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GP-IB
USB

¹)
> oで|の> を`う¥¦、úûからのUü
ýノイズのをけて、しない[を÷する
¥¦がりますから、 > はシールドボックスや
フィクスチャìにいて> されることをÇくします。

データロガーのな
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。&'20(までのデータを)*して り!むこと
ができます。 シ ーケンス・プログラムによる> も@Aです。
BCDFへの
HIJや> LMをNOしながら> し、R々のデータをExcelシートに !みます。
> Tに> UVをNOして> ができます。
WXにExcelシートにYZした> UV[をなぞりながら> を]^_に`うことが で きます。1000VまでのV-Ihiの> が@Aになります。
マルチメータnの> oのデータをp> が@Aです。
GP - IBでq*したマルチメータnのUV・rsnのデータがpに !めます。
'yz/|UVコンデンサのリークU> のためのくの Aをサポートして おります。
ソフトは|のやUJの> を`うことがJですが、それに、'yz/|UVのコンデンサの、UのれUを
yに> することができる Aが されています。 ま た、> 、コンデンサにUをUしたままですると Uする¡¢がある
ため、> 、]^_にコンデンサのUをUすることができます。
1 .]^U A
コンデンサの¥¦、> §¨©はUUがれるため、> oのUª«が¬し、このは®¯なU> ができません。
ソフトでは、UUが²³し、®¯なU> ができるようになるまで]^_に´つ Aが されています。
2 .]^U A
コンデンサに¶·にUを`い、れU> を`った、コンデンサをUしたままですると、'yz/|UVの¥¦は Uする
¡¢があるため、]^_にコンデンサのUをUすることができます。
¹)ただし、ソフトで»¼を½¾することはできませんから、UはテスターnでコンデンサのÁÂUVをÃÄすることをおÅめします。

/
]^U

コンデンサのによる

れU>
ÇªU
]^U

ÇªU

20mA
10mA
U

UV

>

UV



]^U

このは、パソコンが]^_にコントロールします。コンデンサのyzや> UVにより'きくNËします。 こ のは>
いるため®しいUの> ができないÌです。また、UVもÍÎの> UVにÏÐしていません。

ÇªU

このは、ゼロをÒみ、ユーザÕで]Öに× します。 U VはÍÎの> UVにÏÐしています。Uも®¯に>
へのUはØ*Ùです。  れUを> するために、Uが ¯UになるまでのはユーザÕで× します。

れU
>

UがÚÛして、れUを>

]^U

> ÝÛ、コンデンサのUをUするÌです。コンデンサのÁÂUVがほとんどゼロになるまでパソコンがコントロールします。
&Ý_にUVゼロでUUが0.5mAàになったことをÃÄし、このáâはÝÛします。

ÇªU

> oのU Aをä`し、åったUをÚ¼にUするÌです。このはユーザÕで]Öに× できます。 こ の、> oのOPERATEを
OFFにします。
¹)Uêコンデンサnは、OPERATEをOFFにした、ës、コンデンサìでUが¬し、íîのUVがïðする¥¦があります。

するÌです。

されたでÜの>
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oのUª«が¬して

ができます。しかし、コンデンサ

ができます。

'(

プログラムはExcel のアドインとしてし
ます。Excel からアドインをすると、Ex
celシート に、このウインドウが%われます。
ファンクション,-.レンジ,2334,5678
9を:.し「START」ボタンをクリックするとAB
をDFします。

スタートすると、ファンクション･-.
レンジ･IJ23などを:.したN、
O.されたﾞ2334で、O.され
た78のデータを56みます。X
YならZ[2\も[^することもが
きます。

Excelシートに56んだデータは、キーボードからdfした
データとgじように、Excelのkmをnoして、p・rs・
tu9をvwにyうことができます。 また、z{にデータが
56まれる|}をExcelのグラフウィザードで:.することが
mですからデータ56g2にグラフがリアルタイムにy
えます。

アドイン^のø

)*+.
データの56を2します。もうクリックす
ると、56をDします。
-.からデータの56をDFします。
「PAUSE」ボタンを にしてから、「START」
ボタンをすとスポット-.モードになり、
「SPOT」ボタンによるスポット-.がmに
なります。

データの56をします。
「PAUSE」、となり、クリックするにデータを5
り6みます。
スポット-.モードでは、データの17-.にoします。

-.は「」、ポーズは「」、
は「」となります。

スポット-.モードの2、{に-.した-.
を-.します。17だけクリックがです。
クリックしたN、「SPOT」をクリックすると{の
-.データに-. ¡が ¢きされます。
£¤¥-.の¦§はoできません。

-.ファンクションを:.します。
IJ23を:.します。

Ôから
ÕÖ×ØONでÙÚ。
dfÛÜ1kΩONでÙÚ。
ßà-.ONでÙÚ。

£Êの-.レンジを:.します。
ËÌ£Êをdfします。
-.£¤が100VÍÉの¦§、Max.20mA
100VÍ では、Max10mAです。

5450と8340のを`います。
ダブルクリックすることにより、5450と8340
が!"にり#わります。

「ä.」は£¤を.で-.をåæします。
「¥」はExcel にdfした£¤リスト
にçづいて£¤を¥éしながら-.を
yいます。
¥-.は、NêをÇÈください。

トリガª«を:.します。
「FREE RUN」は、-.をFREE RUN¬で-.します。
「パソコン」は、HOLD MODEの-.となり、O.した23
34にパソコンからトリガをかけます。
「¸¹º»」は、HOLD MODEの-.となり、-.の
リアーパネルの「TRIGGER INPUT」の½¾によりトリガが
かかります。

ä.をìíした¦§は、ここに-.£¤
をdfします。

-.をExcelシートへdfする2のâãをO.します。

-.のGP - IBアドレスを:.します。

-.のシーケンス・プログラムkmをoして
-.をyいます。ÃÄは、ÅページをÇÈÉさい。

-.のåæし78をdfします。
ðñは、20ò7です。
-.の2334をdfします。
-.2334の23âãを、
「sec」「min」でóりôえます。
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£¤¥-.(£¤<=)の¦§、その£¤
,fリストもExcelシートにdfします。

-.のプログラム-.kmをoして-.する
¦§にチェックを[けます。
ソフトでは、PROGRAM-6の£¤<=はサポート
しておりません。
ORG.1は、ñDEコンデンサの-.oです。
NêÇÈ。

£¤,fリストがdfされている \セル
ã^を5_ボタンをクリックすることにより
dfします。
£¤¥-.のåæし78をdfします。

£¤の,fレンジをO.します。
£¤¥-.をyう¦§、AUTOに:.すると、£¤
レンジがóりFわる2、-.でG1Hの£¤Iが
JKしますから、LMしてください。
また、55Vをクロスして£¤を Nたせた2も、-.の
インターロックPQにより、G0.1Hの£¤IがJKします。

ExcelブックのvバックアップkmをONに
します。
ブックのファイル%や)* フォルダは、
-の:.でÙÚされるのÉに
ÙÚされます。

df£¤RÉSTにつきましては、-.の5U
¢をÇÈください。

ð"のデータ562、-.#$%9のヘッダを
[^します。

-.に.ÿされたコンデンサの£/をv0£します。
ÙÚされたに%1のコンデンサのº»£¤をdf
してください。その£¤からゼロ£¤までv0£が
がyわれます。
3üの¦§は、-.に%1:.されている£¤から
v0£がyわれます。
、クリックすると、ディスチャージを57し、メジャー
モードに9ります。

データにZ[2\を[^します。
-.データとg2に-.DFからのúû23
をExcelシートにdfします。

その-のÃÄ:.をyいます。NêをÇÈください。
データのdfと;にシートをスクロールします。

£¤¥-.の¦§、１<=の23WXをdfします。

¸¹-.のデータをg2に56むときにチェ
ックします。ÅページのÃÄをÇÈください。

ここでdfした(てのdfª«を、ソフト,/2の
"Xに9します。
£¤-.ごとの-.Z[23をdfします。

-.の-.データのpをyいます。
チェックをつけるとpABの:.がÙÚ
されます。ÃÄはNêをÇÈください。

ここをダブルクリックして、2334をdfします。
-.ª«(ての)*・+,しをyいます。

スポット> モードの&

')

「PAUSE」ボタンを にクリックして、そのN「START」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yわれたN、「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にデータがExcelシートに56まれます。
この「スポットo-.モード」では、「úû23」のüには1,2,3...と「þÿ¾」がdfされます。 えば、-.を5りôえながら、々の-.の-.をyう¦§に
n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。
「SPOT」ボタンのの ボタンは、{の-.データを-.するためのボタンです。このボタンをしたN、「SPOT」ボタンで-.をyうと、-.データは{に-.したデータ
に ¢きされます。「スポット-.モード」のときだけです。また、£¤¥-.ではoできません。

「シーケンス*」
-.がするシーケンス・プログラムkmによる-.をyいます。
※{êの「シーケンス」にチェックを[けるとÉがÙÚされますから
プログラム¾を:.し、ª«をüにdfします。
・プログラム¾「6」は、サポートしません。
・シーケンス・プログラムのÃÄは、-.[のマニュアルをÇÈÉさい。

ORG.1のは、-.のkmではなく、
ソフトがdvにyうです。
eなofは、ñDE/g£¤コンデンサのhれ£Ê-.にoします。
ÃÄは、Nê。
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「*<=>」
-.DFにより-.をExcelシートに56みますが、その-.のvpをyうときにチェックを
[けます。チェックを[けるとÔpがÙÚされますから、pのª«をdfします。
ä.£¤での-.の¦§は、Xiはúû23/Yiは-.でpされます。このとき、「データ8」
は、3üの¦§、vlに-.78に:.されます。
£¤¥での-.では、Xiは£¤/Yiは-.でpされます。「データ8」はExcel にdfした£¤8にvl
に:.されます。
£¤¥-.をm87-.する¦§、1サイクル$のデータだけがpされ、2サイクル$ÍRはpはyわれません。
dfを3üにすると、vスケーリングでpがyわれます。

「?の@」
*+Íが,つ-につきましては、>

oに./する

0125を:;ください。

dfアンプno(ゲイン)を:.します。
dfレンジのnozを:.します。
トリガ・ディレー23をdfします。
オートレンジ・ディレー23をdfします。
£Ê-.のオートレンジをのレンジ{|を:.します。
ÕÖ×Øを:.します。
「ÕÖ}し」は、ÕÖ×Øはyいません。
「スムージング」は~ÕÖをyいます。
「3ÕÖ」はÕÖ78-.ごとにÕÖを5_します。
インターロック7の
55Vをクロスして£¤を Nさせた2、-.は、Ël
にOPERATEをOFFにしますが、その¦§でも、ソフトで
Ëlに、OPERATEをONに9して-.をÿします。
その-のìí#$は、-.の5U¢のD
にじてします。
「インターロック」をìíして、55Vをクロスして£¤を N
させると、OPERATEがOFFになりますからごLMください。
-.を

するª«にチェックを[けます。

-.の .ª«をdfします。 .を¸れると、その
はでExcelシートにdfされます。
また、-.
ª«の .¸れにチェックがついている
¦§は-.を
します。

-.のブザーOFF
-.{に１7だけオートゼロをry
-.のdfÛÜを1kΩに:.
ß-.をÙÚ。データの5り6みはyいません。
「START」ボタンをクリックしてから、rtに-.をDFするまでの
Z[23をdfします。
-.DF{にディスチャージ/チャージ×Øをyいたいときにチェック
します。この×Øは-.DF{に１7だけryされます。
ディスチャージとチャージの23を1800HÍÉでdfしてください。
L1)シーケンスONの¦§はkmはoできません。
L2)£Ê-.の¦§は、このkmはoできません。
ディスチャージまたはチャージの23をdfします。
ディスチャージを3üにした¦§は、その#の×Øはwxされます。
ñDEのコンデンサを-.する2のkmです。-.の£ÊËÌ
が57され£Ê-.がmになるまでの ち23をパソコンがyØ
します。
(ての-.を
した2、Auをディスチャージしたい¦§にチェック
を[けます。そして、テキストボックスにディスチャージする23をdf
します。
ñDEのコンデンサを-.する2のkmです。-.N、コンデンサ
の£/をv0£します。ÃÄは、NêをÇÈください。
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ÙÛÜ/ IÛÜ-.2のパラメータを:.する¦§にチェックを
[けます。 チェックが[いていると、-.ファンクションに¡¢なく、
「パラメータdf」へdfしたが-.に½されます。
££の¤¥を:.します。
Au¦さをdfします。
IÛÜ££¢8をdfします。
ÙÛÜ££¢8をdfします。
(てのチャージを-.FREE - RUNにしてyいます。コンデンサーなどの
-.でoしますと、-.が®.します。
%1の¦§の¨oW©8を:.します。
vバックアップをONにした2、バックアップをyう-.ªを:.
します。
ä.£¤-.では、-.78に«nされます。
¥£¤-.では、<=78に«nされます。
,f£¤レンジが¥éになった2、１7+み¯て(N=ON,F=OFF)
£Êレンジが¥éになった2、+み¯て78をしていする。

バックアップを)*するフォルダーをÇÈボタンでO.します。
バックアップのブック%には、¬ZZ[2\が[けられますが、
その \に[^されるをここにdfします。

バ ッ ク ア ッ プ   でExcelブ ッ ク の フ ァ イ ル 
"ファイル  の ヘ ッ ダ" + "_" +    +    + ". xlsm "

BCD(マルチメータK)の@LM
¸¹-.とはGP-IBでパソコンと.ÿされているXYがあります。(Ép)
¸¹-.からられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、m8のデータの¦§(Max10)、データ3はコンマでóられているXYが
あります。L)¸¹-.からのデータ5り6みは、(ての-.との½を)するものではありません。
¸¹-.のGP-IBアドレスを:.します。
-.のデリミタを:.します。は、LF+EOIです。
-.DF{に、-.に½するコマンドがある¦§は、ここにdfします。 ファンクションやレンジóôえのコマンド
をdfします。 は3üです。
もし、¸¹-.からデータをけ5る2、クエリーコマンドをz{に½するXYがある2、ここに½する
クエリコマンドをdfします。ほとんどの¦§、3ü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、Éのコマンドのどれかがoされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
¸¹-.のデータ½2にトリガがXYな2、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「Mコマンド」からトリガのABをìíします。
は、「GET」のìíをします。
「Mコマンド」をìíした¦§は、トリガコマンドをテキストボックスにdfします。
¸¹-.のデータにu×Øをyうときにチェックします。 m8のデータが½された¦§は、その(ての
データに、Éにdfしたuがyわれます。
5り6んだデータに、ÉuをyったN、Excelへdfします。
Excelへのdf = ( -.データ - B ) * A

GP-IB

ヘッダとしてExcelへdfするz#をここにdfします。
3üの¦§、「¸¹-.」がdfされます。

5450

¸¹-.のデータを8としてUうか、としてUうか
の:.をyいます。は「8データ」に:.します。
¸¹-.からm8のデータが½される¦§、データの
óりをO.します。lには「コンマ」がoされます。
¸¹-.が½するデータ8をセットします。
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をOしたRSでUX

ä.にチェックを[け、,f£¤をdfします。

2334のâãを「H」「J」でóôえます。
-.78をdfします。3üでは、200,0007として×Øします。

-.2334をdfします。df{|は0から36,000です。

-.をDFすると、-.データは、その2Excelシートのカーソルã^からÉA±にdfされます。
ここでは、このã^にカーソルを^いて-.をDFした¦§のです。
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をZ[しながらのUX

UV@N>

での¹W+

1 .> oÕのインターロック Aにより、55Vを=ってUVを>?させると、Çª_に
@ZがOFFになります。このAで、> がÝÛします。
これをBするためには、「Dの× 」のインターロック× を「インターロックB」に×
します。FG、H0.1secIsの@ZOFFは¬しますが、> をØ*することができます。
60V
50V

2lに、OPERATEがOFFになる。

¹)5450 Firmware “F00"Qは¬しません。

2 .UV@N> で、@ZUVレンジをAUTOに× すると、10V/100V/1000Vの*レンジ
へL`する、H１OのUVゼロがF_に¬ます。これをBするためには、
@ZUVレンジのAUTOを& しないで、@ZレンジをP レンジに× します。
110V
90V

£¤¥-.で、£¤レンジをAUTOに:.すると、
レンジ¥é2に、１H¸の£¤IがJKします。

£¤を¥しながらの-.では、「<=」にチェックします。
z{にExcelシート にµA±に£¤をm8dfします。その \ã^にカーソルを^いて
「5_」をクリックします。,f£¤の \セルã^が5_されます。
<=78をdfします。 17の<=ごとに、Åのの²に~して-.データをdfします。
もし、Excelシートのºに³´すると-.はvlに
します。
<=サイクルの2334をdfします。df{|は0から36,000です。
2334のâãを「H」「J」でóôえます。
£¤の、£¤¥éN、-.DFまでのZ[23をdfします。

£¤¥データ。-.DF{にdfしておきます。
-.{に、このã^にカーソルを^いて「5_」ボタンをクリックし¶·します。

もしXYなら、Excelシート

のデータをvwに)*できます。

-.をDFすると、-.データは、その2Excelシートのカーソルã^からÉA±にdfされます。
ここでは、このã^にカーソルを^いて-.をDFした¦§のです。

1サイクルÍの>

2サイクルÍの>

データ

>
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Ùのグラフ<

データ

のコンデンサの/のLM
]^Uのメカニズム
コンデンサーのUUにより> oのUª«が¬している、そのUª«がêXされるまで
のをパソコンが]^_にYâします。
100VよりITUVが'きい¥¦は、UをZくするため、&[の100Vまでは20mAでUします。
その、10mAUを`います。

U

]^UÌ

>

Dの×

のø

@A

100Vまで20mAでU

]^UOFFの¥¦

10mAでU

]^UONの¥¦

Uリミット[でU

シーケンス^「ORG.1」のø


UV

ITUVまで、
ª«Uでチャージ



]^Uのメカニズム
&Ý_にコンデンサーのÁÂUVがゼロボルトの、UUが0.5mAàになるまで、パソコンが]^_にYâします。
そのは、> oのU AでÚ¼にコンデンサのUを@します。
ITUVが100V>の¥¦は、> oÕでエラーが¬しないように、ゆっくりとUVをàQさせます。

Dの×
]^UÌ

のø

ÇªU

U


10mAでU

UUが、0.5mAになるまで、
パソコンがコントロールする。

20mAでU

シーケンス^「ORG.1」のø

UV
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pqr
ソフトで@ZするUVをª«することができます。このUV×

のst
を`っておくと、hjkな|UVの@Zをª«できます。

「Ctrl」キーをしながら、このテキストボックスほクリックすると、Éの£¤dfがÙÚされます。
ここで、ソフトで:.mなðñ£¤ほdfします。

ここに、%1:.されているðñ£¤がÙÚされます。
»もÙÚされていない¦§は、-.のðñ£¤まで,fがmな¬です。

ソフトをcdするfに、Dの@を>ってください。
MENUボタンを&

して、>

oのパネルにMENUを÷してください。

INTERFACEを`cしてください。

GPIBの`cと、GPIB AddressのeのÃÄを
`ってください。

SYSTEMを`cしてください。

8340A ModeがOffであることをÃÄしてください。

¹)8340A Mode をOnに`cし、ソフトÕの> oの`cを
8340にすると、ソフトは8340として^します。
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コンデンサの"#のについて

コンデンサのUUのトレンドを> すると、àのAのような が¬
する¥¦があります。
これは、UレンジのりAで¬します。¡は、UレンジTに> oの
YZに¢いがあるためにじる¤¥です。
これをBするためにはUレンジをP レンジで> するjkがあります。
どうしてもUレンジをAUTOで> したい¥¦は、「YZアンプ¦§/GAIN」の×
を「ExFast(10000)」に× すると、この¤¥を'¨に©²することができます。(B)

A

YZアンプ¦§/GAINを「Med(10)」で>

した<

B

YZアンプ¦§/GAINを「ExFast(10000)」で>

した<

A/D[vDについて
A/DNoには、「l」と「õ·l」があり、ソフトがサポートするUVU¬oは、「õ·l」を
& して> が`われます。

②lA/DNo

①õ·lA/DNo

Nsがいため、のUV> が@A。
UVの[を> することがÍ_。
オシロスコープや、A/DNボードなどに& される。

Nsはい。
ノイズのをけにくいため» した> が@A。
デジタルマルチメータ、、UVUなど
に& される。

【】
ìLD/ANoとのにより>

【】
コンデンサにUして、Uするをる
YZe

UV

YZe

õ·

する。

D/ANo

xyz{「PLC」とは
õ·lA/DNoのõ·は、' PLC 'のmMを& します。
Power Line Cycle( úv) のxzです。
このは、A/DNoìLのコンデンサをUするです。
1PLCは、 úvの1ú{·のです。
50Hz|}では、20ms、60Hz|}では、16.7msを÷します。
> sにをぼすノイズkのどは、 úvの のúvのUVです。
PLCの のõ·を`うことによりノイズkのくをXできます。

1PLC

ノイズ·(

úv·)

®しいUV
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