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エヌエフ
ブロックシステム
EPO4000S/8000S/10000S/12000S
EPO6000M/12000M/18000M/24000M/36000M
EPO2000S/2000X
ES2000S/2000U
パワーハイテスタ
3193,3194,3167,3330,3331,3332

1¾
5¾

GP-IBボード

ソフト¿À

W32-EPOH1-R
W32-EPOH1-N
W32-EPOH5-R
W32-EPOH5-N

ラトックシステム

NI
ラトックシステム

NI

ÃÄ

230,000¹
450,000¹

：Windows7/8.1/10(32 or 64bit)
Excel2010/2013/2016/2019 (32bit Only)

システム
はエヌエフブロックのです。
3193,3194,3167,3330,3331,3332は、%& 'のです。



ブロック

Windows98/Me/2000/Xp
MS-Excel2000/2002/2003

GP-IB

パワーハイテスタ

$%&'

パソコンからGP-IBを.して
2や456を78します。


パワーハイテスタ

$%&'

」をしながら、AC'*やの

%&

%&

%&

%&

AC

・ACの「」「


パワーハイテスタ

$%&'

のを,います。

1.ACの2・456を&し、2DEをONにしたJ、ACの%&Kをした%&Lや、のE%&LをExcelシートにNO
TりVみます。 Eの%&XY・%&Z[[\・%& 6は^_に`Eしておきます。 %&をbdすると ACのDEをghiにOFFにします。
ACkmでの2no・E%&もqKです。
2.Excelシートに`Eした2L・456LにsづきACDEを78し、uZにEによる%&をwいます。 まず{|に、 Excelシート}に78した
い2Lや456Lを~に`Eしておきます。 %&をするとソフトは Excelシートの2L/456Lを みVみ、そのLでACを&し
たJ、Eの%&Lを みVみExcelシートにTりVみます。 に、そのに`Eされた2L /456Lを みVみACを&しEの%&
Lを みVみます。 このに ACの78とEの%&LTりVみをりします。 Excelシートの{w6の65,000まで78と%&をり
すことができます。

7

ACを78するために^_に
`Eした2と456L。
2だけ、は456だけの`
EもqK。

・ACを89しない:;は、

AC¸の%&K
をした%&L

E1の%&L

E2の%&L

だけのデータDFGりJみがLです。

&した%&XYを、&されたZ[[\で{65,000 までExcelシートにTりVみます。 また、%&Zに、Z[のghリセットをwうことが
できます。 また、 GP-IBでO£された%&(マルチメータなど)の%&LもuZにTりVむことがqKです。

)3194では、±²5の%&には³´しておりません。3193とu·の%&XYだけの%&がqKです。
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QR
ÈプログラムはExcelのアドインとしてします。
ExcelからÈアドインをÉすると、Excelシート
に、このウインドウが¢われます。
「START」ボタンでAC
のと Fの{
データをExcelシートに5り:みをします。

スタートすると、 {されたAC
の
を]し、その、 Fの
{を5:みます。5:んだデータ
は、その、Excelシートに
されます。なら%や
からのを することもでき
ます。
Excelシートに5:んだデータは、キーボードからDFしたデータ
とJじように、Excelの'NをQRして、T・VX・YZを[\
に]うことができます。 また、fgにデータが5:まれるkmを
Excelのグラフウィザードで{しておけば、データ5:とグラフ
がリアルタイムに]えます。
アドインにghグラフÇÈKはありませんのでExcelのグラ
フKをし、ユーザÌでÇÈしてください。

STUV
アドインをÎhするとExcelシート}にÏÐÑがÒÓされます。 Eの%&ÔÕや ACの78ÔÕを`EしたJ、「START」ボタンをクリック
し%&をします。 ただし、「 START」ボタンは、ØÙ、ÚÛÜÝになっています。「START」ボタンをßÛにして%&をqKにするためには、
「START」ボタンàÌの「UNLOCK」ボタンをクリックし、2áâ¸に「START」ボタンをクリックしてください。 2áをãäすると、ghiに「START」ボタン
はÚÛÜÝにåります。 これは、æçに「 START」ボタンをクリックし、ACからの±2DEをèéするêëのためです。
AC
・ F{をします。
¢£のカーソル¦&から§じ¨©ªへデータが5り:
まれます。 「 PAUSE」を¯にクリックしてから「START」
をクリックすると、ステップ{モードとなり「START」を
クリックする¸に１{を]います。「PAUSE」を»¼
すると½¾{に¿]します。
½¾{Àに「PAUSE」をクリックしてもステップ{
モードに¿]できます。

Excelシートのカーソルの¦&を¿します。
するExcelシートをÆりÇえます。

この「UNLOCK」ボタンをクリックすると
2Âだけ「START」ボタンがÃÄにな
ります。
{をÀÅします。

ACの78ÔÕ
`Eìí

Eの%&ÔÕ
`Eìí
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ACの

)î`EXYのïðñòは、óにôõするTöñò÷をøùください。

78ÔÕのë`EXYにûり、ÐÑÌの「KEY」マークのボタンをクリックしないと`Eができませんからごçください。
これはæçにACのDEÔÕをýþしないためのÿです。
AC

のを]うÎÏにチェックをけます。
AC

のðñのDFkmの/òをÆりÇえます。
AC

のタイプをËÌします。

AC

の

Íの{を]うÎÏはチェックをけます。

ÍÕFを「Ö{」、「Excelより×:」からËÌします。
「Ö{」は、「ÕF Í」ØにDFした ÍにÖ{して{を]います。
「Excelより×:」は、ExcelシートにDFした Íで{ ÍをÙÚしながら{を]います。
「Excelより×:」をËÌしたÎÏ、ExcelシートのÕF ÍをDFした¯Û¦&にカーソルを&いて、
「5Ý」ボタンをクリックします。「ÕF¯Û¦&」Øに[àにセル¦&áâがDFされます。
「Ö{」をËÌしたÎÏ、ここにÕF{する ÍをDFします。
「Excelより×:」をËÌしたÎÏは、ÕF Íの¯Ûセル¦&がされます。このÎÏ、「5Ý」ボタン
でのDFとなり、ÞDFはできません。
AC

のÕFレンジをËÌします。

AC

のÕFモードをAC/DCでËÌします。

ìD¦íをËÌします。
íモードをËÌします。
îïÕF

Í{©をËÌします。

Èボタンをクリックしないと、AC
AC

の{ðñがÃÄになりませんからごã

ください。

のÒÓÔの{を]うÎÏはチェックをけます。

ÒÓÔÕFを「Ö{」、「Excelより×:」からËÌします。
「Ö{」は、「ÕFÒÓÔ」ØにDFしたÒÓÔにÖ{して{を]います。
「Excelより×:」は、ExcelシートにDFしたÒÓÔで{ÒÓÔをÙÚしながら{を]います。
「Excelより×:」をËÌしたÎÏ、ExcelシートのÕFÒÓÔをDFした¯Û¦&にカーソルを&いて、
「5Ý」ボタンをクリックします。「ÕF¯Û¦&」Øに[àにセル¦&áâがDFされます。
「Ö{」をËÌしたÎÏ、ここにÕF{するÒÓÔをDFします。
「Excelより×:」をËÌしたÎÏは、ÕFÒÓÔの¯Ûセル¦&がされ、「5Ý」ボタンでのDF
となり、ÞDFはできません。
ã)
Í{とÒÓÔ{をともに「Excelより×:」に{したÎÏ、ずExcelシートの Í{
のすぐæçのèにÒÓÔをDFしてください。
{スタートに、AC
{óôに、AC

のÕFONを]するÎÏにチェックをけます。
のÕFOFFを]するÎÏにチェックをけます。

ÍまたはÒÓÔをÙÚ、 Fの{までのõöをDFします。÷ø3,600Âです。
Í/ÒÓÔがÖ{のÎÏは、「5:Ô」ØにDFしたÔまで、õöごとに{をúりûします。
÷üの{にýり{õöをøきくとりたいÎÏに、õöのþÿをDFします。
AC
をONにして{が{するためにくのをとするÎÏなどにRします。

2LをExcelに`Eしたú

AC

のGP-IBアドレスを{します。

AC

の{ðñを{します。チェックをけたときだけ、ðñDF

456LをExcelシートに`Eしたú

ÕF¯Û¦&

ÕF¯Û¦&

3/6

がされます。(

2Lと456LをExcelシートに`Eしたú

ÕF¯Û¦&

ページ

)

ACが'Yするを89し、[をGJむ:;の]^



Excelシートに5:む{にチェックをつけます。AC/DCÕFにより{aNなE$がgなりますから、
ずしもチェックをけたE$がすべてExcelにDFされるとはýりませんのでごã ください。
EPOシリーズのÎÏ、ピークホールドON/OFFの{、ESシリーズのÎÏは、ピークON/OFFの
{を]ないます。
íのËÌを]ないます。



の

)î`EXYのïðñòは、EóにôõするTöñò÷をøùください。

ÇñòのÐÑは、５¾をして
かれていますので、 ¾ソフトでは
ÐÑがなりますのでごdくだ
さい。

{をします。
¢£のカーソル¦&から§じ¨©ªへデータが5り:
まれます。 「 PAUSE」を¯にクリックしてから「START」
をクリックすると、ステップ{モードとなり「START」を
クリックする¸に１{を]います。「PAUSE」を»¼
すると½¾{に¿]します。
½¾{Àに「PAUSE」をクリックしてもステップ{
モードに¿]できます。
{をÀÅします。

しない%&のÿ

するExcelシートをÆりÇえます。

ここをダブルクリックすると、その{は、¾されてい
ないとみなされます。 えば、５Rのソフトで２しか
¾しないÎÏは、RしないÔÿだけこのÿをダ
ブルクリックして「X」をさせてください。

Excelシートのカーソルの¦&を¿します。
Rする{はされます。
{のGP-IBアドレスを{します。
{のGP-IBの{©は、 {の
5を ください。
{のを{します。

{のをDFします。DF は、
0～3,600です。 AC
にチェックを
けるとòとなり、「{õö」のDFが
このの"わりの#$をします。
%Øまたは0をDFしたÎÏ、そのでの
÷&でデータを5り:みます。
¨' 。

<{E$をOFFに{します。
Mに{をするÎÏは、ず１つ)の
{E$のËÌがです。
{するE$にチェックをけます。
{をするÎÏは、ず１つ)の{E
$のËÌがです。

おおよその{&について
(PentiumⅢ 500MHzのÎÏ)
１の3331を<E${、0.2sec/
５の3331を<E${、1.0sec/
１の3330を<E${、0.25sec/
５の3330を<E${、1.0sec/
1の3193を60E${、0.15sec/
2の3193を60E${、0.25/

E$のFO
V( Í), A( ï), W(ÃÄ F), VA(Pí F),
VAR(QÄ F), PF(FR), DEG(¦íS), IP(
ïピーク),FREQ(ÒÓÔ), AH( ï@Y), WH(
WÏの F@Y),PWH(0çの F@Y), MW
H(Zçの F@Y),TIME(@Y)
なお、1～3はCh,0はSUMをします。

データを5り:むÔを65,000)¨でDFして
ください。 {された{Ôでデータ5り:
みをóôします。 また、 Excelシートの÷¨]に
*+するとóôします。
AC
にチェックをけ、 Í,はÒÓÔ
ÕFを「Excelより×:」に{すると、このØは
òとなります。

3331をRするÎÏ、\]モードが^íまたは
３íのどちらに{されているかにより、{a
NなE$がÙわります。
もし、{できないE$にチェックがつけられて
いたÎÏ、[àにチェックがbされます。
{で、@Yをリセット/ステートします。
{À、{データが
にAえるように
Cにシートをスクロールします。

{をHOLD./で{を]います。
より01なでのデータ5:を]いたい
ÎÏや、2Ôでの{で、{の
3なりべく6なくしたいÎÏにチェックをけます。
J7のGP-IBの8の{からJに
データを5り:みたいÎÏにチェックを
けます。 マルチメータ,;,トルク,
カウンターなどですが、<ての{での
=>しません。
チェックをけると ?
がされます。

{とともに、{E$のE$FをExcel
にDFします。
{データとJに%をExcelにDFします。
{データとJにからのをExcelに
DFします。
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DFした<てのðñを、=deび、×みÕします。

3193,3194をabした:;の、deの



「3193」「3194」のをËÌしたÎÏは「{E${」
ボタンをクリックすると¨Tがされます。
÷üに「5Ý」ボタンをクリックしてください。 {とkl
を]い、¢£の{の\]モードをnべ、{できない
E$を
からo¼します。
{aNな{p$だけがされた、{するE$
にチェックをけます。

fgの7

AC
EPOシリーズのGP-IB



「INTERFACE」ボタンを1qすと、パネルに
「INTERFACE」がされます。
ロータリーノブをして、「GP-IB」をËÌします。

ESシリーズのGP-IB

のGP-IB{©

もう7「INTERFACE」ボタンをqすと、パネルに
「GPIB ADDRESS」がされます。
ロータリーノブをして、v のをËÌします。



「ADRS」ボタンをqします。ロータリーノブをまわして
v のGP-IBアドレスを{します。

に「æxy」ボタンをqし、Ôの{|を}Ô{の
æへ¿します。ロータリーノブをまわして「0」に{
します。「0」はデリミタ「CR+LF」を します。
「ENTER」キーで{をóôします。
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さらに「INTERFACE」ボタンをqすと、パネルに
「GPIB DELIM」がされます。
ロータリーノブをして、「CR+LF」をËÌします。
「ENTER」キーで{をwôします。

o*p(マルチメータu)の

vw

b{とはGP-IBでパソコンと¾されているがあります。(¨T)
b{からられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、2ÔのデータのÎÏ(Max10)、データはコンマやスペースでÆられている
があります。
ã)b{からのデータ5り:みは、<ての{とのklを=>するものではありません。
b{のGP-IBアドレスを{します。
{のデリミタを{します。kCは、LF+EOIです。
{gに、{にlするコマンドがあるÎÏは、ここにDFします。 ファンクションやレンジÆÇえのコマンド
をDFします。 kCは%Øです。
もし、b{からデータをけ5る、クエリーコマンドをfgにlするがある、ここにlする
クエリコマンドをDFします。ほとんどのÎÏ、%ØでOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンド§のものでしたら、¨'のコマンドのどれかがRされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
b{のデータlにトリガがな、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「v コマンド」からトリガの©をËÌします。
kCは、「GET」のËÌをします。
「v コマンド」をËÌしたÎÏは、トリガコマンドをテキストボックスにDFします。
b{のデータにYを]うときにチェックします。 2ÔのデータがlされたÎÏは、その<ての
データに、¨'にDFしたYが]われます。
り:んだデータに、¨'Yを]った、ExcelへDFします。
ExcelへのDF = ( {データ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへDFするfEをここにDFします。
%ØのÎÏ、「b{」がDFされます。
b{のデータをÔとしてうか、としてうかの{を]います。
kCは「Ôデータ」に{します。
b{から2ÔのデータがlされるÎÏ、データのÆりを
7àには「コンマ」がRされます。
GP-IB

３．９９９

100.0

AC
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{します。

E

%&
( DMM·)

