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PAXシリーズは、のです。



・Excelシートに したデータをながら、リアルタイムにPAXを
コントロールし、!"に#$も&います。
Excelシートのデータをながら,-を.または,1としてコントロ
ールします。 45$6での89":は;<に5$できます。
また!"に、.・1リードバック6のや、マルチメータによる#$もJKです。
その6をM$し、N をOQできます。 R ).と1をTUしてコントロールす
ることはできません。 Z[に5$した.または1のどれか_`のコントロールだ
けです。



uプログラムはExcel のアドインとし
てviします。Excel からuアドイン
をv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Excelシート のデー
タを ,は$としてにQ*
します。

をする !
または,$!を%&にExce
lシートに)*しておきます。
)*/0は、キーボートから
5)*するか、67の8のア
ドインソフトをしてオシロス
コープFから)*してください。



KLMをNすると、 または,$Q*にR
Sして、KL ・KL$または、UVマルチメ
ータのKL!がExcelシートに^_まれます。
これらのデータは、キーボードから)*したデータと
Rじように、ExcelのMをhして、ij・km・n
oFをpqにrうことができます。
s)uソフトにpvijMはありません。

Excelシートのデータによりダイレクトに
する"この「ExcelN 」タブをし
ます。
Excelシート のデータによりするを
Lします。  Q*/$Q*からします。

Q*を
Excelシート

のデータのをLします。

 Q*の¶·は、Ú$!を、
$Q*の¶·は、Ú !を
)*します。

ÊËします。
のカーソルのをüvします。

 または$!とR に、そのQ*ÿÈ
±もExcelシートから^り_む¶·にチェックし
ます。
Q*ÿÈ ±は、 /$!の1つの
に)*します。 (ÕページØÙ)
±の!はõてのセルに)*するはあり
ません。ãäの¶·は、ù³に)*された
±!がされます。

ÊËÌÍを)*することにより、ÎV
でÏÐしたÑをÒÓしQ*をÊËする
ことができます。(ÕページØÙ)

#$`の5$

þ²L!のQ*ÿÈ ±を)*します。
「 ±!も^_」にチェックを¦けると、この)*
は されます。)*!のùúは3600Àです。
このäに「0」の)*もMですが、のù
のQ* ±±´は、10é/Àøです。
また、 または$のKLをチェックした¶
·、２é/Àøになります。

Q*、のとR にKLをr
います。KLしたい¡¢にチェックを¦けます。
「UVKL¨」は、GP-IB にされたマル
チメータFの8のKL!のデータの^り_み
をrいます。
「KL¯° ±」は、Q*を²L³、K
Lを|}するまでの¯° ±を)*します。
もし、「Q* ±±´」よりµい¯° ±が)*
された¶·は、¯° ±が¸¹されます。
また、「 」と「$」のどちらかのKLにチ
ェックがある¶·、¼に0.5ÀÁ の¯°
±に²Lされます。

Q*のçりèしéêを)*します。õての
データのQ*がåæしたら、スタート
にöり、÷øçりèしQ*をrいます。
çèしのùúは250éです。
õてのQ*をýæしたとき、Q*を
OFFにします。

TRTFの²Lをします。
がONÅÆでのTRTFの²Lはできませ
んので、ONのÅÆから「START」する
は、「ÅÇÈ」をしてください。
のGP-IBアドレスを²Lします。

Q*|}とともに、モードになり、
Excelシート のデータがやすくなります。

ÛのExcelカーソルを¹Ýにして、Þに
ßかってáÕデータのを|}します。
セルがãäになるとåæします。
çèしéêが1éÁ の¶·は、 ìをçりè
します。
「PAUSE」を¹にîしてから、「START」をîすと、
ステップモードになり、「START」を1éîすðに、
データをÕにñめます。「PAUSE」をóô
すると、モードになります。

ExcelデータによるリアルタイムN

Excelシート

・Excelシートのデータをシーケンス
・データとしてPAXのメモリにhみます。
Excelシートのデータを、PAXのノーマル/
ファースト・シーケンスoのメモリpqにhりむ
ことがJKです。 また、そのhりんだデータを
tにシーケンスN することができます。
uえば、yz{#|o Excelアドインシリーズで
オシロスコープのデータをExcelにhりみ、その
データをソフトで,-にシーケンスデータと
してhりむことにより、などの.
をすることができます。

Q*ONからの ±をExcelにします。
のプロテクションMを²Lします。
(ÕページØÙ)

１/４

)*されたÌÍをõてÿ

び _をします。

「ExcelデータによるリアルタイムTU

!」のYZ[\

!;<=に、ExcelシートにBまたはFGをH!しておきます。
このにカーソルをいて、「START」をクリックします。
この¶·、「 Q*」に²Lされていれば、「0」「1」「2」...と、

!をリアルタイムにQ*します。

「 ±!も^_」にチェックを¦けた¶·、この にÿÈ ±(À)を)*します。
þ²L! ごとになった ±を)*できます。ãäの¶·、&の)* ±!がされます。
この¶·、þ²L!ごとにÿÈ ±は「0.5」「0.8」「1」「1」「1」「1.2」「1.2」「1.4」「1.4」À...となります。

のプロテクションを'(できます。
チェックをUすとプロテクションの²Lをrないません。
チェックを¦けると「START」ボタンや「Excelから _み
|}」ボタンをîすðに、Aに、のプロテクションの
²Lをrないます。
プロテクションの²Lのがい¶·、チェックをU
すことにより、「START」ボタンをîしてから、Q*|}
までの ±をGくすることができます。

!"#$%を'(することができます。

s)
jのプロテクションのþ¡¢の
>Iにつきましては、PAXの
^JNOPをØÙください。

ÎVでÏÐした「OVPvi」、「OCPvi」、「OHPvi」「CVvi」「CCvi」
「Limitvi」をÒÓしてQ*viをÊËします。
これらのviのÏÐÒÓはリアルタイムにはrわれません。
 /$のQ*!を+,した にだけ、ÏÐをÒÓします。

リード バックによるそれぞれのKL!に してQ*ÊËÌÍを²Lできます。
それぞれのKL¡¢に Ú!/ÞÚ!の!"#$を)*し、その#$をUれた¶·、
その %でQ*をpvにåæします。ãäの¶·は、その¡の&Lは します。
これらのåæ&Lは、リアルタイムに'(するわけではありません。)*されたQ* ±
±´ごとのKL!に して、&Lがrわれます。
また、 &Lをするþ¡¢は、ずそのKL¡¢をONに²Lしておくがあります。
UVKL¨の¶·、*oがONの¶·、*o³の!に し&Lがrわれます。
ÊËÌÍがÏÐしたとき、そのÎ"をrなうがいならチェックを¦けます。

UVKL¨(マルチメータF)の²L/0
°±#$|とはGP-IBでパソコンと³´されている¶·があります。(º»)
°±#$|から¼られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、ÁÂのデータのÃÄ(Max10Æ)、データ:はコンマでÇÈられている¶·が
あります。
R)Éての#$|とのÊËを8Ìするものではありません。
UVKL¨のGP-IBアドレスを²Lします。
#$|のデリミタを5$します。ÊÓは、LF+EOIです。
#$ÍÎÏに、#$|に¼ËするコマンドがあるÃÄは、ここに
を します。 ÊÓはÔÕです。

します。 ファンクションやレンジÈÒえのコマンド

もし、UVKL¨からデータを-け^る 、クエリーコマンドを%&に/0するがある 、ここに/0する
クエリコマンドを)*します。ほとんどの¶·、ãäでOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンド25のものでしたら、Þìのコマンドのどれかがされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
UVKL¨のデータ-0 にトリガがな

、チェックをつけます。

「GET」,「"*TRG"」,「=>コマンド」からトリガの/0をします。
@Aは、「GET」のをします。
「=>コマンド」をした¶·は、トリガコマンドをテキストボックスに)*します。
UVKL¨のデータに*oBEをrうときにチェックします。 Fêのデータが-0された¶·は、そのõての
データに、Þìに)*した*oがrわれます。
りんだデータに、
をった、Excelへします。パソコン
Excelへの = ( !データ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへする+,をここにします。
/0の12、「45!」がされます。

２/４

GP-IB

PAX

°±#$|

Excel^のデータをファーストシーケンスのデータとしてメモリにgりiむ
ファーストシーケンスのデータとしてhり
むためには、まず、この「First Seq」タ
ブをします。
このタブがされているときの「START」
ボタンはファーストシーケンスN ÍÎの
áâを9ちます。

シーケンスQ*をcします。
Excelからファーストシーケンスのデータとしてに^
_んだ³、そのデータをからQ*するときにîしま
す。 スタート³、²Lしたループéêをåæすると、p
vにåæしします。
このボタンをîす&に、「Excelから _み|}」ボタン
でExcelシート のデータをのメモリにS/し
ておいてください。
T、「Excelから _み|}」ボタンにより、データを
に^_んだ³は、Uøでも、この「START」ボタンに
より、ファーストシーケンスQ*がMです。
また、「ステップ ±」と「ループéê」の)*+,は、
Aに、「START」によるシーケンスQ*に'Wされます。
その8の¡¢は、、「Excelから _み|}」ボタンをî
した のÅÆから+,しないでÞさい。

ExcelシートのデータのをLします。
ファーストシーケンスQ*でのステップ ±を)
*します。 )*#$は、0.1ms～100msです。
Excel のデータをに^_む¶·の、
プログラムdeをLします。
Excelシート のデータを または$!
としてへシーケンデータとして^り_
みを|}します。 データの^り_みは、
Ûのカーソルから^り_みを|}し、
áÕÞ/ßにßかって^り_みます。セルが
ãäになるか、または、 _データêが1,024を
[えると _をåæします。
^り_むøは、1,024]で100Àøです。

Excelシート

のデータのを²Lします。

シーケンスQ*のçりèしQ*éêを)*します。
1～9999の#$で)*します。
9999は、çèしÚéêを>Iします。
シーケンスQ*åæ
チェックします。

Excelから _³、Q*をONにし、さらに
Q*!を²Lすることができます。

、のQ*をOFFにする¶·

「 Excelからの _み|}」ボタンによりのメモリ
`aにデータの^り_みをýæすると、このテキストボ
ックスにに^り_んだステップêがpvに
されます。
)*できる#$は、Max1,024ステップです。

Excelからのへのデータgio
このにカーソルをいて、「Excelから
_み|}」ボタンをクリックします。
Þ/ßにßかってデータが み_まれ
ãäになるか、1,024]に^_するまで
みけます。

３/４

Excel^のデータをノーマルシーケンスのデータとしてメモリにgりiむ
ノーマルシーケンスのデータとしてhり
むためには、まず、この「Normal Seq」
タブをします。
このタブがされているときの「START」
ボタンはノーマルシーケンスN ÍÎの
áâを9ちます。

シーケンスQ*をcします。
Excelからノーマルシーケンスのデータとしてに^
_んだ³、そのデータをからQ*するときにîしま
す。 スタート³、²Lしたループéêをåæすると、p
vにåæしします。
このボタンをîす&に、「Excelから _み|}」ボタン
でExcelシート のデータをのメモリにS/し
ておいてください。
T、「Excelから _み|}」ボタンにより、データを
に^_んだ³は、Uøでも、この「START」ボタンに
より、ノーマルシーケンスQ*がMです。
また、「ループéê」の)*+,は、Aに、「START」に
よるシーケンスQ*に'Wされます。
その8の¡¢は、、「Excelから _み|}」ボタンをî
した のÅÆから+,しないでÞさい。

ExcelシートのデータのをLします。
「 」 : NVモード
「$」 : NIモード
「 $」 : NVIモード
Excelシート
します。

の

±データのをL

Excel のデータをに^_む¶·の、
プログラムdeをLします。
Excelシート のデータを または$!
としてへシーケンデータとして^り_
みを|}します。 データの^り_みは、
Ûのカーソルから^り_みを|}し、
áÕÞ/ßにßかって^り_みます。セルが
ãäになるか、または、 _データêが256を
[えると _をåæします。
 /$データのはステップ ±の
データを)*し、さらにそのには、fü
データを)*しておくがあります。
(ÞjのをØÙ)
^り_むøは、256]で45Àøです。

Excelシート

の

/$データのを²Lします。

シーケンスQ*のçりèしQ*éêを)*します。
1～9999の#$で)*します。
9999は、çèしÚéêを>Iします。
シーケンスQ*åæ
チェックします。

、のQ*をOFFにする¶·

「 Excelからの _み|}」ボタンによりのメモリ
`aにデータの^り_みをýæすると、このテキストボ
ックスにに^り_んだステップêがpvに
されます。
)*できる#$は、Max256ステップです。

Excelから _³、Q*をONにし、さらに
Q*!を²Lすることができます。

Excelからのへのデータgio
このにカーソルをいて、「Excelから
_み|}」ボタンをクリックします。
Þ/ßにßかってデータが み_まれ
ãäになるか、256]に^_すると、 _
みをåæします。
「 」または「 $」をした¶·は、
 !の)*、「$」をした¶·は、
$!の)*になります。

このには、ずþステップのÿÈ ±を)*します。 ¹Ýのセルには、 ず)*がですが、２]Áh
のセルはõて)*するはありません。 ãäのセルは、Á&のセルの!がpvに jされます。
Þjののステップ ±は、「0.8」「0.8」「1」「1」「3」「4」「4」「4」となります。
±のは、 ìjでLします。
このには、þステップのfü/0を)*します。
「0」は、ステップfüを>Iし、
「１」は、ランプfüを>Iします。
¹Ýセルがãäの¶·は、ステップfüとみなさ
れますが、２]¢Áhのセルのãäは、Á&のセ
ルの!がjされます。
えばljののfüは、
「ステップ」「ランプ」「ランプ」「ステップ」「ステップ」...
となります。

R)
N モードに「.1」(NVIモード)をした
ÃÄだけは、この2æの が¶·となります。
N モードで「.」「1」がされたÃÄ、
ここへの はèéされます。
・「$!」の)*
1d¢のセルにはず$!の)*がですが、2d
¢Áhは、ずしも)*がではありません。
ãäの¶·は、Á&)*がnoであったセルの!がj
されます。
・「fü/0」の)*
ìのfü/0の)*に2じます。

４/４

