
2182Aは、 �の��です。ケースレー

W32- 610GS MR2 ����

��

◆

34420Aは、アジレントテクノロジー�の��です。

��	
の����！ ��できる�� �� GP IB- ボード �

260,000�

W32-  610   -RGS   MR2

W32-  610   -NGS   MR2 NI�

GS610
2182A
2000+SCAN
34420A

ラトックシステム�

����

Windows7/8.1/10
(32 or 64bit)
Excel2010/2013
2016/2019
(32bit Only)ナノボルトメータ

2182A( )KEITHLEY
34420A( )KEYSIGHT

��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/5'(67では、 から ;<の=き?なBCを%Bして67がEわれます。しかし、G67Hによっては、G67HのKL、0.1A 1.0A

またはNOをPくため、このような=きめなBCを%BできないVWがあります。このとき、Z 、または、Z での67BCで'(を67することになりますが、mA uA

67,\]ケーブル`のOaBbのcdを=きくeけるghとなります。

ijでは、67BCにklした、67される'(opqをrします。

67BCが5さいほど67vwが=きくなります。これは、67BCが5さいほどG6

7HのxyBzが5さくなり、OaBbのcdをeけやすくなることを|しています。

=きめの67BCで67したVWでも、G67Hの'(oがμΩ;<であれば�じ

ようにOaBbのcdを=きくeけることになります。

OaBbによるvwの=きさは、+,する\]��の�`、�さ、また��の�<��

に=きくklします。

�ソフトでは、BC���による67でOaBbによるvw��を��し、かつ、��q

�により、��ノイズや�<pqによるバラツキを5さく�えます。

ただし、+,する)6¢の£¤や¥<を¦えることはできません。

・67¢について。

この67では、G67HのxyBzはZμ 、¨はそれª«のBzになり、%&のV

デジタルマルチメータや、B²が³´するBz67µ¤では67が¶·なレベルです。

このように5さなBzを¥<¹く67するために、%&はナノボルトメータと¼ばれるBz

)を+,しなければなりません。

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

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

アジレントテクノロジー�

ナノボルトメータ 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:

GS610
SOURCE MEASURE UNIT

GS610,3298Fは、 の��です。����

 ¡"� 610GS

1/14



5:データの£¤¥¦§
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� !"を$%して、��	
の��を)なうことができます。

Z"#によるXZ[\を5:しようとすると、¯に°±の?@²³により´しい[\mが5:できません。

1.5:�ケーブルで¸じる<=">によるオフセット"�。
2.¼½ノイズによる5:mのバラツキ。
3.5:"�の~Â�ÃÄやRUÃÄ。

Å vソフトを��しても、��する5:�がÈつ5:RUÊËの5:はできません。)

<=">による?@}~のFJ

XZ[\をあまりÎきくない"#で5:しようとすると、
そのÐ�の"�はÑμ ÓUの"�になるÔÕがありV
ます。×えば、 Ωの[\Úを の�"で5:しよ1m 10mA
うとすると、[\ÚÐ�の"�は μ となり、このXZ10 V
な"�をQRUに5:するÛ²があります。
しかし、"�5:のために��するケーブルのÞßà
Õ�にはゼーベックãqによる<=">がä¸し、そ
の"�}~が?@²³となります。その"�のÎきさ
は、��するケーブルやæçの�U��によってéな
りますが、Ñμ になるÔÕがあります。V
そのため、��する5:ケーブルは、êëでé�Þß
とのàÕをìけ、î�Þßで、かつï>ðいケーブルを
��することがÛ²です。[\がZさいほど、また、5:
"#がZさいほど、<=">のóôをÎきくõけることに
なります。ö÷は、øù"#をスイープして[\mを5:
した×ですが、øù"#がZさいと5:される[\mの
?@がüえることがÂ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ý&をサポートしております。

øù"#
øù"#

øù"#

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£¤mから
[\を�めます。

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

�U
�

③3�´&
5:ëに�U
�が�るÔÕに
�U
�~も�´します。

¼½ノイズによるバラツキのFJ

�5mのバラツキ

£¤¥¦§m

「"#$%&」「ゼロ�´&」は、£¤¥�Ñを
�Î100�まで�:が��です。
5:�への¼½ノイズの��に�する��を�
なうことが�vですが、FJできない5:mの
バラツキは、£¤¥¦§によって�:した5:m
を��できます。
ö÷では、øù"#mを�:で「"#$%&」で
î�の� Úを!"し5:した×です。ghjで
の4�5:mの£¤mと、uhjでの4�5:mの
£¤mをさらに£¤して[\mを#$しています。
�:した[\mが�られています。

◆

◆

øù"#

[
\

5
:

p
q
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25.4560
DCV ACV

DCI ACI

610GS
4���:

GS610
2���:

GS610
2���:

GS610
2���:

KEITHLEY 2182A

Agilent 34420A

GS61089で4:;��の<= GS610+2182Aで��の<=

GS610+34420Aで��の<= GS610+そのC���で��の<=

5:"#の�"

�5:�

"�5:

5:"#の�"

�5:�

"�5:

5:"#の�"
5:"#の�"

�5:�
�5:�

"�5:
"�5:

DVM

��	
��のDEFH

5:"#を&'しながらの[\5:×

5:"#を(:した[\5:×

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

2400が"�モードのÔÕ、5:mは"#mとÂ+されます。

また、"#モードのÔÕは、"�mとÂ+されます。
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「 」ボタンをÅしたÆ、「 」SHIFT DIGITS
( )ボタンをÅします。GPIB
«Ïのように「 」にして「GPIB ON ENT

」ボタンでÔ7します。ER

67¢の - アドレスをØÙのアドGP IB
レスにÚ7し「 」ボタンでÔ7ENTER
します。

67¢のラングエッジを「 」にÚSCPI
7し「 」ボタンでÔ7します。ENTER

KEITHLEY 2182AのN�

KEITHLEY 2000のN�

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

- を にÚ7します。GP IB ON 「 」キーをÅして、アドレスをÚ7します。ENTER

もう１<「 」キーをÅして、ラングエッジをENTER

「 」にÚ7します。SCPI

�ソフトをOPするためにV!な���のN�

WXZ[

[\5:を�います。
この「67」タブをàáして「 」ボタンをSTART

クリックすると、ã7したBCoでの'(67や、

äbしたBCリストにåづいて'(Excelシートに

67をEうことができます。

シートのBCリストで67するVWは、ìíExcel

にキーäbしておいてください。

�,は、このボタンで、��する��
の-.と、その - アドレスを�:しGP IB
てください。°±を01ください。

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

」をクリックすると、äbしたスイープóôにåＲＴ

ずきµ¢のÚ7をEったÆ、スイープを÷Eしま

す。 スイープøùÆ、そのghを Excelúにûü

みます。ûüデータは、þÿのカーソル��から

«��に�かってäbされます。

データのûüÆ、Excelシートúに、��	に


jをEいます。

モデル2430では、パルスbも�¤です。

23ª45して[\5:を�います。
「��67」をàáしたVW、「67」タブでÚ7

した67óôにåづいて�����して'(6

7をEいます。

vÚのカスタムスイープ��を��した5:
この「 」タブがàáされているï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bリストにåづいたスイープ67をEいます。

スイープøùÆ、そのghをExcelúにûüみます。

ûüデータは、þÿのカーソル��から«��に�

かってäbされます。

モデル2430では、パルスbも�¤です。

「��のN�」のZ[

２xy67／４xy67の��をEいます。

67¢�� r 。が |されます

µ¢の - アドレスをÚ7します。GP IB

GS610を+,するための�%�?をÚ7します。 もし !なら、67¢に�"な#íをäbします。

「 / 」を にÚ7します。AUTO ONV I

bゼロでのインピーダンスをÚ7します。

ExcelbのVWのボーズ'はb()を、 ()にZERO

したいVWにチェックをつけます。

()のインピーダンスの のàáは�+,の「bZERO LO HI/

()」のÚ7でEいます。ZERO
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þÿの67をøùÆ、-ï.0します。 「 」をÅＰＡＵＳＥ
したまま、「 」をÅすと、ステップ�
になります。ＳＴＡＲＴ
45に「 」をÅしたÆに「 」をÅしても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
�
になります。 「 」を6�すると、�� モードに7PAUSE 67
8します。 「 」タブがàáされたときのみ、9:です。67

bを';します。

+,を<5r|に�り�えます。

Bzbするïは、=>BCをäbし
BCbするïは、=>Bzをäbし
ます。 ?@のVWは、µ¢ABにCじ
そのboにDEした4=の=>o
に��	にÚ7されます。

+,するµ¢の��がr|されます。

FG³のZoは - アドレスをrわGP IB

します。µ¢��と - アドレスのÚGP IB

7は、「µ¢のÚ7」ボタンでEいます。

'(を7BC67と7Bz67でàá
します。
「Bz」bでの'(67は、67µ¢
の「³H」「そのI」をàáしたïだけです。

ExcelúのデータをbするïのJ�をÚ7します。 Excelúの
データが「１００」で、「uA」をÚ7すると、100uAがbされます。

マニュアルレンジにチェックをOけると、
ã7されたレンジにP7したレンジで
&にbがEわれます。 Q jがr|
されますから、レンジoをäbしてくだ
さい。äbしたoをbする4Rな
レンジにP7されます。

67が した しますøù ï、µ¢のbを 。OFF
チェックをOけないと、Sùï、bは4ÆのboでON
をTVします。

チェックをOけると、bがパルス
bになります。Qjがr|され
ますから、パルスのï�Wをäb
してください。
パルスbにチェックをOけると、
「TVï�」がパルス��に�り
�わります。

Bz/BCのbTVï�をäbします。
?@のïは、67に !な45ï�に
なります。パソコンのタイマでï�をY[
しますからあまり Ô ではありません。
パルスbのVWは、パルス��に�り
�わります。
0.05～9999^の_`でäbできますが、
Iのbóôやパソコンの£¤により、
0.05^Oaのï�はbれないVWが
あります。

「5:」タブを67した8、「 」ボタンで[\5:を9:します。START

「 (:$>」のチェックを¼して、"#�&で[\5:を�うÔÕは、<=にExce

lシートに5:"#リストを�>しておくÛ²があります。その8、「$>�>」ボタンで、

���が$>するExcelシートËのデータ�>?@をA:してください。

Ë ±�:をした8、「 」ボタンをクリックするとA:�>からgB°hjに"#START

mが$>され、その[\5:pqがCEのカーソル�>に�>されます。

「$>�>」ボタン01

bするデータcd��をã7します。
Excelúのカーソルをbしたいcd�
�に�いてこのボタンをクリックします。
iのテキストボックスに、カーソル��が
��	にäbされます。
テキストボックスへは、fg、häbも�
¤です。 テ キストボックスが?@の()
では「 」できません。 ず、äbが !です。START

P7されたBC、またはBzで67

するïにチェックをOけます。

67 i'にµ¢にエラー

がNjしたVW、bを

';するóôをÚ7しま

す。 +,でÚ7します。Q67に+,する67¢をã7します。

・³H

610をJkで４xy�での67のVGS

Wにàáします。

・2182A

2182Aを+,するVWにKEITHLEY

àáします。

・34420A

Agilent34420Aを+,するVWにà

áします。

・そのI

そのIの67¢を+,するVWに

àáします。

67の��qZをã7します。

1～100qでã7します。

「��モード」にチェックをOけたVW、

C��だけで��q、 ��だけで

��qしたÆ、C��と ��のoを

さらに��qして'(oをrします。

BC%BÆ、67suまでのvw

ï�をäbします。

67suで、5qの67のïだけ、

%BÆの67suまでのxちï�を

äbします。5qだけ、úÏの67v

wï�に rされます。

67ghを シートにäbするïのExcel

J�をÚ7します。

チェックをOけると、÷6oはExcelにäbされず、

rした'(oだけがExcelシートにäbされます。

チェックをOけると、'(oを)rしないで、67¢の

67o(Bz/BC)をそのままExcelシートにäbします。

BCまたはBzのb67oもExcelシートにäbします。

àáした67¢のz{

Ú7をEいます。

	
��の^)

「=>Bz」のテキストボックスを

ダブルクリックすると、 |の=>Low

Bzをk�してÚ7できます。

Q+,がr|されます。

_)
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「��[」「�£��」「ゼロ� 」「デルタ ３�� 」からà( )

áします。

「��[」J���での67。

「�£��」67ごとにBC��を�り�えて67。

「ゼロ� 」67とBCゼロを��に�り�えて67。

「デルタ ３�� 」67�にBC��を�り�えて３q67( )

をEいます。

�7oをäbします。
�7oを�れると、67o
は、��になります。

�7oを�れると67を
';します。

ここにäbしたoが、67oから�かれて
シートにäbされます。Excel



67'、67oが&にExcelシートr|

されるように、Excelシートを��	にス

クロールします。67'の
jをEって

いるとき、グラフがスクロールにより�れ

てしまい��WなVWは、チェックを�し

て67をスタートします。

67suからの��ï�をExcelシート

にäbします。

Gs610のz{をÚ7します。

67データの�Oï�をExcelシートにäbします。

KEITHLEY2000の67も�ïにEいます。

だけのµ¤です。(W32- 610 )GS MPX

Iの67¢の67も�ïにEいます。

(�H67¢の�を��ください。)

67データのトレンドグラフを
�します。

「���'(67」では、グラフは
jされません。

µ¢の�てのÚ7()をデフォールトのÚ7に¡します。

(µ¢のû¢£¤¥を��)

äbした�てのóôをロード¦びセーブします。

「 l」タブをàáし、データbをEうVWのリアルタイム
67
jの��をÚ7します。

グラフのタイトルをØÙにäbします。?@でもかまいません。

©ªのデータをã|します。

«ªのデータをã|します。

©ª?¬の / をäbします。?@のVW、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、ìíにoをäbし、P7スケール
にすると、
jが®¯にEわれます。

«ª?¬の / をäbします。?@のVW、オートスMAX MIN
ケーリングされます。ただし、ìíにoをäbし、P7スケール
にすると、
jが®¯にEわれます。

「グラフd」のZ[

67の°�ï�をÚ7します。

ここでのäboが67ï�の�さを±7し、äb�¤なTVï�(パルスW)にcdを²えます。

67するレンジを³7のレンジにP7するVWにチェックをOけます。

オートゼロを にします。ON

���で「ef」をghしたiのjkN�

���で「 」をghしたiのjkN�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Ú7したVW、そのóôをÚ7します。ON ON

67レンジを / で��えます。 のﾁｪｯｸを�すとレンジäb,テキストAUTO MANUAL AUTO
ボックスがþれますからレンジをキーボードからäbします。¹ºなoをäbする !はあ
りません。äbされたoに-»aい１つúのレンジにÚ7されます。

°�ï�をÚ7します。

リファレンスµ¤を にし、そのリファレンスoをäbします。ON

Å) 々 のGHの��IJにつきましては、5:�の「User's Manual」を01ください。

67チャンネルをã7します。%&は「 1」をàáします。DCV

2182Aの - アドレスをÚ7します。GP IB

���で「 」をghしたiのjkN�34420A

Å) 々 のGHの��IJにつきましては、5:�の「User's Manual」を01ください。

°�ï�をÚ7します。

67チャンネルをã7します。%&は「 1」をàáします。DCV

¿Ú7�?は、67¢にO�するû¢£¤¥にÏÀされている£¤Áを��ください。

67Æ、þ67oのQ|のÂの67�

�へ カーソルをÃ�します。Excel

5qの67oをÄみÅてます。もし、5qの67oが�Æ7なVW、チェックをOけます。
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���で「そのC」をghしたiのjkN�

そのI67¢とは - でパソコンとg�されている !があります。GP IB
そのI67¢からÇられてくるデータのフォーマットは、 であり、ÈZのデータのVW(Max10Ê)、データ�はコンマでË�られている !がASCII
あります。
Ì1 ÈZのデータをeÍしたVW、�ソフトで+,するデータは、cdの1つだけで、それªÎのデータはÅてられます。)
Ì2)そのI67¢からのデータûりüみは、�ての67¢との%ÍをTÏするものではありません。

もし、67¢からデータをeけûるï、クエリーコマンドをìíにÇÍする !があるï、ここにÇÍする
クエリコマンドをäbします。ほとんどのVW、?@で です。OK
もし、マルチメータが コマンドÐÑ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

67¢のデータeÍïにトリガが !なï、チェックをつけます。

そのI67¢の - アドレスをÚ7します。GP IB

67suíに、67¢にÇÍするコマンドがあるVWは、ここにäbします。 ファンクションやレンジ��えのコマンド
をäbします。 %&は?@です。

67¢のデリミタをÚ7します。%&は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「ØÙ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
「ØÙコマンド」をàáしたVWは、トリガコマンドをテキストボックスにäbします。

67¢のデータにÚr�[をEうときにチェックします。 ÈZのデータがeÍされたVWは、その�ての
データに、«ÏにäbしたÚrがEわれます。

7/14

ûりüんだデータに、«ÏÚrをEったÆ、Excelへäbします。
Excelへのäbo = ( 67¢データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへäbするì�をここにäbします。
?@のVW、「�H」がäbされます。

67¢のデータはZoとして¢います。

67¢からÈZのデータがÇÍされるVW、データの
Ë�りÁÝをã7します。-Þ	には「コンマ」が+,されます。

KEYSIGHT 34401Aの�>×



���mリストを シートにrsするFHExcel

ßàをsuするíに、bする67BCリスト

を«��にäbしておきます。

BCは、 からbするVWはプラスoで、GS610

にáüむVWはマイナスoでäbします。Gs610

ßàの67ghが、このようにäbされます。グラフµ¤を

にÚ7しておくと、��	に
jがEわれます。On

この��をb��にã7します。

bデータは、 úのØÙの��Excel

にäb�¤です。

この��にカーソルを�いて、ßàをsuしたVWのãです。

カーソル��はØÙですが、67ghは、カーソル��から

«��にäbされます。
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wf��� マルチメータ~ のN�FH( )

�H67¢とは - でパソコンとg�されている !があります。(«j)GP IB
�H67¢からÇられてくるデータのフォーマットは、 であり、ÈZのデータのVW(Max10Ê)、データ�はコンマでË�られている !がASCII
あります。Ì)�H67¢からのデータûりüみは、�ての67¢との%ÍをTÏするものではありません。

もし、�H67¢からデータをeけûるï、クエリーコマンドをìíにÇÍする !があるï、ここにÇÍする
クエリコマンドをäbします。ほとんどのVW、?@で です。OK
もし、マルチメータが コマンドÐÑ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

�H67¢のデータeÍïにトリガが !なï、チェックをつけます。

�H67¢の - アドレスをÚ7します。GP IB

ûりüんだデータに、«ÏÚrをEったÆ、Excelへäbします。
Excelへのäbo = ( 67¢データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへäbするì�をここにäbします。
?@のVW、「�H67¢」がäbされます。

67suíに、67¢にÇÍするコマンドがあるVWは、ここにäbします。 ファンクションやレンジ��えのコマンド
をäbします。 %&は?@です。

67¢のデリミタをÚ7します。%&は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「ØÙ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
「ØÙコマンド」をàáしたVWは、トリガコマンドをテキストボックスにäbします。

�H67¢のデータにÚr�[をEうときにチェックします。 ÈZのデータがeÍされたVWは、その�ての
データに、«ÏにäbしたÚrがEわれます。

�H67¢のデータをZoとして¢うか、ÁÝとして¢うか
のÚ7をEいます。%&は「Zoデータ」にÚ7します。

�H67¢からÈZのデータがÇÍされるVW、データの
Ë�りÁÝをã7します。-Þ	には「コンマ」が+,されます。

�H67¢がÇÍするデータZをセットします。

KEITHLEY 2000をOPする<=のN�

67レンジを / で��えます。AUTO MANUAL
のﾁｪｯｸを�すとレンジäb,テキストボックスAUTO

がþれますからレンジをキーボードからäbします。
äbされたoに-»aい１つúのレンジにÚ7され
ます。

トリガ��をÚ7します。
「 」FREE RUN
67'も ()をTVします。FREE RUN
「パソコン」
67ï��にパソコンが67¢にトリガをÇÍします。
67¢は ()になります。HOLD
「�H」
67¢リアーのトリガリンクxyに��してサンプリング
をEないます。

67のトリガディレイï�をäbします。
%&は、?@または「0」をäbします。スキャナカードを+,するときチェックをOけます。

サンプリングレートをÚ7します。
= 0.01FAST NPLC
= 1MID NPLC
= 10SLOW NPLC

アベレージングµ¤を にします。ON

67¢��でÚ7した - アドレスと�じoをÚ7GP IB
します。

67ファンクションをÚ7します。 BzBC, BzDC AC
BC, '(2]'(4],�<,�åZ,��からàá。

67データをæZÚrして、
そのghをExcelシートにä
bします。Q+,がr|され
ますから、æZA,BとそのÚ
rghのJ�をäbしてくだ
さい。

67oをExcelへäbするïのJ�をÚ7します。
「÷o」は、67ファンクションにより「V」「A」または
「Ω」のJ�でäbします。「æZÚr」を9:にし
たVWは、このÚ7は�çされます。

èDo67を にします。ON

��の��

67のファンクションで「�<」をàáします。

OBDのタイプをàáします。 K, J, T( )

�<のJ�をàáします。 C,F,K( )

サンプリングレートをÚ7します。
= 0.01FAST NPLC
= 1MID NPLC
= 10SLOW NPLC

���・��の��

67のファンクションで「�åZ」または
「��」をàáします。

67するBzレンジをÚ7します。

アベレージングµ¤を にし、そのóôをON
Ú7します。

Å だけの��です。)W32-2400MPX
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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pN

４��5:のÔÕ

は、この「 」SENSE

ラインをOù�N

します。

２��5:のÔÕ

は、この「 」INPUT

だけをpNします。

２��5:のpN

２��5:のpN

４��5:

２��5:

Model2000-SCAN スキャナカードをOPした��FH

67するチャンネルにだけにチェックをOけます。
67チャンネルは��している !はありません。

67ファンクションをÚ7します。¿チャンネル�にêなったファンク
ションのÚ7が�¤です。 た だし、��したチャンネルで�て�-
のファンクションにÚ7すると¯いスキャニング67が�¤になります。
そのVW、 Bzで の67に!するï�はë ^です。DC 10ch 1.1
1～5 では、４xy'(67のàáが�¤ですが、４xy'(67をch
àáすると、そのDになるチャンネルの+,はできなくなります。 ãえ
ば、 を４xy'(67にÚ7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Qけると、°±STがVWされますから、スキャン5:のYZを�:します。「リレーカード��」チェック
がQいた[\から°±STをVWするためには、�]チェックを¼してから^UチェックをQけます。
� チャンネルの5:ファンクションcのサンプリングレイト やアベレージングeの5:YZは<=にý�で�:しておく( , , )FAST MID SLOW

Û²があります。

¿チャンネルの67oにÚr�[をEったÆ、 へのäbをEうExcel
VWは「Úr」にチェックをつけ、「æZ 」「æZ 」「J�」にR�なoA B
をäbします。

へのäbo 67o æZ æZExcel = ( - B ) * A

スキャナカードのDE�

Å) では、1chは��できません。TCSCAN
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���	
��を)う<=のN�

「67」タブで、P7bにチェックをOけたïだけ「���'(67」が�¤になります。

また、67óôは、�て「67」タブの+,でÚ7したóôにìいます。ただし、グラフの
jはEわれません。

「 」ボタンをクリックして、÷íに67をsuするまでのxちï�をäbします。START

ãえば、î�ï³にßðをäれ、ñ7の�<にòóするまでxってから67をsu

したいVWなどに+,します。

67のï��ôを３�`でÚ7できます。67で+,する67ステップにチェックします。

ï��ôをäbします。

ï��ôのJ�を「^」と「�」で�り�えます。

67qZをäbします。

úÏでÚ7した67ï��ôと67qZから、�ての67をSùまでのñ!ï�

がr|されます。このï�がõ)rされるのは、äbしたテキストボックスからカーソ

ルをÃ�したときです。

67データのäbされた ブックを7�	にú¥きTlするïにチェックをOけます。Excel

そのÆ、Tlする67サイクルをã7します。

67データが、 シートの4«Eにòóしたとき、ÂのシートのcdにÃ�します。Excel

ÂのシートがないVWは、��	にシートが
�されます。

ただし、シートが20シートにòóすると、ßàをö=	にSùします。

�Oがp÷になったとき、þÿのブックをTlしたÆ、øしいブックを
�し、そのcdから

データをäbします。

データのäbされた ブックをTlするフォルダをã7します。Excel

バックアップTlされる ブック#のcdにOける#ùをäbします。Excel

ブックには、«Ïの#íが��	にO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

�m��による	
���の_���

BCをú_`に�pしながら'(oの67をおこなうVW、67データをグラフによりû=r|すると、«ÏのようなüかなýwがþられるVWがあります。

これは、BzBCNj¢のbレンジをオートレンジで67したVWに、レンジの�り�わり�でNjします。

このýwをÿぎたいVWは、bレンジをP7レンジにして67をEってください。

:
bがオートレンジのï、

レンジの��り�で、/5な

ýwがNjします。
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Bzスイープ/BCスイープを�り�えます。

スイープスタートBz/BCをäbします。

スイープストップBz/BCをäbします。
スイープのVWスタートとストップの��のLOG

�£は�じにしてください。

LINスイープの�、ステップ��/��を��し

スイープの�、��ステップ�を��しまLOG

す。��65 000までのステップ�の��が� ,
ですが、67とデータûüにï�を!しますから
あまり�くのデータのûりüみはお�めできません。
スイープデータを ステップ�をパソコンにûり100

üむのに!するï�は、ë１５^です。

+,するµ¢の��がr|されます。FG³のZ
oは - アドレスをrわします。µ¢��と -GP IB GP IB
アドレスのÚ7は、「µ¢のÚ7」ボタンでEいます。

リニア／ログのスイープを�り�えます。

スイープスタート／ストップoのäbのJ�を
Ú7します。

スイープをsuします。

Bzbするïは、=>BCをäbしBCb
するïは、=>Bzをäbします。 ?@のVW
は、=>o にÚ7されます。はOFF

チェックを$けると(�はオートレンジになり

チェックを7すと、b_`をカバーする4R

なレンジにP7されます。

³�なì	が�い>りオートレンジでのスイープ

67はお�めできません。スイープ'にレンジp

÷がNjし67が
�されるVWがあります。

bøùï、µ¢のbを にしてbをOFF
Sùします。 チ ェックをOけないと、Sùï、
bは4Æのboで をTVします。ON

チェックをOけると、bがパルスbになり
ます。 « jがr|されますから、パルスのï
�W をäbしてください。とベースo
パルスbにチェックをOけると、「TVï�」
がパルス��に�り�わります。
67を�うパルスbでは、45パルスWは、
. です。0 95ms

vÚのスイープ��を��した5:

この「スイープ」タブが67されている©に「ＳＴＡ

」をクリックすると、�:したYZに�ずき、�ＲＴ

�の�:8、スイープを9:します。

スイープop8、そのpqをExcelËに�qみます。

�qデータは、CEのカーソル�>から°hj

にjかって�>されます。

スイープSùïのboの()をàáします。

GS610�9のスイープ��をOPした��

���のスイープ��をOPした

����の�
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89�:

;<=>

;<=>

s~©ªでtまる

5:©ª

s~©ªでtまる

5:©ª

AUTO ZERO-

のÔÕON

AUTO ZERO-

のÔÕOFF

AUTO ZERO-

のÔÕON
AUTO ZERO-

のÔÕOFF

※1

67vwï�のäbが9り、TVï�のäb@が?@のVW、67vwï�と67

ï�でTVï�は±7されます。

※2

TVï�のäbが9り、67vwï�のäb@が?@のVW67ï��がTVï

�の��に�るように、67vwï�を��	に)rしÚ7します。

※3

TVï�、67vwï�の��のäbが�いVW、67¢の4567vwï�に

Ú7され、67ï�からTVï�が±7されます。

パルスAB

パルスC

※1 パ ルスABの��EがFEのHJ、パルスC+ のパルスABにM<されます。100us

DC$>のÔÕのタイミングチャートxy

パルス$>のÔÕのタイミングチャートxy

「Excelデータのリアルタイムb」のVW、«Ïの「TVï�」は、パソコン|でï�をY[しますから、®¥<なï�は�xできませんし、

��しごとのï�のばらつきもNjします。

「Excelデータのリアルタイムb」のVW、«Ïの「パルス��」は、パソコン|でï�をY[しますから、®¥<なï�は�xできませんし、

��しごとのï�のばらつきもNjします。

Bz／BCの¿ステップでのbTVï�

をäbします。 パルスbのVWは、パル

ス��に�り�わります。

0.002～9999^の_`でäbできますが、

°�ï�、67vwï�、パルスWにより

÷íのTVï�はcdをeけます。

67の°�ï�をÚ7します。

ここでのäboが67ï�の�さを±7し、

äb�¤なTVï�(パルスW)にcdを

²えます。

67するレンジを³7のレンジにP7す

るVWにチェックをOけます。

オートゼロを にします。ON

boÚ7Æ、67suまでのvwï�をäb

します。

67する�? �ïに、をàáします。àáをすると

その67oをExcelへäbするïのJ�をã7し

ます。

スイープ�
をøùし、67データをExcelシートに

ûりüんだÆ、��	に
jをEいます。 の+,Q

で、その
jóôをäbします。 , の@が?MAX MIN

@のVW、オートスケールで
jがEわれます。

スイープ67を�7で67します。

ヒステリシスの��に+,します。

「スタート」から「ストップ」までスイープしたÆ、4Æの

Bzoで-�.0し、データをパソコンにûüみます。

この�、スイープデータZにEじだデータûüï�だ

けスイープが.0します。データのûüをSùすると、

「ストップ」から「スタート」に�かってスイープををõs

します。
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ExcelËのデータを ( )スイープとして$>リスト プログラム
この「 」タブが67されている©に「 」リスト ＳＴＡＲＴ

をクリックすると、 610GS vÚに{|されている

$>リストファイル「 」に}ってSunriseList.csv スイー

プを��し、その5:pqをExcelËに�qみます。

�qデータは、CEのカーソル�>から°hjにjか

って�>されます。

Excelシートより、Bzoとしてûりüむか、BC
oとしてûりüむかをàáします。

ûりüむデータのJ�をÚ7します。
ãえば、Excelúのデータが「100」で「mA」
をÚ7したVW、100mAとしてûりüまれ
ます。

ExcelúのZoデータ を 610リスト Äんで、 ³HGS
にプログラムスイープリストを
�します。
そのïのファイル#は、&に「 」SunriseList.csv
となります。
「 」ボタンにより、このリストによるスイープSTART
bがおこなわれます。
Excelúのþÿのカーソル��から«��にデ
ータのûりüみをsuします。
セルが?@になるか、6,000Êになると、ûりüみ
をSùします。ûりüんだghは、«のb»�
に��されます。

ExcelシートからûりüんだリストスイープデータZ
がr|されます。

リストスイープをsuします。
ここでのスイープóôは、�て「スイープ」タブの+,
でäbしたóôが�,されます。
・=>BC/Bz
・TVï�
・bレンジ
・°�ï�
・67vwなどです。
��
jµ¤はありません。

リストスイープと�ïに67をEうときにチェック
をOけます。Bz67/BC67/ のどST;< れ

か つ- のàáとなります。

67ghをExcelへäbするときのJ�をÚ7します。

g�されているµ¢の��をû�し、r|します。

bと67のóôをäbするµ¢をàá
します。FG³のZoは - アドレスをGP IB
rわします。 - アドレスのÚ7は、GP IB
「µ¢の��」ボタンでEいます。

GS610�9のリストスイープ��をOPした��

ランダム��でスイープした×

bBzå�

67BCå�
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� 

34420Agilent

KEITHLEY

Channel-1Channel-1

Channel-2

Agilent 34420のN�

34420vÚのメニューを67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。
IJは、 Qßの�����34420
を01ください。

‘Shift’+’>’ ’I/O ’KEY MENUで をVW。

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


