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・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。
・3456への�
89�:を"り;えながら、�々のデータをExcelシートに"#みます。
・いろいろなCDのFGHIをJKできます
M�CDの9�、NOCDの9�、チャージ /ディスチャージの9�、CDFG
Vしの9�がNWです。

スタートすると、ﾌｧﾝｸｼｮﾝ･
��ﾚﾝｼﾞ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ��を
��した�、��されたｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ"##$で、��さ
れたサンプル*のデータを
-.みます。23なら67
"8も7:することもがきま
す。

W32-R8252

��

��

���	

>プログラムはExcelDのアドインと
してJKします。ExcelDから>アドイ
ンをMJすると、ExcelシートDに、この
ウインドウがQわれます。
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ,��レンジ,"##$,-.
V*Wを��し「 」ボタンをｸﾘｯｸSTART
するとデータの-り.みをabします。

dfできるgh

��iからデータの-.をabします。
「 」をjにkしてから「 」をkすPAUSE START
とスポット��モードになります。

データの-.をr"stします。もうr�クリックすると、

-.をyaします。

データの-.をztします。

「 」s、{|となり、クリックする}にデータを-り.みPAUSE

ます。スポット��モードでは、データの-.にdfします。��ファンクションを��します。

����, ����(����),

����(����), ����(�����),

����(�����), ��, ��,

���の����, ���の����

��レンジを��します。

��sの����を に��します。ON

��の��を��/��から��します。

��を��した��は、�����を�

�します。 � �を��した��は、� 

を¡¢ください。

データを-.む"##$(§)を��します。
ここで��した"#と¨©の"##$では
ª«の¬が®¯します。 °も��が±い
��やゼロが��された��は、´�でデ
ータを-り.みます。��できる´µ"#
は、3600§です。

ータを-.むV*を��します。¹し、「デ ST
」ボタンでいつでもs»できます。また、°もOP

��されていないときは、200,000Vと½¾され
ます。��できる´µV*は、200,000Vです。

サンプリング・トリガを��します。

Á�AUTO HOLD, ,

Á�は、��iリアーパネルのトリガÇÈからの��に

よりトリガされます。

�Ê"#を��します。

1ms,  2ms,  10ms,  1 ,  100ms,  200ms,  1sPLC

チャージ/ディスチャージでの��をÓなう��にチェ

ックします。 チ ャージ・��・ディスチャージのÕに�

�をÓないます。

チャージ"#、ディスチャージ"#の��は´µ3,600

です。

´Öのデータ-."、��×ØÙWのヘッダを7:し

ます。

データに67"8を7:します。

データの��とÜにシートをスクロールします。

��ab�のÝÞ"#を7:します。

���をExcelへ��する"のàáを��し

ます。 「 ¨�」は、��ファンクションにより

「V」「A」または「Ω」のàáで��します。

��i>�で��した - アドレスとåじGP IB

�を��します。 1/4
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Excelシートに-.んだデータは、キーボードから��したデータとåじように、Excelのgìをí

fして、Kî・ïð・ñòWをóôにÓうことができます。 また、õöにデータが-.まれる÷ø

をExcelのグラフウィザードで��しておけば、データ-.とグラフýがリアルタイムにÓえます。
※>アドインにóJグラフKîgìはありませんので、ExcelのグラフウィザードをdfしてKîしてくだ

さい。

���とå"に、����もExcelに��します。

Kîするときに23になります。

8252は、 の��です。エーディーシー�

エーディーシー

W32-R8252-R

W32-R8252-N

ラトックシステム

NIq

4r GP IB- ボード uv wyz{

90,000�
Windows7/8.1/10/11
(32 or 64bit)
Excel2010/2013
Excel2016/2019/2021
(32bit Only)



チャージ・ディスチャージのチェックをÁすと�	��モードになります。 そ の��、

��abし、�1VØの��までにチャージ"#が23な��は「ÖVチャージ」の

�に、そのチャージ"#を��します。�の��は、チャージ"#はゼロとなります。

��を��しながら��をする��、「��」を��します。

��する���はõöに シートに���に��しておく23があります。��できるExcel

���の*は、1�に�まる��であれば�に �はありません。 � ��を��するExcel

シートのá�はどこでもかまいませんが、���を��したシートと����を-.むシート

はårのシートとなります。

���の���	"#は「"##$」の�で��されます。

ExcelシートDに��した����のj�セルá�にカーソルを�いた�、「-#」ボタン

をクリックします。$のテキストボックスにセルá�が��されます。 � �をabするöに

2ず、このj�セルá�の��が23です。

����のj�セルá�を��した�、この「 」ボタンをクリックすると Dの��Check Excel

��の�の'()をチェックします。��aböにチェックしておくと、��*sで+わぬ

���の��ミスで.ztすることを/tできます。

0ての��12を34、または6み.みます。

GP IB- で7	されたÁ���iのデータをå"に-.みます。(� ¡¢)

さらに9:な��12の��をÓないます。 ;î¡¢( )

����の��に�り、������、��までの<="#を��することが�ì

です。ここで��する<="#は「"##$」の���より>さな�を��する23が

あります。もし、「"##$」への���より��<="#がµきいと、���の��

"##$が=びることになります。
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「 」ボタンをjにクリックして、その�「 」ボタンをクリックすると「スポット��モード」になります。 マルチメータの��がÓわれた�、「 」ボタンのPAUSE START SPOT

クリックBちとなります。 「 」ボタンをクリックする}にデータがExcelシートに-.まれます。 この"「 」ボタンをクリックする�わりに「スペース」キーをkしSPOT SPOT

てもåEの��となります。 この「スポット��モード」では、「ÝÞ"#」の�には1,2,3...と「�	GH」が��されます。

Iえば、J��Kを-りLえながら、M々のJ��Kの��をÓう��にOíです。 「スポット��モード」をPQするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

スポット9�モードの�HI

ExcelシートDに���をリアルタイムKîします。

チェックを7けるとKî12��S�が��されます。(;î¡¢)

���を��するにつれて、ExcelシートがóJTにスクロールします。

��������
「Excel」タブを��し、データ��をÓう��のリアルタイムKîの�Vを��します。

グラフのタイトルをWXに��します。�でもかまいません。

YZのデータを��します。

�Zのデータを��します。

YZØ[の / を��します。�の��、オートスMAX MIN

ケーリングされます。ただし、õöに�を��し、��スケール

にすると、Kîが`�にÓわれます。

�ZØ[の / を��します。�の��、オートスMAX MIN

ケーリングされます。ただし、õöに�を��し、��スケール

にすると、Kîが`�にÓわれます。



����の�

��� ��による���$%&の����

'���による�$ (の�����
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「その+」の��67

���を��します。プラスa/マイナスaそれぞれdeした�を��します。f�の�が�の��

、または、マイナスaだけの��の��は ���の��はÓなわれません。 プ ラスaだけの��の

��はプランa/マイナスaがその���に��されます。

オートゼロを にします。ON

コンタクトチェックを にします。ON

����の��にゼロチェックを にします。ON

�����をÓなう��の�hi*の12を��します。���の��をÓなわない��は、ここでの

��は±jされます。

���にkしてi*lòをÓなう��にチェックします。チェックを7けると「��àá」の��は±jされます。

lòi*を��します。 lò�Vは;mに�します。

への��� ��� i* i*Excel = ( - B) * A

lò�のàáなどのpqを��します。

��sのzt12を にします。ON

このgìを にすると、;�の6×Øから��をs»させるための12を��できます。ON

r*の×Øにチェックを7けることが�ìです。

��をPQ�、�の��のための シートDのカーソルsJá�を��します。Excel

「 」�、ゼロチェックを にして、ここで��した"#だけ を�	し、その� にし��がabSTART ON ON OFF

されます。 こ の�が�の��は、ゼロチェックが のまま��がÓわれます。ON

「 」�のカウントダウンs「"#カウント」�;aのテキストボックスをダブルクリックすると、ここでの"START

#をBたずに、�ちにゼロチェックを にします。OFF

Dmの "#が��されている��だけ、この�の��が{|です。 ゼ ロチェックが になった�、ON OFF

��をabするまでのBち"#を��します。

カウントダウンs「"#カウント」�;aのテキストボックスをダブルクリックすると、ここでの"#をBたずに、�

ちに��がabされます。

��sに��iaでエラーが®¯すると、それをv�して��をs»しますが、ここで��したエラー×Ø

の®¯は±jして��を�	することができます。

スムージングを にして、スムージングV*を��します。ON



:;��< マルチメータB のC�67( )

Á���iとは - でパソコンと7	されている23があります。(wî)GP IB

Á���iからxられてくるデータのフォーマットは、 であり、r*のデータのASCII

��(Max10M)、データ#はコンマで{|られている23があります。

})0ての��iとの~�を3�するものではありません。

もし、Á���iからデータを�け-る"、クエリーコマンドをõöにx�する23がある"、ここにx�する
クエリコマンドを��します。ほとんどの��、�で です。OK
もし、マルチメータが コマンド��のものでしたら、;mのコマンドのどれかがdfされます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

Á���iのデータ��"にトリガが23な"、チェックをつけます。

Á���iの - アドレスを��します。GP IB

-り.んだデータに、;mlòをÓった�、Excelへ��します。
Excelへの��� = ( ��iデータ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��するõ×をここに��します。�の��、「Á���i」が��されます。

��aböに、��iにx�するコマンドがある��は、ここに��します。 ファンクションやレンジ|Lえのコマンド

を��します。 ~.は�です。

��iのデリミタを��します。~.は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「WXコマンド」からトリガの�Vを��します。GET TRG

~.は、「 」の��をします。GET

「WX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��します。

Á���iのデータにlò��をÓうときにチェックします。 r*のデータが��された��は、その0ての

データに、;mに��したlòがÓわれます。
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ショートプラグ

ショート

プラグ

INPUT HI

LO GROUND

8252 OUTPUT
INPUT HI

LO GROUND

8252 OUTPUT

A

INPUT HI

LO GROUND

8252 OUTPUT

A

INPUT HI

LO GROUND

8252 OUTPUT

A

AA

INPUT HI

LO GROUND

8252 OUTPUT

INPUT HI

LO GROUND

8252 OUTPUT

¡¢CD9�・¡¢C¢9�・£¤9�・C¥9�の¦§ CDFGを�しない( )

CD¨©によるC¢9�の¦§ CDFGを�する( )

CDFGモニタ9� CDFGモニタ9�









8252をE��FにGHする

89�:が®¯されている。 89�:が®¯されていない。

V V

89�:

89�:

89�: 89�:

89�:

89�:

± ®.HIの²³は、 にµ¶する"·¸¹ºを»¼ください。) 8252

V

Á���iのデータを*�として�うか、��しとて�うかの��をÓないます。~.は、「*�データ」に��します。

Á���iからr*のデータがx�される��、データの{|り��を��します。r�Tには、「コンマ」が

dfされます。
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DG DG

DGDG

(ドライビングカード)
(ドライビングカード)

(ドライビングカード)

(ドライビングカード)


