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W32-6517MPX/SWP KEITHLEY
エレクトロメータ
517A+6521/65226
6514

6517A,6521,6522,6514は、ケースレーインスツルメンツ

の��です。

10チャンネル�����

● の����から、 スキャナカードを!"した チャンネル��まで()い��ができます。6517A 6521,6522 10
● の./W32-6517MPX
9 :を;�した<=で、>? までの@BC DE9F��がGHます。 �IでのJK��もGHます。10ch / 6517A

● の./W32-6517SWP
「 」の./をRてカバーし、Vの./がYZされます。W32-6517MPX
] チャンネル^に9:`a 9:bd ��がGHます。 �Iでの9:`a��も`/です。( ) 6517A

●データロガーとしてのm"
n �されたoppqでn�されたrsの、tsチャンネルデータをリアルタイムにExcelシートに~�みます。>?20�rまでのデータをJKし
て ~り�むことがで き ます。 シーケンス・プログラムによる��も`/です。
●����へのm"
t sの��Iや����を���に��ながら��し、�々のデータをExcelシートに~�みます。
●��^に��9:をa�して��ができます。 だけの./(W32-6517SWP )
  ¡にExcelシートに¢£した��9:¤をなぞりながら��を���に¦うことができます。 ��では、1000VまでのV-Iª«の��が6517A
` /になります。スキャナカードを!"した¬は、 になります。6521(Max30V),6522(Max200V)

●マルチメータ°の��±のデータを²o��が`/です。
GP-IBでµKしたマルチメータ°の9:・¶·°のデータが²oに~�めます

�¹

�¹

�¹

�¹

6517A

6517Aº»¼スキャナカード
6521(30V/500mA),6522(200V/500mA)

エレクトロメータ

����

��
�プログラムはExcel	のアドインとして��し

ます。Excel	から�アドインを��すると、Ex

celシート	に、このウインドウが$われます。

ファンクション,+-レンジ,0112,3456

7を8-し「START」ボタンをクリックすると?@

をBCします。

スタートすると、ファンクション･+-

レンジ･GH01などを8-したL、

M-されたﾞ0112で、M-され

た56のデータを34みます。V

WならXY0ZもY\することもが

きます。

Excelシートに34んだデータは、キーボードからabした

データとdじように、Excelのijをkmして、�n・pq・

rs7をtuにvうことができます。 また、wyにデータが

34まれるz{をExcelのグラフウィザードで8-することが

~jですから d0にデータ34 グラフ�がリアルタイムにv

えます。
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6517A

ケースレー 6517A,6521,6522,6514

W32-6517MPX-R

W32-6517MPX-N

W32-6517SWP-R

W32-6517SWP-N

�Â GP-IBボード ÄÅ �ÆÇÈ

280,000� Win Vista/7/8.1
(32,64)
Excel2007/2010
2013(32bit only)

��できる��

NI�

NI�
380,000�

ラトックシステム�

ラトックシステム�

Max10ch
���-+-

Max10ch
9:;���
9:bd��

6517A

6521/6522



���� アドインÕ�oのÖ×

�アドインは、�きくH�して��の つの+-��が~jです。4

��で、��を�-したままでの��+-をvう。1.6517A

��で、��を��しながらの+-をvいます。 だけ2.6517A (W32-6517SWP )

と マルチプレクサ を§mして、��を�-しての¨チャンネル+-をvいます。3.6517A 6521/6522( )

と マルチプレクサ を§mして、��を��しながらの¨チャンネル+-をvい4.6517A 6521/6522( )

(W32-6517SWP )ま す。 だけ

「 」の¬、��を�-したまま+-するか、��を��しながら+-するかの®¯W32-6517SWP

をvいます。

��を��しながらの+-をvう¬は、+-BCyに、��を��する°±²りに シートにExcel

��´をabしておくVWがあります。

6521/6522( )マルチプレクサ を§mするか、§mしないかの®¯をvいます。

を§mする¬は、·� チャンネルの¸から、+-に§mするチャンネルを®¯する6521/6522 10

VWがあります。

このボタンをºした»¼で、「 」をクリックすると のスキャナを§mした¨チャンネルSTART 6521/6522

6517A+-がBCされます。このボタンがºされていないで+-をBCすると ��の+-になります。

「PAUSE」ボタンを¿にクリックして、そのL「START」ボタンをクリックすると「スポット+-モード」になります。+-Ãの8-がvわれたL、「SPOT」ボタンのクリックÅちとなり

ます。 「 SPOT」ボタンをクリックするÇにデータがExcelシートに34まれます。

この「 」では、「ÈÉ01」のÊには1,2,3...と「��±Ë」がabされます。スポットÌm+-モード Íえば、Ï+-Ðを3りÑえながら、Ò々のÏ+-Ðの+-をvう¬に

Ôkです。 「スポット+-モード」をÕÖするためには、「STOP」ボタンをクリックします。

「 」SPOT SPOTボタンのØÙの	ÚÛボタンは、Üyの+-データをÝ+-するためのボタンです。このボタンをºしたL、「 」ボタンで+-をvうと、+-データはÜyに+-したデータ

に	Þきされます。「スポット+-モード」のときだけßàです。また、��~�+-では§mできません。

を§mしたスキャン+-では、「 」ボタンで サイクルのスキャニング+-がvわれます。R7210 SPOT 1

スポット��モードの!"ÚÛ
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+-Ãからデータの34をBCします。

「PAUSE」ボタンを¿にºしてから、「START」

ボタンをºすとスポット+-モードになり、

「SPOT」ボタンによるスポット+-が~jに

なります。

+-ファンクションを��から8-します。

・��+- ・�ã+- ・äå+-

・æçäåè ・éGêàè ・�ë+-

「äå+-」を®¯して、「�� 」を8-OFF

V-SOURCE AUTOした¬、 は「 」に8-され、

+-��は+-ÃÙでt�ïに8-されます。

�ãレンジをAUTO/MANUALでóÑえます。

AUTOのﾁ ｯｸ を÷すとレンジabmテキスト

ボックスが$れますからレンジをキーボードか

らabします。ùúな´をabするVWはあ

りません。abされた´にû±üい１つ	の

レンジに8-されます。

+-¸は「þÿ」、ポーズ¸は「�ÿ」、��¸

は「�ÿ」となります。

データの34をû0¸�します。もうû�クリックす
ると、34をÝBします。

データの34を��します。

「PAUSE」¸、ßàとなり、クリックするÇにデータを3
り4みます。
スポット+-モードでは、データの 5+-に§mします。1

GH01を8-します。

トリガ	
を8-します。

「 」は、 をFREE RUN»¼で+-します。FREE RUN 6517A

「パソコン」は、M-した0112Çにパソコンからトリガ

をかけます。 「 ÷���」は、+-Ãのリアーパネルの

「TRIGGER INPUT」の�Ëによりトリガがかかります。

� 「 」を®¯した¬、 の�b��) FREE RUN V-SOURCE

とのd���が��されません。�に 5�の+-データ1

が��óな´になる¬があります。この¬、トリガ��

を「パソコン」に8-する、トリガ��01で��する、また

は、「+-yのチャージ�!」のチャージ01で��する

7の"�をしてください。÷�+-Ãのデータをd0に34むときにチェ

ックします。%ページの'(を)*ください。

データにXY0ZをY\します。

データのabと+にシートをスクロールします。

·,のデータ340、+--�.7のヘッダをY\します。

+-を、チャージ +- ディスチャージ��/ /

。によりvう¬にチェックをYけます

'(は、%ページを)*�さい。

スポット+-モードの0、Üyに+-した+-´

をÝ+-します。 5だけクリックがßàです。1

クリックしたL、「 」をクリックするとÜyのSPOT

+-データに+-12が	Þきされます。

��~�+-の¬は§mできません。

��~�+- ��34 の¬、その��´( )

も シートにabします。Excel

��~�+-で�nを にした¬は、VずON

チェックをつけます。 だけ(W32-6517V )

+-データとd0に+-BCからのÈÉ01を

Excelシートにabします。

+-¸の+-データの�nをvいます。

チェックをつけると�n��の8-6çがæ7

されます。'(は%ページを)*ください。

+-	
8ての�9・:�しをvいます。

その;の'(8-をvいます。

%ページを)*ください。

6517Aのプリセットをvいます。

+-BCでエラーが>?する¬などに§mします。

!"する��±¼ÂをÜÝします。「 」「 」6517 6514



「!の#�」

スキャナを!"しない��の¬にÞßされる「àのá�」Ö×
]âãがäつæçにつきましては、 Aにèéする~êëìíをîïください。6517

「 」の¬だけのij。 とスキャナカードによる+-で、��~�+- ��34 をvう¬にæ7されます。W32-6517SWP 6517A ( )

��~�+-を サイクル+-ÕÖすると、$Aの ブックに.yをYけて�9したL、1 Excel

CしいブックがmDされます。すなわち、��~�+-の サイクルÇにブックをHけて�9さ1

れます。このとき、そのブックを�9するフォルダをM-します。

ブックのファイル.は、��のFに�Hされます。JKXは、+-BC0のXYです。Excel

「ファイルヘッダ」 JKX+0Z+ .xls

「 」の¬だけのijW32-6517SWP

+-データを�9する ブック.の¿MExcel

にYけるNOPをabします。
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「チャージディスチャージ」/

「�)*.」

+-BCにより+-´を シートに34みますが、その+-´のt��nをvうときにチェックをExcel

Yけます。チェックをYけるとQnがæ7されますから、�nの	
をabします。

�-��での+-の¬は、 RはÈÉ01 Rは+-´で�nされます。このとき、「データ6」X /Y

に+-56をabするVWがあります。

で��~�での+-では、 Rは��´ Rは+-´で�nされます。「データ6」W32-6517V X /Y

は 	にabした��´6にt�ïに8-されます。Excel

��~�+-をS65+-する¬、 サイクル�のデータだけが�nされ、 サイクル�TUは�1 2

nはvわれません。

+-��を、「チャージ」-「+-」-「ディスチャージ」の°にvう¬にM-します。

ここで、チャージ01は+-Ãのトリガ��01を§mしますから、この��をvう¬は、「その;の8-」の

「トリガ��」のabはVWされます。

また、ディスチャージは+-Ãの「 」ijを§mしますから、 Ωのインピーダンスを\してのディスZeroCheck 10M

チャージ��になります。

+-データをExcelシートへabする0の

�_をM-します。

トリガ・ディレー01をabします。

+-BCyにディスチャージ/チャージ�!

をvいたいときにチェックします。

この�!は+-BCyに１5だけ`vされます。

ディスチャージとチャージの01、または、VWな

どちらかの01をabしてください。

6517A GPIBの アドレスをセットします。

+-´のb-cdをabします。

eÙ、またはどちらかû�にabします。

e�がfÊの¬は、b-はvわれません。

b-´を÷れると+-´はþÿで シートExcel

にabされます。

「 」ボタンをクリックしてから、`gに+START

-をBCするまでの��01をabします。

��+-ファンクションでÏ+-Ðがiäå

の0や、lいm�ケーブルを§mするときに、

チェックをYけます。その0の1n��は、

+-ÃにYpするマニュアルを)*ください。

�ãまたはäåファンクションの0

ダンピングをＯＮにします。

�ë+-ファンクションの0、オートディス

チャージをＯＮにします。

「ＳＴＡＲＴ」0、���b��と�ãrの

Low1をm�します。

+-Ãのゼロ}~をONにして+-をvいます。

フィルタ・カウントの8-

ノイズ・トレランスの8-

(フィルタタイプが、ADVANCEDの0)

メディアン・フィルタの8-をvいます。

フィルタ・タイプの®¯

フィルタ・モードの®¯

V-SOURCEの�bレンジをM-します。

+-BC0、「æçäåè」「éGäåè」

が®¯されていた¬、��のパラメータ

を+-Ãに��します。



「スキャナを=>」

スキャナ を!"してñチャンネル��を¦うときにチェックをèけます。6521/6522
+-するチャンネルにチェックをYけます。

�チャンネルにtuに.yをYけます。

�チャンネルÇに、+-´のb-cdをabします。

eÙ、またはどちらかû�にabします。

e�がfÊの¬は、b-はvわれません。

b-´を÷れると+-´はþÿで シートExcel

にabされます。

æ7¸のチャンネル 8てを に8-します。(10cH) ON

æ7¸のチャンネル 8てを に8-します。(10cH) OFF

æ7¸のチャンネルのû±	のチャンネルのb-´を、$AON

に8-している;のチャンネルにコピーします。

+-チャンネルをóりÑえたL、そのチャンネルの+-BCまで

の��01をabします。 � �~�+-の¬は、����L、

+-までの��01の��をします。

6517Aに��したスキャナカードの��を®¯します。

スキャナカードの·����を�えた¬に��æ7をvう

ために§mされます。

スキャナのリレーをóりÑえ0は、û0ïに�b��を「 Ｖ」にします。0

チェックを÷すと、��を�bしたまま、リレーóりÑえをvいます。

i���b0は、リレーが��する¬がありますのでVずチェックを

Yけてください。

+-から、%の+-までの01、 の���bを6517 OFF

にしておく¬チェックをYけます。

チェックを÷すと、+-していない¬も�に��を�bした

»¼を��します。`gは、�に���bをvっていても、

スキャナユニットで、8チャンネルは になっているため�bOFF

��は�?éにÛ\されません。

「 」の¬だけのijW32-6517SWP

この-�は��~�+-の¬だけæ7されます。

チェックをYけると、+-する�-のチャンネルに�-した»¼で、

シート	でM-された8��´の+-をvったL、%のチャExcel

ンネルにóÑえます。すなわち、チャンネルÇに8ての��+-を

vいます。

チェックを÷すと、���ごとに8+-チャンネルをスキャン+-し、

そのL、%の��に�vします。

+-する�?éの��により®¯してください。

?@��� マルチメータC の#�DF( )

÷�+-ÃとはGP-IBでパソコンとm�されているVWがあります。(�n)

÷�+-Ãから�られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、S6のデータの¬(Max10Ò)、データ1はコンマで�óられているVWが

あります。�)÷�+-Ãからのデータ3り4みは、8ての+-Ãとの²�を��するものではありません。

もし、÷�+-Ãからデータを�け3る0、クエリーコマンドをwyに��するVWがある0、ここに��する

クエリコマンドをabします。ほとんどの¬、fÊでOKです。

もし、マルチメータがSCPIコマンドd�のものでしたら、��のコマンドのどれかが§mされます。

:READ?       :FETCH?     :MEAS?

÷�+-Ãのデータ��0にトリガがVWな0、チェックをつけます。

÷�+-ÃのGP-IBアドレスを8-します。

3り4んだデータに、��¢sをvったL、Excelへabします。

Excelへのab´ = ( +-Ãデータ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへabするw-をここにabします。

fÊの¬、「÷�+-Ã」がabされます。

+-BCyに、+-Ãに��するコマンドがある¬は、ここにabします。 ファンクションやレンジóÑえのコマンド

をabします。 ²�はfÊです。

+-Ãのデリミタを8-します。²�は、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「§Dコマンド」からトリガの��を®¯します。

²�は、「GET」の®¯をします。

「§D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abします。

÷�+-Ãのデータに¢s�!をvうときにチェックします。 S6のデータが��された¬は、その8ての

データに、��にabした¢sがvわれます。

÷�+-Ãのデータを6´として¨うか、NOとして¨うか

の8-をvいます。²�は「6´データ」に8-します。

÷�+-ÃからS6のデータが��される¬、データの

�óりNOをM-します。û©ïには「コンマ」が§mされます。

GP-IB

ó���±

３．９９９
6517A

÷�+-Ãが��するデータ6をセットします。
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「 」を®¯すると%のチャンネルにóりÑるBREAK-BEFORE-MAKE

yに$Aのチャンネルを にします。ªに��+-をvう¬にOFF

§mします。

「���0Û\」を®¯すると、+-¸のチャンネルT÷のチャンネ

ルにも�に の�b��がÛ\されます。ªに�ã+-、äå6517A

+-の¬に§mします。



6517A 6517A+GJ、または、 スキャナで、��VZを[�した]^で_`��

+-56をabします。fÊでは、 5として�!します。200,000

+-0112をabします。ab«¬は から です。0 36,000

0112の�_を「」「H」でóÑえます。

+-をBCすると、+-データは、その0 シートのカーソル_®から��¯にabされます。Excel

ここでは、この_®にカーソルを®いて+-をBCした¬のÍです。

¨チャンネルで+-する¬、「スキャナ§m」ボタンを に8-します。ON
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「�� 」または「���-」に8-します。OFF

「���-」を®¯した¬は�b��をabします。



6517AGJで、��VZをabしながらの_`��

3456をabします。 5の34ごとに、%のØÙのPに1

��して+-データをabします。もし、 シートのØ�Excel

に°±すると+-はt�ïにÕÖします。

34サイクルの0112をabします。ab«¬は から です。0 36,000

0112の�_を「」「H」でóÑえます。

wyに シート	に²�¯に��´をS6abします。Excel

その¿M_®にカーソルを®いて「3³」をクリックします。

�b��の¿Mセル_®が3³されます。

���Çの、����L、+-BCまでの��01をabします。

+-をBCすると、+-データは、その0 シートのカーソル_®から��¯にabされます。Excel

ここでは、この_®にカーソルを®いて+-をBCした¬のÍです。

��~�データ。+-BCyにabしておきます。

+-yに、この_®にカーソルを®いて「3³」ボタンをクリックし´µします。

1サイクルãの��データ 2サイクルãの��データ
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� 「 」だけのijです。) W32-6517SWP

��を~�しながらの+-では、「��34」を®¯します。



6517A+スキャナで、��VZをabしながらfチャンネルの_`��

��を~�しながらの+-では、「34」にチェックします。

34+-56をabします。

8チャンネル 8��の+- サイクルÇに ブックを�Hして+-データを�9します。/ 1 Excel

¶いまして、ここにabした3456の ブックが�Hされます。Excel

サイクルの+-がÕÖするとÜちにそのブックが�9され、CしいブックがmDされます。1

ブックが�9されるフォルダは「;の8-」の·¸を)*ください。

ブックにYけられるファイル.のJKX0Zは、その+-サイクルがBCされた0Zです。

+-サイクルの0112をabします。ab«¬は から です。0 36,000

0112の�_を「」「H」でóÑえます。

wyに シート	に²�¯に��´をS6abします。その¿M_®にカーソルをExcel

®いて「3³」をクリックします。�b��の¿Mセル_®が3³されます。

「スキヤナ§m」ボタンを に8-します。ON

+-とd0に�nをvう¬は、Vず「�b��を へ」にチェックをYけます。Excel

+-をBCすると、+-データは、その0 シートのカーソル_®から��¯にabされます。Excel

ここでは、この_®にカーソルを®いて+-をBCした¬のÍです。

��~�データ。+-BCyにabしておきます。

+-yに、この_®にカーソルを®いて「3³」ボタンをクリックし´µします。
①

②

①

① ②

②

「スキャナを!"」のâの「9:bdõö÷、
Vのチャンネルへø¦する」のチェックを
èけない¬の��Úù

「スキャナを!"」のâの「9:bdõö÷、
Vのチャンネルへø¦する」のチェックを
èけた¬の��Úù

ú 「 」だけの./です。1) W32-6517SWP
ú 「スキヤナを!"」のâで「9:bdõö÷、Vのチャンネルへø¦する」にチェックを2)
èける¬とèけない¬で��ÚÛが?きくaわりますからごúæください。
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INPUT

INPUT

INPUT

INPUT

INPUT

V SOURCE

V SOURCE

V SOURCE

V SOURCE

V SOURCE

LO

LO

LO

LO

LO

HI

HI

HI

HI

HI

Hi

Hi

Hi

Lo

Lo

Lo

GRD

GRD

GRD

トライアキシャル
ケーブル

トライアキシャル
ケーブル

トライアキシャル
ケーブル

トライアキシャル
ケーブル

トライアキシャル
ケーブル

COMMON

COMMON

COMMON

COMMON

COMMON

6517Aリアーパネル

6517Aリアーパネル

6517Aリアーパネル

6517Aリアーパネル

6517Aリアーパネル

(GUARD OFF)

9F��

9���

(GUARD ON)

/V-I (METER-CONNECT ON)

+

+

-

-

Hi

Hi

GRD

GRD

GND
GUARD

SHIELD

SHIELD

SHIELD

SHIELD

9F�

��のためのjklなm` Gn��のop(6517A )



H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

CH-1

CH-2

CH-5

CH-8

CH-3

CH-6

CH-9

CH-4

CH-7

CH-10

INPUT

V SOURCE

LO

LO

HI

HI

COMMON

6517Aリアーパネル

A

METER-CONNECT ONG

L

H
トライアキシャル
ケーブル

Hi

Hi

Hi

Hi

Lo

Lo

Lo

Lo

GRD

GRD

GRD

GRD

トライアキシャル
ケーブル

DUT

DUT

DUT

DUT

6517A�I

スキャナカード 6522/6521

スキャナカード 6522/6521

V-SOURCE ( )� �9:

INPUT

OUTPUT

スキャナカードを=>した�����のjklなm`

9/9

スキャナのóÑえモードを「�0��Û\」に

8-すると、このリレーは+-チャンネル0は

OFF ONになり、+-T÷のチャンネル0は に

t�ïにóりÑります。

すなわち、+-チャンネルは�ãrを\して

DUTに��がÛ\され、+-していないチャン

ネルは、�ãrを\さずに に��がÛ\DUT

されます。 �n)*( )

A

DUT

DUT

°Är	

ON

ON

OFF

OFF


