
2400シリーズ
ソースメータ

��できる��

2400,2401,2410,2420,2425,2430,2440
Model 2400,2401,2410,2420,2425,2430,2440,2450,2460,2470は、ケースレー の	
です。�

ケースレーW32-2400/-2450
I V- 
�や���に！

��

��

���と���は、Excelシー
トの��のカーソル��を�
!に#$%に&�されます。
(+-.)
カーソル��を89することに
より、シート>の?@な��に
データをDFむことができます。

ExcelシートにスイープLNデータを
DFんだQ、?9RにS-をTいま
す。S-Q、VWはXYZRに[わ
せて?@に_`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�667でソースメータから<=��します。

��と��に、��>・��>・?@>の� を!います。 ����モードと����モードを

CりDえながらのGH��もJKです。またLMにNりOけたマルチメータによる��� もJ

Kです。 U V65,000ステップまでのGH��ができます。��[は、� データをリアルタイム

abします。

・dfのスイープ�Kをg�した� ができます。
��または��のスイープをh!し、その� jkをExcelシートにNmみます。opならqr

sにabを!います。 モデル2430は、パルス��もJKです。

�uのvwyzにopな�Kが{ されています。( だけの�K)W32-2400

・����[に、��を��する�Kがあります。

・� の��または��を��し、� だけを�り�すことができます。

・
�の��[、* した��>または��>をLれるとqrsに��を��できます。

�uの����、����、vwyzに��できます。

1.2341V OFF

2400シリーズ

1.2341V OFF

2400シリーズ
1.2341V OFF

2400シリーズ

hプログラムはExcel>のアドインとして9S
します。r9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|}します。
��を|}する~に、��な��を��して
おいてください。

◆

◆

◆

W32-2400-R

W32-2450-R

W32-2400-N

W32-2450-N

NI�

NI�

�� GP IB- ボード z� ra��

90,000�

Windows
7/8.1/10/11
(32bit or64bit)
Excel2010,2013
2016,2019,2021
(32bit Only)

ラトックシステム�

ラトックシステム�

1.2341V OFF 25.4560
DCV ACV

DCI ACI

GP IB-

2400シリーズ DMM
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�ºM�や¼º½の - vwのqr� を!います。I V

¾¿パネルや¸¹¼ºの - - vwをqr� します。I V L

トプコン�ÄÅÆ

ÇÈ�u

ÇÈ�uの����、または����を!います。
また、�ºM�や¼ºのÉ�ÊËのyzに��できます。
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マルチメータ
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���� dfのスイープ�Kを��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��に�ＲＴ

ずき��の��をTったQ、スイープを�Tしま

す。 スイープ��Q、その��を Excel>にDF

みます。DFデータは、��のカーソル��から

#$%に%かって&�されます。

データのDFQ、Excelシート>に、?9RにS

-をTいます。

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

h のカスタムリストに¡¢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Tいます。

スイープ��Q、その��をExcel>にDFみます。

DFデータは、��のカーソル��から#$%に%

かって&�されます。

Excel データのリアルタイム"#$ での
�

Excelデータのリアルタイム��
Excelシートに、��する�を¤~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Tわれます。

「グラフ«」にチェックを®けると、���のリアルタイ

ムS-をTうことができます。

(W32 2400)²³��と²´��をµ� - して��する

こともできます。 この¸[、グラフS-�¹はXYでき

ません。

「º»���」にチェックを®けると、��と©�に

マルチメータなどのº»���のデータをDりFむこ

とができます。

UÓは、このボタンで、��する�Ñ
のÈÔと、その - アドレスをÖ しGP IB
てください。=ページをÚÛください。

&"#または、+"#のどちらかを;�して"#する@A

¾¿を|}する~に、��ÀÁする²³または

²´をÂ$%に&�しておきます。

²´は、 から��する¸[はプラス�で、2400

にÃFむ¸[はマイナス�で&�します。2400

¾¿の����が、このように&�されます。グラフ�¹を

に��しておくと、?9RにS-がTわれます。ON

この��を����にÇ�します。

��データは、 >のÈÉの��Excel

に&�Ê¹です。

この��にカーソルを�いて、¾¿を|}した¸[のËです。

カーソル��はÌÉですが、����は、カーソル��から

#$%に&�されます。

2 10/



����で�り�し��の��

��または��を� にしたままで、* したÜÝの� を�り�します。� [、Þßにà�した��áâにãäするとqrsに

��を��します。� �667は「æç�6」でÖ します。

Í���でÎりÏし��をTうためには、 シートのセルに「���(��ÒÓ)」を&�し、そのセル��をExcel

����にÇ�します。Ô��は「ÕÖ�×」で&�した�×Øに��をÎりÏします。

Ëえば、 のÍ���で、 ÒのÎりÏし��をTう¸[、「 ( )」と&�します。5V 100 5 100

のバージョンによっては、>ßの&�$àで が&�エラーをâãする¸[があります。その¸[は、Excel Excel

�!に「アポストロフィー」(シングルコーテーション)を&�し、そのQろに「 ( )」を&�してください。5 100

Ë 「 ' ( )」5 100

����が&�されたË。

Ç�した��ÒÓ、または、¤~に��したë���で¾¿をë�します。

��をìíします。

îïをðñòóにôりõえます。

²³��する�は、Àö²´を&�し
²´��する�は、Àö²³を&�し
ます。 ÷øの¸[は、��ùVに§じ
その���にúûしたüýのÀö�
に?9Rに��されます。

XYする��の Wがòóされます。

þÿ�のÓ�は - アドレスをòわGP IB

します。�� Wと - アドレスの�GP IB

�は、「��の��」ボタンでTいます。

Excel>のデータを²³として��するか、
²´として��するかを��します。

/ (W32-2400)また、「²³ ²´」 を��すると、
²³��と²´��をµ�して��がÊ¹です。

Excel>のデータを��する�の��を��します。 Excel>の
データが「１００」で、「ｍＶ」を��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、Ç�されたレンジに
�
したレンジで�に��がTわれ
ます。 + -がòóされますから、
レンジ�を&�してください。
&�した�を��するü�な
レンジに
�されます。
2430でパルス��の¸[は、
ここでの&�は��され、Excel>のüý�から、
�レンジ
が?9Rに��されます。

Excel>のデータの�����、��の��を にしてOFF
��をë�します。 チ ェックを®けないと、ë��、��
はüQの���で をÕÖします。ON

モデル2430だけの�¹です。
チェックを®けると、��が
パルス��になります。
+-がòó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、「ÕÖ�×」がパルス
��にôりõわります。
10AレンジをXYする¸[のüýパルス�は、2.5msです。

²³／²´の��ÕÖ�×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¸[は、パルス��
にôりõわります。
0.05～9999�の��で&�できますが、
�の����やパソコンの!¹により、
0.05�®"の�×は#れない¸[が
あります。

「Excel」タブをêëしたì、「 」ボタンで��íび� をïðします。START

� �する��または��>を、ÞßにExcelシートにà�しておくopがあります。

また、「��ôõ」ボタンで、ö�Ñが��するExcelシート
のデータôõ÷øを

* してください。


 �Ö をしたì、「 」ボタンをクリックすると* ôõから<=ùúûにデSTART

ータが��され、その� jkがüýのカーソルôõにà�されます。

「��ôõ」ボタンÚÛ
「 」$%のとき、１つ~の���を'(します。PAUSE

)��をTう¸[にXYします。

��をÍ�ìíします。)*クリックすると、+,します。

$%で「 」をクリックすると、1ステップだけ�Tします。PAUSE START

ìは「��の-/」0でÇ�した��$%を1Öします。PAUSE
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��するデータ�!��をÇ�します。
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。
2のテキストボックスに、カーソル��が?9
Rに&�されます。
テキストボックスへは、45、6&�もÊ¹で
す。 テキストボックスが÷øの $%では
「 」できません。�ず、&�が��です。START

��の78�×を��します。0.01～10の

��で&�します。

2430のパルス��の¸[は、0.01～0.1の

��で&�します。

ここでの&��が���×の:さを;�し、

&�Ê¹なÕÖ�×(パルス�)に<=を

>えます。

�����Q、��|}までの?@�×を&�します。

� �のACDの「ソースディレイ�×」にEHします。

÷øにすると、��はÕÖ�×のJKでTわれます。

2430のパルス��では、?9RにパルスのJK»8で

��がTわれるため、ここでの&�は��されます。

��するレンジをL�のレンジに
�す

る¸[にチェックを®けます。

#ßのîïがòóされたら��したい

レベル�を&�してください。そのレベル

が��Ê¹なü�なレンジに
�されま

す。 2430のパルス��の¸[は、�ず

マニュアルレンジにする��があります。

��する0Z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��

をÇ�します。2430のパル

ス���はどれか1つの�

�しかできません。
��ì、���が�にExcelシートòóされ

るように、Excelシートを?9Rにスクロールし

ます。 ��ìのS-をTっているとき、グラフ

がスクロールによりNれてしまいOQ[な¸

[は、チェックをº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Tう¸[のリアルタイムS-の$àを��します。
「²³ ²´」を��した¸[は、この�¹はXYできません。/

グラフのタイトルをÌÉに&�します。÷øでもかまいません。

TVのデータをÇóします。

ÂVのデータをÇóします。

TVZWの / を&�します。÷øの¸[、オートスケーリングされます。ただし、¤~に�を&�し、
�スケールMAX MIN
にすると、S-がYZにTわれます。

ÂVZWの / を&�します。÷øの¸[、オートスケーリングされます。ただし、¤~に�を&�し、
�スケールMAX MIN
にすると、S-がYZにTわれます。

２\]��／４\]��のôõをTいます。

��� Wを��します。

��の - アドレスを��します。GP IB

ケーブルガード/`aガードの��をします。

��のbての��$%をデフォールトの��にdし

ます。(��のDeACDを.f)

&�したbての��をロードgびセーブします。

��ìに��にエラーがâãした¸[、��をìíす

る��を��します。#ßのîïで��します。

�� の$%をÇ�します。OFF

「 」�の����$%をÇ�します。PAUSE

「����」での�� $%の��にiいます。OFF

グラフ«①を.f

º»���③を.f

��の��②を.f

①グラフGのH�

②�KのH�
���にÌÉのnoを®けます。

pï\]をXYする¸[にチェックを®けます。
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Hi-Capacitance ON

���の���¹を にします。ON
の¸[は、�����がdされます。OFF

オートレンジ��での#yÀöレンジを��します。

þ ù�３��は、 にだけ�Ðされます。) 2450,2460,2470

2450,2460,2470のマスク



③MN
�K マルチメータQ のH�RS( )

º»���を2430 のパルス��とのzYでXYされる¸[、パルス�×��でº»���も©�に��することはできませんからご|Éください。
º»���とは - でパソコンと5,されている��があります。(#-)GP IB
º»���から}られてくるデータのフォーマットは、 であり、~Óのデータの¸[(Max10�)、データ×はコンマで�ôられている��がASCII
あります。
|)bての���との��をÕ�するものではありません。

もし、º»���からデータを�けDる�、クエリーコマンドを¤~に}�する��がある�、ここに}�する
クエリコマンドを&�します。ほとんどの¸[、÷øで です。OK
もし、マルチメータが コマンド��のものでしたら、#ßのコマンドのどれかがXYされます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

º»���のデータ���にトリガが��な�、チェックをつけます。

º»���の - アドレスを��します。GP IB

DりFんだデータに、#ß��をTったQ、Excelへ&�します。
Excelへの&�� = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ&�する¤0をここに&�します。
÷øの¸[、「º»���」が&�されます。

��|}~に、���に}�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ôõえのコマンド
を&�します。 ��は÷øです。

���のデリミタを��します。��は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「ÌÉコマンド」からトリガの$àを��します。GET TRG
��は、「 」の��をします。GET
「ÌÉ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。

º»���のデータに����をTうときにチェックします。 ~Óのデータが��された¸[は、そのbての
データに、#ßに&�した��がTわれます。

&"#と+"#をUXして"#する@A

「²³ ²´」を��します。/

��²³または��²´をこの�に&�します。

Àö²³またはÀö²´をこの�に&�します。

2�に&�した²³ ²´の��をÇ�します。/

²³��の¸[は、#ßの��から��して&�します。

「 」 「 」 「 」 「 」uV , mV , V , kV

²´��の¸[は、#ßの��から��して&�します。

「 」 「 」 「 」 「 」uA , mA , A , kA

2�に&�した²³ ²´の��をÇ�します。/

²³��の¸[は、#ßの��から��して&�します。

「 」 「 」 「 」 「 」uV , mV , V , kV

²´��の¸[は、#ßの��から��して&�します。

「 」 「 」 「 」 「 」uA , mA , A , kA

この��を����

としてÇ�します。

"#&+を シートにZ#するRS/ Excel

Excelシートに��する��と��を�ýしてà�することにより、����モードと����モードをCりDえながら��することがJKに

なります。 た だし、��モードがÊ�になる�に��は�� になります。 モ ードCDえì、��を�Å にして	
を�Hします。OFF ON

º»���のデータをÓ�としてeうか、��として

eうかの��をTないます。

��は、「Ó�データ」に��します。

º»���から~Óのデータが}�される¸[、

データの�ôり��をÇ�します。

Í�Rには、「コンマ」がXYされます。

1.2341V OFF 25.4560
DCV ACV

DCI ACI

GP IB-

2400 DMM
LM� Ñ
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マイクロ� 
!"の#$�への&'(

1.)
*の+,���

¾¿|}~に、�²��を&�します。

2400の���¹で��された「²³」「²´」です。

º»���で��された²�の\]²³です。

グラフS-�¹で、TV「���×」とÂV「\]²³」をS-したËです。

�²��は、 シート>のÌÉの��に&�がÊ¹でが、�ずÂ$%に&�してください。 & �した�!��を����としてÇ�してください。Excel

²³または²´のどちらかをÓ�で&�します。

"<"と">"で�んでL なコントロールがÊ¹です。 "<"と">"で�まれた»8に&�Ê¹な���は¡の�りです。

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

< >は、 の��を にします。 の$%は、「��の��」ボタンから「�� $%」で¤~に��します。OFF OFF OFF OFF2400

< >は、 の��を にします。ON ON2400

< . >は、そのTで . �¢ちます。 . の�は?@に_`Ê¹です。 とÓ�の×はスペースが��です。WAIT WAIT0 5 0 5 0 5

< >は、そのTをスキップします。PASS

< の�ôな コマンド>は、"<"と">"の×に&�された���を に、そのまま}�します。O�ôな��を&�すると、 yでエラーが2400 2400 2400GPIB

âãし、¾¿を+,できなくなりますからOYÉにXYしないでください。

">"のQろに,いて" "を&�すると、そのTの��をë�Q、4ちに��をTいます。MEAS

2400 2400 2400ただし、< >で の��を に��してある¸[、 の���¹も になるため、 の $%では、º»���の��だけがTわれます。OFF OFF OFF OFF

< >で、 の��を にdしたQは、 の�»��もTわれます。ON ON2400 2400

[\を]^_`するRSについて。 ��ìに��にエラーがâãした¸[、��をìíす

る��を��します。

2400の�»���を&�します。

ここに&�した�をºれると¾¿を?9Rにìíします。

²³��では、²´�を&�します。

²´��では、²³�を&�します。

#ö�、>ö�の¤$または、どちらかÍ$を&�します。

÷øは¥�をTいません。

この¥�を¦§にするためには、その���¹にチェックを

®ける��があります。

º»���の���にúする¥��を&�します。

º»���での��をTわないと、ここでの&�は�§に

なります。
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²³スイープ/²´スイープをôりõえます。

スイープスタート²³/²´を&�します。

スイープストップ²³/²´を&�します。
スイープの¸[スタートとストップの�¨のLOG

©!は©じにしてください。

LINスイープの�、ステップ²³/²´を&�し
スイープの�、8ªステップÓを&�しまLOG

す。üý2,500までのステップÓの&�がÊ¹
です。

XYする��の Wがòóされます。þÿ�のÓ
�は - アドレスをòわします。�� Wと -GP IB GP IB
アドレスの��は、「��の��」ボタンでTいます。

リニア／ログのスイープをôりõえます。

スイープスタート／ストップ�の&�の��を
��します。

スイープを|}します。

²³��する�は、Àö²´を&�し²´��
する�は、Àö²³を&�します。 ÷øの¸[
は、��ùVに§じその���にúûしたüý
のÀö�に?9Rに��されます。

チェックを®けると��はオートレンジになり

チェックをºすと、 レンジ#ßに &�øがòó

されます。

�����、��の��を にして��をOFF
ë�します。 チ ェックを®けないと、ë��、
��はüQの���で をÕÖします。ON

モデル2430だけの�¹です。
チェックを®けると、��がパルス��になり
ます。 # -がòó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、「ÕÖ�×」
がパルス��にôりõわります。
10AレンジをXYする¸[、üýパルス�は
2.5msです。

dfのスイープ�Kを��した� 

この「スイープ」タブがêëされている�に「ＳＴＡ

」をクリックすると、Ö したáâに�ずき、�ＲＴ

ÑのÖ ì、スイープをïðします。

スイープ��ì、そのjkをExcel
にNmみます。

Nmデータは、üýのカーソルôõからùúû

にûかってà�されます。

÷øの¸[は、「 」レンジに��されBEAT FIX

ます。Ó�を&�すると、その�を«むüñの

レンジに��されます。

��は、÷øにしてください。

ソースメータghのスイープ��をjkした
�

ソースメータdfでのスイープ�Kを��して� した�

��データがÓ�«して、

シートに&�されます。Excel

?9Rに L!がS-されます。I-V
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²³／²´のÔステップでの��ÕÖ�×

を&�します。 2430でパルス��の¸[は、

パルス��にôりõわります。

0.002～9999�の��で&�できますが、

�の����によっては、0.002�®"の�

×は�Õできない¸[があります。

��の78�×を��します。0.01～10の

��で&�します。

2430のパルス��の¸[は、0.01～0.1の

��で&�します。

ここでの&��が���×の:さを;�し、

&�Ê¹なÕÖ�×(パルス�)に<=を

>えます。

��するレンジをL�のレンジに
�す

る¸[にチェックを®けます。

#ßのîïがòóされたら��したい

レベル�を&�してください。そのレベル

が��Ê¹なü�なレンジに
�されま

す。 2430のパルス��の¸[は、�ず

マニュアルレンジにする��があります。

オートゼロを にします。ON

�����Q、��|}までの?@�×を&�

します。 � �のACDの「ソースディレイ�×」に

EHします。

2430のパルス��では、?9RにパルスのJK

»8で��がTわれるため、ここでの&�は��

されます。

��する0Z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��をÇ�します。

スイープ9Sを��し、��データをExcelシートに

DりFんだQ、?9RにS-をTいます。

#ßのîïで、そのS-��を&�します。

, のøが÷øの¸[、オートスケールでMAX MIN

S-がTわれます。

※1

��?@�×の&�が¦り、ÕÖ�×の&�øが÷øの¸[

. は、「 」の��になります。TRIG DELAY AUTO

※2

ÕÖ�×の&�が¦り、��?@�×の&�øが÷øの¸[

���×®がÕÖ�×のJKに¯るように、��?@�×を

?9Rに��し��します。

. は、「0」に��されます。TRIG DELAY

※3

ÕÖ�×、��?@�×の¤$の&�が�い¸[、

��?@( )、 . °に、「 」にSOURCE DELAY TRIG DELAY AUTO

��されます。

ÕÖ�×

��?@

��?@
パルス�と でNPLC
?9Rに;まる。

NPLCで�まる

� �6

NPLCで�まる

� �6

AUTO ZERO-

の��ON

AUTO ZERO-

の��OFF

AUTO ZERO-

の��は�しOFF

( . )TRIG DELAY

( . )TRIG DELAY

パルス��

パルス�

※1

パルス��の&�øが÷øの¸[、 . は「0」に��されます。TRIG DELAY

DC��の��のタイミングチャート��

パルス��の��のタイミングチャート��

「Excelデータのリアルタイム��」の¸[、#ßの「ÕÖ�×」は、パソコンyで�×を��しますから、Y±*な�×は�¢できませんし、

ÎÏしごとの�×のばらつきもâãします。

「Excelデータのリアルタイム��」の¸[、#ßの「パルス��」は、パソコンyで�×を��しますから、Y±*な�×は�¢できませんし、

ÎÏしごとの�×のばらつきもâãします。
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Excel
のデータを スイープとして��カスタム
この「 」タブがêë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dfにæ�されている

カスタム��リストに�ってスイープをh!し、その

� jkをExcel
にNmみます。

Nmデータは、üýのカーソルôõからùúûにûか

ってà�されます。

Excelシートより、²³�としてDりFむか、²´
�としてDりFむかを��します。

DりFむデータの��を��します。
Ëえば、Excel>のデータが「100」で「mA」
を��した¸[、100mAとしてDりFまれ
ます。

Excel>のÓ�データを のソースメータ

メモリ へ}りFみます。カスタム 	


Excel>の��のカーソル��から#$%
にデータのDりFみを|}します。
セルが÷øになるか、100�になると、
DりFみをë�します。
DりFんだ��は、#の��²³に´µ
されます。

ExcelシートからDりFんだカスタムスイープ
データÓがòóされます。

カスタムスイープを|}します。
ここでのスイープ��は、bて「スイープ」タブのîï
で&�した��が¶Yされます。
・Àö²´/²³
・ÕÖ�×
・��レンジ
・78�×
・��?@などです。
?9S-�¹はありません。

カスタムスイープと©�に��をTうときにチェック
を®けます。²³��/²´��のどちらかÍ$の
��となります。

����をExcelへ&�するときの��を��します。

5,されている��の¸WをD¹し、òóします。

��と��の��を&�する��を��
します。þÿ�のÓ�は - アドレスをGP IB
òわします。��¸Wと - アドレスのGP IB
��は、「��の-/」ボタンでTいます。

ランダム !でスイープした�

��²³LN

��²´LN
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2450,2460,2470の����

1 Command Set SCPI. 「 」を「 」にÊ�します。

2 Errors & Warnings Error. 「 」を「 」にÊ�します。

「 」を「 」にÊ�します。Errors & Warnings Errors
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