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, , の����を�	
�した�、��を��し、その����をACW DCW IR

Excelシートに��みます。 / � に、!"データも�&できますかPASS FAIL

ら、+-.0の1234の56に78ちます。

Excelシートに:4した����をなぞりながら��が?@てきますから、GH65,000ステップまでのUV��がX3になります。 ,ACW

, のYZした��もX3です。 ま た、[��ごとに^_その��をExcelシートに!"データとして��ますから、��`aのbd"DCW IR

のfgを、hijkのmnに78てることができます。 た だし、rじ����を「 」で?@するvjとwyして、20%2|}くの��kAUTO

�を�します。

� �aの��fg、��"fgをリアルタイムにグラフ��できます。

����の����dの56に78ちます。

���の , , . の����のメモリ��をExcelシートに�み�し、� した�、���のメモリに ¡できます。 � ��ACW DCW IR AUTO

のメモリの� を¢£¤に@なうことができます。

１.����を!"データとしてExcelに��みます。

２.��aの��・��"をリアルタイムにグラフ��できます。

３.Excelシートに:4した����をなぞりながら、GH65,000ステップまでのUV��が?@できます。

４.���のメモリ��をExcelシート«で¢£¤に� できます。

スタートすると、
��
を����した�、
�を
��し、
���をExcelシ
ートに��みます。

/ !"に、#$PASS FAIL
%、&'%などを��むこ
とも-.です。

1プログラムは Excel8のアドインとして
�?します。 Excel8から1アドインをC
�すると、Excelシート8に、このウインドウ
がHわれます。 
��をMNした�、
「 」ボタンをクリックすると
�を��START
します。


 �Yの#$%や&'%の[\を、
リアルタイム?^することも-.です。

AC`a
�をbdします。

DC`a
�をbdします。

gh&'
�をbdします。

AUTO
�をbdします。

Excelシート8の�による
�をbdします。

スキャナがpqされているtu、

スキャナ�を��します。

ExcelへMNする
���wy
をz{します。


�|のメモリ��をExcelに��ん

だり、Excelシート8の
��を


�|へ��したりします。


�Yの#$・&'%[\をグラフ

��します。
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¬ は、スキャナ には±²しておりません。)W32-TOS9201A TOS9220/9221

TOS9201
��� ����	
�/

��できる�� TOS TOS TOS TOS9201, 9200, 9220, 9221

TOS TOS TOS9201, 9220, 9221は、»¼�½1¾の¿Àです。

W32- 920TOS 1A/TOS9201SCN �����

TOS TOS9220, 9221

W32- 9201A-RTOS

W32- 9201SCN-RTOS

W32- 9201A-NTOS

W32- 9201SCN-NTOS

ラトックシステムÃ

ラトックシステムÃ

NI�

NI�

+Ä GP IB- ボード 6É 	ÊËÌ

130,000


480,000


Windows7/8.1/10/11
(32 or 64bit)
Excel2010/2013/
2016,2019,2021
(32bit Only)Ü

スキャナ��
(W32-TOS9201SCN )で±²

スキャナ



AC ACW����「 」の��

ÝÞ、スタートボタンは、�àのため
ロックされています。 æç��をAC
��するためには、「 」をèéし、ACW
「ロック」ボタンでロックをmêし、２ë
��に「 」をìします。ACW START
２ëをíîすると、またロックïðに
ñります。


�#aをMNします。

�ずタイマにチェックを�け、
�
��をMNします。 タ イマにチェ
ックを�けないで
���すると、

�が����しませんから、「S

」ボタンで����してください。TOP


����のスタート#aを、

�#aに�する「％」でMN
します。

スタート#aから
�#aに��
するまでの8���をMNします。


����、ゼロ#aに� する
までの��をMNします。

8¡¢�#$%をMNします。

�¡の¢�#$が�£なtuは、
チェックを�け、�¡#$%をMN
してください。

スキャナを¤¥するtu、スキャナのpq�を
��します。(�§^¨©)


���をExcelシートに�り�む�£があるtu、
チェックを�け、「MNwy」タブをz{し、MNw
yを��します。(�§^¨©)

#aのNレンジをz{します。

#$°�±²をz{します。

#aの³´µをz{します。

オフセット¸.を にします。ON

LOW»¼のpq�をz{します。


�|�½メモリの
��の¾¿を��します。
または、ÀÁに¤¥します。


�|�½メモリの��をÂみし、このÃÄに
ÅÆします。 メ モリに�けられた¾¿が8§テキ
ストボックスに��されます。

1ÃÄに��されている
��を
�|�½の
メモリにÈ�します。 8 §テキストボックスにMNさ
れている��が、そのメモリの¾¿になります。
ÊËのtuは、��Ìに「 xx」の¾¿がつけらACW
れます。(xxは、メモリÎÏにÐきÒえられます)
¾¿の�けÔの�¡Õwは、
�|�Öの�×Ø
ÙÚを¨©ください。

「Û�」「��」のメモリÎÏを��します。

スキャナのòV��を
�
します。 ス キャナのòVさ
れていない���では、こ
こでの
�はóôされます。

����をExcelシートに�り�む
ö�があるvjは、ここで、そのø
ùèéします。
「úÝ」は、àての��にúÝのø
ùです。 こ こでのfûは、üの��
にýþされます。 「 」は、 æACW AC
ç��ÿ�のøùです。

ACæç����のàてのøùをExcelシートに�り�んだ�

※１

※１

※２

※２

Ü)ここでØÙが§Ýされていない½Þに
つきましては、10áの「âãØÙÕw」を
¨©ください。
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DC DCW����「 」の��


�#aをMNします。

�ずタイマにチェックを�け、
�
��をMNします。 タ イマにチェ
ックを�けないで
���すると、

�が����しませんから、「S

」ボタンで����してください。TOP


����のスタート#aを、

�#aに�する「％」でMN
します。

スタート#aから
�#aに��
するまでの8���をMNします。


����、ゼロ#aに� する
までの��をMNします。

8¡¢�#$%をMNします。

�¡の¢�#$が�£なtuは、
チェックを�け、�¡#$%をMN
してください。

スキャナを¤¥するtu、スキャナのpq�を
��します。(�§^¨©)


���をExcelシートに�り�む�£があるtu、
チェックを�け、「MNwy」タブをz{し、MNw
yを��します。(�§^¨©)


�|�½メモリの
��の¾¿を��します。
または、ÀÁに¤¥します。


�|�½メモリの��をÂみし、このÃÄに
ÅÆします。 メ モリに�けられた¾¿が8§テキ
ストボックスに��されます。

1ÃÄに��されている
��を
�|�½の
メモリにÈ�します。 8 §テキストボックスにMNさ
れている��が、そのメモリの¾¿になります。
ÊËのtuは、��Ìに「 xx」の¾¿がつけらDCW
れます。(xxは、メモリÎÏにÐきÒえられます)
¾¿の�けÔの�¡Õwは、
�|�Öの�×Ø
ÙÚを¨©ください。

「Û�」「��」のメモリÎÏを��します。

LOW»¼のpq�をz{します。

スキャナのòV��を
�
します。 ス キャナのòVさ
れていない���では、こ
こでの
�はóôされます。

����をExcelシートに�り�む
ö�があるvjは、ここで、そのø
ùèéします。
「úÝ」は、àての��にúÝのø
ùです。 こ こでのfûは、üの��
にýþされます。 「 」は、 æDCW DC
ç��ÿ�のøùです。

DCæç����のàてのøùをExcelシートに�り�んだ�

※３

※３

※４

※４
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Ü)ここでØÙが§Ýされていない½Þに
つきましては、10áの「âãØÙÕw」を
¨©ください。

ÝÞ、スタートボタンは、�àのため
ロックされています。 æç��をDC
��するためには、「 」をèéし、DCW
「ロック」ボタンでロックをmêし、２ë
��に「 」をìします。DCW START
２ëをíîすると、またロックïðに
ñります。



������「 」の��IR


�#aをMNします。

�ずタイマにチェックを�け、
�
��をMNします。 タ イマにチェ
ックを�けないで
���すると、

�がを����しませんから、「S

」ボタンで����してください。TOP


�#aに��するまでの8��
�をMNします。


����、ゼロ#aに� する
までの��をMNします。

8¡¢�#$%をMNします。

�¡の¢�#$が�£なtuは、
チェックを�け、�¡#$%をMN
してください。

LOW»¼のpq�をz{します。


�|�½メモリの
��の¾¿を��します。
または、ÀÁに¤¥します。


�|�½メモリの��をÂみし、このÃÄに
ÅÆします。 メ モリに�けられた¾¿が8§テキ
ストボックスに��されます。

1ÃÄに��されている
��を
�|�½の
メモリにÈ�します。 8 §テキストボックスにMNさ
れている��が、そのメモリの¾¿になります。
ÊËのtuは、��Ìに「 xx」の¾¿がつけらIR
れます。(xxは、メモリÎÏにÐきÒえられます)
¾¿の�けÔの�¡Õwは、
�|�Öの�×Ø
ÙÚを¨©ください。

「Û�」「��」のメモリÎÏを��します。

スキャナのòV��を
�
します。 ス キャナのòVさ
れていない���では、こ
こでの
�はóôされます。

����をExcelシートに�り�む
ö�があるvjは、ここで、そのø
ùèéします。
「úÝ」は、àての��にúÝのø
ùです。 こ こでのfûは、üの��
にýþされます。 「 」は、 æACW AC
ç��ÿ�のøùです。

��������のàてのøùをExcelシートに�り�んだ�

スキャナを¤¥するtu、スキャナのpq�を
��します。(�§^¨©)


���をExcelシートに�り�む�£があるtu、
チェックを�け、「MNwy」タブをz{し、MNw
yを��します。(�§^¨©)

※５

※５

※６

※６
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Ü)ここでØÙが§Ýされていない½Þに
つきましては、10áの「âãØÙÕw」を
¨©ください。

ÝÞ、スタートボタンは、�àのため
ロックされています。 � �����
を��するためには、「 」をèéし、IR
「ロック」ボタンでロックをmêし、２ë
��に「 」をìします。IR START
２ëをíîすると、またロックïðに
ñります。



プログラム「 」の��AUTO

AUTOでbdするプログラムÎÏを
ä�します。
Õåにbdするプログラムは、
�|
にæçされている�£があります。

AUTOによるプログラムをèéしbd
するtuは、チェックします。
èéしbdをêëさせるためには、
1ÃÄの「 」ボタンをíすか、STOP

�|1îのêëボタンをíします。


���をExcelシートに�り�む�£があるtu、
「MNwy」タブをz{し、MNwyを��します。
(�§^¨©)

����をExcelシートに�り�む
ö�があるvjは、ここで、そのø
ùèéします。
「úÝ」は、àての��にúÝのø
ùです。 こ こでのfûは、üの��
にýþされます。 「 」は、 æACW AC
ç��ÿ�のøùです。

��������のàてのøùをExcelシートに�り�んだ�

※７

※７
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Ü)ここでØÙが§Ýされていない½Þに
つきましては、10áの「âãØÙÕw」を
¨©ください。

ÝÞ、スタートボタンは、�àのため
ロックされています。 ��をAUTO
��するためには、「 」をèéし、AUTO
「ロック」ボタンでロックをmêし、２ë
��に「 」をìします。AUTO START
２ëをíîすると、またロックïðに
ñります。



「Excelデータ」��の��( )1/6


���をExcelシートに�り�む�£があるtu、
「MNwy」タブをz{し、MNwyを��します。
ここでの��は、「 」「 」「 」ïwでの��ACW DCW IR
がそのままÅÆされます。 ð いまして、ñてのwy
をExcelシートにMNするためには、「 」「 」ACW DCW
「 」のïタブの「
���をExcelに�ò」にチェックIR
が�いている�£があります(�§^¨©)


��がMNされているóôセルÞ
Ðの「ブック¾」「シート¾」「セルÞÐ」
ñてのËにMNします。
bõには、
��のMNされている
óôセルÞÐにカーソルをÐいて、
「�ò」ボタンをíすと、��ÌにMN
がø�します。

ここのチェックを�けたùúで、「EXCEL
」ボタンをíすと、bõに
�をSTART

��しないで、Excelシート8の
��
のチェックだけをdいます。 チ ェックを
"して「 」をíすと、bõEXCEL START
に
�が��されます。

���åにñての
��のチェック
をdうことにより、bõの
�Yでの þ
のêëをÿ�できます。

※８
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Ü)ここでØÙが§Ýされ
ていない½Þにつきまし
ては、10áの「âãØÙ
Õw」を¨©ください。

ÝÞ、スタートボタンは、�àのため
ロックされています。 Excelデータ�
�を��するためには、「Excelデータ
」をèéし、「ロック」ボタンでロックを
mêし、２ë��に「 」をEXEL START
ìします。 ２ëをíîすると、またロッ
クïðにñります。
また��を��する�に、����
が:4されているブックとは�のブッ
ク ��では、�のシート(Excel2013 )
にカーソル		させておいてくださ
い。 � ���に����が«
き
されるのを�ぎます。

Excelシート«に:4されたà��を１_として、
その�し?@_!を、 _
�します。Max1000

�し��のk���を:4します。

[@の��のíîk�を シートに:4します。Excel

[@の��のどれかが になると、�	¤に��FAIL
を��しますが、ここにチェックを�けると、 がFAIL
��しても��を�Vします。

[@の��?@�の�ちk�を:4します。

GPIBでòVした ����の��を@います。
�ページ !( )
��は、それぞれの����"�に@われます。

�$の「úÝ%&øù」を !

Excelシート«に:4した����をなぞりながら、'�その��を?@します。
(�に����を シートに:4しておくö�があります。Excel
����は、 のYZがX3です。ACW,DCW,IR
それぞれの����は、'�、 シートに:4されます。Excel
��a、マルチメータなどの��"をrkに�り�むことがX3です。

ダブルクリックする^に _+,します。100
を-えると１_にñります。1000



①

②

③

④

⑤

45の
�� !

ADC 7352Aのvj

ADC 7461P Pt100の vj

KEITHLEY 2110 Kの 6�±のvj
KEITHLEY 2110の�çのvj

LF EOI+

CR LF EOI/ +

LF EOI+
LF EOI+

F40 1 0 3INIC DE TRS

H0 F44 0 1 3PT IN TRS

UNIT C

: KTCO TYPE

:     :TCO RJUN RSEL REAL
�

�

�

MEAS TCO: ?
MEAS VOLT:     ?

チェック�り(* )TRG

チェック	
チェック	

チェック�り(* )TRG

チェック	

チェック	

チェック�り
チェック�り

①

①

①
①

②

②

②
②

③

③

③
③

④

④

④
④

⑤

⑤

⑤
⑤


�"


�"


�"

�"

&'*+の.+7
8�*+の.+7

¬)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
9:します。

:;*+<の=>?@

;|��の�
<|��の�

��した�ç"を<|の=>にf?する@!を
:4します。
<| = ( ���ç - B ) * A

GPIB-USBf?�

GPIBケーブル

TOS9201

KEITHLEY
2110-100-GPIB

6�±へ

<|センサーへ

チェックを�けます。

チェックを�けます。
���に
�されている

アドレスにjわせます。GPIB
���に
�されている

アドレスにjわせます。GPIB

@!A=1.0
B=0.0@!
=” ”IJ ;|

@! <|へf?する"A=
B=@! <|へf?する"
=” ”IJ <|

「Excelデータ」��の��( )2/6

KEITHLEY 2110の��のvj KEITHLEY 2110の��のvj

LF EOI+ LF EOI+

� FUNC:”CURR”

CURR:RANG:AUTO_ON

MEAS:CURR? READ?

チェック	 チェック	

チェック�り チェック�り

① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤


�" 
�"

8B*+の.+7-1 8B*+の.+7-2

¬)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
9:します。

@! <|へf?する"A=
B=@! <|へf?する"
=” ”IJ <|

@! <|へf?する"A=
B=@! <|へf?する"
=” ”IJ <|
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※８ (Excelへ	
��を��した")
��を��する�に、Excelのブック/シートのL9の>Nに����を:4しておいてください。 , , の��モードがどのようにYZしていてもかACW DCW IR
まいません。(����の:4PQのRSは、�Tを !ください。) G UVに:4した��モードW�Z[で���の��モードを�	¤に\?えます。

«5]^で「ブックI」「シートI」「セル>N」を:4をするために、
「�&」ボタンをìすときは、この>NにカーソルをNいた�、「�&」
ボタンをìしてください。

«5Excelシートの����に`づき��を?@すると、45のように、����が:4されます。
����は、[@の��が��するc|Excelに:4されます。

����k、カーソルはこの>Nにありました。
����を:4するブックと、����を:4するブックはdけて.0してください。

��では、����とrじ で、����は�シートに�り�んでくだExcel2013 Book
さい。
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íîk�、 ���� 、 ���� の1 2
データは、 のセルの�のにPass/Fail
:4されます。



ACæç����のExcelシートへの:4PQ

ACæç����のExcelシートへの:4�

æç����を、45のPQでExcelシートに:4します。 キ ー:4、または、�$「� 」による���のメモリe¡により:4します。 G fの1@ùのAC
:4はàてのøùに:4するö�がありますが、2@ù��は、����にfûがóければ:4のö�はありません。 た だし、��モードのhだけは、Þに
:4がö�です。
「 ��モード」と「���ç」の２hがrkにijになると、そこで��を�	¤に��します。

æç��のExcelシートへの:4フォーマットは、�$「� 」m3で、���のメモリからExcelシートへ�み�したkのフォーマットとrじフォーマットです。AC
nいまして、「� 」m3で���の メモリからExcelシート�み�した�、そのままのïðで「Excelデータ��」の����としてopできます。 た だし、ACW
「メモリI」のhだけは、45%&にqじて「��モード」にNき?えるö�があります。

��モード
óôの��が��の「A」または「a」のtu、 `a
�モードにAC
なります。
2��y! は、��にMNしてください。2��y! の��の
�さ、��ñ�は��です。

	
��(kV)


�#aを「kV」の	ÞでMNします。

4r`q"(mA)
�¡
�を¤¥する/しないに�わらず�ずMNしてください。
MNは「mA」の	ÞでMNします。

����(mA)
8¡
�をを「mA」の	ÞでMNします。

�����( / )ON OFF
�¡
�%を¤¥する/しないを「 」または「 」でMNします。ON OFF
ñて��ですが、��/���は��しません。

オフセット( / )ON OFF

�|のオフセット¸.を¤¥する/しないを「 」または「 」でMON OFF
Nします。 ñ て��ですが、��/���は��しません。

タイマ( / )ON OFF
タイマを¤¥するを「 」でMNします。ñて��ですが、ON
��/���は��しません。 「 」をMNすると、OFF

�がそのステップでêëしてしまいます。

��k�(sec)

���をMNします。

tu!(Hz)
「50」または「60」をMNします。

スタート�ç(％)
スタート#aを％%でMNします。

�ç«wk�(sec)
スタート#aから
�#aに��する��をMNします。

�ç4�k�(sec)

����、
�#aがゼロに��する��をMNします。

�çレンジ ( / )AUTO ON OFF
#aレンジの を¤¥する/しないを「 」または「 」でMAUTO ON OFF

/Nします。 ã �は「 」です。ñて��ですが、�� ���ON
は��しません。

��x�²yk�( / / )SLOW MID FAST
����を「 」「 」または「 」でMNします。 ã �はSLOW MID FAST
「 」です。ñて��ですが、��/���は��しません。SLOW

LOW FLOAT GND{½( / )
»¼のpqÔ�を「 」または「 」でMNします。LOW FLOAT GND

ã�は「 」です。ñて��ですが、�� ���は�FLOAT /
�しません。

コンタクトチェック( / )ON OFF
コンタクトチェックをbdする/しないを「 」または「 」でMON OFF
Nします。 コンタクトチェック¸.をサポートしていないスキャナ
を¤¥するtuは��されます。 ñ て��ですが、��/�
��は��しません。

Ch-1 ～ ch16
ïチャンネルのpqÔ�を「 」「 」または「 」でMNします。HI LO OPEN
bõに
�|にpqされているチャンネルµだけをMNしてくださ
い。 そ れ!8のチャンネル��は��されます。
ñて��ですが、�� ���は��しません。/

※�4のøùは、スキャナをòVしているvjにだけ、
:4がö�となります。 ò Vしていないvj、:4が
されていてもóôされます。
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DCæç����のExcelシートへの:4PQ

DCæç����のExcelシートへの:4�

æç����を、45のPQでExcelシートに:4します。 キ ー:4、または、�$「� 」による���のメモリe¡により:4します。 G fの1@ùのDC
:4はàてのøùに:4するö�がありますが、2@ù��は、����にfûがóければ:4のö�はありません。 た だし、��モードのhだけは、Þに
:4がö�です。
「 ��モード」と「���ç」の２hがrkにijになると、そこで��を�	¤に��します。

æç��のExcelシートへの:4フォーマットは、�$「� 」m3で、���のメモリからExcelシートへ�み�したkのフォーマットとrじフォーマットです。DC
nいまして、「� 」m3で���の メモリからExcelシート�み�した�、そのままのïðで「Excelデータ��」の����としてopできます。 た だし、DCW
「メモリI」のhだけは、45%&にqじて「��モード」にNき?えるö�があります。

��モード
óôの��が��の「D」または「d」のtu、 `a
�モードにDC
なります。
2��y! は、��にMNしてください。2��y! の��の
�さ、��ñ�は��です。

	
��(kV)


�#aを「kV」の	ÞでMNします。

4r`q"(mA)
�¡
�を¤¥する/しないに�わらず�ずMNしてください。
MNは「mA」の	ÞでMNします。

����(mA)
8¡
�をを「mA」の	ÞでMNします。

�����( / )ON OFF
�¡
�%を¤¥する/しないを「 」または「 」でMNします。ON OFF
ñて��ですが、��/���は��しません。

タイマ( / )ON OFF
タイマを¤¥するを「 」でMNします。ñて��ですが、ON
��/���は��しません。 「 」をMNすると、OFF

�がそのステップでêëしてしまいます。

��k�(sec)

���をMNします。

スタート�ç(％)
スタート#aを％%でMNします。

�ç«wk�(sec)
スタート#aから
�#aに��する��をMNします。

���ちk�(sec)

���して¢�を��するまでの�ち��をMNします。

LOW FLOAT GND{½( / )
»¼のpqÔ�を「 」または「 」でMNします。LOW FLOAT GND

ã�は「 」です。ñて��ですが、�� ���は�FLOAT /
�しません。

コンタクトチェック( / )ON OFF
コンタクトチェックをbdする/しないを「 」または「 」でMON OFF
Nします。 コンタクトチェック¸.をサポートしていないスキャナ
を¤¥するtuは��されます。 ñ て��ですが、��/�
��は��しません。

Ch-1 ～ ch16
ïチャンネルのpqÔ�を「 」「 」または「 」でMNします。HI LO OPEN
bõに
�|にpqされているチャンネルµだけをMNしてくださ
い。 そ れ!8のチャンネル��は��されます。
ñて��ですが、�� ���は��しません。/

※�4のøùは、スキャナをòVしているvjにだけ、
:4がö�となります。 ò Vしていないvj、:4が
されていてもóôされます。
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��������のExcelシートへの:4PQ

��������のExcelシートへの:4�

� �������を、45のPQでExcelシートに:4します。 キ ー:4、または、�$「� 」による���のメモリe¡により:4します。 G fの1@ùの
:4はàてのøùに:4するö�がありますが、2@ù��は、����にfûがóければ:4のö�はありません。 た だし、��モードのhだけは、Þに
:4がö�です。
「 ��モード」と「���ç」の２hがrkにijになると、そこで��を�	¤に��します。
����のExcelシートへの:4フォーマットは、�$「� 」m3で、���のメモリからExcelシートへ�み�したkのフォーマットとrじフォーマットです。
nいまして、「� 」m3で���の メモリからExcelシート�み�した�、そのままのïðで「Excelデータ��」の����としてopできます。 た だし、IR
「メモリI」のhだけは、45%&にqじて「��モード」にNき?えるö�があります。

��モード
óôの��が��の「I」または「i」のtu、gh&'
�モードに
なります。
2��y! は、��にMNしてください。2��y! の��の
�さ、��ñ�は��です。

	
��(kV)


�#aを「kV」の	ÞでMNします。

4r`q"( )MΩ
�¡
�を¤¥する/しないに�わらず�ずMNしてください。
MNは「 」の	ÞでMNします。MΩ

����( )MΩ
8¡
�をを「 」の	ÞでMNします。MΩ

�����( / )ON OFF
�¡
�%を¤¥する/しないを「 」または「 」でMNします。ON OFF
ñて��ですが、��/���は��しません。

����( / )ON OFF
8¡
�%を¤¥する/しないを「 」または「 」でMNします。ON OFF
ñて��ですが、��/���は��しません。

タイマ( / )ON OFF
タイマを¤¥するを「 」でMNします。ñて��ですが、ON
��/���は��しません。 「 」をMNすると、OFF

�がそのステップでêëしてしまいます。

��k�(sec)

���をMNします。

�ç«wk�(sec)
スタート#aから
�#aに��する��をMNします。

���ちk�(sec)

���して¢�を��するまでの�ち��をMNします。

LOW FLOAT GND{½( / )
»¼のpqÔ�を「 」または「 」でMNします。LOW FLOAT GND

ã�は「 」です。ñて��ですが、�� ���は�FLOAT /
�しません。

コンタクトチェック( / )ON OFF
コンタクトチェックをbdする/しないを「 」または「 」でMON OFF
Nします。 コンタクトチェック¸.をサポートしていないスキャナ
を¤¥するtuは��されます。 ñ て��ですが、��/�
��は��しません。

Ch-1 ～ ch16
ïチャンネルのpqÔ�を「 」「 」または「 」でMNします。HI LO OPEN
bõに
�|にpqされているチャンネルµだけをMNしてくださ
い。 そ れ!8のチャンネル��は��されます。
ñて��ですが、�� ���は��しません。/

※�4のøùは、スキャナをòVしているvjにだけ、
:4がö�となります。 ò Vしていないvj、:4が
されていてもóôされます。
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HJ�	KL


�を��するには、「ロック」ボタンを

クリックして、２!!�に「 」をクリSTART

ックしてください。 「 ロック」をíすと２!

�だけ「 」ボタンが"#になります。START

¥$に
�|から%#aがNされ

るのを&ぐための()です。

Excelシート8のカーソルを*+・8�に,�し

ます。 Excelシート8のカーソルを,�しデータ

����ÞÐを.�します。 「 」ボタンをSTART

クリックするとカーソルÞÐから�Ô/へデータを

��みます。

��されているExcelのシートを0Òえます。

ACW DCW IR, , の
���から��までの
�の#$%・&'%の[\をリアルタイム
?^します。 データのサンプリング���
3は、40.3!に9�されています。
:;は、※9を¨©ください。

このÃÄで��できないその>の�を
��する�£があるtu、クリックします。
:;は※10を¨©ください。

TOS GP IB9201の - アドレスを��します。

ñての
��を@Aします。


��をÂみ�みます。


�|をプリセットします。

�|のメモリ��もクリアされますから
ごÜ$ください。

※9 ��Nのグラフ

※10 そのVの.+

グラフのDEの��%をMNします。
ã�は、「8���＋タイマ
�＋
� ��」をMNします。

リアルタイムモニタするJKwyをz
{します。

LEの %、 %をMNします。MAX MIN
ÊËのtuはオートスケーリングモー
ドで?^がdなわれます。


����、Excelシート8のµ%デ
ータとグラフをOPせずにQします。


����、Excelシート8のµ%デ
ータをQし、グラフだけをOPします。


����、Excelシート8のµ%デ
ータとグラフをOPします。

リアルタイムモニタデータ

リアルタイム?^の��


���とR�に、ここでの���を
�|に��します。
チェックを"すと、��をdなわないため、HSの��がTUされます。


�|パネルに��wyをz{します。


���の
�|ホールド��をMNします。
「 」にチェックを�けると、
�が��しなくなるのでÜ$が�£です。HOLD

スタートモーメンタリを にします。ON

フェールモードを にします。ON


�|リアーパネルのシグナルNwyを��します。
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XY (１/２)

「 」「 」または「 」の
�|�のメモリデータをÀÁするためには、ACW DCW IR
「ÀÁ」タブをz{し、Yに、Z[する
�wyボタンをíします。

「Û�」または「��」をbdするメモリ\]をä�します。

「スタート メ モリÎÏ」と「ストップ メ モリÎÏ」でä�した
�|メモリ\]
のデータをExcelシートに�り�みます。
Excel8のHSのカーソルÞÐにデータが�り�まれます。

「スタート メ モリÎÏ」と「ストップ メ モリÎÏ」でä�した
�|メモリ\]
にExcelシート8の
��を��します。
「��」ボタンをíすåに、Excel8の
��のMNされたóôÞÐにカ
ーソルÞÐを,�しておいてください。

ACW DCW IR, , メモリのXY

��<の メモリをExcelシートにdりgした7。ACW

��<の メモリをExcelシートにdりgした7。DCW

メモリ��をExcelシートに�りしたデータは、å_の「Excelデータ」
�の
��としてそのまま¤¥できます。 そ のためには、メモリ¾の
１��は、 なら「A」(��)、 なら「D」(��)、 なら「I」(��)の��を¤¥されることを�くおbめします。ACW DCW IR

「 ¡」ボタンをìし、Excel«の��データを���に ¡する
vj、この>NにカーソルをNいておきます。

スキャナがpqされていないtuは、スキャナ��は
Âみ�まれません。 ま た、スキャナがpqされている
tuは、そのチャンネルµまでがÂみ�まれます。
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XY (１/２)

「 」( )の
�|�のメモリデータをÀÁするためには、AUTO PROGRAM
「ÀÁ」タブをz{し、Yに、「 」ボタンをíします。AUTO

「Û�」または「��」をプログラムÎÏをä�します。

「プログラムÎÏ」でä�した
�|プログラムÎÏをデータをExcelシートに
�り�みます。 Excel8のHSのカーソルÞÐにデータが�り�まれます。

「プログラムÎÏ」Ëでä�した
�|プログラムÎÏに、Excelシート8の

��を��します。 「 
�モード」「メモリÎÏ」「ステップ��」の３Ëñて
がÊËになると、efと¢gします。
「��」ボタンをíすåに、Excel8の
��のMNされたóôÞÐにカー
ソルÞÐを,�しておいてください。 ま た、「プログラム¾」ËのMN%でプ
ログラム¾が�けられます。 ¾ ¿の�けÔの�¡Õwは、
�|�Öの�×
ØÙÚを¨©ください。

「Û�」では、
�|�のプログラム¾がここに��されます。 「 ��」では
ここに��されている��がプログラム¾として、
�|に��されます。
「��」で、このËがÊËのtuは、「 xx」が��Ìに�けられます。PROG
「xx」プログラムÎÏです。

��<の メモリをExcelシートにdりgした7。IR

��<の メモリをExcelシートにdりgした7。IR

AUTOメモリのXY


�|にプログラムを��するとき、ここにチェックが�いていると、その
プログラムは「èéし 」に��されます。ON

「 ¡」ボタンをìし、Excel«の��データを���に ¡する
vj、この>NにカーソルをNいておきます。
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