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◆�A��np�だけをu�したyzな��システムで、���な ��ができます。I-V

����は、���メーカ��により��されます。

さらに、 でマルチメータを��+,すれば、���や��の��も��になります。GP IB-

マルチメータは�����1�、�����4�までの��ができます。

����で、 ¡ ¡の¢,��が��です。��_£¤¥と§¨¤¥を©�して ¡��を«います。

��®は¡	に に�¯されます。Excel-Book

スイープ��の¶·から、��ステップºの»�が��です。¼½なら¾い��¿となってしまうde� 

ÂÃから_`�AまでをÄかく��できます。

ExcelÆのÇjÈÉからyzに����のI-VÊËの��が��になります。

��された�A/��¿はÌÍにExcelシートにM され、I-VカーブがÐかれ、「 C-8913」(×ØÙ�)のJIS

パラメータがÛgÜにÝ�されます。

��
�Þ

W32-R6244 3SOL

フルオート��å�により、ÊËのæçな����の��も、è»なéêでÛg��ができます。

Isc/Vocモニターå�により、ソーラーシミュ ータのOíîïや、��ðの+,ñòがyzにできます。

��パラメータのóô25��Ý¿のÝ�ができます。

ソーラーシミュ ータのシャッター_÷øùができます。 リ ー+ûや ポートからシャッターøùを«います。COM

þÿ�� ¢¡�� スイープº»� シャッターøù Isc/Vocモニター ������フルオート������

��	
�などのå�����の��に��な��スイープによる��ができます。

Ûgシーケンス ��å�

◆

◆

�ðに��したde４��の��éêを、����できます。 Ûgシーケンス�� ページÙ�( 26 )
- OneSunDARK IV��、 ��、１�での�Ä��、 !�eパワー��を����できます。

#��パラメータに の��¿を$�できます。 の��¿は%�で シートにM されます。PASS FAIL FAIL/ Excel
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このÈÉから、Ý�する

パラメータを©�します。

ソーラーシュミ ータをu�する

68に9:します。

���をu�してMNOエネル

ギーを�Ýする68に9:します。

MNOエネルギーを9+キーM 

する68に9:します。

����のÊË��の

<り=し>!を©�します。

 ¡��を<り=す68、

_£?@¡と§¨?@¡、

Bび、

 ¡の��¤EFを©�

します。

��D��Ýでの��も9:

できます。

２����／４����の��を�います。

�����を �します。
"�の - アドレスを �します。GP IB

まず��に、「��#の%&」と「 - アドレス」を9�してください。GP IB

Gいステップ Hいステップ

�A(V)

��(A)

[\��(Isc)

_`�A(Voc)

de� (Wm)

ラグランジェ2JLEM

によりÝ�されます。

de� 

gj�A(Vm)

de� 

gj��(Im)

9:;<(Rs)

?:;<
(Rsh)

��� ��とCDされるパラメータI-V ��MにステップRSTえがX�

��YZの[

6243/44を'(する*+は、
その89の�(:;<を=>します。
この=>を@Cうと、��FHがKL
しますから、ごQRください。

は、VWXに �され6240A/41A/42
ます。



４]^_によるYa

�A(V)

��(A)

[\��(Isc)

_`�A(Voc)

��� ��のbcdfI-V

ghな���I-V��の[

①スタート�A ②ストップ�A

Iscの�Ýのため、ゼロより
QしRさな¿。 S T¿=-0.1V

③ステップ�A
スタート/ストップEが３０XYZ�
になるようなステップ�A¿

S� ¿よりQしeきな¿Voc
=Voc+0.1VST¿

④ø\��

S�される ¿よりIsc
Qしeきめの��¿

⑤�]¤E

⑥^X¤E⑦��_`

¤E

�A� 
����

I-V��a

��YZ
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●フルオート��å�
・「fg」
スタート、ストップ、ステップgのM éêをu�して��を«います。
・「h>Ûg」
ij+,されているソーラーセルのÊËをñòし、#ての��éê
をÛgÜ$�し、è»な��が«われます。<り=し��を«う68、
２>mopは、h>にq�したéêにr�され��されます。
・「 >Ûg」
<り=し��を«う68、è»な��éêに >ÛgÜ$�します。

②
①

③

⑤

⑥
⑦

④

6253の68は、� ¿の��å�があります。
チェックをÂけると、�A� ¿と��¿の
vxの�¤��が��になります。

この�Aは¼½、� $�¿になりますが、
は、ÆØの � ¿を��する にチェックを6253 [ ]

Âけると、この�A¿は� �Aの��¿になります。



この「スイープ」タブが=>されているbに「 」ＳＴＡＲＴ
をクリックすると、 �したklにmずきスイープ��
をp�します。スイープqrs、そのtuをExcel{
に|}みます。「����の��」にチェックが�い
ていると、スイープデータから����のパラメータ
がVWXに��されます。
スイープ�rs、データをパソコン|}みに�する
b@は、5,000ステップのデータの*+、�20�です。

��スイープ/��スイープを�り�えます。

スイープスタート��/��を��します。

スイープストップ��/��を��します。 スイLOG
ープの*+スタートとストップの��の��は じ
にしてください。

LIN LOGスイープのb、ステップ��を��し スイ
ープのb、ディケード¤りの¥¦<を��します。
Q） スイープの*+、この¨は©���ªまLOG
せん。 ダブルクリックにより��°を±²してください。

³´��/³´��を��します。

スイープ��をExcelに|}みます。
µ¶モードが「��」で、「スイープ��」と
「スイープ��」の¸¹にチェックを�けた
*+、このスイープ��は、p»の��
°でなく½�°で��されます。

スイープ��をExcelに|}みます。
µ¶モードが「��」で、「トレース��」と「トレー
ス��」の¸¹にチェックを�けた*+、このスイ
ープ��は、p»��°でなく½�°で��され
ますから、p»の����°と¾¿Àなる*+が
あります。

��スイープのb、ここで��した��°
にÂÃした��°を½�し、Excelに��
します。��スイープの*+は、��°の
��になります。
������では、ÄÅになります。

��のÆ¥b@を �します。

Çステップでの��ÈÉb@を��します。

リニア/ログのスイープを�り�えます。
(6240A/41A/42Aの*+は、 / の��え)LIN FIX
������の*+は、リニアにÑ�されます。

スイープスタート/ストップ°の��のÒÓを
 �します。

パルスモードで��します。「ÔÕb@」がパルス
:Öとなります。 bにL×のklを��します。

スイープスタート/ストップ@をØÙスイープします。

スイープ��/��を¸¹とも|}みÛ�
した*+、VWXにÜÝを�います。

スイープをÞßします。

Ç��àáのâãは、"�に�äする|åâã
æをçèください。

'(する"�の��がéêされます。ëìíの<°
は - アドレスをéわします。"���と - アドGP IB GP IB
レスの �は、「"�のïð」ボタンで�います。

6240A/41A/42Aの*+は、òó°での��が
ôõです。

6240Aのパルス��の*+だけéêされます。
パルス��では、1Aö{の����を�う
*+、÷øなパルス:Ö/パルスùなどをV
WXに½�し �します。

���のI-V��のp_

スイープタブを9:します。

ÔÕb@ ÔÕb@

Æ¥b@ Æ¥b@��ÈÉ ��ÈÉ

b@b@

9�� パルス� 

����の ��を«う68はI-V
ここのチェックをÂけます。

| ����の��では、����の}Ëが~���して シートにM されます。) Excel

6240B/41A/42 2ndの*+だけの"õです。 スイープ

をôõにします。L×ýþの2àáの��°が

Åな*+、 スイープが�なわれます。どちらか、2nd

または¸¹が�¨の*+、 スイープは�なわ2nd

れません。
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ダブルクリックで、スタート°とストップ°を�れ�
えます。

ÇステップのÔÕb@を��します。
パルス��の*+は、:Öを��します。
�¨にすることをお�めします。
Æ¥b@と��ÈÉから÷øなÔÕb@
がVWXに��され��がp�されます。

※ だけの6253
å �です。



��するパラメータにチェックを�けます。

ここに��した��°にÂÃした��°を��します。

ここに��した��°にÂÃした��°を��します。

��	þÆの��ÒÓを「 」、「 」で�り�えます。cm2 m2
��
H½�は、このÒÓを'(します。

ソーラシュミレータの��を��します。

ソーラシュミレータ��の��ÒÓを「mW/cm2」、「W/m2」
で�り�えます。

GP IB- で�したèH½を'(して��エネルギーを
��する*+に=>します。

èH½の��ÒÓ「Lux」を「mW/cm2」に±�する�<
を��します。

èH½の��klを �します。s�をçèください。

��エネルギーを�キー��します。この°は、
そのまま、±�Å�½�の¥�になります。

GP IB- で�した�H½で�H��を�う*+に
チェックを�けます。s�をçèください。

「p��で��」と「��
Hで��」の=>を�います。
「p��で��は、p»に��した��(V)、��(mA)、��(mW)をExcelに��し、
「��
Hで��」は、��
H(mA/cm2)、��
H(mW/cm2)で��されます。(7ページçè)
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ソーラーシミュレータを'(する*+に=>します。

�����p_のqst�

��Â�となるソーラーセルのパラメータの�H�<が
� に!ãしている*+は、そのパラメータの25H��
°を��することができます。
��できるパラメータは、「 / 」「 」「Pmax」「 」ISC JSC VOC FF
だけです。

それぞれの�H�<を��します。
25H��の½��はL×のとおりです。
25H��° = ��° + �H�< * ( �� �H - 25 )

シャッター³%を�う*+にチェックを�けます。&'はs�。

����の��¹(の&'を �します。

フルオート��をp�します。
「©W」
スタート、ストップ、ステップなどのキー��した��klで��を�います。
「-.VW」
�されている����の� ��を�い、その����の/�に+ったø�な��klを �し、
I-V��をÞßします。��する����の/�が1ãで、��klが� に2�できない*+に34
な"õです。5り6し��を�う*+、-.だけVW �がおこなわれ、２.áö7は、-.に2�した
��klにÑ�され��が�われます。
「8.VW」
5り6し��を�う*+、8.VW �が�われます。

����のIscとVocの��やモニターを�います。
シャッタ³%にチェックを�けると、シャッターのÞ:も;Wします。

VocのモニターをÞß/<>します。

IscのモニターをÞß/<>します。

ここにチェックを�けると ��bのゼロ����の����レンジをÛ�ISC
できます。�@は、チェックを�けません。��レンジがオートレンジに �さ
れます。
����とそのABDでµEF�がµ¶したbにチェックを�け、����
レンジを±²するとµEF�を.Gできる*+があります。

| �����で�� Oí を�A��する68。) ( )
まず、�����の�A¿ を「 」に��する(V) W/m2
������の�! ¿をM します。A,B
Jに、 「 」 とM します。1Lux= 1000 mW/m2
その®、MNOíの���Aが、「 」に��されW
��J=の�Ýにu�されます。



Q1) ���rs、その��tuを���í	のバッファメモリからExcel{にデータを|り}むのにL�なb@は、4000ステップのI-V

データの*+、� 21secかかります。

Q2) スイープ��に Mし、ÔÕb@、パルス:Ö、パルスù、Æ¥b@、ホールドb@、ソースディレーb@、��ÈÉb@、��のオート

レン ジ、µ¶のオートレンジOのPみ+わせによりLずしもQRのkl �ができるとは´りません。 できるだけ T�した��ができるよ

うにするた め、1ø�なkl �で��をÞßしようとしたとき、��klを±²する�Uが�われます。

ø�な��klになるように、{×klを XHYZして、��をÞßしてください。

���の|åâãæを [\し、µ¶と��の³´�àを]^しておくことが_�です。

8`8`の;���を�う*+にチェックをつけます。

��を�う`�を��します。
Û�した`�の@、8`1つのBookがÜðされ、その
Bookに��データが��されます。
&'は、s�をçèください。

��を�うb@cをÛ�します。
8`��を�うb@cをÛ�します。

��と��のb@@dを��します。
スイープÞßからeのスイープÞßまでのb@@dです。

8`の��データの��された のÔfgフォルダBook
を��します。

Bookiのgjに�けるヘッダを��します。
データのnpに'(します。

��q、�ÖXに をバックアップÔfする*+にBook
チェックを�けます。
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��の`�brを��データに�tします。

��データの��¹vを�り�えます。
7ページ��tuwをçèください。

��してデータを��s、Excel{のカーソルをどこへ
zWするかを=>します。

1.の��で、{.5り6し��を�うのÛ�をします。
÷_ .まで5り6し��がôõです。9,999
L×のÃ(ができます。
1.パラメータのb@X±~を��する。
2.�<のセルを�e|�えながら��する。
3.パラメータの�H/�、èH/�を��する。

スイープとスイープのb@@dを��します。(Max 86,400s)
�¨にすると、1.��ごとに、eの��を��するかの
��ýþがéêされます。このb、����の|�えを�な
うことができます。 eページçè( )

このテキストボックスをダブルクリックすると50ステップで
�tできます。

5り6し��のb、パラメータの½�エラーがµ¶した
*+、そのエラーをÄ�して��を��します。

「Ctri」Key+「Auto_Mode_Size」の{をクリックすると��が
��に±わり、VWモードのb、 �から �へのスVOC ISC
イープへ±えることができます。�@は、 �から �ISC VOC
へのスイープ¹vです。

この{をダブルクリックするとVWモードのbのスイープ
データ<を、20から40の��で±²できます。

この�B{をダブルクリックして、VWモードを=>します。
この３��のWÜモードは、LÝをçèください。

Ûgモードの３つのgjモードの�いについて

FFが、 öLのb0.7 FFが、0.8 sのb FFが、0.8ö{のb

DARK I-V��を�います。Òにダイオード/�を��し
ます。パラメータの½�は�いません。VWモードはÄÅ
になります。

ØÙスイープによる��を�います。
� �¡�のような "D����で'(します。



��パラメータのu�vのbc

wxし��/yzwxし��のセルへのストレス��p_の��

Çパラメータに!�klを��できます。{´だけ、L´だけ、または¸¹を��します。
この!�を¢れたパラメータは、 シートに��で��されます。Excel
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wりxし ��の�、��のサンプル�のbcp_I-V
<り=し>!を２>oÆに$�し、「Jの��までの�ち¤E」を��にすると、 >、 �� に�¤��になり、×Øのようにサンプル�M IV
ÈÉが��されます。
ここで、サンプル�をM すると、 シートにM される��データの��にサンプル�がM されます。Excel
��サンプルを ��ごとに�り�えて��するときにu�します。IV

��にする。

I-V��の9ðに×ØのÈÉが��されます。

8.サンプルiを��する*+はチェックを�けます。

8.サンプルの��	þÆを��する*+はチェックを�けます。

<=し ��を«う68、��を«っていない¤EFは����にスト ス �� を��することができます。I-V ( )

「 」、「 」、「 」、「 」「 」の ��から9:します。¼½は、 を9:します。OPEN SHORT VOLTAGE CURRENT OPENVmax 5

ただし、このスト ス��å�は、��の¤EE�が �oÆの68にだけå�します。10

5り6し.<を２.ö{に �すると、このストレスklがéêされます。

ストレスの��を=>します。 ��b@@dが１０�ö{の*+に"õします。( )

ストレスに「 」「 」を=>した*+は、��°を��します。VOLTAGE Vmax
「 」を=>した*+は、��°を��します。CURRENT
Q)
Vmax ( )「 」 ÷_��WÜ�� を=>した*+、@に、� に��された
°がストレス��として'(されます。もし、 の��に¨©したVmax Vmax

*+は、÷sに��された °が'(されます。Vmax
�ªq、１Hも が��できなかった*+は、ここに��した��°がVmax
ストレス��として'(されます。

ストレス«tqの³´��、または³´��を��します。
�¨の*+は、�¬の��ôõな÷_°になります。

Vmax«tq、リミッタの�をÄ�する*+、この	¥をダブルクリックします。
�@は'(しません。

Vmax«tq、µEの�をÄ�する*+、この	¥をダブルクリックします。
�@は'(しません。
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�H��にチェックをつけた*+の
�H½の �ýþ
&'は、22ページ「¢	���」のà
をçèください。

「�
」にチェックをつけた�� 「�
���」 �� を��し「����#」のt�を�う��( )

��した��°をルックスの
ÒÓに±�する�<を��
します。
Lux = ( ���� - B ) * A

����

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

�����

GP IB-

Oí ���/

�����マルチメータ

Oí �����マルチメータ/ -1

アナログ� 

４'*+,または、２'*+,

チェックをÂけると
$�ÈÉが��されます。ADC 7352Aの68

ADC 7352Aの68

ADC 7461P Pt100の 68

KEITHLEY 2110 Kの �� の68

Agilent 34970Aの68

1,Ch-1 , KSLOT ��� 

Agilent 34970Aの68

1,Ch-1 ,SLOT DC�AM 

LF EOI+

LF EOI+

CR LF EOI/ +

LF EOI+

LF EOI+

LF EOI+

F40 1 0 3INIC DE TRS

F1 1 0 3INIC DE TRS

H0 F44 0 1 3PT IN TRS

UNIT C

: KTCO TYPE

: :TCO RJUN RSEL REAL

*RST

: _INST DMM ON

: _TRIG SOUR BUS

: _ ,K,(@101)CONF TEMP TC

: _(@101)ROUTE SCAN

*RST

: _INST DMM ON

: _TRIG SOUR BUS

: : _(@101)CONF VOLT DC

: _(@101)ROUTE SCAN

�

�

�

MEAS TCO: ?

READ?

READ?チェック�り(* )TRG

チェック	

チェック�り(* )TRG

チェック�り(* )TRG

チェック	

チェック	

チェック	

チェック�り

( A,B )
� を�

チェック�り

( A,B )
� を�

チェック	

チェック	

チェック	

èH½は、÷_4®(2,3,4,5)まで'(ôõです。�<®のèH½をÛ�した*+、そのèH½の��°を
¯°~±²してèH°として'(されます。&'は、22ページ「¢	���」のàをçèください。

※��の�´について
1.÷-に�H��を�います。 2.eにèH½の��を�います。 3.÷sに ��を�います。I-V

èHö¢の��を�うことができます。その*+は、「èH��」の
��{を「Shift」キーを·しながらクリックすると、「 」にéêが¸わり、OTHER
èH��からº¢されます。このマルチメータは¼½して¾Rの��が
ôõになります。4®をすべてèH��からº¢して、¼½したマルチメー
タとして'(がôõです。
１®のマルチメータから�<のデータが、コンマでÀ�られてÁ�される
*+は、そのデータÂての��ができます。①

①

①

①

①

①

①

②

②

②

②

②

②

②

③

③

③

③

③

③

③

④

④

④

④

④

④

④

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

$�¿

$�¿

$�¿

$�¿

$�¿

$�¿

L×の �wçè

�
��のt�[

�
����のt�[/

|)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
¨©します。

|)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
¨©します。

|)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
¨©します。

| シャッター_÷� とはª�æ�。) 34970A

| シャッター_÷� とはª�æ�。) 34970A



��の��vを、Agilent34970Aを¦§して¨チャンネルを«り¬むp_

«¨の !の��¬mを、アジ ントテクノロジー® のマルチプ クサ をu�してde までの34970A (34901A) 10ch
データを�り¯むことができます。
この��には、�����の *から *がu�できます。 *は、 ��Ýのための����±�の��ですから2 5 1 25
u�できません。
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����
GP IB-

４'*+,または、２'*+,

LF EOI+

*RST

: _INST DMM ON

: _TRIG SOUR BUS

: _ ,K,(@101)CONF TEMP TC

: _ ,T,(@102)CONF TEMP TC

: : _(@103:105)CONF VOLT DC

: _(@101:105)ROUTE SCAN

READ?

チェック	

チェック�り

( A,B )
� を�

①

②

③

④

⑤

⑥

$�¿

|)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを¨©“_”( )
します。

①

②

③

④

⑤

��
��
Oí
´�
�A

34970A 5で ¯°の��vを«¬む[

ch-1  K��� 
��� ch-2  T
Oí �A� ch-3 ( )DC

ch-4 ( )´� �A� DC
ch-5 DC�A

⑥
マルチプ クサ を、37901A
スロット にµMする。1

5

| シャッター_÷� とはª�æ�。) 34970A

ケースレー を ²で、�
と��を«り¬むp_2110 1

①

②

③

④

⑤

⑥

KEITHLEY 21101 DC K�で �Aと �� の�¯の68

LF EOI+

: ' 'FUNC1 VOLT

: ' 'FUNC2 TCO

:UNIT C

: K:TCO TYPE

: ::TCO RJUN RSEL REAL

:READ?

チェック	

チェック	

①

②

③

④

⑤

⑥

$�¿

|)
Ctrl Enterは、「 」+「 」

アンダーバー はスペースを“_”( )
¨©します。

2
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I-V��の��³´をµMでSりTえて��するp_

Gいステップ Hいステップ

��µ¶/��µ¶を=>します。

µ¶°のÒÓを �します。

��を にします。ON

��°を へ��するÒÓを=>します。Excel

①スイープÞß°を��します。

②��@dを�り�える*ÅをÛ�します。

③スイープ<>°を��します。

① ② ③
④ ⑤

④スイープ÷-の��@dを��します。

⑤スイープÉqで��@dを��えsの、��@dを��します。

このボタンをクリックすると、「��kl」Êíに��した°からスイープ��リストを

Üðし、���í	のランダムスイープÌ9にÍÁします。

�@にÍÁをqrすると、ボタンが��になります。

��Þß 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Þßすると、��Þß に、��リストが

VWXに���にÍÁされ、そのs、スイープ��がÞßされます。

:

:

¼½のスイープによる

��®I-V ランダムスイープをu�した

��®I-V

スイープステップを¶·で»り�えて��するためには、「ランダム」タブを9:し、「����の��」にチェックをÂけてください。

ただし、�ðに「スイープ」タブで��éêを$�し、~½なスイープ��ができことをñòしておいてください。

「ランダム」タブでは、スイープ�A��ao�の��éêは「スイープ」タブで$�した��éêを·¸します。

ダブルクリックで、スタート°/ストップ°/ステップ°を�れ�えます。



ISC VOC/ の¤EÜ�¹をº»するには、×Øのx¼が�¨されています。
��	
����の½¾Ëを¿/するには、この / の¢,��を_£したÀ、ソーラーシミュ ータのシャッターをfgでISC VOC

/ します。 シ ャッターの / による��	
����の / ½¾Ëをñòできます。OPEN CLOSE OPEN CLOSE ISC VOC
ただし、 のサンプリング¤EE�は、dÁでもÂ0.1�Z�になります。¢,��¤EのÃさはExcelのd×«にÄÅするまで·,でISC
きます。Æえば、0.1�E�で、6,500�·,できます。

·¸¹º%���»の の¼½�の¾¿p_ISC VOC/

·¸¹º%���»のヒステリシスにÆ¼したÇÈスイープ

①スイープタブ
を9:します。

②������
にチェックをÂけ
ます。

① タブを9:します。Excel

③��¤EE�をM します。

④��_`¤Eをゼロにします。

⑤ にチェックをAUTO RANGE
Â けます。

② ¢,��にチェックをÂISC
け て、��>!をM します。

１ 2

ØÙ��をするために、
どちらかの「ØÙ��」にチェック
を�けます。
どちらに�けても、Åuは じです。

��スイープの��®

��	
�などのå�����の ��では、スイープxÇによりÈなった カーブを�す68があります。このようなヒステリシスのI-V I-V
ある����では、 カーブを����で«いたい68があります。I-V
����を«った68、「«き」のデータと「Êり」のデータのËÌ¿をu�してパラメータをÝ�します。

�き/Ïりの¯°°
を'(したパラメータ

�き/Ïりのそれぞれ
のカーブからのパラメータ
½�tu

11/31
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GP IB-

I-V��_£ÍÎ

I-V��

_`¤Eîï

��ËÌによる ��のÍÎI-V

��からのÍÎに��して ��を_£する68にu�します。×Øの つのx¼があります。I-V 2

「"�のïð」で「"�の¢	トリガ'(」
にチェックを�けます。

���Ñþの
TRIGGER IN
へ��する。

1. ��� (�Ï)リアーの - をu�するx¼TRIGGER IN

���リアーの - のÍÎM に��してI-V��を_£することができます。このx¼はシンプルなx¼ですが、×Øのø\があります。TRIGGER IN
「fg」、「h>Ûg」、「 >Ûg」の9:で、「fg」だけがu���です。「h>Ûg」、「 >Ûg」をu�するためには、��_£ðから�½Ü
にÐÑなOíを�NしておくÐÑがあります。
XO�からのÍÎ、シーケンサからのÍÎ、パルスOÏからのÍÎなどの½�がÒえられます。パルスOによるI-V��を«なうためには、ソーラ
シュミ ータがパルスOに ½しているÐÑがあります。さらに、パルスO� に��した ベ ルの��_£ÍÎが� されるÐÑがあります。TTL
パルスOは、Â100msoÆのÔ�したO� ¤EがÐÑです。
また、^X¤E1 oÆでの�ÁサンプリングでI-V��を«なう68、���ÿÕの����はÖ]できません。この¤の����の×¹はPLC
�する�Ïå�の��にØじます。
��を_£するÍÎを、���リアーの コネクタ「 」に+,します。このÍÎの�Äは、���にÂÛする�ÜÝçÞのBNC TRIGGER IN TRIGGER IN
の¬をÙ�ください。 ÍÎからI-V��を_£するまでの_`¤Eの¤Eîïは「そのß」のボタンをクリックして、ホールド¤Eで«なTRIGGER IN
います。 また、 I-V��の_£は のÍÎにより«ないますが、��§¨¤EはM した��éêによりqまります。TRIGGER IN
I-V��にかかる¤Eは、「�]¤E」 * 「ステップ!」です。
ステップ!は、スタート�A/ストップ�A/ステップ�AからÝ�される��データ!です。
Æ)
�]¤E=3ms , スタート�A=-0.1V ,ストップ�A=0.5V ,ステップ�A=0.05Vの68、13ステップですから、
I-V��¤E = 3ms * 13 =39ms となります。

_£ÍÎ

フットスイッチ

「"�の¢	トリガ'(」にチェックを�けると、
���リアーの「 」�Òに Öして、TRIGGER IN
I-V��が�なわれます。

| ページÙ�) 29



13/31

GP IB-

GP IB-

「"�のïð」で「"�の¢	トリガ'(」
にチェックを�けます。

「¢	スイッチのスイープ」にチェックを�けます。

2. �Âけå�の デジタルM をu�するx¼

�Âけå�へのデジタルÍÎのM に��して ��を_£することができます。	¶、ã®の©�する��å�をご�¨いたI-V

だくÐÑがあります。
このx¼の�ûは、「fg」、「h>Ûg」、「 >Ûg」から、Ûäな9:ができることです。
フットスイッチのÍÎ、XO�からのÍÎ、シーケンサからのÍÎなどに��した��の½�がÒえられます。
×Øの+,x¼から9:してください。

MCIエンジニアリング��(`Ó�)
ユーザ�でご(Rください。

¢�け"�を=>します。
・SKIT-01
・Agilent 34970A

-512・MCI PCR GP

��に'(する��ポート、または、
ビット´ÒをÛ�します。

・. -512PCR GPを9:した68

・ -01( )SKIT シャッター_÷øùキット を9:した68

MCI PCR GPエンジニアリング2 -512 をu�します。
-512 の M にM ÍÎをåえると、PCR GP INPORT

シャッタがオープンしたÀ、��éêをÛgに$�し、
I-V��をæ«します。

ã®オプション -01をu�します。SKIT
I/O の M にM ÍÎをåえると、GPIB BOX INPUT

シャッタがオープンしたÀ、��éêをÛgに$�し、
I-V��をæ«します。

OUTPORT

OUTPORT

INPORT

INPORT

シャッターÞ:³%

シャッターÞ:³%

37

19

2

20

��の�
M の68-0INPORT

ピン*Î

Foot Sw.

Foot Sw.

Foot Sw.

��からの��_£ÍÎ
+ûÍÎ( )

��からの��_£ÍÎ
+ûÍÎ( )

��からの��_£ÍÎ
+ûÍÎ( )

The measurement start
signal from the outside

The measurement start
signal from the outside

The measurement start
signal from the outside

Start Sw.

Start Sw.

Start Sw.

GP IB-

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプション íÜ ÝºDMM
ユーザ�でご(Rください。

34903A (20ch )アクチュエータ34907A
マルチファンクションモジュール

・.34970Aを9:した68

34970Aと、34907A(マルチファンクションモジュール)
をu�します。
34907Aの M にM ÍÎをåえると、シャッタDIO
がオープンしたÀ、��éêをÛgに$�し、I-V
��をæ«します。

シャッターÞ:³%

GPIB BOXI/O



ソーラーシュミレータのシャッターÒÓを�なう ��I-V

ソーラーシュミ ータにシャッタ_÷å�がëìされ、

パソコンからのシャッタøùが��な68、ÐÑdR

\のO�N¤Eで ��ができます。��9ðにI-V

シャッタをオープンし、��í¨と�¤にシャッタをク

ローズします。また、O�N¤Eはパソコンからのøù

でÛäに$�できるため、 ����がñ�できます。I-V I-V��

シャッタ_ シャッタ÷

O�N¤E

シャッター_÷øùキット( -01)でシャッターøùする68。SKIT

GP IB-

OUTPORTINPORT

シャッターÞ:³%

GP IB BOX- I/O

ï5のx¼

GPIB BOXI/O

GP IB- ケーブル

GPIB USB- ���

PC USBの ポートへ

��_£fðÇjボタン

ソーラーシミュ ータ
シャッター_÷øù

|)
シャッター_÷øùケーブルの+,'*は、
ソーラーシミュ ータの2ñðへおòい8わせください。

ソフトウェアの$�

シャッター_÷øùを«う$�

��_£をfðÇjボタンで«う$�

GPIB BOX DISP SWI/O .のôÉの $�
DISP SW ON. 4, 6, 7の を

14/31

|)õ×�ë2のソーラシミュ ータのÇjパネル
の / は、Ðず、 �に$�する。OPEN CLOSE CLOSE
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GP IB-

RS-232Cによるシャッタøù

「シャッター³%」にチェック
を�けると、I-V��bに
シャッタ³%が�なわれます。

ソーラシュミレータと�した ポート´Òを �します。RS232C

シャッタオープンÛêを�してから ��をÞßするまでのÈÉb@をI-V
��します。シャッタのオープンWÜがÈい*+に、シャッタがqÂに
オープンするまでのb@YZをします。

I-V���rs、シャッタクロースÛêを�すまでのÈÉb@を��します。

ö¡XO®2ソーラーシミュ ータを、 -232Cでシャッターøùする68。RS

Asahi Spectraを=>します。

GP IB-

PCR GP GP IB-512 -の アドレスを �します。

MCI PCR GPエンジニアリング® -512 のリ ーボックスをu�してシャッタøùを«う68。

MCI PCR GP-512 を=>します。

OUT PORT- ´Òを��します。

MCIエンジニアリング��
-512PCR GP

ユーザ�でご(Rください。

OUT PORT-

シャッタオープンÛêを�してから ��をÞßするまでのÈÉb@をI-V
��します。シャッタのオープンWÜがÈい*+に、シャッタがqÂに
オープンするまでのb@YZをします。

I-V���rs、シャッタクロースÛêを�すまでのÈÉb@を��します。

「シャッター³%」にチェック
を�けると、I-V��bに
シャッタ³%が�なわれます。

DC60V/2A
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GP IB-

34970A -の アドレスを �します。GP IB

シャッタオープンÛêを�してから ��をÞßするまでのÈÉb@をI-V
��します。シャッタのオープンWÜがÈい*+に、シャッタがqÂに
オープンするまでのb@YZをします。

I-V���rs、シャッタクロースÛêを�すまでのÈÉb@を��します。

AgilentTechnologies®34970Aのリ ーボックスをu�してシャッタøùを«う68。

Agilent34970Aを=>します。

34903Aアクチュエータモジュールのリレー´Òを��します。

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプション íÜ ÝºDMM
34903A (20ch ) * 1アクチュエータ
ユーザ�でご(Rください。

300V,1A(50W)

34903A (20ch )アクチュエータ

ソーラーシミュレータ
のシャッターへ

¾RのスロットÓßにàáします。

CM NO

「シャッター³%」にチェック
を�けると、I-V��bに
シャッタ³%が�なわれます。

GP IB-

7461P -の アドレスを �します。GP IB

ADC®7461Pマルチメータをu�してシャッタøùを«う68。

ADC 7461Pを=>します。

デジタル� 

シャッタオープンÛêを�してから ��をÞßするまでのÈÉb@をI-V
��します。シャッタのオープンWÜがÈい*+に、シャッタがqÂに
オープンするまでのb@YZをします。

I-V���rs、シャッタクロースÛêを�すまでのÈÉb@を��します。

「シャッター³%」にチェック
を�けると、I-V��bに
シャッタ³%が�なわれます。

2-6ピンへ+,



12.345

ここを÷しながら、øを_ける。

øを_ける。

ソーラーシミュレータのシャッタÍÔÒÓの「 」Õap_34903A

34903A

① のøを_ける34903A

②シャッター+,ケーブルをï5する

シャッター
øùM へ

シャッター
øùM へ

シャッター
øùM へ

③34970Aÿùへëúする。

④ソフト�の$�

CH01の
「 」、「 」Eにï5する。CM NO

34903Aは、�*Æの
スロットにµMし、
×の２つのスロットは
�きにする。

Agilent34970A を9:

GPIB Address 16は、 を9:

Relay Ch 1は、 を9:

チェックをÂける。

|)õ×�ë2のソーラシミュ ータのÇjパネル
の / は、Ðず、 �に$�する。OPEN CLOSE CLOSE

GP IB-

Agilent Technologies��
34970A ( 001 ) * 1オプション íÜ ÝºDMM
34903A (20ch ) * 1アクチュエータ
ユーザ�でご(Rください。

300V,1A(50W)

ûeüは
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¼½の��データのM Æ

「��¿を×xÇへM 」にチェックを
つけた68のM Æ

「����の��」の I-Vにチェックを�けた*+の、DARK
ダークI-V��tu。

「æ��でÝ�」と
「��D�でÝ�」
の��®のÆ
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��される ブックの��Excel

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

yzのÖ×��を�う��

「8`、56し��を�う」にチェックをつけた*+。
1.スタートすると、L×の iで、FâÞかれている のi が±²されたs、Û�されたbrまでãちäåになります。Book Book
2.Û�brになると、VWXに��がÞßされます。��データは、 シートのL¹vに��されて�きます。Excel
3.Û�された�rbrになると または、 シートの÷L�にæçする と、その`の��をVWXに�rし、 をÔfし:じます。( Excel ) Book
4. を:じたs、�ちにèしい をVWXにÜðし、eの`の��Þßまでã"します。Book Book
5.このように、「 」から「4」を56し、�r`�の�rbrになるとÂ��を�rします。2



Pmax»のトレンドÛÜのt�p_

ヒステリシスをýう「 ト ンド」の��ÆPmax

��éêの$�x¼
「��¿を×xÇへM 」にチェックをÂける。
ここにチェックをÂけないと、Ý�パラメータの
ト ンドjþは«われません。

ヒステリシスのあるセルでは、「����」
にチェックをÂけます。
����では、Ý�パラメータのËÌ/«き/
Êりの３ÿのト ンドがjþされます。

��<=>!は、３oÆに$�する。
３ÿ�の>!では、Ý�パラメータの
ト ンドjþは«いません。

20/31

ト ンドグラフをjþするパラメータを9:します。
����を«う68は、ËÌ/«き/Êりのそれぞれの¿が
ÛgÜにjþされます。

¢,Üに ��を«う¤、チォックをÂけると、I-V
dhの jþと、dÀに��された jþだけが½に��されます。I-V I-V
チェックが�い68は、��から２０�までの jþが«われ、I-V
それopは、��は·,されますが、jþは«われません。

I-Vjþとªに、Ý�パラメータのト ンドのjþを«います。
�し、Ý�パラメータのjþは、ÆþのM éêを$�した¤にだけjþされます。
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Excel 1シート�のデータをなぞりながら��した�

Excel 2シート�のデータをなぞりながら��した�

� に��するデータを シートに��しておきます。��するデータは¾RのÓßに��ôõですが、 シートの{からL¹vに��します。Excel Excel

 じ��°を5り6し��する*+は、��°のsろにêカッコで、56し.<を��してください。

このÓßにカーソルをßいて��をÞßします。

���の� データを にM したÆExcel
ÆØの� は

>1V, 1
4>1.2V,
1>1.4V,
2>1.6V,

のように� されます。
Excel|)このM で、 がエラーメッセージを�した68は、

��にシングルクォーテーションをM して、そのÀろに
!¿をM してください。
【Æ】

g'1.2(4)

このÓßを��ÞßÓßにÛ�します。このÓßにカーソルをßいて「��Óß」ボタンをクリックしてÛ�します。

このÓßを��ÞßÓßにÛ�します。このÓßにカーソルをßいて「��Óß」ボタンをクリックしてÛ�します。

Excel�のデータなぞりながら��し、��に��する��

※このページáâは、ä§åなI-V����のæçになります。

このÓßにカーソルをßいて��をÞßします。

���の� データを にM したÆExcel
ÆØの� は

>-0.2V, 5
>0.0V, 4
>0.05V, 5

>0.1V, 4
0.3V, 5>
0.4V, 3>
0.1V, ４>
のように� されます。

Excel|)このM で、 がエラーメッセージを�した68は、
��にシングルクォーテーションをM して、そのÀろに
!¿をM してください。
【Æ】

g'1.2(4)
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��または��の��を�うb、チェック
します。 また��tuをExcelへ��する
bのÒÓを �します。

��をフリーランäåで�います。 �� q、���は@に�
�°をéêし�けます。 � �な��ÈÉb@がL�な*+
には「 」は1vきです。FREE RUN

��データが@にýþにéêされるように、
Excelシートをスクロールします。

dhは、このボタンで、u�するå�
の�Mと、その - アド スを$�しGP IB
てください。③をÙ�ください。

òóモードにチェックを�けると、òó
��がôõです。

��したÂてのklをロードëびセーブします。

íîb@を シートに��します。Excel

②をçèください。

④をçèください。

⑤をçèください。

��をオートレンジで�います。マニュアルレンジでは、

³´��によって2まるレンジにÑ�されます。

��°を��°とïべてExcelシートに��します。

/ の;���を�う*+にチェックします。ISC VOC

チェックを�けると、5り6し.<の��ýþがéêされます。
1から32,000の@で��します。
「 」ボタンで��をÞßすると、「 」°が5り6し��されます。START ISC
��@dは、「ÔÕb@」で��したb@になります。
����モードで、����ゼロでVWXに��が�われます。

①エラーマスクのt�

��WÜq、6240A/41A/42/43/44Óðのエラーチェックàáを �します。
Excelモードと、スイープモードのそれぞれのWÜモードでマスクを �できます。
��°の<>klは、 モードの*+にだけø(されます。Excel

Excel{のデータを��qに、チェックを�けたàáのエラーを�
したb、��WÜを<>します。
�@は、Ýにêすäåで'(します。
)Q 「オペレート を�する」にチェックを�けた*+OFF

���リアーの ��「 」をショートäåで��をÞßするL�があります。ショートされていないと、BNC INTER LOCK
オペレートが にならないため、��がÞßできません。 �� qに ��がオープンになると、�ちに、ON INTER LOCK
���はオペレートが になります。ソフト{は、��°±²bと��p�bに がチェックされます。OFF INTER LOCK-
ただし、ÔÕb@が ö{の*+は、ÔÕb@q、 8に がチェックされます。10sec 0.5sec INTER LOCK

Excelデータ� モード
この「Excel」タブが=>されているbに「 」ＳＴＡＲＴ
をクリックすると、Excel{のデータが"�から�じ
��され、 bに��が�われます。

Excel{のデータを��として��するか、
��として��するかを �します。

����するbは、³´��を��し��
��するbは、³´��を��します。
�¨の*+は、"�ñòに�じその��°
にÂÃした÷_の³´°にVWXに �さ
れます。
Q)6240A/41A/42Aの*+は、テキストボックスを
ダブルクリックするとó2³´°の��がôõです。

��のÆ¥b@を �します。

��/����s、��までのÈÉb@を��します。 ÔÕb@
よりôいb@を��した*+、このb@がÔÕb@となります。
あまり��ではありません。パソコンのタイマでb@をカウントします。

��/��の��ÔÕb@を��します。
あまり��ではありません。
パソコンのタイマでb@をカウントします。
�¨の*+は、��sは�ちにeのステップ
へöみます。

��する��または��°を、 � にExcelシートに��しておくL�があります。 I-V-L÷H½をø(した ��では、こちらを=>します。
また、「��Óß」ボタンで、Ç"�が��するExcelシート{のデータÓßgjをÛ�してください。 {× �をしたs、「 」ボタンをクリックするとÛ�ÓßからSTART
�eL¹vにデータが��され、その��tuがFâのカーソルÓßに��されます。「��Óß」ボタンçè

Fâの��と��をqrs、ùb<>します。 「 」を·ＰＡＵＳＥ
したまま、「 」を·すと、ステップWÜになります。ＳＴＡＲＴ
÷-に「 」を·したsに「 」を·しても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
WÜになります。 「 」をýºすると、;���モードにÙPAUSE
þします。 「 Excel」タブが=>されたときのみ、 Åです。

��をqÿします。

Excel{のデータを��するbのÒÓを �します。 Excel{の
データが「１００」で、「ｍＶ」を �すると、100mVが��されます。

ýþを��éêに�り�えます。

��するデータgjÓßをÛ�します。Excel{のカーソルを
��したいgjÓßにßいてこのボタンをクリックします。
Lのテキストボックスに、カーソルÓßが��されます。
テキストボックスへは、�、©��もôõです。
テキストボックスが�¨のäåでは「 」できません。START
Lず �がL�です。

Âデータ��を�rしたb、��を にOFF
します。

'(する"�の��がéêされます。
ëìíの<°は - アドレスをéわします。GP IB
"���と - アドレスの �は、「"�のGP IB
ïð」ボタンで�います。

パルス��の*+にチェックを�けます。

①をçèください。

「 」äåのとき、１つ の��°をÝºします。PAUSE

X��を�う*+に'(します。

「 」タブを9:したÀ、「 」ボタンで� Bび��を_£します。Excel START
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⑤����#(マルチメータ»)のt�p_

¢	���とは - でパソコンと�されているL�があります。(LÝ)GP IB

¢	���からÁられてくるデータのフォーマットは、 であり、�<のデータの*+(Max10�)、データ@はコンマでÀ�られているL�がASCII

あります。

Q)Âての���との��をÔ�するものではありません。

もし、¢	���からデータを�け|るb、クエリーコマンドを� にÁ�するL�があるb、ここにÁ�する
クエリコマンドを��します。ほとんどの*+、�¨で です。OK
もし、マルチメータが コマンド	
のものでしたら、L×のコマンドのどれかが'(されます。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

¢	���のデータ��bにトリガがL�なb、チェックをつけます。

¢	���の - アドレスを �します。GP IB

|り}んだデータに、L×��を�ったs、Excelへ��します。
Excelへの��° = ( ���データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ��する�àをここに��します。
�¨の*+、「¢	���」が��されます。

��Þß に、���にÁ�するコマンドがある*+は、ここに��します。 ファンクションやレンジ��えのコマンド
を��します。 �@は�¨です。

���のデリミタを �します。�@は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「¾Rコマンド」からトリガの¹(を=>します。GET TRG
�@は、「 」の=>をします。GET
「¾R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��します。

¢	���のデータに��±²を�うときにチェックします。 �<のデータが��された*+は、そのÂての
データに、L×に��した��が�われます。

パソコン

GP IB-

12.345

����� d e5�
6240A/41A/42A 43 44/ /

¢	���のデータを<°としてåうか、

��しとてåうかの=>を�ないます。

�@は、「<°データ」に �します。

¢	���から�<のデータがÁ�される

*+、データのÀ�り��をÛ�します。

ù�Xには、「コンマ」が'(されます。

+,Æ

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

④サスペンド��のt�

6240A/41A/42Aだけの"õです。
「�rb�� 」にチェックを�けた*+、"�のオペレーションをOFF OFF
にしないで、オペレーションを のままで、サスペンドにします。ON
ここでは、サスペンドのbの����を��します。

③�#のêëのt�

２����／４����の��を�います。

�����を �します。(W32-R6244の*+だけ)

"�の - アドレスを �します。GP IB

Excelタブを=>しての��で、「 」bの"���äåをÛ�します。PAUSE

��Þßb、１.だけオートゼロを�います。

62410A/41A/42Aだけの"õです。

����のI-V��では、���リアーの¢	トリガ��に ÖしてI-V��が
�われます。
「Excel」タブでの��では、¢	トリガ��に Öして��が�われます。

6243/44を'(する*+は、その89の�(:;<を=>します。
この=>を@Cうと、��FHがKLしますから、ごQRください。

は、VWXに �されます。6240A/41A/42

②グラフのÛÜp_のt�
「Excel」タブを=>し、データ��を�う*+のリアルタイムÜÝの¹(を �します。

グラフのタイトルを¾Rに��します。�¨でもかまいません。

�のデータをÛêします。

��のデータをÛêします。

�á�の / を��します。�¨の*+、オートスケーリングされます。ただし、� に°を��し、Ñ�スケールMAX MIN
にすると、ÜÝが��に�われます。

��á�の / を��します。�¨の*+、オートスケーリングされます。ただし、� に°を��し、Ñ�スケールMAX MIN
にすると、ÜÝが��に�われます。

Excelシート{のグラフサイ の_きさをYZします。デフォルトでÜÝされるサイ にÂして _または��します。
デフォルトのグラフサイ は、 のバージョンや、ディスプレーのサイ によりÀなります。Excel
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スイープ��®が シートにM されたÆExcel

�#îïでのスイープDcと��を�う

ÿùのスイープå�をu�した��
この「スイープ」タブが=>されているbに「ＳＴＡ
」をクリックすると、 �したklにmずき、２®ＲＴ

の"�が Öを|ってスイープをp�します。
スイープqrs、そのtuをExcel{に|}みます。
|}データは、FâのカーソルÓßからL¹v
にvかって��されます。
スイープ�rs、データをパソコン|}みに�す
るb@は、5000ステップのデータの*+、�20
�です。

��スイープ／��スイープを�り�えます。

スイープスタート��／��を��します。

スイープストップ��／��を��します。
スイープの*+スタートとストップの��LOG

の��は じにしてください。

LINスイープのb、ステップ��を��し
スイープのb、ディケード¤りの¥¦LOG

<を��します。
Q） スイープの*+、この¨は©��LOG
�ªません。 ダブルクリックにより��°
を±²してください。

³´��／³´��を��します。

ÇステップのÔÕb@を��します。
パルス��の*+は、:Öを��します。

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

スイープスタート/ストップ°の��のÒÓを
 �します。

パルスモードで��します。
「ÔÕb@」がパルス:Öとなります。
 bにL×のklを��します。

スイープスタート／ストップ@をØÙスイープし
ます。

スイープをÞßします。

Ç��àáのâãは、"�に�äする|å
âãæをçèください。

'(する"�の��がéêされます。
ëìíの<°は - アドレスをGP IB
éわします。"���と - アドレスのGP IB
 �は、「"�のïð」ボタンで�います。

R6240のパルス��の*+だけéêされます。
パルス��では、1Aö{の����を�う
*+、÷øなパルス:Ö/パルスùなどをV
WXに½�し �します。

6241A/42Aの*+にéêされます。

クリックすると2ndスイープの �がôõに

なります。⑥のàをçè。

��データが<°~して、

シートに��されます。Excel

VWXに /�がÜÝされます。I-V
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スイープ�AをExcelに�¯みます。
npモードが「�A」で、「スイープ�A」と
「スイープ��」のvxにチェックをÂけた
68、このスイープ�Aは、æ�の��
¿でなく�Ý¿でM されますから、æ�
の� �A¿と�Èなる68があります。

スイープ��をExcelに�¯みます。
npモードが「��」で、「トレース�A」と「トレー
ス��」のvxにチェックをÂけた68、このスイ
ープ��は、æ���¿でなく�Ý¿でM され
ますから、æ�の� ��¿と�Èなる68が
あります。

�Aスイープの¤、ここでM した��¿
に ½した�A¿を�Ýし、ExcelにM 
します。��スイープの68は、�A¿の
M になります。

��の^X¤Eを$�します。
�ステップでの��_`¤EをM します。

スイープ�A／��をvxとも�¯み©�
した68、ÛgÜにjþを«います。

6240A/41A/42Aの68は、;<¿での��が
��です。

Q1) ���rs、その��tuを���í 	のバッファメモリからExcel{にデータを|り}むのにL�なb@は、4000ステップのデータの

*+、� 21secかかります。

Q2) スイープ��に Mし、ÔÕb@、パルス:Ö、パルスù、Æ¥b@、ホールドb@、ソースディレーb@、��ÈÉb@、��のオート

レン ジ、µ¶のオートレンジOのPみ+わせによりLずしもQRのkl �ができるとは´りません。 できるだけ T�した��ができるよ

うにするた め、1ø�なkl �で��をÞßしようとしたとき、��klを±²する�Uが�われます。

ø�な��klになるように、{×klを XHYZして、��をÞßしてください。

���の|åâãæを [\し、µ¶と��の³´�àを]^しておくことが_�です。

6241A/42A 2ndの スイープのt�

スイープステップùを��える��を��します。

 �のスイープステップùを��します。

öLの2àáの��が Åな*+、 スイープが�なわれます。2nd

どちらか、または¸¹が�¨の*+、 スイープは�なわれません。2nd

グラフのÛÜp_のt�
「Excel」タブを=>し、データ��を�う*+のリアルタイムÜÝの¹(を �します。

グラフのタイトルを¾Rに��します。�¨でもかまいません。

�のデータをÛêします。

��のデータをÛêします。

�á�の / を��します。�¨の*+、オートスケーリングされます。ただし、� に°を��し、Ñ�スケールMAX MIN
にすると、ÜÝが��に�われます。

��á�の / を��します。�¨の*+、オートスケーリングされます。ただし、� に°を��し、Ñ�スケールMAX MIN
にすると、ÜÝが��に�われます。

Excelシート{のグラフサイ の_きさをYZします。デフォルトでÜÝされるサイ にÂして _または��します。
デフォルトのグラフサイ は、 のバージョンや、ディスプレーのサイ によりÀなります。Excel

;�Xに ��を�うb、チォックを�けると、÷-の ÜÝと、÷sに��された ÜÝだけが@にéêされます。I-V I-V I-V
チェックがÄい*+は、gjから２０�までの ÜÝが�われ、それö7は、��は��されますが、ÜÝは�われまI-V
せん。

I-VÜÝと�に、��パラメータのトレンドのÜÝを�います。
20&'は、 ページをçèください。
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ExcelÆ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=>されているbに「 」ＳＴＡＲＴ
をクリックすると、 �したklにmずき２®の"�が
 Öをとってランダムスイーープをp�し、その��
tuをExcel{に|}みます。
|}データは、FâのカーソルÓßからL¹vにvか
って��されます。

Excelシートより、��°として|り}むか、��
°として|り}むかを=>します。

|り}むデータのÒÓを �します。
wえば、Excel{のデータが「100」で「mA」
を �した*+、100mAとして|り}まれ
ます。

Excel{の<°データを"�のランダムメモリへ
Áり}みます。
Excel{のFâのカーソルÓßからL¹v
にデータの|り}みをÞßします。
セルが�¨になるか、5000�になると、
|り}みを�rします。
|り}んだtuは、Lの��´8に��
されます。
5000�のデータをパソコンから"�へÁ�
に�するb@は、�20�です。

「 」により��するメモリ´8��をSTART
��します。

「メモリ´8」で �された��のデータのランダム
スイープをÞßします。
� に「����」か「����」かを「スイープ」
タブのµ¶モードを�り�えておいてください。
�のklは、「スイープ」タブで �したL×の
klに�います。

・ /パルスDC
・ÔÕb@(パルス:Ö)
・��ÈÉb@
・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*+)
・バイアス°
・パルスù
・ÜÝ

ランダムスイープと bに��を�うときにチェック
を�けます。����/����のどちらかù¹の
=>となります。
6240A/41A/42Aでは、òó��の=>ができます。

��tuをExcelへ��するときのÒÓを �します。

�されている"�の��を|�し、éêします。

��と��のklを��する"�を=>
します。ëìíの<°は - アドレスをGP IB
éわします。"���と - アドレスのGP IB
 �は、「"�のïð」ボタンで�います。

Excelデータをランダムメモリに«¬、Dcと��を�う

ランダム��でスイープしたÆ

ランダム��でスイープしたÆ ¤E�での��¿jþÆ( )

����;�

����;�

「b@|�」にチェックを�けてスイープ��を�うと
Excelシートへは、「b@」「��」「��」が��されます。
「スイープ」タブのグラフにチェックが�いているbは、
�はb@、��は��°でVWXにÜÝされます。
ù�、アドインを�rして、XH、アドインを�Wしたs、
スイープ��を�った*+、Á�した����が¨わ
れるため、「b@」と「��」だけがExcelシートへ��さ
れます。
「b@|�」のチェックを¢してスイープ��を�うと、
��－��/�のÜÝが�われます。

ÍÁÞßボタンにより、
���へÁ�した
��データリスト。



ö÷シーケンス��

VWシーケンス��は、� に!#した�<の��klを、ùë±²で��をp�する"õです。
÷_４つの��klを!#できます。
wえば、「$9 ��」、「%9 ��」、「 ��」のそれぞれのklを!#し、この３つの��をùëして��がôõになります。DARK IV DARK IV IV- - OneSun

12.345

12.345

12.345

【ö÷シーケンス��の¼§[】

STEP-1

STEP-2

STEP-3

��ゼロÂÃだけのH�の - ��を«います。DARK IV
シャッターøùは にします。OFF

e��のG�の - ��を«います。DARK IV
シャッターøùは にします。OFF

ONE SUN IV- の ��を«います。
シャッターøùは にします。ON

��®
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VWシーケンス
��モードを
/ します。ON OFF

VWシーケンス
��モードを
/ します。ON OFF

VWシーケンス��をÞßします。

Fâp�qの��iがéêされます。

��i(��klのファイルi)のéê

��の!#。
&�ýþに��されているÂての��klを、ファイルiを�け
て!#します。
このボタンをクリックしたとき、&ýþにéêされている��klが
Äklに!#されます。

!#した��をÝºします。

この��をÞßする のãちb@を��します。
ÒÓは、�です。
�¨の*+は、�� にダイアログがéêされ、�� の(Y/N)
��が�われます。

L×に��した��klでÒµの��を�います。
��した��klで��が�しく�われるかの��をします。
VWシーケンス��をÞßするためには、'�の「 」をクリックします。ＳＥＱ ＳＴＡＲＴ

!#されている��klを\み}んで、&�のklýþに
éêされます。
klを)�して、!#ボタンでX!#できます。

VWシーケンス��í*のÔf/\}を�います。
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ö÷シーケンス��のp_

VWシーケンス��スタートボタン

このÌ9に、��klを!#します。
÷_４��の��klが!#できます。
�ªklが!#してないÌ9は、スキップします。

STEP-1

STEP-2

STEP-3

STEP-4

��kl!#ボタン
クリックすると、Fâの��klが!#されます



���ôÉの 「 」のM により、BNC TRIGGER IN
スイープ��が_£されます。
こちらは、シャッターを_いた��でトリガーM 
を�ちます。

「 」にÂÛするスタートボタンにより、SKIT-01
スイープ��が_£される。
こちらは、ボタンが÷すと、そのÀ、シャッター
を_いて、スイープ��を_£します。

ここを��にして、

 !の��を��

する68

STARTすると×ØÈÉが��されます。
この¤、「 」ボタンのクリック、または、Yes

のボタンでスイープ��を_£します。SKIT-01
のボタンは、 �E�でポーリングされSKIT-01 1

ますから、ボタンの��は�_くなります。

��ËÌによるスイープ��p_
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îソフトを¦§するûの�#のt�
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6240A/40B/41A/42/47G -の t�GP IB

6243/6244 -の $�GP IB

6253/6254 -の $�GP IB

ロータリーリブ

MENUキー

① キーを÷して、ロータリーノブを>し、「 」を��します。MENU I/F

① キーを÷して、ロータリーノブを>し、「 」を��します。MENU SYSTEM

×��キー

Æ��キー

②×��キーを÷して、「 」と「 」の»�えÈÉで、もう��、GPIB USB

×��キーを÷して、ロータリーノブを>し「 」に»�えます。GPIB

②×��キーを÷して、ロータリーノブを>し「 」を��します。GPIB

③Æ��キーを÷し、ロータリーノブを>し、��は アド スを$�GP IB-

します。

③Æ×��の��キーを÷し、 アド スを$�します。GP IB-

④ ボタンで��ÈÉにÊります。MENU

④ ボタンで��ÈÉにÊります。EXIT

ロータリーリブ

MENUキー

MENUキー

×��キー

EXITキー

Interfaceを9します。

GPIBを9:します。

GPIBアド スをñòします。



^X� ���の^X¤Eは、 のz�をu�します。A/D ' 'PLC

 ���! の!"です。Power Line Cycle( )

この¤Eは、 ���Þ�のコンデンサを#�する¤Eです。A/D

は、 ���!の1��Xの¤Eです。1PLC

$�では、 、 $�では、 を�します。50Hz 20ms 60Hz 16 .7ms

����に%&をBぼすノイズÑ6の)どは、 ���!のï!*の��!の�Õ�Aです。

のï!*の^Xを«うことによりノイズÑ6の+くを,-できます。PLC

~しい�A

ノイズ.X  ���!.X( )1PLC

A/D���には、「/J01�」と「^X�」があり、ÿソフトがサポートする�A��np�は、「^X�」を
u�して��が«われます。

��Á�がÁいため、2¤の�A��が��。

�Aの2¤¿を��することがmÜ。

オシロスコープや、 ��ボードなどにu�される。A/D

��Á�は_い。

ノイズの%&を3けにくいためÔ�した��が��。

デジタルマルチメータ、;<�、4R�A���など

にu�される。

M ÍÎ
M ÍÎ

D/A���

�A01>5

【6ñ】
コンデンサに#�して、`�する¤Eを�る

①^X� ���A/D

^X>5

②/J01� ���A/D

【6ñ】
Þ� ���との01により��する。D/A

A/DýT#について

þÿ�³「 」とはPLC

フルオート��とは

���� の�CRs/Rsh

「fg」、「h>Ûg」
での��aのS7

「 >Ûg」
での��aのS7

V

I
この��の+Bの,きから½�されるï-òó(Rsh)の÷_°が.�°として/(されます。

この��の+Bの,きから½�される�-òó(Rs)の÷�°が.�°として/(されます。
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