
スタートすると、ﾌｧﾝｸｼｮﾝ･
��ﾚﾝｼﾞ･�����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。34なら78
�9も8;することもがきま
す。

・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。

・()*+への�

-.�/を"り1えながら、�々のデータをExcelシートに"#みます。

��?のGP-IBアドレスを��します。

��?からデータの./をFHします。

データの./をJ�KLします。
もうJNｸﾘｯｸすると、./をQFします。
PAUSEをVにXした�、STARTをXすと、「スポット
��モード」となり、a��bを.りcえながらの
��モードになります。

データの./をKeします。

「PAUSE」K、fgとなり、クリックするjにデータを
.り/みます。
「スポット��モード」では、このボタンをXすだびに
1pの��がqわれます。

stのKから��ﾌｧﾝｸｼｮﾝをuvします。
・DCV1 ・DCV2 ・TEMP1 ・TEMP2
・V1/V2 ・V1-V2
・DCV1 & DCV2 ・DCV1 & TEMP2
・TEMP1 & TEMP2

データに78�9を8;します。

データの��と�にシートをスクロールします。

��のデータ./�、������のヘッダ
を8;します。

データを./むp+を��します。�し、
「STOP」ボタンでいつでもKeできます。また、
�も��されていないときは、65000pと��
されます。��できる��p+は、65000p
です。

データを./む���%を��します。
ここで��した��と��の���%では��
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����は、3600¨です。

「FREE RUN」をuvすると、��KＦEE RUN
となり、「パソコンから」をuvすると、��K
HOLDとなり、その²Nパソコンがトリガをかけ
ます。「µ¶」をuvすると、��?·¸のトリ
ガ¹ºよりトリガがかかります。
¼½は「パソコンから」をuvします。

Model 2182 は、ケースレーÄのÅÆです。,Model2182A

Model 2182A
ナノボルトメータ

ÈÉできるÊË 2182,2182A

Ch1ÍびCh2の��ÎÏを��します。
(ÑÒは、ÓページÖ×)

トリガが「µ¶」の�、トリガディレー��を��
します。
Úのトリガでは、AUTO-DELAYに��されます。

��FHからのÜÝ��を、��データとÞ�
に.り/みます。

・Ch1とCh2を:1えながら、;チャンネルの.�@を"#むことがDFです。

KEITHLEY

Excelシートに./んだデータは、キーボードから��したデータとÞじ
ように、ExcelのÊäをåÉして、æç・èé・êë�をìíにqうことが
できます。 また、îïにデータが./まれるðñをExcelのグラフウィザ
ードで��しておけば、データ./とグラフùがリアルタイムにqえます。
※ýアドインにìþグラフæçÊäはありませんので、Excelのグラフウ
ィザードをÈÉしてæçしてください。

ケースレーW32-2182


�

�

パソコン

GP-IB

2182

����

ýプログラムはExcel�のアドインとしてþæします。
Excel�からýアドインを�þすると、Excelシート�
に、このウインドウが�われます。
ファンクション,��レンジ,���%,./p+�を
��し「START」ボタンをクリックするとデータの.り
/みをFHします。

µ¶��?のデータをÞ�に./むときに

チェックします。�ページのÑÒをÖ×ください。
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W32-2182-R

W32-2182-N NIS

)T GP-IBボード XY Z[\]

70,000�

Windous

Vist/7/8.1/10

(32,64)

Excel2007/2010/2013

(32bit)

ラトックシステム(

・マルチメータ|のもう1�の.��のデータも��に"り#むことができます。

DCV(Ch-1)/1PLC 8 /secで、� p 。

で、� p 。DCV(Ch-1)/5PLC 2.5 /sec

で、�3p 。DCV(Ch-1)+DCV(Ch-2)/1PLC /sec

5 で、�1p 。DCV(Ch-1)+DCV(Ch-2)/ PLC /sec

で、�3p 。DCV(Ch-1)+TEMP(Ch-2)/1PLC /sec

で、�1p 。DCV(Ch-1)+TEMP(Ch-2)/5PLC /sec

.�@の"り#み��の��

��?をリセットします。



��レンジをAUTO/MANUALで cえます。
AUTOのﾁｪｯｸをµすとレンジ��Éテキスト
ボックスが�れますからレンジをキーボードか
ら��します。��な�を��する34はあ
りません。��された�にJ��い１つ�の
レンジに��されます。

����の�の、�������

����の�の、�������

����を��します。

リファレンスÊäをONにし、そのリファレンス
�を��します。

アナログフィルタをONにします。

デジタルフィルタをONにします。
ONに��した¢£、そのÎÏを
��します。

���のスケーリングÊäをONにします。
スケーリング�+を��します。
スケーリングをONにした¢£、��?の
�に、stの�ëがqわれた�、Excel
に�ë��を��します。

Excel��� = ( ��� - B ) * A

�)�々の��の�F��につきましては、.��の「User's Manual」を��ください。

�)�々の��の�F��につきましては、.��の「User's Manual」を��ください。

�N��の��を��します。

�� の!"を��します。

#$�でa��bを.りcえながら��する¢£に、このモードをÈÉします。

「PAUSE」ボタンをVにクリックして、その�「START」ボタンをクリックすると「スポット��モード」になります。 ��?の��がqわれた�、「SPOT」ボタンのクリック%ち

となります。 「SPOT」ボタンをクリックするjにデータがExcelシートに./まれます。 この�「SPOT」ボタンをクリックする'わりに「スペース」キーをXしてもÞ(の��

となります。 この「スポット��モード」では、「ÜÝ��」の)には1,2,3...と「,-�/」が��されます。 0えば、a��bを.りcえながら、1々のa��bの��

をqう¢£に3åです。 トリガがµ¶¹º��の¢£、��１Nだけ「SPOT」ボタンをXすと、µ¶¹ºのトリガ4/だけで、データの��がqわれます。

「スポット��モード」を56するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

スポット.�モードの���

µ¶の�N89をÈÉする¢£は、

チェックを8けます。 また、その 89

�N�を、0から60の:;で��します。

2/3

LOW CHARGE-INJECTIONをONに��

します。��?のマニュアルÖ×。

CH-2@だけにABされます。

!ソフトを%&するための���の��

「SHIFT」をXして、「DIGITS」(GPIB)キーをXして、

GP-IBをONに��します。 「 」キーをXして、アドレスを��します。ENTER

もう１N「 」キーをXして、ラングエッジをENTER

「 」に��します。SCPI



+-��� マルチメータ5 の��69( )

µ¶��?とはGP-IBでパソコンとD-されている34があります。(sç)

µ¶��?からEられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、G+のデータの¢£(Max101)、データ�はコンマでH られている34が

あります。I)µ¶��?からのデータ.り/みは、Kての��?との¼4をLMするものではありません。

もし、µ¶��?からデータをNけ.る�、クエリーコマンドをîïにE4する34がある�、ここにE4する

クエリコマンドを��します。ほとんどの¢£、Q)でOKです。

もし、マルチメータがSCPIコマンド9Tのものでしたら、stのコマンドのどれかがÈÉされます。

:READ?       :FETCH?     :MEAS?

µ¶��?のデータN4�にトリガが34な�、チェックをつけます。

µ¶��?のGP-IBアドレスを��します。

.り/んだデータに、st�ëをqった�、Excelへ��します。

Excelへの��� = ( ��?データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��するî�をここに��します。

Q)の¢£、「µ¶��?」が��されます。

��FHïに、��?にE4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 cえのコマンド

を��します。 ¼½はQ)です。

��?のデリミタを��します。¼½は、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「\]コマンド」からトリガの^_をuvします。

¼½は、「GET」のuvをします。

「\]コマンド」をuvした¢£は、トリガコマンドをテキストボックスに��します。

µ¶��?のデータに�ë`bをqうときにチェックします。 G+のデータがN4された¢£は、そのKての

データに、stに��した�ëがqわれます。

µ¶��?のデータを+�としてcうか、deとしてcうか

の��をqいます。¼½は「+�データ」に��します。

µ¶��?からG+のデータがE4される¢£、データの

H りdeを��します。Jfgには「コンマ」がÈÉされます。

GP-IB

 ¡.��

３．９９９

2182

µ¶��?がE4するデータ+をセットします。
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34420A��で��したGP-IBアドレス

と�じ�を��します。

アドインを��します。

���からデータの!"を#$します。

データの!"を%&'(します。

もう%+クリックすると、!"を6#します。

データの!"を7(します。

��'、!"の8り:;を<=します。

「PAUSE」'、@Cとなり、クリックするFにデータを!

り"みます。

サンプリングのNO&Qを��します。

RTは、「10」をXYします。

ファンクションが「Ch1-Ch2」「Ch1/Ch2」の&

Ch1,Ch2のレンジcdをeりfえます。

��ファンクションを��します。

��レンジをAUTO/MANUALでefえます。

AUTOのチェックをpすとレンジcdqテキスト

ボックスがvれますからレンジをキーボードか

らcdします。xyな�をcdするz{はあ

りません。cdされた�に%��い１つ�の

レンジに��されます。

データに��&�を��します。

データのcdと�にシートをスクロールします。

��のデータ!"&、������のヘッダを

��します。

データを!"む:;を��します。�し、「STOP」

ボタンでいつでも'�できます。また、�もcdされ

ていないときは、 000:と��されます。200,

cdできる��:;は、 000:です。200,

データを!"む&QQ�をcdします。

�もcdが い¡¢やゼロがcdされた¡¢は、

�¥でデータを!り"みます。cdできる��&Qは、

3 600¨です。,

「©ª」をXYすると、ＦEE RUNとなり、

「パソコン」をXYすると、HOLDとなり、

その³+パソコンがトリガをかけます。

「pª¶·」をXYすると、���¸¹

のトリガ¶·よりトリガがかかります。

RTは「パソコン」をXYします。

34420A
ナノボルト/マイクロオームメータ

・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。

・()*+への�

Excel-.�/を"り1えながら、�々のデータを シートに"#みます。

34420Aは、アジレント・テクノロジー½の¾¿です。

ÀqできるÁÂ 34420A

アジレント・テクノロジーW32-34420

��

��

パソコン

GP-IB

34420A
・マルチメータ@のもう1Fの.�HのデータもJ�に"り#むことができます。

スタートすると、ﾌｧﾝｸｼｮﾝ･
��ﾚﾝｼﾞ･NO&Q�を
��したÌ、��されたｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ&QQ�で、��さ
れたサンプル;のデータを
!"みます。z{なら��
&�も��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cdしたデータと�じ
ように、ExcelのÁÖを×qして、ØÙ・ÚÛ・ÜÝ�をÞßにàうことが
できます。 また、áâにデータが!"まれるãäをExcelのグラフウィザ
ードで��しておけば、データ!"とグラフëがリアルタイムにàえます。
※�アドインにÞîグラフØÙÁÖはありませんので、Excelのグラフウ
ィザードをÀqしてØÙしてください。

�プログラムはExcel�のアドインとしてîØします。
Excel�から�アドインをðîすると、Excelシート�
に、このウインドウがvわれます。
ファンクション,��レンジ,&QQ�,!":;�を
��し「START」ボタンをクリックするとデータの!り
"みを#$します。

����

スポットモードの&に@Cになり、１つâの���
をôõして、リトライ��をàいます。

��#$からのö÷&Qを!り"みます。

pª���のデータを�&に!"むときに

チェックします。Ìページのùúをûüください。

W32-34420-R

W32-34420-N NI�

)U GP-IBボード YZ [\]^

70,000�
Windows 7/8.1/10

(32 or 64bit)

Excel2010,2013,2016

2019 (32bit Only)

ラトックシステム(



Excelへcdする&のþÿを�=します。

その~の.���を��します。

� �で����を!りfえながら��する¡¢に、このモードをÀqします。「PAUSE」ボタンを�にクリックして、そのÌ「START」ボタンをクリックすると

「スポット��モード」になります。���の��がàわれたÌ、「SPOT」ボタンのクリック�ちとなります。「SPOT」ボタンをクリックするFにデータがExcelシート

に!"まれます。この&「SPOT」ボタンをクリックする�わりに「スペース」キーを	しても�
の��となります。この「スポット��モード」では、「ö÷&Q」の

には1,2,3...と「����」がcdされます。 �えば、����を!りfえながら、�々の����の��をàう¡¢に�×です。トリガがpª¶·��の

¡¢、��１+だけ「SPOT」ボタンを	すと、pª¶·のトリガ��だけで、データのcdがàわれます。

「スポット��モード」を��するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

スポット.�モードの���

�の����

� !�" マルチメータ$ の��%&( )

pª���とはGP-IBでパソコンと��されているz{があります。(�Ù)

pª���から�られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、�;のデータの¡¢(Max10�)、データQはコンマで�eられているz{が

あります。�)pª���からのデータ!り"みは、�ての���とのR�を !するものではありません。

もし、pª���からデータを"け!る&、クエリーコマンドをáâに��するz{がある&、ここに��する

クエリコマンドをcdします。ほとんどの¡¢、&でOKです。

もし、マルチメータがSCPIコマンド*+のものでしたら、�,のコマンドのどれかがÀqされます。

:READ?       :FETCH?     :MEAS?

pª���のデータ"�&にトリガがz{な&、チェックをつけます。

pª���のGP-IBアドレスを��します。

!り"んだデータに、�,-ÝをàったÌ、Excelへcdします。

Excelへのcd� = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへcdするá�をここにcdします。

&の¡¢、「pª���」がcdされます。

��#$âに、���に��するコマンドがある¡¢は、ここにcdします。 ファンクションやレンジefえのコマンド

をcdします。 RTは&です。

���のデリミタを��します。RTは、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「45コマンド」からトリガの67をXYします。

RTは、「GET」のXYをします。

「45コマンド」をXYした¡¢は、トリガコマンドをテキストボックスにcdします。

pª���のデータに-Ý89をàうときにチェックします。 � ;のデータが"�された¡¢は、その�ての

データに、�,にcdした-Ýがàわれます。

pª���のデータを;�として;うか、<>として;うか

の��をàいます。RTは「;�データ」に��します。

pª���から�;のデータが��される¡¢、データの

�eり<>を��します。%@Aには「コンマ」がÀqされます。

GP-IB

��.�H

３．９９９

34420A

pª���が��するデータ;をセットします。

C����は、���に�Dする!;EGHに,IされているEG<をûüください。

DCV(Ch-1)/1PLC /secで、J10: 。

で、J : 。DCV(Ch-1)/10PLC 2 /sec

LM�� で、J9: 。)/1PLC /sec

LM�� 10 で、J : 。/ PLC 2.5 /sec

P+�� で、J : 。/1PLC 6 /sec

P+�� で、J : 。/10PLC 2.2 /sec

.��の"り#み��の��



����の��	
�ソフト
�さな
���で、����の��	
�を�います！

4��
�にも� 

MS-Excel!で
�する！

V

A

KEYSIGHT B2900Aシリーズ KEITHLEY 2400シリーズ KEITHLEY 2450(2400 )モード ADC 624Xシリーズ �	M&I  GS610

#�な$%��

$&

コネクタ

かしめ/0

ヒューズ 6 々

����

http://www.ssunrise.co.jp

mA,uAレベルの

��な��した

����

nVレベルの

��な����

ナノボルトメータ

SMU ( )!"��#

KEYSYGHT 34420A KEITHLEY  2182A

$�%の'*イメージ



7;な<=を、;さな����で��すると、��ケーブルでRじるZ[�\の]^で��_にaきなdfがRじます。

89:;を<=して、#�な����を
�します。

��@BCにより、GH�Iによる
�89を<=

JKLNOによる
�PバラツキのWX

μ Z[の#�な�\
�V 4��]^��_
�に� 

KEYSYGHT 34420A KEITHLEY  2182A

qソフトは、Z[�\のdfz{を|}するために、3つの��をサポートしております。

����� ②ゼロ��� ③3����

����
����

����0
0

0

Z[�\による

��オフセット

Z[�\による

��オフセット
����

V

A

����が;さくなると、

Z[�\の]^を�け、

<=��_にaきなdf

がRじる。

�しい<=_

�しい<=_

V1mΩ

10mA

10 Vμ

�μV �μV

����
SMU ナノボルト

メータ

Z[�\ <=�� の��は、��ケーブル

の¡¢£¤¥¦§で¨RするZ[�

\による��{が©ªせされて��

されます。

この©ªせされた��が、<=��

のdfになります。

Z[�\は、®¯の��°±によっ

ても°±します。

�����を´µすると、

Z[�\による]^を�けず、

·に�しい<=が��できる。

ゼーベック¹ºによって¨RするZ[�\のdfを»¼するためには、�

����による��が½¹です。

����の¾¿À Á¿ÀをÂりÃえながら、それぞれの��を��するこ/

とにより、Z[�\によるdfz{をÈ|することができます。

ÉÊのように、����のa;にÌÍなく�しい<=_の��がÎÏです。

Ð��Ñに��の¿ÀÒがÓいÔ¦ Ð��Ñに��の¿ÀÒが½るÔ¦ ��ÕÖに×やかな��°±が½るÔ¦

7;<=��では、ÚくのÔ¦、μ ÛÜの��を��するÝÞが½りV

ます。 このßに;さな����では®¯ノイズによる��_のバラツキ

が¨Rします。 ® ¯ノイズを|}することがäÞですが、ソフトåのæç

±èéによりバラツキをあるë�×ìできます。

æç±Óしの

データのバラツキ

æç±したîº

�μ レベルのZ[�\z{を|}するためには、V

レベルの��な����がÝÞとなります。nV

そのためには、マルチメータでの����ではñò{

で、ナノボルトメータがÝÞになります。

óôされているナノボルトメータは、Üõの ¢öです。2

4 Fwøùúû<=ü��にýþしています。 � �Í� は、

「 」 ウェーハ のテーブルを´µして��	にJIS H 0602 (Si )


\されます。

4øùプローブは、

ユーザーåでごµ�ください。

※qソフトは アドイン��ですので、´µする に がインストールされていることがÝÞです。Excel PC Excel



Ð��Ñ

Ð��Ñ

01

01

02

02

03

03

21

21

22

22

23

23

+

+

-

-

��µ

��µ

����µ

����µ

34921A マルチプレクサ
４��� �20ch * 8 = Max. 160ch

34921T ターミナルブロック

KEYSIGHT 34970A
KEYSIGHT 34980A

マルチプレクサカード 34901A

４��� �10ch * 3 = Max. 30ch

30ch�ソフトで´µするスキャナ 160ch�ソフトで´µするスキャナ

( = 3)カードスロット�
( = 8)カードスロット�

��# (SMU)
B2900AKEYSIGHT� シリーズ

ナノボルトメータ 34420AKEYSIGHT

ナノボルトメータ 2182AKEITHLEY

スキャナqú

マルチプレクサ・カード

マルチプレクサ・カード

または、

�)
´µするハードウェアや� !"は#て
ユーザーåでごµ�いただくÝÞがあります。

GP IB-

`チャンネル����
�に� 

g々なhiへの k

Úチャンネルの7;<=��では、スキャナーを%&して��を'うため、��ケーブル(に

Úくの¡¢£¤¥¦§が),し、よりaきなZ[�\が¨Rします。

そのため��な7;<=を��に��するために、qソフトの´µがÝ.となります。

��Max. 1A

��Max. 1A

7;��µスイッチ¥�の¥/<=�� 7;��µコネクタの¥/<=��
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