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PIA PAS4830, シリーズ
PIA PAS4830, は、 の��です。シリーズ ������
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��できる��

・Excelシート�に�	したデータを��ながら、リアルタイムに �� し、DC�� を�	� 

!"に#$も&います。

Excelシート�のデータ を��ながら ��を,$した(Max65,000) DC CC�� � CV/

� -.となる ��は、 2だけです。モードで89コントロールします。 DC 1

=>$?での@A"BはCDに>$できます。

また!"に、�G・�Hの=リードバック?の��や、マルチメータなどのQR#$S

による#$もUVです。 その��?をX$し、�	をYZできます。さらに、 !\の����で

CC CV� と � を]^して� することはできません。

DC��を��する���

、� �などを#$にキー
ボードからExcelシートに-
.しておきます。

67のリードバック�<を��し、��と>?して、��・� 、
または、CDマルチメータのLM�がExcelシートにOQ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>じよ
うに、Excelの�<をY�して、Z[・\]・^_`をabにdう
ことができます。
f)hソフトにakZ[�<はありません。

スタート�に、Excelシートに��データを��します。

qずこのs7にカーソルを7いて、「 」をクリックします。START

「{.|}}~」�の「 から」にチェックを�けた��、この�に|}}~(�)を-.します。Excel

�ステップごとに�なった|}を-.できます。 ����があった��、��に��だった|}�が

��されます。

アドインを!"する�に、Excelシートに$%・$'などの��/を��56にあわせて��しておきます。 Excelシート>
のどの?@に��してもかまいませんが、��とJKにLM/をNりQむTUは、��した��/のYZにLM/が��される
ため、��/の��?@は、Excelシートの^_に��することをおaめします。(bdfg)

�[に ��を��する��の シートへの��データの-.�を�します。DC Excel

��の��データをこの�に-.します。 ��のセルで��を ¡します。
f)Excelに-.された�が 67に¢£されると、 67が¤つ��¦に§められます。DC DC�� ��
«いまして、 Excel¬の�が、そのまま®¯67の°M�にならない��があります。

���の�が��になると、��を ¡します。
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hプログラムはExcel¬のアドインとし
てkZします。Excel¬からhアドイン
を¸kすると、Excelシート¬に、このウ
インドウがºわれます。
「 」ボタンでExcelシート¬のデーSTART
タに¼づき¾¿��をÀÁします。

・jkなmnopにより、�	をmnできます。

rえば、u9�vの$�Hw�を&なうz{、mn�G?を>$しておけば、その�Gに}~

した"、C��に�	をmnします。
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�� GP IB- ボード �� ����

75,000o

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

ラトックシステム



{.モードを「��」「� 」からÃÄします。

Excelシート¬のデータのÅsをÆMします。

OVP�を-.します。 ��の��は、 を 。ºÉ°Mされている ��しますOVP

OCP�を-.します。 ��の��は、ºÉ �を��します。°MされているOCP

「LMÊË|}」は、 ��に���を°M�、LMをÀÁするまでのÊË|}を-.します。DC

もし、「{.|}}~」よりÍいÊË|}が-.された��は、LMはÎ�Ïに{.|}のÐÑでdわれます。

また、「��」「� 」のどれかのLMにチェックがある��、Î�Ïに0. �Ó¬のÊË|}に°Mされます。5

「LMÊË|}」の�が��の��は、{.|}}~のÐÑでLMがdわれます。

ÔÕなリードバック��や� をO×するためには、1�Ó¬のLMÊË|}を°MすることをおÙめします。

もっとÚÛにかつÔÕに���や� �をLMするためにはCDLM�を��してください。

{.|}}~を シートからO×し、ÝÞ{.|}}~がßàされるような��、LMÊË|}の�を��Excel

にしておくと、áに{.|}のÐÑでLMがdなわれます。

f)「LM|}}~」「LMÊË|}」は、あくまでもâãの|}で、ÔÕさをäåするものではありません

���、 ��のリードバック�を シートにO×する��はチェックを�けます。DC Excel

�� ¡|、��{.を にする��にチェックを�けます。チェックを�けない��は、�� ¡OFF

|、��の{.�が{.されたままになります。

{.���、æçèéするêëをノードÝに°Mします。íîはïページをòóください。

{.モードが「��」の��は、�ô� �を-.します。{.���、この� �をõえると��は

モードに÷dします。CC

{.モードが「� 」の��は、�ô���を-.します。{.���、この��をõえると��はCV

モードに÷dします。

��の��は、ºÉの°M�がä¤されます。

「 」ボタンで、ºÉのExcel¬カーソルs7をø にして、ùにúかってûïデータの��をÀÁします。START
���のüセルが��になると ¡します。 ýþしÞÿが1ÞÓ¬の��は、¬�をýりþします。
「 」ボタンを�すと、�|èéします。��「 」ボタンを�すと¾¿モードに�ります。PAUSE PAUSE
「 」をøに�してから、「 」を�すと、ステップモードになり、「 」を1Þ�すÝに、��データをïPAUSE START START
に�めます。 「 」を	
すると、¾¿モードに�ります。PAUSE
「 」モードの|、LMは「 」を�すか、また「 」	
したときに�dされます。PAUSE START PAUSE
「 」ボタンで、いつでも��できます。STOP

Excelシート¬のカーソルのs7を÷kさせます。

���と>|に、{.|}}~もExcelシートからOりQむ��にチェックします。 |}}~�は、���の 1つ
�の�に-.します。 ($ページòó)

�ステップの{.|}}~が�M|}}~の��、その|}を-.します。 「 シートから」にチェックを�けExcel

ると、この-.は��されます。-.�の�ôは3600�です。この�に「0」の-.も�<ですが、��の�Ûの|

}}~は、LMをdわない��で� 0Þ/���です。 また、リードバックによる��・� のどれかのLMにチ1

ェックをつけた��、�２Þ/���になります。

-.されたêëをüてä��び�Qをします。

{.のýりþしÞÿを-.します。üてのデータの{.が ¡したら、スタートs7に�り、��ýりþし{.を
dいます。 ýþしの�ôは250Þですが、LM�の-.がExcelシートの��に��するとèéします。

{. からの��|}もExcelにOりQみます。ON

マルチメータなどのCDLM�のデータも>|にOりQみます。(íîは� òó)

Excelシートの!�を"#えます。

PIA GP IB4830 -の アドレスを°Mします。

2/3

リードバックによるそれ ぞれのLM�に&して{.èéêëを°Mできます。

それぞれのLM'âに¬(�/ù(�の)*+,を-.し、その+,をCれた��、

その|-で��kZをakÏに ¡します。 ��の��は、その 'の.Mは��します。

これらの ¡.Mは、リアルタイムに01するわけではありません。-.された{.|}

}~ごとのLM�に&して、.Mがdわれます。

また、 .Mをする�'âは、qずそのLM'âを に°Mしておくq3があります。ON

DC��67のモード÷dを4{して、��kZをæçèéさせることができます。

「 モード」への÷dCC

「 モード」への÷dCV

èéêëが78したとき、その9*!�をdなうq3が�いならチェックを�けます。

CDLM�のLM:;に&しても{.kZのèéêëを°Mできます。

CDLM�の��、<_が の��、<_�の�に&し.Mがdわれます。ON

p���のqrstをuMします。

PIA4830に=¿した��のノードはqず「5」に°Mしてください。
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vwLMyマルチメータ~のuM��( )

CDLM�とは - でパソコンと=¿されているq3があります。(ù[)GP IB

CDLM�から¢られてくるデータのフォーマットは、 であり、Cÿのデータの��(Max10D)、データ}はコンマでE"られているq3がASCII

あります。

f)CDLM�からのデータOりQみは、üてのLM�とのF£をäåするものではありません。

もし、CDLM�からデータをHけOる|、クエリーコマンドを#$に¢£するq3がある|、ここに¢£する
クエリコマンドを-.します。ほとんどの��、��で です。OK
もし、マルチメータが コマンドLOのものでしたら、ù�のコマンドのどれかが��されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

CDLM�のデータH£|にトリガがq3な|、チェックをつけます。

CDLM�の - アドレスを°Mします。GP IB

�りQんだデータに、ù�<_をdった�、Excelへ-.します。

Excelへの-.� = ( LM�データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ-.する#'をここに-.します。

��の��、「CDLM�」が-.されます。

LMÀÁ$に、LM�に¢£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。 Fáは��です。

LM�のデリミタを°Mします。Fáは、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「`bコマンド」からトリガのcdをÃÄします。GET TRG

Fáは、「 」のÃÄをします。GET

「`bコマンド」をÃÄした��は、トリガコマンドをテキストボックスに-.します。

CDLM�のデータに<_efをdうときにチェックします。 CÿのデータがH£された��は、そのüての

データに、ù�に-.した<_がdわれます。

p���を��し、そのLM/を ExcelへNりQんだ�

スタート$に、#$にExcelシートに-.しておいた���

ノード5 ��の 67のリードバック��のLM�

ノード5 ��の 67のリードバック� のLM�

パソコン GP IB-

CDLM�

=¿�
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