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8252は、エーディーシーのです。

・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。
・3456への
89:を"り;えながら、々のデータをExcelシートに"#みます。
・いろいろなCDのFGHIをJKできます
MCDの9、NOCDの9、チャージ /ディスチャージの9、CDFG
Vしの9がNWです。



>プログラムはExcelDのアドインと
してJKします。ExcelDから>アドイ
ンをMJすると、ExcelシートDに、この
ウインドウがQわれます。
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ,レンジ,"##$,-.
V*Wをし「START」ボタンをｸﾘｯｸ
するとデータの-り.みをabします。

スタートすると、ﾌｧﾝｸｼｮﾝ･
ﾚﾝｼﾞ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを
した、されたｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ"##$で、さ
れたサンプル*のデータを
-.みます。23なら67
"8も7:することもがきま
す。

パソコン

Excelシートに-.んだデータは、キーボードからしたデータとåじように、Excelのgìをí
fして、Kî・ïð・ñòWをóôにÓ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ýがリアルタイムにÓえます。

GP - IB

8252

ab9d

※>アドインにóJグラフKîgìはありませんので、ExcelのグラフウィザードをdfしてKîしてくだ
さい。



データの-.をr"stします。もうrクリックすると、
-.をyaします。

iからデータの-.をabします。
「PAUSE」をjにkしてから「START」をkす
とスポットモードになります。

データの-.をztします。

ファンクションをします。
, (),
(), (),
(), , ,
の, の

Ê"#をします。
1ms, 2ms, 10ms, 1 PLC , 100ms, 200ms, 1s

「PAUSE」s、{|となり、クリックする}にデータを-り.み
ます。スポットモードでは、データの-.にdfします。

サンプリング・トリガをします。
AUTO , HOLD , Á
Áは、iリアーパネルのトリガÇÈからのに
よりトリガされます。

レンジをします。
sのをONにします。
のを/からします。
をしたは、を
します。  をしたは、
を¡¢ください。

チャージ/ディスチャージでのをÓなうにチェ
ックします。 チ ャージ・・ディスチャージのÕに
をÓないます。
チャージ"#、ディスチャージ"#のは´µ3,600
です。

データを-.む"##$(§)をします。
ここでした"#と¨©の"##$では
ª«の¬が®¯します。 °もが±い
やゼロがされたは、´でデ
ータを-り.みます。できる´µ"#
は、3600§です。

´Öのデータ-."、×ØÙWのヘッダを7:し
ます。

データを-.むV*をします。¹し、「ST
OP」ボタンでいつでもs»できます。また、°も
されていないときは、200,000Vと½¾され
ます。できる´µV*は、200,000Vです。

とå"に、もExcelにします。
Kîするときに23になります。

データに67"8を7:します。
abのÝÞ"#を7:します。

データのとÜにシートをスクロールします。

をExcelへする"のàáをし
ます。 「 ¨」は、ファンクションにより
「V」「A」または「Ω」のàáでします。
i>でしたGP - IBアドレスとåじ
をします。
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をしながらをする、「」をします。
するはõöにExcelシートににしておく23があります。できる
の*は、1にまるであればに はありません。  をするExcel
シートのáはどこでもかまいませんが、をしたシートとを-.むシート
はårのシートとなります。
の "#は「"##$」のでされます。
ExcelシートDにしたのjセルáにカーソルをいた、「-#」ボタン
をクリックします。$のテキストボックスにセルáがされます。  をabするöに
2ず、このjセルáのが23です。
のjセルáをした、この「Check」ボタンをクリックするとExcelDの
のの'()をチェックします。aböにチェックしておくと、*sで+わぬ
のミスで.ztすることを/tできます。
0ての12を34、または6み.みます。
さらに9:な12のをÓないます。(;î¡¢)
GP - IBで7

されたÁiのデータをå"に-.みます。(

¡¢)

チャージ・ディスチャージのチェックをÁすと モードになります。 そ の、
abし、 1VØのまでにチャージ"#が23なは「ÖVチャージ」の
に、そのチャージ"#をします。
のは、チャージ"#はゼロとなります。
のにり、、までの<="#をすることがì
です。ここでする<="#は「"##$」のより>さなをする23が
あります。もし、「"##$」へのより<="#がµきいと、の
"##$が=びることになります。
ExcelシートDにをリアルタイムKîします。
チェックを7けるとKî12Sがされます。(;î¡¢)
をするにつれて、ExcelシートがóJTにスクロールします。



「Excel」タブをし、データをÓうのリアルタイムKîのVをします。
グラフのタイトルをWXにします。

でもかまいません。

YZのデータをします。
YZØ[のMAX/MINをします。
の、オートス
ケーリングされます。ただし、õöにをし、スケール
にすると、Kîが`にÓわれます。
Zのデータをします。
ZØ[のMAX/MINをします。
の、オートス
ケーリングされます。ただし、õöにをし、スケール
にすると、Kîが`にÓわれます。

スポット9モードの

HI

「PAUSE」ボタンをj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Óわれた、「SPOT」ボタンの
クリックBちとなります。 「SPOT」ボタンをクリックする}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kし
てもåEのとなります。 この「スポットモード」では、「ÝÞ"#」の には1,2,3...と「 GH」がされます。
Iえば、JKを-りLえながら、M々のJKのをÓうにOíです。 「スポットモード」をPQするためには、「STOP」ボタンをクリックします。

2/4

「その+」の67
をします。プラスa/マイナスaそれぞれdeしたをします。fの が
の
、または、マイナスaだけののは のはÓなわれません。 プ ラスaだけのの
はプランa/マイナスaがそのにされます。
オートゼロをONにします。
コンタクトチェックをONにします。
スムージングをONにして、スムージングV*をします。
のにゼロチェックをONにします。
「START」、ゼロチェックをONにして、ここでした"#だけONを し、そのOFFにしがab
されます。 こ の が
のは、ゼロチェックがONのままがÓわれます。
「START」のカウントダウンs「"#カウント」 ;aのテキストボックスをダブルクリックすると、ここでの"
#をBたずに、ちにゼロチェックをOFFにします。
DmのON"#がされているだけ、この のが{|です。 ゼ ロチェックがOFFになった、
をabするまでのBち"#をします。
カウントダウンs「"#カウント」 ;aのテキストボックスをダブルクリックすると、ここでの"#をBたずに、
ちにがabされます。
にkしてi*lòをÓなうにチェックします。チェックを7けると「àá」のは±jされます。
をÓなうのhi*の12をします。のをÓなわないは、ここでの
は±jされます。
lòi*をします。 lòVは;mにします。
Excelへの = ( - i*B) * i*A
lòのàáなどのpqをします。
sにiaでエラーが®¯すると、それをvしてをs»しますが、ここでしたエラー×Ø
の®¯は±jしてを することができます。
をPQ、ののためのExcelシートDのカーソルsJáをします。
sのzt12をONにします。
このgìをONにすると、;の6×Øからをs»させるための12をできます。
r*の×Øにチェックを7けることがìです。

の


による$%&の

'による$
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(の

8252をEFにGHする
±)®.HIの²³は、8252にµ¶する"·¸¹ºを»¼ください。

¡¢CD9・¡¢C¢9・£¤9・C¥9の¦§ (CDFGを
89:が®¯されている。
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:;<(マルチメータB)のC67
ÁiとはGP-IBでパソコンと7 されている23があります。(wî)
Áiからxられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、r*のデータの
(Max10M)、データ#はコンマで{|られている23があります。
})0てのiとの~を3するものではありません。

パソコン

GP - IB

ÁiのGP-IBアドレスをします。

8252

ab9d

iのデリミタをします。~.は、LF+EOIです。
aböに、iにx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|Lえのコマンド
をします。 ~.は
です。
もし、Áiからデータをけ-る"、クエリーコマンドをõöにxする23がある"、ここにxする
クエリコマンドをします。ほとんどの、
でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンド のものでしたら、;mのコマンドのどれかがdfされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
Áiのデータ"にトリガが23な"、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「WXコマンド」からトリガのVをします。
~.は、「GET」のをします。
「WX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。
ÁiのデータにlòをÓうときにチェックします。 r*のデータがされたは、その0ての
データに、;mにしたlòがÓわれます。
-り.んだデータに、;mlòをÓった、Excelへします。
Excelへの = ( iデータ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへするõ×をここにします。

の、「Ái」がされます。

Áiのデータを*としてうか、しとてうかのをÓないます。~.は、「*データ」にします。
Áiからr*のデータがxされる、データの{|りをします。rTには、「コンマ」が
dfされます。
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