
・����や�	�などの���をコントロールしながら、マルチメータやカウンタなどの !"をExcelシートに%&みます。

+,５.までの����や�	�などの���を、 Excelシートに0�したデータに3づきコントロールしなから、+,５.までのマルチメータや

ユニバーサルカウンタなどの !�のデータを;<に Excelシートに%&むことができます。

・ !�からのデータだけをExcelシートに%&むこともCDです。

コントロールする���がGいIJは、+,５.までのマルチメータ、カウンタLの !�からの !"だけを ExcelシートにMりOし%&むこと

ができます。

・����や�	�などの���のコントロールだけをPなうこともできます。

 !�をRSしないIJは、 ExcelシートTのデータに3づき+,５.までの����や�	�をMりOしコントロールすることができます。

・��のインターフェイスは、 と にYZしております。GP IB RS- 232C

����や !�のインターフェイスは、 と のどちらにもYZしております。GP IB RS- 232C

jkポートは２oまでYZしております。 Yp��は、qrsな�tu �をvwにしております。RS232C

y zの��{は、jkプロトコル・}~��・データフォーマットなどに�々な�{のものが�り、�ての ��にYZできないIJが) 232C 232CRS RS

あります。�に、��u /��u/ ステージなどは��な}~や、��なデータフォーマットのIJが�くあり、�くのIJ�ソフトではYZできません。XY

����
���など

マルチメータ
カウンタなど

※����・���などコントロールの��となる����は、アスキー$%の

- コマンドによりコントロールが+,である01があります。GP IB

5ソフトではバイナリ$%の��はサポートしておりません。

※マルチメータ・カウンタなどのDE�は、DEFHをアスキー$%で��する
ことが01です。 5ソフトは、バイナリ$%のデータMNはサポートしておりません。

※�ソフトを�	する�の����

�ソフトはある���SsにごRSしていただくこと�sとしております。 そのため、 - を ¡した !�であれば、�にRSできる !��をGP IB
�!しません。 ¤いまして、�ソフトをRSするお¥�は、RSする !�の%¦§¨©の - コマンドを«¬し、その®を¯°していただいてGP IB
いることがvwとなります。 �ソフトには、±²に - コマンドを0�するテキストボックスがあり、±テキストボックスにユーザの·¸で¹ºな -GP IB GP IB
コマンドを0�していただく»¼があります。
また、�ソフトは��の !�をRSできるよう¾¿にÀÁしてÂ�されましたが、 - が ¡された�ての !�がRSできることをÄÅするものGP IB
ではありません。

��につきましても、TÇにÈじますが、�に ��{は±��Ê�のjkËÌやデータフォーマットの��{が�く、そのようなIJ、RS RS232C 232C
�ソフトでRSでません。ÍÎできないIJは、ÏÐまでおÑいJわせください。
また、 ��はjkÓ�がÔかったり、ZÖがÔかったりするケースが�く、Øいjkではエラーやフリーズが��します。そのIJは、RS232C
 !ÔÝ<ÞやÄß<Þなどを,きめにà!することをおáめします。

y âÇのような��{の}~や !はできませんからごyãください。)
. ステージやåæステージの�なç¯sèéをêう��。1 XY
��uや��uの�な��なjkプロトコル/データフォーマットì�の !�{。2.

TÇの��{をRSされたいIJは、íî、ÏÐにごïðください。( )

GP IB-

����

DE�

3.250 3.250 3.250 3.250

3.250

��と��

��	
��B
��と��を��に�なう

W32-GENB ��B

OQできる�S ��、����、マルチメータ、カウンタ、����

Ver9b

GP IB RS- -232C��と ��に��して、

RS-232C

RS-232C

YZする ポートRS232C
は、２ポートまで。
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25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

�アドインは、 インターフェイス��と インターフェイス��のどちらの��とのjkがCGP IB RS- -232C
Dです。 し かし、 インターフェイスだけをRSするIJでも、パソコンôに インターフェイRS GP IB-232C -
スの õが»¼です。 そ のIJ、 ボードö÷øのドライバーだけがインストールされていれば、GP IB-
�アドインのùPがCDになります。

W32-GENB-N

W32-GENB-R

NIö

üý GP-IBボード þÿ èé��

190,000�

Windows7/8 .1/10
(32 or 64bit)
Excel2010/2013
2016/2019(32bit Only)

ラトックシステ ö



DEをTUするVに、 Excelシートに����をYZ

するためのパラメータ(`a)をd�しておきます。

ここでは、��fgの�hiと、���のjkaを

d�したmです。

n��の��opqrがsEでないuvは、nス

テップのopqrをExcelにd�しておきます。

{|にd�したYZパラメータに}づき、����や���などの����をコントロール

した�、ここでは2�のDE�からのデータをMNし、Excelシートにd�しています。

YZパラメータを�じ����み�みながら、そのiで����をコントロールし、�qにD

Eを�い、YZパラメータのセルが�て��になると、���にコントロールとDEを��しま

す。

� ��と�!の"# $( )

�!%のデータ)り+みだけを�う78

�!:がExcelシートに= された$

マルチメータ
カウンタなど

DE�

GP IB-

「}~��」を�て「RSしない」にして、「 !��」だけを「RSする」にして !をPないます。

+,5.までの !�(マルチメータ、カウンタL)のデータを�!された<ÞÞ�で、�!されたå�をExcelシートに%り&むことができます。

また、スタートボタンをクリックするごとに1åだけ%り&むステップèéもCDです。

Excelへデータが0�されるË
を「âË
」「�Ë
」への�がCDです。 「 âË
」を�したIJの、+,データ%り&み�はExcelの+âPま

で、「�Ë
」を�したIJの+,データ%り&み�はExcelの+��までです。

※マルチメータ・カウンタなどの

DE�は、DEFHをアスキ

ー$%で��することが01

です。

5ソフトは、バイナリ$%のデ

ータMNはサポートしておりま

せん。

RS-232C

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI
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DEをTUします。 「 」ボタンを�した��で「 」ボタンを�すと、ステップ��PAUSE START

となり、「 」ボタンを�すごとにデータをExcelシートに¦�みます。START

「 」ボタンを§すと、¨©DEモードに«�します。PAUSE

¨©DE¬に「 」ボタンを�すと、DEをsq®します。もうs±�すと、¨©DEPAUSE

モードに§ります。

DEを²Y�に¬®します。

³´µEを�なうDE�を¶·します。

DE�をOQするuvチェックをºけます。

DE�にµEされている - アドレスをµEします。 DE�の - アドレスiは、DE�にº¿するGP IB GP IB

マニュアルをÂÃください。

DE�でOQされているデリミタをµEします。 DE�にµEされているデリミタは、DE�にº¿する

マニュアルをÂÃください。 DE�でOQされているデリミタがÇÈなuvは、Éくのuv「 + 」でLF EOI

うまくいきます。

もし01なら、DETUのÎ�、１ÐだけDE�にÑNする - コマンドをd�します。mえば、�ÔのGP IB

��を�なうための - コマンドをd�しておくとÕÖです。(Max 100ÜÝ)GP IB

・ファンクションのàáえ ・レンジのàáえ

・ / モードのàáえなどFREE RUN HOLD

それぞれの - コマンドは、OQするDE�èéですから、OQするDE�の - コマンドをêべて、GP IB GP IB

ユーザのîïで�なう01があります。 d�する コマンドをðad�するuv、コマンドñにò�GPIB

を�います。{óのボタンをクリックするとôõöでのd�÷øが+,になります。(Ctrrl+Enter)

( )ýページÂÃ

データをMNするために、クエリーコマンドを01とするDE�をOQされるuvは、この�に - クエGP IB

リーコマンドをd�します。(Max 100ÜÝ) もし、 ��の - コマンドをpつDE�をOQするuvSCPI GP IB

は、0 クエリーコマンドが01となります。 そのuv、Éくのuv、�ÔのクエリーコマンドがOQされます。

" ?"   ,   " ?"   ,   " ?"などREAD FETCH DATA

)”\”� がd�されているuv、その�ろに©く２ÜÝは、 として�われます。HEX

たとえば、 のuv、 となります。”\3A” chr(58)

データをMNするためにトリガのÑNが01なuvにチェックをºけます。

「トリガÑN01」にチェックをºけたuv、そのトリガ��を¶·します。

「 」 「 」をÑNします。GET GROUP EXECUTE TRIGGER

「* 」 "* "のアスキーÜÝ�をÑNします。TRG TRG

「ïコマンド」 �Ôのテキストボックスにd�したÜÝ �をÑNします。

“\”の d�は、サポートされていません。HEX

5アドインのウィンドウを����します。 「 」ボタンを�しても、���に����になります。START
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PAUSE��のとき、1つVに§します。�DEが01なときにOQします。

�NQインターフェイスを「 」( - )と「 」( 232C)から¶·します。GP GP IB RS RS

RS-232Cによる��を��した��

RSを¶·します。

�Nポート��を¶·します。

jkの��をà!します。

�)
ðaの��に�じポート��を�り�てることができます。�じポートにðaの��を�り�てたuv、��に�り�てた��で�N³´を
µEします。２����の��では、「�N³´」ボタンは��されません。
��の��は、���� DE�� の�です。1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5

ÑMNのデータに がº�されるuvにチェック。BCC
� �!#$(Block Check Charactor) XOR

ÑMNのデータに がº�されるuv’ ’,’ ’STX ETX
にチェック。

ÑNデータにエコーバックがあるuvにチェックを
ºけます。
ただし、DE��%&コマンドの�にd�したデータ
をÑNしたuvのみエコーバックをMNします。

・‘ �で を�!したIJ、 z� のチェックはG�になります。DELIM’ ’ / ’ ’ / ’STX ETX STX ETX
・ �で ��を�!したIJに、 z� にチェックをzけると、âÇのフォーマット’ ’ ’ / ’ ’ / ’DELIM STX EXT STX ETX
でデータの��kがPわれます。

STX STXETX ETXDELIMITER��kデータ ��kデータBCC BCC

BCCのu��� BCCのu���

DELIM STX ETX. ’ / ’が、 ��のIJ DELIM STX ETX. ’ / ’が、 のIJ



DEiに'a()を�い、+の-./に`áするuvにチェックをºけます。

「'aA」「'aB」に()するための'aをd�します。

もし「'aA」が��のuvは、「1」とみなされます。

もし「'aB」が��のuvは、「0」とみなされます。

「-.」は、`á�の-.をd�します。

・()の��

Excelへのd�i= (DEi - 'aB) * 'aA

)� ðaのデータをMNしたuv、12のデータだけに67されます。

DEしたiにより、DEを��させたいuvにチェックをºけます。

ただし、「データ9%」で、ÜÝデータにµEしたuvは:;されます。

�)ðaのデータをMNしたuv、12のデータだけに67されます。

DEiがここにd�した<>を@れたuv、���にDEを��します。

「()A�」にチェックがºいているuv、()�のiでBCされます。

��のuvは、BEを:;します。 mえば、óDiだけをd�し、�Diが��のuvは

ó|だけでBEが�なわれます。

ただし、「データ9%」で、ÜÝデータにµEしたuvは:;されます。

� ðaのデータをMNしたuv、12のデータだけに67されます。)

このランプEFをÎGダブルクリックしても、DE�の「OQする」/「OQしない」のàáえを�な

うことができます。 「OQする」にàáえると、そのDE�のd�õöに��がàáわります。

DEを�なうuv、sEqrごとに、DEデータのd�されているExcelブックをó9きoJでき

ます。 ÇKのダウンのuvの�LにMNちます。

DETUからのPQqrをExcelシートにd�します。

ExcelシートóのDEiがRにSöóにTえるようにExcelシートを���にスクロールします。

UVWqYをDEiと�qにExcelシートにd�します。

DETUÎ�１Ðだけ、DEiの12にDEiZをExcelシートにd�します。

d�された�ての³´をoJ、[び、��みを�ないます。

DEのqrr^をここにd�します。 �ôは 7200`です。

��は0`のd�が+,ですが、AaのDE�のDEb±にcJしたqrr^になります。

��のuvは、0`のd�とdeされます。

DEのÐaをd�します。 65,000までのd�が+,ですが、Excelシートの���にgi

するか�j�にgiすると、DEを��します。

DEデータを���にd�するか、j��にd�するかのàáえを�ないます。

��するデータの��を��します。 "#または&'(の)*、データ+の),り

&'の.�を/います。 1ページを45ください。( )
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���コマンド��!"の#

「:��;<=コマンド」にB"のコマンドのCDがFGです。

;<=コマンドIJKLをMき、コマンドOにP/で),ります。

コマンドの"にQRはありませんが、V&'"は &'WXでCDしてください。260
・[\コマンドのCD ]^に を_けます。( # )
# 1.5  -->  1.5WAIT abつ

abつ# 21 --> 21WAIT
#* ?,1,1, --> , ,Hi/Lo, /OPC DEC HEX DECクエリーコマンドビットマスク

* ? Bit0 1OPC のクエリーコマンドでkされるデータの が になるのをbつ

“* ?” -->OPC :��へのo�コマンド

“1" --> And ( )��された"#データと をqる#。 マスク#

“1"-->  And 1をqったstが、マスク#になるのをbつuvは、 をCD。

ゼロになるのをbつuvは、 をCD0
“ ” --> 10 ” ” 16 ” ”DEC DEC HEX��したデータが y"は、 をCD、 y"は、 をCD。

・バイナリデータのo�のuvは、 }~に２ケタの コードをCDします。”\” HEX
と��されます。\2A\3 --> Chr(42) & Chr(59) & “ ”BTEST TEST



�!の�AABをC��Aで�う78

DEのqrr^をsEのqrr^ではなく、lEしたïのqrごとにDEするためには、mVにExcelシートに、そのqrをd�しておきます。

「 ��」をどれか１�「OQする」にチェックをºけ、opqrの「Excelシートより¦n」にチェックをºけます。�� �Nのuv、DE¬、この��GPIB

��をコントロールしませんが、0 G ©しておく01があります。 �NのuvはG©されている01はありません。RS232C

そして、「12セル」.gに、mVにd�したqrr^の12セル.gをd�します。 d�� �は、Excelシートの12セル.gにカーソルを«��、

｢¦n｣ボタンをクリックします。 qrr ^をd�したExcelシートにr¬��があるuvは、��にésであったqrをuvします。 Excelシートにq

rr^をd�する��は、「d���」のµEによりwEします。 また、DEÐaは、「��Ða」の xにd�したÐaがyQされます。

①DEのqrr^をd�します。

⑤「Excelシートより¦n」にチェックをºけ、「12セル」.gをd�します。

Excelシートのqrをd�12のセルにカーソルを«�し、「¦n」ボタンをクリックします。

② どれか１�の「 ��」を「OQする」にµEします。��の ��

③「 - アドレス」「デリミタ」は、OQするDE�のµEiと�じにします。(ðaのDE�をOQするuvGP IB

は、どのDE�でもかまいません。)

④すべてのテキストボックスを��にします。

⑥DE��qrを��にします。

⑦��Ðaのxに、DEÐaをd�します。

⑧データをd�する��をlEします。

⑨「 」ボタンでDEをTUします。START
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FGHIの「データKL」ボタンをPすとQGのデータKLR!HIがSTされます。

:��からoられてくるデータを"#として��するか、&'(として��するかの��を

おこないます。��は「"#データ」を��します。 このuv、��したデータXの�;

に"#��をqり�して、"#=し シートにCDします。Excel

oられてくるデータ��が��なuvは、「&'データ」を��すれば、パソコンが��した

データをそのまま シートにCDします。Excel

B"のデータが��に:��からoられてくるuv、データとデータの),り&'を.�し

ます。��はコンマを��します。 �い:��または[\な:��では、データ+をスペ

ースで),っているuvがあります。 データがB"でなく、 1つのuvはコンマを��して

おきます。"#データと&'データが��しているuv、「&'データ」に.�します。

:��からB"のデータがoられてくるuv、]^からいくつまでのデータを シートExcel

にqり�むかを��します。

��にqり�まれたデータが、ここで��したデータ"より¡ないuvは¢£で¤められます。

�¦のデータ"は２０¨です。それW©のデータを��したuvは、ª«されます。



� X%だけの��を�う78

����
���など

����
3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

GP IB-

DC��と�k�の}~をq!
<ÞÞ�で}~するための}~
パラメータを0�した#
ここに0�した"で���の
�"を'(}~します。

DC��と�k�の}~を¸ãの<ÞÞ�
で}~するための}~パラメータを0�した#
)+にYしÄß<Þの0�が-�されます。

「 !��」を�て「RSしない」にして、「}~��」だけを「RSする」にして}~をPないます。

+,5.までの}~��(����、�k�L)の}~を�!された<ÞÞ�で、�!されたå�の}~をùPします。

また、スタートボタンをクリックするごとにステップèéでの}~もCDです。

Excelシートから}~パラメータを%.するË
を「âË
」「�Ë
」から�がCDです。

※����・���などコ

ントロールの��となる�

���は、アスキー$%の

- コマンドによりコントロGP IB

ールが+,である01があ

ります。 5ソフトではバイナ

リ$%の��はサポートし

ておりません。

��YZをTUします。 「 」ボタンを�した��で「 」ボタンを�すと、ステップ��PAUSE START

となり、「 」ボタンを�すごとにExcelシートのデータを��み����をYZします。START

「 」ボタンを§すと、¨©YZモードに«�します。PAUSE

¨© YZ¬に「 」ボタンを�すと、 をsq®します。もうs±�すと、¨©�� ��YZ ��PAUSE

YZモードに§ります。

��YZを²Y�に¬®します。

³´µEを�なう ��を¶·します。��

����をOQするuvチェックをºけます。

����にµEされている - アドレスをµEします。 その��の - アドレスiは、GP IB GP IB

��にº¿するマニュアルをÂÃください。��

����でOQされているデリミタをµEします。 その��にµEされているデリミタは、��

にº¿するマニュアルをÂÃください。 ��でOQされているデリミタがÇÈなuvは、Éくの

uv「 + 」でうまくいきます。LF EOI

もし01なら、「 」ボタンをクリックしたÎ�、１Ðだけ����にÑNする - コマンドSTART GP IB

をd�します。 mえば、�Ôの��を�なうための - コマンドをd�しておくとÕÖです。GP IB

・����なら�� の - コマンドON GP IB

・���なら��レベルをµEする - コマンドGP IB

それぞれの - コマンドは、OQする��èéですから、OQする��の - コマンドをêGP IB GP IB

べて、ユーザのîïで�なう01があります。(Max 300ÜÝ)

-ðaの コマンドをÑNするuvは、ýページをÂÃください。GP IB

��YZ��にñÐÑNする - コマンドをd�します。 ��のuvは �もÑNされませGP IB

ん。 ここにd�したコマンドに、 "｢?｣"が�まれているuv、"[?]"のEFは、Excelシートから¦

り�んだiにgきáえて��にÑNされます。 ただし、 "[?]"はða��んではいけません。

ða�まれているuvは、��の"[?]"だけにgきáえが�われます。

mえば、この�に" [?]"をd�し、Excelシートに 10,20,30 のiがd�されているuv、VOLT

��へは、" 10"," 20"," 30"の - コマンドが�じ��へÑNされます。VOLT VOLT VOLT GP IB

このように����の��iを�じ+`することができます。

Excelシートにd�されるiは、aiでもÜÝ�でもかまいません。 また、aiに ��な9%

が01とされるuvは、mVにExcelの「9%」µE�,で9%をµEします。 Excelシートに

��されているままのiが"[?]"にgきáわります。 (Max 100ÜÝ)

��しÑNコマンド�にd�した - コマンドに"[?]"が�まれているuv、"[?]"のgきáえGP IB

を�うYZパラメータがd�されているExcelシートóの12セル.gをここでlEします。

ExcelシートのYZパラメータの12セルにカーソルを«�し、「¦n」ボタンをクリックします。

5アドインのウィンドウを����します。 「 」ボタンを�しても、���に����にSTART

なります。

 !" ページ&') 11
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PAUSE±²のとき、1つ³にkします。´:�がµ¶なときに·¸します。

RS-232C



このランプEFをÎGダブルクリックしても、YZ��の「OQする」/「OQしない」のàáえを�な

うことができます。 「OQする」にàáえると、そのYZ��のd�õöに ��がàáわります。

d�された�ての³´をoJ、[び、��みを�ないます。

YZパラメータによる��のYZを��するq、��に��にÑNする - コマンドをここにdGP IB

�します。 しかし、0 しもd�の01はありません。 ��のuvは、��に �もÑNされませ

ん。 mえば、����のuvであれば、�� の - コマンドをd�するとÕÖです。OFF GP IB

(Max 100ÜÝ)

��YZをsEqrr^で�うuvはチェックを@します。 ��opqrをñÐ+`しながら

YZしたいuvはチェックをºけます。

チェックをºけたuv、Excelシートにd�したqriにより��opqrををñÐ+`することが

+,になります。 opqrテキストボックス�に、 Excelシートのqriをd�した12セル.g

をµEします。 µEの� �は、Excelシートの12セル.gにカーソルを«�し、「¦n」ボタン

をクリックします。

��YZを�うqrr^をここにd�します。(Max.7200`)

��のuvは、２`としてL#されます。

「Excelシートより¦n」にチェックをºけたuvは、この�にExcelシートのopqrの12セル.

gをµEします。

��YZを��し�うuvの��しaをµEします。(Max.10,000)

このEFのµEは、�てOQされません。

ExcelシートóのYZパラメータを���に�み�むか、j��に�み�むかのàáえを�います。

©¹£にCDしたo�コマンドを�Dº�にo�~、そのコマンドを»¼にするために、

トリガコマンドのo�がµ¶なuv、チェックを_けます。そして、¿¹£からトリガ

のÀÁを.�します。

��の�Dº�では、チェックを_けません。

���コマンド��!"の#

「:��;<=コマンド」にB"のコマンドのCDがFGです。

;<=コマンドIJKLをMき、コマンドOにP/で),ります。

コマンドの"にQRはありませんが、V&'"は &'WXでCDしてください。260
・[\コマンドのCD ]^に を_けます。( # )
# 1.5  -->  1.5WAIT abつ

abつ# 21 --> 21WAIT
#* ?,1,1, --> , ,Hi/Lo, /OPC DEC HEX DECクエリーコマンドビットマスク

* ? Bit0 1OPC のクエリーコマンドでkされるデータの が になるのをbつ

・バイナリデータのo�のuvは、 }~に２ケタの コードをCDします。”\” HEX
と��されます。\2A\3 --> Chr(42) & Chr(59) & “ ”BTEST TEST
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��しñに、 シートのd�1を�や�の12に§すuvにチェックをºけます。Excel

��iをDEiとs�に シートするへd�しuvにチェックをºけます。Excel

MOし�kコマンドを�k/、その12を3つ»¼があるIJの:¯。

����から�� ステータス を¦nするための( )

クエリーコマンドをd�します。

¦nしたステータスをマスク するaiをd�し( )AND

ます。

����から�されるaiが、１６�a のuv( )HEX

にチェックをºけます。

ステータスのビットiが「 」になるのを�つuvは、1

「 を�つ」を¶·し、「 」になるのを�つuvは、Hi 0

「 を�つ」を¶·します。Lo

#えば、 !�のステータスビットの が=つのを3つIJ、Bit3
%.コマンド * ?STB

8@Bマスク
HEX�k チェックGし
Hiを3つを�



DC��と�k�の}~をq!
<ÞÞ�で}~するための}~
パラメータを0�した#
ここに0�した"で���の
�"をÈじ}~します。

DC��と�k�の}~を¸ãの<ÞÞ�
で}~するための}~パラメータを0�した#
)+に、Äß<Þの0�が-�されています。

� X%をコントロールしながら、��に�!を�う78

マルチメータ
カウンタなどDE�

GP IB-

����
���など

����

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

��YZ、[びをTUします。 「 」ボタンを�した��で「 」ボタンを�すと、ステップPAUSE START

��となり、「 」ボタンを�すごとにExcelシートのデータを��み����をYZし、DEをSTART

A�します。 「 」ボタンを§すと、¨©YZ/DEモードに«�します。PAUSE

¨©��¬に「 」ボタンを�すと、¨©��をsq®します。もうs±�すと、¨©��PAUSE

モードに§ります。

YZ/DEを²Y�に¬®します。

³´µEを�なうYZ��を¶·します。

YZ��をOQするuvチェックをºけます。

YZ��にµEされている - アドレスをµEします。 その��の - アドレスiは、GP IB GP IB

YZ��にº¿するマニュアルをÂÃください。

YZ��でOQされているデリミタをµEします。 その��にµEされているデリミタは、��

にº¿するマニュアルをÂÃください。 ��でOQされているデリミタがÇÈなuvは、Éくの

uv「 + 」でうまくいきます。LF EOI

もし01なら、「 」ボタンをクリックしたÎ�、１Ðだけ����にÑNする - コマンドSTART GP IB

をd�します。 mえば、�Ôの��を�なうための - コマンドをd�しておくとÕÖです。GP IB

・����なら�� の - コマンドON GP IB

・���なら��レベルをµEする - コマンドGP IB

それぞれの - コマンドは、OQする��èéですから、OQする��の - コマンドをêGP IB GP IB

べて、ユーザのîïで�なう01があります。(Max 300ÜÝ)

-ðaの コマンドをÑNするuvは、3ページをÂÃください。GP IB

� がd�されているuv、その�ろに©く２ÜÝは、 として�われます。)”\” HEX

たとえば、 のuv、 となります。”\3A” chr(58)

��YZ��にñÐÑNする - コマンドをd�します。 ��のuvは �もÑNされませGP IB

ん。 ここにd�したコマンドに、 "[?]"が�まれているuv、"[?]"のEFは、Excelシートから¦

り�んだiにgきáえて��にÑNされます。 ただし、 "[?]"はða��んではいけません。

ða�まれているuvは、��の"[?]"だけにgきáえが�われます。

mえば、この�に" [?]"をd�し、Excelシートに 10,20,30 のiがd�されているuv、VOLT

��へは、" 10"," 20"," 30"の - コマンドが�じ��へÑNされます。VOLT VOLT VOLT GP IB

このように����の��iを�じ+`することができます。

Excelシートにd�されるiは、aiでもÜÝ�でもかまいません。 また、aiに ��な9%

が01とされるuvは、mVにExcelの「9%」µE�,で9%をµEします。 Excelシートに

��されているままのiが"[?]"にgきáわります。(Max 100ÜÝ)

)”\”� がd�されているuv、その�ろに©く２ÜÝは、 として�われます。HEX

たとえば、 のuv、 となります。”\3A” chr(58)

��しÑNコマンド�にd�した - コマンドに"[?]"が�まれているuv、"[?]"のgきáえGP IB

を�うYZパラメータがd�されているExcelシートóの12セル.gをここでlEします。

ExcelシートのYZパラメータの12セルにカーソルを«�し、「¦n」ボタンをクリックします。

5アドインのウィンドウを����します。 「 」ボタンを�しても、���に����にSTART

なります。

� X%のR!-１

+,5.までの「���」の�}~をPいながら、それに;�して、５.

までの「 !��」による !をCEsにPいます。

Excelシートに0�された�}~Sパラメータにより�"をコントロールし

ながら、その<の !"をExcelシートに%り&みます。

また、スタートボタンをクリックするごとにステップèéでの}~もCDです。

Excelシートから}~パラメータを%.するË
、Fび !"を0�するË
を

「âË
」「�Ë
」から�CDです。

※マルチメータ・カウンタなどの

DE�は、DEFHをアスキ

ー$%で��することが01

です。

5ソフトは、バイナリ$%のデ

ータMNはサポートしておりま

せん。

※����・���などコ

ントロールの��となる�

���は、アスキー$%の

- コマンドによりコントロGP IB

ールが+,である01があ

ります。 5ソフトではバイナ

リ$%の��はサポートし

ておりません。
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PAUSE��のとき、1つVに§します。�DEが01なときにOQします。

��¸インターフェイスを「 」 と「 」 から��します。GP GP IB RS RS( - ) ( 232C)

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

RS-232C



� X%のR!-２

�!X%のR!-１

このランプEFをÎGダブルクリックしても、YZ��の「OQする」/「OQしない」のàáえを�な

うことができます。 「OQする」にàáえると、そのYZ��のd�õöに ��がàáわります。

d�された�ての³´をoJ、[び、��みを�ないます。

YZパラメータによる��のYZを��するq、��に��にÑNする - コマンドをここにdGP IB

�します。 しかし、0 しもd�の01はありません。 ��のuvは、��に �もÑNされませ

ん。 mえば、����のuvであれば、�� の - コマンドをd�するとÕÖです。OFF GP IB

��YZをsEqrr^で�うuvはチェックを@します。 ��opqrをñÐ+`しながら

YZしたいuvはチェックをºけます。

チェックをºけたuv、Excelシートにd�したqriにより��opqrををñÐ+`することが

+,になります。 opqrテキストボックス�に、 Excelシートのqriをd�した12セル.g

をµEします。 µEの� �は、Excelシートの12セル.gにカーソルを«�し、「¦n」ボタン

をクリックします。

��YZを�うqrr^をここにd�します。(Max.7200`)

��のuvは、２`としてL#されます。

「Excelシートより¦n」にチェックをºけたuvは、この�にExcelシートのopqrの12セル.

gをµEします。

��YZを��し�うuvの��しaをµEします。(Max.10,000)

ExcelシートóのYZパラメータを���に�み�むか、j��に�み�むかのàáえを�います。

³´µEを�なうDE�を¶·します。

DE�をOQするuvチェックをºけます。

DE�にµEされている - アドレスをµEします。 DE�の - アドレスiは、DE�GP IB GP IB

にº¿するマニュアルをÂÃください。

DE�でOQされているデリミタをµEします。 DE�にµEされているデリミタは、DE�

にº¿するマニュアルをÂÃください。 DE�でOQされているデリミタがÇÈなuvは、

Éくのuv「 + 」でうまくいきます。LF EOI

もし01なら、DETUのÎ�、１ÐだけDE�にÑNする - コマンドをd�します。GP IB

mえば、�Ôの��を�なうための - コマンドをd�しておくとÕÖです。GP IB

・ファンクションのàáえ ・レンジのàáえ

・ / モードのàáえなどFREE RUN HOLD

それぞれの - コマンドは、OQするDE�èéですから、OQするDE�の - コマGP IB GP IB

ンドをêべて、ユーザのîïで�なう01があります。(Max 300ÜÝ)

-ðaの コマンドをÑNするuvは、6ページをÂÃください。GP IB

データをMNするために、クエリーコマンドを01とするDE�をOQされるuvは、この�

に - クエリーコマンドをd�します。(Max 100ÜÝ)GP IB

もし、 ��の - コマンドをpつDE�をOQするuvは、0 クエリーコマンドが0SCPI GP IB

1となります。 そのuv、Éくのuv、�ÔのクエリーコマンドがOQされます。

" ?"   ,   " ?"   ,   " ?"などREAD FETCH DATA

データをMNするためにトリガのÑNが01なuvにチェックをºけます。

「トリガÑN01」にチェックをºけたuv、そのトリガ��を¶·します。

「 」 「 」をÑNします。GET GROUP EXECUTE TRIGGER

「* 」 "* "のアスキーÜÝ�をÑNします。TRG TRG

「ïコマンド」 �Ôのテキストボックスにd�したÜÝ �をÑNします。

��iをµE�、DEまでの��qrをd�します。 ��µE�、DEiが �Eするまで

のqrなどをd�します。 (Max. 7200`)

��、または、opqrより�いqrをd�したときは、opqrの��でDEが�なわれま

す。

opqrはExcelシートからñÐ¦�んで��YZを�なうuv、この�を��にしておくと、

opqrの��でñÐDEが�なわれます。

©¹£にCDしたo�コマンドを�Dº�にo�~、そのコマンドを»¼にするために、

トリガコマンドのo�がµ¶なuv、チェックを_けます。そして、¿¹£からトリガ

のÀÁを.�します。

��の�Dº�では、チェックを_けません。
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2ÄW©のÅりÆし�Dを/なうuv、ここに、1のÅÆし�Dまでのbち�+をCD

します。

��しñに、 シートのd�1を�や�の12に§すuvにチェックをºけます。Excel

��iをDEiとs�に シートするへd�しuvにチェックをºけます。Excel



�!X%のR!-２

DEiに'a()を�い、+の-./に`áするuvにチェックをºけます。

「'aA」「'aB」に()するための'aをd�します。

もし「'aA」が��のuvは、「1」とみなされます。

もし「'aB」が��のuvは、「0」とみなされます。

「-.」は、`á�の-.をd�します。

・()の��

Excelへのd�i= (DEi - 'aB) * 'aA

DEiがここにd�した<>を@れたuv、���にDEを��します。

「()A�」にチェックがºいているuv、()�のiでBCされます。

��のuvは、BEを:;します。 mえば、ó Diだけをd�し、�Diが��のuvは

ó|だけでBEが�なわれます。

ただし、「データ9%」で、ÜÝデータにµEしたuvは:;されます。

このランプEFをÎGダブルクリックしても、DE�の「OQする」/「OQしない」のàáえを�な

うことができます。 「OQする」にàáえると、そのDE�のd�õöに ��がàáわります。

DEを�なうuv、sEqrごとに、DEデータのd�されているExcelブックをó9きoJでき

ます。 Ç Kのダウンのuvの�LにMNちます。

DETUからのPQqrをExcelシートにd�します。

ExcelシートóのDEiがRにSöóにTえるようにExcelシートを���にスクロールします。

UVWqYをDEiと�qにExcelシートにd�します。

DETUÎ�１Ðだけ、DEiの12にDEiZをExcelシートにd�します。

「� df」と「ghijk」の��パラメータの= $と、その�!"#$(Q7s)

「
�*+」、「:;<=>」、「?@AD」の�パラメータの	�Mと、そのQTUVM(YZ[)

「
�*+」、「:;<=>」、「?@AD」の�パラメータの	�Mと、そのQTUVM(\Z[)

DEしたiにより、DEを��させたいuvにチェックをºけます。

ただし、「データ9%」で、ÜÝデータにµEしたuvは:;されます。

��するデータの��を��します。 "#または&'(の)*、データ+の),り

&'の.�を/います。 ページのÉを45ください。( )3
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���の「]^し_�コマンド」の	�Zd

1. をIんだJK�を0�したIJ"[?]"

Excel "[?]" [?] ExcelシートからqÊした#を とËきÌえて�Dº�へo�します。 Îえば、この£に「 」がCDされ、 シートにVOLT
「 」がCDされていたuv、�Dº�へは、 コマンドとして「 」が�Dº�へo�されます。 しかし、 シートが25 25 ExcelGPIB VOLT

¢£であったuv、�Dº�へはÓもo�されません。 はB"¨CDすることはできません。B"¨CDされたuvは、�;に"[?]"
Õつかった だけがËきÌわります。"[?]"

シート©のデータに が×まれていたuv、その}~の２&'は、 としてØÙされます。Excel “\” HEX
Î( : \0A\0D --> “ ” & Chr(10) & Chr(13) )TEST TEST
�Dº�の"#��がÚÛなuv、 の��.�ºGで のセルÝÞを.�してください。Îえば、 シートに「 」をCExcel Excel Excel 1.2
Dし、�Dº�に「 」を�Dするµ¶があるuv、 シートの��.�で「 」がÝÞされるように��を.�しまVOLT 1.200 Excel 1.200
す。

2. シートに と で�まれたJK�を0�したIJExcel "<" ">"

Excel "<" ">" "<" ">"シートに と でßんで&'(でCDしたuv、à£のCD#はáâされ、 と でßまれた&'(が コマンドとして、GPIB

そのまま�Dº�へo�されます。Îえば、 とCDしたuv、"< : : : : >" " : : : : "SENS VOLT DC RANGE AUTO ON SENS VOLT DC RANGE AUTO OFF

がそのまま コマンドとして�Dº�にo�されます。 これは、�Dãäで�Dº�のファンクションやレンジ�を,りÌえるuvGPIB

に·¸します。しかし、 のように と の+に がCDされているuv、 の~ろにêく"# だけ�+bちを"< 5>" "<" ">" " " ( )WAIT WAIT WAIT SEC

/い�Dº�へはÓもo�されません。これは、©¹で�Dº�の.�をëìした~、º�がíちîくまでのbち�+がµ¶なuvに·

¸します。 また、 の~ろにêいて がCDされているuv、:�º�が·¸±²であっても、そのステップではVての:�º�">" " "NON

の:�は/わず、:�#がCDされる £は¢£になります。Îえば、 のようにCDすると�Dº�に がo�され、Excel "<F5> " "F5"NON

その~の:�º�の:�は/われず¢£になります。これは、ファンクションやレンジを,りÌえた}~や、�+bちを/ったステップ

では:�がµ¶ないuvに·¸します。

º�.�コマンドをo�し、その.�±²になるのに�+がかかるuv、その.�ò をbつµ¶があります。

そのuv、ステータスóôをqり�み、そのビットのöち©がり、または、öち¿がりをbつことができます。

Îえば、:��のステータスバイトの がöつのをbつuv、Bit3

と シートへCDします。<#* ?,8,1, > ExcelSTB DEC

]^は、µず、 です。”<#”

クエリーコマンド “* ?”STB

( ) “8"マスク# ビット#

“1"( ),”0"( )öち©がるか、öち¿がねか。 öち©がる öち¿がる

“ ”( ),” ”( ) )kされるデータ １０y" １６y" ú はûüFです。DEC HEX DEC
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QT��の - コマンドeM-GP IB 2

①

②

③

④

① ② ③ ④��R

LF EOI+

LF EOI+

「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

のチェック�	

�� ����

��

��

READ?

READ?

この - コマンドの�は、あくまでも'�で、()はGP IB

*,�に/0する - コマンドリファレンスを89して、GP IB

ユーザの@HJKにMわせて - コマンドをSTしてGP IB

ご@Hください。

ユーザは[*,�\の - コマンドの��を]^GP IB

_`している�	があります。 �cdな - コマンドGP IB

をfgしたiM、*,�は�jした��をkいません。

12/14

Agilent
34970A+34901A

Agilent
34970A+34901A

10チャンネルの �YDC
データを%り&みます。

10チャンネルの
４^t_` !の
データを%り&みます。

*RST

:INST DMM ON

:      1TRIG COUNT

:    :   (@101:110)CONF VOLT DC

:    :     1,(@101:110)SENS VOLT NPLC

:     (@101:110)ROUTE SCAN

*RST

:INST DMM ON

:      1TRIG COUNT

:         ,(@101:110)CONF FRES AUTO

:    :     1,(@101:110)SENS FRES NPLC

:     (@101:110)ROUTE SCAN



QT��の - コマンドeM-GP IB 1

①

②

③

④

① ② ③ ④��Z

LF EOI+

または

/  +CR LF EOI

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

{| {| 「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

のチェック�	

「トリガ���	」

「��コマンド」

「トリガ���	」

「��コマンド」

「トリガ���	」

を}~GET

�� ����

エーディーシー

エーディーシー

アドバンテスト

アジレント・

テクノロジー

アジレント・

テクノロジー

R6551

R6552

R6451

R6452

6845/6/7/8TR

Q8221

8215TQ

2114TR

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��の���

を��みます。

��の���

を��みます。

��の���

を��みます。

��の���

を��みます。

��の���

を��みます。

��の*,をホー

ルドモードでを�

�みます。

R6581

R6581D

34401

4338

:    ?READ

:    ?READ

:     ?FETCH

:     ?FETCH

:    :    ?MEAS RESI

:     ?FETCH

:     ?FETCH

� ¡�

� ¡�

3227

3237-01
3238-01

:         ;:FUNC RESI  HOLD OFF

:    :INIT CONT OFF

:    :INIT CONT ON

:    :TRIG SOURCE IMM

:    :TRIG SOUR IMM

この - コマンドの�は、あくまでも'�で、()はGP IB

*,�に/0する - コマンドリファレンスを89して、GP IB

ユーザの@HJKにMわせて - コマンドをSTしてGP IB

ご@Hください。

ユーザは[*,�\の - コマンドの��を]^GP IB

_`している�	があります。 �cdな - コマンドGP IB

をfgしたiM、*,�は�jした��をkいません。

:    :INIT IMM

:     ;:    ;*ABORT  INIT  TRG

パワーメータ NRT
:    :TRIG SOUR INT

:    :TRIG SOUR EXT

:    0:    ?SENS  DATA

(   -Zセンサ@H§)NAP

:    0:    ?SENS  DATA

(   -Zセンサ@H§)NAP

FREE RUN��

FREE RUN��

HOLDモード��

HOLDモード��

ケースレー

Model 2000

:    :        ;TRIG SOUR IMM

:    :INIT CONT ON

:    :        ;TRIG SOUR BUS

:    :INIT CONT OFF
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���の - コマンドeMGP IB

①

①

②

②

③

③

④

④��Z

CH  OUT1;    0

CH  OUT2;    0

CH  VOUT1;     [?]

CH  VOUT2;     [?]

NODE   CH  OUT0;  1;    1

¯°¡±²³

-4810PIA

¯°¡±²³

-3WPLZ

¡±µ¶

¯°¡±²³

-TシリーズPVD

¡¸DC

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

CR LF EOI/  +

¹g��1

¹g��2

2チャンネルのDC

¡¸の¡¼¹gを

½§¾¿する。

��

¹g��1/2は½じ

アドレスにÁGPIB

,します。

����

アジレント・

テクノロジー

アジレント・

テクノロジー

:    :OUTP STAT ON

FUNC SHAP SIN:

VOLT [?]

FREQ [?]

:    :OUTP STAT OFF

VOLT 0

E3631

33120A

¹g¡¼の¾¿

¹g¡¼の¾¿

,¡Âの¾¿

ÃÄÅの

¹gÆÅÇの¾¿

¹g¡¼の¾¿

��

��

��

��

��

��

DC¡¸

È��

CH  OUT2;    1

エーディーシー

TR6143
TR6145

E D[?]V H

この - コマンドの�は、あくまでも'�で、()はGP IB

*,�に/0する - コマンドリファレンスを89して、GP IB

ユーザの@HJKにMわせて - コマンドをSTしてGP IB

ご@Hください。

ユーザは[*,�\の - コマンドの��を]^GP IB

_`している�	があります。 �cdな - コマンドGP IB

をfgしたiM、*,�は�jした��をkいません。

PW  SW  PR  DS0,  1,  1,  1 PW  SW0,  0VE [?]
ケンウッドTMI

-AシリーズPW

¡¸DC

チャンネルA

¹g¡¼の¾¿

VSET    LOAD ON10; ISET [?] LOAD OFF

:    :OUTP STAT ON :    :     [?]SOUR VOLT :    :OUTP STAT OFF
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LF EOI+¹g¡¼の¾¿ ��
エーディーシー

6240,6241A

6242

6143,6156

OPR SOV[?] SBY

6243,6244



XYステージ���noオプション

'tu/vtuQT��noオプション

efj�ö -210SC

efj�ö -210SC

コスモテックö -100SP

コスモテックö -100SP

ステージコントローラ

��u/��u

ソフト-�þÿ

ソフト-�þÿ

OPT.01

OPT.101

OPT.102

OPT.103

OPT.104

OPT.02

+160,000l

+140,000l

+160,000l

+150,000l

+110,000l

+220,000l

ソフトmý

ソフトmý

�ソフトの}~Ypとなる��は�tu ��
をvwにしております。
ç¯sなèéをPうステージ{などは、ステージ
pSの}~:¯を»¼とします。

�ソフトの}~Ypとなる��は�tu ��
をvwにしております。
��uや��u{などは、q�のjkプロトコ
ルやデータフォーマットがuSされているため、
pSのjk:¯を»¼とします。

GP IB-

RS-232C

ステージ

ステージvèと��u をxみJわせた !#(T-10, -200)CL

ステージz{
CL-200( 0)�|²
の !"

CL-200( 2)�|²
の !"

T-10の
Max,Min

T-10
( 1)�|²

T-10
( 3)�|²

コニカミノルタ
T-10 T-10A( 30)/ �|²

コニカミノルタ
-200 -200A( 10)CL CL/ �|²

トプコン
BM BM BM BM AS-8/ -9M/ -5A/ -5
-7/ -7A/ -7FastBM BM BM

トプコン
SR SR AR SR LEDW-3/ -3 / -
- 1/ - 2/ - 1RSR UL SR UL SR UL

コニカミノルタ T-10
トプコン -3SR

トプコン -5ABM
トプコン -8BM

RS-232C

TÇþÿは、「 」の!þに-�される��です。W32-GENB

TÇþÿは、「 」の!þに-�される��です。W32-GENB


