに©Aªは、¦の��を@け�けることが=§ません。
«いまして、��と��の ££¬がいと��の�りこぼしがZ[します。

100

¯ °ソフトは、オシロスコープのファームウェアバージョン「 」��で:Bが¶·されます。) 03.02.06

��データの��
MEASURE�の��
イベント�に、２００��まで��の����

◆

◆

◆

オシロスコープ

GP-IB
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オシロスコープMsでkmしたGP-IBアドレスと|じ~をkm

します。

Excelシートへ��する���の��を します。�m

�1) に��まれる��のデータ.は、���� データ

ですが、��レンジでは、�� データになります。

�2 ��の����は、Pentium GHzのパソコンを;<した�>、

��がおおよその=�となります。

・��データ. 1チャンネルの�、�1 

・��データ. チャンネルの�、�2 

Excel 1,200

600

) 3

2

��を�り�むチャンネルにチェック
¨けます。

ªm«から��の��を\]します。

Excelシート�のカーソルを��／¯!
に$%し����\]��を°mしま
す。「スタート」ボタンをクリックするとカー
ソル��から���へ��データを�
�みます。

Excelの²³シートを´りµえます。

 !"#

データをExcelシートに��3、4%5に6"を7な
います。 また、��の·の¸さを�³します。

「¹º��」タブは、トリガ½に4%5に��を��
みます。 - のみのK¾です。W32 DSO3000CYC

「����」ボタンで、�の��を１�だけ

��みます。

Å のÆÇ~をÈのÉÊ��へ

CµするためのÌ.を��します。

��は、「A=1」「B=0」です。

Excelシートへは、��のÏÐÑÒが��

されます。

��~ = ( ��ÆÇ~ - B ) * A

チャンネル

��データからExcelÔ.を;<して「MAX

~」「MIN~」「ØÙ~」「Peak To Peak~」を

ÞÐします。

。

「Peak To Peak~」は「MAX~」と「MIN~」に

チェックを¨けたときだけÞÐß¾です

ここでの「 」「 」「 」は��んだ��

データàáâでの~であり、「ªm«のªm~」

での「 」「 」「 」äは、

オシロåæçèでのÞÐ~です。

MAX MIN AVE

VMAX VMIN VAVerage

��を��むàáを�mします。

����が「0DIV」でìíが「1 DIV」です。2

オシロスコープîでÞÐされたªm~を��みます。
km�ïはðページを#òください。

��データを��んだ¸

�から
・ó¨
・�ô
・オシロの ~
・ �の
・��データ
のõで��まれます。

MEASURE
Excel MAX/MIN/P-P

ó¨�ôを に��む�>にチェックします。Excel

オシロスコープ)のMEASURE�	の*+�.�の1+

ù�むªm~の / をkmします。ON OFF

ªmするû=に4Bなüýを��します。ここで��したüýが に��されます。Excel

Åªm~のÏÐÌ.を��します。このÌ.がþÐされた3、
に��されます。
への��~ ªm~

Excel
Excel = ( - B ) * A

ªm~のÿ�チャンネルを�mします。

ªmû=を��から��します。
"FALLtime", "FREQuency", "NDUTycycle", "NWIDth", "OVERshoot", "PDUTycycle",
"PERiod", "PREShoot", "PWIDth", "RISetime", "VAMPlitude", "VAVerage", "VBASe",
"VMAX", "VMIN", "VPP", "VRMS", "VTOP"
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チェックを¨けるとオシロâ�のç��データを��し
ます。 チェックを�すとオシロåæの��だけが�り
�みのÿ�となります。
オシロâ���データ データ
オシロåæ��データ データ

=4,000
=1,200



����を\]します。

トリガは「 」にkmされ、トリガが	かるごとに4%5に��が シートに��し

�り�まれます。�り�み�は、「����」でkmされている�に�います。

シートに������`に、ðの�hが��されて �� されます。

なお、「����」の�kmでグラフ6"にチェックがついている�>、���り�みと|�

に6"が7われますが、１０�の6"が7われた3、4%6"は となります。

SINGLE Excel

Excel

OFF

��の��を��します。

�オシロスコープに²³されている��を �だけ��、ÞÐ |�に7います。1

トリガチャンネルを�mします。

オシロåæ��からのトリガ��を��で�mします。

トリガのスロープを�mします。

トリガレベルを�mします。��の�>は、レベルkmは7われません。

��の46��

QR��は、オシロスコープを「 」にT.し、トリガが»かり��がオシロスコープの½¾に¿Àされるごとに9:;に��データが

シートに��まれます。/0２００PまでのLMし�り�みがÃ*です。ただし、 へ����ªにZ[した��は�り�みができませんから、

ÆÇにZ[する��の�り�みにはÈÉきです。 ¸えば、オシロスコープの だけの��を��むÌÍ、 チャンネルのデータ�り�みに

¤1¥の £をÎしますから、1¥�ÏÐいÑÒでZ[するAÓ��は�りこぼすことになります。

「 」ボタンをクリックすると、トリガUVがT.され、トリガが モードになり、��のÖ×をØちます。

SINGLE Excel

Excel

CH-1 1

START SINGLE「 」

※ - だけの)*です。W32 DSO3000CYC

��のエッジトリガ�を4%kmする�>にチェックをつけます。
�、 %でオシロスコープにkmされているトリガ�をそのまま;<する�>は、チェック
を�します。チェックを�すと「 」�、トリガを「 」モードにkmするだけです。START SINGLE

��の���.を から の�でkmします。テキストボックスをダブルクリックする
と または2 に´りµわります。
ただし、��を�り�み�に シートの!&に'(すると、ここでkmした�.に
'(しなくて �り�みを)�します。

1 200
1 00

Excel

「����」「¹º��」の��された�を*+またはù�みます。

��の46��7

１Pß 2Pß 3Pß 4Pß 5Pß 6Pß
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