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ゲージHモデル QVHモデル XHモデル

10kPa 1kPa
200kPa 10kPa

130kPa

1000kPa 130kPa

700kPa

3500kPa 700kPa

3500kPa

16MPa
70MPa

VZとなる モデルMT300

^_`f /F1, /DM, /DA, /R1

Excelシートpに、このvzが|}
されます。 こ のvzの��により、
MT300の���>や�>を��し
ます。

ソフトの��と�>�

�>データはリアルタイム
に シートに��されExcel
ます。

��を にすると、ON
�>データの��と��に
トレンドグラフが��されます。



���

�>Aからデータの��を��します。
「 」を�に�してから「 」を�すPAUSE START
とスポット�>モードになります。

データの��を¢�£¤します。もう¢§クリックすると、
��を¨�します。
また、「 」を�に�してから「 」をクリックするとPAUSE START

�>モードになり、「 」をクリックするªに «だけSPOT SPOT 1
データを�り�みます。

「 」£、¯°となり、クリックするªにデータを�り�みPAUSE
ます。 スポット�>モードでは、データの��に±:します。

データの��を²¤します。

PAUSE 1³´の�、シートpの つ¶の�>データを·¸
します。

MT300¹>です。

�>のº»を�>します。
Pa, hPa, kPa, MPa, mbar, atm

¾¿�Àを�>します。

トリガÂÃを�>します。
Internal, External, SYNC, From PC
From PC Externalは、 トリガです。
�>�ÀÀÆªに、 からトリガがPC
ÇÈされます。

トリガÉÊ�Àを��します。
トリガの�に¯°です。External

ËÌされているオプションにÑÒするÓÔです。

�>Aのスケーリング�>
Ö×�をØÙください。

MAX/MIN|}

ÜVÝ|}

FUNCTIONÞßの�>
�>��で、 Þßをスタートし、�>FUNCTION
àáで、 を²¤します。FUNCTION
そのãäのÝは�り�みません。

�>モードのçè
Standard, Middle, Fast

é ê�>ÓÔのëìにつきましては、 に^îする��ïðñをØÙください。) MT300

DMMÞßの�> Ö×をØÙ( )

コンパレータの�> Ö×をØÙ( )

D/A ( )ô�の�> Ö×をØÙ

¿õß öアップ1

MT300のGPIBアドレスをここに�>します。

Excel 1シート ÷ÔにÓÔøを��します。

�>データと��に、ùúû/�üを��します。

�>データと��に、�>��からのýþ�Àを��
します。

Excel Excelシートをスクロールしながら�>データを
シートに��します。

��に、この「 」ボタンをクリックしてください。GET
,5されている のモデルや、ËÌされているオプションをソフト�が��します。MT300

サンプリングの�ÀÀÆを��します。
��の�ÀÀÆは、¾¿�ÀゆトリガÉÊ�À
などの��をけます。

データの�り�み«�を �«�Öで��して20
ください。

�>データのトレンドグラフを����します。
��のデータを�り�むとき、��を にすると、ON
データ�が�えるに�い、�り�み�ÀÀÆに
��がôますから、é�が��です。

このvzで��した�>��の�Òや��を÷
います。

GPIBで,5した�の�>Aのデータを¢�に�り�み
ます。�ページをØÙください。

※1

※1

※2

※2

※3

※3

※4

※4

スケーリング
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DMMÞß コンパレータ



"#�>AとはGP-IBでパソコンと,5されている��があります。(Ö�)
"#�>AからÇられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、'�のデータの()(Max10*)、データÀはコンマで+,られている��が
あります。
é)-ての�>Aとの.Èを�/するものではありません。

もし、"#�>Aからデータをけ�る�、クエリーコマンドを1¶にÇÈする��がある�、ここにÇÈする
クエリコマンドを��します。ほとんどの()、34でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンド78のものでしたら、Ö×のコマンドのどれかが±:されます。
:READ?       :FETCH?     :MEAS?

"#�>AのデータÈ�にトリガが��な�、チェックをつけます。

"#�>AのGP-IBアドレスを�>します。

�り�んだデータに、Ö× ; を÷った=、Excelへ��します。
Excelへの��Ý = ( �>Aデータ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��する1Óをここに��します。
34の()、「"#�>A」が��されます。

�>��¶に、�>AにÇÈするコマンドがある()は、ここに��します。 ファンクションやレンジ,@えのコマンド
を��します。 .Eは34です。

�>Aのデリミタを�>します。.Eは、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「J�コマンド」からトリガのÂÃをçèします。
.Eは、「GET」のçèをします。
「J�コマンド」をçèした()は、トリガコマンドをテキストボックスに��します。

"#�>Aのデータに ;NO を÷うときにチェックします。 '�のデータがÈされた()は、その-ての
データに、Ö×に��した ; が÷われます。

パソコン GP-IB

���	
"#�>Aのデータを�ÝとしてQうか、RSしとてQうかの

çèを÷ないます。.Eは、「�Ýデータ」に�>します。

"#�>Aから'�のデータがÇÈされる()、データの

+,りRSをT>します。¢UVには、「コンマ」が±:され

ます。

�����マルチメータ�の����( )
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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YZに��する��: -OfficeMS

Windows 7/8.1/10(32 or 64bit), -Offics 2010/2013/2016/2019(32bit Only)MS

�p �p ディスプレー õ\§ �pRAM 4GB 8GB: Windows7( ),Windows8.1/10( ), : 1,024*900
Windows 7,Windows8.1,Windows10, -Office/ExcelMS は、
]^マイクロソフト�の�	です。

【�	】

ソフト!"の#$が「- 」の()のN GP-IB

GPIB USB HS- - +

ナショナルインスツルメンツ

783368-01

�ab`fに7ずる。

�abにおe)せÖさい。

ソフト!"の#$が「- 」の()のR GP-IB

ラトックシステム
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USB GPIB2- コンバータ

REX USB- 220

48,000 ( )i jC

�ab

�ab`fに7ずる。
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Keysight 82357B, Keithley KUSB-488B
でも��します。

MT300


