
・���スイープを�います。

・����レベルのスイープを�います。

・データロガーとして�� サンプリングできます。
'�された�  +で'�された,�のデータをリアルタイムにExcelシートに 23みます。

5665,000;までのデータが=>して2り3めます。

・ABCDへのGH
I��Jを2りKえながら、,々のデータをExcelシートに23みます。

「スポット��」では、VW/YWのZ�[を\�し、��[に]し、リアルタイムにPass/Failの

Z�が`bです。Z�[は、56９０,までgh`bで、Z�[のjっ

たmBを=>��するごとに、pのZ�[にqrtにu�することが`bです。

さらに、Z�[ごとに、�����,��レベルを'�することが`bです。

・wm��yのデータも{�に23みます。
- で}>したデジタルマルチメータの��[や��[も{�に23が��ます。GP IB

3522/31/32
3535

LCR   TESTERHi

3522,3531,3532,3535は、����の	
です。

W32-3532/-3535/-3532BIAS

��

��

����

◆
◆
◆

◆

◆

◆

W32-3532-R

W32-3535-R

W32-3532 -BIAS R

W32-3532-N

W32-3535-N

W32-3532 -NBIAS

B� GP IB- ボード �� r���

120,000�

120,000�

320,000�

Windows
Vista/7/8.1/10
(32bit or 64bit)
Excel
2007/2010
2013/2016
(32bit Only)

NIA

NIA

NIA

ラトックシステムA

ラトックシステムA

ラトックシステムA

w°け
�²DC BIAS-

LCRメータ
3532/3522

「 」は、w°け�²のコントロールにより ���¸ を¹ºW32-3532 -BIAS DC BIAS

することができます。

DC BIAS LCR DC BIAS- - C-Vを¹ºしての メータの��や、 をスイープしながらの ��
などが`bになります。
w°けの H�²は、 ¼A や、DC BIAS ADC KEITHLEY- 6240A/6241A/6242/6243/6244

2400/2410/2420/2425/2430/2440¼A がÁHできます。
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スタートすると、��パラメータや����

の��を!"#に%った(、)�されたサ

ンプリング6778で、)�されたサンプル

�のデータを;<みます。?@なら�C

6DもCFすることもがきます。

Excelシートに;<んだデータは、キーボードからRSしたデータとUじように、

Excelの�YをZ[して、]^・`a・bd�を!fに%うことができます。

また、ghにデータが;<まれるijをExcelのグラフウィザードで��して

おけば、データ;<とグラフsがリアルタイムに%えます。
※zアドインに!"グラフ]^�Yはありませんので、Excelのグラフウィザードを~

[して]^してください。

zプログラムはExcel�のアドインとして"]します。

Excel�からzアドインを�"すると、Excelシート�に、

このウインドウが�われます。

��するパラメータや����の����をすべて

��した(、「 」ボタンをｸﾘｯｸするとデータの;START

り<みを��します。

DC BIAS- ��を	�にしました！

C-F��のÂ L-F��のÂ C-V (W32-3532 )��のÂ BIAS

DC BIAS- ¹ºのÃÄÂ

DCバイアス��ユニット
9268 (Max 40V)
DCバイアス�¸ニユット
9269 (Max 2A)

3522-50
3532-50
3532-80
3531

3535

3522-50
3532-50

DC BIAS- Êb

]ËÊÌ

C-F C-T C-V��、 ��、 ���



����を��します。

��リード��さを��します。

アベレージの��または、 を��します。OFF

��レンジを��します。

����レベルをRSします。

ただし、「スポット��」で¢� の£¤は、ON

¢�¦RS§¨で��した��レベルが

~[されます。

����の��©ªを)«します。

ただし、「スポット��」で¢� の£¤は、ON

¢�¦RS§¨での��が~[されます。

��¬からデータの;<を��します。

「 」をしてから、「 」をすとPAUSE START

��¬の��(、ポーズ±²となり、START

をすごとにステップ"]します。

��するパラメータを)�します。

��パラメータをExcelへRSするときの¶·

を)�します。

��¸は「¹º」、ポーズ¸は「»º」、¼½¸

は「¾º」となります。

データの;<を¿6¸½します。 もう¿�ｸﾘｯｸすると、

;<をÀ�します。

ポーズ¸に、「 」ボタンをすごとに、ステップ"]START

します。

データの;<を¸Áします。

����

�����を��します。��ÂÃは、

��¬の;ÄÅÆÇをÈÉÊさい。

ただし、「スポット��」で¢� の£¤は、ON

¢�¦RS§¨で��した���が~[

されます。

��¬Ëに��してある - アドレスGP IB

とUじ¦を��します。

トリガÑÒ67をRSします。

ÓÔバイアスを を��します。ON

だけの�Yです。W32-3532BIAS

トリガ©ªを��します。

「×Ô」は になります。FREE RUN

「パソコン」は、��のÛ�、パソコンから

トリガをかけます。

「ÓÔ」は、��¬リアーパネルのÓÔト

リガ��( I/Oコネクタの àá)EXT TRIG

からの��によりトリガをかけます。

ä �����が「 」åÊの£¤は、) 1Hz

トリガ©ªのæçは「×Ô」だけがèされます。

éê��する£¤、éêデータのExcelシートのëìセル

·�にカーソルを�いて、このボタンをクリックします。

!"#にÊのテキストボックスにセル·�ïðがRSされま

す。

ñòのセルを)�すると、スイープデータ!"RS§¨がó

«され、スイープデータを!"#に シート�に]ôするExcel

ことができます。 Ê^ÈÉ( )

スポット��の6だけ、�õの¢�ö�をó«します。

また、¢�ö�の÷øを%います。

スポット��の6だけ¢�¦のRSがùY

です。(4ページÈÉ)

3532-80ケミカルインピーダンスメータの£¤、

��� σ のæçがùYです。パラメータから( )

「σ」をæçすると、Ê�の「 � �さ」と「Á¨	」

のRS§¨がó«されます。

À�、この§¨をó«するためには、¿�、�の

パラメータをæçしてから、À�「σ」をæçします。

��モードの��

・スポット��

��したパラメータ¦を)�された6778で ��;<を

%います。

・���éê

ExcelにRSした���¦に�づき、��、���を÷え

ながら��を%います。

・����éê

ExcelにRSした����¦に�づき、��、����

を÷えながら��を%います。

・���éê

ExcelにRSした���¦に�づき、��、���¦

を÷えながら��を%います。

・���éê

ExcelにRSした���¦に�づき、��、���¦

を÷えながら��を%います。

・ - éê (W32-3532 だけの�Y)DC BIAS BIAS

ÓÔに;りCけた ��を~[して、 - の��DC DC BIAS

または� �を÷えながら��を%います。

W32-3532BIASだけのÊbです。

DC BIAS- �の��を)�します。

DC BIAS- ¦を)�します。

DC BIAS- ��の��を��します。

DC BIAS- の��/��を��えます。
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Excelのéêデータの¶·を)�します。

に¶·をCけないで�¦だけでRSしたデータExcel

£¤にだけ��されます。

「 ¦」は、���( ��( ��( として!"し、Hz), V), A)

「 は、���( ��( ��( として!"し、m」 mHz), mV), mA)

「 は、���( ��( ��( として!"します。k」 kHz), kV), kA)

また、 に¶·CでRSしたéêデータは、ここでのExcel

)�は#$され、 に%&RSされた¶·が'[さExcel

れます。

!"できる¶·:Hz,kHz,MHz,uA,mA,A,,mV,V,kV

・ExcelシートへのéêデータRS(

100Hz,10kHz,2MHz,

10mV,5V,,0.001kV,

100uA,10mA,0.01A�

ä)¶·の)*+/,*+は、U¿$されます。



����をロードします。

-ての����を/0します。

����からの 1267をExcelシートにRSします。

データに�C6DをCFします。

データのRSと3にシートをスクロールします。

45のデータ;<6、��678�のヘッダをExcel

シートにRSします。

データを;<む��を)�します。<し、「 」ボタンSTOP

でいつでも¸Áできます。

また、>もRSされていないときは、65000�と@Aされ

ます。 RSできる 4)��は、65000�です。

データを;<む6778をRSします。ここでRSした

67と Bの6778ではEFのGIがJKします。

>もRSが#い£¤やゼロがRSされた£¤は、4�

でデータを;り<みます。

RSできる4)67は、3600Nです。

リミット��・リミット��をRSします。ñòの£¤は、

リミットの��が になります。OFF

オープンPQを��します。PQにôRすると、

PQを にします。ON

ただし、S"でチェックボックスのチェックをÓし

にWXます。OFF

ショートPQを��します。PQにôRすると、PQ

を にします。ON

ただし、S"でチェックボックスのチェックをÓしOFF

にWXます。

オープンZびショートPQの©ªを「 」またはALL

「)����」からæçします。

)����の£¤、������の「���」の

RS���が��されます。

チェックをCけると、��]^をExcelシートにRSする

とき、��パラメータを_©`にaべてRSします。

スポット��の£¤は��されません。

Ê^をÈÉ。

「 」ボタンをëにクリックして、その(「 」ボタンをクリックすると「スポット��モード」になります。 「 」ボタンをクリックするcにデータがExcelシートPAUSE START START

に;<まれます。この6「 」ボタンをクリック ポーズを@dすると、����モードに�り�わります。 ステップ��モードは、e��fを;り�えながら、PAUSE して

g々のe��fの��を%う£¤にiZです。 「ステップ��モード」をjlするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

ステップ��モードのÁHÏÐ

GP IB- で&�した�の��¬からのデータをU6に

;nしたい£¤に、チェックします。

�ページをÈÉください。
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ä)����について

Pentium600 zのパソコンを~[し、�� ,アベレージ ,トリカディレィ 0Nでの��の£¤、q10�/Nのサンプリング��です。MH NORNAL OFF

-DC BIASéêの£¤は、さらにÑくなります。

スイープデータリストの !�"��

ñòのセルにカーソルを�いて、

ここをクリックすると、rの§¨が

ó«され、スイープデータリストを

Excelシートに!"RSできます。

ここをクリックすると>もRSせずにjlします。

ここにスイープ��を��して、「 」をクリックすると、GO

スイープデータリストが シートに!"RSされます。Excel

RSする©`は、「RSr©`」のチェックのv#で

Ê©`/r©`がw�されます。

éê��を%うとき、すべてのéê��(、¿xして

��データをExcelシートにRSしますが、ここにチェック

をCけると、��¦をリアルタイムにExcelシートにRS

することができます。

��¦のリアルタイム]^を%います。

]^©ªはソフトËで¿©#に��されます。

/ の]^©ªだけがæçùYです。LOG LIN

(��は(yÈÉ)



スポット��と&'()*の��+,.

「スポット��」による��.

「&'()*」による��.

�9について

]^にチェックをCけると、!"#に��データを]^できます。

]^のX{/Y{の / のæçをしてください。LOG LIN

]^データは、��©ªのæçにより、Ê�のようにソフトËで¿}#にw�されます。

スイープÑの��

Y 1{は、�� つ7のパラメータ Y 1{は、�� つ7のパラメータ

Y 1{は、�� つ7のパラメータ

(20�までの~り�し��を]^し、それå�は��のみで

]^は%いません。)

X{は、1267 X{は、1267

X{は、スイープリスト

����hに、éê���をExcelにRSし、

そのëì·�を「éê·�」 にRSします。ò

��データがRSされた(
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3532/3522

パソコン
GP IB-

ÓÔ��¬

>?��@ マルチメータ� のK�LM( )

ÓÔ��¬とは - でパソコンと&�されている?@があります。(Ê^)GP IB

ÓÔ��¬から�られてくるデータのフォーマットは、 であり、��のデータの£¤(Max10g)、データ7はコンマで��られている?@がASCII

あります。

ä)-ての��¬との��を/�するものではありません。

もし、ÓÔ��¬からデータを�け;る6、クエリーコマンドをghに��する?@がある6、ここに��する
クエリコマンドをRSします。ほとんどの£¤、ñòで です。OK
もし、マルチメータが コマンド��のものでしたら、Ê�のコマンドのどれかが~[されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

ÓÔ��¬のデータ��6にトリガが?@な6、チェックをつけます。

ÓÔ��¬の - アドレスを��します。GP IB

;り<んだデータに、Ê��dを%った(、ExcelへRSします。
ExcelへのRS¦ = ( ��¬データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへRSするg6をここにRSします。
ñòの£¤、「ÓÔ」がRSされます。

����hに、��¬に��するコマンドがある£¤は、ここにRSします。 ファンクションやレンジ��えのコマンド

をRSします。 ��はñòです。

��¬のデリミタを��します。��は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「��コマンド」からトリガの©ªをæçします。GET TRG

��は、「 」のæçをします。GET

「��コマンド」をæçした£¤は、トリガコマンドをテキストボックスにRSします。

ÓÔ��¬のデータに�d��を%うときにチェックします。 ��のデータが��された£¤は、その-ての

データに、Ê�にRSした�dが%われます。
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DC BIAS- の��LM

3532-50,3522-50

DCバイアス��ユニット
9268 (Max 40V)
DCバイアス�¸ニユット
9269 (Max 2A)

LCRメータ

ÁH`bな ²DC BIAS-

ADC¼
6240A/6241A/6242/6243/6244
KEITHLEY
2400/2410/2420/2425/2430/2440

GP IB- ケーブル

GPIB USB- ÕKy DC BIAS- ��の��を)�します。

DC BIAS- ��の��を��します。

(Ê^ÈÉ)

��の アドレスを��します。GPIB

&�©ªを)�します。

��は、2àáªをæçします。

6243/44をæçした£¤にだけ、

ó«されます。

その�jの	[��の���をæ

çします。

��のWSレンジの を)�AUTO

します。��は、 をæçします。AUTO

Wない£¤は、WSレンジをAUTO

キーRSします。

キーRSした¦がWSùYな、4,

のWSレンジに��されます。

��WS¦をRSします。

éê��6、ëìステップWS(の

�ち67を)�します。

ëìステップでは、ここでRSした

ÑÒ67+トリガディレーがÑÒ67に

なります。

LCRメータの��¦とU6に��の

��¦をExcelシートに;り<みます。

C-V��Ö×



スポット��による、��NのPass/FailO�

スポット��をØÙしたÚÛだけ、��[に]しPass/FailZ�が`bです。
また、90,のZ�[を\�`bで、それぞれのZ�[ごとに、�����と
��レベルの'�できます。

��¦の¢�を%う£¤、チェックします。

¢�¦がRSされていても、チェックがCけられていないと

¢�は%われません。

�õRS¸の¢�¦ö�をó«します。

RSする¢�¦ö�をアップダウンします。

¢�¦は4)90gまでRSできます。

それぞれの¢�ö�ごとに、£òには¤¥¦をRSし、ròには

±¦G(%)をRSします。

��の「��/Ê�でRS」にチェックをCけた£¤、��¦/Ê�

¦をそれぞれRSします。その£¤は、どちらか¿©だけのRSで

もかまいません。ñòの£¤は、¢�を%いません。

ステップモードで��した£¤だけ、��するごとに¢�¦ö�

をインクリメントします。

����モードでの��では、!"#にインクリメントしません。

ä)ステップモードの��とは。

「 」ボタンをした±²で「 」ボタンをす��のPAUSE START

こと。

¢�]^がFailの£¤、��はExcelシートに��¦が¹ºで

RSされますが、さらにFail§¨(Ê�)がó«されます。

スポット��QのRU.

¢�]^がFailの£¤、

��¦が¹ºでó«されます。 ��の「¢� の¨!§¨をó«」にチェックをCけると、NG

��¦がFailの£¤、この§¨がó«されます。

¢�¦ö�がó«されます。

��¦は、ここにó«されている¢�¦ö�

にRSされている¢�¦により、Pass/Failの

¢�が%われます。

このテキストボックスの�にマウスカーソルを

ª"すると、「¢�¦8¥」がó«されます。

¢�¦ö�をアップダウンします。

��「��ごとに¢�Noをインクリメント」にチェックをCけ

ると、ステップモードの��では、「 」ボタンをすSTART

たびに!"#に¢�¦ö�がインクリメントされます。

このテキストボックスの�にマウスカーソルをª"すると、

「¢�¦8¥」がó«されます。

¬¢�¦に8¥のRSができます。

¢�を��¦/Ê�¦でRSするときチェックします。

チェックが#い£¤は、¤¥¦±¦G(%)でのRSになります。

それぞれの¢�ö�ごとに、�����を��します。

��ÂÃは、��¬の;ÄÅÆÇをÈÉÊさい。

����の��©ªを)«します。それぞれの¢�ö�ごとに、

����レベルをRSします。それぞれの¢�ö�ごとに、

À��を%うために、Excel�のカーソルを

ひとつ�に®します。45に��したデータ

の·�より�へはª"できません。

また、Êへのカーソルª"はできません。
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