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GPIB USB- ���
	
( )

��

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

�����

GP IB-

���

�����マルチメータ

�����マルチメータ

アナログ� 

ソーラーシュミレータ

４*+,.

または、２*+,.

( )⑥567+ FF

(Rs)/⑦:;<= <=>

(Rsh)/⑧@;<= <=>

⑨�CD��� ��E�(Iv)/

(Vi)⑩��D��C

( )⑪��K> η

(W)⑫NOQエネルギー

⑬���

①\]�� \]��E�(Isc)/ (Jsc)

(Voc)②`a�C

(Wm)/③de� de� E�

(Vm)④de� gj�C

⑤de� gj�� ��E�(Im)/

����

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆�C��np�だけをu�したxyな��システムで、���な ��ができます。I-V

����は、���メーカ��により��されます。

さらに、 でマルチメータを��,.すれば、���や��の��も��になります。GP IB-

マルチメータは�����1�、�����4�までの��ができます。

����で、� � の¡.��が��です。��`¢£¤と¦§£¤を¨�して� ��をªいます。

��¬は 	に に�®されます。Excel-Book

スイープ��の¶·から、��ステップºの»�が��です。¼½なら¾い��¿となってしまうde� Â

Ãから`a�CまでをÄかく��できます。

Excel I-VÆのÇjÈÉからxyに����の ÊËの��が��になります。

��された�C ��¿はÌÍに シートにN され、 カーブがÐかれ、「 」 ÓÔÕ� のパラメータが/ Excel I-V C-8913 ( )JIS

ÛgÜにÝ�されます。

��

�Þ

W32-2400 3SOL

ãä�� ¡ �� スイープº»� シャッターæç Isc/Vocモニターフルオート��

◆

◆

◆

◆

◆

フルオート��ì�により、ÊËの í な����の��も、î»なïðでÛg��ができます。

Isc/Vocモニターì�により、ソーラーシミュレータのQñ や、��òの,.óôがxyにできます。

ソーラーシミュレータのシャッター`õæçができます。 リレー,÷や ポートからシャッターæçをªいます。COM

úû��

üýþÿ�などの�ì�����の��に��なúûスイープによる��ができます。

��パラメータの�� ��Ý¿のÝ�ができます。25

Ûgシーケンス ��ì� �����

�òに��したde４��の��ïðを、����できます。(Ûgシーケンス�� 26ページÕ�)
- ��、OneSun��、１�での�Ä��、���eパワー��を����できます。DARK IV

���パラメータに / の��¿を��できます。 の��¿は�üでExcelシートにN されます。PASS FAIL FAIL
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2400/01/10/20/25/30/40
6430

ケースレーW32-2400 3/ 3SOL SOL EX

u�できるì� 2400,2401,2410,2420,2425,2430,2440,6430

2400,2401,2410,2420,2425,2430,2440,6430は、 �の��です。KEITHLEY

�	
な���I-V����
ソースメータ W32-2400 3-SOL R

W32-2400 3EX-SOL R

W32-2400 3-NSOL

W32-2400 3EX-NSOL

 ! GP IB- ボード $% gj&'

320,000�

380,000�

Windows
7/8.1/10/11
(32 or 64bit)
Excel2010,2013
2016,2019 ,2021
(32bit Only)

NI)

NI)

ラトックシステム)

ラトックシステム)

2450の エミュレートモード2400

2400シリーズ�

2400シリーズ
+6430/0
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����パラメータ�Ý¬

�C ��/� ¿/
の�スイープデータ

ÇjÈÉ

２���／４���の��を�います。

�����を��します。

��の - アドレスを��します。GP IB
ケーブルガード/'(ガードの)*をします。

+. の78を9�します。OFF

��(A)

\]��(Isc)

��� ��と��されるパラメータI-V

�� !の#

まず&'に、「��+の.7」と「 - アドレス」を?�してください。GP IB

2いステップ 3いステップ

�C(V)

`a�C(Voc)

de� (Wm)

ラグランジェ289:;

によりÝ�されます。

de� 

gj�C(Vm)

de� 

gj��(Im)

:;<=(Rs)

@;<=
(Rsh)

< 「 」「 」だけのì�です。) W32-2400 2 -2400 3SOL SOL

��HにステップMNOえがS�

このÈÉから、Ý�する

パラメータを¨�します。

ソーラーシュミレータをu�

する>?に@Bします。

¼½は、 にします。1000W/m2

��E��Ýでの��

も@Bできます。(Isc/Jsc)

����のÊË��の

CりEしF�を¨�します。

Fです。Max . 9,999

� ��をCりEす>?、

`¢GH と¦§GH 、

Iび、

� の��£:Lを¨�

します。

Ý�するパラメータにチェック

をÂけます。



４UWXによる Z

�C(V)

��(A)

\]��(Isc)

`a�C(Voc)

��� ��の[\]^I-V

_`な���I-V��の#

①スタート�C ②ストップ�C

Iscの�Ýのため、ゼロより
PしQさな¿。 R S¿=-0 .1V

③ステップ�C
スタート/ストップ:が３０WYZ�
になるようなステップ�C¿

R� ¿よりPしeきな¿Voc
=Voc+0.1VRS¿

④æ[��

R�される ¿よりIsc
Pしeきめの��¿

⑤�\£:

⑥]W£:⑦��^_

£:

�C� 
����

I-V��`

�� !

②
①

③

⑤

⑥

⑦

④
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●フルオート��ì�
・「fg」
スタート、ストップ、ステップgのN ïðをu�して��をªいます。
・「hFÛg」
ij,.されているソーラーセルのÊËをóôし、�ての��ïð
をÛgÜ��し、î»な��がªわれます。CりEし��をªう>?、
２Fmopは、hFにq�したïðにs�され��されます。
・「�FÛg」
CりEし��をªう>?、î»な��ïðに�FÛgÜ��します。

⑧

⑧

Hold Time

Hold Time

Cntrol+zクリック



���のI-V��のiX

< ����の��では、����の{Ëが|}~�して シートにN されます。) Excel

:;スイープ/:>スイープを�り�えます。

スイープスタート:;/:>をD.します。

スイープストップ:;/:>をD.します。
スイープのMNスタートとストップのRSのLOG

UVはWじにしてください。

LINスイープの`、ステップ:;/:>をD.し
スイープの`、bcステップdをD.しまLOG

す。ef2,500までのステップdのD.がhi
です。

jkする��の��がmnされます。pqrのd
sは - アドレスをmわします。����と -GP IB GP IB
アドレスの��は、「��の��」ボタンで�います。

リニア/ログのスイープを�り�えます。
}~:�の��では、「 」だけが)*hiLIN
です。

スイープスタート/ストップsのD.の��を��
します。

スイープを��します。

:;+.する`は、��:>をD.し:>+.
する`は、��:;をD.します。 ��のMN
は、����に�じその+.sに��したef
の��sに���に��されます。

:;／:>の�ステップでの+.��`�

をD.します。 2430でパルス+.のMNは、

パルス��に�り�わります。

0.002～9999�の��でD.できますが、

¡の+.¢£によっては、0.002�¦§の`

�は¨�できないMNがあります。

チェックを¦けると+.はオートレンジになり

チェックを° 、ます。 して +.レンジを9�して

±�レンジにできます。²³なレンジsをD.

する´µはありません。D.したsを+.する

ための¹�なレンジに±�されます。��のM

Nは、「 」レンジに��されます。BEST FIXED

+.¾¿`、��の+.を にして+.をOFF
À¿します。 チ ェックを¦けないと、À¿`、
+.はeÁの+.sで を��します。ON

��のÂb`�を��します。0.01～10の

��でD.します。

ここでのD.sが��`�のÄさをÅ�し、

D.hiな��`�にÆÇをÈえます。

��するレンジをÉ�のレンジに±�す

るMNにチェックを¦けます。

ÊËのÌÍがmnされたら��したい

レベルsをD.してください。そのレベル

が��hiなe¹なレンジに±�されます。

オートゼロを にします。ON

+.s��Á、����までのÑÒ`�を

D.します。 � �のÓÔÕの「ソースディレ

イ`�」にÙÚします。

��するÛÜにチェックを¦けます。 チ ェックを

¦けるとW`に、その��sをExcelへD.する

`の��を9�します。

}~:�の��では、´ず「:;」「:>」のãä

にチェックを¦けます。

スイープ�åを¾¿し、��データをExcelシートに

çりèんだÁ、���にåéを�います。

ÊËのÌÍで、そのåé¢£をD.します。

, の�が��のMN、オートスケールでMAX MIN

åéが�われます。

ä�のスイープì�をu�した��

この「スイープ」タブが@Bされている£に「ＳＴＡ

」をクリックすると、��したïðにãずき、ìＲＴ

�の���、スイープを`¢します。

スイープ�§�、その¬をExcelÆに��みます。

��データは、ijのカーソル��からÓ��

に�かってN されます。

����の ��をªう>?はI-V
ここのチェックをÂけます。

モデル2430だけの�iです。
チェックを¦けると、+.がパルス+.になり
ます。 Ê éがmnされますから、パルスの`
�îをD.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jkするMN、efパルスîは
2.5msです。
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スタート-ストップ�をñòスイープします。
/ /}~:�のMN、�き óり �きóりôõのパラ

メータをそれぞれùúします。

ダブルクリックで、スタート/ストップsを

Dれ�えます。

Excelシートüにåéされるグラフのサイズ

を�f ��します。/

��のサイズは、「 」です。1.0

��のサイズは、ディスプレーのサイズや

のバージ ンにより	なります。Excel


��に ��を�う`、チォックを¦けると、I-V
e�の åéと、eÁに��された åéだけI-V I-V
が�にmnされます。
チェックが�いMNは、��から２０�までのI-V
åéが�われ、それ��は、��は��されますが、
åéは�われません。

I-Våéと�に、ú+パラメータのトレンドのåéを�います。
19��は、 ページを��ください。

I-Vグラフの���

Ctrl Keyを�しながらzクリックで
スイブ:òのホールド£:の��
が��です。



シャッター�!を�うMNにチェックを¦けます。��はÁ"(W32-2400 3だけの�i)SOL

}~:�の��ä#の��を��します。

}~:�のIscとVocの��やモニターを�います。(W32-2400 3だけの�iです。)SOL

Vocのモニターを��/$%します。

Iscのモニターを��/$%します。
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ISCモニターを�うMN、ソースメータの+.hiな:>���rであるにも'わらず、レンジ

オーバやコンプライアンスのエラーが,-するMNがあります。

この./は、}~:�とソースメータ�で,012が-じたことに3/しています。

この12を45するために+.:;レンジを±�にすると45できることがあります。

テキストボックスは��のままでも、チェックを¦けるだけで、ほとんどのMN、,9を45でき

ますが、チェックを¦けて45できないMNは、テキストボックスに+.:;レンジをD.し、

+.:;レンジを:;し、,9を45できるレンジを<�=>で?します。

テキストボックスが��のMNの+.:;レンジは、そのソースメータのef+.:>がhiな

:;レンジに���に��されます。

,012は、シリコン@}~:�AÉの12です。

フルオート��をB�します。
「D�」
スタート、ストップ、ステップなどのキーD.した��¢£で��を�います。
「�4��」
E�されている}~:�のFG��を�い、その}~:�のÉVにNった¹�な��¢£を��し、
I-V��を��します。��する}~:�のÉVがHÔで、��¢£がFGにÅ�できないMNにIJ
な�iです。KりLし��を�うMN、�4だけ����がおこなわれ、２4Ü��は、�4にÅ�した
��¢£に±�され��が�われます。
「N4��」
KりLし��を�うMN、N4����が�われます。
W32-R6244 3だけの�iです。SOL

ú+するパラメータにチェックを¦けます。

ここにD.した:;sに��した:>sをú+します。

ここにD.した:>sに��した:;sをú+します。

OPQÍÂのD.��を「 」、「 」で�り�えます。cm2 m2
:>³Sùúは、この��をjkします。

ソーラシュミレータの+.をD.します。

ソーラシュミレータ+.のD.��を「mW/cm2」、「W/m2」
で�り�えます。

GP IB- でE�した�SùをjkしてD.エネルギーを
ú+するMNに)*します。

�Sùの����「Lux」を「mW/cm2」に:�するZd
をD.します。

�Sùの[9¢£を��します。Á"を��ください。

D\エネルギーを]EキーD.します。このsは、
そのまま、:�^_ùúのb`になります。

GP IB- でE�したaSùでaS��を�うMNに
チェックを¦けます。Á"を��ください。

「B:>でú+」と「:>³Sでú+」の)*を�います。
「B:>でú+は、Bbに��した:;(V)、:>(mA)、:.(mW)をExcelにD.し、
「:>³Sでú+」は、:>³S(mA/cm2)、:.³S(mW/cm2)でD.されます。(7ページ��)

ソーラーシミュレータをjkするMNに)*します。

�����iXのjkl�

���2となるソーラーセルのパラメータのaSZdが
FGにeÔしているMNは、そのパラメータの25S�ú
sをú+することができます。
�úできるパラメータは、「 / 」「 」「Pmax」「 」ISC JSC VOC FF
だけです。

それぞれのaSZdをD.します。
25S�úのùú�はÊËのとおりです。
25S�ús = ��s + aSZd * ( �� aS - 25 )

< �����で�� Qñ を�C��する>?。) ( )
まず、�����の�C¿ を「 」に��する(V) W/m2
������の�� ¿をN します。A,B
8に、 「 」 とN します。1Lux= 1000 mW/m2
その¬、NOQñの���Cが、「 」に��されW
��K>の�Ýにu�されます。
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NkNkの
���を�うMNにチェックをつけます。

��を�うk¦をD.します。
9�したk¦の�、Nk1つのBookがånされ、その
Bookに��データがD.されます。
��は、Á"を��ください。

��を�う`�pを9�します。
Nk��を�う`�pを9�します。

��と��の`��qをD.します。
スイープ��からrのスイープ��までの`��qです。

Nkの��データのD.された の���フォルダBook
をD.します。

Booksの��に¦けるヘッダをD.します。
データのvwにjkします。

��x、���に をバックアップ��するMNにBook
チェックを¦けます。

��のk¦`yを��データに¦zします。

��データのD.ä{を�り�えます。
7ページ��|}~を��ください。

��してデータをD.Á、Excelüのカーソルをどこへ
��するかを)*します。

14の��で、�4KりLし��を�うの9�をします。
ef 4までKりLし��がhiです。9,999
ÊËの�kができます。
1.パラメータの`��:�を��する。
2.�dのセルを�rç�えながら��する。
3.パラメータのaSÉV、�SÉ�を��する。

スイープとスイープの�ち`�をD.します。(Max 86,400)
��にすると、14��ごとに、rの��を��するかの
¨�ÌÍがmnされます。
この`、��<�のç�えを�なうことができます。

このテキストボックスをダブルクリックすると50ステップで
�zできます。

KりLし��の`、パラメータのùúエラーが,-した
MN、そのエラーを��して��を��します。

「Ctri」Key+「Auto_Mode_Size」のüをクリックすると��が
��に:わり、��モードの`、 �から �へのスVOC ISC
イープへ:えることができます。[�は、 �から �ISC VOC
へのスイープä{です。

このüをダブルクリックすると��モードの`のスイープ
データdを、20から40の��で:;できます。

この��üをダブルクリックして、��モードを)*します。
この３��の�åモードは、Êéを��ください。

Ûgモードの３つのgjモードの�いについて

FFが、 �Êの`0.7 FFが、0.8GÁの` FFが、0.8�üの`

DARK I-V��を�います。�にダイオードÉVを��し
ます。パラメータのùúは�いません。��モードは�^
になります。

ñòスイープによる��を�います。
��� �のような¡�@}~:�でjkします。
(W32-2400 2/ 3だけの�i)SOL SOL

���  ¡�}~:�など/ シリコン@}~:�など ¢EN}~:�など
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��パラメータのn�oの[\

pqし��/rspqし��のセルへのストレスxyiXのz{

�パラメータにe�¢£をD.できます。ü�だけ、Ê�だけ、またはãäをD.します。
このe�を°れたパラメータは、 シートに��でD.されます。Excel

pりqし ��の}、~�のサンプル�の[\iXI-V
CりEしF�を２FoÆに��し、「8の��までの�ち£:」を��にすると、�F、 ���に�£��になり、ÓÔのようにサンプル�N IV
ÈÉが��されます。
ここで、サンプル�をN すると、 シートにN される��データの ¡にサンプル�がN されます。Excel
��サンプルを ��ごとに�り�えて��するときにu�します。IV

��にする。

I-V��の:òにÓÔのÈÉが��されます。

N4サンプルsをD.するMNはチェックを¦けます。

N4サンプルのOPQÍÂをD.するMNはチェックを¦けます。

CEし ��をªう>?、��をªっていない£:Lは����にストレス }¤ を¥�することができます。I-V ( )

「 」、「 」、「 」、「 」「 」の ��から@Bします。¼½は、 を@Bします。OPEN SHORT VOLTAGE CURRENT OPENVmax 5

ただし、このストレス¥�ì�は、��の£::¦が §oÆの>?にだけì�します。10

KりLし4dを２4�üに��すると、このストレス¢£がmnされます。

ストレスの��を)*します。 ��`��qが１０��üのMNに�iします。( )

ストレスに「 」「 」を)*したMNは、:;sをD.します。VOLTAGE Vmax
「 」を)*したMNは、:>sをD.します。CURRENT
¥)
Vmax ( )「 」 ef+.�å:; を)*したMN、�に、]Gに��された

sがストレス:;としてjkされます。もし、 の��に¦§したVmax Vmax
MNは、eÁに��された sがjkされます。Vmax
<¨x、１Sも が��できなかったMNは、ここにD.した:;sがVmax
ストレス:;としてjkされます。

ストレス©zxの��:>、または��:;をD.します。
��のMNは、:ªの+.hiなefsになります。

Vmax©zx、リミッタの«+を��するMN、このQbをダブルクリックします。
[�はjkしません。

Vmax©zx、,0の«+を��するMN、このQbをダブルクリックします。
[�はjkしません。
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aS��にチェックをつけたMNの
aSùの��ÌÍ
��は、22ページ「°Q���」のÛ
を��ください。

「�
」にチェックをつけた�� 「�
���」 �� をz{し「����+」のl�を�う��( )

��した:;sをルックスの
��に:�するZdをD.
します。
Lux = ( ��:; - B ) * A

����

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

�����

GP IB-

Qñ ���/

�����マルチメータ

Qñ �����マルチメータ/ -1

アナログ� 

４*+,.または、２*+,.

チェックをÂけると
��ÈÉが��されます。ADC 7352Aの>?

ADC 7352Aの>?

ADC 7461P Pt100の >?

KEITHLEY 2110 Kの ©�/の>?

Agilent 34970Aの>?

1,Ch-1 , KSLOT �©�/

Agilent 34970Aの>?

1,Ch-1 ,SLOT DC�CN 

LF EOI+

LF EOI+

CR LF EOI/ +

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

F40 1 0 3INIC DE TRS

F1 1 0 3INIC DE TRS

H0 F44 0 1 3PT IN TRS

UNIT C

: KTCO TYPE

: :TCO RJUN RSEL REAL

*RST

: _INST DMM ON

: _TRIG SOUR BUS

: _ ,K,(@101)CONF TEMP TC

: _(@101)ROUTE SCAN

*RST

: _INST DMM ON

: _TRIG SOUR BUS

: : _(@101)CONF VOLT DC

: _(@101)ROUTE SCAN

�

�

�

MEAS TCO: ?

READ?

READ?チェック�り(* )TRG

チェック	

チェック�り(* )TRG

チェック�り(* )TRG

チェック	

チェック	

チェック	

チェック�り

( A,B )
� を�

チェック�り

( A,B )
� を�

チェック	

チェック	

チェック	

�Sùは、ef4¬(2,3,4,5)までjkhiです。�d¬の�Sùを9�したMN、その�Sùの��sを
ôõ�®して�Ssとしてjkされます。��は、22ページ「°Q���」のÛを��ください。

※��の�°について
1.e�にaS��を�います。 2.rに�Sùの��を�います。 3.eÁに ��を�います。I-V

�S�°の��を�うことができます。そのMNは、「�S��」の
��üを「Shift」キーを³しながらクリックすると、「 」にmnが´わり、OTHER
�S��からµ°されます。このマルチメータはA·して¸¹の��が
hiになります。4¬をすべて�S��からµ°して、A·したマルチメー
タとしてjkがhiです。
１¬のマルチメータから�dのデータが、コンマで»�られて¼9される
MNは、そのデータ½てのO9ができます。①

①

①

①

①

①

①

②

②

②

②

②

②

②

③

③

③

③

③

③

③

④

④

④

④

④

④

④

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

��¿

��¿

��¿

��¿

��¿

��¿

ÊËの��~��

�
��のl�#

�
����のl�#/

<)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
°±します。

<)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
°±します。

<)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
°±します。

< シャッター`õ� とは²� �。) 34970A

< シャッター`õ� とは²� �。) 34970A



��の��oを、Agilent34970Aを� して¡チャンネルを¤り¥むiX

³°の��の��´mを、アジレントテクノロジー¶ のマルチプレクサ をu�してde までの34970A (34901A) 10ch
データを�り�むことができます。
この��には、�����の !から !がu�できます。 !は、 ��Ýのための����¸�の��ですから2 5 1 25
u�できません。
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����
GP IB-

４*+,.または、２*+,.

LF EOI+

*RST

: _INST DMM ON

: _TRIG SOUR BUS

: _ ,K,(@101)CONF TEMP TC

: _ ,T,(@102)CONF TEMP TC

: : _(@103:105)CONF VOLT DC

: _(@101:105)ROUTE SCAN

READ?

チェック	

チェック�り

( A,B )
� を�

①

②

③

④

⑤

⑥

��¿

<)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを°±“_”( )
します。

①

②

③

④

⑤

��
��
Qñ
»�
�C

34970A 5で ¨©の��oを¤¥む#

ch-1  K�©�/
�©�/ch-2  T
Qñ �C� ch-3 ( )DC

ch-4 ( )»� �C� DC
ch-5 DC�C

⑥

マルチプレクサ を、スロット に¼Nする。37901A 1

5

< シャッター`õ� とは²� �。) 34970A



I-V��の��ª«を¬HでNりOえて��するiX < 「 」だけのì�です。) W32-2400 2 , 3SOL SOL

I-V��の��スイープ·に、��:¦を¶·で»り�えて��するためには、「Custom」タブを`き、「����の��」に

チェックをÂけます。

2いステップ 3いステップ

:;,-/:>,-を)*します。

,-sの��を��します。

��を にします。ON

��sを へD.する��を)*します。Excel

①スイープ��sをD.します。

②���qを�り�えるMÀを9�します。

③スイープ$%sをD.します。

① ② ③
④ ⑤

④スイープe�の���qをD.します。

⑤スイープÄxで���qを��えÁの、���qをD.します。

このボタンをクリックすると、「+.¢£」ÅrにD.したsからスイープ+.リストを

ånし、ソースメータrQのカスタムスイープÇÈにÉ¼します。

R�にÉ¼を¾¿すると、ボタンが��になります。

����Gに、このボタンをクリックしてください。

もし、このボタンをクリックしないで��を��すると、����Gに、+.リストが

���にÉ¼され、そのÁ、��が��されます。

ダブルクリックで、スタート/ストップsをDれ�えます。

:

:

¼½のスイープによる

��¬I-V ランダムスイープをu�した

��¬I-V
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ISCの£:Ü�½を¾¿するには、ÓÔの�Àが�°されています。
üýþÿ����の0ÁËをÂ$するには、この の¡.��を`¢した�、ソーラーシミュレータのシャッターをfgでISC

/ します。 シ ャッターの と£に が、£:ÃÄとともにþ�し、 により がÅPし、üýþÿ����のOPEN CLOSE OPEN ISC CLOSE ISC
0ÁËをóôできます。
ただし、 のサンプリング£::¦は、dÆでもÇ0 .1§Z�になります。¡.��£:のÈさはExcelのdÓªにÉÊするまでË.でISC
きます。Ìえば、0 .1§:¦で、6,500§Ë.できます。

®¯°±.���²の の³´�のµ¶iXISC

①スイープタブを
@Bします。

②������に
チェック を Âけます。

① タブを@Bします。Excel

③��£::¦をN します。

④��^_£:をゼロにします。

⑤ のチェックをMANU RANGE.
�します。

② ¡.��にチェックをÂけて、ISC
��F�をN します。

の@Bも��です。ISC VOC/

１ 2

®¯°±.���²のヒステリシスに½³した¾¿スイープ

ñò��をするために、
どちらかの「ñò��」にチェック
を¦けます。
どちらに¦けても、^}はWじです。

úûスイープの��¬

üýþÿ�などの�ì�����の ��では、スイープ��によりÍなった カーブを�す>?があります。このようなヒステリシスのI-V I-V
ある����では、 カーブをúû��でªいたい>?があります。I-V
úû��をªった>?、「ªき」のデータと「Ðり」のデータのÑÒ¿をu�してパラメータをÝ�します。

< 「 」だけのì�です。) W32-2400 3SOL

< 「 」だけのì�です。) W32-2400 2 , 3SOL SOL

�き/óりのôõs
をjkしたパラメータ

�き/óりのそれぞれ
のカーブからのパラメータ
ùú|}
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��`¢ÓÔ

I-V��

��トリガによる ��I-V

「��のËn」で
「°Qスイープ��」
にチェックを¦けます。

「°Qスイープ��」にチェックを¦けると、
���リアーの「 」9ÌにW�して、TRIGGER IN
I-V��が�なわれます。

I-V��の��は°Q9Ìにより�ないますが、��À¿はD.した��¢£によりÅまります。
I-V��にかかる`�は、「��`�」 * 「ステップd」です。
ステップdは、スタート:;/ストップ:;/ステップ:;からú+される��データdです。
~)
��`�=0.03s , スタート:;=-0.1V ,ストップ:;=0.5V ,ステップ:;=0.05VのMN、13ステップですから、
I-V��`� = 0.03s * 13 =0.39s となります。

<)「W32-2400 3」だけのì�です。SOL

12

345

678

TRIG LINK. -1

TRIG LINK. -2

TRIG LINK. -3

TRIG LINK. -5 (Not Use)
TRIG LINK. -4

TRIG LINK. -6 (Not Use)Ground

Ground

Blue

Red

Yellow

White

Purple

Green

Brown

( )TRIG INPUT

( )TRIG OUTPUT

( )ARM INPUT

��トリガのÖ6�À

「スイープ」gjの£の

トリガN 

「 」gjの£のExcel

トリガN 

・ レベルTTL

・,÷ÓÔ

( 2400�Äは、 の

��TRIG LINK-

にØじます)

TRIG LINK-

ソースメータ�のトリガリンク�コネクタにN します。

スイープスタートをªう>?は、１!ピンと８!ピンにN します。リレー,÷ 、または、 レベルのÝちÓがりでスイープがスタートします。ON TTL

Excelタブを@Bしてデータ�り�みをªう>?は、３!ピンと7!ピンにN します。

GP IB-

I-V ( Level)��`¢ÓÔ TTL

フットスイッチ

��からの
��`¢ÓÔ
( Level)TTL
( ),÷ÓÔ

��からのÓÔに�して ��を`¢する>?にu�します。ÓÔの つの�Àがあります。I-V 2

1. ��� (�Þ)リアーの - をu�する�ÀTRIGGER IN

���リアーの のÓÔN に�して ��を`¢することができます。この�Àはシンプルな�Àですが、ÓÔのæ[があります。TRIGGER IN- I-V

「fg」、「hFÛg」、「�FÛg」の@Bで、「fg」だけがu���です。「hFÛg」、「�FÛg」をu�するためには、��`¢òから�½Ü
にßàなQñを�Oしておくßàがあります。
WQ�からのÓÔ、シーケンサからのÓÔ、フットスイッチからのÓÔなどの0�がâえられます。
]W£: oÆでの�Æサンプリングで ��をªなう>?、���äãの����はä\できません。この£の����のå½は1 I-VPLC

�する�Þì�の��にØじます。
��を`¢するÓÔを、���リアーの「 」に,.します。このÓÔの�Äは、���にÂæする�çèíéの の´をÕ�TRIGGER IN TRIGGER IN

ください。 ÓÔから ��を`¢するまでの^_£:の��はできません。TRIGGER IN I-V

また、 ��の`¢は のÓÔによりªないますが、��¦§£:はN した��ïðによりqまります。I-V TRIGGER IN

��にかかる£:は、「�\£:」 * 「ステップ�」です。I-V

ステップ�は、スタート�C ストップ�C ステップ�CからÝ�される��データ�です。/ /

Black
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GP IB-

GP IB-

「��のËn」で「��の°Qトリガjk」
にチェックを¦けます。

「°Qスイッチのスイープ」にチェックを¦けます。

2. �Âけì�のデジタルN をu�する� À

�Âけì�へのデジタルÓÔのN に�して ��を`¢することができます。	¶、ì¶の¨�する��ì�をご�°いたI-V

だくßàがあります。
この�Àのí÷は、「fg」、「hFÛg」、「�FÛg」から、Ûîな@Bができることです。
フットスイッチのÓÔ、WQ�からのÓÔ、シーケンサからのÓÔなどに�した��の0�がâえられます。
ÓÔの,.�Àから@Bしてください。

MCIエンジニアリング��(kÐ�)
ユーザ�でごk¹ください。

°¦け��を)*します。
・SKIT-01
・Agilent 34970A

-512・MCI PCR GP

D.にjkするD.ポート、または、
ビット°Ìを9�します。

・. -512PCR GPを@Bした>?

・ -01( )SKIT シャッター`õæçキット を@Bした>?

MCI PCR GPエンジニアリング) -512 をu�します。
-512 の N にN ÓÔをðえると、PCR GP INPORT

シャッタがオープンした�、��ïðをÛgに��し、
I-V��をñªします。

ì¶オプション -01をu�します。SKIT
I/O の N にN ÓÔをðえると、GPIB BOX INPUT

シャッタがオープンした�、��ïðをÛgに��し、
I-V��をñªします。

OUTPORT

OUTPORT

INPORT

INPORT

シャッター�×�!

シャッター�×�!

37

19

2

20

��の�
N の>?-0INPORT

ピン!Ô

Foot Sw.

Foot Sw.

Foot Sw.

��からの��`¢ÓÔ
,÷ÓÔ( )

��からの��`¢ÓÔ
,÷ÓÔ( )

��からの��`¢ÓÔ
,÷ÓÔ( )

The measurement start
signal from the outside

The measurement start
signal from the outside

The measurement start
signal from the outside

Start Sw.

Start Sw.

Start Sw.

GP IB-

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプシ ン rØ ÙµDMM
ユーザ�でごk¹ください。

34903A (20ch )アクチュエータ34907A
マルチファンクシ ンモジュール

・.34970Aを@Bした>?

34970Aと、34907A(マルチファンクションモジュール)
をu�します。
34907Aの N にN ÓÔをðえると、シャッタDIO
がオープンした�、��ïðをÛgに��し、I-V
��をñªします。

シャッター�×�!

GPIB BOXI/O



<)「W32-2400 3」だけのì�です。SOL
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ソーラーシュミレータのシャッターÄÅを�なう ��I-V

ソーラーシュミレータにシャッタ`õì�がôõされ、

パソコンからのシャッタæçが��な>?、ßàdQ

[のQ�O£:で ��ができます。��:òにI-V

シャッタをオープンし、���§と£にシャッタをク

ローズします。また、Q�O£:はパソコンからのæç

でÛîに��できるため、 ����がó�できます。I-V I-V��

シャッタ` シャッタõ

Q�O£:

シャッター`õæçキット でシャッターæçする>?。( -01)SKIT

GP IB-

OUTPORTINPORT

シャッター�×�!

GP IB BOX- I/O

Ö6の�À

GPIB BOXI/O

GP IB- ケーブル

GPIB USB- ���

PC USBの ポートへ

��`¢föÇjボタン

ソーラーシミュレータ
シャッター`õæç

<)
シャッター`õæçケーブルの,.*+は、
ソーラーシミュレータの)÷öへおøい?わせください。

ソフトウェアの��

シャッター`õæçをªう��

��`¢をföÇjボタンでªう��

GPIB BOX DISP SWI/O .のúÉの ��
DISP SW ON. 4, 6, 7の を

<)ûÓ�ô)のソーラシミュレータのÇjパネル
の / は、ßず、 �に��する。OPEN CLOSE CLOSE



GP IB-

RS-232Cによるシャッタæç

「シャッター�!」にチェック
を¦けると、I-V��`に
シャッタ�!が�なわれます。

ソーラシュミレータとE�した ポート°Ìを��します。RS232C

シャッタオープン9nを+してから ��を��するまでのÑÒ`�をI-V
D.します。シャッタのオープン�åがÑいMNに、シャッタが¾½に
オープンするまでの`�ÛÜをします。

I-V��À¿Á、シャッタクロース9nを+すまでのÑÒ`�をD.します。

Asahi Spectraを)*します。

GP IB-

PCR GP GP IB-512 -の アドレスを��します。

MCI PCR GPエンジニアリング¶ -512 のリレーボックスをu�してシャッタæçをªう>?。

MCI PCR GP-512 を)*します。

OUT PORT- °ÌをD.します。

MCIエンジニアリング��
-512PCR GP

ユーザ�でごk¹ください。

OUT PORT-

シャッタオープン9nを+してから ��を��するまでのÑÒ`�をI-V
D.します。シャッタのオープン�åがÑいMNに、シャッタが¾½に
オープンするまでの`�ÛÜをします。

I-V��À¿Á、シャッタクロース9nを+すまでのÑÒ`�をD.します。

「シャッター�!」にチェック
を¦けると、I-V��`に
シャッタ�!が�なわれます。

DC60V/2A

ü WQ¶)ソーラーシミュレータを、 でシャッターæçする>?。RS-232C
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GP IB-

34970A -の アドレスを��します。GP IB

シャッタオープン9nを+してから ��を��するまでのÑÒ`�をI-V
D.します。シャッタのオープン�åがÑいMNに、シャッタが¾½に
オープンするまでの`�ÛÜをします。

I-V��À¿Á、シャッタクロース9nを+すまでのÑÒ`�をD.します。

Agilent34970Aを)*します。

34903Aアクチュエータモジュールのリレー°ÌをD.します。

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプシ ン rØ ÙµDMM
34903A (20ch ) * 1アクチュエータ
ユーザ�でごk¹ください。

300V,1A(50W)

34903A (20ch )アクチュエータ

ソーラーシミュレータ
のシャッターへ

¸¹のスロット��にÝÞします。

CM NO

GP IB-

7461P -の アドレスを��します。GP IB

ADC¶7461Pマルチメータをu�してシャッタæçをªう>?。

ADC 7461Pを)*します。

デジタル� 

シャッタオープン9nを+してから ��を��するまでのÑÒ`�をI-V
D.します。シャッタのオープン�åがÑいMNに、シャッタが¾½に
オープンするまでの`�ÛÜをします。

I-V��À¿Á、シャッタクロース9nを+すまでのÑÒ`�をD.します。

「シャッター�!」にチェック
を¦けると、I-V��`に
シャッタ�!が�なわれます。

2-6ピンへ,.

AgilentTechnologies¶34970Aのリレーボックスをu�してシャッタæçをªう>?。



ここを�しながら、ýを`ける。

ýを`ける。

ソーラーシミュレータのシャッタÆÇÄÅの「 」ÈZiX34903A

34903A

① のýを`ける34903A

②シャッター,.ケーブルをÖ6する

シャッター
æçN へ

シャッター
æçN へ

シャッター
æçN へ

③34970Aä�へôþする。

④ソフト�の��

CH01の
「 」、「 」:にÖ6する。CM NO

34903Aは、�!Æの
スロットに¼Nし、
Óの２つのスロットは
�きにする。

Agilent34970A を@B

GPIB Address 16は、 を@B

Relay Ch 1は、 を@B

チェックをÂける。

<)ûÓ�ô)のソーラシミュレータのÇjパネル
の / は、ßず、 �に��する。OPEN CLOSE CLOSE

GP IB-

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプシ ン rØ ÙµDMM
34903A (20ch ) * 1アクチュエータ
ユーザ�でごk¹ください。

300V,1A(50W)

ÿe�は
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¼½の��データのN Ì

「��¿をÓ��へN 」にチェックを
つけた>?のN Ì

「}~:�の��」の I-Vにチェックを¦けたMNの、DARK
ダークI-V��|}。

「ñ��でÝ�」と
「��E�でÝ�」
の��¬のÌ
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��される ブックの��Excel

" �のヘッダ" + "_" + ��� + "_" + ��� + ". "Book xls

rsのÉÊ��を�う��

「Nk、KLし��を�う」にチェックをつけたMN。
1.スタートすると、ÊËの sで、1ß�かれている のsGが:;されたÁ、9�された`yまで�ち78になります。Book Book
2.9�`yになると、���に��が��されます。��データは、 シートのÊä{にD.されて�きます。Excel
3.9�されたÀ¿`yになると または、 シートのeÊ�にàáする と、そのkの��を���にÀ¿し、 を��し×じます。( Excel ) Book
4. を×じたÁ、]ちにâしい を���にånし、rのkの����まで��します。Book Book
5.このように、「 」から「4」をKLし、À¿k¦のÀ¿`yになると½��をÀ¿します。2



Pmax²のトレンドÎÏのl�iX

ヒステリシスを�う「 トレンド」の��ÌPmax

��ïðの���À
「��¿をÓ��へN 」にチェックをÂける。
ここにチェックをÂけないと、Ý�パラメータの
トレンドj�はªわれません。

ヒステリシスのあるセルでは、「úû��」
にチェックをÂけます。
úû��では、Ý�パラメータのÑÒ/ªき/
Ðりの３äのトレンドがj�されます。

��CEF�は、３oÆに��する。
３��のF�では、Ý�パラメータの
トレンドj�はªいません。

20/29

トレンドグラフをj�するパラメータを@Bします。
úû��をªう>?は、ÑÒ/ªき/Ðりのそれぞれの¿が
ÛgÜにj�されます。

¡.Üに ��をªう£、チォックをÂけると、I-V
dhの j�と、d�に��された j�だけが½に��されます。I-V I-V
チェックが	い>?は、 ¡から２０
までの j�がªわれ、I-V
それopは、��はË.されますが、j�はªわれません。

I-Vj�と²に、Ý�パラメータのトレンドのj�をªいます。
�し、Ý�パラメータのj�は、Æ�のN ïðを��した£にだけj�されます。



ExcelÒのデータを�\しながら��するiX

ä��では、����のパラメータはÝ�されません。

Wじ+.sをKLし+.するMNは、
+.sのÁろにäpqで�んで+.する
KLし4dを9�します。

●Öじ�\oをpqし�\する��

��sがD.された~

åéの~

Wじ+.sでKりLし��を�うためには、 シートのセルに「+.s(��4d)」としてD.し、そのセル��を+.��に9�します。���はExcel

「��`�」でD.した`�Nに��をKりLします。

~えば、 のæ�+.で、 4のKりLし��を�うMN、「 ( )」とD.します。 のバージ ンによっては、üËのD.ä#で がD.エラー5V 100 5 100 Excel Excel

を,-するMNがあります。そのMNは、��に「アポストロフィー」(シングルコーテーシ ン)をD.し、そのÁろに「 ( )」をD.してください。5 100

~ 「 ' ( )」5 100
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●�Ø�\または、�Ú�\のどちらかを?�して�\する��

<¨を��するGに、+.�!する:;または

:>を�ä{にD.しておきます。

:>は、 から+.するMNはプラスsで、2400

にèèむMNはマイナスsでD.します。2400

<¨の��|}が、このようにD.されます。グラフ�iを

に��しておくと、���にåéが�われます。ON

この��を+.��に9�します。

+.データは、 üの©¹の��Excel

にD.hiです。

この��にカーソルを�いて、<¨を��したMNの~です。

カーソル��は¸¹ですが、��|}は、カーソル��から

Êä{にD.されます。



1ßの+.と��を¾¿Á、æ`$%します。 「 」を³ＰＡＵＳＥ
したまま、「 」を³すと、ステップ�åになります。ＳＴＡＲＴ
e�に「 」を³したÁに「 」を³しても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
�åになります。 「 」をòµすると、
�+.モードにòPAUSE
óします。 「 Excel」タブが)*されたときのみ、¡^です。

+.をxõします。

ÌÍを��mnに�り�えます。

:;+.する`は、��:>をD.し:>+.
する`は、��:;をD.します。 ��のMN
は、����に�じその+.sに��したef
の��sに���に��されます。

jkする��の��がmnされます。pqrの

dsは - アドレスをmわします。����とGP IB

- アドレスの��は、「��の��」ボタンでGP IB

�います。

Excelüのデータを:;として+.するか、:>
として+.するかを��します。また、「:;/
:>」を)*すると、:;+.と:>+.をö
ßして+.がhiです。

Excelüのデータを+.する`の��を��します。 Excelü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、9�されたレンジに±�
したレンジで�に+.が�われ
ます。 ùéがmnされますから、
レンジsをD.してください。
D.したsを+.するe¹な
レンジに±�されます。
2430でパルス+.のMNは、
ここでのD.は��され、Excelüのefsから、±�レンジ
が���にùúされます。

Excelüのデータの+.¾¿`、��の+.を にしてOFF
+.をÀ¿します。 チ ェックを¦けないと、À¿`、+.
はeÁの+.sで を��します。ON

:;／:>の+.��`�をD.します。
パソコンのタイマで`�をú®しますからあまり
R¨ではありません。2430でパルス+.のMN
は、パルス��に�り�わります。
0.05～9999�の��でD.できますが、¡の+
.¢£やパソコンのViにより、0.05�¦§の
`�はûれないMNがあります。

「Excel」タブをz{したß、「 」ボタンで�\áび��をÆãします。START

�  する�Cまたは��¿を、�òにExcelシートにN しておくßàがあります。 ま た、「� ��」ボタンで、�ì�が� するExcelシートÆのデータ��

 ¡を¨�してください。

Æ Ô��をした�、「 」ボタンをクリックすると¨���から8Ó��にデータが� され、その��¬がijのカーソル��にN されます。START

��を��します。

「 」78のとき、１つGの��sをÙµします。PAUSE

ü��を�うMNにjkします。
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「:; :>」を)*します。/
+.:;または+.:>をこの�にD.します。

��:;または��:>をこの�にD.します。

ý�にD.した:; :>の��を9�します。/

:;+.のMNは、ÊËの��から)*してD.します。

「 」 「 」 「 」 「 」uV , mV , V , kV

:>+.のMNは、ÊËの��から)*してD.します。

「 」 「 」 「 」 「 」uA , mA , A , kA

ý�にD.した:; :>の��を9�します。/

:;+.のMNは、ÊËの��から)*してD.します。

「 」 「 」 「 」 「 」uV , mV , V , kV

:>+.のMNは、ÊËの��から)*してD.します。

「 」 「 」 「 」 「 」uA , mA , A , kA

この��を+.��

として9�します。

�\�Ø�Úを シートに[\するiX/ Excel

Excelシートに� する�Cと��を�jしてN することにより、�C� モードと��� モードを»り�えながら� することが��に

なります。 た だし、� モードが��になる£に� は�� になります。 モ ード»�え�、� を�� にしてæçをË.します。OFF ON

●�Ø�\と�Ú�\をæçして�\する��

+.するデータ����を9�します。Excelü
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。ýのテキストボックスに、
カーソル��が���にD.されます。
テキストボックスへは、]E、DD.もhiです。
テキストボックスが��の78では「 」でSTART
きません。´ず、D.が´µです。



２���／４���の��を�います。

�����を��します。

��の - アドレスを��します。GP IB ケーブルガード/'(ガードの)*をします。

+. の78を9�します。OFF

��のÂb`�を��します。0.01～10の

��でD.します。

2430のパルス+.のMNは、0.01～0.1の

��でD.します。

ここでのD.sが��`�のÄさをÅ�し、

D.hiな��`�(パルスî)にÆÇを

Èえます。

+.s��Á、����までのÑÒ`�をD.します。

� �のÓÔÕの「ソースディレイ`�」にÙÚします。

��にすると、��は��`�のþÿで�われます。

2430のパルス+.では、���にパルスのþÿQbで

��が�われるため、ここでのD.は��されます。

��するレンジをÉ�のレンジに±�す

るMNにチェックを¦けます。

ÊËのÌÍがmnされたら��したい

レベルsをD.してください。そのレベル

が��hiなe¹なレンジに±�されま

す。 2430のパルス+.のMNは、´ず

マニュアルレンジにする´µがあります。

��するÛÜにチェックを¦けます。 チ ェックを¦ける

とW`に、その��sをExcelへD.する`の��を9

�します。2430のパルス+.`はどれか1つの)*しかで

きません。

��x、��sが�にExcelシートmnさ

れるように、Excelシートを���にスクロ

ールします。��xのåéを�っている

とき、グラフがスクロールにより�れてしま

いH�NなMN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

��の½ての��78をデフォールトの��にóします。

(��のç�ÓÔÕを��)

D.した½ての¢£をロード�びセーブします。

GP IB- でE�した°Q���もW`に��します。

モデル2430だけの�iです。
チェックを¦けると、+.が
パルス+.になります。
ùéがmnされますから、
パルスの`�îをD.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jkするMNのefパルスîは、2.5msです。
パルスでは°Q���とのW�をçることはできません。
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「Excel」タブを)*し、データ+.を�うMNのリアルタイムå
éのä#を��します。
「:; :>」を)*したMNは、この�iはjkできません。/

グラフのタイトルを¸¹にD.します。��でもかまいません。

のデータを9nします。

� のデータを9nします。

Ü�の / をD.します。��のMN、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、FGにsをD.し、±�スケール
にすると、åéが�	に�われます。

� Ü�の / をD.します。��のMN、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、FGにsをD.し、±�スケール
にすると、åéが�	に�われます。

+.xに��にエラーが,-したMN、+.をxõす

る¢£を��します。ÊËのÌÍで��します。

Excelシートüにåéされるグラフのサイズ

を�f ��します。/

��のサイズは、「 」です。1.0

��のサイズは、ディスプレーのサイズや

のバージ ンにより	なります。Excel



マイクロ
���の����

1.���の������

<¨��Gに、[:¢£をD.します。

2400の���iで��された「:;」「:>」です。

°Q���で��された:�の�:;です。

グラフåé�iで、 「
�`�」と� 「�:;」をåéした~です。

[:¢£は、 シートüの¸¹の��にD.がhiでが、´ず�ä{にD.してください。 D .した����を+.��として9�してください。Excel

:;または:>のどちらかをdsでD.します。

"<"と">"で�んでÉ�なコントロールがhiです。 "<"と">"で�まれたQbにD.hiな���はrの[りです。

< > , < > , < . > , < > , < の¹�な コマンド>OFF ON WAIT PASS GPIB0 5 2400

< >は、 の+.を にします。 の78は、「��の��」ボタンから「+. 78」でFGに��します。OFF OFF OFF OFF2400

< >は、 の+.を にします。ON ON2400

< . >は、その�で . ��ちます。 . のsは�に:;hiです。 とdsの�はスペースが´µです。WAIT WAIT0 5 0 5 0 5

< >は、その�をスキップします。PASS

< の¹�な コマンド>は、"<"と">"の�にD.された���を に、そのまま¼9します。H¹�な��をD.すると、 �でエラーが2400 2400 2400GPIB

,-し、<¨を��できなくなりますからHk¹にjkしないでください。

">"のÁろに�いて" "をD.すると、その�の®をÀ¿Á、]ちに��を�います。MEAS

2400 2400 2400ただし、< >で の+.を に��してあるMN、 の���iも になるため、 の 78では、°Q���の��だけが�われます。OFF OFF OFF OFF

< >で、 の+.を にóしたÁは、 のrQ��も�われます。ON ON2400 2400

~èをéêHëするiXについて。 +.xに��にエラーが,-したMN、+.をxõす

る¢£を��します。

2400のrQ��sをD.します。

ここにD.したsを°れると<¨を���にxõします。

:;+.では、:>sをD.します。

:>+.では、:;sをD.します。

Ê�s、ü�sのãäまたは、どちらかæäをD.します。

��はe�を�いません。

このe�を¡^にするためには、その���iにチェックを

¦ける´µがあります。

°Q���の��sに�するe�sをD.します。

°Q���での��を�わないと、ここでのD.は�^に

なります。

°Q���は、´ず1°Üの���です。
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����+ マルチメータ² のl�iX( )

°Q���とは - でパソコンとE�されている´µがあります。(Êé)GP IB
°Q���から¼られてくるデータのフォーマットは、 であり、�dのデータのMN(Max10�)、データ�はコンマで»�られている´µがあります。ASCII
¥)½ての���との[9を��するものではありません。

もし、°Q���からデータをOけçる`、クエリーコマンドをFGに¼9する´µがある`、ここに¼9する
クエリコマンドをD.します。ほとんどのMN、��で です。OK
もし、マルチメータが コマンド��のものでしたら、ÊËのコマンドのどれかがjkされます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

°Q���のデータO9`にトリガが´µな`、チェックをつけます。

°Q���の - アドレスを��します。GP IB

�りèんだデータに、ÊË�úを�ったÁ、ExcelへD.します。

ExcelへのD.s = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへD.するFÛをここにD.します。

��のMN、「°Q���」がD.されます。

����Gに、���に¼9するコマンドがあるMNは、ここにD.します。 ファンクシ ンやレンジ��えのコマンド
をD.します。 [�は��です。

���のデリミタを��します。[�は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「¸¹コマンド」からトリガのä#を)*します。GET TRG
[�は、「 」の)*をします。GET
「¸¹コマンド」を)*したMNは、トリガコマンドをテキストボックス
にD.します。

°Q���のデータに�ú®を�うときにチェックします。
�dのデータがO9されたMNは、その½てのデータに、
ÊËにD.した�úが�われます。

°Q���のデータをdsとして�うか、��しとて�うかの

)*を�ないます。[�は、「dsデータ」に��します。

°Q���から�dのデータが¼9されるMN、データの

»�り��を9�します。æ��には、「コンマ」がjkされ

ます。

GP IB-

��する°Q���°Ìを)*します。
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����� d e5�

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI
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ExcelÆのデータを スイープとして� カスタム
この「 」タブが@B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ä�に�®されている

カスタム� リストに�ってスイープをñªし、その

��¬をExcelÆに��みます。

��データは、ijのカーソル��からÓ��に�か

ってN されます。

Excelシートより、:;sとしてçりèむか、:>
sとしてçりèむかを)*します。

çりèむデータの��を��します。
~えば、Excelüのデータが「100」で「mA」
を��したMN、100mAとしてçりèまれ
ます。

Excelüのdsデータを のソースメータ

メモリ へ¼りèみます。カスタム 	


Excelüの1ßのカーソル��からÊä{
にデータのçりèみを��します。
セルが��になるか、100�になると、
çりèみをÀ¿します。
çりèんだ|}は、Êの+.°�に��
されます。

Excelシートからçりèんだカスタムスイープ
データdがmn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、½て「スイープ」タブのÌÍ
でD.した¢£が�kされます。
・��:>/:;
・��`�
・+.レンジ
・Âb`�
・��ÑÒなどです。
��åé�iはありません。

ランダムスイープとW`に��を�うときにチェック
を¦けます。:;��/:>��のどちらかæäの
)*となります。

��|}をExcelへD.するときの��を��します。

E�されている��の��をç�し、mnします。

+.と��の¢£をD.する��を)*
します。pqrのdsは - アドレスをGP IB
mわします。����と - アドレスのGP IB
��は、「��のËn」ボタンで�います。

ランダム��でスイープしたÌ

+.:;��

��:>��

ソースメータíîのカスタムスイープ��を� した��



éêシーケンス��

��シーケンス��は、FGに��した�dの��¢£を、æp®で��をB�する�iです。
ef４つの��¢£を��できます。
~えば、「�È ��」、「�È ��」、「 ��」のそれぞれの¢£を��し、この３つの��をæpして��がhiになります。DARK IV DARK IV IV- - OneSun

【éêシーケンス��の³ #】

STEP-1

STEP-2

STEP-3

��ゼロÂÃだけの3�の - ��をªいます。DARK IV
シャッターæçは にします。OFF

e��の2�の - ��をªいます。DARK IV
シャッターæçは にします。OFF

ONE SUN IV- の ��をªいます。
シャッターæçは にします。ON

��¬
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��シーケンス
��モードを

/ します。ON OFF

��シーケンス
��モードを

/ します。ON OFF

��シーケンス��を��します。

1ßB�xの��sがmnされます。

��s(��¢£のファイルs)のmn

��の��。
ý�ÌÍにD.されている½ての��¢£を、ファイルsを¦け
て��します。
このボタンをクリックしたとき、ýÌÍにmnされている��¢£が
�¢£に��されます。

��した��をÙµします。

この��を��するGの�ち`�をD.します。
��は、�です。
��のMNは、��Gにダイアログがmnされ、�� の(Y/N)
¨�が�われます。

ÊËにD.した��¢£で�,の��を�います。
D.した��¢£で��がRしく�われるかの¨�をします。
��シーケンス��を��するためには、ù�の「 」をクリックします。ＳＥＱ ＳＴＡＲＴ

��されている��¢£を�みèんで、ý�の¢£ÌÍに
mnされます。
¢£を Rして、��ボタンでü��できます。

��シーケンス��r!の��/�èを�います。
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éêシーケンス��のiX

��シーケンス��スタートボタン

このÇÈに、��¢£を��します。
ef４��の��¢£が��できます。
<¨¢£が��してないÇÈは、スキップします。

STEP-1

STEP-2

STEP-3

STEP-4

��¢£��ボタン
クリックすると、1ßの��¢£が��されます



]W� ���の]W£:は、 のy�をu�します。A/D ' 'PLC

����� の��です。Power Line Cycle( )

この£:は、 ���Þ�のコンデンサを��する£:です。A/D

は、�����の1��Wの£:です。1PLC

��では、 、 ��では、 を�します。50Hz 20ms 60Hz 16.7ms

����に��をIぼすノイズà7の�どは、�����の ��の���の�ã�Cです。

の ��の]Wをªうことによりノイズà7の くを!"できます。PLC

|しい�C

ノイズ#W �����#W( )1PLC

A/D���には、「$8%&�」と「]W�」があり、äソフトがサポートする�C��np�は、「]W�」を
u�して��がªわれます。

��Æ�がÆいため、(£の�C��が��。

�Cの(£¿を��することがmÜ。

オシロスコープや、 ��ボードなどにu�される。A/D

��Æ�は^い。

ノイズの��を)けにくいため*�した��が��。

デジタルマルチメータ、<=�、+Q�C���など

にu�される。

N ÓÔ
N ÓÔ

D/A���

�C%&F,

【.÷】
コンデンサに��して、a�する£:を�る

①]W� ���A/D

]WF,

②$8%&� ���A/D

【.÷】
Þ� ���との%&により��する。D/A

A/DõO+について

ö÷}ª「 」とはPLC

フルオート��とは

û�üý の��Rs/Rsh

「fg」、「hFÛg」
での��`のR0

「�FÛg」
での��`のR0

V

I
この��の#�の$きからùúされる%�'((Rsh)のefsが&�sとして�kされます。

この��の#�の$きからùúされる]�'((Rs)のe�sが&�sとして�kされます。
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äソフトで、 をu�する>?は、KEITHLEY 2450

に��してください。2400エミュレーションモード

「 」ボタンを�します。MENU

「 」を@Bします。Settings

「 」を@Bします。Command Set

「 」を@Bします。SCPI 2400

「 」を�すと、 が�1gして、OK 2450
エミュレーションモードに��2400

されます。

!#$%


