
・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。
・マルチメータ6の7の8�9のデータも;�"#が<=です。

��のデータ�	
、�����のヘッダを��します。

����で した - アドレスと'じGP IB
)を します。

��からデータの�	を,.します。
「 」を1に3してから「 」を3すPAUSE START
とスポット�モードになります。

データの�	を:
;<します。もう:?ｸﾘｯｸすると、
�	をH,します。

データの�	をJ<します。

�;、KL
Kが2OQVの
、サンプリングまでの
\り
Kをカウントダウンします。

�;、�	の\り_`をabします。

「 」;、cdとなり、ｸﾘｯｸするeにデータを�り	みまPAUSE
す。 スポット�モードでは、データの�	にhiします。

データにj�
kを��します。

データのlmとnにシートをスクロールします。

�,.sのtu
Kを��します。

データを�	む_`をwします。xし、「 」ボタンSTOP
でいつでも;}できます。また、�もlmされていないと
きは、200,000_と��されます。
lmできる��_`は、200,000_です。

スポット8�モードのCDF

��の��を��から��します。
210, 210F, 220MT MT MT , 120MT

�の�m��を��から��します。
kPa, kgf/cm2, mmH2O, mmHg, ��)
「��)」は、���m�にabされて
いる��をそのままhiします。

��のab `を します。

MT210Fの¡¢だけの¥¦です。
�モード(�¨?)を��します。
ª«, ;¨, ¬¨

lmした�®を¯て°±、または²み
	みます。

��を³´)abにµ¶えます。

�;、��はホールドモードになり、�
KK¹ご
とに、abが»¼されます。

アベレージを にします。ON

��の�m��を「 」の をした¡¢、kPa
データシートへは、「 」にÁ¶してlmします。MPa

DMM ON MTの�¥¦を にします。( 220だけ)

DMM MT�を、Ã�/ÃÄで��します。( 220だけ)

DMM ON MT�のアベレージを にします。( 220だけ)

DMM�のÅÆ��をhiします。(ÇÈÉÊ)

��

��

G)IソフトをCするMに、8�9にOPする"QRをSTし、 - のVGP IB
�を にしておいてください。(`ページST)ON

���	

I プログラムは kのアドインとしExcel
てnoします。 kからIアドインをExcel
rnすると、 シートkに、このウイExcel
ンドウがuわれます。
8 �wy,z{|�,����,"#*

�6をV�し「 」ボタンをクリックすSTART
るとデータの"り#みを��します。スタートすると、8�wyや

z{|�などを�nV�し
た�、��されたサンプリン
グ����で、��された
サンプル*�のデータを"
#みます。��なら�O�
�もO�することもがきます。

Excelシートに"#んだデータは、キーボードから
��したデータと;じように、 の�=を�しExcel
て、o�・��・� 6を�¡に¢うことができます。
また、£Mにデータが"#まれる¤¥を のグラExcel
フウィザードでV�しておけば、データ"#とグラフ
ªがリアルタイムに¢えます。
※Iアドインに�nグラフo��=はありませんの
で、 のグラフウィザードをCしてo�してくだExcel
さい。

「 」ボタンを¯にクリックして、その�「 」ボタンをクリックすると「スポット8�モPAUSE START
ード」になります。 8 �9タのV�が¢われた�、「 」ボタンのクリック²ちとなります。SPOT
「 」ボタンをクリックする´にデータが シートに"#まれます。 こ の�「 」SPOT SPOTExcel

ボタンをクリックするµわりに「スペース」キーを¶しても;·の¸¹となります。 こ の「スポッ
ト8�モード」では、「º»��」の¼には と「-.½¾」が��されます。1,2,3...
「スポット8�モード」をÂÃするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

データを�	む
KK¹(O)をlmします。
ここでlmした
KとÌÍの
KK¹では
ÎÏのÐÑがÒÓします。
�もlmがÔい¡¢やゼロがlmされた¡
¢は、�¨でデータを�り	みます。lmで
きる��
Kは、 Oです。3600

MT210/MT210F

MT220/MT120

デジタルマノメータ

MT MT MT MT210, 210F, 220, 120Cできる�Æ

W32- 210MT 
���

MT MT MT210, 210F, 220 は、ÇÈÉ�のÊËです。, 120MT

W32-MT210-R

W32-MT2102-R

W32-MT210-N

W32-MT2102-N
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����(マルチメータ�)の����

çè8�9とは - でパソコンとë.されている��があります。(ì�)GP IB
çè8�9からíられてくるデータのフォーマットは、 であり、ï�のデータのðñ(Max10�)、データ�はコンマでòóられている��がASCII
あります。
G)õての8�9とのö÷をøùするものではありません。

もし、ÅÆ��からデータをÙけ�る
、クエリーコマンドをÝÞにßàするáâがある
、ここにßàする
クエリコマンドをlmします。ほとんどの¡¢、çèで です。OK
もし、マルチメータが コマンド«ìのものでしたら、��のコマンドのどれかがhiされます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

ÅÆ��のデータÙà
にトリガがáâな
、チェックをつけます。

ÅÆ��の - アドレスを します。GP IB

「 」,「"* "」,「ôõコマンド」からトリガのö÷を��します。GET TRG
øùは、「 」の��をします。GET
「ôõ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lmします。

ÅÆ��のデータにüýþÿを�うときにチェックします。 �`のデータがÙàされた¡¢は、その¯ての
データに、��にlmしたüýが�われます。

パソコン

MT210
210FMT

または
220MT

GP IB-

çè8�9

IソフトをごCになるMに8�9の"QûüRの「 インタフェースの�=」のþをSTし、�ずì�のV�を¢なってください。GP IB-
の で、「 」にV�します。1. - /GP IB ON OFF ON

モ ードのV�で、「アドレッサブル」にV�します。2.
ア ドレスのV�で、 から の��のアドレスにV�します。 た だし、パソコンの ボードとアドレス�が	ïしてはいけません。3. 0 30 -GP IB

パ ソコンの アドレス�はö
「 」にV�されています。GP IB- 0

��のデリミタを します。øùは、 です。LF EOI+

�,.Þに、��にßàするコマンドがある¡¢は、ここにlmします。 ファンクシ ンやレンジµ¶えのコマンド
をlmします。 øùはçèです。

�り	んだデータに、��üýを�ったs、 へlmします。Excel
へのlm) = ( ��データ -Excel B ) * A

ヘッダとして へlmするÝ�をここにlmします。Excel
çèの¡¢、「ÅÆ��」がlmされます。

MT210が２åのðñの ë.GPIB


