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50V 5,000V～

��

CD

��

Max
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Max
5mA

5,000V/5mA V-I

( : 248 , 248 ,
, , 6485 , )

65,000 (Excel2007
100 )

) 248
1

50V

までの ��の��ができます。
また、SUの�:パターンで��を��するこ
ともできます。
��]の^_を`bし、gちに��を]jする
ことができます。
^_`b�? のリミッタ のトリップ
モニタ�: モニタ�� �� CDsの５uv
wyな9�:{|により、��にダメージを�え
ないように、�:����/����を��に�
�できます。
��ステップ�は、 です。 は、

�/
� 9:�;の�:��りが�いため、��
:ステップの����を��に�うためには、 �
��の��@Bを� とします。

��での��は、¡�した¢�が�*できま
せんのでご�Uください。

Max 5,000V

10 /
86,400

65,000
(Excel2007 100 )

までの、©�の�:を{|したª«で、
��、CDの¬��ができます。��の@BB®
は��に��できますが、��B®の��は / �
¯�で、��@BB®は、 �です。
��@Bの°±はありませんが、��/�は、
/です。 は、 �/
^_を`bして、�´µに�:b)を¶jできます。
( : 248 , 248 ,

, , 6485 , )
/

5

/

^_`b�? のリミッタ のトリップ モニタ�
: モニタ�� �� CDsの５uv
�:{|のスローアップ スローダウンを��に��で
きます。

��の@BB®は、 ���です。��]、��B®を
３/º»できます。��¼½¾¿からÂしずつ��@B
B®をÅばしていくことができます。��Ç¿Bに°
±はありません。
È�を��して、É�È�をÊれたÌÍ、�:b)を
ÎÏして��をÐÑできます。
��していない¿B、_に�;のリミット トリップや
È�をÓÔすることがÕ?です。

【����モードの�】

V-I�� ������
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「 248」 6485 は、 �の�	です。��� 「ピコアンメータ 」 ケースレーインスツルメンツSRS PS310,PS325,PS350,PS355,PS370,PS375Ù
PS310,PS325,PS350,PS355,PS370,PS375 STANFORD RESEARCH SYSTEMは、 �の�	です。

SRSÙ9:�;

� Ù�;のÌÍ
-

)SRS
PS310( 1.25kV), PS325( 2.5kV), PS350( 5kV),PS355( 10kV), PS365(+10kV), PS370(-20kV), PS375(+20kV)

248
���� 5,000V

+6485
ピコアンメータ

W32-248 ケースレー

W32-248-C

W32-2485-C

W32-248-R

W32-2485-R

W32-248-N

W32-2485-N

コンテック�

コンテック�

ßà GP-IBボード �å ´æçè

270,000�

550,000�

WinXp/Vista/7
Excel2002/2003
/2007/2010

NIî

NIî

ラトックシステムî

ラトックシステムî

IGBTやSiCパワーデバイスの#���、��%&の����'ソフトウェア
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スタートすると、"ての�� $%&

を()な+-に/9:%し、<=

を>?します。

$%BGは、リアルタイムに

シートへQUされます。

/

Excel

ExcelシートにZ[んだデータは、キーボードからQUしたデータ

とgじように、Excelのkmをnoして、pq・st・uvwを/y

にzうことができます。

また、~�にデータがZ[まれる��をExcelのグラフウィザード

で:% データZ[ グラフ�がリアル

タイムにzえます。

することが�mですから g�に

�プログラムはExcel�のアドインとして9pします。

Excel�のツールメニューから�アドインを�9する

と、Excelシート�に、このウインドウが�われます。

()な<=+-を"てQUした�、「START」ボタ

ンをクリックすると、$%&の:%をzった�、

<=が>?されます。

<=>?

STARTロックの��ボタン

$%>?ボタンです。

�の ロック��ボタンをクリックして、

２���に してください。

２�を£¤すると、¥び、 ボタンが

ロックされます。

START

START

��§%と���¨のモードをª«します。

��§%をª«した¬、®U��をQU

します。

「 」をª«した¬、 で

す。その°は、 です。

FILTER 1 Max3,000V

Max5,000V

®U��のスローアップ/スローダウンの¶·

を:%します。

チェックをºすと、 ��の»¼の½¾で

��がアップ/ダウンします。

248

このボタンをクリックすると、��®U�、

¿�ÀÁし、$%ÂちÄÅになります。

ボタンをクリックすると、ÇÈに

$%をzい、¥É、$%ÂちÄÅになり

ます。

ボタンを¥クリックすると、ÊË

$%にÌÍします。

START

PAUSE

®U��をÏÐして、<=をÑÐします。

$%>?Ò�の１Ôだけ、��を®Uし

たÄÅで、¿�Âkします。

��のÖち�がり�×がØいため、

Ú%��にÛÜするまでÂつために

Þoします。

ßàの¬は、�×はゼロになります。

248

248��のâã�äをQUします。

このâãがåæすると、<=はÒちに

çèします。

248��のトリップ�äをQUします。

トリップがåæすると、<=はÒちに

çèします。

248��のâã��をQUします。

(ず、®U»ê��よりêきい��ë

をQUしてください。

®U��のスローアップ/ダウンの+-を:%

します。ìíは、�îをïðください。

��®Uのフィルタを:%します。

「 」「 」をª«すると、

®U»ê��は、 です。

「 」をª«すると、®U»ê��は、

になります。

FILTER OFF FILTER 2

5,000V

FILTER 1

3,000V

<=�×をQUします。

QU�×にâãはありませんが、$%データ

が óôにÛÜすると、<=がçèします。Excel

ここをダブルクリックすると、<=�×QUのö÷

を¨øできます。

� ù �×

への£¤�×QU�のö÷も、ここでÚ%

した�×ö÷がÞoされます。

(sec), (min), (Hr)

Excel

<=Ñの$%�××�をQUします。

»ê�××�は、 �です。

「 」または、ßàをQUした¬は、

»¼で$%がzわれます。

»¼は、 Ô ��Éです。

86,400

0

10 /

ò��:��のóô
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V-I��óô

��®U¶·の「�¨」をª«します。

���¨をª«した¬は、~�に、

シート�に、��®UリストをQU

しておく()があります。

��リストのQU¶·のìíは、�îを

ïðください。

Excel

��®U�¨をª«した¬、 へQU

した®Uリストの��÷�にカー ルを�いて

このボタンをクリックします。

®Uリストの÷�が	
されます。

�のテキストボックスに、��セル÷�が��

されます。

Excel

248

248

��のリードバック��ëをZ�します。

�に�Éは�くありませんので、ï�ëです。

このëは、 ��のパネルに��されている

ëとg¿のëです。

また、�%+-と<=ÀÁ+-のQUも

zいます。

248

248

��のリードバック�äëをZ�します。

�に�Éは�くありませんので、ï�ëです。

このëは、 ��のパネルに��されている

ëとg¿のëです。

また、�%+-と<=ÀÁ+-のQUも

zいます。

ピコアンメータ の$%ëをZ�します。6485

6485の$%レンジをÚ%します。

6485の�ù�×をÚ%します。

6485 Excelの$%�äを へQUするときの

ö÷をÚ%します。

248

248

��に:%されている®U��ëを

Z�します。

このëは、 のパネルのセンターに��され

ているëとgじëです。

$%された��と�äから��ëへ¨�して

シートへQUします。

��と�äの�¶のZ�が(ず()です。

この��uvにおける��ëは、 ��Z

�ëがÞoされます。

�äëは、 の�ä$%ëが�� にÞ

oされますが、 の$%が の¬は、

�äZ�ëがÞoされます。

ただし、 の:%で!vkmを にする

()があります。

でない¬は、 �äëがÞoされま

す。

Excel

248

6485

6485 OFF

248

6485 OFF

( CALC MODE=OFF)

OFF 248

"��#の$%Ø$�×をQUします。

��の½¾%がØいため１���の

Ø$�×をZることを&'します。

248

248 GPIB��の アドレスをÚ�します。

6485のìíな:%+-をÚ�します。

<=Ñ、$%データのpqをzう¬に

チェックを(けます。

pqを にすると、$%#にデータが

プロットされ、$%¼Éが)*します。

$%のインターバルを+くして$%する

¬や、$%データ-が.い¬は、

pqを にするか、pq+-のQU

で、pqのオートスケールをやめて、

0ëをÚ%してください。

ON

OFF

XY

<=>?からの£¤�×を へQU

します。

Excel

$%の�12(も へQUします。Excel

$%ëを へQUする¬、$%データ

が3に �に4られるように シートを

スクロールします。

pqをzう¬、グラフも¿5にスクロールして

しまうため、チェックをºすことをお6めします。

Excel

Excel Excel

デジタルマルチメータwの、°の$%&

も8oする¬にチェックを(けます。

QUした"ての+-を9:、または;み®し

ます。

��@AリストのEAFH

この÷�に シート�のカー ルを�いて、「 ÷�」ボタンをクリックします。Excel Excel

Excel Excel

Excel 32,000

32,000

’(’’)’

シートに>¶?に��®UリストをQUします。QUデータ-は、 シートのóôまで

なら、âãはありません。@し、pqをzう¬は、 の»êpqデータ-が、 なので

pqは、 データまでとなります。

gじ��ëをA-CりDし®Uする¬は、®U��の�ろに でFんで、CりDしÔ-を

QUすれば、QUがIJ�できます。

ここにQUした��ëをなぞりながら、LM、®Uと$%をzい、ßàになると、��をÏÐして

<=をçèします。

3/8



��のスローアップ/ダウンのO�FH

��をゆっくりと�Oさせたい¬にチェックを(けます。

*Pのテキストボックスに、��の�Oスロープ+-をÚ%します。

��をゆっくりと*Qさせたい¬にチェックを(けます。

*Pのテキストボックスに、��の*Qスロープ+-をÚ%します。

ここにQUした��Rù��の���Oをzう�だけ、��のスローアップSTをzいます。

ここでの��R�*は、»¼で���Oします。

ここにQUした��Rù��の��*Qをzう�だけ、��のスローダウンSTをzいます。

ここでの��R�*は、»¼で��*Qします。

��をスローアップする¬のスタート��÷�をÚ%します。

�Uの®U��とV	��の��RのWでQUします。(0...100%)

��をスローダウンする¬のスタート��÷�をÚ%します。

�Uの®U��とV	��の��RのWでQUします。(0...100%)

スタート��÷�から、V	��までの�OスロープをÚ%します。

スタート��÷�から、V	��までの*QスロープをÚ%します。

�:の�ち�り�� �:の�ち�り��

0V 300V 100V/SEC 500V/SEC

( ) 248

から まで、 から のスロープで�Oさせた[

»�\カーブ ]^ は、 ��の»¼のÖち�り�%です。

0V 300V 500V/SEC 1,000V/SEC

( ) 248

から まで、 から のスロープで�Oさせた[

»�\カーブ ]^ は、 ��の»¼のÖち�り�%です。

_ ��、®U��½¾%が、それほど¼くないため、スローアップ/ダウンの�Oカーブ/*QカーブはÚ%されたbりのカーブにならない¬が

ありますから、ご_dください。��ë¨øをÚ�して、その��にÛÜするまでにe１�を()とすることを�fしてください。

)248

50Vステップで、１�B®で�:を��させたÌÍの、
ö÷のb)�:の��øù�

スローアップ/ダウンkmは で$%しました。OFF

4/8

»gの

��アップ

»gの

��ダウン

��

�Oh

��

*Qh

ijの��®Uカーブ



6485ピコアンメータのXYEAFH

=ZXYのEAFH

� �uvのúûüýは、 にþÿする î��の�æüý�を��ください。) 6485 6485

6485

OFF OFF

のuvモードをÚ%します。

b3は、 に:%します。��ë�vをzうための�ä$%では、 にしないと���v

にÞoされません。

このボタンをクリックすると、*PのQU+-をすべてglÄÅにmします。

6485の$%レンジをÚ%します。

6485の�ù�×をÚ%します。

トリガ¶·をÚ%します。b3は、 をÚ�します。FREE RUN

デジタルフィルタのカウント-をÚ%します。

デジタルフィルタのタイプをÚ�します。

メディアンフィルタの+-をÚ�します。

6485

Excel

Excel

の$%ëの�%+-をQUします。どちらかp\、または�\にQUします。

ßàは�%をzいません。

�%+-は、�%をºれたとき、その$%ëを]^で へQUします。<=はqËします。

ÀÁ+-は、+-をºれたとき、そのëをs^で シートにQUした�、tしに��をÏÐして、

<=をÀÁします。

$%ëにuし、*PにQUした!vSTをした�、そのBGを シートへQUします。

もし、!vizにチェックをつけると、���vに の$%ëをÞoしません。

Excel

6485

ゼロvtを にします。ON

wu$%を にします。ON

オートゼロを にします。ON

6485�xのトリガØ$�×をÚ%します。

uvモードをÚ%したときの、パラメータをそれぞれQUします。

6485 GPIBの アドレスをÚ�します。

リアルタイムpqの¶·を:%します。

グラフのタイトルをydにQUします。ßàでもかまいません。

X0VzのMAX/MINをQUします。ßàの¬、オートスケーリングされます。ただし、~�にëをQUし、

§%スケールにすると、pqが¼にzわれます。

Y0VzのMAX/MINをQUします。ßàの¬、オートスケーリングされます。ただし、~�にëをQUし、

§%スケールにすると、pqが¼にzわれます。

X0のデータをÚ�します。

Y0のデータをÚ�します。

X LOG0を スケールします。

Y LOG0を スケールします。

_ 0/ 0の をßàにして、オートスケールのpqをzうと、$%データが シートにQUされるごとに、"データの¥pqがzわれ、

$%の�××�が{れなくなる¬があります。

+い�××�での$%をzう¬は、pqを にするか、 0の ëをQUしてください。

)X Y Max,Min Excel

OFF X/Y Max,Min
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��[の\�/]^XYのEAFH

CDsの�	
�と���の()

248�:sと���の() 248��sと���の()

��ëの�%+-をQUします。どちらかp\、または�\にQUします。

ßàの¬は�%をzいません。

�%+-は、�%をºれたとき、その$%ëを]^で へQUします。<=はqËします。

ÀÁ+-は、+-をºれたとき、そのëをs^で シートにQUした�、tしに��をÏÐして、

<=をÀÁします。

Excel

Excel

248

Excel

Excel

��ëの�%+-をQUします。

どちらかp\、または�\にQUします。

ßàの¬は�%をzいません。

�%+-は、�%をºれたとき、

その$%ëを]^で へQUします。

<=はqËします。

ÀÁ+-は、+-をºれたとき、

そのëをs^で シートにQUした�、

tしに��をÏÐして、<=をÀÁします。

248

Excel

Excel

�äëの�%+-をQUします。

どちらかp\、または�\にQUします。

ßàの¬は�%をzいません。

�%+-は、�%をºれたとき、

その$%ëを]^で へQUします。

<=はqËします。

ÀÁ+-は、+-をºれたとき、

そのëをs^で シートにQUした�、

tしに��をÏÐして、<=をÀÁします。

��ëを シートへQUするときのö÷をÚ�します。Excel

�%をzう¬にチェックを(けます。

�%をzう¬にチェックを(けます。 �%をzう¬にチェックを(けます。

_`��a マルチメータe のO�FH( )

ºx$%&とはGP-IBでパ コンと}Ëされている()があります。(�q)

ºx$%&から~られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、A-のデータの

¬(Max10�)、データ×はコンマで��られている()があります。

_)"ての$%&とのb�を9�するものではありません。

もし、ºx$%&からデータを�けZ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QUします。ほとんどの¬、ßàでOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンド��のものでしたら、*PのコマンドのどれかがÞoされます。
:READ?       :FETCH?     :MEAS?

ºx$%&のデータ���にトリガが()な�、チェックをつけます。

ºx$%&のGP-IBアドレスを:%します。

Zり[んだデータに、*P!vをzった�、ExcelへQUします。
ExcelへのQUë = ( $%&データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへQUする~�をここにQUします。ßàの¬、「ºx$%&」がQUされます。

$%>?�に、$%&に~�するコマンドがある¬は、ここにQUします。 ファンクションやレンジ��えのコマンド

をQUします。 b3はßàです。

$%&のデリミタを:%します。b3は、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「ydコマンド」からトリガの¶·をª«します。

b3は、「GET」のª«をします。

「ydコマンド」をª«した¬は、トリガコマンドをテキストボックスにQUします。

ºx$%&のデータに!vSTをzうときにチェックします。 A-のデータが��された¬は、その"ての

データに、*PにQUした!vがzわれます。

ºx$%&のデータを-ëとして�うか、��しとて�うかのª«をzないます。b3は、「-ëデータ」に:%します。

ºx$%&からA-のデータが~�される¬、データの��り��をÚ%します。¿� には、「コンマ」が

Þoされます。

パソコン

GP-IB

Ê����

３．９９９３．９９９

V1.23456

5.2345 mA

1.2341V OFF

248�;

6485
ピコアンメータ
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��の������

�lに�り����<=をzう¬は、ここをクリックし、$%を>?します。

�l$%モードになります。

��®Uは、§%モードだけがª«できます。

ここに、�<=�×が��されます。ここでの¨øはできません。

「�l$%」ボタンをクリックして¨øします。

�¿��モードの�()
スタートボタンをクリックしてから、ijに<=が>?されるまでのÂち�×をQUします。

このÂち�×の×は、��は®Uされません。»ê ùです。36,000

[えば、 ¡¢�に<£をQれ、¤%の¡ÉにÛÜするまでÂってから$%を>?

したい¬などにÞoします。

<=Ñ、$%をしていない�×¥に、 ��のリミットとトリップåæを¦§します。

��は、リミットやトリップにÇÈに¨½しますが、 フトがそのåæを©®するのは、ここでQUした

¦§ªlの�にだけです。

「 ¡É¦§」が になっている¬は、この�、g�に¡Éの¦§もzいます。

でQUします。

この¦§により、リミット、トリップ、¡É«Fºがどれか１つでもåæすると、��®UをÏÐして<=を

çèします。この�、 はバックアップ9:それます。

248

248

ADC7352 ON

10sec...36,000sec

Excel-Book

ADC 7352� をÞoして、¡É$%をzいます。

®¯¡É«FをQUします。�¶、またはどちらかp\にQUします。

ßàは�%しません。$%�、または¦§�に¡É«Fをºれると��をÏÐして、<=をçèします。

¡É$%にÞoする°�uの±²をÚ%します。

7352 GPIBの アドレスをÚ�します。

$%の�××�を３±²で:%できます。$%でÞoする$%ステップにチェックします。

�××�をQUします。

�××�のö÷を「�」と「ù」で�り�えます。

$%Ô-をQUします。

�Pで:%した$%�××�と$%Ô-から、"ての$%をçèまでの¤)�×

が��されます。この�×が¥uvされるのは、QUしたテキストボックスからカー

ルを´9したときです。

$%データのQUされた ブックを%l に�µき9:する�にチェックを(けます。

その�、9:する$%サイクルをÚ%します。

Excel

$%データが、 シートの»*zにÛÜしたとき、Mのシートの��に´9します。

Mのシートがない¬は、/9 にシートがp·されます。

ただし、シートが20シートにÛÜすると、<=を¸â にçèします。

Excel

2(が¨øになったとき、�Uのブックを9:した�、¹しいブックをp·し、その��から

データをQUします。

データのQUされた ブックを9:するフォルダをÚ%します。Excel

バックアップ9:される ブックºの��に(けるº»をQUします。

ブックには、*Pのº�が/9 に(けられます。

Excel

Excel

バックアップ��で ブックのファイル�

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

Excel

Book xls
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ピコアンメータ
()*+/7

KEITHLEY 6485
ピコアンメータ

KEITHLEY 248
9:�;

50V 5,000V
Max 5mA

～

Max 20mA
10fA=>?

È���

GP-IB

GPIB-USBº��

ラトックシステムî

Windows Xp/Vista
MS-Excel2002/2003/2007

ADC 7352Ù
デジタルマルチメータ

���!

� ()*+/7は、
���メーカへ
ご��ください。

)

BNC
ケーブル

6485を��しないÌÍは、
ココをショートします。

SRS PS310,PS325,PS350,PS355,PS370,PS375Ù

PS310( 1.25kV), PS325( 2.5kV),  PS350( 5kV)
PS355( 10kV),       PS365(+10kV),    PS370(-20kV),   PS375(+20kV)-


