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W32-T10 -MLT RS
T-10/T-10A
���

T-10,T-10P,T-10M

T-10,T-10P,T-10M,T-10A,T-10 ,T-10WsA,T10 は、 の��です。MA WLA コニカミノルタオプティクス �( )

スタートすると、����を!�
した$、%�された())*で、
%�されたサンプル/のデータ
を34みます。78なら;<(
=も<?することもがきます。

W32-T10- T10RS MLT RS/ - コニカミノルタオプティクス

�� ���� �	 
��

66,000�

220,000�

Windows 7/ 8.1/10
11(32 or 64bit)
Excel2010/2013
2016/2019/2021
(32bit Only)

��

��

D１) とパソコンをIJするためのIJケーブル をQRごUVいただく78があります。T-10 (T-A11)

��できる��

RS-232C

RS-232C

・データロガーとしての��

!"された&''*で!"された+5のデータをリアルタイムにExcelシートに FG

みます。 N Q200,000UまでのデータがX�してFりGめます。

・[\]^_"への��

_"afをFりgえながら、+々のデータをExcelシートにFGみます。

・「_"u」と「z{u」のどちらかを��して_"を�ないます。

「 _"u」では[\・Δu・％uのFGが��になり、「z{u」は、 u・Ｔu・ΣＥ

/ＴuのFGが��になります。「_"u」と「z{u」の��を�&にFGむことΣＥ

はできません。

・ - - では、�5��aの[\の u、 u、��uも�&にW32 T10 ExcelMLT RS MAX MIN

シートにFりGみます。

��a
１+��

��a
３０+��

��a１+

��aNQ +30

��	


��]からデータの34を_`します。
「 」をcにeしてから「 」をeすとスPAUSE START
ポット��モードになります。 スタートボタンを
クリック$、qrに にデータVtが_`されExcel
るまでに、uvw!�のための４yzvのタイ
ムラグがあります。

���は「��」、ポーズ�は「��」、���
は「��」となります。

データの34を�(��します。もう�v

クリックすると、34を�_します。

データの34を��します。

���、サンプリングまでの�り()を

カウントダウンします。

���、34の�り�/を��します。

「 」�、��となり、ｸﾘｯｸする�にデータをPAUSE

3り4みます。 スポット��モードでは、データ

の34に��します。

Excelシートに34んだデータは、キーボードからVtしたデータと�じように、

Excelの¢£を¤�して、¥¦・¨©・wª«を¬に®うことができます。

また、¯°にデータが34まれる±²をExcelのグラフウィザードで!�しておけ

ば、データ34とグラフ¸がリアルタイムに®えます。
※¼アドインに¬½グラフ¥¦¢£はありませんので、Excelのグラフウィザードを

��して¥¦してください。

「 - - 」だけの¢£です。W32 T10MLT RS

- の��Áをリアルタイムに シートÂT 10 Excel

でモニタすることができます。

��データは、 シートÂのカーソルÃÄExcel

に��されます。モニタ¢£では、Åしい��

ÁはÆい��ÁÂにÇにÂÈきされます。

この「 」ボタンをeしたままのÉÊから、MON

「 」をクリックすると、スピーディーにÎÇSTART

の��ÉÊにÏ®することができます。

スポット��モードの(だけ��になり、1つ°

の��ÁをÑÒします。���のÓÔに��

します。

T-10A,T-10 ,T-10WsA,T-10MA WLA

  とパソコンを で��した¥¦、§¨ ポートとして
�するため、)T-10A USB COM
デバイスドライバをインストールする°±があります。[\³´µ¶にご¸¹ください。

¼プログラムはExcelÂのアドインとして½

¥します。ExcelÂから¼アドインをÖ½す

ると、ExcelシートÂに、このウインドウが×

われます。����を!�し「 」ボSTART

タンをクリックするとデータの3り4みを_

`します。
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「��Á」と「ÙªÁ」のどちらを��する

かのÜÝを®ないます。

「��Á」は、uv・ΔÁ・％Áの34が

à£になります。

「ÙªÁ」は、 Á・ＴÁ・ ＴÁのΣＥ ΣＥ/

34がà£になります。

ExcelへVtする��æçにチェックを<

けます。「 - - 」のÓÔは、W32 T10MLT RS

「uv」にチェックを<けると、「 」「 」MAX MIN

「 」の3り4みがà£になります。��ごAVE

とにíîïðのuvの「 」「 」「 」MAX MIN AVE

をwªして、 シートにVtします。Excel

��レンジをÜÝします。

ó�レンジをÜÝして、��Áがオーバ

レンジしたÓÔ、 シートへは「 」Excel 999999

がVtされます。

データを34む())*(y)をVtします。
øもVtがùいÓÔやゼロがVtされたÓ
Ôは、ü でデータを3り4みます。Vtで
きるüý()は、3600yです。
D)

T-10● のÓÔ
��する��により、%�された())*で
3り4みが®われないÓÔがあります。
・「�� v= 」、「 - =チェックùし」FAST HOLD MODE
のÓÔ、� . yがü の3り4み)*です。0 6
・「�� v= 」、「 - =チェック�り」FAST HOLD MODE
のÓÔ、� . yがü の3り4み)*です。1 6
・「�� v= 」、「 - =チェックùし」SLOW HOLD MODE
のÓÔ、� . yがü の3り4み)*です。4 2
・「�� v= 」、「 - =チェック�り」SLOW HOLD MODE
のÓÔ、� . yがü の3り4み)*です。5 2
・● のÓÔのü ��)*T-10A
��îïð y=0.6
îïð２� 「 - =チェックù」 y, =0.8HOLD MODE
îïð２� 「 - =チェック�」 y, =1.0HOLD MODE

ータを34む�/を%�します。�し、「 」デ STOP
ボタンでいつでも�	できます。また、øもVtされ
ていないときは、200,000�と
�されます。
Vtできるüý�/は、200,000�です。

ü�のデータ34(、��æç«のヘッダを<?し

ます。

データに;<(=を<?します。

データのVtと�にシートをスクロールします。

��_`$の��()を<?します。

�� vをÜÝします。

C.C.F( )���/ を��に!�します。

「 - - 」だけの¢£です。W32 T10MLT RS

�/のîïðから��Áを3り4むÓÔ、��(、

��、íîïðを し、íデータを3り4み$、HOLD

�び ÉÊに�します。RUN

íîïðの()��(�を��します。

スポット_"モードの����

「 」ボタンをÀにクリックして、そのÃ「 」ボタンをクリックすると「スポット_"モード」になります。 _ "ÄのÅ"が�われたPAUSE START
Ã、「 」ボタンのクリックÇちとなります。 「 」ボタンをクリックするÈにデータがExcelシートにFGまれます。 こ の&「 」ボSPOT SPOT SPOT
タンをクリックするÉわりに「スペース」キーをÌしても�ÍのÎÏとなります。 こ の「スポット_"モード」では、「ÐÑ&'」のÒには1,2,3...
と「X��Ó」がÔÕされます。 Ö えば、_"afをÉØしながら、+々のafの_"を�う¥¦にÚÛです。 「スポット_"モード」をÜ
Ýするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

「ÙªÁ」をÜÝして3り4みを_`するÓÔ、_`

と�(にÙªÁリセットします。

リセット$、 への3り4みを_`します。Excel

「 - - 」だけの¢£です。W32 T10MLT RS

��îïð��モードと、�/îïðモードの�!

を®います。

「 - - 」だけの¢£です。W32 T10MLT RS

��するîïð"#をプッシュします。

T 10- をIJしたパソコンのCOM

ポート"#を!�します。

%のæçはó�されています。

��するîïð"#を!�します。

îïð¼&3り<けのÓÔは、「 」です。0
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��]の'(を%�します。



��ケーブル
コニカミノルタセンシング æ ´( )
T-A11

10,000�	 ç

USB RS- 232C��の��に�いて

パソコンに「è\³」と��できる 232Cポートのéきがない、または、ノートパソコンに 232Cポートがêëされていない¥¦、RS RS

パソコンの ポートを 232CにÉgして、「è\³」の 232Cポートに��します。USB RS RS

「 - 232CÉgÄ」は、ユーザîでïðのものをご�ñください。 òó�にはôまれておりません。USB RS

ö÷では、øùの「 - 232CÉgÄ」で
�úûをしております。USB RS

また、üÉgÄにýþするインストールガイドにÿってÉgÄのドライバを��にインストールしてください。 ��にインストールしたÃ、

その&に�りöてられたポート�Óをúûし、�ùの「	
��のÅ"」の 232Cポートに、その�ÓをÅ"します。RS

���� ラ トックシステム㈱

��� シリアルコンバータUSB-

�� REX USB- 60F

�� �5,800

「 - - 」で「��」の�����W32 T10MLT RS

「 - - 」で「� !」W32 T10 RS

の �����
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● の¥¦T-10

● の¥¦T-10A
ケーブルで��し、§¨ ポートとして
�します。ドライバのインストールが°±です。USB COM


