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æç
GP-IBボード
êë
W32-GS610SOL-R ラトックシステムô
120,000
NIô
W32-GS610SOL-N
W32-GS610SOL-C コンテック
W32-GS610OL2-R ラトックシステムô
NIô
190,000
W32-GS610SOL2-N
W32-GS610SOL2-C コンテック

@ìí
Win2000/Xp
Vista
Excel2000
2002/03/07


◆ !"NOPだけをUWした

なYシステムで、^_`なI-Vができます。
_`は、Pメーカbdによりghされます。

◆|}~で、のpがです。

と をして
をいます。はにExcel-Bookにgされます。(W32-GS610SOL2の)

◆ Excelのから

にのI-Vのがになります。
された!/"#は%&にExcelシートに*+され、I-Vカーブが3かれ、「JIS C-8913」
(789:)のパラメータが?@AにBCされExcelシートに*+されます。

◆ さらに、GP-IBでマルチメータをmnopすれば、rst`や:`のもになります。

マルチメータはt`W1w、:`W4wまでのmnができます。
GPIB-USBP
()

¦¨
４£¤op
または、２£¤op

"

¦§

GP-IB
t`Wマルチメータ

rst`

25.4560
DCV ACV
DCI ACI

:`Wマルチメータ
25.4560

:`Y
アナログC+

DCV ACV

ソーラーシュミレータ



DCI ACI


①ÍÎ"(Isc)/ÍÎ"¾`(Jsc)
②Ð!(Voc)
③ÒÓC+(Wm)/ÒÓC+¾`
④ÒÓC+@!(Vm)
⑤ÒÓC+@"(Im)/"¾`



I-V

と

⑥²³´¤(FF)
⑦¶·¸¹(Rs)/¸¹º
⑧¼·¸¹(Rsh)/¸¹º
!½"(Iv)/"¾`
⑩"½!(Vi)

!されるパラメータ

⑪Ãº(η)
⑫*ÆÇエネルギー(W)
⑬rst`

にステップえが
Û)「W32-GS610SOL2」だけのÜです。
×いステップ

"(A)
ÍÎ"(Isc)

ÒÓC+(Wm)
ラグランジェ2áâãä
によりBCされます。

ÒÓC+
@"(Im)

ÒÓC+
@!(Vm)

¶·¸¹(Rs)

¼·¸¹
(Rsh)

!(V)
Ð!(Voc)
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Úいステップ



のö
パラメータYB

!/"/+#
のþスイープデータ

のの
りし をします。

このから、BCする
パラメータをします。
"¾`Bでの
もできます。

をりす、

と
、
び、
の ãを
します。

ソーラーシュミレータをUW
するにします。
:`YをUWして*ÆÇ
エネルギーをYBする
にします。
*ÆÇエネルギーを¶o
キー*+するに
します。

まず.4に、「8の;<」と「GP-IBアドレス」をCしてください。
Ò÷は、このボタンで、UWするÜPのúäと、
そのGP-IBアドレスをüしてください。

「8のL」ボタン
GS610をするためのmnopを)します。

が "されます。
もし,.なら、に45な78を9:します。
２／４のをいます。
のGP-IBアドレスを)します。
>:ゼロでのインピーダンスを)します。
「AUTO V / I」をONに)します。
Excel>:のMQのボーズYは>:[\を、ZERO[\に
したいMQにチェックをつけます。
ZERO[\のインピーダンスのLO/HIのfgはhijの「>:
ZERO[\」の)でいます。
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のI-V

のOQ

Û)のでは、"の&が'()*してExcelシートに*+されます。
スイープを®します。

のスイープÜをUWした

スイープスタート／ストップ¦の9:の«¬を
)します。

この「スイープ」タブがされている に「ＳＴＡ
ＲＴ」をクリックすると、üしたにずき、Ü
Pのü、スイープをします。
スイープ、そのをExcelにみます。
データは、 のカーソル!"から7#$
に$かって*+されます。

リニア/ログのスイープをりえます。
の
では、リニアスイープだけ
がです。
チェックをÊけると>:はオートレンジになり
チェックをÍすと、>:¾¿をカバーするÐ
なレンジにÑされます。
ÒÓなÔÕがÖい°りオートレンジでのスイープ
はおめできません。スイープYにレンジ×
ØがÙÚしがÛÜされるMQがあります。

するのが "されます。£¤¥の
¦はGP-IBアドレスを わします。とGP-IB
アドレスの)は、「の)」ボタンでいます。
qrスイープ/qtスイープをりえます。
スイープスタートqr/qtを9:します。

>:ÝÞ、の>:をOFFにして>:を
ßÞします。 チェックをÊけないと、ßÞ、
>:はàの>:¦でONをµ¶します。

スイープストップqr/qtを9:します。
LOGスイープのMQスタートとストップの{|の
}~はじにしてください。

スイープßÞの>:¦の[\をfgします。
チェックをÊけると、>:がパルス>:になり
ます。 áâが "されますから、パルスの
Ãとベース¦を9:してください。
パルス>:にチェックをÊけると、「µ¶」
がパルス¸¹にりわります。
をæうパルス>:では、èパルスÃは、
0 . 95msです。

LINスイープの、ステップqr/qtを9:し
LOGスイープの、ステップを9:しま
す。65,000までのステップの9:が
ですが、とデータにを.しますから
あまりくのデータのりみはおめできません。
スイープデータを100ステップをパソコンにり
むのに.するは、１５¢です。
qr>:するは、¯°qtを9:しqt>:
するは、¯°qrを9:します。 ±²のMQ
は、¯°¦はOFFに)されます。

スイープをÿでします。
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à、àの
qr¦で し、データをパソコンにみます。
この、スイープデータに じだデータだ
けスイープが します。データのをßÞすると、
「ストップ」から「スタート」に かってスイープをを 
します。
òóqôのでは、ÿスイープはできません。

qr／qtの´ステップでの>:µ¶
を9:します。 パルス>:のMQは、パル
ス¸¹にりわります。
0.002～9999¢の¾¿で9:できますが、
À、ÁÂ、パルスÃにより
ÅÆのµ¶はÇÈをÉけます。
のÀを)します。
ここでの9:¦がのêさをëし、
9:なµ¶(パルスÃ)にÇÈを
îえます。

するopをfgします。fgをするとに、
その¦をExcelへ9:するの«¬をñし
ます。
òóqôのでは、「qr>:」で「qt」、
「qt>:」で「qr」だけがです。

するレンジをÒのレンジにÑす
るMQにチェックをÊけます。
オートゼロをONにします。
スイープõöをÝÞし、データをExcelシート
にりんだà、4õøにöâをいます。
þのijで、そのöâùúを9:します。MAX,
MINの²が±²のMQ、オートスケールでöâが
われます。

>:¦)à、®までのÁÂを9:
します。

のI-Vをうは
ここのチェックを,けます。
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「Åqtで>」と「qtで>」のfgをいます。
「Åqtで>は、ÅÆにしたqr(V)、qt(mA)、q:(mW)をExcelに9:し、
「qtで>」は、qt(mA/cm2)、q:(mW/cm2)で9:されます。(-ページ!)

BCするパラメータにチェックを
,けます。
ここに9:したqr¦に
>します。

したqt¦を

ここに9:したqt¦に
>します。

したqr¦を

ÉjÀの9:«¬を「cm2」、「m2」で
りえます。qtは、この«¬
をします。
ソーラシュミレータ>:の9:«¬を
「mW/cm2」、「W/m2」でりえます。
ソーラシュミレータの>:を9:します。
GP-IBでしたをして
9:エネルギーを>するMQにf
gします。
の«¬「Lux」を「mW/cm2」
に×するを9:します。
のnùúを)します。
à を!ください。
9"エネルギーを#キー9:しま
す。この¦は、そのまま、×%&
の'になります。
の)Ê*をデータにÊ+します。

GP-IBでした(で(を
うMQにチェックをÊけます。
à を!ください。

データの9:, をりえます。
-ページ9:/を!ください。
してデータを9:à、Excel0のカーソル
をどこへ2õするかをfgします。
13ので、43
ñをします。

り5しをうの

スイープとスイープのQいのを9:
します。
6)6)の7をうMQにチェック
をつけます。(W32-R6244SOL2だけの)
をう)Êを9:します。
をう:をñします。
との;を9:します。
スイープ®から-のスイープ®までの
;です。
6)のデータの9:されたBookのµ
<=フォルダを9:します。
Book7の=@にÊけるヘッダを9:します。
データのBÓにします。
Y、¹øにBookをバックアップµ<
するMQにチェックをÊけます。
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「1"でBC」と
「"¾`でBC」
ののö

-.のデータの*+ö

「#を7#$へ*+」にチェックを
つけたの*+ö

「òóqôの」にチェックをÊけないでしたMQは
このようなCDが "されます。
(qt¦が{|E)
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「U」にチェックをつけた]^
(にチェックをつけたMQの
(の)ij
FGは、11ページp「Í」のo
を!ください。

「_`」をabし「cd8」のLをeう]^
は、4H(2,3,4,5)までです。IHのをñしたMQ、
そのの¦をJKLMNして¦としてされます。
FGは、11ページp「Í」のoを!ください。

したqr¦をルックスの«¬に×するを
9:します。
Lux = ( qr - B ) * A

※の\]について
1.^に(をいます。
2.-にのをいます。
3.àにI-Vをいます。

ghのijをeう]^
「6)、 5 しをう」にチェックをつけたMQ。
1.スタートすると、áOのBook7で、PQかれているBookの78が×Øされたà、ñされた*までRち[\になります。
2.ñ*になると、4õøにが®されます。データは、Excelシートのá, に9:されてきます。
3.ñされたßÞ*になると(または、ExcelシートのáにTUする)と、その)のを4õøにßÞし、Bookをµ<しVじます。
4.BookをVじたà、#ちにXしいBookを4õøにöYし、-の)の®までRします。
5.このように、「2」から「4」を 5 し、ßÞ)ÊのßÞ*になるとZをßÞします。

されるE x c e lブ ッ ク の
" B o o k のヘッダ" + " _ " +    + " _ " +    + ". xls "
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I-VのklをmでりえてするOQ

Û)「W32-GS610SOL2」だけのÜです。

I-Vのスイープ2に、ã3を42で5りえてするためには、「リスト」タブをき、「の」に
チェックを,けます。
qrÙÚ/qtÙÚをfgします。
ÙÚ¦の«¬を)します。
をONにします。
¦をExcelへ9:する«¬をfgします。

①スイープ®¦を9:します。
②;をりえるMcをñします。
③スイープ

¦を9:します。

④スイープ^の;を9:します。
⑤スイープgYで;をえàの、;を9:します。
このボタンをクリックすると、「>:ùú」h¥に9:した¦からスイープ>:リストを
öYし、ソースメータ¥のカスタムスイープlmにnpします。
{qにnpをÝÞすると、ボタンがrsになります。
®8に、このボタンをクリックしてください。
もし、このボタンをクリックしないでを®すると、®8に、>:リストが
4õøにnpされ、そのà、が®されます。

①
④

×いステップ

リストスイープをUWした
I-V
:

-.のスイープによる
I-V
:

7/13

②

⑤

③

Úいステップ

Excelデータのリアルタイム!|と
「Excel」タブをした、「START」ボタンでC+

びをします。

C+する!または"#を、89にExcelシートに*+しておく;<があります。また、「Excel!"」ボタンで、ÜPがC+するExcelシート
のデータ!">?をしてください。
8üをした、「START」ボタンをクリックすると!"から@á7#$にデータがC+され、そのが のカーソル!"に*
+されます。「Excel!"」ボタン9:

!|データのExcelシートへの|
この¬vにカーソルをvいて「Excel¬v」ボタンをクリックすると>:データの¬v
がwxされ、ここからáに かってデータが>:されます。
¬vはExcelシート0のyzの¬vです。
もし、「µ¶をExcelから」にチェックをÊけたMQは、>:データのすぐþの|
に´ステップのµ¶を9:します。このµ¶でgYに±²があるMQは、
àに}%な9:のが~されます。

V-Iのö

じ!|を

し!|する]^

じ>:¦で り5しをうためには、Excelシートのセルに「>:¦(3)」として9:し、そのセル¬vを>:¬vにñします。´は
「µ¶」で9:した6にを り5します。
/えば、5Vの>:で、1003の り5しをうMQ、「5 ( 100 )」と9:します。Excelのバージョンによっては、0Oの9:, でExcelが9:エラー
をÙÚするMQがあります。そのMQは、=@に「アポストロフィー」(シングルコーテーション)を9:し、そのàろに「5 ( 100 )」を9:してください。
/ 「' 5 ( 100 )」

じ>:¦を 5 し>:するMQは、
>:¦のàろに£¤で¿んで>:する
5 し3をñします。

¦が9:された/
öâの/
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PQの>:とをÝÞà、 します。 「ＰＡＵＳＥ」を
したまま、「ＳＴＡＲＴ」をすと、ステップõöになります。
^に「PAUSE」をしたàに「ＳＴＡＲＴ」をしても、ステップ
õöになります。 「PAUSE」をすると、7>:モードに
します。 「Excel」タブがfgされたときのみ、}%です。

するのが "されます。
£¤¥の¦はGP-IBアドレスを わ
します。とGP-IBアドレスの)
は、「の)」ボタンでいます。

ijをè

"にりえます。

Excel>:で、ポーズY、18の¦をクリアします。
が,.なMQにします。

Excel0のデータをqrとして>:するか、
qtとして>:するかを)します。
また、「qr/qt」をfgすると、qr>:
とqt>:をQして>:がです。

>:をYします。
Excel0のデータを>:するの«¬を)します。 Excel0の
データが「１００」で、「ｍＶ」を)すると、100mVが>:されます。

ここにチェックをÊけると、´>:¦の
µ¶を´ステップ6に ¡して)
することができます。
´ステップのµ¶はExcelシートに
9:します。

>:YににエラーがÙÚしたMQ、>:をYす
るùúを)します。FGは-¢①!

qr>:するは、¯°qtを9:し
qt>:するは、¯°qrを9:し
ます。 ±²のMQは、¯°¦MNは
OFFに)されます。
この²をダブルクリックすると、0¯°
¦とá¯°¦をÓ々の¦に)でき
ます。(áâ)

マニュアルレンジにチェックをÊ
けると、ñされたレンジにÑ
したレンジでqに>:がわれ
ます。 þâが "されますから、
レンジ¦を9:してください。
9:した¦を>:するÐな
レンジにÑされます。
パルス>:のMQは、ここで
の9:はÖされ、Excel0の¦から、Ñレンジ
が4õøにされます。
Excel0のデータの>:ÝÞ、の>:をOFFにして
>:をßÞします。 チェックをÊけないと、ßÞ、>:
はàの>:¦でONをµ¶します。

qr・qtの>:µ¶を9:します。
パソコンのタイマでをNしますから、
あまり{®ではありません。あくまでも、p
¦として)します。パルス>:のMQは、
パルス¸¹にわります。0.1～9999¢の
¾¿で9:できますが、¯の>:ùú
やパソコンの~により、0.1¢Ê±の
は²れないMQがあります。

チェックをÊけると、>:が
パルス>:になります。
þâが "されますから、
パルスのÃとベース¦を
9:してください。
パルス>:にチェックをÊけ
ると、「µ¶」がパルス
¸¹にりわります。

「>:」にチェックをÊけると、GS610
の>:をにµったまま、だけを
7øにいます。þテキストボックスに
>:qrを9:します。また、チェックを
Êけたとき、áOijが "されますから、
3を9:してください。③!

>:するデータ=@¬vをñします。Excel0のカーソル
を>:したい=@¬vにvいてこのボタンをクリックします。
£のテキストボックスに、カーソル¬vが4õøに9:され
ます。áâ!

のÀを)します。
ここでの9:¦がのêさをëし、
9:なµ¶(パルスÃ)にÇÈを
îえます。

>:¦)à、®までのÁÂを9:します。
±²にすると、はµ¶の¤¥でわれます。
パルス>:のMQ、±²はパルス¤¥でがわれ
ます。

するレンジをÒのレンジにÑす
るMQにチェックをÊけます。
パルス>:のMQは、マニュアルレンジ
だけがです。

するopをfgします。fgとに、その¦
をExcelへ9:するの«¬をñします。④!
オートゼロをONにします。

スタートからの¦§を、¦と
にExcelシートに9:します。

Y、¦がqにExcelシート "され
るように、Excelシートを4õøにスクロール
します。

ÙÚ¦を、¦とにExcelシートへ
9:します。öâのときに«¬です。

Y、データのリアルタイムöâをいます。
áのijで、そのöâùúを9:します。
MAX,MINの²が±²のMQ、オートスケール
でöâがわれます。②を!

GP - IBでしたマルチメータ¨のを
にいます。à !。
Íのは、GS610の¦を©
みった#àにわれます。

をリセットします。
9:したZてのùúをロードª セ ーブします。
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①「エラーマスク」(のL)ボタン
>:YににエラーがÙÚしたMQ、>:をYす
るùúを)します。
GS610の¥¦を9:します。
¦が、ここに9:した¦をÍれるとÊËを4õøにYします。
á°¦、0°¦のÌ,または、どちらか,を9:します。
±²はÍをいません。
このÍは、その¦をExcelに9:した#àにわれます。
Íの¦にするÍ¦を9:します。
Íでのをわないと、ここでの9:はÖ%になります。

②「グラフ」にチェック

③「!|」にチェック

④のabのC

⑤cd8(マルチメータ)のLOQ
ÍとはGP-IBでパソコンとされている,.があります。(áâ)
Íからpられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、IのデータのMQ(Max10¶)、データはコンマで·られている,.があります。
¸)Zてのとのnをµ¹するものではありません。

)するÍ]Éをfgします。
ÍのGP-IBアドレスを)します。
のデリミタを)します。nqは、LF+EOIです。
®8に、にpするコマンドがあるMQは、ここに9:します。 ファンクションやレンジえのコマンド
を9:します。 nqは±²です。
もし、ÍからデータをÉける、クエリーコマンドをÔ8にpする,.がある、ここにpする
クエリコマンドを9:します。ほとんどのMQ、±²でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンド¼½のものでしたら、áOのコマンドのどれかがされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
ÍのデータÉにトリガが,.な、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「yzコマンド」からトリガの, をfgします。
nqは、「GET」のfgをします。
「yzコマンド」をfgしたMQは、トリガコマンドをテキストボックス
に9:します。

GP-IB

ÍのデータにÁMNをうときにチェックします。
IのデータがÉされたMQは、そのZてのデータに、
áOに9:したÁがわれます。
りんだデータに、áOÁをったà、Excelへ9:します。
Excelへの9:¦ = ( データ - B ) * A

§AP
25.4560
DCV ACV
DCI ACI

25.4560

GS610

DCV ACV
DCI ACI

ヘッダとしてExcelへ9:するÔoをここに9:します。
±²のMQ、「Í」が9:されます。

25.4560

Íのデータを¦としてÅうか、ÆÇしとてÅうかの
fgをないます。nqは、「¦データ」に)します。

25.4560

ÍからIのデータがpされるMQ、データの
·りÆÇをñします。Èøには、「コンマ」がされ
ます。
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DCV ACV
DCI ACI

DCV ACV
DCI ACI

25.4560
DCV ACV
DCI ACI

GS610のスイープを
8のスイープを
¡¢の

した

した

のスイープÜをUWした

スイープを®します。

この「スイープ」タブがされている に「ＳＴＡ
ＲＴ」をクリックすると、üしたにずき、Ü
Pのü、スイープをします。
スイープ、そのをExcelにみます。
データは、 のカーソル!"から7#$
に$かって*+されます。

スイープスタート／ストップ¦の9:の«¬を
)します。
リニア／ログのスイープをりえます。
チェックをÊけると>:はオートレンジになり
チェックをÍすと、>:¾¿をカバーするÐ
なレンジにÑされます。
ÒÓなÔÕがÖい°りオートレンジでのスイープ
はおめできません。スイープYにレンジ×
ØがÙÚしがÛÜされるMQがあります。

するのが "されます。£¤¥の
¦はGP-IBアドレスを わします。とGP-IB
アドレスの)は、「の)」ボタンでいます。
qrスイープ/qtスイープをりえます。

>:ÝÞ、の>:をOFFにして>:を
ßÞします。 チェックをÊけないと、ßÞ、
>:はàの>:¦でONをµ¶します。

スイープスタートqr/qtを9:します。
スイープストップqr/qtを9:します。
LOGスイープのMQスタートとストップの{|の
}~はじにしてください。

スイープßÞの>:¦の[\をfgします。

LINスイープの、ステップqr/qtを9:し
LOGスイープの、ステップを9:しま
す。65,000までのステップの9:が
ですが、とデータにを.しますから
あまりくのデータのりみはおめできません。
スイープデータを100ステップをパソコンにり
むのに.するは、１５¢です。

チェックをÊけると、>:がパルス>:になり
ます。 áâが "されますから、パルスの
Ãとベース¦を9:してください。
パルス>:にチェックをÊけると、「µ¶」
がパルス¸¹にりわります。
をæうパルス>:では、èパルスÃは、
0 . 95msです。

qr>:するは、¯°qtを9:しqt>:
するは、¯°qrを9:します。 ±²のMQ
は、¯°¦はOFFに)されます。
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qr／qtの´ステップでの>:µ¶
を9:します。 パルス>:のMQは、パル
ス¸¹にりわります。
0.002～9999¢の¾¿で9:できますが、
À、ÁÂ、パルスÃにより
ÅÆのµ¶はÇÈをÉけます。

スイープをÿでします。
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à、àの
qr¦で し、データをパソコンにみます。
この、スイープデータに じだデータだ
けスイープが します。データのをßÞすると、
「ストップ」から「スタート」に かってスイープをを 
します。

のÀを)します。
ここでの9:¦がのêさをëし、
9:なµ¶(パルスÃ)にÇÈを
îえます。

>:¦)à、®までのÁÂを9:
します。
するopをfgします。fgをするとに、
その¦をExcelへ9:するの«¬をñし
ます。

するレンジをÒのレンジにÑす
るMQにチェックをÊけます。

オートゼロをONにします。

スイープõöをÝÞし、データをExcelシートに
りんだà、4õøにöâをいます。þのij
で、そのöâùúを9:します。MAX,MINの²が±
²のMQ、オートスケールでöâがわれます。

DCC+ののタイミングチャートGH
「Excelデータのリアルタイム>:」のMQ、áOの「µ¶」は、パソコンでをNしますから、ÏÐなは¹Rできませんし、
Ñ5しごとののばらつきもÙÚします。


!"

BC


ãでDまる
ã

AUTO-ZERO
OFFの
AUTO-ZERO
ONの

※1
ÁÂの9:が}り、µ¶の9:²が±²のMQ、ÁÂと
でµ¶はëされます。
※2
µ¶の9:が}り、ÁÂの9:²が±²のMQ:がµ¶
の¤¥にÎるように、ÁÂを4õøにし)します。
※3
µ¶、ÁÂのÌ,の9:がÖいMQ、のèÁÂに
)され、からµ¶がëされます。

パルスC+ののタイミングチャートGH
「Excelデータのリアルタイム>:」のMQ、áOの「パルス¸¹」は、パソコンでをNしますから、ÏÐなは¹Rできませんし、
Ñ5しごとののばらつきもÙÚします。
パルス%&
パル ス '

!"

BC


ãでDまる
ã
AUTO-ZERO
ONの
AUTO-ZERO
O FF の

※1

パ ル ス % & の )*+が,+の-.、パルス'+ 100usのパルス%&に2
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されます。

GS610のリストスイープを

した

ランダムNOでスイープしたö

>:qrÞß

qtÞß

Excelのデータをリスト(プログラム)スイープとしてC+
この「リスト」タブがされている に「ＳＴＡＲＴ」
をクリックすると、GS610にgされている
C+リストファイル「SunriseList.csv」にLってスイー
プを1し、そのをExcelにみます。
データは、 のカーソル!"から7#$に$か
って*+されます。

リストスイープを®します。
ここでのスイープùúは、Zて「スイープ」タブのij
で9:したùúがÛされます。
・¯°qt/qr
・µ¶
・>:レンジ
・À
・ÁÂなどです。
4õöâはありません。

>:とのùúを9:するをfg
します。£¤¥の¦はGP-IBアドレスを
わします。GP-IBアドレスの)は、
「のÝY」ボタンでいます。

リストスイープとにをうときにチェック
をÊけます。qr/qt/78
のどれ
かつのfgとなります。

Excelシートより、qr¦としてりむか、qt
¦としてりむかをfgします。

CDをExcelへ9:するときの«¬を)します。

りむデータの«¬を)します。
/えば、Excel0のデータが「100」で「mA」
を)したMQ、100mAとしてりまれ
ます。

されているのをÜし、

Excel0の¦データリストを©んで、GS610¥
にプログラムスイープリストをöYします。
そののファイル7は、qに「SunriseList.csv」
となります。
「START」ボタンにより、このリストによるスイープ
>:がおこなわれます。
Excel0のPQのカーソル¬vからá, にデ
ータのりみを®します。
セルが±²になるか、6,000¶になると、りみ
をßÞします。りんだCDは、áの>:]Ø
にÙÚされます。

"します。

Excelシートからりんだリストスイープデータ
が "されます。
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