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◆ による

で、による

をし、な

をおこないます。

、を
した では、0.1Aから1.0Aのきなをしてが われます。しかし、&'によっては、&'の+,、
または-/を2くため、このようなきめなをできない89があります。このとき、=mA、または、=uAでのでをすることになりますが、
 ?@ケーブルFの/GHのIJをきくKけるMNとなります。
OPでは、にQRした、されるTUVをWします。
がさいほどZ[がきくなります。これは、がさいほど&
'の\]^がさくなり、/GHのIJをKけやすくなることを`しています。
きめのでした89でも、&'のTがμΩであればeじ
ように/GHのIJをきくKけることになります。
/GHによるZ[のきさは、
する?@ghのiF、jさ、またklのnop
にきくQRします。
qソフトでは、vwxによるで/GHによるZ[yzを{|し、かつ、~V
xにより、klノイズやnUVによるバラツキをさく えます。
ただし、
するのやを えることはできません。
・について。
このでは、&'の\]^は=μV、はそれの^になり、の
デジタルマルチメータや、がする^ではが なレベルです。
このようにさな^を£くするために、はナノボルトメータと¦ばれる^
を
しなければなりません。

%&'での
)
*+
-ソフトのにより、
による23をした*+

,&'での
)
*+

ソフトが

する

の

GP-IB

ケースレー9ソースメータ
2400/01/10/20/25/30/40
2450/2460
4\]

に^_

のp

2182Aによる
\]`
に^_
ケースレー9
ナノボルトメータ 2182A

q

34420Aによる
\]`
に^_

キーサイトテクノロジー9
マイクロオームメータ 34420A

25.4560

そのbの
\]`

cによる
に^_

DCV ACV
DCI ACI

ケースレー9
マルチメータ 2000
SCAN/TCSCAN

10Chスキャナーカードに^_し、
gijの`やlの
がnoです。
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`

r

7:;<を=>して、のをCなうことができます。
Ã)-ソフトをxyしても、xyする

によるを

cがÆつ

ÈÉの

しようとすると、°に±²の³´によりµしい)が

はできません。

できません。

1.
yケーブルで¹じるによるオフセット`。
2.¼½ノイズによる
)のバラツキ。
3.
`の3ÀoÁÂやÁÂ。

◆ による23の
をあまりÌきくないで
しようとすると、
そのÎ\の`はÏμVÑの`になるÒÓがあり
ます。Ôえば、1mΩの×を10mAのpで
しよ
うとすると、×Î\の`は10μVとなり、この
な`をに
するØ³があります。
しかし、`
のためにxyするケーブルのÛÜÝ
Óiにはゼーベックà+によるがá¹し、そ
の`23が³´となります。その`のÌきさ
は、xyするケーブルやãäのlによってæな
りますが、ÏμVになるÒÓがあります。
そのため、xyする
ケーブルは、çèでæ|ÛÜ
とのÝÓをéけ、ë|ÛÜで、かつìíいケーブルを
xyすることがØ³です。がさいほど、また、
がさいほど、のðñをÌきくòけることに
なります。óôは、õöをスイープして)を
したÔですが、õöがさいと
される)の
がùえることがÀります。

%&'での
)
*+

*+

-ソフトのにより、
による23をした*+



,&'での
)
*+

õö

-ソフトは、の23をするために、3つのúをサポートしております。

①

③3

②ゼロµ

%&'と,&'でそれぞれの&'
で`を
し、その¥¦)から
をÿめます。

ゼロのªの`と、に
pしたªの`のから
をÿめます。

µ

èにlが るÒÓに
l3もµします。

õö 0
õö 0

õö 0

による
`オフセット

l

による
`オフセット
` 0

` 0
` 0

◆ ¼½ノイズによるバラツキの
3

「」「ゼロµ」は、¥¦§ Ïを
Ì100 まで がnoです。
への¼½ノイズのに^する^を
なうことが-ですが、できない
)の
バラツキは、¥¦§ ©によって した
)
をできます。
óôでは、õö)を で「」で
ëの×をし
したÔです。%&'で
の4
)の¥¦)と、,&'での4
)の
¥¦)をさらに¥¦して)を しています。
 した)がられています。

データの¥¦§¨©
2.5



)のバラツキ
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のXYZ[
2400LNで4OPのQS

2400+2182AでのQS
KEITHLEY
2400/01/10/20/25/30/40
2450/2460
2\]

KEITHLEY
2400/01/10/20/25/30/40
2450/2460
4\]

のp
`

q

r

のp

KEITHLEY 2182A

`

q

r

2400+34420AでのQS

2400+そのVでのQS

KEITHLEY
2400/01/10/20/25/30/40
2450/2460
4\]

KEITHLEY
2400/01/10/20/25/30/40
2450/2460
4\]

のp

のp
`

`

q
q

r

r

DVM
Agilent 34420A

25.4560
DCV ACV
DCI ACI

2400が`モードのÒÓ、
)は)とÀ&されます。
また、モードのÒÓは、`)とÀ&されます。

を"#しながらの

Ô

リスト
)の

*+
cの

)

%&'

)

を$ した
-ソフトでの

*+

)
)の

*+
cの

,&'

)

)

%&'

)

-ソフトでの
,&'
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)

*+

Ô

ソフトをdeするためにi;な

のc

KEITHLEY 2182Aのc
「SHIFT」をÁして、「DIGITS」(GPIB)キーをÁして、
GP-IBをONにÙします。

「ENTER」キーをÁして、アドレスをÙします。

もう１「ENTER」キーをÁして、ラングエッジを
「SCPI」にÙします。

KEITHLEY 2000のc
「 SHIFT 」ボタンをÁしたÂ、「 DIGITS 」
( GPIB )ボタンをÁします。
Îのように「 GPIB ON 」にして「 ENT
ER 」ボタンでÓします。

の GP - IB アドレスを×Øのアド
レスにÙし「 ENTER 」ボタンでÓ
します。

のラングエッジを「 SCPI 」にÙ
し「 ENTER 」ボタンでÓします。

KEITHLEY 2450/2460のc
c'(の「MENU」ボタンを*してます。
'(+,の「Settings」を-.します。

「Command Set」を-.します。

「SCPI」を-.します。

2450

c'(の「MENU」ボタンを*してます。
'(+,の「Communications」を-.します。

「GPIB」を-.し、
GPIBアドレスを01します。

`を するためには、2450/2460のリアーパネルのインターロック\]をí4するØ³があります。
56はソースメータ7Üの89:;を<=ください。
インターロックÀ\]
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jk
Agilent 34420
KEITHLEY

Channel-1

Channel-2

Agilent 34420のc
34420-×のメニューを-.し、
1. インターフェイス= GP - IB
2. GP - IBアドレス(CE)=22)
3. ラングエッジ = SCPI
を します。
56は、344207ÜのI9:;
を<=ください。
1 . GP - IBアドレスを

‘Shift’+’>’ KEYで’I/O MENU ’をNO。

します。(CE)=22)

2 .インターフェイスをGP - IBに

3.ラングエッジをSCPIに

します。

します。
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rsuv
-×のスイープ{oをxyした


この「スイープ」タブがßàされているîに「ＳＴＡ
ＲＴ」をクリックすると、ãHしたスイープòóにä
ずきのÙを ったÂ、スイープをö しま
す。 スイープ÷øÂ、そのMNを Excelùにúû
みます。úûデータは、ýþのカーソルから
にかってãHされます。
データのúûÂ、Excelシートùに、に
Pを います。
モデル2430では、パルス Hも です。

をいます。

この「」タブをßàして「START」ボタンを
クリックすると、âしたTでのや、
ExcelシートにãHしたリストにäづいて
を うことができます。
Excelシートのリストでする89は、ëì
にキーãHしておいてください。

-×のカスタムスイープ{oをxyした


«STして

この「カスタム」タブがßàされているîに「ＳＴＡＲＴ」
をクリックすると、qのカスタムリストにされてい
る Hリストにäづいたスイープを います。
スイープ÷øÂ、そのMNをExcelùにúûみます。
úûデータは、ýþのカーソルからに
かってãHされます。
モデル2430では、パルス Hも です。

をいます。

「j」をßàした89、「」タブでÙ
したòóにäづいてjして
を います。

Pは、このボタンで、xyする{c
のQRと、そのGP-IBアドレスを し
てください。±²を<=ください。

※ W
と
４ ¢£X
のZ[え
(W32-2400 MR4の{o)

「のc」のuv
をÙします。

に×Øの

をãHします。

2400の!"\]を

する89にチェックを$けます。

「)[\し」の]^を
「Ctrl」キーを*したまま、
マウスクリックすると、
Wと４¢£
のZ[え
をうことができます。
56は、-マニュアル`b<=。

HOFFのをâします。

ケーブルガード/ガードのßàをします。
２\]/４\]のを

います。

のGP-IBアドレスをÙします。

Hi CapacitanceをONにします。

2450 / 2460だけの{o

HTのをOFFにします。
は、 HTのはONです。
オートレンジでの、&'(レンジをÙします。
^との)レンジをâします。
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のyC
「

」タブを-.したd、「START」ボタンで

をehします。

「 $
」のチェックを¼して、n"で
をうÒÓは、ijにExce
lシートに
リストをしておくØ³があります。そのd、「 jk」ボタンで、
g{cが するExcelシートÉのデータjklmをn してください。
É ² をしたd、「START」ボタンをクリックするとn jkから%o±&'に
)が され、その
*+がpqのカーソルjkにされます。
「 jk」ボタン<=

ýþのを÷øÂ、;î<=します。 「 ＰＡＵＳＥ」をÁ
したまま、「ＳＴＡＲＴ」をÁすと、ステップ になります。
ABに「PAUSE」をÁしたÂに「ＳＴＡＲＴ」をÁしても、ステップ
 になります。 「 PAUSE」をC{すると、モードにD
Eします。 「 」タブがßàされたときのみ、FGです。
J"をKW`にりえます。
HをHIします。
Excelùのデータを Hするîの3をÙします。 Excelùの
データが「１００」で、「uA」をÙすると、100uAが Hされます。

するのがW`されます。
STの=TはGP-IBアドレスをWわ
します。とGP-IBアドレスのÙ
は、「のÙ」ボタンで います。

マニュアルレンジにチェックを$
けると、âされたレンジに[
したレンジでに Hが われ
ます。 \ PがW`されますから、
レンジTをãHしてください。
ãHしたTを HするA]な
レンジに[されます。
2430でパルス Hの89は、
ここでのãHは*^され、ExcelùのATから、[レンジ
がに_されます。

をと^でßà
します。
「^」 Hでのは、
の「V」「そのW」をßàしたîだけです。
^ Hするîは、'(をãHし
 Hするîは、'(^をãHし
ます。 LMの89は、NOにPじ
その HTにQRしたAの'(T
ににÙされます。

が÷øしたî、の Hを OFFします。
チェックを$けないと、`øî、 HはAÂの HTでON
をbcします。

^/の HbcîをãHします。
LMのîは、にefなAîに
なります。パソコンのタイマでîをh,
しますからあまり0Óではありません。
2430でパルス Hの89は、パルスk
にりわります。
0.05 9999kのlmでãHできますが、
Wの Hòóやパソコンのにより、
0.05k$oのîはqれない89が
あります。

モデル2430だけのです。
チェックを$けると、 Hが
パルス Hになります。
\PがW`されますから、
パルスのîdをãHして
ください。
パルス Hにチェックを$け
ると、「bcî」がパルス
kにりわります。
10Aレンジを
する89のAパルスdは、2.5msです。

[された、または^で
するîにチェックを$けます。

PAUSEにしたî、

Hするデータruをâします。
Excelùのカーソルを Hしたいru
にいてこのボタンをクリックします。
Oのテキストボックスに、カーソルが
にãHされます。
テキストボックスへは、wx、yãHも
です。 テ キストボックスがLMの
では「START」できません。eず、ãHがefです。

HをOFFにします。

Hににエラーが-zした89、 HをHIす
るòóをÙします。ÎのJ"でÙします。

に
するをâします。
・V
2400を3{で４\]xでのの8
9にßàします。
・2182A
KEITHLEY2182Aを
する89に
ßàします。
・34420A
Agilent34420Aを
する89にß
àします。
・そのW
そのWのを
する89に
ßàします。

をれるとを`øします。
をれると、でデータがãHされます。

ßàしたのÙを

います。

「*+,」「-vw」「ゼロ/0」「デルタ(３2x)」からß
àします。
「*+,」34~での。
「-vw」ごとにをり6えて。
「ゼロ/0」とゼロを78にり6えて。
「デルタ(３2x)」9にをり6えて３:
を います。

の~:=をâします。
1 100:でâします。
「vwモード」にチェックを$けた89、
Pだけで~V、だけで
~VしたÂ、PとのTを
さらに~VしてTを_ します。

チェックを$けると、öTはExcelにãHされず、
_ したTだけがExcelシートにãHされます。

Â、までの
îをãHします。

チェックを$けると、Tを_しないで、の
T(^/)をそのままExcelシートにãHします。

で、B:ののîだけ、
Âのまでの ちîを
ãHします。B:だけ、ùÎの
îに_されます。

2400のまたは^の
ãHします。

HTもExcelシートに

[ Hのでは、オフセットTをÙできます。
ここにãHしたTがTからかれてExcelにãHされます。

MNをExcelシートにãHするîの
3をÙします。
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データの$îをExcelシートにãHします。
H、TがにExcelシートW`
されるように、Excelシートをにス
クロールします。Hの Pを って
いるとき、グラフがスクロールによりれ
てしまい9な89は、チェックをし
てをスタートします。

Wののもeîに います。
(Vのをください。)

からのîをExcelシート
にãHします。

データのトレンドグラフを yします。
「j」では、グラフは Pされません。

KEITHLEY2000のもeîに います。
(W32-2400MPXだけのです。)

2400のをÙします。

「グラフ}」のuv

のてのÙをデフォールトのÙに
(のú¡¢£¤を)
ãHしたてのòóをロード¥びセーブします。
「l」タブをßàし、データ
PのxをÙします。

Hを う89のリアルタイム

グラフのタイトルを×ØにãHします。LMでもかまいません。
§¨のデータをâ`します。
§¨ªのMAX/MINをãHします。LMの89、オートス
ケーリングされます。ただし、ëìにTをãHし、[スケール
にすると、 Pが«¬に われます。
©¨のデータをâ`します。
©¨ªのMAX/MINをãHします。LMの89、オートス
ケーリングされます。ただし、ëìにTをãHし、[スケール
にすると、 Pが«¬に われます。

で「~」をしたのc
のzîをÙします。0.01 10のlmでãHします。
2430のパルス Hの89は、0.01 0.1のlmでãHします。
ここでのãHTがîのjさを®し、ãH なbcî(パルスd)にIJを¯えます。
するレンジを°のレンジに[する89にチェックを$けます。
ÎのJ"がW`されたらしたいレベルTをãHしてください。
そのレベルが なA]なレンジに[されます。
2430のパルス Hの89は、eずマニュアルレンジにするefが
あります。
オートゼロを ON にします。

で「2182A」をしたのc
Ã)r々のtvの{o56につきましては、

cの「User's Manual」を<=ください。
チャンネルをâします。は「DCV1」をßàします。
2182AのGP-IBアドレスをÙします。
アナログフィルタをONにします。
zîをÙします。
デジタルフィルタをONにします。ONにÙした89、そのòóをÙします。
レンジをAUTO/MANUALでえます。AUTOのﾁｪｯｸをすとレンジãH テキスト
ボックスがýれますからレンジをキーボードからãHします。¶·なTをãHするefはあ
りません。ãHされたTに;¸oい１つùのレンジにÙされます。
リファレンスをONにし、そのリファレンスTをãHします。

で「34420A」をしたのc
Ã)r々のtvの{o56につきましては、

cの「User's Manual」を<=ください。

チャンネルをâします。は「DCV1」をßàします。
zîをÙします。

¼Ùは、に$hするú¡¢£¤にÎ½されている¢£¾をください。
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します。

で「そのV」をしたのc
そのWとはGP-IBでパソコンとxされているefがあります。
そのWから¿られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、À=のデータの89(Max10Á)、データはコンマでÂられているefが
あります。
Ã1)À=のデータをKÄした89、qソフトで
するデータは、ruの1つだけで、それÅのデータはÆてられます。
Ã2)そのWからのデータúりûみは、てのとのÄをbÇするものではありません。
そのWのGP-IBアドレスをÙします。
のデリミタをÙします。は、LF+EOIです。
ìに、に¿Äするコマンドがある89は、ここにãHします。 ファンクションやレンジえのコマンド
をãHします。 はLMです。
もし、からデータをKけúるî、クエリーコマンドをëìに¿Äするefがあるî、ここに¿Äする
クエリコマンドをãHします。ほとんどの89、LMでOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドÈÉのものでしたら、Îのコマンドのどれかが
されます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
のデータKÄîにトリガがefなî、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「×Øコマンド」からトリガのxをßàします。
は、「GET」のßàをします。
「×Øコマンド」をßàした89は、トリガコマンドをテキストボックスにãHします。
のデータにÌ_+,を うときにチェックします。 À=のデータがKÄされた89は、そのての
データに、ÎにãHしたÌ_が われます。
úりûんだデータに、ÎÌ_を ったÂ、ExcelへãHします。
ExcelへのãHT = ( データ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへãHするëをここにãHします。
LMの89、「V」がãHされます。
のデータは=Tとして¡います。
からÀ=のデータが¿Äされる89、データの
Âり¾Õをâします。;Öには「コンマ」が
されます。



リストをExcelシートにするZ[

このを Hにâします。
Hデータは、Excelùの×Øの
にãH です。

×Øをするìに、 Hするリスト
を©にãHしておきます。
は、2400から Hする89はプラスTで、
2400にÙûむ89はマイナスTでãHします。

このにカーソルをいて、×Øをした89のÛです。
カーソルは×Øですが、MNは、カーソルから
にãHされます。

×ØのMNが、このようにãHされます。グラフを
OnにÙしておくと、に Pが われます。
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(マルチメータ)のcZ[
VとはGP-IBでパソコンとxされているefがあります。(P)
Vから¿られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、À=のデータの89(Max10Á)、データはコンマでÂられているefが
あります。Ã)Vからのデータúりûみは、てのとのÄをbÇするものではありません。
VのGP-IBアドレスをÙします。
のデリミタをÙします。は、LF+EOIです。
ìに、に¿Äするコマンドがある89は、ここにãHします。 ファンクションやレンジえのコマンド
をãHします。 はLMです。
もし、VからデータをKけúるî、クエリーコマンドをëìに¿Äするefがあるî、ここに¿Äする
クエリコマンドをãHします。ほとんどの89、LMでOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドÈÉのものでしたら、Îのコマンドのどれかが
されます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
VのデータKÄîにトリガがefなî、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「×Øコマンド」からトリガのxをßàします。
は、「GET」のßàをします。
「×Øコマンド」をßàした89は、トリガコマンドをテキストボックスにãHします。
VのデータにÌ_+,を うときにチェックします。 À=のデータがKÄされた89は、そのての
データに、ÎにãHしたÌ_が われます。
úりûんだデータに、ÎÌ_を ったÂ、ExcelへãHします。
ExcelへのãHT = ( データ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへãHするëをここにãHします。
LMの89、「V」がãHされます。

Vのデータを=Tとして¡うか、¾Õとして¡うか
のÙを います。は「=Tデータ」にÙします。
VからÀ=のデータが¿Äされる89、データの
Âり¾Õをâします。;Öには「コンマ」が
されます。
Vが¿Äするデータ=をセットします。

KEITHLEY 2000をdeするQSのc

サンプリングレートをÙします。
FAST = NPLC 0.01
MID = NPLC 1
SLOW = NPLC 10

Ã)W32-2400MPXだけの{oです。
ファンクションをÙします。DC^,AC^
, 2@4@,n,kÝ=,kからßà。

ßQTをONにします。
TをExcelへãHするîの3をÙします。
「öT」は、ファンクションにより「V」「A」または
「Ω」の3でãHします。「Þ=Ì_」をFGにし
た89は、このÙは*^されます。

レンジをAUTO/MANUALでえます。
AUTOのﾁｪｯｸをすとレンジãH テキストボックス
がýれますからレンジをキーボードからãHします。
ãHされたTに;¸oい１つùのレンジにÙされ
ます。

データをÞ=Ì_して、
そのMNをExcelシートにã
Hします。\J"がW`され
ますから、Þ=A,BとそのÌ
_MNの3をãHしてくだ
さい。

アベレージングをONにします。
トリガxをÙします。
「FREE RUN」
HもFREE RUNをbcします。
「パソコン」
î9にパソコンがにトリガを¿Äします。
はHOLDになります。
「V」
リアーのトリガリンク\]にeしてサンプリング
を ないます。

qでÙしたGP - IBアドレスとeじTをÙ
します。

スキャナカードを

のトリガディレイîをãHします。
は、LMまたは「0」をãHします。

するときチェックを$けます。

の
のファンクションで「n」をßàします。
サンプリングレートをÙします。
FAST = NPLC 0.01
MID = NPLC 1
SLOW = NPLC 10
/Qのタイプをßàします。( K, J, T )

・の
のファンクションで「kÝ=」または
「k」をßàします。
する^レンジをÙします。

nの3をßàします。( C,F,K )
アベレージングをONにし、そのòóを
Ùします。
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Model2000-SCAN スキャナカードをdeしたZ[
「 リレーカードxy」にチェックを7けると、±²|(がNOされますから、スキャン
の}~を します。「リレーカードxy」チェック
が7いたから±²|(をNOするためには、チェックを¼してからチェックを7けます。
g チャンネルの
ファンクション のサンプリングレイト( FAST , MID , SLOW )やアベレージングの
}~はijにúで しておく
Ø³があります。
するチャンネルにだけにチェックを$けます。
チャンネルはしているefはありません。
ファンクションをÙします。¼チャンネル9にáなったファンク
ションのÙが です。 た だし、したチャンネルでてe;
のファンクションにÙすると¬いスキャニングが になります。
その89、DC^で10chのにfするîはâ1.1kです。
1 5 chでは、４\]のßàが ですが、４\]を
ßàすると、そのQになるチャンネルの
はできなくなります。 Ûえ
ば、ch-2を４\]にÙするとch-7は
できなくなります。
¼チャンネルのTにÌ_+,を ったÂ、ExcelへのãHを う
89は「Ì_」にチェックをつけ、「Þ=A」「Þ=B」「3」に]なT
をãHします。
ExcelへのãHT = ( T - Þ=B ) * Þ=A

スキャナカードのXY
Model 2000- SCAN Scanner Card(10ch)
Model 2000- TCSCAN Scanner Card(9ch)
Ã)TCSCANでは、1chはxyできません。
２\]

の*y

Ch-1

DUT
２\]

の*y

DUT

Ch-2
４\]

の*y

DUT

Ch-3

Ch-4

Ch-5
２\]
４\]

Ch-6

Ch-7

Ch-8

２\]
のÒÓ
は、この「INPUT」
だけを*yします。

SENSE

INPUT
HI

LO
４\]
のÒÓ
は、この「SENSE」
ラインをzöy
します。
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Model 2000
MultiMeter

£¤による¦の§¨©ª
をòlmに UしながらTのをおこなう89、データをグラフによりóW`すると、Îのようなôかなõ[がöられる89があります。
これは、^-zの Hレンジをオートレンジでした89に、レンジのりわり2で-zします。
このõ[を÷ぎたい89は、 Hレンジを[レンジにしてを ってください。

¡¢をCうQSのc

:

Hがオートレンジのî、
レンジのり2で、 な
õ[が-zします。

Ã)W32-2400MRXだけの{oです。

「」タブで、[ Hにチェックを$けたîだけ「j」が になります。
また、òóは、て「」タブのJ"でÙしたòóにãいます。ただし、グラフの Pは

われません。

「START」ボタンをクリックして、öäにをするまでの ちîをãHします。
Ûえば、ånæに×çをãれ、èのnにéêするまで ってからを
したい89などに
します。
のîëを３iFでÙできます。で

するステップにチェックします。

îëをãHします。
îëの3を「k」と「z」でりえます。
:=をãHします。
ùÎでÙしたîëと:=から、てのを`øまでのèfî
がW`されます。このîがì_されるのは、ãHしたテキストボックスからカーソ
ルをíしたときです。
データのãHされたExcelブックをにù¤きbRするîにチェックを$けます。
そのÂ、bRするサイクルをâします。
データが、ExcelシートのA にéêしたとき、îのシートのruにíします。
îのシートがない89は、にシートが yされます。
ただし、シートが20シートにéêすると、×Øをï'に`øします。
$がUðになったとき、ýþのブックをbRしたÂ、ñしいブックを
データをãHします。

yし、そのruから

データのãHされたExcelブックをbRするフォルダをâします。
バックアップbRされるExcelブックのruに$ける をãHします。
Excelブックには、Îのìがに$けられます。

バックアップ
でExcelブ ッ ク の フ ァ イ ル 
" Book の ヘ ッ ダ" + "_" +    + "_" +    + ". xls "
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ソースメータNのスイープをdeした

ソースメータ-×でのスイープ{oをxyして

したÔ

データが=TVして、
ExcelシートにãHされます。

にI-V°が

Pされます。

スイープをします。

-×のスイープ{oをxyした
この「スイープ」タブが-.されているªに「ＳＴＡ
ＲＴ 」をクリックすると、 した}~にずき、{
cの d、スイープをehします。
スイープd、その*+をExcelÉにみます。
データは、pqのカーソルjkから±&'
に'かってされます。

スイープスタート／ストップTのãHの3を
Ùします。
リニア／ログのスイープをりえます。
チェックを$けると Hはオートレンジになり
チェックをすと、ÎにレンジãHMがW`
されます。

するのがW`されます。STの=
TはGP-IBアドレスをWわします。とGP-IB
アドレスのÙは、「のÙ」ボタンで います。

LMの89は、「BEAT FIX」レンジにÙされ
ます。=TをãHすると、そのTを½むAの
レンジにÙされます。
は、LMにしてください。

^スイープ/スイープをりえます。
スイープスタート^/をãHします。

H÷øî、の Hを OFF にして Hを
`øします。 チ ェックを$けないと、`øî、
HはAÂの HTで ON をbcします。
2450/2460の89は、スイープ`øとüに
HはにOFFになります。

スイープストップ^/をãHします。
LOGスイープのîは、スタートとストップの0ùの
-はeじにしてください。
LINスイープのî、ステップ^/をãHし
LOGスイープのî、zúステップ=をãHしま
す。A2,500までのステップ=のãHが 
です。

ýDスイープは、2450/2460の89だけ

です。

モデル2430だけのです。
チェックを$けると、 Hがパルス Hになり
ます。  PがW`されますから、パルスのî
dをãHしてください。
パルス Hにチェックを$けると、「bcî」
がパルスkにりわります。
10Aレンジを
する89、Aパルスdは
2.5msです。

^ Hするîは、'(をãHし H
するîは、'(^をãHします。 LMの89
は、NOにPじその HTにQRしたA
の'(TににÙされます。
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^／の¼ステップでの Hbcî
をãHします。 2430でパルス Hの89は、
パルスkにりわります。
0.002 9999kのlmでãHできますが、
Wの Hòóによっては、0.002k$oのî
はÓbできない89があります。
2450/2460では、bcîのÙはできません。
zîとのîで、;þに®まり
ます。

HTÙÂ、までのîをãH
します。  の¢£¤の「ソースディレイî」に
ÿします。
2430のパルス Hでは、にパルスの
Vzでが われるため、ここでのãHは*^
されます。

のzîをÙします。0.01 10の
lmでãHします。
2430のパルス Hの89は、0.01 0.1の
lmでãHします。
ここでのãHTがîのjさを®し、
ãH なbcî(パルスd)にIJを
¯えます。

するにチェック
を$けます。 チ ェックを
$けるとeîに、その
TをExcelへãHする
îの3をâします。

するレンジを°のレンジに[す
る89にチェックを$けます。
ÎのJ"がW`されたらしたい
レベルTをãHしてください。そのレベル
が なA]なレンジに[されま
す。 2430のパルス Hの89は、eず
マニュアルレンジにするefがあります。

スイープ を÷øし、データをExcelシートに
úりûんだÂ、に Pを います。
ÎのJ"で、その PòóをãHします。
MAX , MIN のMがLMの89、オートスケールで
Pが われます。

2450/2460だけのです。
^ととüに
îもExcelシートにúりûみます。
オートゼロを ON にします。

DC

のÒÓのタイミングチャート (2450/2460はく)

「Excelデータのリアルタイム H」の89、Îの「bcî」は、パソコン&でîをh,しますから、«なîは できませんし、
 しごとのîのばらつきも-zします。
※1
bcî
îのãHがFり、bcîのãHMがLMの89
TRIG . DELAYは、「AUTO」のÙになります。
NPLCでまる
※2

ª«
bcîのãHがFり、îのãHMがLMの89
( TRIG . DELAY )
îがbcîのにるように、îを
に_しÙします。
TRIG . DELAYは、「0」にÙされます。
AUTO - ZERO
OFF のÒÓ
※3
bcî、îの)のãHが*い89、
AUTO - ZERO
( SOURCE DELAY )、TRIG . DELAYüに、「AUTO」に
ON のÒÓ
Ùされます。

パルス

のÒÓのタイミングチャート (2450/2460はく)

「Excelデータのリアルタイム H」の89、Îの「パルスk」は、パソコン&でîをh,しますから、«なîは
 しごとのîのばらつきも-zします。
パルスk
パルスd

パルスdとNPLCで
に®まる。

NPLCでまる
ª«

AUTO - ZERO
OFF のÒÓは\し

( TRIG . DELAY )
※1
パルスkのãHMがLMの89、TRIG . DELAYは「0」にÙされます。
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できませんし、

ソースメータNのカスタムスイープをdeした
ランダムでスイープしたÔ

H^Ý

Ý

ExcelÉのデータをカスタムスイープとして



この「カスタム」タブが-.されているªに「ＳＴＡＲＴ」
をクリックすると、ソースメータ-×にEされている
カスタム リストにってスイープをし、その
*+をExcelÉにみます。
データは、pqのカーソルjkから±&'に'か
ってされます。

カスタムスイープをします。
ここでのスイープòóは、て「スイープ」タブのJ"
でãHしたòóが
されます。
・'(/^
・bcî
・ Hレンジ
・zî
・などです。
 Pはありません。

HとのòóをãHするをßà
します。STの=TはGP-IBアドレスを
Wわします。とGP-IBアドレスの
Ùは、「のy」ボタンで います。

カスタムスイープとeîにを うときにチェック
を$けます。^/のどちらか;の
ßàとなります。

Excelシートより、^Tとしてúりûむか、
Tとしてúりûむかをßàします。
MNをExcelへãHするときの3をÙします。

úりûむデータの3をÙします。
Ûえば、Excelùのデータが「100」で「mA」
をÙした89、100mAとしてúりûまれ
ます。

xされているのをú

Excelùの=Tデータをソースメータの
カスタムメモリ
へ¿りûみます。
Excelùのýþのカーソルから
にデータのúりûみをします。
セルがLMになるか、100Áになると、
úりûみを`øします。
úりûんだMNは、の H¸ にv
されます。
Excelシートからúりûんだカスタムスイープ
データ=がW`されます。
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し、W`します。

４()のZ[
４¢£

をうためには、-ソフトを４¢£

W32-2400 MR 4の{o

モードにZ[えます。

「
\し」の]^のÉを「Ctrl」キーを*したままマウスクリックすると、
「W
」と「４¢£
」を にZ[えることができます。
±²|(がNOされたら、４¢£
の
}~を します。

４モードをON / OFFします。
MNの3をßàします。
MNをâ=WÎでExcelシートにãHする89はチェックを$けます。

&'のiFによる_xをßàします。
このßàは、MNにきなIJを¯えますから、
ユーザー&の×でzしてßàしてください。
&'のさをmmの3でãHしてください。
４プローブのをmmの3でãHしてください。
４はëをìにしております。
４プローブのをmmの3でãHしてください。
４はëをìにしております。
み/0Þ=(Fw)とkl/0Þ=(Fr)をãHします。
&'9にáなる、この/0Þ=の]なTについての
 を¯はcち9わせておりません。
ユーザ&の×で]なTをãyしてください。
Fw_ にチェックを$けると、Siウェハの89は、
Siウェハのみから、にFwTを_ することができます。
SiウェハのみをãHします。
\にある「Fw_ 」ボタンをクリックすると、FwTが_され
にFwTがãHされます。また、EnterKeyでも_
されます。
_ xは、「JIS C 0620」の$W1のテーブルから_ され、
テーブルにないさTは、#Û?zにより_されます。
みのãHlmは、150umから4000umのlmです。

を$

し、Xをりし

したÔ
0での
/GHによるZ[f
を{いた0しい
ùでの

を%じ
ùやしながら、
Xを
したÔ。
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