
W32-RM3545/-3545MUX
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����

��できる�� RM3545, RM3545-01, RM3545-02 RM3545は、 の�です。����

スタートすると、ファンクション･�!

レンジ･サンプリング()を+!した

6、7!されたサンプリング:;;

<で、7!されたサンプル>のデー

タを@Aみます。DEなら�H:I

もHKすることもがきます。

Excelシートに@Aんだデータは、キーボードからXYしたデータとZじよう

に、Excelの�^を_�して、ab・fg・hijをkmにnうことができます。

また、opにデータが@AまれるqrをExcelのグラフウィザードで+!して

おけば、データ@Aとグラフ{がリアルタイムにnえます。
※�アドインにk�グラフab�^はありませんので、Excelのグラフウィザードを

��してabしてください。

・データロガーとしての��

7!された:;;<(Max.3600sec)で7!された�>(Max.20 )のデータをリアルタイムにExcelシートに��

@Aみます。 W32-RM3545MUX-RS 4 20ch 2 40ch 。は、 � �!で 、 � �!で まで�!ができます

・����への��

��!�を@り�えながら、�々のデータをExcelシートに@Aみます。(スポットモード)

・ でも��トリガ��に !したデータ#$ができます。FREE RUN

��hリアーの ¡トリガ£¤にZ¥してデータを@Aむことができます。この ¡トリガによる@りAみは、

��hが「 」「 」のどちらでも«^です。フットスイッチjを��hの ¡トリガ£¤XYに�HOLD FREE RUN

�すれば®¯°に±Yを²³します。

・+,.と0167.を 9に に#$むことができます。Excel

・ の<7+,=

のファンクションやレンジ の+!は 、��h j もちろん �^、コンパレート�^、¸)�i、¸)¹º、BIN

¸)センサjの+!、スキャナの+!もパソコンがnいます。

+,=
RM3545
RM3545-01
RM3545-02

@ABC

�!¿をExcelへXYする:のÁÂを+!します。

�!Ãからデータの@AをÄÅします。

「 」をÆにÇしてから「 」をÇすPAUSE START

とスポット�!モードになります。

データの@AをË:ÌÍします。もうË)クリックすると@Aを

ÎÄします。

「 」Ì、ÏÐとなり、クリックするÑにデータを@りAみます。PAUSE

スポットモードでは、データのサンプリングに��します。

スポットモードでサンプルモードを ¡トリガに+!したÒÓは、

ÔÕ１�だけ、この「 」ボタンをÇすと、その6、 ¡トリガにSPOT

Z¥してデータを に@Aみます。Excel

サンプリング()を+!します。

�!ファンクション ÙÚ を+!します。( )

「��」、「 ��」、「�� ¸)」、LP +

「 �� ¸)」LP +

�!レンジを / でÞ�えます。AUTO MANUAL

のﾁｪｯｸを すとレンジXY�テキストAUTO

ボックスがåれますからレンジをキーボードか

らXYします。æçな¿をXYするDEはあ

りません。XYされた¿にËèéい１つëの

レンジに+!されます。

�!Ìは「ìí」、ポーズÌは「ïí」、ðÍÌ

は「ñí」となります。

データの@AをðÍします。
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�aòó：Windows7/8.1/10(32 or 64bit) : Excel2007/2010/2013/2016(32bit Only)

�プログラムはExcelëのアドインとして�aします。

Excelëから�アドインを��すると、Excelシートë

に、このウインドウがåわれます。ファンクション,�!

レンジ,:;;<,@A�>jを+!し「 」ボタSTART

ンをクリックするとデータの@りAみをÄÅします。

12.567
12.567

フットスイッチ

RS-232C

SPOT�!のÒÓ、１つpに�ります。

W32-RM3545MUX-RS
は、スキャナ��。

�	
RM3545-02

この¡
をダブルクリックすると、
が�Þ�ります。mOhm ,Ohm ,KOkm

W32-RM3545-RS

W32-RM3545MUX-RS

®è �£�� �� �aòó

72,000K
Windows
Vista/7/8.1/10
(32 or 64bit)
Excel
2007/10/13/16
(32bit Only)

188,000K

マルチプレクサ
���し

マルチプレクサ
��Ïり

RS-232C

RS-232C



�!Ãの�	を��します。

W32-RM3545MUX-「 」では、 を��RS RM3545-20

するとマルチプレクサでの�!が«^になります。

データを@Aむ�>を7!します。�し、「 」ボSTOP

タンでいつでもÌ�できます。また、�もXYされて

いないときは、200,000�と��されます。XYできる

Ô��>は、200,000�です。

データを@Aむ:;;<をXYします。

ここでXYした:;と��の:;;<では !の"#

が²$します。�もXYが�いÒÓやゼロがXYされ

たÒÓは、Ô( �/&') でデータを@りAみます。(5 )

XYできるÔ�:;は、3600&です。

�!のトリガディレイ:;をXYします。�(は、

)*または「 」をXYします。0

�!Ãのアベレージンク�>を+!します。

�!¿に,i-.をnいます。 �b/0( )
ここにチェックをつけると、「23ÁÂ」は�Ð
になります。

トリガモードを+!します。

「 」は、�!Ìも 45を67します。FREE RUN FREE RUN

「パソコン」は、�!:;Ñにパソコンが�!Ãにトリガを

8£します。�!Ãは 45になります。HOLD

「 ¡トリガ」は、��hリアーパネル のトリガ( I/O)EXT

� にZ¥してデータを@Aみます。トリガXYが�い

;は�!Ãは 45になります。HOLD

「 ¡トリガ 」は、ëÚとZじく、��hリアー( )FREE RUN

パネル のトリガ� にZ¥してデータを@Aみ( I/O)EXT

ますが、トリガXYが�い;でも�!Ãは 45FREE RUN

になっています。スキャナを��するÒÓは、トリガは、

;<=にパソコンに+!されます。

ExcelシートへのデータをXYする�>をÞ�えます。

データに�H:IをHKします。

ÔÕのデータ@A:、�!?@AjのヘッダをHKしま

す。

�!ÄÅ6のEG:;をHKします。

データのXYとJにシートをスクロールします。

XYした�!LMを6NOびQみAみをnないます。

「Rの+!」で にした?@がìíで23されます。ON

「¸)¹º」「¸)�i」などのそのRの+!をnない

ます。 6S/0( )

��hのファームウェアバージョンが23されます。

ここで+!するU?@のWXYZにつきましては「��h 」にH[する@\YZ]を/0してください。RM3545

¸)¹ºのLM+!をnなうと

Jに��hの¸)¹º�^を

にします。ON

チェックが�いÒÓは、¸)¹

ºは に+!されます。OFF

¸)�iのLM+!をnなうと

Jに��hの¸)�i�^を

にします。ON

チェックが�いÒÓは、¸)�

iは に+!されます。OFF

コンパレータのLM+!をnな

うとJに��hのコンパレータ

�^を にします。ON

チェックが�いÒÓは、コンパレ

ータは に+!されます。OFF

コンパレータを に+!するとON

�!^_が のÒÓは、Hi Excel

へのXYデータがìí23され

のÒÓは、ïí23されます。Low

¸)�!をnなうための¸)

センサの+!をnないます。

チェックをHけないÒÓは、

��hのå4をa7します。

BIN BIN�^を+!し、��hの �^を

にします。ON

チェックが�いÒÓは、 �^はBIN OFF

に+!されます。

�^を に+!したÒÓは、�!BIN ON

¿のcdに の^_がXYされます。BIN

の へのXY¿のefはÙÚBIN Excel

の�りです。

へXYされる¿は、ÙÚのghExcel

¿のÓh¿です。BIN

BIN BIN BIN BIN0=1, 1=2 , 2=4 , 3=8

4=16 , 5=32 , 6=64BIN BIN BIN

7=128 , 8=256 , 9=512BIN BIN BIN

1, 3lえば、 にghしたÒÓは、BIN BIN

「10」が にXYされます。Excel

セルフキャリブレーションを にします。ON

オフセット�o¹ºを にします。ON

スポット�!モードの����

「 」ボタンをÆにクリックして、その6「 」ボタンをクリックすると「スポット�!モード」になります。 の+!がnわれた6、「 」ボタンのクリックpちとなります。PAUSE START SPOT��h
「 」ボタンをクリックするÑにデータがExcelシートに@Aまれます。 この:「 」ボタンをクリックするqわりに「スペース」キーをÇしてもZsの^_となります。SPOT SPOT
この「スポット�!モード」では、「EG:;」の*には1,2,3...と「tuè¤」がXYされます。
lえば、��!�を@り�えながら、�々の��!�の�!をnうÒÓにv_です。 「スポット�!モード」をwxするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP
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RM3545 RS-232Cとの の�£LMを+!します。

「 」では、�!ÃをW32-RM3545MUX-RS RM3545-02
を��するとマルチプレクサの��が«^になります。

�!�zを モードにします。LOW

100M ONΩ|})モードを にします。

「Oの<7」の��



67.の ��QExcel

�!Ãからのデータに、,i-.をnいます。

へのXY¿ �!¿ ~> ~>Excel = (( - B ) * A

)�

ON MOhm , KOhm , Ohm , , mOhmëÚの,i�^を にすると、「23ÁÂ」に+!した jの+!は��されます。

RS-232Cのポートè¤を+!します。

ポートè¤は、 のデバイスマネージャから�べてください。PC
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ボーレートは、「 」をお�めします。38400
ÙÚで、�!Ãdのボーレートも、「 」に+!してください。38400
115200「 」は、�!Ãdが��できないため��できません。

�!Ã��から、 の�£LMを+!します。RS-232C
ボーレート は、「 」の��をお�めします。SPEED( ) 38400

「��>へ」にチェックをHけたÒÓ

「��>へ」にチェックをHけないÒÓ

「STVY」の��

「Z[\]」 の<7( -232C)RS

67bdのRS-232C の<7
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パソコンに「��h」と�uできる 232C ポートの)きがない、または、ノートパソコンに 232C ポートが��されていないÒÓ、パソRS RS

コンの ポートを 232C にq�して、「��h」の 232C ポートに�uします。USB RS RS

「 － 232C q�Ã」は、ユーザdで��のものをご�eください。��®には�まれておりません。USB RS

h�では、ÙÚの「 － 232C q�Ã」で�a��をしております。USB RS

また、Uq�ÃにH[するインストールガイドに�ってq�Ãのドライバを�Þにインストールしてください。º(にインストールした6、その

:に に�りhてられたポートè¤をデバイスマネージャで��し、ëÚの「�£LMの+!」の 232C ポートに、そのè¤を+!します。PC RS

USB RS- 232C ( )ghb ij のk�について

���� ラ トックシステム㈱

��� シリアルコンバータUSB-

�� REX USB- 60F

�� �5,800

RS-232C

����op にフットスイッチを#りwける。( )TRIG

トリガモードを「 ¡ 」または「 ¡ 」に+!すると、��hの ¡XY� のトリガ£¤にZ¥してデータTRIG TRIG FREE RUN EXT( ) ( I/O)

の@りAみが«^になります。 ここでは、®¯°などで��するために、フットスイッチによりトリガ£¤を�える��を3します。 フット

スイッチを にするごとに�!¿を にデータを@Aみます。ON Excel

5V

フットスイッチ

+,=

3545

�oq�

チャタリング��( )

�!Ãリアーの ¡X�Y��

IN0( ピンè¤ = 1 )TRIG

ISO_COM( ピンè¤ = 9 )

5V

0V

Hi Loから の¡Ùりのタイミングでデータ

を@Aみます。 チャタリングは�いこと。

チャタリングがあると、データを２�@A

むÒÓがあります。

チャタリング¤«
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マルチプレクサ スキャナをk�した67 だけの��/ W32-RM3545MUX-RS

�!Ã�	「 」を��します。RM3545-02

「 」ボタンをÇします。MUX
このìíの45は、スキャナを��した�!になります。
もうË)Çすと、スキャナを��しない�!になります。
スキャナの�!をnうÒÓは、フロントの�!ケーブルは しておいてください。

CH-1の¦§をRの¨てのチャンネルへコピーします。
A©だけはコピーされません。

ª!¿のÁÂが23されます。

�!するチャンネルにチェックをHけます。

Uチャンネルに«eのA©をXYします。

ª!¿をXYします。
Ùdª!¿、ëdª!¿の¬dd«eにXYできます。
)*は、ª!�しになります。
ª!を れたÒÓ、その�!データにÙÚのíがついて

へXYされます。Excel
ª!をÙ�ったÒÓ、ïí
ª!をë�ったÒÓ、ìí
レンジオーバーは、グレー

このqrの、ÔÕの チャンネルのëd/Ùdª!¿をON
Ùdの チャンネルへ¨てコピーします。ON

10ch ON/OFF
をË®して、 します。

2¯	/４¯	を��します。
¯	では、 の�!、4 Max. 20ch
¯	では、 の�!が«^です。2 Max.40ch

�!Ãのk�スキャンモードを にします。ON
k�スキャンでは、¸)の�!はnわれません。
チェックをHけないÒÓは、 からUチャンネルをÞ�えPC
ながら�!します。
このÒÓ、Uチャンネルごとに¸)もZ:に�!が«^です。
また、チャンネルÞ�6、�!までのpち:;をkmに
+!ができます。

2 21...40� �!を+!したÒÓだけ、「 」タブが23されます。
� �!では、 までの�!になります。2 Max.40ch



スキャニング67によるデータ��Q

「��>へ」チェック�し、「マルチプレクサ 」チェックÏりAUTO-SCAN

「��>へ」チェックÏり、「マルチプレクサ 」チェックÏりAUTO-SCAN

「��>へ」チェック�し、
「マルチプレクサ 」チェック�しAUTO-SCAN

「��>へ」チェックÏり、
「マルチプレクサ 」チェック�しAUTO-SCAN
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23456789

���� @\YZ] ページから±�RM3545-02 143

４��67の����
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CH-1CH-2CH-3CH-4

2345678

���� @\YZ] ページから±�RM3545-02 143,144

1

� Ô��!チャンネルは、 までです。) 40ch

8/8

2��67の����


