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パソコン
GP IB-

���と���は、Excelシー
トの��のカーソル��を�
�に���に��されます。
("#$)
カーソル��を%&することに
より、シート-の./な��に
データを34むことができます。

Excelシートにスイープ<=データを
34んだ@、.&AにB#をCいま
す。B#@、FGはHIJAにKわ
せて./にOPしてください。 :
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◆Excel�のデータを�/�として��しながら、��に��を�います。
Excelシート�のデータをなぞりながら、'�された�++,でソースメータから89��し

ます。 � �と��に、�:・�:・<=:の��を�います。

���モードと���モードを@りAえながらのDF��もJKです。

またLMにNりOけたマルチメータによる����もJKです。 W X65,000ステップまで

のDF��ができます。��`は、��データをリアルタイムhiします。

◆j�の�/�を��したkmで、DFnに��だけをおこないます。

' �された�または�:にr�したkmで、'�された�++,で�または�の

DF��をを�います。 � �:のst:をu�しておくと、そま yをLれたときz{nに

��を にします。OFF

◆~�のスイープ�Kを��した��ができます。
�または�のスイープを��し、その����をExcelシートにN�みます。��なら

z{nにhiを�います。 ２��、３��のソースメータは、トリガリンクにより、����

����を�います。�し、 、 の エミュレーションは�く。2401 2450 2400

�1)ソースメモリスイープはサポートしておりません。

�2 ２�/３�での����で のパルス��はサポートしておりません。) 2430

�3 、 の エミュレートでは、トリガリンクをサポートしておりません。)2401 2450 2400

トランジスタのベース�スイープに��して、

コレクタ�を��する¡です。

Tr

Ib

Ic

B

E

C

¦§¨

©ª«

アナログ��

I V- ��

マルチメータ

°±

３．９９９

²M³やµ²¶の - ·¸のz{��を�います。I V

¦§¨の¹°º、または»°ºを�います。
また、²M³やµ²の¼�½¾の¿ÀにÁ�できます。

ÂÃパネルやÅÆµ²の - - ·¸をz{��します。I V L

I V- �� I V L- - ��

��/	�
�

TプログラムはExcel-のアドインとして&B

します。\&すると、Excelシート-に、このウイ

ンドウが�われます。「 」ボタンで、��START

と��ををghします。

��をghするiに、jkなmnをo�して

おいてください。

2400シリーズ
ソースメータ 2�、3�����( )

HIできるqr 2400,2401,2410,2420,2425,2430,2440

2400,2401,2410,2420,2425,2430,2440は、ケースレー の}~です。�

ケースレーW32-24002/-24003
I V- ��、���パラメータ��、

カーブトレーサ��に！

W32-24002-N

W32-24002-R

W32-24003-R

W32-24003-N

³Ë GP IB- ボード ÀÍ {hÎÏ

250,000$

320,000$

Windows
7/8.1/10/11
(32 or 64bit)
Excel
2010,2013,2016
2019/2021
(32bit Only)

NI�

NI�

２��

３��

ラトックシステムÞ

ラトックシステムÞ

2450 2400の エミュレートモード
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Excelデータのリアルタイム��
Excelシートに、��する�を�iにキー��して

おいてください。

この「 Excel」タブが��されている�に「 」をＳＴＡＲＴ

クリックすると、Excel-のデータがソースメータから�じ

��され、��に��がCわれます。

「グラフ�」にチェックを�けると、���のリアルタイ

ムB#をCうことができます。

����と� ��を¡�して��することもできま

す。 この£K、グラフB#q¤はHIできません。

「¥¦��§」にチェックを�けると、��と��に

マルチメータなどの¥¦��§のデータを3り4むこ

とができます。 ただし、モデル 2430でパルス��を

Cう£Kは、ソースメータの¬¦��と�して��

をCうことはできません。

Wßは、このボタンで、Á�する�à
の§áやÁ�する�âと、その -GP IB
アドレスをu�してください。
9ページをä©ください。

~�のスイープ�KをÁ�した��
この「スイープ」タブが��されている�に「ＳＴＡ

」をクリックすると、��したスイープmnに®ＲＴ

ずきq§のo�をCった@、スイープを±Cしま

す。 ス イープ²³@、そのµ¶をExcel-に34

みます。34データは、��のカーソル��から

���に�かって��されます。

データの34@、Excelシート-に、.&AにB

#をCいます。

モデル2430では、1¸¹ºでHIする£Kは、パル

ス��が»¤です。¼½¸での�&Bでは、パ

ルス��をサポートしておりません。

2 10/

~�のカスタムスイープ�KをÁ�した��
この「 」タブが��されている�に「 」カスタム ＳＴＡＲＴ

TÀのカスタムリストにÁÂされていをクリックすると、

る��リストに®づいたスイープ��をCいます。

スイープ²³@、そのµ¶をExcel-に34みます。

34データは、��のカーソル��から���に�

かって��されます。

モデル2430では、パルス��も»¤です。

Excel データのリアルタイム9:; での��

Excelシート�のデータをなぞりながら��する !

1¸Jのq§の「����」をここにo�します。

2¸Jのq§の「����」をここにo�します。

1¸Jの��§の��データ

を に��したÄExcel
��µ¶が��されたÄ

この��にカーソルを�いて��をghします。

�iに��するデータを シートに��しておきます。��するデータはÅÆの��に��»¤ですが、 シートの-から���に��します。Excel Excel

�Çに、その ÄをÈします。1

¸のq§から��&BをCう£K、どちらか つの��データがËÌになった�ÍでÎÏをÐ³します。2 1

2¸のq§をHIして��

&BをCう£Kは、ここに

��データを��します。

「エラーマスク」ボタンをクリックして、ÎÏを.&Ð³するm

nをo�します。

まず、エラーÑÒ�のÐ³mnにチェックをつけます。

つぎに、 の¬¦���を��します。2400

ここに��した�を¥れるとÎÏを.&AにÔÕします。

����では、� �を��します。

� ��では、���を��します。

�Ö�、-Ö�の×�または、どちらかØ�を��します。

ËÌはÙ�をCいません。

このÙ�をÚÛにするためには、その��q¤にチェックを

�けるjkがあります。

¥¦��§の���にÞするÙ��を��します。

¥¦��§での��をCわないと、ここでの��はßÛに

なります。

=>を@�ABするFGについて。
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●��を#�して、��だけを)り*す !

1¸Jのq§の「����」をここにo�します。

2¸Jのq§の「����」をここにo�します。

Ø���で、��だけをàりáす£Kは、���の@ろにãカッコで��のàáしå½を��してください。���を��する シート-の��はÅÆです。Excel

�ÇのÄでは、１¸Jのq§は . ��è�、２¸Jのq§は . ��è�で å��をàりáす£KのÄです。12 5V 14 8V 50

１¸Jの��å½と、 ¸のq§の��å½をíなったå½で��した£Kはîないほうにo�されます。Äえば、 ¸Jは . �� åの��å½、 ¸Jは、 .2 1 12 5V 50 2 0 2A

�� åの��å½と��した£K、±òの��å½は åになります。100 50

1 Excel¸Jの��§の��データを に��したÄ

. è�で、 åの��をàりáす£Kは、12 5V 50

. ( )12 5 50

と��します。

ó)この��で、 がエラーメッセージを�したExcel

£Kは、��にシングルクォーテーションを��し

て、その@に½�を��してください。

Ä

12 5 50' . ( ) ��µ¶が��されたÄ

この��にカーソルを�いて��をghします。

��の��と��を²³@、Ø� ú します。 「 」をûＰＡＵＳＥ
したまま、「 」をûすと、ステップ&Bになります。ＳＴＡＲＴ
ÿ�に「 」をûした@に「 」をûしても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
&Bになります。 「 」を��すると、����モードに�PAUSE
�します。 「 Excel」タブが��されたときのみ、ÚÛです。

��をÔÕします。

	
を��Èに�り�えます。

����する�は、�Ö� を��し � 、

��する�は、�Ö��を��します。

ËÌの£Kは、q§�Fに�じその���に

Þ�したÿ�の�Ö�に.&Aにo�されま

す。

HIするq§の�GがÈされます。

ここで����をo�するq§を��します。

��¬の½�は - アドレスをわします。GP IB

q§�Gと - アドレスのo�は、「q§のGP IB

o�」ボタンでCいます。

Excel-のデータを��として��するか、

� として��するかをo�します。

また、「�� � 」を��すると、����/
と� ��を¡�して��が»¤です。

2¸J 3¸Jのq§では「� ��」の��/
が»¤です。「� ��」にo�すると、q§は、

� �として&Bします。

Excel-のデータを��する�の¹�をo�します。 Excel-の
データが「１００」で、「ｍＶ」をo�すると、100mVが��されます。

マニュアルレンジにチェックを�

けると、��されたレンジにè�

したレンジで�に��がCわれ

ます。 " #がÈされますから、

レンジ�を��してください。

��した�を��するÿ�な

レンジにè�されます。

2430でパルス��の£Kは、

ここでの��はß され、Excel-のÿ��から、è�レンジ

が.&Aに�!されます。

Excel-のデータの��²³�、q§の��を にしてOFF

��をÐ³します。 チ ェックを�けないと、Ð³�、��

はÿ@の���で を"#します。ON

モデル2430だけのq¤です。

2430を¹ºでHIする£K

にパルス��はÚÛになりま

す。¼½¸の��HIの£K

はパルス��はHIできませ

ん。 チェックを�けると、��

がパルス��になります。"#

がÈされますから、パルスの

�$%を��してください。

パルス��にチェックを�け

ると、「"#�$」がパルス&に�り�わります。

10AレンジをHIする£Kのÿ�パルス%は、2.5msです。

��／� の��"#�$を��します。
パソコンのタイマで�$を()しますから
あまり*+ではありません。
2430でパルス��の£Kは、パルス&
に�り�わります。
0.05～9999.の/0で��できますが、
1の��mnやパソコンの3¤により、
0.05.�4の�$は5れない£Kが
あります。

●「Excel」タブをPQしたT、「 」ボタンで9:Yび��を[\します。START

� �する�または�:を、æçにExcelシートにè�しておく��があります。

また、「��ëì」ボタンで、î�àが��するExcelシート�のデータëìïðを

'�してください。ñòは、óôをä©ください。

� õu�をしたó、「 」ボタンをクリックすると'�ëìから89ö÷øにデSTART

ータが��され、その����がûüのカーソルëìにè�されます。

「��ëì」ボタンä©

「 」67のとき、１つiの���を8�します。PAUSE

:��をCう£KにHIします。
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��するデータ����を��します。

¼½¸のq§をHIする£K、それぞれ

のq§にÞして��がjkです。

Excel-のカーソルを��したい���

�に�いてこのボタンをクリックします。

<のテキストボックスに、カーソル��が

.&Aに��されます。

テキストボックスへは、>?、@��も»

¤です。 テキストボックスがËÌの 67

では「 」できません。START

jず、��がjkです。

��のAC�$をo�します。0.01～10の

/0で��します。

2430のパルス��の£Kは、0.01～0.1の

/0で��します。

ここでの���が���$のDさをE�し、

��»¤な"#�$(パルス%)にHJを

Kえます。

���o�@、��ghまでのLM�$を��します。

q §のQRSの「ソースディレイ�$」にVWします。

ËÌにすると、��は"#�$のXYでCわれます。

2430のパルス��では、.&AにパルスのXY¦Cで

��がCわれるため、ここでの��はß されます。

ÎÏのÐ³mnをo�します。

��Ôにq§にエラーがÑÒした£K、��をÔÕす

るmnをo�します。�Çの	
でo�します。

��するレンジをZ�のレンジにè�す

る£Kにチェックを�けます。

�Çの	
がÈされたら��したい

レベル�を��してください。そのレベル

が��»¤なÿ�なレンジにè�されま

す。 2430のパルス��の£Kは、jず

マニュアルレンジにするjkがあります。

��する\Jにチェック

を�けます。 チ ェックを

�けると��に、その�

��をExcelへ��する

�の¹�を��します。

2430のパルス���は

どれか1つの��しかで

きません。

��Ô、���が�にExcelシートÈされるように、

Excelシートを.&Aにスクロールします。

��ÔのB#をCっているとき、グラフがスクロールに

より]れてしまい^_Kな£Kは、チェックを¥して

��をスタートします。

オートゼロを にします。ON

「Excel」タブを��し、データ��をCう£KのリアルタイムB

#の��をo�します。

「�� � 」を��した£Kは、このq¤はHIできません。/

グラフのタイトルをÅÆに��します。ËÌでもかまいません。

bcのデータを�Èします。

dcのデータを�Èします。

bcJeの / を��します。ËÌの£K、オートスMAX MIN

ケーリングされます。ただし、�iに�を��し、è�スケール

にすると、B#がijにCわれます。

dcJeの / を��します。ËÌの£K、オートスMAX MIN

ケーリングされます。ただし、�iに�を��し、è�スケール

にすると、B#がijにCわれます。

２kl��／４kl��の��をCいます。

��§�Gをo�します。

q§の - アドレスをo�します。GP IB

セーブルガード/pqガードの��をします。

q§のrてのo�67をデフォールトのo�にtします。(q§の3uQRSを$v)

��したrてのmnをロードwびセーブします。

�� の67を��します。OFF

y�は「 」を��します。NORMAL

��klをz
に�り�えます。

2¸J{|のq§をHIする£Kに

チェックをつけます。

}~�$を シートに��します。Excel

「 」�のq§��67を��します。PAUSE

「q§o�」での�� 67の��に�います。OFF



●bd9:とbg9:をhiして9:するjk

「�� � 」を��します。/ ����または��� をこの�に��します。

�Ö��または�Ö� をこの�に��します。

<�に��した�� � の¹�を��します。/

����の£Kは、�Çの¹�から��して��します。

「 」 「 」 「 」 「 」uV , mV , V , kV

� ��の£Kは、�Çの¹�から��して��します。

「 」 「 」 「 」 「 」uA , mA , A , kA

<�に��した�� � の¹�を��します。/

����の£Kは、�Çの¹�から��して��します。

「 」 「 」 「 」 「 」uV , mV , V , kV

� ��の£Kは、�Çの¹�から��して��します。

「 」 「 」 「 」 「 」uA , mA , A , kA

この��を����

として��します。

9:bdbgを シートにm:するFG/ Excel

Excelシートに��する�と�を�üしてè�することにより、���モードと���モードを@りAえながら��することがJKに

なります。 た だし、��モードが½�になる�に��はj� になります。 モ ード@Aえó、��を�ª にして��を�Fします。OFF ON

no��p マルチメータs のt�FG( )

¥¦��§を2430�のパルス��との�IでHIされる£K、パルス�$%¬で¥¦��§も��に��することはできませんからごóÆください。

¥¦��§とは - でパソコンと?�されているjkがあります。(�#)GP IB

¥¦��§から�られてくるデータのフォーマットは、 であり、¼½のデータの£K(Max10�)、データ$はコンマで��られているjkがASCII

あります。

ó)rての��§とのy�を"�するものではありません。

もし、¥¦��§からデータを�け3る�、クエリーコマンドを�iに��するjkがある�、ここに��する
クエリコマンドを��します。ほとんどの£K、ËÌで です。OK
もし、マルチメータが コマンド��のものでしたら、�ÇのコマンドのどれかがHIされます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

¥¦��§のデータ���にトリガがjkな�、チェックをつけます。

¥¦��§の - アドレスをo�します。GP IB

�り4んだデータに、�Ç�!をC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�\をここに��します。

ËÌの£K、「¥¦��§」が��されます。

��ghiに、��§に��するコマンドがある£Kは、ここに��します。 ファンクションやレンジ��えのコマンド

を��します。 y�はËÌです。

��§のデリミタをo�します。y�は、 + です。LF EOI

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

y�は、「 」の��をします。GET

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

¥¦��§のデータに�!�)をCうときにチェックします。 ¼½のデータが ��された£Kは、そのrての

データに、�Çに��した�!がCわれます。

パソコン

ソース
メータ

GP IB-

LM��à

¥¦��§のデータを½�としてuうか、��しとてuうかの��をCないます。

y�は、「½�データ」にo�します。

¥¦��§から¼½のデータが��される£K、データの��り��を��します。

Ø�Aには、「コンマ」がHIされます。
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マイクロ67�89の:;
�への=>?

1.@�AのBC
�DG

ÎÏghiに、y�mnを��します。

2400の��q¤で��された「��」「� 」です。

¥¦��§で��された��のkl��です。

グラフB#q¤で、bc「}~�$」とdc「kl��」をB#したÄです。

y�mnは、 シート-のÅÆの��に��が»¤でが、jずd��に��してください。 � �した����を����として��してください。Excel

��または� のどちらかを½�で��します。

"<"と">"で0んでZ なコントロールが»¤です。 "<"と">"で0まれた¦Cに��»¤な���は¡のyりです。

< > , < > , < . > , < > , < の��な コマンド>OFF ON WAIT PASS GPIB0 5 2400

< >は、 の��を にします。 の67は、「q§のo�」ボタンから「�� 67」で�iにo�します。OFF OFF OFF OFF2400

< >は、 の��を にします。ON ON2400

< . >は、そのCで . .£ちます。 . の�は./にOP»¤です。 と½�の$はスペースがjkです。WAIT WAIT0 5 0 5 0 5

< >は、そのCをスキップします。PASS

< の��な コマンド>は、"<"と">"の$に��された���を に、そのまま��します。^��な��を��すると、 ¥でエラーが2400 2400 2400GPIB

ÑÒし、ÎÏを¦�できなくなりますから^IÆにHIしないでください。

">"の@ろに�いて" "を��すると、そのCの�)をÐ³@、>ちに��をCいます。MEAS

2400 2400 2400ただし、< >で の��を にo�してある£K、 の��q¤も になるため、 の 67では、¥¦��§の��だけがCわれます。OFF OFF OFF OFF

< >で、 の��を にtした@は、 の¬¦��もCわれます。ON ON2400 2400

=>を@�ABするFGについて。 ��Ôにq§にエラーがÑÒした£K、��をÔÕす

るmnをo�します。

2400の¬¦���を��します。

ここに��した�を¥れるとÎÏを.&AにÔÕします。

����では、� �を��します。

� ��では、���を��します。

�Ö�、-Ö�の×�または、どちらかØ�を��します。

ËÌはÙ�をCいません。

このÙ�をÚÛにするためには、その��q¤にチェックを

�けるjkがあります。

¥¦��§の���にÞするÙ��を��します。

¥¦��§での��をCわないと、ここでの��はßÛに

なります。

6/10



��スイープ/� スイープを�り�えます。

スイープスタート��/� を��します。

� 2��	
の�àの��の·¡æ)
・「スタート」と「ストップ」の��にゼロをè�した��。
q§のプラス¥マイナス¥がショート シンク 67となり、( )
� �として&Bし、1¸Jのq§の��&Bに�し

て� ��だけがCなわれます。ソースメータをCOM
MONにショートさせてHIする£KなどにHIします。

・「スタート」と「ストップ」の��に�じ: ゼロでない が( )
è�された��。

スイープ&Bとなります。è���/è�� でFIXED

スイープがCなわれ、1¸Jのq§の��&Bに�

して� /��の��がCなわれます。 のドレインFET
� をè���で��する£Kや、トランジスタのコレ

クタ� をè���で��する£KなどにHIします。

スイープストップ��/� を��します。 スイーLOG

プの£Kスタートとストップの*¨の©3は�じにして

ください。

HIするq§の�GがÈされます。スイープ��

をo�するq§を��します。��¬の½�は -GP

アドレスをわします。q§�Gと - アドレスのIB GP IB

o�は、「q§のo�」ボタンでCいます。

リニア／ログのスイープを�り�えます。

スイープスタート／ストップ�の��の¹�を

o�します。

スイープをghします。

��²³�、q§の��を にして��をOFF

Ð³します。 チ ェックを�けないと、Ð³�、

��はÿ@の���で を"#します。ON

モデル2430だけを¹ºでHIする£KにÚÛ

です。

チェックを�けると、��がパルス��になり

ます。 � #がÈされますから、パルスの�

$%を��してください。

パルス��にチェックを�けると、「"#�$」

がパルス&に�り�わります。

10AレンジをHIする£K、ÿ�パルス%は

2.5msです。

●v�のスイープ��をyzした��

この「スイープ」タブが��されている�に「ＳＴＡ

」をクリックすると、u�した��に�ずき、�ＲＴ

àのu�ó、スイープを��します。スイープは、

1��の�àが�ず� !で、2��	
は" 

!となります。

スイープ#$ó、その��をExcel�にN�みます。

N�データは、ûüのカーソルëìからö÷ø

にøかってè�されます。
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チェックを�けると��はオートレンジになり

チェックを¥すと、 レンジ�Çに ��ÌがÈ

されます。

ËÌの£Kは、「 」レンジにo�されBEAT FIX

ます。½�を��すると、その�をªむÿ�の

レンジにo�されます。

y�は、ËÌにしてください。

1.2341V 1.2341VOFF OFF

2400 01 02 03/ / / 2400 01 02 03/ / /

FETのゲート�スイープに��して、ドレイン�を��する¡です。

この��は、9ページでÃすように +をトリガリンクケーブルで)Fしておく��があります。2400

FET

Vg

Id

«�à*
GP IB-

パソコン*
USB

GPIB USB- ½Aà

２�の をyzして、ゲートbd ドレインbgを��した�2400 -

G

D

S

����が��された�

ソースメータv�のスイープ��をyzした��
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��／� の«ステップでの��"#�$

を��します。 2430でパルス��の£Kは、

パルス&に�り�わります。

0.002～9999.の/0で��できますが、

1の��mnによっては、0.002.�4の�

$は+"できない£Kがあります。

��のAC�$をo�します。0.01～10の

/0で��します。

2430のパルス��の£Kは、0.01～0.1の

/0で��します。

ここでの���が���$のDさをE�し、

��»¤な"#�$(パルス%)にHJを

Kえます。

��するレンジをZ�のレンジにè�す

る£Kにチェックを�けます。

�Çの	
がÈされたら��したい

レベル�を��してください。そのレベル

が��»¤なÿ�なレンジにè�されま

す。 2430のパルス��の£Kは、jず

マニュアルレンジにするjkがあります。

ó 2¸{-のq§の���をCなう£K)

オートゼロを にします。ON

���o�@、��ghまでのLM�$を��

します。 q §のQRSの「ソースディレイ�$」に

VWします。

2430のパルス��では、.&AにパルスのXY

¦Cで��がCわれるため、ここでの��はß 

されます。

��する\Jにチェック

を�けます。 チ ェックを

�けると��に、その�

��をExcelへ��する

�の¹�を��します。

スイープ&Bを²³し、��データをExcelシートに

3り4んだ@、.&AにB#をCいます。

�Çの	
で、そのB#mnを��します。

, のÌがËÌの£K、オートスケールでMAX MIN

B#がCわれます。

����する�は、�Ö� を��し� ��

する�は、�Ö��を��します。 ËÌの£K

は、q§�Fに�じその���にÞ�したÿ�

の�Ö�に.&Aにo�されます。
LIN LOGスイープの�、ステップ��/� を��し、

スイープの�、C¬ステップ½を��します。ÿ�2,500

までのステップ½の��が»¤です。



Excel�のデータを スイープとして��カスタム
この「 」タブが��されている�に「 」カスタム ＳＴＡＲＴ

をクリックすると、ソースメータ~�に+,されている

カスタム��リストに-ってスイープを��し、その

����をExcel�にN�みます。

N�データは、ûüのカーソルëìからö÷øにøか

ってè�されます。

Excelシートより、���として3り4むか、� 

�として3り4むかを��します。

3り4むデータの¹�をo�します。

Äえば、Excel-のデータが「100」で「mA」

をo�した£K、100mAとして3り4まれ

ます。

Excel-の½�データを のソースメータ

メモリ へ�り4みます。カスタム 	


Excel-の��のカーソル��から���

にデータの3り4みをghします。

セルがËÌになるか、100�になると、

3り4みをÐ³します。

3り4んだµ¶は、�の��®に¯°

されます。

Excelシートから3り4んだカスタムスイープ

データ½がÈされます。

カスタムスイープをghします。
ここでのスイープmnは、rて「スイープ」タブの	

で��したmnが±Iされます。
・�Ö� /��
・"#�$
・��レンジ
・AC�$
・��LMなどです。
.&B#q¤はありません。

ランダムスイープと��に��をCうときにチェック
を�けます。����/� ��のどちらかØ�の
��となります。

��µ¶をExcelへ��するときの¹�をo�します。

?�されているq§の�Gを3³し、Èします。

��と��のmnを��するq§を��

します。��¬の½�は - アドレスをGP IB

わします。q§�Gと - アドレスのGP IB

o�は、「q§の´µ」ボタンでCいます。
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ランダム/0でスイープした¡

����<=

��� <=

ソースメータv�のカスタムスイープ��をyzした��



+1�+

��23

��23
パルス4と でNPLC
z{nに5まる。

NPLCで5まる

���+

NPLCで5まる

���+

AUTO ZERO-

の��ON

AUTO ZERO-

の��OFF

AUTO ZERO-

の��は6しOFF

( . )TRIG DELAY

( . )TRIG DELAY

※1

��LM�$の��がÚり、"#�$の��ÌがËÌの£K . は、TRIG DELAY

「 」のo�になります。AUTO

※2

"#�$の��がÚり、��LM�$の��ÌがËÌの£K、���$¸が

"#�$のXYに¹るように、��LM�$を.&Aに�!しo�します。

. は、「0」にo�されます。TRIG DELAY

※3

"#�$、��LM�$の×�の��がßい£K、��LM( )、SOURCE DELAY

. ºに、「 」にo�されます。TRIG DELAY AUTO

パルス7�

パルス4

※1

パルス7�のè��が9�の��、 . は「0」にu�されます。TRIG DELAY

DC9:のjkのタイミングチャート��

パルス9:のjkのタイミングチャート��
「Excelデータのリアルタイム��」の£K、�Çの「パルス&」は、パソコン¥で�$を()しますから、i»¼な�$は£できませんし、

àáしごとの�$のばらつきもÑÒします。

ソースメータv�のスイープ��をyzしたjkのトリガリンク��

ソースメータ~�のスイープ�KをÁ�して:â�のソースメータを��{hさせるためには、

トリガリンクケーブルを�iのように)Fする��があります。

データ��では、)Fの��はありません。Excel

トリガリンクケーブル

1��

2��

3��

��

��

��
����

����

����
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� 、 の エミュレートでは、トリガリンクをサポートしておりません。)2401 2450 2400


