
・����や�	�などの���をコントロールしながら、マルチメータやカウンタなどの !"をExcelシートに%&みます。

+,５.までの����や�	�などの���を、 Excelシートに0�したデータに3づきコントロールしなから、+,５.までのマルチメータや

ユニバーサルカウンタなどの !�のデータを;<に Excelシートに%&むことができます。

・ !�からのデータだけをExcelシートに%&むこともCDです。

コントロールする���がGいIJは、+,５.までのマルチメータ、カウンタLの !�からの !"だけを ExcelシートにMりOし%&むこと

ができます。

・����や�	�などの���のコントロールだけをPなうこともできます。

 !�をRSしないIJは、 ExcelシートTのデータに3づき+,５.までの����や�	�をMりOしコントロールすることができます。

����
���など

マルチメータ
カウンタなど

※����・���などコントロールの��となる����は、アスキー$%の - コマンドによりGP IB

コントロールが+,である01があります。 5ソフトではバイナリ$%の��はサポートしておりません。

※マルチメータ・カウンタなどのDE�は、DEFHをアスキー$%で��することが01です。
5ソフトは、バイナリ$%のデータMNはサポートしておりません。

※�ソフトを�	する�の����
5ソフトはあるOQRSTにごVSしていただくこと[Tとしております。 そのため、 - を^_したDE�であれば、bにVSできるDE��をbEしません。GP IB

dいまして、5ソフトをVSするおefは、VSするDE�のghijkの - コマンドをlmし、そのnoをpqしていただいていることがrsとなります。GP IB

5ソフトには、tuに - コマンドをv�するテキストボックスがあり、tテキストボックスにユーザの}~で��な - コマンドをv�していただく01があります。GP IB GP IB

また、5ソフトは��のDE�をVSできるよう��に��して��されましたが、 - が^_された�てのDE�がVSできることを��するものではありません。GP IB

DEを��するrに、 Excelシートに����を��

するためのパラメータ(��)をv�しておきます。

ここでは、��^�の���と、���の ¡�を

v�した¢です。

t��の���£¤¥が¦Eでない§¨は、tス

テップの�£¤¥をExcelにv�しておきます。

ª«にv�した��パラメータに¬づき、����や���などの����をコントロール

した¯、ここでは2±のDE�からのデータをMNし、Excelシートにv�しています。

��パラメータを´じ¶·¸mみºみながら、その�で����をコントロールし、»¤にD

Eを¼い、��パラメータのセルが�て¾¿になると、ÀÁTにコントロールとDEをÂÃしま

す。

����と��の�� �( )

GP IB-

����

DE�

３．９９９ ３．９９９ ３．９９９ ３．９９９ ３．９９９

3.250 3.250 3.250 3.250 3.250
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��と��

�	�����A
��と��を !に#なう

W32- /- 10GENA GENA �	A

VSできる�� ��、��	
、マルチメータ、カウンタ、����

W32- -NGENA

W32- 10-NGENA

W32- -RGENA

W32- 10-RGENA

NIb

NIb

df GP IB- ボード ij kmno

115,000�
WinVista/7/8.1/10
(32,64bit)
Excel
2007/10/13/16
(32bit Only)

ラトックシステムb

ラトックシステムb

�) 「W32- 10」は、GENA
 !�10.と、���10.に��。
ただし、���J�で+,15.です。

185,000�



��&のデータ*り,みだけを#う01

��2がExcelシートに��された�

マルチメータ
カウンタなど

DE�３．９９９

３．９９９

３．９９９

３．９９９

３．９９９

GP IB-

DEを��します。 「 」ボタンをÆしたÇÈで「 」ボタンをÆすと、ステップÁÉPAUSE START

となり、「 」ボタンをÆすごとにデータをExcelシートにgºみます。START

「 」ボタンをÏすと、ÐÑDEモードにÓ¼します。PAUSE

ÐÑDEÔに「 」ボタンをÆすと、DEを¦¤ÕÖします。もう¦QÆすと、ÐÑDEPAUSE

モードにÏります。

DEを×�TにÔÖします。

ØÙÚEを¼なうDE�をÛÜします。

DE�をVSする§¨チェックをÞけます。

DE�にÚEされている - アドレスをÚEします。 DE�の - アドレス�は、DE�GP IB GP IB

にÞáするマニュアルをäåください。

DE�でVSされているデリミタをÚEします。 DE�にÚEされているデリミタは、DE�

にÞáするマニュアルをäåください。 DE�でVSされているデリミタがçjな§¨は、

�くの§¨「 + 」でうまくいきます。LF EOI

もし01なら、DE��のì¯、１îだけDE�にïNする - コマンドをv�します。GP IB

¢えば、¶ñのÁÉを¼なうための - コマンドをv�しておくとòóです。(Max 100ù )GP IB

・ファンクションの�üえ ・レン ジの�üえ

・ / モードの�üえなどFREE RUN HOLD

それぞれの - コマンドは、VSするDE���ですから、VSするDE�の - コマGP IB GP IB

ンドを�べて、ユーザの}~で¼なう01があります。

(Ctrrl+Enter)v�する コマンドを��v�する§¨、コマンド�に	¼ を¼います。GPIB

ª
のボタンをクリックすると��でのv���が+,になります。 �ページäå( )

データをMNするために、クエリーコマンドを01とするDE�をVSされる§¨は、この¿

に - クエリーコマンドをv�します。(Max 100ù )GP IB

もし、 ��の - コマンドを£つDE�をVSする§¨は、0ずクエリーコマンドが0SCPI GP IB

1となります。 その§¨、�くの§¨、¶ñのク エリーコマンドがVSされます。

" ?"   ,   " ?"   ,   " ?"などREAD FETCH DATA

データをMNするためにトリガのïNが01な§¨にチェックをÞけます。

「トリガïN01」にチェックをÞけた§¨、そのトリガ·�をÛÜします。

「 」 「 」をïNします。GET GROUP EXECUTE TRIGGER

「* 」 "* "のアスキーù � をïNします。TRG TRG

「~�コマンド」 ¶ñのテキストボックスにv�したù � をïNします。

5アドインのウィンドウを����します。 「 」ボタンをÆしても、ÀÁTに����にSTART

なります。

「����」を�て「RSしない」にして、「 !��」だけを「RSする」にして !をPないます。

+,5.までの !�(マルチメータ、カウンタL)のデータを�!された<���で、�!された��をExcelシートに%り&むことができます。

また、スタートボタンをクリックするごとに1�だけ%り&むステップkmもCDです。

Excelへデータが0�される¡¢を「£¡¢」「¤¡¢」への¥¦がCDです。 「£¡¢」を¥¦したIJの、+,データ%り&み�は Excelの+£Pま

で、「¤¡¢」を¥¦したIJの+,データ%り&み�はExcelの+¤§までです。

※マルチメータ・カウンタなどの

DE�は、DEFHをアスキ

ー$%で��することが01

です。

5ソフトは、バイナリ$%のデ

ータMNはサポートしておりま

せん。
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DE�に �!#を¼い、$の%&'に�üする§¨にチェックをÞけます。

「 �A」「 �B」に!#するための �をv�します。

もし「 �A」が¾¿の§¨は、「1」とみなされます。

もし「 �B」が¾¿の§¨は、「0」とみなされます。

「%&」は、�ü¯の%&をv�します。

・!#の·�

Excelへのv��= (DE� -  �B) *  �A

)) ��のデータをMNした§¨、+-のデータだけに�.されます。

DEした�により、DEをÂÃさせたい§¨にチェックをÞけます。

ただし、「データk%」で、ù データにÚEした§¨は/0されます。

) ��のデータをMNした§¨、+-のデータだけに�.されます。)

DE�がここにv�した12を3れた§¨、ÀÁTにDEをÂÃします。

「!#4¼」にチェックがÞいている§¨、!#¯の�で56されます。

¾¿の§¨は、5Eを/0します。 ¢えば、 
7�だけをv�し、¶7�が¾¿の§¨は


«だけで5Eが¼なわれます。

ただし、「データk%」で、ù データにÚEした§¨は/0されます。

) ��のデータをMNした§¨、+-のデータだけに�.されます。)

このランプu�をì9ダブルクリックしても、DE�の「VSする」/「VSしない」の�üえを¼な

うことができます。 「VSする」に� üえると、そのDE�のv��に��が�üわります。

DEを¼なう§¨、¦E¤¥ごとに、DEデータのv�されているExcelブックを
kき�<でき

ます。 ç�の ダウンの§¨の�>に@Aちます。

DE��からのEF¤¥をExcelシートにv�します。

Excelシート
のDE�がGにI
にJえるようにExcelシートをÀÁTにスクロールします。

KLM¤NをDE�と»¤にExcelシートにv�します。

DE��ì¯１îだけ、DE�の+-にDE�OをExcelシートにv�します。

v�された�てのØÙを�<、Pび、mºみを¼ないます。

DEの¤¥¥Rをここにv�します。 S�は7200Uです。

S�は0Uのv�が+,ですが、4VのDE�のDEWQにY<した¤¥¥Rになります。

¾¿の§¨は、0Uのv�とqZされます。

DEのî�をv�します。 65,000までのv�が+,ですが、ExcelシートのS¶¼に]^

するかS_�に]^すると、DEをÂÃします。

DEデータを¶·¸にv�するか、_·¸にv�するかの�üえを¼ないます。

.�するデータの23を5'します。 67または:;<の=>、データ?の=@り

:;のB'をCいます。 EページをHIください。( )

ª«¬コマンド®¯°の±

「&'�NOPコマンド」にT6のコマンドのUVがWXです。

NOPコマンドZ[\]を^き、コマンド_に`Cで=@ります。

コマンドの6にabはありませんが、f:;6は :;ghでUVしてください。260
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��の!889を:�!8で#う01

DEの¤¥¥Rを¦Eの¤¥¥Rではなく、`Eした~�の¤¥ごとにDEするためには、arにExcelシートに、その¤¥をv�しておきます。

「����」をどれか１±「VSする」にチェックをÞけ、�£¤¥の「Excelシートよりgb」にチェックをÞけます。 そして、「 +-セル」&�に、

arにv�した¤¥¥Rの+-セル&�をv�します。 v�· �は、Excelシートの+-セル&�にカーソルをÓÁ¯、｢gb｣ボタンをクリック

します。 ¤¥¥ Rをv�したExcelシートにeÔ¾¿がある§¨は、S¯に�fであった¤¥をhiします。 Excelシートに¤¥¥Rをv�する

·¸は、「v�·¸」のÚEによりjEします。 また、DEî�は、「��î�」の kにv�したî�がlSされます。

①DEの¤¥¥Rをv�します。

⑤「Excelシートよりgb」にチェックをÞけ、「+-セル」&�をv�します。

Excelシートの¤¥をv�+-のセルにカーソルをÓÁし、「gb」ボタンをクリックします。

② どれか１±の「 ��」を「VSする」にÚEします。��の ��

③「 - アドレス」「デリミタ」は、VSするDE�のÚE�と»じにします。(��のDE�をVSする§¨GP IB

は、どのDE�でもかまいません。)

④すべてのテキストボックスを¾¿にします。

⑥DEvw¤¥を¾¿にします。

⑦��î�のkに、DEî�をv�します。

⑧データをv�する·¸を`Eします。

⑨「 」ボタンでDEを��します。START

<=>?の「データBC」ボタンをHすとI=のデータBCJ�>?がKLされます。

&'�からlられてくるデータを67として.�するか、:;<として.�するかのnoを

おこないます。rsは「67データ」をnoします。 このtu、.�したデータhのvN

に67wxをyりzして、67Pし シートにUVします。Excel
lられてくるデータ23が}~なtuは、「:;データ」をnoすれば、パソコンが.�した

データをそのまま シートにUVします。Excel

T6のデータが��に&'�からlられてくるtu、データとデータの=@り:;をB'し

ます。rsはコンマをnoします。 �い&'�または��な&'�では、データ?をスペ

ースで=@っているtuがあります。 データがT6でなく、 1つのtuはコンマをnoして

おきます。67データと:;データが��しているtu、「:;データ」にB'します。

&'�からT6のデータがlられてくるtu、��からいくつまでのデータを シートExcel
にyり�むかを5'します。

��にyり�まれたデータが、ここで5'したデータ6より�ないtuは��で�められます。

v�のデータ6は２０�です。それg�のデータを.�したtuは、��されます。
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��O&だけの��を#う01

����
���など

����
3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

GP IB-

DC��と�´�の��をµ!
<���で��するための��
パラメータを0�した±
ここに0�した"で���の
�"を¸¹��します。

DC��と�´�の��をº»の<���
で��するための��パラメータを0�した±
¼½に�し¾¿<�の0�がÀÁされます。

「 !��」を�て「RSしない」にして、「����」だけを「RSする」にして��をPないます。

+,5.までの����(����、�´�L)の��を�!された<���で、�!された��の��をÂPします。

また、スタートボタンをクリックするごとにステップkmでの��もCDです。

Excelシートから��パラメータを%Ãする¡¢を「£¡¢」「¤¡¢」から¥¦がCDです。

※����・���などコ

ントロールの��となる�

���は、アスキー$%の

- コマンドによりコントロGP IB

ールが+,である01があ

ります。 5ソフトではバイナ

リ$%の��はサポートし

ておりません。

����を��します。 「 」ボタンをÆしたÇÈで「 」ボタンをÆすと、ステップÁÉPAUSE START

となり、「 」ボタンをÆすごとにExcelシートのデータをmºみ����を��します。START

「 」ボタンをÏすと、ÐÑ��モードにÓ¼します。PAUSE

ÐÑ ��Ôに「 」ボタンをÆすと、 を¦¤ÕÖします。もう¦QÆすと、ÐÑ�� ���� ��PAUSE

��モードにÏります。

����を×�TにÔÖします。

ØÙÚEを¼なう ��をÛÜします。��

����をVSする§¨チェックをÞけます。

����にÚEされている - アドレスをÚEします。 その��の - アドレス�は、GP IB GP IB

��にÞáするマニュアルをäåください。��

����でVSされているデリミタをÚEします。 その��にÚEされているデリミタは、��

にÞáするマニュアルをäåください。 ��でVSされているデリミタがçjな§¨は、�くの

§¨「 + 」でうまくいきます。LF EOI

もし01なら、「 」ボタンをクリックしたì¯、１îだけ����にïNする - コマンドSTART GP IB

をv�します。 ¢えば、¶ñのÁÉを¼なうための - コマンドをv�しておくとòóです。GP IB

・����なら�� の - コマンドON GP IB

・���なら��レベルをÚEする - コマンドGP IB

それぞれの - コマンドは、VSする����ですから、VSする��の - コマンドを�GP IB GP IB

べて、ユーザの}~で¼なう01があります。(Max 300ù )

-��の コマンドをïNする§¨は、�ページをäåください。GP IB

������に�îïNする - コマンドをv�します。 ¾¿の§¨は }もïNされませGP IB

ん。 ここにv�したコマンドに、 "｢?｣"が~まれている§¨、"[?]"のu�は、Excelシートからg

りºんだ�に�きüえて��にïNされます。 ただし、 "[?]"は���~んではいけません。

��~まれている§¨は、S�の"[?]"だけに�きüえが¼われます。

¢えば、この¿に" [?]"をv�し、Excelシートに 10,20,30 の�がv�されている§¨、VOLT

��へは、" 10"," 20"," 30"の - コマンドが�じ��へïNされます。VOLT VOLT VOLT GP IB

このように����の���を�じ+�することができます。

Excelシートにv�される�は、��でもù � でもかまいません。 また、��に ��なk%

が01とされる§¨は、arにExcelの「k%」ÚE�,でk%をÚEします。 Excelシートに

��されているままの�が"[?]"に�きüわります。 (Max 100ù )

��しïNコマンド¿にv�した - コマンドに"[?]"が~まれている§¨、"[?]"の�きüえGP IB

を¼う��パラメータがv�されているExcelシート
の+-セル&�をここで`Eします。

Excelシートの��パラメータの+-セルにカーソルをÓÁし、「gb」ボタンをクリックします。

5アドインのウィンドウを����します。 「 」ボタンをÆしても、ÀÁTに����にSTART

なります。

	 
� ページ��) 9
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このランプu�をì9ダブルクリックしても、����の「VSする」/「VSしない」の�üえを¼な

うことができます。 「VSする」に� üえると、その����のv��に��が�üわります。

v�された�てのØÙを�<、Pび、mºみを¼ないます。

��パラメータによる��の��をÂÃする¤、S¯に��にïNする - コマンドをここにvGP IB

�します。 しかし、0 ずしもv�の01はありません。 ¾¿の§¨は、��に }もïNされませ

ん。 ¢えば、����の§¨であれば、�� の - コマンドをv�するとòóです。OFF GP IB

(Max 100ù )

����を¦E¤¥¥Rで¼う§¨はチェックを3します。 ���£¤¥を �î+�しながら

��したい§¨はチェックをÞけます。

チェックをÞけた§¨、Excelシートにv�した¤¥�により���£¤¥をを�î+�することが

+,になります。 �£¤¥テキストボックス¿に、 Excelシートの¤¥�をv�した+-セル&�

をÚEします。 ÚEの· �は、Excelシートの+-セル&�にカーソルをÓÁし、「gb」ボタン

をクリックします。

����を¼う¤¥¥Rをここにv�します。(Max.7200U)

¾¿の§¨は、２Uとして>pされます。

「Excelシートよりgb」にチェックをÞけた§¨は、この¿にExcelシートの�£¤¥の+-セル&

�をÚEします。

����を��し¼う§¨の��し�をÚEします。(Max.100)

このu�のÚEは、�てVSされません。

Excelシート
の��パラメータを¶·¸にmみºむか、_·¸にmみºむかの�üえを¼います。

���にUVしたl�コマンドをzV �にl�¡、そのコマンドを¢£にするために、

トリガコマンドのl�が)*なtu、チェックを©けます。そして、«��からトリガ

の¬をB'します。

rsのzV �では、チェックを©けません。

ª«¬コマンド®¯°の±

「&'�NOPコマンド」にT6のコマンドのUVがWXです。

NOPコマンドZ[\]を^き、コマンド_に`Cで=@ります。

コマンドの6にabはありませんが、f:;6は :;ghでUVしてください。300
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DC��と�´�の��をµ!
<���で��するための��
パラメータを0�した±
ここに0�した"で���の
�"をÄじ��します。

DC��と�´�の��をº»の<���
で��するための��パラメータを0�した±
¼½に、¾¿<�の0�がÀÁされています。

��O&をコントロールしながら、 !に��を#う01

マルチメータ
カウンタなどDE�

３．９９９

３．９９９

３．９９９

３．９９９

３．９９９

GP IB-

����
���など

����

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

����、Pびを��します。 「 」ボタンをÆしたÇÈで「 」ボタンをÆすと、ステップPAUSE START

ÁÉとなり、「 」ボタンをÆすごとにExcelシートのデータをmºみ����を��し、DEをSTART

4¼します。 「 」ボタンをÏすと、ÐÑ��/DEモードにÓ¼します。PAUSE

ÐÑÁÉÔに「 」ボタンをÆすと、ÐÑÁÉを¦¤ÕÖします。もう¦QÆすと、ÐÑÁÉPAUSE

モードにÏります。

��/DEを×�TにÔÖします。

Excelシート
のカーソルを
¶ª_にÓÁします。 5ソフトを �Á¯は、Excelシート
で

のカーソルÓÁ�Éはできませんので、5ボタンでカーソルÓÁを¼ないます。

ØÙÚEを¼なう����をÛÜします。

����をVSする§¨チェックをÞけます。

����にÚEされている - アドレスをÚEします。 その��の - アドレス�は、GP IB GP IB

����にÞáするマニュアルをäåください。

����でVSされているデリミタをÚEします。 その��にÚEされているデリミタは、��

にÞáするマニュアルをäåください。 ��でVSされているデリミタがçjな§¨は、�くの

§¨「 + 」でうまくいきます。LF EOI

もし01なら、「 」ボタンをクリックしたì¯、１îだけ����にïNする - コマンドSTART GP IB

をv�します。 ¢えば、¶ñのÁÉを¼なうための - コマンドをv�しておくとòóです。GP IB

・����なら�� の - コマンドON GP IB

・���なら��レベルをÚEする - コマンドGP IB

それぞれの - コマンドは、VSする����ですから、VSする��の - コマンドを�GP IB GP IB

べて、ユーザの}~で¼なう01があります。(Max 300ù )

-��の コマンドをïNする§¨は、3ページをäåください。GP IB

������に�îïNする - コマンドをv�します。 ¾¿の§¨は }もïNされませGP IB

ん。 ここにv�したコマンドに、 "[?]"が~まれている§¨、"[?]"のu�は、Excelシートからg

りºんだ�に�きüえて��にïNされます。 ただし、 "[?]"は���~んではいけません。

��~まれている§¨は、S�の"[?]"だけに�きüえが¼われます。

¢えば、この¿に" [?]"をv�し、Excelシートに 10,20,30 の�がv�されている§¨、VOLT

��へは、" 10"," 20"," 30"の - コマンドが�じ��へïNされます。VOLT VOLT VOLT GP IB

このように����の���を�じ+�することができます。

Excelシートにv�される�は、��でもù � でもかまいません。 また、��に ��なk%

が01とされる§¨は、arにExcelの「k%」ÚE�,でk%をÚEします。 Excelシートに

��されているままの�が"[?]"に�きüわります。(Max 100ù )

��しïNコマンド¿にv�した - コマンドに"[?]"が~まれている§¨、"[?]"の�きüえGP IB

を¼う��パラメータがv�されているExcelシート
の+-セル&�をここで`Eします。

Excelシートの��パラメータの+-セルにカーソルをÓÁし、「gb」ボタンをクリックします。

5アドインのウィンドウを����します。 「 」ボタンをÆしても、ÀÁTに����にSTART

なります。

��O&のJ�-１

+,5.までの「���」の���をPいながら、それに;«して、５.

までの「 !��」による !をÈÉÊにPいます。

Excelシートに0�された���Sパラメータにより�"をコントロールし

ながら、その<の !"をExcelシートに%り&みます。

また、スタートボタンをクリックするごとにステップkmでの��もCDです。

Excelシートから��パラメータを%Ãする¡¢、Ëび !"を0�する¡¢を

「£¡¢」「¤¡¢」から¥¦CDです。

※マルチメータ・カウンタなどの

DE�は、DEFHをアスキ

ー$%で��することが01

です。

5ソフトは、バイナリ$%のデ

ータMNはサポートしておりま

せん。

※����・���などコ

ントロールの��となる�

���は、アスキー$%の

- コマンドによりコントロGP IB

ールが+,である01があ

ります。 5ソフトではバイナ

リ$%の��はサポートし

ておりません。

��されている シートを�りüえます。Excel

	 
� ページ��) 9

7/13



��O&のJ�-２

��O&のJ�-１

このランプu�をì9ダブルクリックしても、����の「VSする」/「VSしない」の�üえを¼な

うことができます。 「VSする」に� üえると、その����のv��に��が�üわります。

v�された�てのØÙを�<、Pび、mºみを¼ないます。

��パラメータによる��の��をÂÃする¤、S¯に��にïNする - コマンドをここにvGP IB

�します。 しかし、0 ずしもv�の01はありません。 ¾¿の§¨は、��に }もïNされませ

ん。 ¢えば、����の§¨であれば、�� の - コマンドをv�するとòóです。OFF GP IB

����を¦E¤¥¥Rで¼う§¨はチェックを3します。 ���£¤¥を �î+�しながら

��したい§¨はチェックをÞけます。

チェックをÞけた§¨、Excelシートにv�した¤¥�により���£¤¥をを�î+�することが

+,になります。 �£¤¥テキストボックス¿に、 Excelシートの¤¥�をv�した+-セル&�

をÚEします。 ÚEの· �は、Excelシートの+-セル&�にカーソルをÓÁし、「gb」ボタン

をクリックします。

����を¼う¤¥¥Rをここにv�します。(Max.7200U)

¾¿の§¨は、２Uとして>pされます。

「Excelシートよりgb」にチェックをÞけた§¨は、この¿にExcelシートの�£¤¥の+-セル&

�をÚEします。

����を��し¼う§¨の��し�をÚEします。(Max.200)

Excelシート
の��パラメータを¶·¸にmみºむか、_·¸にmみºむかの�üえを¼います。

ØÙÚEを¼なうDE�をÛÜします。

DE�をVSする§¨チェックをÞけます。

DE�にÚEされている - アドレスをÚEします。 DE�の - アドレス�は、DE�GP IB GP IB

にÞáするマニュアルをäåください。

DE�でVSされているデリミタをÚEします。 DE�にÚEされているデリミタは、DE�

にÞáするマニュアルをäåください。 DE�でVSされているデリミタがçjな§¨は、

�くの§¨「 + 」でうまくいきます。LF EOI

もし01なら、DE��のì¯、１îだけDE�にïNする - コマンドをv�します。GP IB

¢えば、¶ñのÁÉを¼なうための - コマンドをv�しておくとòóです。GP IB

・ファンクションの�üえ ・レン ジの�üえ

・ / モードの�üえなどFREE RUN HOLD

それぞれの - コマンドは、VSするDE���ですから、VSするDE�の - コマGP IB GP IB

ンドを�べて、ユーザの}~で¼なう01があります。(Max 300ù )

-��の コマンドをïNする§¨は、6ページをäåください。GP IB

データをMNするために、クエリーコマンドを01とするDE�をVSされる§¨は、この¿

に - クエリーコマンドをv�します。(Max 100ù )GP IB

もし、 ��の - コマンドを£つDE�をVSする§¨は、0ずクエリーコマンドが0SCPI GP IB

1となります。 その§¨、�くの§¨、¶ñのク エリーコマンドがVSされます。

" ?"   ,   " ?"   ,   " ?"などREAD FETCH DATA

データをMNするためにトリガのïNが01な§¨にチェックをÞけます。

「トリガïN01」にチェックをÞけた§¨、そのトリガ·�をÛÜします。

「 」 「 」をïNします。GET GROUP EXECUTE TRIGGER

「* 」 "* "のアスキーù � をïNします。TRG TRG

「~�コマンド」 ¶ñのテキストボックスにv�したù � をïNします。

���をÚE¯、DEまでのvw¤¥をv�します。 ��ÚE¯、DE�が �Eするまで

の¤¥などをv�します。 (Max. 7200U)

¾¿、または、�£¤¥より�い¤¥をv�したときは、�£¤¥の��でDEが¼なわれま

す。

�£¤¥はExcelシートから�îgºんで����を¼なう§¨、この¿を¾¿にしておくと、

�£¤¥の��で�îDEが¼なわれます。

���にUVしたl�コマンドをzV �にl�¡、そのコマンドを¢£にするために、

トリガコマンドのl�が)*なtu、チェックを©けます。そして、«��からトリガ

の¬をB'します。

rsのzV �では、チェックを©けません。
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2¯g�の°り±しzVをCなうtu、ここに、Eの°±しzVまでの³ち�?をUV

します。



��O&のJ�-２

DE�に �!#を¼い、$の%&'に�üする§¨にチェックをÞけます。

「 �A」「 �B」に!#するための �をv�します。

もし「 �A」が¾¿の§¨は、「1」とみなされます。

もし「 �B」が¾¿の§¨は、「0」とみなされます。

「%&」は、�ü¯の%&をv�します。

・!#の·�

Excelへのv��= (DE� -  �B) *  �A

DE�がここにv�した12を3れた§¨、ÀÁTにDEをÂÃします。

「!#4¼」にチェックがÞいている§¨、!#¯の�で56されます。

¾¿の§¨は、5Eを/0します。 ¢えば、 
7�だけをv�し、¶7�が¾¿の§¨は


«だけで5Eが¼なわれます。

ただし、「データk%」で、ù データにÚEした§¨は/0されます。

このランプu�をì9ダブルクリックしても、DE�の「VSする」/「VSしない」の�üえを¼な

うことができます。 「VSする」に� üえると、そのDE�のv��に��が�üわります。

DEを¼なう§¨、¦E¤¥ごとに、DEデータのv�されているExcelブックを
kき�<でき

ます。 ç�の ダウンの§¨の�>に@Aちます。

DE��からのEF¤¥をExcelシートにv�します。

Excelシート
のDE�がGにI
にJえるようにExcelシートをÀÁTにスクロールします。

KLM¤NをDE�と»¤にExcelシートにv�します。

DE��ì¯１îだけ、DE�の+-にDE�OをExcelシートにv�します。

「��YZ」と「[\]^_」の��パラメータの���と、その�����(I0g)

「����」、「�����」、「��� 」の"#パラメータの(�*と、その:;<=*(?@B)

「����」、「�����」、「��� 」の"#パラメータの(�*と、その:;<=*(C@B)

DEした�により、DEをÂÃさせたい§¨にチェックをÞけます。

ただし、「データk%」で、ù データにÚEした§¨は/0されます。

.�するデータの23を5'します。 67または:;<の=>、データ?の=@り

:;のB'をCいます。 ページのµをHIください。( )3
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���Dの「FHしJKコマンド」の(�@Q

1. をÍんだÏÐ§を0�したIJ"[?]"

Excel "[?]" [?] Excelシートからy¶した7を と·き¸えてzV �へl�します。 »えば、この�に「 」がUVされ、 シートにVOLT
「 」がUVされていたtu、zV �へは、 コマンドとして「 」がzV �へl�されます。 しかし、 シートが25 25 ExcelGPIB VOLT

��であったtu、zV �へはÀもl�されません。 はT6�UVすることはできません。T6�UVされたtuは、vNに"[?]"
Âつかった だけが·き¸わります。"[?]"
zV �の6723がÄÅなtu、 の23B' Xで のセルÇÈをB'してください。»えば、 シートに「 」をUExcel Excel Excel 1.2
Vし、zV �に「 」をzVする)*があるtu、 シートの23B'で「 」がÇÈされるように23をB'しまVOLT 1.200 Excel 1.200
す。

2. シートに と で×まれたÏÐ§を0�したIJExcel "<" ">"

Excel "<" ">" "<" ">"シートに と でÉんで:;<でUVしたtu、Ê�のUV7はËÌされ、 と でÉまれた:;<が コマンドとして、GPIB

そのままzV �へl�されます。»えば、 とUVしたtu、"< : : : : >" " : : : : "SENS VOLT DC RANGE AUTO ON SENS VOLT DC RANGE AUTO OFF

がそのまま コマンドとしてzV �にl�されます。 これは、zVÍÎでzV �のファンクションやレンジ�を@り¸えるtuGPIB

に,-します。しかし、 のように と の?に がUVされているtu、 の¡ろにÕく67 だけ�?³ちを"< 5>" "<" ">" " " ( )WAIT WAIT WAIT SEC

CいzV �へはÀもl�されません。これは、��でzV �のB'をÖ×した¡、 �がØちÙくまでの³ち�?が)*なtuに,

-します。 また、 の¡ろにÕいて がUVされているtu、&' �が,-��であっても、そのステップではfての&' �">" " "NON

の&'はCわず、&'7がUVされる �は��になります。»えば、 のようにUVするとzV �に がl�され、Excel "<F5> " "F5"NON

その¡の&' �の&'はCわれず��になります。これは、ファンクションやレンジを@り¸えたÝ¡や、�?³ちをCったステップ

では&'が)*ないtuに,-します。

１0/13



:;�Dの - コマンドR*-GP IB 1

①

②

③

④

① ② ③ ④��O

LF EOI+

または

/  +CR LF EOI

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

�� �� 「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

「��コマンド」

「トリガ���」

「��コマンド」

「トリガ���」

を��GET

�! "#$%

エーディーシー

エーディーシー

アドバンテスト

アジレント・

テクノロジー

アジレント・

テクノロジー

R6551

R6552

R6451

R6452

6845/6/7/8TR

Q8221

8215TQ

2114TR

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

;<の=>?

を@Aみます。

;<の=>?

を@Aみます。

;<の=>?

を@Aみます。

;<の=>?

を@Aみます。

;<のJK?

を@Aみます。

;<のMNをホー

ルドモードでを@

Aみます。

R6581

R6581D

34401

4338

:    ?READ

:    ?READ

:     ?FETCH

:     ?FETCH

:    :    ?MEAS RESI

:     ?FETCH

:     ?FETCH

`ab"

`ab"

3227

3237-01
3238-01

:         ;:FUNC RESI  HOLD OFF

:    :INIT CONT OFF

:    :INIT CONT ON

:    :TRIG SOURCE IMM

:    :TRIG SOUR IMM

この - コマンドのhは、あくまでもmhで、noはGP IB

MN#にstする - コマンドリファレンスをyzして、GP IB

ユーザの����に�わせて - コマンドを��してGP IB

ご��ください。

ユーザは�MN#�の - コマンドの�!を��GP IB

��している�があります。 ���な - コマンドGP IB

を��した��、MN#は��した�!を�いません。

:    :INIT IMM

:     ;:    ;*ABORT  INIT  TRG

パワーメータ NRT
:    :TRIG SOUR INT

:    :TRIG SOUR EXT

:    0:    ?SENS  DATA

(   -Zセンサ��£)NAP

:    0:    ?SENS  DATA

(   -Zセンサ��£)NAP

FREE RUN@A

FREE RUN@A

HOLDモード@A

HOLDモード@A

ケースレー

Model 2000

:    :        ;TRIG SOUR IMM

:    :INIT CONT ON

:    :        ;TRIG SOUR BUS

:    :INIT CONT OFF
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:;�Dの - コマンドR*-GP IB 2

①

②

③

④

① ② ③ ④��à

LF EOI+

LF EOI+

「トリガ���」

のチェック��

「トリガ���」

のチェック��

�! "#$%

��

��

READ?

READ?

この - コマンドのhは、あくまでもmhで、noはGP IB

MN#にstする - コマンドリファレンスをyzして、GP IB

ユーザの����に�わせて - コマンドを��してGP IB

ご��ください。

ユーザは�MN#�の - コマンドの�!を��GP IB

��している�があります。 ���な - コマンドGP IB

を��した��、MN#は��した�!を�いません。
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Agilent
34970A+34901A

Agilent
34970A+34901A

10チャンネルの �æDC
データを%り&みます。

10チャンネルの
４èéêë !の
データを%り&みます。

*RST

:INST DMM ON

:      1TRIG COUNT

:    :   (@101:110)CONF VOLT DC

:    :     1,(@101:110)SENS VOLT NPLC

:     (@101:110)ROUTE SCAN

*RST

:INST DMM ON

:      1TRIG COUNT

:         ,(@101:110)CONF FRES AUTO

:    :     1,(@101:110)SENS FRES NPLC

:     (@101:110)ROUTE SCAN



���Dの - コマンドR*GP IB

①

①

②

②

③

③

④

④��O

CH  OUT1;    0

CH  OUT2;    0

CH  VOUT1;     [?]

CH  VOUT2;     [?]

NODE   CH  OUT0;  1;    1

¯°b±²³

-4810PIA

¯°b±²³

-3WPLZ

b±µ¶

¯°b±²³

-TシリーズPVD

b¸DC

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

CR LF EOI/  +

¹�"#1

¹�"#2

2チャンネルのDC

b¸のb¼¹�を

½£¾¿する。

�!

¹�"#1/2は½じ

アドレスにÁGPIB

Nします。

"#$%

アジレント・

テクノロジー

アジレント・

テクノロジー

:    :OUTP STAT ON

FUNC SHAP SIN:

VOLT [?]

FREQ [?]

:    :OUTP STAT OFF

VOLT 0

E3631

33120A

¹�b¼の¾¿

¹�b¼の¾¿

NbÂの¾¿

ÃÄÅの

¹�ÆÅÇの¾¿

¹�b¼の¾¿

��

��

��

��

��

��

DCb¸

È�#

CH  OUT2;    1

エーディーシー

TR6143
TR6145

E D[?]V H

この - コマンドのhは、あくまでもmhで、noはGP IB

MN#にstする - コマンドリファレンスをyzして、GP IB

ユーザの����に�わせて - コマンドを��してGP IB

ご��ください。

ユーザは�MN#�の - コマンドの�!を��GP IB

��している�があります。 ���な - コマンドGP IB

を��した��、MN#は��した�!を�いません。

PW  SW  PR  DS0,  1,  1,  1 PW  SW0,  0VE [?]
ケンウッドTMI

-AシリーズPW

b¸DC

チャンネルA

¹�b¼の¾¿

VSET    LOAD ON10; ISET [?] LOAD OFF

:    :OUTP STAT ON :    :     [?]SOUR VOLT :    :OUTP STAT OFF

13 13/

LF EOI+¹�b¼の¾¿ ��
エーディーシー

6240,6241A

6242

6143,6156

OPR SOV[?] SBY

6243,6244


