
��� 0.01pA

GPIB-USB���

Agilent B2900Aシリーズ
プレシジョンSMU
( 0.1pA,0.01pA)�����

トライアキシャル
ローノイズケーブル

Windows Vista/7(32Bit/64Bit)
MS-Excel 2007/2010(32bit)

I-V��!
��!ISC

"#����!
$%ケーブル

���� 	
I-V

+ ���� 	
ソフト

& 'ソフトは、ソフトウェアだけの?@になります。)
N�OはユーザTでご!Zください。

I-V	
と����	
が���しました！

����

WWW.SSUNRISE.CO.JP

MS-Excel�で��する

� !�で、�#�	


$�%モノクロメータ2

����	


IPCE	


I-V	


����の マッピング3D

I-V�:;<	


=2



?システムのHきなQT！

�#�な - 	
I V XYZ�����の�:[\]^の	


DC IPCE_による����と bd	


����の fg3D

・ に_じた��JIS
・フルオート��
・kmし１uvの��

・ヒステリシスの��
・��の|}~���の��

・ ��システムを���、������システムへステップアップできます。I-V
・ ��の����で����を�います。0.01pA/6

���の ��を�い、その��を のN�で ��できます。I-V Excel 3D



DC_でバイアス�kmの	
がno

バイアス�+���
の����

バイアス�の����
バイアス�の��は、(
���の  ¡�まで100 )

���¢による��¥�から、
���� を¨�します。/IPCE

����のqrなstu_をwyします。

DSCが�にªして��~�が¬い

630nm

610nm

530nm

XYZ�����の����の{|な	


��

��の°�に±²が³´

¬µ¶·を�えながら����を��

1vの��で、¬µ¶·を�¹しながら������の
��ができます。

º¶に つのセルの����を��できるので、½¾な セル2 2
の¿ÀÁÂがÃ�です。
& の チャンネル! が³´です。)B2902A,B2912A 2 SMU

２セルの����をbdに	


・バイアス�はチラつきのÆないハロゲンや などの�¢をおÌめします。LED

¬µ¶·Ï

& バイアス�ÐÑの��を�うためには、モノクロメータTに、��� のためのシャッター×ØN�) ON/OFF
が³´です。



GP-IB

I-V	
�の�?�システム��

Agilent SMU B2900A Series

シャッターÝÞ

(FF)⑥àáâã
(Rs)⑦æçèé
(Rsh)⑧ìçèé

⑨�îï���(Iv)
(Vi)⑩��ï��î

⑪��óô η( )
(W)⑫�÷�エネルギー

⑬ûüý�

①ÿ���(Isc,Jsc)
(Voc)②×��î
(Pmax)③�Ï��

(Vmax)④�Ï���	�î
⑤�Ï���	��(Imax)

(FF)⑥àáâã
(Rs)⑦æçèé

���の¨�パラメータ

「 - � �����セル������」にJIS C 8913
�づく��を�い、��パラメータを���に¨�し
ます。また、��の����にとどまらず、��× 
に!óな"々な����をサポートしております。

:

Excelシートに��された

��データと、そのグラフ。 Excelシート)の*	+,

Solar Cell

ÿ���(Isc)

×��î(Voc)

�Ï��
(Pmax)

スイープ-に、 をダイレクトに��ISC

VOC/0のピッチ
を2くして、 のVOC
��3�を4)

56のスイープ

n�ピッチ� スイープI-V

���� 	
の�oI-V

ソーラーシミュレータ

DSCのヒステリシス/�:]^	


データ·:が;·:になるように ��をI-V
�います。

:

フルオート��
を<=します。

DSC I-V I-Vの ��のヒステリシスや、 ��-の��|}
~�を��できます。

フルオート 	
I-V

¿Àが>?な���の ��も、I-V
ワンクリックで����がÃ�です。

ISC/VOCのd��	


ISC VOCや の¶·��BをC�できます。ý����とD!もできます。

'ソフトに、EFのN�OはGまれておりません。

パソ ン



JK��した ��システムから、���¢をLÑすることにより、������システムにステップアップできI-V
ます。 ��と������のN!システムになります。I-V
'ソフトは、 �だけの���� ��をサポートし、 �の��はできません。DC /IPCE AC
しかし、���の６��の����と、 の�����をP!して、 �だけでバイアス�による��0.1pA/0.01p DC
もÃ�しています。バイアス�¢には、チラつきのÆないハロゲンや �¢をおÌめします。LED
ただし、バイアス���を�うためには、��� のためのシャッター×ØN�がモノクロメータTに³´でON/OFF
す。

バイアス�¢ ³´なQR( )

����の����・ 	
�oIPCE

ハロゲンや �¢をおÌめします。LED ( FHL-101 )TU��V など

�H１��の��し 	
I-V

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

GP-IB

W� ��X;/

のアナログZ[
ý���!
マルチメータ

Solar Cell

B2900A Agilent 34970A
+34901A

]Zの�� I-V��の����は、
��、 シリーズ�B2900A
��ソフトのカタログをI-V

��ください。

^_`aをb�して、c�された¶··:で�Ï１uvまでのkmし��ができます。
^d`aをb�して、c�された¶eでU々のkmし��ができます。
また、fghiをb�して、j±の`kをlり�えながらm%��のN�もサポートしています。

��や��のbd	


I-V��とº¶に、j±のý�や��の��ができます。
�Ï nまでのマルチメータのデータlりoみをサポートしています。5

����	
�の�?�システム��
'ソフトに、EFのN�OはGまれておりません。

Agilent B2900Aシリーズ
プレシジョンSMU
( 0.1pA,0.01pA)�����

トライアキシャル
ローノイズケーブル

GPIB-USB���

:

$%ケーブル

���

q�rモノクロメータ

��のs�は、そのt�、q�で
�いますから、����がuくなると、
��にuくのq·が³´になります。

& バイアス�ÐÑの��を�うためには、)
モノクロメータTにシャッター×ØN�が³´です。

パソ ン



���� 	
/IPCE

'ソフトは、 )のアドインとして�	し、すべての��は シート)で�われ、その��はリアルExcel Excel
タイムに シートに��されます。Excel
���¢ モノクロメータ ��のq�s�とパソ ンのマウスクリックをkmしながらyz{��|の を( ) ISC
��し、����と を¨�します。IPCE
２チャンネルタイプの を~!すれば、º¶に２�の���の����の��がSMU(B2902A,B2912A)
できるため、 つの���の½¾な����¿ÀのÁÂがÃ�です。2

��-の+,

����の

DSCの�にªする��~�¬れの

630nm

610nm

530nm

!N�の���では�にªする��の~�¬れが �するQRがあります。とくに、��¥����
(DSC)では、�にªする��~�が��に��であり、��|に�)り¿Àも�なることがあるため、��s
��、��な��¬µ¶· ±² を¾�して��を�わないと½¾な��を�うことができません。( )
'ソフトでは、��s��の����の¬µ¶·を��にÏきくとることができ、また、１�の��でj±の
¬µ¶·での��を�うことができますから、����が��¬µ¶·で��されたかの��が!Zです。

��
°�¶·

３�Oの¬µ¶·で����を��したEFの����から、 では�にªする��のDSC
~�が±²¬れることが�ります。
また、��により��の~�¿Àが�なります。
この��には、��� のためのシャッターON/OFF
×ØN�が³´です。

���W÷�の����の¬µ¶·をÏ
きくするにしたがって����が�くなるこ
とが�ります。¬µ¶·をある¡�Ïきし、
����¿Àが¬µ¶·の��を�けな
い��で��します。

¬µ¶·Ï

���W÷

¬µ¶·を
�えて、３v��

v(Max.10 )

ISC



JIS ACによる �によるロックインアンプ��では'��に��なÿ���の��が�えません。また、���が
j�になるため��になります。 �であれば、��なÿ���の��がÃ�ですし、 ���がそのままDC I-V
~!できるため°�になります。*	��も��ですし、æ$ を��しますから3�も¾�できます。ISC

V
��
èé

ロックイン
アンプ

AC�のバイアス���v� DC�のバイアス���v�

���
セル

���
セル

この��èéがæçに��されて
いるため、��なÿ���の��
とならない。 では、 の までJIS VOC 3%
の�îを ¡している。

DC I-V�では、 ���を、そのまま��
����に~!するため、°�であり、
また*	も��です。��なÿ���を
��するため��3�も�い。

SMU
B2900シリーズ

チョッピング
º¢Z[

チョッピング�
DC�

※��な
ÿ���
でない。

※��な
ÿ���バイアス� バイアス�

���� 	
 バイアス��/IPCE ( )

���(nm)

�
�

(I
S

C
)

¤�バイアス�の��

���の��¥�

100%

1%

バイアス�の��は、���の
��の  ¥_あることが¦100
ましい。

DC DSC�で��するため、 のように��~�の¬いセルでも、��な
��¬µ¶·を¾�して����の��がÃ�になります。
�のようにロックインアンプを~!しないため、���のチョッピンAC

グの³´もありません。
６��の�����±と、 の�������をP!し、バイア0.01pA
ス�を§¨した������を、 �で��をÃ�にしました。DC
ただし、バイアス�の��は、���の��の  ¡�¥_になるよ100
うにバイアス��を©ªして��してください。
また、バイアス�はハロゲンや �¢の"なチラつきのÆない�¢をLED
ご~!ください。

�	 データISC IPCEの����

バイアス�
による��

バイアス�+
���での��

バイアス��«での��と、���で
の��¥�を¬に��しますから、
バイアス��のゆっくりした��であれ
ば、���� の��に��は�/IPCE
けません。

バイアス�の��を¥Ñさせても、
��を６��の�±で��を�います
から、���� の¨�にÏきな/IPCE
��は�けません。
ただし、バイアス�の��は�Ïでも
���の  ¡�にしてください。100
バイアス�¢はチラつきのÆないLED
やハロゲン�¢をご~!ください。

���にªしバイアス�の��を  100
¥)にÏきくしすぎると、����/IPCE
の����が>°�になります。
また、ソーラーシミュレータで~!される
キセノン�¢を~!するQR、チラつきが
ÏきいQRがあり、����が>°�に
なるQRがあります。

& °?されている�ての�������が)
このv��rを±!しているわけではありません。

& バイアス�を~!した��を�うためには、モノクロメータTに、)
��� のためのシャッター×ØN�が³´です。ON/OFF
シャッター×ØN�がないQRは、バイアス���はできませんの
で、ご&Zください。



���¢ モノクロメータ の��をq�で�¹しながら、���に ��を�います。��された��²は、( ) I-V
���� に��された�、 シートに��され、º¶に	³されます。/IPCE Excel
´いまして、ここでの ��では、µ¶は�îですが、·¶は����または になります。I-V IPCE
��された��� カーブを の	³N�を~!して;�á	³に�¹すれば、����の マップI-V Excel 3D
イングがÃ�になります。

; ¡ 	
I-V

��-の+,

���

�î

��

{�パラメータの��¹ºÀ

Excel	³N�による
����の マップ3D

��

このセルのQR、���により ¿ÀがÏきく�なる。I-V
´»の ��と������では¼½できない¿Àの。I-V
¿�な ²の��¹ºÀを�す。FF

	
¢-1

���

{�パラメータの��¹ºÀ

Excel	³N�による
����の マップ3D

	
¢-2

¾¿�な ����のSi

��



���

{�パラメータの��¹ºÀ

Excel	³N�による
����の マップ3D

Excel	³N�による
����の マップ3D

Excel	³N�による
����の マップ3D

Excel	³N�による
����の マップ3D

��

	
¢-3

	
¢-4

	
¢-5

	
¢-6

DSCの��

OPVの��

３$Rの��

DSCの��



q�rモノクロメータ

:

��のs�は、そのt�、q�で
�いますから、����がuくなると、
��にuくのq·が³´になります。

ADCÀ
�パワーメータ8250A
Á!センサ82311B
～390 1100nm

GPIB-USB���

USBケーブル

Mini USBケーブル

Windows Vista/7/8/8 .1(32,64)
MS-Excel 2007/2010(32 Only)

��Ä
9.5*9.5mm

'ソフトは、���¢ モノクロメータ の��はq�s�し、�パワーメータはパソ ンから ントロールにより、( )
��|の����を���に��するソフトウェアです。
��の����は、そのまま、������で����や のX¨に~!されます。IPCE
また、�パーメータだけを ントロールして、��の¶�ç�な�Bを��することもできます。

~!する���¢の��ÆüにÇる

NewPortÀ
�パワーメータ 1918-R

818-UV/DBディテクタ
200nm 1100nm～

 X�の; ¡��	
ソフト

���	
�の�?�システム��
'ソフトに、EFのN�OはGまれておりません。

※��Xは、EFの
どちらか nを<=1
してください。

:

Excelシート)に��した
���|の��を��します。

��+,

OPHIRÀ
Nova2ディスプレー

PD300-UVヘッド

ËÌ

RS-232C

390nm

200nm

200nm

1800nm

1800nm

1100nm

1100nm

1100nm

ADC8250Aの��Æü

NewPort 1918-Rの��Æü

OPHIR NOVA2の��Æü

�センサーを
�えてª~Ã

�センサーを
�えてª~Ã



1

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

3

���

8

9

10

11

12

13

4

5

どちらかを<=

��Æü
390nm 1100nm～

��Æü
200nm 1100nm～

パソ ン

Windows Vista/7/8/8 .1(32bit or 64bit)

MS-Office 2007,2010(32bit)

ディスプレーの·ドット± ¥)900

SMU

B2900Aシリーズ

アジレント・テクノロジー

GPIB-USB���
ラトックシステム REX-USB220

ナショナルインスツルメンツ GPIB-USB-HS ( )または、��

４�ã$%ケーブル

ソーラーシミュレータ

6

7

トライアキシャル/
ローノイズケーブル

Mini USBケーブル

�パワーメータ

�パワーメータ

ÑÒ Ó"・ÔÕVÖ× ØÙ�Ú

B2901A

B2902A
B2911A
B2912A

システムハウス・サンライズ

システムハウス・サンライズ

システムハウス・サンライズ

システムハウス・サンライズ

S4W-03

Newport

ADC

6V/3.03A
21V/1.515A
210V/0.105A

(1ch, 0.1uV/0.1pA)��

(2ch, 0.1uV/0.1pA)��
(1ch, 0.1uV/0.01pA)��

(2ch, 0.1uV/0.01pA)��

690,000Ü

980,000Ü
1,003,000Ü

1,510,000Ü

48 ,000Ü

45,000Ü

18 ,000Ü

39,000Ü

S4W-04 195,000Ü

2,500Ü

EFの½¾な�Úは、{VÖ×へおÝいRわせください。

�パワーメータ 1918-R

ディテクタ ～818-UV (200nm 1100nm)

313,000Ü
103,000Ü

パソ ンと1918-Rの$%!

�パワーメータ 8250A 200,000Ü

]Z

I-V��� �������

2

14

※ <=1

※ <=1

※ <=1
※ <=1

※<=

※<=

※ <=2

※ <=2

※ <=2

I-
V

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

OPHIR Nova2

ËÌ

q�rモノクロメータ

Þ_セル

ユーザーTでご!Zください。

ユーザーTでご!Zください。

ユーザーTでご!Zください。

ユーザーTでご!Zください。

シャッター×ØÝÞアダプタ SKIT-02

Þ_セル

モノクロメータ+�¢

áâ、áã

GP-IBケーブル システムハウス・サンライズ

Á!�センサー ～82311B (390nm 1100nm) 45,000Ü

8,000Üパソ ンと の$%!8250A ※ <=2

?ソフトで「 	
+����	
」を«うために®¯な�°±IV
& ソフトの�ÚにはGまれておりません。1)
& EFN�Oは、�äユーザーTでご!Zください。2)

システムハウス・サンライズI-V�� ������ソフト/ W32-B2900SOL5 780,000Ü



����

TEL 052-805-5177  FAX 052-805-5144

〒470-0125 ��	
���1-1301

（����システムハウス・サンライズ）

!"#$%&

²³ - インターフェイスGP IB
ソフト·¸の¹ºが「- 」の»¼Rソフト·¸の¹ºが「- 」の»¼R

ソフト·¸の¹ºが「- 」の»¼N

http://www.ssunrise.co.jp

ラトックシステムV

åÑ

ÔÕ

OS

�Ú

USB2-GPIB ンバータ

REX-USB220

48,000 ( )Ü æ�

VÖ×

VÖ×Ó"に_ずる。

åÑ åÑåÑ

ÔÕ ÔÕÔÕ
OS OSOS
�Ú �Ú�Ú

VÖ× VÖ×VÖ×

GPIB-USB-HS GPIB-USBインターフェイスUSB/GPIBインターフェイス

ナショナルインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツアジレント・テクノロジー

778927-01 KUSB-488 , KUSB-488B82357B
VÖ×Ó"に_ずる。 VÖ×Ó"に_ずる。VÖ×Ó"に_ずる。

VÖ×におÝRせ。 VÖ×におÝRせ。VÖ×におÝRせ。

&)NI�モードで~!。

は、çèマイクロソフトÀのéÞです。WindowsVista,Windows 7,Windows 8,MS-Office/Excel【éÞ】

���� ラ トックシステム㈱
�$% シリアルコンバータUSB-

$. REX-USB60F

/6 95,800

【 ���】USB-RS232C

B2900Aシリーズ2����I-V	
ソフト

W32-B2900SOL3-R

W32-B2900SOL4-R

W32-B2900SOL3-N

W32-B2900SOL4-N

&)ìíæはGんでおりません。

ソフトÔÕ ª~する
GPIBボードメーカ

ソフト�Ú

280,000¿

360,000¿

RATOC SYSTEMV

RATOC SYSTEMV

NIV(または、��)

NIV(または、��)

1チャンネルだけの��。

２チャンネルº¶��。
マルチサンプル・スイープがÃ�。

N�のðい

Windows
Vista/7/8/8.1(32,64Bit)
MS-Excel
2007/2010(32Bit)

�	ñò

'ソフトを�	させるためには、
³ず、 が³´です。MS-Excel

����ソフト

&)ìíæはGんでおりません。

��� ��I-V
+������ソフト

W32-B2900SOL5-R

W32-B2900SOL5-N

ソフトåÕ ª~するGPIBボードメーカ ソフト�Ú

RATOC SYSTEMV

NIV(または、��)

Windows Vista/7/8/8.1(32 or 64bit), MS-Excel 2007/2010(32bit only), 900ディスプレーの·ドット± ¥)【�	ñò】
& 'ソフトを�	させるためには、³ず、 が³´です。) MS-Excel

IV	
+����	
ソフトtÀf

780,000¿

４Φバナナ
４Φバナナ

４Φバナナ

ワニõ ワニõ

Max. 5A/60V

Max. 5A/60V

�さ 2m(シールドá)

�さ 2m(シールドá)

ソーラーシミュレータの
シャッター×Ø�ãへメカニカルリレー

(DC300V,0.5A)

3m
2m

��×öq×スイッチ

インターロックON/OFFZ[��

0.2m

B2900リアーの
ネクタに÷ø

オプション·

シールドùき
４�ã$%ケーブル

�úÔシールドùき
４�ã$%ケーブル

GP-IB (1m)ケーブルシールドùき
Þ_���$%ケーブル

14,000Ü 18,000Ü

8,000Ü18,000Ü

39,000Ü

ソーラーシミュレータ
シャッター×ØÝÞ!アダプタ

キャノン 4P

&)ý����ãは$%できません。

S4W-01 S4W-03

GPIB-10S4W-02

SKIT-02

ÔÕ ÔÕ

ÔÕÔÕ

ÔÕ

�� ��

����

��

ソフトのûü


