
��

����

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

◆

◆

◆

◆

◆

フルオート��á�により、ÊËのâãな����の��も、ä»なåæでÛg��ができます。

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

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

øùúûüなどのþáÿ����の��にþ�な��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

�ìに�	したde４
�の��åæ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�øでExcelシートにN されます。PASS FAIL FAIL
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2450 2460/2470/

ケースレーW32-2460 3SOL

u�できるá
 2450,2460,2470 2450,2460,2470は、 �の��です。KEITHLEY

�	
な���I-V����

ソースメータ
Ver21e W32-2460SOL3-R

W32-2460SOL3-N NI�

�� GP IB- ボード  ! gj"#

320,000$

Windows7/8 .1/10
/11 (32 or 64bit)
Excel2010,2013 ,
2016,2019 ,2021
(32bit Only)

ラトックシステム�
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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13を8�します。OFF

��(A)

\]��(Isc)

��� ��と��されるパラメータI-V

��� の"

まず%&に、「��*の+,」と「 - アドレス」を;�してください。GP IB

(いステップ )いステップ

�C(V)

`a�C(Voc)

de� (Wm)

ラグランジェ2+-/1

によりÝ�されます。

de� 

gj�C(Vm)

de� 

gj��(Im)

:;<=(Rs)

@;<=
(Rsh)

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

��CにステップHJKえがN�

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89に:;します。

¼½は、 にします。1000W/m2

��E��Ýでの��

も:;できます。(Isc/Jsc)

����のÊË��の

<り=し>�を¨�します。

>です。Max . 9,999

� ��を<り=す89、

`¢?@ と¦§?@ 、

Bび、

� の��£/Eを¨�

します。

Ý�するパラメータにチェック

をÂけます。

Hi-Capacitance ON

+.:の���;を にします。ON
の=>は、+.��:が@されます。OFF

オートレンジ��でのSUVWレンジを
��します。



４QRSによる�U

�C(V)

��(A)

\]��(Isc)

`a�C(Voc)

��� ��のWXYZI-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
HしIさな¿。 J M¿=-0.1V

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

J� ¿よりHしeきな¿Voc
=Voc+0.1VJM¿

④ñV��

J�される ¿よりIsc
Hしeきめの��¿

⑤�W£/

⑥XR£/⑦�� Y

£/

�C� 
����

I-V��Z

��� 

②
①

③

⑤

⑥

⑦

④
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●フルオート��á�
・「]g」
スタート、ストップ、ステップ^のN åæをu�して��をªいます。
・「_>Ûg」
`c,.されているソーラーセルのÊËをíîし、�ての��åæ
をÛgÜ��し、ä»な��がªわれます。<り=し��をªう89、
２>ghiは、_>にj�したåæにk�され��されます。
・「�>Ûg」
<り=し��をªう89、ä»な��åæに�>ÛgÜ��します。

3 だけのá�です。)W32-2400 3SOL

⑧

⑧

Hold Time

Hold Time



���のI-V��のgS

3 ����の��では、����のoËがpqsvして シートにN されます。) Excel

XZスイープ/X]スイープを�り�えます。

スイープスタートXZ/X]をb.します。

スイープストップXZ/X]をb.します。
スイープの=>スタートとストップのghのLOG

jkはlじにしてください。

LINスイープのs、ステップXZ/X]をb.し
スイープのs、vwステップxをb.しまLOG

す。yz2,500までのステップxのb.が{;
です。

|}する��の��が��されます。���のx
:は - アドレスを�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。
��X�の��では、「 」だけが)*{;LIN
です。

スイープスタート/ストップ:のb.の��を��
します。

スイープを��します。

XZ+.するsは、VWX]をb.しX]+.
するsは、VWXZをb.します。 ��の=>
は、����に�じその+.:に��したyz
のVW:に���に��されます。

XZ／X]の ステップでの+.¡¢s£

をb.します。 2430でパルス+.の=>は、

パルス¦§に�り�わります。

0.002～9999«の¬でb.できますが、

¯の+.°±によっては、0.002«´µのs

£は¶¡できない=>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¼ 、ます。 して +.レンジを8�して

½�レンジにできます。¾¿なレンジ:をb.

するÀÁはありません。b.した:を+.する

ためのÅ�なレンジに½�されます。��の=

>は、「 」レンジに��されます。BEST FIXED

+.ÉÊs、��の+.を にして+.をOFF
ËÊします。 チ ェックを´けないと、ËÊs、
+.はyÌの+.:で を¡¢します。ON

��のÍvs£を��します。0.01～10の

¬でb.します。

ここでのb.:が��s£のÐさをÑ�し、

b.{;な¡¢s£にÒÓをÔえます。

��するレンジをÕ�のレンジに½�す

る=>にチェックを´けます。

SÖの×Øが��されたら��したい

レベル:をb.してください。そのレベル

が��{;なyÅなレンジに½�されます。

オートゼロを にします。ON

+.:��Ì、����までのÜÝs£を

b.します。 � �のÞßàの「ソースディレ

イs£」にäåします。

��するæçにチェックを´けます。 チ ェックを

´けるとlsに、その��:をExcelへb.する

sの��を8�します。

��X�の��では、Àず「XZ」「X]」のìí

にチェックを´けます。

スイープ�îをÉÊし、��データをExcelシートに

ðりñんだÌ、���にîòを�います。

SÖの×Øで、そのîò°±をb.します。

, の�が��の=>、オートスケールでMAX MIN

îòが�われます。

xzのスイープá�をu�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åæに~ずき、áＲＴ

�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、`cのカーソル��からÓ��

に�かってN されます。

����の ��をªう89はI-V
ここのチェックをÂけます。
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スタート-ストップ£をõöスイープします。
/ /��X�の=>、�き @り �き@り÷øのパラ

メータをそれぞれüýします。

ダブルクリックで、スタート/ストップ:を

bれ�えます。

Excelシートÿにîòされるグラフのサイズ

を�z ��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

のバージョンによりなります。Excel

��に ��を�うs、チォックを´けると、I-V
y�の îòと、yÌに��された îòだけI-V I-V
が�に��されます。
チェックが�い=>は、��から２０�までのI-V
îòが�われ、それ��は、��は��されますが、
îòは�われません。

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

I-Vグラフの"�#

スイブ:ìのホールド£/の��
が��です。



シャッターV%を�う=>にチェックを´けます。��はÌ&(W32-2400 3だけの�;)SOL

��X�の��í'の��を��します。

��X�のIscとVocの��やモニターを�います。(W32-2400 3だけの�;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=>、ソースメータの+.{;なX]¬��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12する=>があります。

この34は、��X�とソースメータ£で1567が2じたことに84しています。

この67を9:するために+.XZレンジを½�にすると9: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=>、1>を9:でき

ますが、チェックを´けて9:できない=>は、テキストボックスに+.XZレンジをb.し、

+.XZレンジを?@し、1>を9:できるレンジをA�BCでDします。

テキストボックスが��の=>の+.XZレンジは、そのソースメータのyz+.X]が{;な

XZレンジに���に��されます。

1567は、シリコンE��X�FÕの67です。

フルオート��をG�します。
「H�」
スタート、ストップ、ステップなどのキーb.した��°±で��を�います。
「�9��」
I�されている��X�のJK��を�い、その��X�のÕkに>ったÅ�な��°±を��し、
I-V��を��します。��する��X�のÕkがLßで、��°±がJKにÑ�できない=>にMN
な�;です。OりPし��を�う=>、�9だけ����がおこなわれ、２9ç��は、�9にÑ�した
��°±に½�され��が�われます。
「R9��」
OりPし��を�う=>、R9����が�われます。
W32-R6244 3だけの�;です。SOL

ý+するパラメータにチェックを´けます。

ここにb.したXZ:に��したX]:をý+します。

ここにb.したX]:に��したXZ:をý+します。

TUXØÍのb.��を「 」、「 」で�り�えます。cm2 m2
X]¿Yüýは、この��を|}します。

ソーラシュミレータの+.をb.します。

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

GP IB- でI�した!Yüを|}してb.エネルギーを
ý+する=>に)*します。

!Yüの����「Lux」を「mW/cm2」に?�する^x
をb.します。

!Yüの_>°±を��します。Ì&を !ください。

b`エネルギーをaIキーb.します。この:は、
そのまま、?�bcüýのvdになります。

GP IB- でI�したeYüでeY��を�う=>に
チェックを´けます。Ì&を !ください。

「GX]でý+」と「X]¿Yでý+」の)*を�います。
「GX]でý+は、Gfに��したXZ(V)、X](mA)、X.(mW)をExcelにb.し、
「X]¿Yでý+」は、X]¿Y(mA/cm2)、X.¿Y(mW/cm2)でb.されます。(7ページ !)

ソーラーシミュレータを|}する=>に)*します。

�����gSのhij�

���7となるソーラーセルのパラメータのeY^xが
JKにhßしている=>は、そのパラメータの25Y�ý
:をý+することができます。
�ýできるパラメータは、「 / 」「 」「Pmax」「 」ISC JSC VOC FF
だけです。

それぞれのeY^xをb.します。
25Y�ýのüý�はSÖのとおりです。
25Y�ý: = ��: + eY^x * ( �� eY - 25 )

3 �����で�� Qé を�C��する89。) ( )
まず、�����の�C¿ を「 」に��する(V) W/m2
������の�� ¿をN します。A,B
+に、 「 」 とN します。1Lux= 1000 mW/m2
その¬、NOQéの���Cが、「 」に��されW
��K>の�Ýにu�されます。
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RnRnの � ��を�う=>にチェックをつけます。

��を�うn´をb.します。
8�したn´の£、Rn1つのBookがîrされ、その
Bookに��データがb.されます。
��は、Ì&を !ください。

��を�うs£tを8�します。
Rn��を�うs£tを8�します。

��と��のs££vをb.します。
スイープ��からwのスイープ��までのs££vです。

Rnの��データのb.された の¡	�フォルダBook
をb.します。

Bookxの��に´けるヘッダをb.します。
データのz{に|}します。

��|、�§�に をバックアップ¡	する=>にBook
チェックを´けます。

��のn´s}を��データに´~します。

��データのb.í�を�り�えます。
7ページ�����を !ください。

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

19の��で、�9OりPし��を�うの8�をします。
yz 9までOりPし��が{;です。9,999
SÖの�}ができます。
1.パラメータのs£�?�を��する。
2.�xのセルを�wð�えながら��する。
3.パラメータのeYÕk、!YÕ�を��する。

スイープとスイープの�ちs£をb.します。(Max 86,400)
��にすると、19��ごとに、wの��を��するかの
¶�×Øが��されます。
このs、��A�のð�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
�~できます。

OりPし��のs、パラメータのüýエラーが12した
=>、そのエラーを��して��を��します。

「Ctri」Key+「Auto_Mode_Size」のÿをクリックすると��が
��に?わり、��モードのs、 Uから UへのスVOC ISC
イープへ?えることができます。_�は、 Uから UISC VOC
へのスイープí�です。

このÿをダブルクリックすると��モードのsのスイープ
データxを、20から40の¬で?@できます。

この��ÿをダブルクリックして、��モードを)*します。
この３��の�îモードは、Sò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、 �Sのs0.7 FFが、0.8KÌのs FFが、0.8�ÿのs

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

õöスイープによる��を�います。
� �¡�のような¢�E��X�で|}します。
(W32-2400 2/ 3だけの�;)SOL SOL

� �¡ ¢���X�など/ シリコンE��X�など £I>��X�など
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��パラメータのk�lのWX

mnし��/opmnし��のセルへのストレスvwgSのxy

 パラメータにh�°±をb.できます。ÿWだけ、SWだけ、またはìíをb.します。
このh�を¼れたパラメータは、 シートに��でb.されます。Excel

mりnし ��の{、|}のサンプル�のWXgSI-V
<り=し>�を２>hÆに��し、「+の��までの�ち£/」を��にすると、�>、 ���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:ìにÓÔのÈÉが��されます。

R9サンプルxをb.する=>はチェックを´けます。

R9サンプルのTUXØÍをb.する=>はチェックを´けます。

<=し ��をªう89、��をªっていない£/Eは����にストレス q� を �することができます。I-V ( )

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

ただし、このストレス �á�は、��の£//¡が ¢hÆの89にだけá�します。10

OりPし9xを２9�ÿに��すると、このストレス°±が��されます。

ストレスの��を)*します。 ��s££vが１０«�ÿの=>に�;します。( )

ストレスに「 」「 」を)*した=>は、XZ:をb.します。VOLTAGE Vmax
「 」を)*した=>は、X]:をb.します。CURRENT
¦)
Vmax ( )「 」 yz+.�îXZ を)*した=>、�に、aKに��された

:がストレスXZとして|}されます。もし、 の��に§¨したVmax Vmax
=>は、yÌに��された :が|}されます。Vmax
A©|、１Yも が��できなかった=>は、ここにb.したXZ:がVmax
ストレスXZとして|}されます。

ストレスª~|のVWX]、またはVWXZをb.します。
��の=>は、X«の+.{;なyz:になります。
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eY��にチェックをつけた=>の
eYüの��×Ø
��は、22ページ「¼X���」のæ
を !ください。

「�
」にチェックをつけた�� 「�
���」 �� をxyし「����*」のj�を�う��( )

��したXZ:をルックスの
��に?�する^xをb.
します。
Lux = ( ��XZ - B ) * A

����

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

�����

GP IB-

Qé ���/

�����マルチメータ

Qé �����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89

ADC 7352Aの89

ADC 7461P Pt100の 89

KEITHLEY 2110 Kの ¤�¥の89

Agilent 34970Aの89

1,Ch-1 , KSLOT ü¤�¥

Agilent 34970Aの89

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	

!Yüは、yz4¬(2,3,4,5)まで|}{;です。�x¬の!Yüを8�した=>、その!Yüの��:を
÷ø�®して!Y:として|}されます。��は、22ページ「¼X���」のæを !ください。

※��の�°について
1.y�にeY��を�います。 2.wに!Yüの��を�います。 3.yÌに ��を�います。I-V

!Y�¼の��を�うことができます。その=>は、「!Y��」の
��ÿを「Shift」キーを³しながらクリックすると、「 」に��が´わり、OTHER
!Y��からµ¼されます。このマルチメータはF·して¸¹の��が
{;になります。4¬をすべて!Y��からµ¼して、F·したマルチメー
タとして|}が{;です。
１¬のマルチメータから�xのデータが、コンマで»�られて¼>される
=>は、そのデータ½てのT>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

��¿

��¿

��¿

��¿

��¿

��¿

SÖの��� !

�
��のj�"

�
����のj�"/

3)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
¬します。

3)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
¬します。

3)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
¬します。

3 シャッター`ð� とは®�â�。) 34970A

3 シャッター`ð� とは®�â�。) 34970A



��の��lを、Agilent34970Aを��して チャンネルを£り¤むgS

¯¬の��の��°gを、アジレントテクノロジー² 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

��¿

3)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを¬“_”( )
します。

①

②

③

④

⑤

��
��
Qé
·�
�C

34970A 5で §¨の��lを£¤む"

ch-1  Kü¤�¥
ü¤�¥ch-2  T
Qé �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¸Nする。37901A 1

5

3 シャッター`ð� とは®�â�。) 34970A



I-V��の��©ªを«CでJりKえて��するgS

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。

(いステップ )いステップ

XZ12/X]12を)*します。

12:の��を��します。

��を にします。ON

��:を へb.する��を)*します。Excel

①スイープ��:をb.します。

②��£vを�り�える=Àを8�します。

③スイープ+,:をb.します。

① ② ③
④ ⑤

④スイープy�の��£vをb.します。

⑤スイープÄ|で��£vを��えÌの、��£vをb.します。

このボタンをクリックすると、「+.°±」Å�にb.した:からスイープ+.リストを

îrし、ソースメータ�XのカスタムスイープÇÈにÉ¼します。

g�にÉ¼をÉÊすると、ボタンが��になります。

����K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、����Kに、+.リストが

���にÉ¼され、そのÌ、��が��されます。

ダブルクリックで、スタート/ストップ:をb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

10/26



ISCの£/Ü�¹をº»するには、ÓÔの�¼が�¬されています。
øùúû����の½¾Ëを¿ 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]gでISC

/ します。 シ ャッターの とÀ£に が、£/ÁÂとともにú�し、 により がÃHし、øùúû����のOPEN CLOSE OPEN ISC CLOSE ISC
½¾Ëをíîできます。
ただし、 のサンプリング£//¡は、dÄでもÅ0.1¢T�になります。¡.��£/のÆさはExcelのdÓªにÇÈするまでÉ.でISC
きます。Êえば、0.1¢/¡で、6,500¢É.できます。

®¯°+���±の の²³�の´µgSISC

①スイープタブを
:;します。

②������に
チェック を Âけます。

① タブを:;します。Excel

③��£//¡をN します。

④�� Y£/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
��>�をN します。

の:;も��です。ISC VOC/

１ 2

®¯°+���±のヒステリシスに¼²した½¾スイープ

õö��をするために、
どちらかの「õö��」にチェック
を´けます。
どちらに´けても、b�はlじです。

��スイープの��¬

øùúûüなどのþáÿ����の ��では、スイープ��によりËなった カーブを�す89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����でªいたい89があります。I-V
����をªった89、「ªき」のデータと「Îり」のデータのÏÐ¿をu�してパラメータをÝ�します。

3 「 」だけのá�です。) W32-2400 2, 3SOL SOL

�き/@りの÷ø:
を|}したパラメータ

�き/@りのそれぞれ
のカーブからのパラメータ
üý��

11/26
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ソーラーシュミレータのシャッターÂÃを�なう ��I-V

ソーラーシュミレータにシャッタ`ðá�がÑÒされ、

パソコンからのシャッタñòが��な89、ÔÕdI

VのQ�O£/で ��ができます。��:ìにI-V

シャッタをオープンし、���§とÀ£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ñò

でÛ×に��できるため、 ����がí�できます。I-V I-V��

シャッタ` シャッタð

Q�O£/

シャッター`ðñòキット( -0 )でシャッターñòする89。SKIT 3

ソーラーシミュレータの
シャッター`ð*+へ

��`¢]Úスイッチ

メカニカルリレー
( 300V,0.5A)DC

DIGITAL I/O

SKIT-03

ソフトウェアの��

シャッター`ðñòをªう��

��`¢を]ÚÇjボタンでªう��

á�の��



GP IB-

RS-232Cによるシャッタñò

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

ソーラシュミレータとI�した ポート°Ìを��します。RS232C

シャッタオープン8�を+してから ��を��するまでのÜÝs£をI-V
b.します。シャッタのオープン�îがÜい=>に、シャッタがÉ½に
オープンするまでのs£ÍÎをします。

I-V��ËÊÌ、シャッタクロース8�を+すまでのÜÝs£をb.します。

Asahi Spectraを)*します。

Ü RQ²�ソーラーシミュレータを、 -232Cでシャッターñòする89。RS

13/26

GP IB-

OUTPORTINPORT

シャッター`ðñò

GP IB BOX- I/O

Ý6の�¼

GPIB BOXI/O

GP IB- ケーブル

GPIB USB- ���

��`¢]ÚÇjボタン

ソーラーシミュレータ
シャッター`ðñò

3)
シャッター`ðñòケーブルの,.*+は、
ソーラーシミュレータの�ßÚへおáい9わせください。

ソフトウェアの��

シャッター`ðñòをªう��

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

3)ãÓ�Ñ�のソーラシミュレータのÇjパネル
の / は、Ôず、 �に��する。OPEN CLOSE CLOSE

シャッター`ðñòキット( -01)でシャッターñòする89。SKIT
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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8�を+してから ��を��するまでのÜÝs£をI-V
b.します。シャッタのオープン�îがÜい=>に、シャッタがÉ½に
オープンするまでのs£ÍÎをします。

I-V��ËÊÌ、シャッタクロース8�を+すまでのÜÝs£をb.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b.します。

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプション �Ð ÑµDMM
34903A (20ch ) * 1アクチュエータ
ユーザUでご}¹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ÔÕします。

CM NO

GP IB-

7461P -の アドレスを��します。GP IB

ADC²7461Pマルチメータをu�してシャッタñòをªう89。

ADC 7461Pを)*します。

デジタル� 

シャッタオープン8�を+してから ��を��するまでのÜÝs£をI-V
b.します。シャッタのオープン�îがÜい=>に、シャッタがÉ½に
オープンするまでのs£ÍÎをします。

I-V��ËÊÌ、シャッタクロース8�を+すまでのÜÝs£をb.します。

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

2-6ピンへ,.

AgilentTechnologies²34970Aのリレーボックスをu�してシャッタñòをªう89。



ここをåしながら、æを`ける。

æを`ける。

ソーラーシミュレータのシャッタÄÅÂÃの「 」ÆUgS34903A

34903A

① のæを`ける34903A

②シャッター,.ケーブルをÝ6する

シャッター
ñòN へ

シャッター
ñòN へ

シャッター
ñòN へ

③34970AxzへÑçする。

④ソフト�の��

CH01の
「 」、「 」/にÝ6する。CM NO

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

Agilent34970A を:;

GPIB Address 16は、 を:;

Relay Ch 1は、 を:;

チェックをÂける。

3)ãÓ�Ñ�のソーラシミュレータのÇjパネル
の / は、Ôず、 �に��する。OPEN CLOSE CLOSE

GP IB-

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプション �Ð ÑµDMM
34903A (20ch ) * 1アクチュエータ
ユーザUでご}¹ください。

300V,1A(50W)

èeéは
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¼½の��データのN Ê

「��¿をÓ��へN 」にチェックを
つけた89のN Ê

「��X�の��」の I-Vにチェックを´けた=>の、DARK
ダークI-V����。

「ê��でÝ�」と
「��E�でÝ�」
の��¬のÊ
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��される ブックの��Excel

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

opのÇÈ��を�う��

「Rn、OPし��を�う」にチェックをつけた=>。
1.スタートすると、SÖの xで、6Ö�かれている のxKが?@されたÌ、8�されたs}まで�ち13になります。Book Book
2.8�s}になると、���に��が��されます。��データは、 シートのSí�にb.されて�きます。Excel
3.8�されたËÊs}になると または、 シートのyS�に×Øする と、そのnの��を���にËÊし、 を¡	しÙじます。( Excel ) Book
4. をÙじたÌ、aちにÚしい を���にîrし、wのnの����まで��します。Book Book
5.このように、「 」から「4」をOPし、ËÊn´のËÊs}になると½��をËÊします。2



Pmax±のトレンドÌÍのj�gS

ヒステリシスをëう「 トレンド」の��ÊPmax

��åæの���¼
「��¿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jìはªわれません。

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

��<=>�は、３hÆに��する。
３íîの>�では、Ý�パラメータの
トレンドjìはªいません。

18/26

トレンドグラフをjìするパラメータを:;します。
����をªう89は、ÏÐ/ªき/Îりのそれぞれの¿が
ÛgÜにjìされます。

¡.Üに ��をªう£、チォックをÂけると、I-V
d_の jìと、d�に��された jìだけが½に��されます。I-V I-V
チェックがñい89は、��から２０òまでの jìがªわれ、I-V
それhiは、��はÉ.されますが、jìはªわれません。

I-Vjìと®に、Ý�パラメータのトレンドのjìをªいます。
óし、Ý�パラメータのjìは、ÆìのN åæを��した£にだけjìされます。



ExcelÐのデータを�Xしながら��するgS

x��では、����のパラメータはÝ�されません。

lじ+.:をOPし+.する=>は、
+.:のÌろにÜ��でんで+.する
OPし9xを8�します。

●Ôじ�Xlをmnし�Xする��

��:がb.された�

îòの�

lじ+.:でOりPし��を�うためには、 シートのセルに「+.:(��9x)」としてb.し、そのセル�#を+.�#に8�します。 ��はExcel

「¡¢s£」でb.したs£Rに��をOりPします。

�えば、 のÞ�+.で、 9のOりPし��を�う=>、「 ( )」とb.します。 のバージョンによっては、ÿÖのb.í'で がb.エラー5V 100 5 100 Excel Excel

を12する=>があります。その=>は、��に「アポストロフィー」(シングルコーテーション)をb.し、そのÌろに「 ( )」をb.してください。5 100

� 「 ' ( )」5 100
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●�Ö�Xまたは、�Ø�Xのどちらかを;�して�Xする��

A©を��するKに、+.V%するXZまたは

X]を�í�にb.しておきます。

X]は、 から+.する=>はプラス:で、2400

にàñむ=>はマイナス:でb.します。2400

A©の����が、このようにb.されます。グラフ�;を

に��しておくと、���にîòが�われます。ON

この�#を+.�#に8�します。

+.データは、 ÿのª¹の�#Excel

にb.{;です。

この�#にカーソルを#いて、A©を��した=>の�です。

カーソル�#は¸¹ですが、����は、カーソル�#から

Sí�にb.されます。



6Öの+.と��をÉÊÌ、Þs+,します。 「 」を³ＰＡＵＳＥ
したまま、「 」を³すと、ステップ�îになります。ＳＴＡＲＴ
y�に「 」を³したÌに「 」を³しても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
�îになります。 「 」をêµすると、 � +.モードにöPAUSE
ëします。 「 Excel」タブが)*されたときのみ、¢bです。

+.を|íします。

×Øを����に�り�えます。

XZ+.するsは、VWX]をb.しX]+.
するsは、VWXZをb.します。 ��の=>
は、����に�じその+.:に��したyz
のVW:に���に��されます。

|}する��の��が��されます。���の

x:は - アドレスを�わします。����とGP IB

- アドレスの��は、「��の��」ボタンでGP IB

�います。

ExcelÿのデータをXZとして+.するか、X]
として+.するかを��します。また、「XZ/
X]」を)*すると、XZ+.とX]+.をî
Öして+.が{;です。

Excelÿのデータを+.するsの��を��します。 Excelÿ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、8�されたレンジに½�
したレンジで�に+.が�われ
ます。 ñòが��されますから、
レンジ:をb.してください。
b.した:を+.するyÅな
レンジに½�されます。

Excelÿのデータの+.ÉÊs、��の+.を にしてOFF
+.をËÊします。 チ ェックを´けないと、ËÊs、+.
はyÌの+.:で を¡¢します。ON

XZ／X]の+.¡¢s£をb.します。
パソコンのタイマでs£をò®しますからあまり
g¶ではありません。
0.05～9999«の¬でb.できますが、¯の+
.°±やパソコンのk;により、0.05«´µの
s£はóれない=>があります。

「Excel」タブをxyしたÝ、「 」ボタンで�Xßび��をÄáします。START

�  する�Cまたは��¿を、�ìにExcelシートにN しておくÔÕがあります。 ま た、「� ��」ボタンで、ôá�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õ+Ó��にデータが� され、その��¬が`cのカーソル��にN されます。START

��を��します。

「 」13のとき、１つKの��:をÑµします。PAUSE

ô��を�う=>に|}します。
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+.するデータ���#を8�します。Excelÿ
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。õのテキストボックスに、
カーソル�#が���にb.されます。
テキストボックスへは、aI、Hb.も{;です。
テキストボックスが��の13では「 」でSTART
きません。Àず、b.がÀÁ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13を8�します。OFF

��のÍvs£を��します。0.01～10の

¬でb.します。

ここでのb.:が��s£のÐさをÑ�し、

b.{;な¡¢s£(パルスö)にÒÓを

Ôえます。

+.:��Ì、����までのÜÝs£をb.します。

� �のÞßàの「ソースディレイs£」にäåします。

��にすると、��は¡¢s£の÷øで�われます。

��するレンジをÕ�のレンジに½�す

る=>にチェックを´けます。

SÖの×Øが��されたら��したい

レベル:をb.してください。そのレベル

が��{;なyÅなレンジに½�されま

す。

��するæçにチェックを´けます。 チ ェックを´ける

とlsに、その��:をExcelへb.するsの��を8

�します。

��|、��:が�にExcelシート��さ

れるように、Excelシートを���にスクロ

ールします。��|のîòを�っている

とき、グラフがスクロールによりùれてしま

いLú>な=>は、チェックを¼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��13をデフォールトの��に@します。

(��のðûÞßàを !)

b.した½ての°±をロードüびセーブします。

GP IB- でI�した¼X���もlsに��します。
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「Excel」タブを)*し、データ+.を�う=>のリアルタイムî
òのí'を��します。
「XZ X]」を)*した=>は、この�;は|}できません。/

グラフのタイトルを¸¹にb.します。��でもかまいません。

þÿのデータを8�します。

�ÿのデータを8�します。

þÿç�の / をb.します。��の=>、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、JKに:をb.し、½�スケール
にすると、îòが��に�われます。

�ÿç�の / をb.します。��の=>、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、JKに:をb.し、½�スケール
にすると、îòが��に�われます。

+.|に��にエラーが12した=>、+.を|íす

る°±を��します。SÖの×Øで��します。

Excelシートÿにîòされるグラフのサイズ

を�z ��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

のバージョンによりなります。Excel



����* マルチメータ± のj�gS( )

¼X���とは - でパソコンとI�されているÀÁがあります。(Sò)GP IB
¼X���から¼られてくるデータのフォーマットは、 であり、�xのデータの=>(Max10�)、データ£はコンマで»�られているÀÁがあります。ASCII
¦)½ての���との_>を¡�するものではありません。

もし、¼X���からデータをTけðるs、クエリーコマンドをJKに¼>するÀÁがあるs、ここに¼>する
クエリコマンドをb.します。ほとんどの=>、��で です。OK
もし、マルチメータが コマンド� のものでしたら、SÖのコマンドのどれかが|}されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

¼X���のデータT>sにトリガがÀÁなs、チェックをつけます。

¼X���の - アドレスを��します。GP IB

�りñんだデータに、SÖ ýを�ったÌ、Excelへb.します。

Excelへのb.: = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへb.するJæをここにb.します。

��の=>、「¼X���」がb.されます。

����Kに、���に¼>するコマンドがある=>は、ここにb.します。 ファンクションやレンジ��えのコマンド
をb.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í'を)*します。GET TRG
_�は、「 」の)*をします。GET
「¸¹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b.します。

¼X���のデータに ý®を�うときにチェックします。
�xのデータがT>された=>は、その½てのデータに、
SÖにb.した ýが�われます。

¼X���のデータをx:としてûうか、��しとてûうかの

)*を�ないます。_�は、「x:データ」に��します。

¼X���から�xのデータが¼>される=>、データの

»�り��を8�します。Þ��には、「コンマ」が|}され

ます。

GP IB-

��する¼X���°Ìを)*します。

22/26

����� 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:;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xzに�®されている

カスタム� リストにöってスイープをêªし、その

��¬をExcelÆに��みます。

��データは、`cのカーソル��からÓ��に�か

ってN されます。

Excelシートより、XZ:としてðりñむか、X]
:としてðりñむかを)*します。

ðりñむデータの��を��します。
�えば、Excelÿのデータが「100」で「mA」
を��した=>、100mAとしてðりñまれ
ます。

Excelÿのx:データを のソースメータ

メモリ へ¼りñみます。カスタム 	


Excelÿの6Öのカーソル�#からSí�
にデータのðりñみを��します。
セルが��になるか、100�になると、
ðりñみをËÊします。
ðりñんだ��は、Sの+.°	に
�
されます。

Excelシートからðりñんだカスタムスイープ
データxが��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×Ø
でb.した°±が�}されます。
・VWX]/XZ
・¡¢s£
・+.レンジ
・Ívs£
・��ÜÝなどです。
��îò�;はありません。

ランダムスイープとlsに��を�うときにチェック
を´けます。XZ��/X]��のどちらかÞíの
)*となります。

����をExcelへb.するときの��を��します。

I�されている��の��をð�し、��します。

+.と��の°±をb.する��を)*
します。���のx:は - アドレスをGP IB
�わします。����と - アドレスのGP IB
��は、「��の�r」ボタンで�います。

ランダム÷øでスイープしたÊ

+.XZ��

��X]��

ソースメータåæのカスタムスイープ��を��した��



éêシーケンス��

��シーケンス��は、JKに��した�xの��°±を、Þ�®で��をG�する�;です。
yz４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Þ�して��が{;になります。DARK IV DARK IV IV- - OneSun

【éêシーケンス��の²�"】

STEP-1

STEP-2

STEP-3

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

e��の(ùの - ��をªいます。DARK IV
シャッターñòは にします。OFF

ONE SUN IV- の ��をªいます。
シャッターñò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。

6ÖG�|の��xが��されます。

��x(��°±のファイルx)の��

��の��。
õU×Øにb.されている½ての��°±を、ファイルxを´け
て��します。
このボタンをクリックしたとき、õ×Øに��されている��°±が
�°±に��されます。

��した��をÑµします。

この��を��するKの�ちs£をb.します。
��は、«です。
��の=>は、��Kにダイアログが��され、�� の(Y/N)
¶�が�われます。

SÖにb.した��°±で�1の��を�います。
b.した��°±で��がgしく�われるかの¶�をします。
��シーケンス��を��するためには、ñUの「 」をクリックします。ＳＥＱ ＳＴＡＲＴ

��されている��°±を�みñんで、õUの°±×Øに
��されます。
°±を�gして、��ボタンでô��できます。

��シーケンス����の¡	/�ñを�います。
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éêシーケンス��のgS

��シーケンス��スタートボタン

このÇÈに、��°±を��します。
yz４��の��°±が��できます。
A©°±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、6Öの��°±が��されます



2450,2460,2470の����

1 Command Set SCPI. 「 」を「 」に�úします。

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

「 」を「 」に�úします。Errors & Warnings Errors
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XRü ���のXR£/は、 のy�をu�します。A/D ' 'PLC

ý��÷� のþÿです。Power Line Cycle( )

この£/は、 ���Þ�のコンデンサを��する£/です。A/D

は、ý��÷�の1��Rの£/です。1PLC

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

����に��をB すノイズÕ7の どは、ý��÷�のë��の�÷�の���Cです。

のë��のXRをªうことによりノイズÕ7の	くを
�できます。PLC

pしい�C

ノイズ�R ý��÷��R( )1PLC

A/D���には、「+��ü」と「XRü」があり、xソフトがサポートする�C��np�は、「XRü」を
u�して��がªわれます。

��Ä�がÄいため、�£の�C��が��。

�Cの�£¿を��することがgÜ。

オシロスコープや、 ��ボードなどにu�される。A/D

��Ä�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、<=�、�I�C���など

にu�される。

N ��
N ��

D/A���

�C��>�

【�ß】
コンデンサに��して、a�する£/を�る

①XRü ���A/D

XR>�

②+��ü ���A/D

【�ß】
Þ� ���との��により��する。D/A

A/DïK*について

ðñ{©「 」とはPLC

フルオート��とは

õ�ö÷ の��Rs/Rsh

「]g」、「_>Ûg」
での��ZのJ�

「�>Ûg」
での��ZのJ�

V

I
この¬の��の�きからüýされる�"'((Rsh)のyz:が��:として�}されます。

この¬の��の�きからüýされるa"'((Rs)のy�:が��:として�}されます。


