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パソコンから を.してGP IB-

�2や456を78します。

%& %& %&

・ ��の「��」「�� 」を��しながら、 ��'*��や����の��
の��を,います。AC AC

1. ��の�2・456を�&し、�2DEを にしたJ、 ��の%&�Kを��した%&Lや、����の�E�%&Lを シートにNOAC ON AC Excel

TりVみます。 �E�の%&XY・%&Z[[\・%&�6は^_に`Eしておきます。 %&をbdすると ��のDEをghiに にします。AC OFF

��kmでの�2no・�E%&もqKです。AC

2. シートに`Eした�2L・456Lにsづき ��DEを78し、uZに�E�による%&をwいます。 まず{|に、 シート}に78したExcel ExcelAC

い�2Lや456Lを~��に`Eしておきます。 %&を��すると�ソフトは シートの�2L/456Lを�みVみ、そのLで ��を�&しExcel AC

たJ、�E�の%&Lを�みVみ シートにTりVみます。 �に、その�に`Eされた�2L /456Lを�みVみ ��を�&し�E�の%&Excel AC

Lを�みVみます。 この�に�� ��の78と�E�の%&LTりVみを�り�します。 シートの{�w6の まで78と%&を�り�AC Excel 65,000

すことができます。

��%&�

��7
AC��を78するために^_に

`Eした�2と456L。

�2だけ、�は456だけの`

EもqK。
�E�1の%&L �E� の%&L2

�&した%&XYを、�&されたZ[[\で{� �まで シートにTりVみます。 また、%&��Zに、��Z[のghリセットをwうことが65,000 Excel

できます。 また、 でO£された��%&� マルチメータなど の%&LもuZにTりVむことがqKです。GP IB- ( )

)3194では、±²5の%&には³´しておりません。3193とu·の%&XYだけの%&がqKです。

・ ��を89しない:;は、��
だけのデータDFGりJみがL�です。AC
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AC��¸�の%&�K

を��した%&L
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450,000¹
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QR

STUV

Excelシートに5:んだデータは、キーボードからDFしたデータ

とJじように、Excelの'NをQRして、�T・VX・�YZを[\

に]うことができます。 また、fgにデータが5:まれるkmを

Excelのグラフウィザードで�{しておけば、データ5:とグラフ

�がリアルタイムに]えます。

�アドインにghグラフÇÈ�KはありませんのでExcelのグラ

フ�Kを��し、ユーザÌでÇÈしてください。

スタートすると、�{された ��のAC

��を�]し、その�、�F�の�

{�を5:みます。5:んだデータ

は、その��、Excelシート�に��

されます。��なら%���や��

からの����を� することもでき

ます。

アドインをÎhすると シート}に�ÏÐÑがÒÓされます。 �E�の%&ÔÕや ��の78ÔÕを`EしたJ、「 」ボタンをクリックExcel AC START

し%&を��します。 ただし、「 」ボタンは、ØÙ、ÚÛÜÝになっています。「 」ボタンをßÛにして%&��をqKにするためには、START START

「 」ボタンàÌの「 」ボタンをクリックし、2áâ¸に「 」ボタンをクリックしてください。 2áをãäすると、ghiに「 」ボタンSTART UNLOCK START START

はÚÛÜÝにåります。 これは、æ�çに「 」ボタンをクリックし、 ��からの±�2DEをèéするêëのためです。START AC

AC����・�F��{を��します。

¢£のカーソル¦&から§じ¨©ªへデータが5り:

まれます。 「 」を¯にクリックしてから「 」PAUSE START

をクリックすると、ステップ�{モードとなり「 」をSTART

クリックする¸に１��{を]います。「 」を»¼PAUSE

すると½¾�{に¿]します。

½¾�{Àに「 」をクリックしてもステップ�{PAUSE

モードに¿]できます。

この「 」ボタンをクリックするとUNLOCK

2Â�だけ「 」ボタンがÃÄになSTART

ります。

�{をÀÅします。

Excelシート�のカーソルの¦&を¿�します。

��する シートをÆりÇえます。Excel

�E�の%&ÔÕ

`Eìí

AC��の78ÔÕ

`Eìí
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ÈプログラムはExcel�のアドインとして��します。

Excel�からÈアドインをÉ�すると、Excelシート�

に、このウインドウが¢われます。

「 」ボタンで ��の��と�F�の�{�START AC

データをExcelシートに5り:みを��します。



AC��の����	
��

AC��のタイプをËÌします。

AC��の�Íの�{を]うÎÏはチェックを�けます。

AC��のÒÓÔの�{を]うÎÏはチェックを�けます。

�ÍÕFを「Ö{」、「 より×:」からËÌします。Excel

「Ö{」は、「ÕF�Í」ØにDFした�Í�にÖ{して�{を]います。

「 より×:」は、 シートにDFした�Í�で�{�ÍをÙÚしながら�{を]います。Excel Excel

ÒÓÔÕFを「Ö{」、「 より×:」からËÌします。Excel

「Ö{」は、「ÕFÒÓÔ」ØにDFしたÒÓÔ�にÖ{して�{を]います。

「 より×:」は、 シートにDFしたÒÓÔ�で�{ÒÓÔをÙÚしながら�{を]います。Excel Excel

「Ö{」をËÌしたÎÏ、ここにÕF�{する�Í�をDFします。

「 より×:」をËÌしたÎÏは、ÕF�Í�の¯Ûセル¦&が��されます。このÎÏ、「5Ý」ボタンExcel

でのDFとなり、ÞDFはできません。

「 より×:」をËÌしたÎÏ、 シート�のÕF�ÍをDFした¯Û¦&にカーソルを&いて、Excel Excel

「5Ý」ボタンをクリックします。「ÕF¯Û¦&」Øに[�àにセル¦&áâがDFされます。

「 より×:」をËÌしたÎÏ、 シート�のÕFÒÓÔをDFした¯Û¦&にカーソルを&いて、Excel Excel

「5Ý」ボタンをクリックします。「ÕF¯Û¦&」Øに[�àにセル¦&áâがDFされます。

「Ö{」をËÌしたÎÏ、ここにÕF�{するÒÓÔ�をDFします。

「 より×:」をËÌしたÎÏは、ÕFÒÓÔ�の¯Ûセル¦&が��され、「5Ý」ボタンでのDFExcel

となり、ÞDFはできません。

ã)

Excel Excel�Í�{�とÒÓÔ�{�をともに「 より×:」に�{したÎÏ、�ず シート�の�Í�{�

のすぐæçのèにÒÓÔ�をDFしてください。

AC��のÕFレンジをËÌします。

AC AC DC��のÕFモードを でËÌします。/

ìD¦íをËÌします。

íモードをËÌします。

îïÕF�Í�{©�をËÌします。

AC��の��を]うÎÏにチェックを�けます。

AC��の��ðñのDFkmの��/ò��をÆりÇえます。

 î`EXYのïðñòは、���óにôõするTöñò÷をøùください。)

�{スタート�に、 ��のÕF ��を�]するÎÏにチェックを�けます。AC ON

�{óô�に、 ��のÕF ��を�]するÎÏにチェックを�けます。AC OFF

�ÍまたはÒÓÔをÙÚ�、�F�の�{までのõö��をDFします。÷ø Âです。3,600

�Í/ÒÓÔがÖ{のÎÏは、「5:�Ô」ØにDFした�Ôまで、õö����ごとに�{をúりûします。

÷üの�{�にýり�{õö��をøきくとりたいÎÏに、õö��のþÿをDFします。

��を にして��{�が�{するために�くの��を��とするÎÏなどに�Rします。AC ON

AC GP IB��の アドレスを�{します。-

�2Lを に`EしたúExcel 456Lを シートに`EしたúExcel �2Lと456Lを シートに`EしたúExcel

ÕF¯Û¦& ÕF¯Û¦&
ÕF¯Û¦&
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Èボタンをクリックしないと、 ��の�{ðñがÃÄになりませんからごã	ください。AC

78ÔÕのë`EXYにûり、ÐÑ�Ìの「 」マークのボタンをクリックしないと`Eができませんからごçください。KEY

これはæ�çに ��のDEÔÕをýþしないためのÿ�です。AC

AC��の�{ðñを�{します。チェックを�けたときだけ、ðñDF 
 が��されます。 �ページ�( )



Excelシート�のカーソルの¦&を¿�します。

�{を��します。
¢£のカーソル¦&から§じ¨©ªへデータが5り:
まれます。 「 」を¯にクリックしてから「 」PAUSE START
をクリックすると、ステップ�{モードとなり「 」をSTART
クリックする¸に１��{を]います。「 」を»¼PAUSE
すると½¾�{に¿]します。
½¾�{Àに「 」をクリックしてもステップ�{PAUSE
モードに¿]できます。

�{をÀÅします。

�ÇñòのÐÑは、５¾�を��して

�かれていますので、 ¾�ソフトでは

��ÐÑが�なりますのでごd�くだ

さい。

�Rする�{�は����されます。

�{�の��を�{します。

�{�の - アドレスを�{します。GP IB

�{�の - の�{©�は、�{�のGP IB

5����を�ください。

��しない%&�のÿ�

ここをダブルクリックすると、その�{�は、�¾されてい
ないとみなされます。 �えば、５�Rのソフトで２�しか
�¾しないÎÏは、�Rしない�Ôÿだけこの�ÿをダ
ブルクリックして「X」を��させてください。

��する シートをÆりÇえます。Excel

�
の����	
��
 î`EXYのïðñòは、�E��óにôõするTöñò÷をøùください。)

�{の����をDFします。DF� は、

0～3,600です。 ����にチェックを�AC

けるとò��となり、「�{õö」のDF�が

この��の"わりの#$をします。

%Øまたは0をDFしたÎÏ、その��での

÷&でデータを5り:みます。

¨'�。

データを5り:む�Ôを65,000)¨でDFして

ください。 �{された�{�Ôでデータ5り:

みをóôします。 また、 Excelシートの÷¨]に

*+するとóôします。

����にチェックを�け、�Í,はÒÓÔAC

ÕFを「 より×:」に�{すると、このØはExcel

ò��となります。

�{�を ./で�{を]います。HOLD
より01な����でのデータ5:を]いたい
ÎÏや、2Ôでの�{��で、�{��の��
3なりべく6なくしたいÎÏにチェックを�けます。

J7の - �の8の�{�からJ�にGP IB
データを5り:みたいÎÏにチェックを�
けます。 マルチメータ,�;�,トルク�,
カウンターなどですが、<ての�{�での
��=>しません。
チェックを�けると�? 
 が��されます。

�{��で、@Y��をリセット/ステートします。

�{À、�{データが 
 �にAえるように
Cにシートをスクロールします。

�{��とともに、�{E$のE$FをExcel
にDFします。

�{データとJに%���をExcelにDFします。

�{データとJに��からの����をExcelに
DFします。

<�{E$を に�{します。OFF
�Mに�{を��するÎÏは、�ず１つ)�の
�{E$のËÌが��です。

�{するE$にチェックを�けます。
�{を��するÎÏは、�ず１つ)�の�{E
$のËÌが��です。

E$のFO
V(�Í), A(�ï), W(ÃÄ�F), (Pí�F),VA

(QÄ�F), (FR), (¦íS), (�VAR PF DEG IP
ïピーク), (ÒÓÔ), (�ï@Y), (FREQ AH WH
WÏの�F@Y), (0çの�F@Y),PWH MW
H(Zçの�F@Y), (@Y��)TIME
なお、1～3はCh,0は を�します。SUM

3331を�RするÎÏ、\]モードが^íまたは
３íのどちらに�{されているかにより、�{a
NなE$がÙわります。
もし、�{できないE$にチェックがつけられて
いたÎÏ、[�àにチェックがbされます。

おおよその�{&�について
(PentiumⅢ 500 zのÎÏ)MH
１�の3331を<E$�{�、0.2sec/�
５�の3331を<E$�{�、1.0sec/�
１�の3330を<E$�{�、0.25sec/�
５�の3330を<E$�{�、1.0sec/�
1�の3193を60E$�{�、0.15sec/�
2�の3193を60E$�{�、0.25/�

4/6 DFした<てのðñを、=deび、×みÕします。

AC��が'Yする����を89し、��[をGJむ:;の]^	�

Excel /シートに5:む�{�にチェックをつけます。 ÕFにより�{aNなE$がgなりますから、AC DC

�ずしもチェックを�けたE$がすべて にDFされるとはýりませんのでごã	ください。Excel

EPO ON OFF ES ON OFFシリーズのÎÏ、ピークホールド の�{、 シリーズのÎÏは、ピーク��� の/ /

�{を]ないます。

��íのËÌを]ないます。



3193,3194をabした:;の、��deの	�

「 」「3194」の��をËÌしたÎÏは「�{E$�{」3193

ボタンをクリックすると¨Tが��されます。
÷üに「5Ý」ボタンをクリックしてください。 �{�とkl
を]い、¢£の�{�の\]モードをnべ、�{できない
E$を 
 からo¼します。
�{aNな�{p$だけが��された�、�{するE$
にチェックを�けます。

��fgの7
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AC GP IB��の �{©�-

EPO GP IBシリーズの 	�-

ES GP IBシリーズの 	�-

「 」ボタンを1�qすと、パネルにINTERFACE

「 」が��されます。INTERFACE

ロータリーノブを�して、「 」をËÌします。GP IB-

もう7�「 」ボタンをqすと、パネルにINTERFACE

「 」が��されます。GPIB ADDRESS

ロータリーノブを�して、v	の�をËÌします。

さらに「 」ボタンをqすと、パネルにINTERFACE

「 」が��されます。GPIB DELIM

ロータリーノブを�して、「 」をËÌします。CR LF+

「 」キーで�{をwôします。ENTER

�に「æxy」ボタンをqし、Ô�の{|を}Ô{の

æへ¿�します。ロータリーノブをまわして「 」に�{0

します。「 」はデリミタ「 」を	�します。0 +CR LF

「 」キーで�{をóôします。ENTER

「 」ボタンをqします。ロータリーノブをまわしてADRS

v	の アドレス�を�{します。GP IB-



o*��pマルチメータuの	�vw( )

b��{�とは - でパソコンと�¾されている��があります。(¨T)GP IB
b��{�から�られてくるデータのフォーマットは、 であり、2ÔのデータのÎÏ(Max10�)、データ�はコンマやスペースで�Æられている��ASCII
があります。
ã)b��{�からのデータ5り:みは、<ての�{�とのklを=>するものではありません。

もし、b��{�からデータを�け5る�、クエリーコマンドをfgに�lする��がある�、ここに�lする
クエリコマンドをDFします。ほとんどのÎÏ、%Øで です。OK
もし、マルチメータが コマンド§�のものでしたら、¨'のコマンドのどれかが�Rされます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

b��{�のデータ�l�にトリガが��な�、チェックをつけます。

b��{�の - アドレスを�{します。GP IB

�り:んだデータに、¨'�Yを]った�、ExcelへDFします。

ExcelへのDF� = ( �{�データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへDFするfEをここにDFします。

%ØのÎÏ、「b��{�」がDFされます。

�{��gに、�{�に�lするコマンドがあるÎÏは、ここにDFします。 ファンクションやレンジÆÇえのコマンド
をDFします。 kCは%Øです。

�{�のデリミタを�{します。kCは、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「v	コマンド」からトリガの©�をËÌします。GET TRG
kCは、「 」のËÌをします。GET
「v	コマンド」をËÌしたÎÏは、トリガコマンドをテキストボックスにDFします。

b��{�のデータに�Y��を]うときにチェックします。 2Ôのデータが�lされたÎÏは、その<ての
データに、¨'にDFした�Yが]われます。

b��{�のデータをÔ�として�うか、��として�うかの�{を]います。
kCは「Ô�データ」に�{します。

b��{�から2Ôのデータが�lされるÎÏ、データの�Æり��を�{します。
7�àには「コンマ」が�Rされます。
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GP IB-
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