
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'(()で、��さ
れたサンプル�のデータを
-.みます。23なら67
'8も7: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GHしたデータとJじよ
うに、ExcelのNOをPQして、ST・VW・XY�を�Zに�うことができ
ます。 また、[\にデータが-.まれる]^をExcelのグラフウィザードで
��しておけば、データ-.とグラフhがリアルタイムに�えます。
nアドインに��グラフSTNOはありませんので、Excelのグラフウィ

ザードをrQしてSTしてください。

・データロガーとしての�

��された����で��された��のデータをリアルタイムにExcelシートに "#みます。

・()*+への�

Excel-.�/を"り1えながら、�々のデータを シートに"#みます。

・89.�の:;

<=�89 .�>?89 .�>@89 >?バイアス89 >@バイアス89での.�, , , ,DC DC

がCDです。 は <=�89.�だけが:;できます。W32-4284 、


�uからデータの-.をvwします。

ボタンをyした�に、 ボタンPAUSE START

をyすと、スポット
�モードになります。

データの-.を�'��します。

もう��ｸﾘｯｸすると、-.を�vします。

データの-.を��します。

１�パラメータ
�の��を��します。

２�パラメータ
�の��を��します。

１�パラメータの��を��します。


��は、データ��を��
しないように、ウィンドウは�T
のように����となります。

・��
�が�O
� 253ステップまでの��
�が�Oです。
��
�での
�¥は、リアルタイムにExcel¦に
��されます。
§)
W32-4284
�����
�だけが�Oです。
W32-4284SWP
©ªの��
�が�Oです。
・�����
�
・
�«¬��
�
・
�«��
�
・ «¬バイアス��
�DC
・ «バイアス��
�DC

4284/5A
プレシジョン メータLCR

「 」�、�³となり、ｸﾘｯｸする´にデータを-り.PAUSE

みます。 「スポット
�モード」のµ¶の�Sは©ª 1

を¸¹ください。

��
�の��º»を��します。

・「スイープ�」

��を�わず、 1�/2�パラメータの
�を��させた

'(()で ¿りÀします。

・「���( z)」KH

ExcelシートにGHされた���データにÅい���

��
�を�います。

・「
�«¬(V)」

W32-4284 だけで���SWP

ExcelシートにGHされた«¬データにÅい
�«¬

��
�を�います。

・「
�«(mA)」

W32-4284 だけで���SWP

ExcelシートにGHされた«データにÅい
�«

��
�を�います。

・「 «¬バイアス(V)」DC

W32-4284 だけで���SWP

ExcelシートにGHされた バイアス«¬データにÅDC

い «¬バイアス��
�を�います。DC

・「 «バイアス(mA)」DC

W32-4284 だけで���SWP

ExcelシートにGHされた バイアス«データにÅDC

い «バイアス��
�を�います。nÌにオプDC

ション 001が23です。

・ - でÐÑしたÒÓ
�uのデータをJ'にGP IB
-.むことが�Oです。

4284A,4285A

4284A,4285Aは、 のÙÚです。アジレントテクノロジーà

W32-4284/ / 2SWP SWP アジレント・テクノロジー

��

�

OできるRT

nプログラムはExcel¦のアドインとして�Sします。
Excel¦からnアドインをá�すると、Excelシート¦
に、このウインドウがâわれます。 
�するパラメー
タや����の
�ãäをすべて��した�、「S

」ボタンをｸﾘｯｸするとデータの-り.みをvTART
wします。

����


�«¬または«をGHします。

«¬
�と«
�のæçを�います。

DC ON OFFバイアスの / を��します。

アベレージの / を��します。ON OFF

DCバイアス«¬または«をGHします。

«¬バイアスと«バイアスのæçを�います。

アベレージì�を��します。

２�パラメータの��を��します。


�レンジを��します。
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DCバイアスGH¥のíîを��します。

U は、 にVXし、 にはVXしていません。) W32-4284 , W32-4284 Opt.001 Opt.002SWP
W32-4284 2 Opt.001 Opt.002SWP は、 と にVXしています。

W32-4284-R

W32-4284 -NSWP

W32-4284 -RSWP

W32-4284 2-RSWP

W32-4284-N

W32-4284 2-NSWP

)g GP IB- ボード no qrsu

90,000�

190,000�

370,000�

Windows
7/8.1/10
(32,64bit)
Excel
2010/2013/2016
(32bit Only)

NI(

NI(

NI(

Opt.001
VX

Opt.001
VX

Opt.001
Opt.002
VX

��

ラトックシステム(

ラトックシステム(

ラトックシステム(
§)
Opt.001は、4284nÌòóの - ô:オプションです。DC BIAS
Opt.002は、Ò7けバイアス«ô:オプションです。



データを-.むì�を��します。õし、「 」ボタンでいつでも��できます。また、÷もGHさSTOP

れていないときは、65000ìとùúされます。GHできる� ì�は、65000ìです。


����を��します。��ûüは、
�uの-ýþÿ�を¸¹©さい。

・ : フリーランサンプル。FREE RUN

・パソコンから : 
�'(()ごとにパソコンがトリガ。

・パネルボタン : 4284/5パネルのトリガボタンでトリガ。

・ÒÓ�	 :  4284/5のリアートリガ�	からトリガ。

トリガ
�'(を��します。(�は、100ms)

フィクスチャのケーブル�さを��します。ケーブル�さの��は、4284/5の-ýþÿ�のª�

を¸�にしてください。

データに67'8を7:します。


�'(を��します。

データのGHと�にシートをスクロールします。

��のデータ-.'、
�º»��のヘッダを7:します。��
�'には�³です。

データを-.む'(()をGHします。 ここでGHした'(と� �の'(()では��の��

が!"します。÷もGHが�いµ¶やゼロがGHされたµ¶は、�$でデータを-り.みます。

GHできる� '(は、3600%です。

Excelシート¦のカーソルを'�・¦©に(�しデータ-.vwî)を*�します。「 」ボタンSTART

をクリックするとカーソルî)から©+,へデータを-.みます。

ExcelシートへGHする'のíîを��します。

��レベルコントロールを にします。ON

バイアス«./を にします。( にするためには、nÌにオプション001が23です。)ON ON

«¬バイアス��
�で、バイアス«./を にして、
����を1 z1©で
�するµ¶、
�レンジにDC ON KH

よっては、
�¥が2�するまでに34�い'(を3しますので、トリガ
�'(をrQして、
�¥が2�するまでの

'(5つ23があります。その7のµ¶の5ち'(については、nソフトが���に5ち'(を9;します。

<=につきましては、
�uのマニュアル「7A I」のºを¸¹ください。


�¥のBC¥を「
�íî」で��したíîでGHします。BC¥がGHされているµ¶、
�を��すると、
�¥

が「¦DBC¥」1¦になった'、
�¥が「EF」��され、「©DBC¥」1©になった'、「GF」��されます。


�¥にエラーが!"したµ¶データGHは、IFとなります。

4284/85A

パソコン
GP IB-

ÒÓ
�u

§)W32-4284 だけがÒÓ
�uにJKしています。SWP

ÒÓ
�uからのデータをJ'に-.むµ¶、チェックします。

ÒÓ
�uのデータ�MをGHします。

もし、ÒÓ
�uからデータをNけ-る'、クエリーコマンドを[\にOPする23がある'、ここにOPする

クエリコマンドをGHします。ほとんどのµ¶、STで です。OK

もし、マルチメータが コマンドUVのものでしたら、©ªのコマンドのどれかがrQされます。SCPI

: ?READ

: ?FETCH

: ?MEAS

ÒÓ
�uにトリガが23な'、チェックをつけます。

ÒÓ
�uの - アドレスを��します。GP IB

ÒÓ
�uのデリミタを��します。

W32-4284の��

W32-4284 の��SWP
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Excelシートをæçえます。

Z[�で\
�]を-りçえながら
�するµ¶に、このモードをrQします。 「 」ボタンを^にクリックして、その�「 」ボタンをクリックすると「スポット
PAUSE START

�モード」になります。 
�uの��が�われた�、「 」ボタンのクリック5ちとなります。 「 」ボタンをクリックする´にデータがExcelシートに-.まれます。SPOT SPOT

この'「 」ボタンをクリックする_わりに「スペース」キーをyしてもJaのbcとなります。SPOT õし、「サンプリング・トリガ」が「パネルボタン」または「ÒÓ�	」になっているときは、

「 」ボタンではなく、そのトリガGHによりデータの-り.みが�われます。 スポット
�モードSPOT この「 」では、「de'(」のTには1,2,3...と「fÑgh」がGHされます。

iえば、\
�]を-りçえながら、j々の\
�]の
�を�うµ¶にlPです。 「スポット
�モード」をmnするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

スポット.�モードのO��

©T¸¹

「その�」の��

4284/5nÌで��した - アドレスとJじ¥を��します。GP IB



[\に��する�¥を©ªのíîでExcelシートにGHしておきます。（©T¸¹）
・�����のµ¶は、 zKH
・
�«¬��のµ¶は、V  (W32-4284 のみ)SWP
・
�«��のµ¶は、mA  (W32-4284 のみ)SWP
・ «¬バイアス��のµ¶は、V  (W32-4284 のみ)DC SWP
・ «バイアス��のµ¶は、mA  (W32-4284 のみ)DC SWP
「スイープº»」を���、「 」ボタンをyします。START

��に「 」ボタンをyすと、１スイープをmn�、�'q�となります。PAUSE
�'q�rtから、「 」ボタンをyすと１スイープmn�、��、�'q�STEP
rtとなります。「 」ボタンで
�をmnします。STOP

・89.����に、Excelシートに89する�を��し、Excelシート�のカーソル��を��の89�の１つ�に�き、「 」を¡します。START


�vw'のカーソルî)

キーGHした�����のi
(2ず、 zのíîでGHして©さい。)KH

「スイープ�」1Òで、��するº»を��します。

.�¤¥

[\に��された���

��に
�にrQされた���

１�パラメータ
�bc

２�パラメータ
�bc

nアドインは、��グラフSTNOは

ありませんので、Excelのグラフウイザ

ードをrQし、ユーザDで�って©さい。

����の��
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