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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
デジタルパワーメータ
WT110,WT130,WT200,WT210,WT230

1´
5´

ソフトµ¶

GP-IBボード

W32-EPOW1-R ラトックシステム
NI
W32-EPOW1-N
W32-EPOW5-R ラトックシステム
W32-EPOW5-N
NI

¹º

230,000¯
450,000¯

"#$%：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。
WT110,WT130,WT200,WT210,WT230は、 !のです。



ブロック

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

GP-IB

GP-IB

デジタルパワメータ


デジタルパワメータ

パソコンからGP-IBを0して
4や678を9:します。

&'()

&'()

・ACの「?」「BDF」をしながら、ACHIやの

>?'(@

'(

'(

'(

AC


デジタルパワメータ

&'()

のをKいます。

1.ACの4・678を(し、4をONにした、ACの'({をした'(uや、の'(uをExcelシートにo
UりWみます。 の'(FH・'(MNNO・'( 8はにしておきます。 '(をすると ACのを^_にOFFにします。
ACでの4・'(もz{です。
2.Excelシートにした4u・678uにづきACを9:し、wMにによる'(をbいます。 まずQに、 Excelシートに9:した
い4uや678uをにしておきます。 '(をYZするとソフトは Excelシートの4u/678uを¡みWみ、そのuでACを(し
た、の'(uを¡みWみExcelシートにUりWみます。 £に、その¤にされた4u /678uを¡みWみACを(しの'(
uを¡みWみます。 この¥に¦£ ACの9:との'(uUりWみを§り¨します。 ExcelシートのQRb8の65,000まで9:と'(を§り¨
すことができます。

M

ACを9:するためにに
した4と678u。
4だけ、¬は678だけの
もz{。

・ACをしない

!は、

AC?の'({
をした'(u

1の'(u

2の'(u

だけのデータ,.0り6みが9です。

D(した'(FHを、D(されたMNNOでQR65,000 までExcelシートにUりWみます。 また、'(YZMに、[\MNの^_リセットをbうことが
できます。 また、 GP-IBでopされた>?'(@(マルチメータなど)の'(uもwMにUりWむことがz{です。
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NQ
ÊプログラムはExcelのアドインとして"#します。
ExcelからÊアドインをË"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、#U・XY・Z[を\]
に^うことができます。 また、ghにデータが5:まれるmp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^_グラフ¾¿{はありませんのでExcelのグラ
フ{をし、ユーザÅで¾¿してください。

RSTU
アドインをÇ_するとExcelシートに¤ÈÉÊがËÌされます。 の'(ÍÎや ACの9:ÍÎをした、「START」ボタンをクリック
し'(をYZします。 ただし、「 START」ボタンは、ÑÒ、ÓÔÕÖになっています。「START」ボタンをØÔにして'(YZをz{にするためには、
「START」ボタンÙÅの「UNLOCK」ボタンをクリックし、2ÚÛに「START」ボタンをクリックしてください。 2ÚをÜÝすると、^_に「START」ボタン
はÓÔÕÖにÞります。 これは、ßàに「 START」ボタンをクリックし、ACからのá4をâãするäåのためです。
AC・F|をします。
¤¥のカーソル¨©からªじ«¬へデータが5り:
まれます。 「 PAUSE」を²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ºに１|を^います。「PAUSE」を½¾
すると¿À|にÁ^します。
¿À|Âに「PAUSE」をクリックしてもステップ|
モードにÁ^できます。

Excelシートのカーソルの¨©をÁ"します。
するExcelシートをÈりÉえます。

この「UNLOCK」ボタンをクリックすると
2Ä¡だけ「START」ボタンがÅÆにな
ります。
|をÂÇします。

ACの9:ÍÎ
æç

の'(ÍÎ
æç
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ACの

è)éFHのêëìíは、îにïðするUñìíòをóôください。

9:ÍÎのåFHにõり、ÉÊ¤Åの「KEY」マークのボタンをクリックしないとができませんからごèàください。
これはßàにACのÍÎを÷øしないための ù です。
ACのを^うÐÑにチェックをけます。
ACのòóのDFmpの/ôをÈりÉえます。
ACのタイプをÍÎします。
ACのÏの|を^うÐÑはチェックをけます。
Ï×Fを「Ø|」、「ExcelよりÙ:」からÍÎします。
「Ø|」は、「×FÏ」ÚにDFしたÏにØ|して|を^います。
「ExcelよりÙ:」は、ExcelシートにDFしたÏで|ÏをÛÜしながら|を^います。
「ExcelよりÙ:」をÍÎしたÐÑ、Excelシートの×FÏをDFした²Ý¨©にカーソルを©いて、
「5ß」ボタンをクリックします。「×F²Ý¨©」Úに\"âにセル¨©ãäがDFされます。
「Ø|」をÍÎしたÐÑ、ここに×F|するÏをDFします。
「ExcelよりÙ:」をÍÎしたÐÑは、×FÏの²Ýセル¨©がされます。このÐÑ、「5ß」ボタン
でのDFとなり、àDFはできません。
ACの×FレンジをÍÎします。
ACの×FモードをAC/DCでÍÎします。
îD¨ïをÍÎします。
ïモードをÍÎします。
ðñ×FÏ|¬

をÍÎします。

Êボタンをクリックしないと、ACの|òóがÅÆになりませんからごå

ください。

ACのÔÕÖの|を^うÐÑはチェックをけます。
ÔÕÖ×Fを「Ø|」、「ExcelよりÙ:」からÍÎします。
「Ø|」は、「×FÔÕÖ」ÚにDFしたÔÕÖにØ|して|を^います。
「ExcelよりÙ:」は、ExcelシートにDFしたÔÕÖで|ÔÕÖをÛÜしながら|を^います。
「ExcelよりÙ:」をÍÎしたÐÑ、Excelシートの×FÔÕÖをDFした²Ý¨©にカーソルを©いて、
「5ß」ボタンをクリックします。「×F²Ý¨©」Úに\"âにセル¨©ãäがDFされます。
「Ø|」をÍÎしたÐÑ、ここに×F|するÔÕÖをDFします。
「ExcelよりÙ:」をÍÎしたÐÑは、×FÔÕÖの²Ýセル¨©がされ、「5ß」ボタンでのDF
となり、àDFはできません。
å)
Ï|とÔÕÖ|をともに「ExcelよりÙ:」に|したÐÑ、ずExcelシートのÏ|
のすぐèéのêにÔÕÖをDFしてください。
|スタートに、ACの×FON"#を^するÐÑにチェックをけます。
|õöに、ACの×FOFF"#を^するÐÑにチェックをけます。
ÏまたはÔÕÖをÛÜ、Fの|までの÷ø¡をDFします。ùú3,600Äです。
Ï/ÔÕÖがØ|のÐÑは、「5:Ö」ÚにDFしたÖまで、÷ø¡ ごとに|をüりýします。
ùþの|にÿり|÷ø¡をúきくとりたいÐÑに、÷ø¡のをDFします。
ACをONにして|が|するためにくの¡をとするÐÑなどに Rします。
ACのGP-IBアドレスを|します。
ACの|òóを|します。チェックをけたときだけ、òóDF

4uをExcelにしたú

678uをExcelシートにしたú

×F²Ý¨©

×F²Ý¨©
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がされます。(

4uと678uをExcelシートにしたú

×F²Ý¨©

ページ)

ACがHXするをし、Zを06む

!の\]



Excelシートに5:む|にチェックをつけます。AC/DC×Fにより|jNながkなりますから、
ずしもチェックをけたがすべてExcelにDFされるとはÿりませんのでごå ください。
EPOシリーズのÐÑ、ピークホールドON/OFFの|、ESシリーズのÐÑは、ピークON/OFFの
|を^ないます。
ïのÍÎを^ないます。



の

è)éFHのêëìíは、îにïðするUñìíòをóôください。

û¾ìíのÉÊは、５´をしてýかれていますので、１´ソフトではÿÉÊがなりますのでごください。
|をÂÇします。

|をします。
¤¥のカーソル¨©からªじ«¬へ
データが5り:まれます。
「PAUSE」を²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ºに１|を^
います。「PAUSE」を½¾すると¿À|
にÁ^します。
¿À|Âに「PAUSE」をクリックしても
ステップ|モードにÁ^できます。

Excelシートのカーソルの¨©をÁ"します。
ExcelシートをÈÉえます。
Rする|はされます。
|の

をÍÎします。

|のGP-IBアドレスを|します。
GP-IBの|¬は、|の5をく
ださい。

しない'(@の ù
ここをダブルクリックすると、その|は、
dÀされていないとみなされます。 eえ
ば、５8Rのソフトで２8しかdÀしない
ÐÑは、 Rしない8Öだけこのhを
ダブルクリックして「X」をさせてください。

|するにチェックをけます。
|をするÐÑは、ず１つの|のÍÎが
です。
の
V(Ï), A(ñ), W(ÅÆF), VA(ïF), VAR( Æ
F), PF(F!), VHZ(ÏÔÕÖ), AHZ(ñÔÕÖ),
WH(F"), AH(ñ"), DEG(¨ï#), VPK(Ïピーク),
APK(ñピーク), MATH(%Z&'), WH+((éのF"),
WH-()éのF"), AH+((éの""), AH-((éの
ñ"), TIME(*Z¡)

JRのGP-IBのSの|からJに
データを5り:みたいÐÑにチェックを
けます。 マルチメータ,W,トルク,
カウンターなどですが、9ての|での
"#XYしません。
チェックをけると [
がされます。

|の¡¡,をDFします。DF./は、
0～3,600です。 ACにチェックを
けるとôとなり、「|÷ø」ÚのDF
がこの¡の1わりの2をします。
3Úまたは0をDFしたÐÑ、その$%での
ù4でデータを5り:みます。
«5。
|4について
(PentiumⅢ 500MHzのÐÑ)
１8のWT200を9|、0.2sec/
(Pentium4 1.7GHzのÐÑ)
１8のWT230の７０9ての|、
0.25sec/<です。

|で、*Z¡をリセット/ステートします。
9|をOFFに|します。
bに|をするÐÑは、ず１つの|の
ÍÎがです。

データを5り:むÖを65,000«でDFして
ください。 |された|Öでデータ5り:
みをõöします。 また、Excelシートのù«^に
>?するとõöします。
ACにチェックをけ、Ï@はÔÕ
Ö×Fを「ExcelよりÙ:」に|すると、このÚ
はôとなります。
|をHOLDAEで|を^います。
より(Jな¡¡,でのデータ5:を^い
たいÐÑや、NÖでの|¡で、|¡
の¡OなりべくQなくしたいÐÑにチェック
をけます。

|Â、|データが
クロールします。

に\えるように]にシートをス

|とともに、|のをExcelにDFします。
|データと^にをExcelにDFします。
|データと^にからの

¡をExcelにDFします。

DFした9てのòóを、X_`び、Ùみ×します。
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kず

を「488.2モード」に

してください。

WT200,WT110「ユーザーズマニュアル」の「10.5 アドレス、アドレッサブルモードを(する」をóôくだ
さい。 WT210,WT230「ユーザーズマニュアル」の「10.5 アドレスとモードを(する」をóôください。

③ 「∧」「∨」で、「488.2」をÍÎする。
④ 「ENTER」をoす。

に、GPIBアドレスを|し、
「ENTER」をoします。

② 「LOCAL」をoす

① 「SIFT」をoす。(WT210,WT230では、SIFTはoしません。)
^_のM

ACのGP-IB|¬
EPOシリーズのGP-IB



「INTERFACE」ボタンを1o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ÍÎします。

ESシリーズのGP-IB

もうR「INTERFACE」ボタンをoすと、パネルに
「GPIB ADDRESS」がされます。
ロータリーノブをして、s のをÍÎします。



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

に「èvw」ボタンをoし、Öのxyを{Öxの
èへÁ"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õöします。
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さらに「INTERFACE」ボタンをo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ÍÎします。
「ENTER」キーで|をtöします。

uIv(マルチメータ{)の

|}

h|とはGP-IBでパソコンとdÀされているがあります。(«U)
h|からられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、NÖのデータのÐÑ(Max10)、データ¡はコンマやスペースでÈられている
があります。
å)h|からのデータ5り:みは、9ての|とのをXYするものではありません。
h|のGP-IBアドレスを|します。
|のデリミタを|します。]は、LF+EOIです。
|hに、|にするコマンドがあるÐÑは、ここにDFします。 ファンクションやレンジÈÉえのコマンド
をDFします。 ]は3Úです。
もし、h|からデータをけ5る、クエリーコマンドをghにするがある、ここにする
クエリコマンドをDFします。ほとんどのÐÑ、3ÚでOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドªのものでしたら、«5のコマンドのどれかが Rされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
h|のデータにトリガがな、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「s コマンド」からトリガの¬をÍÎします。
]は、「GET」のÍÎをします。
「s コマンド」をÍÎしたÐÑは、トリガコマンドをテキストボックスにDFします。
h|のデータに%Zを^うときにチェックします。 NÖのデータがされたÐÑは、その9ての
データに、«5にDFした%Zが^われます。
り:んだデータに、«5%Z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gをここにDFします。
3ÚのÐÑ、「h|」がDFされます。

GP-IB
３．９９９

100.0

AC

6/6



>?'(@
( DMM )

