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��

◆

34420Aは、キーサイトテクノロジー�の��です。

	
��の�����！
４����をサポート！

��できる�� �� GP-IBボード �

260,000�

290,000�

W32-6241MR2-R

W32-6241  4-RMR

W32-6241MR2-N

W32-6241  4-NMR

NI�

NI�

6240A/40B/41A
6242/6243/44
2182A,34420A
2000+SCAN

6240A/40B/41A
6242/6243/44
2182A,34420A
2000+SCAN

ラトックシステム�

ラトックシステム�

����

Windows
7/8.1/10
(32 or 64bit)
Excel
2010,2013
2016,2019
(32bit Only)

ナノボルトメータ

KEITHLEY 2182A/KEYSIGHT 34420A
��に���は�まれておりません。

"#$%&による5:で、<=">による5:?@をFJし、QRUなXZ[\5:をおこないます。

ghj"#での

[\m5:pq

uhj"#での

[\m5:pq

vソフトの"#$%&により、

<=">による?@}~をFJしたpq

&'、()*を,-した56()79では、 から <=の>き@なCDを&Cして79がFわれます。しかし、H79Iによっては、H79IのLM、0.1A 1.0A

またはOPをQくため、このような>きめなCDを&CできないWXがあります。このとき、[ 、または、[ での79CDで()を79することになりますが、mA uA

79-]^ケーブルaのPbCcのdeを>きくfけるhiとなります。

jkでは、79CDにlnした、79される()pqrをsします。

79CDが6さいほど79wxが>きくなります。これは、79CDが6さいほどH7

9IのyzC{が6さくなり、PbCcのdeをfけやすくなることを}しています。

>きめの79CDで79したWXでも、H79Iの()pがμΩ<=であれば�じ

ようにPbCcのdeを>きくfけることになります。

PbCcによるwxの>きさは、,-する]^��の�a、�さ、また��の�=��

に>きくlnします。

�ソフトでは、CD���による79でPbCcによるwx��を��し、かつ、��r

�により、��ノイズや�=qrによるバラツキを6さく えます。

ただし、,-する*7 の¡¢や =を£えることはできません。

・79 について。

この79では、H79IのyzC{は[μ 、¥はそれ§¨のC{になり、&'のV

デジタルマルチメータや、C¯が°±するC{79²¢では79が³´なレベルです。

このように6さなC{を =¶く79するために、&'はナノボルトメータと¹ばれるC{

*を,-しなければなりません。

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

エーディーシー�

6240A/40B/41A/42/43/44

ケースレー�

ナノボルトメータ 2182A

ケースレー�

マルチメータ 2000

SCAN/TCSCAN

キーサイトテクノロジー�

マイクロオームメータ 34420A

GP-IB

4��5:に��

2182Aによる

��"�5:に��

34420Aによる

��"�5:に��

その�の5:�による

��"�5:に��

10Chスキャナーカードに��し、
���の"�や�Uの5:が� です。

�ソフトが� する#�$の%&

5:"#の¡"

¢5:£

"�5:
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6240A/40B/41A/42/43/44
����・���／モニタ

6240A,6240B,6241A,6242,6243,6244は、 �の��です。エーディーシー

¤¥5:�

４§¨5:� 



5:データの©ª«¬
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'()*を+,して、	
��の��を8なうことができます。

Z"#によるXZ[\を5:しようとすると、µに¶·の?@¸¹によりºしい[\mが5:できません。

1.5:�ケーブルで¾じる<=">によるオフセット"�。
2.ÁÂノイズによる5:mのバラツキ。
3.5:"�の~Æ ÇÈやRUÇÈ。

É vソフトを��しても、��する5:�がÌつ5:RUÎÏの5:はできません。)

<=">による?@}~のFJ

XZ[\をあまりÒきくない"#で5:しようとすると、
そのÔ�の"�はÕμ ×Uの"�になるØÙがありV
ます。Ûえば、 Ωの[\Þを の¡"で5:しよ1m 10mA
うとすると、[\ÞÔ�の"�は μ となり、このXZ10 V
な"�をQRUに5:するß¸があります。
しかし、"�5:のために��するケーブルのâãä
Ù�にはゼーベックçqによる<=">がè¾し、そ
の"�}~が?@¸¹となります。その"�のÒきさ
は、��するケーブルやêëの�U��によってíな
りますが、Õμ になるØÙがあります。V
そのため、��する5:ケーブルは、îïでí�âã
とのäÙをðけ、ò�âãで、かつó>ôいケーブルを
��することがß¸です。[\がZさいほど、また、5:
"#がZさいほど、<=">の÷øをÒきくùけることに
なります。úûは、üý"#をスイープして[\mを5:
したÛですが、üý"#がZさいと5:される[\mの
?@が�えることがÆります。

ghj"#での

[\m5:pq

uhj"#での

[\m5:pq

vソフトの"#$%&により、

<=">による?@}~をFJしたpq

vソフトは、<=">の?@}~をFJするために、3つの�&をサポートしております。

üý"#
üý"#

üý"#

5:"�
5:"�

5:"�

0
0

0

0
0

0

<=">による
"�オフセット

<=">による
"�オフセット

①"#$%&
ghjとuhjでそれぞれのhj
で"�を5:し、その©ªmから
[\を�めます。

②ゼロ
º&
"#ゼロの¯の"�と、��に
¡"した¯の"�の@から[\
を�めます。

�U�

③3�
º&
5:ïに�U�が�るØÙに
�U�~も
ºします。

ÁÂノイズによるバラツキのFJ

�5mのバラツキ

©ª«¬m

「"#$%&」「ゼロ
º&」は、©ª«�Õを
�Ò100�まで�:が� です。
5:�へのÁÂノイズの��に�する��を�
なうことが�vですが、FJできない5:mの
バラツキは、©ª«¬によって�:した5:m
を� できます。
úûでは、üý"#mを!:で「"#$%&」で
ò!の"#Þを$%し5:したÛです。ghjで
の4�5:mの©ªmと、uhjでの4�5:mの
©ªmをさらに©ªして[\mを&'しています。
�:した[\mが られています。

◆

◆

üý"#

[
\

5
:

p
q
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25.4560
DCV ACV

DCI ACI

4��5:

2��5:

2��5:
2��5:

KEITHLEY 2182A

Agilent 34420A

624xCDで4EF��のGH 624x+2182Aで��のGH

624x+34420Aで��のGH 624x+そのL��$で��のGH

5:"#の¡"

¢5:£

"�5:

5:"#の¡"

¢5:£

"�5:

5:"#の¡"
5:"#の¡"

¢5:£
¢5:£

"�5:
"�5:

DVM

	
����のMNOP

5:"#を)*しながらの[\5:Û

5:"#を+:した[\5:Û

5:"#リスト

5:"#m

[\mの5:pq

[\mの5:pq

5:�の�5m

5:�の�5m

ghj"#5:m

ghj"#5:m

uhj"#5:m

uhj"#5:m

vソフトでの5:pq

vソフトでの5:pq

624xが"�モードのØÙ、5:mは"#mとÆ.されます。

また、"#モードのØÙは、"�mとÆ.されます。
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「 」ボタンをÃしたÄ、「 」SHIFT DIGITS
( )ボタンをÃします。GPIB
¨Ïのように「 」にして「GPIB ON ENT

」ボタンでÔ9します。ER

79 の - アドレスをÙÚのアドGP IB
レスにÛ9し「 」ボタンでÔ9ENTER
します。

79 のラングエッジを「 」にÛSCPI
9し「 」ボタンでÔ9します。ENTER

KEITHLEY 2182AのW�

KEITHLEY 2000のW�

「 」をÃして、「 」( )キーをÃして、SHIFT DIGITS GPIB

- を にÛ9します。GP IB ON 「 」キーをÃして、アドレスをÛ9します。ENTER

もう１=「 」キーをÃして、ラングエッジをENTER

「 」にÛ9します。SCPI

�ソフトをXZするために^)な#�$のW�

_`ab

[\5:を�います。
この「79」タブをàáして「 」ボタンをSTART

クリックすると、ã9したCDpでの()79や、

äcしたCDリストにåづいて()Excelシートに

79をFうことができます。

シートのCDリストで79するWXは、ëìExcel

にキーäcしておいてください。

�/は、このボタンで、��する��
の12と、その - アドレスを�:しGP IB
てください。¶·を56ください。

vÞのスイープ� を��した5:
この「スイープ」タブがàáされているîに「ＳＴＡ

」をクリックすると、äcしたスイープòóにåＲＴ

ずき² のÛ9をFったÄ、スイープをöFしま

す。 スイープ÷øÄ、そのhiを Excelùにúû

みます。úûデータは、ýþのカーソル��から

¨��に�かってäcされます。

データのúûÄ、Excelシートùに、���に	

kをFいます。パルス�cも�¢です。

¤¥°78して[\5:を�います。
「�79」をàáしたWX、「79」タブでÛ9

した79òóにåづいて����して()7

9をFいます。

vÞのカスタムスイープ� を��した5:
この「 」タブがàáされているîに「 」カスタム ＳＴＡＲＴ

��のカスタムリストに��されていをクリックすると、

る�cリストにåづいたスイープ79をFいます。

スイープ÷øÄ、そのhiをExcelùにúûみます。

úûデータは、ýþのカーソル��から¨��に�

かってäcされます。パルス�cも�¢です。

「�$のW�」のab
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２yz79／４yz79の��をFいます。

79 ��をÛ9します。

² の - アドレスをÛ9します。GP IB

「79」タブをàáしての79で、「 」îの² �c��をã9します。PAUSE

79��î、１ だけオートゼロをFいます。

62410A/41A/42Aだけの²¢です。



ýþの79を÷øÄ、#î$%します。 「 」をÃＰＡＵＳＥ
したまま、「 」をÃすと、ステップ�	になります。ＳＴＡＲＴ
)*に「 」をÃしたÄに「 」をÃしても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
�	になります。 「 」を+�すると、�� モードに-PAUSE 79
.します。 「 」タブがàáされたときのみ、01です。79

�cを23します。

45を66s}に�り�えます。

C{�cするîは、78CDをäcし
CD�cするîは、78C{をäcし
ます。 9:のWXは、² ;<に=じ
その�cpに>?した)>の78p
に���にÛ9されます。

,-する² の��がs}されます。

@A°の[pは - アドレスをsわGP IB

します。² ��と - アドレスのÛGP IB

9は、「² のÛ9」ボタンでFいます。

()を9CD79と9C{79でàá
します。
「C{」�cでの()79は、79² 
の「°B」「そのC」をàáしたîだけです。

Excelùのデータを�cするîのD�をÛ9します。 Excelùの
データが「１００」で、「uA」をÛ9すると、100uAが�cされます。

79が した します÷ø î、² の�cを 。OFF
チェックをGけないと、Høî、�cは)Äの�cpでON
をIJします。

チェックをGけると、�cがパルス
�cになります。Kkがs}され
ますから、パルスL/ をäベースp
cしてください。
パルス�cにチェックをGけると、
「IJî�」がパルス�に�り�
わります。C{/CDの�cIJî�をäcします。

9:のîは、79にMNな)6î�に
なります。パソコンのタイマでî�をPQ
しますからあまりRÔではありません。
パルス�cのWXは、パルス�に�り
�わります。
0.05～9999 のWXでäcできますが、
Cの�còóやパソコンの¡¢により、
0.05 GYのî�はZれないWXが
あります。

「5:」タブを9:した;、「 」ボタンで[\5:を<=します。START

「 +:'>」のチェックをÁして、"#�)で[\5:を�うØÙは、?@にExce

lシートに5:"#リストを�>しておくß¸があります。その;、「'>�A」ボタンで、

���が'>するExcelシートÏのデータ�ABCをE:してください。

Ï ·�:をした;、「 」ボタンをクリックするとE:�AからgF¶hjに"#START

mが'>され、その[\5:pqがGHのカーソル�Aに�>されます。

「'>�A」ボタン56

�cするデータ[\��をã9します。
Excelùのカーソルを�cしたい[\�
�に�いてこのボタンをクリックします。
jのテキストボックスに、カーソル��が
���にäcされます。
テキストボックスへは、^_、`äcも�
¢です。 テキストボックスが9:の��
では「 」できません。Mず、äcがMNです。START

a9されたCD、またはC{で79

するîにチェックをGけます。

792に² にエラーがObしたWX、�cを23す

るòóをÛ9します。¨Ïの45でÛ9します。

79に,-する79 をã9します。

・°B

624xをDcで４yz�での79のW

Xにàáします。

・2182A

2182Aを,-するWXにKEITHLEY

àáします。

・34420A

Agilent34420Aを,-するWXにà

áします。

・そのC

そのCの79 を,-するWXに

àáします。

79の�� [をã9します。

1～100 でã9します。

「��モード」にチェックをGけたWX、

=��だけで��r、h��だけで

��rしたÄ、=��とh��のpを

さらに��rして()pをj�します。

CD&CÄ、79��までのkl

î�をäcします。

79��で、* の79のîだけ、

&CÄの79��までのmちî�を

äcします。* だけ、ùÏの79k

lî�にpjされます。

79hiを シートにäcするîのExcel

D�をÛ9します。

チェックをGけると、ö7pはExcelにäcされず、

j�した()pだけがExcelシートにäcされます。

チェックをGけると、()pを*jしないで、79 の

79p(C{/CD)をそのままExcelシートにäcします。

CDまたはC{の�c79pもExcelシートにäcします。

àáした79 のqrÛ9をFいます。

����のe8
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6240A/41A/42Aだけの²¢です。
「Høî�c 」にチェックをGけOFF
たWX、² のオペレーションをOFF
にしないで、オペレーションを のまON
まで、サスペンドにします。
ここでは、サスペンドのîの�cC{
をäcします。

「vwQ」「x¡��」「ゼロyR」「デルタ ３{� 」からà( )

áします。

「vwQ」D|��での79。

「x¡��」79ごとにCD��を�り~えて79。

「ゼロyR」79とCDゼロを��に�り~えて79。

「デルタ ３{� 」79�にCD��を�り~えて３ 79( )

をFいます。

�9pをäcします。�9pを�れると、
シートに��でデータをäcします。Excel

�9pを�れると79を23します。

a9�cモードのWXは、オフセットpのäcが�¢です。
'に79hiから、このオフセットpが�かれたpが

シートにäcされます。Excel



792、79pが'にExcelシートs}

されるように、Excelシートを���にス

クロールします。792の	kをFって

いるとき、グラフがスクロールにより�れ

てしまい��XなWXは、チェックを�し

て79をスタートします。

79��からの��î�をExcelシート

にäcします。

,-する624xのqrをÛ9します。

79データの�Gî�をExcelシートにäcします。

KEITHLEY2000の79も�îにFいます。

だけの²¢です。(W32-2400 )MPX

Cの79 の79も�îにFいます。

(�B79 の�を��ください。)

79データのトレンドグラフを	�します。

「��()79」では、グラフは	kされません。

äcした�てのòóをロード�びセーブします。

「 l」タブをàáし、データ�cをFうWXのリアルタイム	79
kの��をÛ9します。

グラフのタイトルをÙÚにäcします。9:でもかまいません。

��のデータをã}します。

��のデータをã}します。

��@�の / をäcします。9:のWX、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、ëìにpをäcし、a9スケール
にすると、	kが��にFわれます。

��@�の / をäcします。9:のWX、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、ëìにpをäcし、a9スケール
にすると、	kが��にFわれます。

「グラフh」のab

79の��î�をÛ9します。ここでのäcpが79î�の�さを 9し、äc�¢なIJî�(パルスL)にdeを

¡えます。

��$で「ij」をklしたmのnoW�

��$で「 」をklしたmのnoW�2182A

アナログフィルタを にします。ON

デジタルフィルタを にします。 にÛ9したWX、そのòóをÛ9します。ON ON

79レンジを / で��えます。 のﾁｪｯｸを�すとレンジäc-テキストAUTO MANUAL AUTO
ボックスがýれますからレンジをキーボードからäcします。¦§なpをäcするMNはあ
りません。äcされたpに#¨Yい１つùのレンジにÛ9されます。

��î�をÛ9します。

リファレンス²¢を にし、そのリファレンスpをäcします。ON

É)I々のKLの� N につきましては、5:�の「User's Manual」を56ください。

79チャンネルをã9します。&'は「 1」をàáします。DCV

2182Aの - アドレスをÛ9します。GP IB

��$で「 」をklしたmのnoW�34420A

É)I々のKLの� N につきましては、5:�の「User's Manual」を56ください。

��î�をÛ9します。

79チャンネルをã9します。&'は「 1」をàáします。DCV

¬Û9�@は、79 にG�するú®¯°にÏ±されている®¯²を��ください。

79をオートレンジでFいます。マニュアルレンジでは、78CDによって まるレンジにa9されます。

79HøÄ、 ùのカーソル��が���に79Excel

データのKµ��へ¶�します。
チェックがvいWXは、¨µ��へ¶�します。
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��$で「そのL」をklしたmのnoW�

そのC79 とは - でパソコンと_�されているMNがあります。GP IB
そのC79 から·られてくるデータのフォーマットは、 であり、¹[のデータのWX(Max10»)、データ�はコンマで¼�られているMNがASCII
あります。
½1 ¹[のデータをf¾したWX、�ソフトで,-するデータは、[\の1つだけで、それ§¿のデータはÀてられます。)
½2)そのC79 からのデータúりûみは、�ての79 との&¾をIÁするものではありません。

もし、79 からデータをfけúるî、クエリーコマンドをëìに·¾するMNがあるî、ここに·¾する
クエリコマンドをäcします。ほとんどのWX、9:で です。OK
もし、マルチメータが コマンドÂÃのものでしたら、¨Ïのコマンドのどれかが,-されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

79 のデータf¾îにトリガがMNなî、チェックをつけます。

そのC79 の - アドレスをÛ9します。GP IB

úりûんだデータに、¨ÏÇjをFったÄ、Excelへäcします。
Excelへのäcp = ( 79 データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへäcするë�をここにäcします。
9:のWX、「�B」がäcされます。

79��ìに、79 に·¾するコマンドがあるWXは、ここにäcします。 ファンクションやレンジ��えのコマンド
をäcします。 &'は9:です。

79 のデリミタをÛ9します。&'は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「ÙÚコマンド」からトリガの��をàáします。GET TRG
&'は、「 」のàáをします。GET
「ÙÚコマンド」をàáしたWXは、トリガコマンドをテキストボックスにäcします。

79 のデータにÇjwQをFうときにチェックします。 ¹[のデータがf¾されたWXは、その�ての
データに、¨ÏにäcしたÇjがFわれます。

79 のデータは[pとしています。

79 から¹[のデータが·¾されるWX、データの
¼�り²Ïをã9します。#Ð�には「コンマ」が,-されます。

��pqリストを シートにtuするOPExcel

ÑÒを��するìに、�cする79CDリスト

を���にäcしておきます。

CDは、�cするWXはプラスpで、ÓûむW

Xはマイナスpでäcします。

ÑÒの79hiが、このようにäcされます。グラフ²¢を

にÛ9しておくと、���に	kがFわれます。On

この��を�c��にã9します。

�cデータは、 ùのÙÚの��Excel

にäc�¢です。

この��にカーソルを�いて、ÑÒを��したWXのÕです。

カーソル��はÙÚですが、79hiは、カーソル��から

¨��にäcされます。
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{j��$ マルチメータ� のW�OP( )

�B79 とは - でパソコンと_�されているMNがあります。(¨k)GP IB
�B79 から·られてくるデータのフォーマットは、 であり、¹[のデータのWX(Max10»)、データ�はコンマで¼�られているMNがASCII
あります。½)�B79 からのデータúりûみは、�ての79 との&¾をIÁするものではありません。

もし、�B79 からデータをfけúるî、クエリーコマンドをëìに·¾するMNがあるî、ここに·¾する
クエリコマンドをäcします。ほとんどのWX、9:で です。OK
もし、マルチメータが コマンドÂÃのものでしたら、¨Ïのコマンドのどれかが,-されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

�B79 のデータf¾îにトリガがMNなî、チェックをつけます。

�B79 の - アドレスをÛ9します。GP IB

úりûんだデータに、¨ÏÇjをFったÄ、Excelへäcします。
Excelへのäcp = ( 79 データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへäcするë�をここにäcします。
9:のWX、「�B79 」がäcされます。

79��ìに、79 に·¾するコマンドがあるWXは、ここにäcします。 ファンクションやレンジ��えのコマンド
をäcします。 &'は9:です。

79 のデリミタをÛ9します。&'は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「ÙÚコマンド」からトリガの��をàáします。GET TRG
&'は、「 」のàáをします。GET
「ÙÚコマンド」をàáしたWXは、トリガコマンドをテキストボックスにäcします。

�B79 のデータにÇjwQをFうときにチェックします。 ¹[のデータがf¾されたWXは、その�ての
データに、¨ÏにäcしたÇjがFわれます。

�B79 のデータを[pとしてうか、²Ïとしてうか
のÛ9をFいます。&'は「[pデータ」にÛ9します。

�B79 から¹[のデータが·¾されるWX、データの
¼�り²Ïをã9します。#Ð�には「コンマ」が,-されます。

�B79 が·¾するデータ[をセットします。

KEITHLEY 2000をXZするGHのW�

79レンジを / で��えます。AUTO MANUAL
のﾁｪｯｸを�すとレンジäc-テキストボックスAUTO

がýれますからレンジをキーボードからäcします。
äcされたpに#¨Yい１つùのレンジにÛ9され
ます。

トリガ��をÛ9します。
「 」FREE RUN
792も ��をIJします。FREE RUN
「パソコン」
79î��にパソコンが79 にトリガを·¾します。
79 は ��になります。HOLD
「�B」
79 リアーのトリガリンクyzに�してサンプリング
をFないます。

79のトリガディレイî�をäcします。
&'は、9:または「0」をäcします。スキャナカードを,-するときチェックをGけます。

サンプリングレートをÛ9します。
= 0.01FAST NPLC
= 1MID NPLC
= 10SLOW NPLC

アベレージング²¢を にします。ON

79 ��でÛ9した - アドレスと�じpをÛ9GP IB
します。

79ファンクションをÛ9します。 C{CD, C{DC AC
CD, ()2^()4^,�=,�Ö[,�からàá。

79データを×[Çjして、
そのhiをExcelシートにä
cします。K45がs}され
ますから、×[A,BとそのÇ
jhiのD�をäcしてくだ
さい。

79pをExcelへäcするîのD�をÛ9します。
「öp」は、79ファンクションにより「V」「A」または
「Ω」のD�でäcします。「×[Çj」を01にし
たWXは、このÛ9はvØされます。

Ù>p79を にします。ON

��の��

79のファンクションで「�=」をàáします。

PC>のタイプをàáします。 K, J, T( )

�=のD�をàáします。 C,F,K( )

サンプリングレートをÛ9します。
= 0.01FAST NPLC
= 1MID NPLC
= 10SLOW NPLC

���・��の��

79のファンクションで「�Ö[」または
「�」をàáします。

79するC{レンジをÛ9します。

アベレージング²¢を にし、そのòóをON
Û9します。

É だけの� です。)W32-6241MPX
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INPUTSENSE

HI

LO

Model 2000- Scanner  Card(10ch)SCAN
Model 2000- Scanner  Card(9ch)TCSCAN

DUT

DUT

DUT

Model 2000
MultiMeter

Ch-1

Ch-3

Ch-4

Ch-5

Ch-6

Ch-7

Ch-8

Ch-2

４��5:のpP

４��5:のØÙ

は、この「 」SENSE

ラインをQý�P

します。

２��5:のØÙ

は、この「 」INPUT

だけをpPします。

２��5:のpP

２��5:のpP

４��5:

２��5:

Model2000-SCAN スキャナカードをXZした��OP

79するチャンネルにだけにチェックをGけます。
79チャンネルは��しているMNはありません。

79ファンクションをÛ9します。¬チャンネル�にÛなったファンク
ションのÛ9が�¢です。 た だし、��したチャンネルで�て�#
のファンクションにÛ9すると�いスキャニング79が�¢になります。
そのWX、 C{で の79にNするî�はÜ です。DC 10ch 1.1
1～5 では、４yz()79のàáが�¢ですが、４yz()79をch
àáすると、その>になるチャンネルの,-はできなくなります。 Õえ
ば、 を４yz()79にÛ9すると は,-できなくなります。ch-2 ch-7

「 リレーカード��」にチェックをTけると、¶·VWがYZされますから、スキャン5:の[\を�:します。「リレーカード��」チェック
がTいた]^から¶·VWをYZするためには、!_チェックをÁしてから`UチェックをTけます。
� チャンネルの5:ファンクションeのサンプリングレイト やアベレージングhの5:[\は?@に��で�:しておく( , , )FAST MID SLOW

ß¸があります。

¬チャンネルの79pにÇjwQをFったÄ、 へのäcをFうExcel
WXは「Çj」にチェックをつけ、「×[ 」「×[ 」「D�」にÝ�なpA B
をäcします。

へのäcp 79p ×[ ×[Excel = ( - B ) * A

スキャナカードのMN�

É) では、1chは��できません。TCSCAN
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�������を8うGHのW� É だけの� です。)W32-6241MRX

「79」タブで、a9�cにチェックをGけたîだけ「��()79」が�¢になります。

また、79òóは、�て「79」タブの45でÛ9したòóにÞいます。ただし、グラフの	kはFわれません。

「 」ボタンをクリックして、ößに79を��するまでのmちî�をäcします。START

Õえば、à�á°にÑâをäれ、ã9の�=にäåするまでmってから79を��

したいWXなどに,-します。

79のî��æを３�aでÛ9できます。79で,-する79ステップにチェックします。

î��æをäcします。

î��æのD�を「 」と「�」で�り�えます。

79 [をäcします。

ùÏでÛ9した79î��æと79 [から、�ての79をHøまでのãNî�

がs}されます。このî�がç*jされるのは、äcしたテキストボックスからカーソ

ルを¶�したときです。

79データのäcされた ブックを9�にù°きInするîにチェックをGけます。Excel

そのÄ、Inする79サイクルをã9します。

79データが、 シートの)¨Fにäåしたとき、èのシートの[\に¶�します。Excel

èのシートがないWXは、���にシートが	�されます。

ただし、シートが20シートにäåすると、ÑÒをé7�にHøします。

�Gがqêになったとき、ýþのブックをInしたÄ、ëしいブックを	�し、その[\から

データをäcします。

データのäcされた ブックをInするフォルダをã9します。Excel

バックアップInされる ブックìの[\にGけるìíをäcします。Excel

ブックには、¨Ïのììが���にGけられます。Excel

バックアップ	
で ブックのファイル�Excel

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

pq��による�����の����

CDをîWXに�qしながら()pの79をおこなうWX、79データをグラフによりï>s}すると、¨ÏのようなðかなñxがòられるWXがあります。

これは、C{CDOb の�cレンジをオートレンジで79したWXに、レンジの�り�わり{でObします。

このñxをóぎたいWXは、�cレンジをa9レンジにして79をFってください。

:
�cがオートレンジのî、

レンジの��り{で、56な

ñxがObします。
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スイープ5:pqが シートに�>されたÛExcel

�$�Dでのスイープ¢uと��を8う

vÞのスイープ� を��した5:
この「スイープ」タブがàáされているîに「ＳＴＡ

」をクリックすると、Û9したòóにåずき、２õＲＴ
の² が�をúってスイープをöFします。
スイープ÷øÄ、そのhiをExcelùにúûみます。
úûデータは、ýþのカーソル��から¨��
に�かってäcされます。
スイープHøÄ、データをパソコンúûみにNす
るî�は、5000ステップのデータのWX、Ü20

です。

C{スイープ／CDスイープを�り�えます。

スイープスタートC{／CDをäcします。

スイープストップC{／CDをäcします。
スイープのWXスタートとストップのRöLOG

のx¡は�じにしてください。

LINスイープのî、ステップC{をäcし
スイープのî、ディケード÷りの�øLOG

[をäcします。
½） スイープのWX、この:は`äcLOG
�úません。 ダブルクリックによりäcp
をqêしてください。

78C{／78CDをäcします。

¬ステップのIJî�をäcします。
パルス�cのWXは、�をäcします。

リニア/ログのスイープを�り�えます。
(6240A/41A/42AのWXは、 / の��え)LIN FIX

スイープスタート/ストップpのäcのD�を
Û9します。

パルスモードで�cします。
「IJî�」がパルス�となります。
�îに¨Ïのòóをäcします。

スイープスタート／ストップ�をû-スイープし
ます。

スイープを��します。

¬äc�@の®¯は、² にG�するú
®¯°を��ください。

,-する² の��がs}されます。
@A°の[pは - アドレスをGP IB
sわします。² ��と - アドレスのGP IB
Û9は、「² のü�」ボタンでFいます。

R6240のパルス'>のØÙだけYZされます。
パルス'>では、1AÎÏの"#'>を�う
ØÙ、�mなパルスê¥/パルスnなどをo
�pにq&し�:します。

6241A/42AのWXにs}されます。

クリックすると2ndスイープのÛ9が�¢に

なります。⑥の�を��。

79データが[prして、

シートにäcされます。Excel

���に ÿ¡が	kされます。I-V
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スイープ"�をExcelに�rみます。
è¾モードが「"�」で、「スイープ"�」と
「スイープ"#」のÔhにチェックをTけた
ØÙ、このスイープ"�は、��の5:
mでなくq&mで�>されますから、��
の'>"�mとtvíなるØÙがあります。

スイープ"#をExcelに�rみます。
è¾モードが「"#」で、「トレース"�」と「トレー
ス"#」のÔhにチェックをTけたØÙ、このスイ
ープ"#は、��5:mでなくq&mで�>され
ますから、��の'>"#mとtvíなるØÙが
あります。

"�スイープの¯、ここで�>した"#m
に��した"�mをq&し、Excelに�>
します。"#スイープのØÙは、"�mの
�>になります。

5:のw~¯°を�:します。
�ステップでの5:xy¯°を�>します。

スイープ"�／"#をÔhとも�rみE:
したØÙ、o�pに�ûを�います。

6240A/41A/42AのØÙは、[\mでの5:が
� です。

½1) 79HøÄ、その79hiを79 °Bの バッファメモリからExcelùにデータをúりûむのにMNなî�は、4000ステップのデータの

WX、 Ü21secかかります。

½2) スイープ79に �し、IJî�、パルス�、パルスL、��î�、ホールドî�、ソースディレーî�、79klî�、79のオート

レンジ、 Obのオートレンジ�の�みXわせによりMずしも��のòóÛ9ができるとは8りません。 できるだけ �9した79ができるよ

うにするため、�Ý�なòóÛ9で79を��しようとしたとき、äcòóをqêするN	がFわれます。

Ý�な79òóになるように、ùÏòóをç=
�して、79を��してください。

79 のú ®¯°を�し、Obと79の78ë�を��しておくことが>�です。

⑥ の スイープのW�6241A/42A 2nd

スイープステップLを��えるC{をäcします。

ì�のスイープステップLをäcします。

§¨の2�@のäcが01なWX、 スイープがFなわれます。2nd

どちらか、または��が9:のWX、 スイープはFなわれません。2nd
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ExcelÏのデータをランダムスイープとして'>
この「ランダム」タブがàáされているîに「 」ＳＴＡＲＴ
をクリックすると、Û9したòóにåずき２õの² が
�をとってランダムスイーープをöFし、その79
hiをExcelùにúûみます。
úûデータは、ýþのカーソル��から¨��に�か
ってäcされます。

Excelシートより、C{pとしてúりûむか、CD
pとしてúりûむかをàáします。

úりûむデータのD�をÛ9します。
Õえば、Excelùのデータが「100」で「mA」
をÛ9したWX、100mAとしてúりûまれ
ます。

Excelùの[pデータを² のランダムメモリへ
·りûみます。
Excelùのýþのカーソル��から¨��
にデータのúりûみを��します。
セルが9:になるか、5000»になると、
úりûみをHøします。
úりûんだhiは、¨の�c¨�に��
されます。
5000»のデータをパソコンから² へ·¾
にNするî�は、Ü20 です。

「 」により�cするメモリ¨�WXをSTART
äcします。

「メモリ¨�」でÛ9されたWXのデータのランダム
スイープを��します。
ëìに「C{�c」か「CD�c」かを「スイープ」
タブのObモードを�り�えておいてください。
Cのòóは、「スイープ」タブでÛ9した¨Ïの
òóにÞいます。

・ /パルスDC
・IJî�(パルス�)
・79klî�
・ソースディレー
・オートレンジディレー
・スイープリバース
(パルスのWX)
・バイアスp
・パルスL

ランダムスイープと�îに79をFうときにチェック
をGけます。C{79/CD79のどちらか#�の
àáとなります。
6240A/41A/42Aでは、()79のàáができます。

79hiをExcelへäcするときのD�をÛ9します。

_�されている² の��をú�し、s}
します。

�cと79のòóをäcする² をàá
します。@A°の[pは - アドレスをGP IB
sわします。² ��と - アドレスのGP IB
Û9は、「² のü�」ボタンでFいます。

Excelデータをランダムメモリに©ª、¢uと��を8う

ランダム|}でスイープしたÛ

�cC{Ö�

79CDÖ�
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«¬

34420Agilent

KEITHLEY

Channel-1Channel-1

Channel-2

Agilent 34420のW�

34420vÞのメニューを9:し、
インターフェイス1. = -GP IB

2. - ( =22)GP IBアドレス ��m
3. =ラングエッジ SCPI
を�:します。
N は、 Tãの�����34420
を56ください。

‘Shift’+’>’ ’I/O ’KEY MENUで をYZ。

2 -.インターフェイスを に�:します。GP IB

1 - ( =22). アドレスを�:します。 ��mGP IB

3.ラングエッジを に�:します。SCPI
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４����のOP

「[\5:�し」の��のÏを「 」キーを�したままマウスクリックすると、Ctrl
「�[\5:」と「４§¨5:」を��に��えることができます。
¶·VWがYZされたら、４§¨5:の5:[\を�:します。

5:"#を+:し、[\�を$り%し5:したÛ

5:"#をgじ
�やしながら、
[\�を5:したÛ。

CDR��での()�

PbCcによるwxN�
を�いたRしい()�

CDö��での()�
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４§¨5:を�うためには、vソフトを４§¨5:モードに��えます。

４��79モードを します。ON OFF/

79hiのD�をàáします。

79hiをã[sÏで シートにäcするWXはチェックをGけます。Excel

H79Iの�aによる()�*j��をàáします。
このàáは、79hiに>きなdeを¡えますから、
ユーザーµの�Ùで����してàáしてください。

H79Iの さを のD�でäcしてください。mm

４��プローブの��!"を のD�でäcしてください。mm
４��は��æをì#にしております。

４��プローブの��!"を のD�でäcしてください。mm
４��は��æをì#にしております。

 みyR×[ と��yR×[ をäcします。(Fw) (Fr)
H79I�にÛなる、このyR×[のÝ�なpについての
$%を÷�はJちXわせておりません。
ユーザµの�ÙでÝ�なpをä`してください。

Fw Si��j�にチェックをGけると、 ウェハのWXは、
Si Fwウェハの みから、���に pをj�することができます。

Siウェハの みをäcします。
Kにある「 j�」ボタンをクリックすると、 pが*jされFw Fw
���に pがäcされます。また、 でも��*jFw EnterKey
されます。
j���は、「 」のGs のテーブルからj�され、JIS C 0620 1
テーブルにない さpは、(Õ]�により*jされます。
 みのäcWXは、 から のWXです。150um 4000um

W32-6241 4MR の� 


