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・データロガーとしての�

��された����で��された��のデータをリアルタイムにExcelシートに "#みます。()200,000*までの

データが-.して"り#めます。 "り#み34なマルチメータの�は ()５; です。1;から までの?@;� また、

BてのC�DをFGトリガモードにすることにより、M�サンプリングが34です。

・RSTUへの�

WC�Xを"りYえながら、�々のデータをExcelシートに"#みます。

・ \4のサポートLONG-IT

から までの?@の^_��が`�できます。10ms 60s

・バーストC�fgの"#

バーストC�された のhGメモリデータを シートに"#み、M�にijもmないます。データ"#��は、R6552 Excel

�のデータのop、おおよそstのとおりです。1000

C� パソコンyz {| ij(4.6sec) + (12sec) + Excel (8.6sec) + (6.4sec)

・}~\�リストに�いC�Dのデータもyzできます。( )FGC�D

FGC�Dを�めると、B10;までのC�Dのデータの"り#みがmなえます。

���をExcelへ��する�の�を��しま

す。 「��」は、 「V」��ファンクションにより

「A」 の�での��を��します。または「Ω」

�����で��したGP-IBアドレスと$じ

�を��します。

���からデータの+,を./します。

「PAUSE」を0に2してから「START」を2す

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

D.します。

「PAUSE」;、 となり、ｸﾘｯｸするKにデータを+り,みます。��

スポットモードでは、データのサンプリングにWXします。

サンプリング��を��します。 「 」をYZすると、 からLONG-IT 100

の[の\�の]^�[を��できます。60,000ms

��ファンクションを��します。

��レンジをAUTO/MANUALでmnえます。

AUTOのﾁｪｯｸをrすとレンジ��Xテキスト

ボックスがwれますからレンジをキーボードか

ら��します。z{な�を��する|}はあ

りません。��された�に:��い１つ�の

レンジに��されます。

トリガモードを��します。

「FREE RUN」は、��;もFREE RUN��を��します。

「 」は、���[Kにパソコンが にトリガを��しまHOLD R6552

す。 はHOLD��になります。「r�トリガ」は のリアーR6552 R6552

の「 」TRIGGER からのトリガによるサンプリングを"ないます。

'ての を )*トリガ にR6552 「 」 ��して��を./すると、r�トリ

ガにより�ての���の$���が��です。

「 」は、 のBURST R6552 バースト��を�ないます。まず、���

の����を ¡¢に��し、バースト��が£¤するのを¥ち、

バースト��§¤とともに��¨©を シートに+,みます。Excel

|}なら��データの ¡ª«を�ないます。

「 」がYZされると����¬が®¯されます。 °±²BURST ( )

D?、バースト����を��するためには、:´、µ��をYZ

した¶、D?「 」をYZします。「 」は、１·¸の だBURST BURST R6552

けが����です。

��;は「»¼」、ポーズ;は「¾¼」、¿<;

は「À¼」となります。

スタートすると、ファンクション･��

レンジ･サンプリングÂ?を��した

¶、Ã�されたサンプリング�[[

Äで、Ã�されたサンプルÆのデー

タを+,みます。|}ならÇÈ�É

もÈÊすることもがきます。

Excelシートに+,んだデータは、キーボードから��したデータと$じように、ExcelのÌ�をÍ

Xして、ª«・ÏÐ・ÑÒÓを Ôに�うことができます。 また、ÕÖにデータが+,まれる×Ø

をExcelのグラフウィザードで��しておけば、データ+,とグラフßがリアルタイムに�えます。
※�アドインに ¡グラフª«Ì�はありませんので、ExcelのグラフウィザードをWXしてª«してくだ

さい。 なお、バースト��では、 äまでのデータ+,を�なうとともに、そのæçを ¡¢にª«10,000

することができます。

データの+,を¿<します。

���にèÒéêを�います。 °±²ë( )

���のìíを��します。

�プログラムはExcel�のアドインとして¡ªします。

Excel�から�アドインを ¡すると、Excelシート�

に、このウインドウがwわれます。ファンクション,��

レンジ,�[[Ä,+,ñÆÓを��し「START」ボタ

ンをクリックするとデータの+り,みを./します。
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��する���をYZします。

��にWXする���にチェックします。

ôÆの·Æのデータõ�を�なうö÷、õ�と$�に���

を シートに��します。データがø�したùに シートExcel Excel

に��されます。チェックがÈいていないö÷は、�ての��

�のデータをõ�¶、:úしてデータを シートに��しまExcel

す。

「スポット��」;、 となり、ｸﾘｯｸするKに、 つÖの���を�� 1

üýします。D��のときにWXします。

W32-65525
デジタルマルチメータ ��５����( )

R6552/T/T-R
�できる\� R6552,R6552T,R6552T-R

R6552,R6552T,R6552T-Rは、ADC の��です。�

エーディーシー

W32-R65525-R

W32-R65525-N NI�

S� GP-IBボード �� �i��

180,000�

Win7/8.1/10/11
(32bit or 64bit)
Excel2010/13/16
2019/2021
(32bit Only)

ラトックシステム



Excelシート�のカーソルを��・��に	¡します。

Excelシート�のカーソルを	¡しデータ+,./�
を��します。

「START」ボタンをクリックするとカーソル�
から��へデータを+,みます。

データを��する シートのmnえを�ないます。Excel

データにÇÈ�ÉをÈÊします。

��のデータ+,�、���¸�ÓのヘッダをÈÊします。

��./ します。,の-./0を13

データの��と�にシートをスクロールします。

GP-IB ( )で��した�の���からのデータを$�に�み,みます。 �«²ë

��した����を���び�み,みを�ないます。

����の� 

「"の#$」の� 

���からのデータに、èÒéêを�います。

への��� ��� �Æ �ÆExcel = (( - B ) * A

)�

��の「���」は、「®¯�」で��した�に�nした¶の�がWXされます。

 えば、®¯�の��が「 」に��されていて、���が だったö÷「 」の�がèÒにWXされます。m 0.1A 100mA

アドインを§¤します。

データを+,むñÆをÃ�します。#し、「STOP」ボタンでいつでも;$できます。また、%も��されていな

いときは、200,000ñと&'されます。��できる�(ñÆは、200,000ñです。

データを+,む�[[Äを��します。 ここで��した�[と� )の�[[Äでは*+の,-が./しま

す。%も��が1いö÷やゼロが��されたö÷は、�Âでデータを+り,みます。��できる�(�[は、

36006です。

��./7¶に１ñだけオートゼロを��します。

Null��を�なう�にチェックします。

dB/dBm��を�なう�にチェックします。

スムージング��を�なう�にチェックします。

スケーリング��を�なう�にチェックします。

ACフィルタの��を�ないます。

R6552T-Rのリップル��を�なう�に��します。

«)

¬{|®の¯°につきましては、C�Dに²³する"´µ¶·に¯しくµ¶されて

いますからそちらをº»ください。
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「PAUSE」ボタンを0にクリックして、その¶「START」ボタンをクリックすると「スポット��モード」になります。 マルチメータの��が�われた¶、「SPOT」ボタンの

クリック¥ちとなります。 「SPOT」ボタンをクリックするKにデータがExcelシートに+,まれます。 この�「SPOT」ボタンをクリックする�わりに「スペース」キーを2し

ても$=の¨©となります。 この「スポット��モード」では、「>?�[」の@には1,2,3...と「B��D」が��されます。

 えば、E��Fを+りnえながら、ä々のE��Fの��を�うö÷にHÍです。 「スポット��モード」を§¤するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

スポットC�モードの�½¾



「 」&$'*の#$+.BURST

r�トリガ�のトリガIJ�[を��します。 ～(0 99999ms)

r�トリガ�のプリトリガ��を��します。

バースト��のデータÆをÃ�します。

バースト���にæçデータを に+り,むö÷にチェックします。Excel

r�トリガによるバースト��を�なう�にチェックします。

バーストæçを+,¶、 ¡ª«を�なう�にチェックします。

バースト��¨©から シート+,むèÒ�にチェックをÈけます。Excel

バースト&$:の;<=>
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?@&$A マルチメータC の#$+.( )

r����とはGP-IBでパソコンと��されている|}があります。(�«)

r����から�られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、ôÆのデータのö÷(Max10ä)、データ[はコンマでOmられている|}が

あります。

�)�ての���とのP�を�Qするものではありません。

もし、r����からデータをõけ+る�、クエリーコマンドをÕÖに
��する|}がある�、ここに��する
クエリコマンドを��します。ほとんどのö÷、U@でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドWXのものでしたら、��のコマンド
のどれかがWXされます。
:READ?       :FETCH?     :MEAS?

r����のデータõ��にトリガが|}な�、チェックをつけます。

r����のGP-IBアドレスを��します。

4り,んだデータに、��èÒを�った¶、Excelへ��します。

Excelへの��� = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��するÕ�をここに��します。

U@のö÷、「r����」が��されます。

��./Öに、���に��するコマンドがあるö÷は、ここに��します。 ファンクションやレンジmnえのコマンド

を��します。 P]はU@です。

���のデリミタを��します。P]は、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「\�コマンド」からトリガの�bをYZします。

P]は、「GET」のYZをします。

「\�コマンド」をYZしたö÷は、トリガコマンドをテキストボックス

に��します。

r����のデータにèÒéêを�うときにチェックします。

ôÆのデータがõ�されたö÷は、その�てのデータに、

��に��したèÒが�われます。

��するr�����DをYZします。
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