
W32-R6246SOL/SOL2/SOL3 エーディーシー

使用できる機種 6245,6246

6245/46
直流電圧・電流源/モニタ

高精度な太陽電池I-V特性測定
・通常のI-V測定では、2ch同期測定

・太陽電池測定では、1ch単独測定

6245,6246は、エーディーシー社の商標です。

W32-R6246SOL3-R

W32-R6246SOL3-N

品番 GP-IBボード 価格 動作環境

380,000円

WindowsVista
7/8.1/10
(32 or 64bit)
Excel2010/2013
Excel2016/2019
(32bit Only)

NI製

ラトックシステム製

機能

⑥曲線因子(FF)

⑦直列抵抗(Rs)/抵抗率

⑧並列抵抗(Rsh)/抵抗率

⑨電圧規定電流(Iv)/電流密度

⑩電流規定電圧(Vi)

⑪変換効率(η)

⑫入射光エネルギー(W)

⑬周囲温度

①短絡電流(Isc)/短絡電流密度(Jsc)

②開放電圧(Voc)

③最大出力(Pmax)/最大出力密度

④最大出力動作電圧(Vmax)

⑤最大出力動作電流(Imax)/電流密度

測定項目

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆電圧電流発生器だけを使用した簡単な計測システムで、高精度なI-V測定ができます。

測定精度は、測定器メーカ仕様により保証されます。

さらに、GP-IBでマルチメータを追加接続すれば、周囲温度や照度の測定も可能になります。

マルチメータは温度測定用1台、照度測定用4台までの追加ができます。

屋外試験で、毎日毎日の連続測定が可能です。測定開始時刻と終了時刻を指定して毎日測定を行います。

測定結果は日別にExcel-Bookに保存されます。(W32-R6246SOL3の場合)

スイープ測定の途中から、測定ステップ幅の切換が可能です。通常なら荒い測定値となってしまう最大出力

付近から開放電圧までを細かく測定できます。(W32-R6246SOL3の場合)

Excel上の操作画面から簡単に太陽電池のI-V特性の測定が可能になります。

測定された電圧/電流値は即座にExcelシートに入力され、I-Vカーブが描かれ、「JIS C-8913」(下記参照)の

パラメータが自動的に算出されます。

W32-R6246SOL3

フルオート測定機能により、特性の不明な太陽電池の測定も、適切な条件で自動測定ができます。

Isc/Vocモニター機能により、ソーラーシミュレータの光量調整や、測定前の接続確認が簡単にできます。

測定パラメータの摂氏25度換算値の算出ができます。

【以下は、W32-R6246SOL3だけの機能です。】

ソーラーシミュレータのシャッター開閉制御ができます。 リレー接点やCOMポートからシャッター制御を行います。

基本測定 連日測定 スイープ幅切換 シャッター制御 Isc/Vocモニター 外部同期測定フルオート測定往復測定

色素増感型などの有機系太陽電池の測定に便利な往復スイープによる測定ができます。

自動シーケンス 判定機能

◆

◆

事前に登録した最大４種類の測定条件を、一括測定できます。(自動シーケンス測定 26ページ参照)
DARK-IV測定、OneSun測定、１台での詳細測定、複数台大パワー測定を一括測定できます。

全測定パラメータにPASS/FAILの判定値を設定できます。FAILの測定値は赤色でExcelシートに入力されます。

太陽電池

GPIB-USB変換器
(別売)

電流

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

周囲温度測定

GP-IB

照度計

温度測定用マルチメータ

照度測定用マルチメータ

アナログ出力

ソーラーシュミレータ

４端子接続

または、２端子接続
屋外

屋内

※1

※1 別途、外付け機器が必要です。
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操作画面
太陽電池パラメータ計算結果

まず最初に、「測定器の型式」と「GP-IBアドレス」を指定してください。

電圧/電流/電力値
の全スイープデータ

太陽電池の特性測定の繰り返し回数

を指定します。(Max 9999回)

毎日測定を繰り返す場合、開始年月日

と終了年月日、及び、毎日の測定時間

帯を指定します。

(W32-R6246SOL2/SOL3の場合)

広いステップ 狭いステップ

電圧(V)

電流(A)

短絡電流(Isc)

開放電圧(Voc)

最大出力(Wm)

ラグランジェ2次補間式

により算出されます。

最大出力

動作電圧(Vm)

最大出力

動作電流(Im)

直列抵抗(Rs)

並列抵抗
(Rsh)

注)「W32-R6246SOL2」「-SOL3」だけの機能です。

太陽電池 I-V特性と算出されるパラメータ 測定中にステップ幅切換えが可能

測定結果の例

２端子測定／４端子測定の切換を行います。

測定器型式を設定します。

機器のGP-IBアドレスを設定します。

入射光エネルギーを直接

キー入力する場合に選択

します。

この画面から、算出する

パラメータを指定します。

ソーラーシュミレータを使用する

場合に選択します。

照度計を使用して入射光

エネルギーを計算する場合

に選択します。

電流密度換算での測定も選択

できます。
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４端子法による結線

電圧(V)

電流(A)

短絡電流(Isc)

開放電圧(Voc)

太陽電池 I-V測定の入力条件

②

①

③

⑤

⑥

④

簡単な太陽電池I-V測定の例

①スタート電圧 ②ストップ電圧

Iscの計算のため、ゼロより
少し小さな値。　推奨値=-0.1V

③ステップ電圧

スタート/ストップ間が３０分割程度
になるようなステップ電圧値

推定Voc値より少し大きな値
推奨値=Voc+0.1V

④制限電流

推定されるIsc値より
少し大きめの電流値

⑤ステップ時間

⑥積分時間

時間

電圧出力
電流測定

I-V測定範囲

測定結果

●フルオート測定機能
・「手動」
スタート、ストップ、ステップ等の入力条件を使用して測定を行います。
・「初回自動」
現在接続されているソーラーセルの特性を確認し、全ての測定条件
を自動的設定し、適切な測定が行われます。繰り返し測定を行う場合、
２回目以降は、初回に決定した条件に固定され測定されます。
・「毎回自動」
繰り返し測定を行う場合、適切な測定条件に毎回自動的設定します。

注)W32-R6246SOL3だけの機能です。
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電圧掃引/電流掃引を切り換えます。

スイープスタート電圧/電流を入力します。

スイープストップ電圧/電流を入力します。

各ステップの保持時間を入力します。
パルス出力の場合は、周期を入力します。

スイープスタート/ストップ値の入力の単位を
設定します。

スイープを開始します。

太陽電池のI-V特性の方法

保持時間 保持時間

積分時間 積分時間測定遅延※1 測定遅延※1

時間 時間

直流出力 パルス出力

太陽電池のI-V測定を行う場合は
ここのチェックを付けます。

注2)太陽電池の測定では、最初に「太陽電池の測定」にチェックを付けます。

注1)太陽電池の測定では、A/Bの選択されたどちらか片方のチャンネルでの測定になります。

注3)太陽電池の測定では、測定電流の極性が正負反転してExcelシートに入力されます。

測定するチャンネルを指定します。

太陽電池ではスイープモードは、「LIN」に

固定されます。

ステップ電圧を入力します。

電圧電流掃引タブを選択します。

スタート時のホールド時間を入力します。

Max 3,600,000msです。

5,000ms以下は、6246本体のHOLD-TIME機能

を使用し、5,000ms以上はPCがカウントします。

コンプライアンスの入力値の単位を指定します。

コンプライアンス（制限）値を入力します。

測定のレンジは、ここで入力した値に基づき機

器側の「BEST FIX」機能により決定されます。

従いまして、あまり大きな値を入力すると測定値

の分解能が低下し、測定値の精度を悪くします。

パルス出力を行う時チェックを付けます。

パルスの時間幅を入力します。

最小パルス幅は100usです。

パルスベース電圧または電流を入力します。

単位は、上記のスタート，ストップ値での単

位に準じます。

測定の積分時間を設定します。

1PLCから、10PLCの範囲で設定することを

お勧めします。

Excelへ入力する項目にチェックをつけます。

太陽電池の測定では、発生値/測定値の両

方にチェックが付いた状態に固定され変更

できません。

スイープの途中でステップ間隔を変更して、

２段スイープを行うときにチェックを付けます。

「W32-R6246SOL2/SOL3」だけの機能です。

チェックを付けると、スイープ範囲の入力画面

が表示されます。(詳細後述参照)

２段スイープの情報を測定器に送信します。

もし、送信せずにスイープを開始すると、

スイープ前に自動的に送信を行い、その後、

スイープが開始されます。(詳細後述参照)

※1測定遅延時間は、「保持時間　-　積分時間」から、自動的に決まります・

測定結果をExcelへ入力する時の単位を設定し

ます。

 測定後、自動的に作図を実行するときに

チェックします。

測定器をリセットします。

太陽電池の測定条件を変更します。

詳細は後述を参照ください。

シーケンス動作を設定します。
詳細は、後述。

測定レンジを設定します。
・「BEST.FIX」
制限値を超える１つ上のレンジに固定されます。
・「AUTO」
オートレンジに設定します。
・「MIN. 6mA」「MIN. 6V」など
数値の指定値を最小レンジとするオートレンジ
モードです。
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算出するパラメータにチェックを付けます。

ここに入力した電圧値に対応した電流値を算出します。

ここに入力した電流値に対応した電圧値を算出します。

受光部面積の入力単位を「cm2」、「m2」で切り換えます。
電流密度計算は、この単位を使用します。

ソーラシュミレータの出力を入力します。

ソーラシュミレータ出力の入力単位を「mW/cm2」、「W/m2」
で切り換えます。

GP-IBで接続した照度計を使用して入力エネルギーを
算出する場合に選択します。

照度計の測定単位「Lux」を「mW/cm2」に変換する係数
を入力します。

照度計の通信条件を設定します。後述を参照ください。

入射エネルギーを直接キー入力します。この値は、
そのまま、変換効率計算の分母になります。

GP-IBで接続した温度計で温度測定を行う場合に
チェックを付けます。後述を参照ください。

「実電流で算出」と「電流密度で算出」の選択を行います。
「実電流で算出は、実際に測定した電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)をExcelに入力し、
「電流密度で算出」は、電流密度(mA/cm2)、電力密度(mW/cm2)で入力されます。(7ページ参照)

ソーラーシミュレータを使用する場合に選択します。

太陽電池測定方法の詳細設定

測定対象となるソーラーセルのパラメータの温度係数が
事前に判明している場合は、そのパラメータの25度換算
値を算出することができます。
換算できるパラメータは、「ISC/JSC」「VOC」「Pmax」「FF」
「η」だけです。

それぞれの温度係数を入力します。
25度換算の計算式は下記のとおりです。
25度換算値 = 測定値 + 温度係数 * (　測定温度 - 25 )

シャッター制御を行う場合にチェックを付けます。詳細は後述(W32-R6246SOL3だけの機能)

太陽電池の測定方法の詳細を設定します。

フルオート測定を実行します。
「手動」
スタート、ストップ、ステップなどのキー入力した測定条件で測定を行います。
「初回自動」
接続されている太陽電池の事前測定を行い、その太陽電池の特性に合った適切な測定条件を設定し、
I-V測定を開始します。測定する太陽電池の特性が不明で、測定条件が事前に決定できない場合に便利
な機能です。繰り返し測定を行う場合、初回だけ自動設定がおこなわれ、２回目以降は、初回に決定した
測定条件に固定され測定が行われます。
「毎回自動」
繰り返し測定を行う場合、毎回自動設定が行われます。
W32-R6246SOL3だけの機能です。

太陽電池のIscとVocの測定やモニターを行います。(W32-R6246SOL3だけの機能です。)
シャッタ制御にチェックを付けると、シャッターの開閉も連動します。

Vocのモニターを開始/停止します。

Iscのモニターを開始/停止します。
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注1)　I-V測定終了後、その測定結果を測定器内部のバッファメモリから受信するのに要する時間は、

50個で約0.55sec、100個で約1.06sec、500個で約4.9sec、1000個で約9.9sec、2000個で約19.9secです。

その後、さらにExcelにデータを取り込む時間を要します。

毎日毎日の連続測定を行う場合にチェックをつけます。
(W32-R6246SOL2/SOL3だけの機能)

測定を行う日付を入力します。
指定した日付の間、毎日1つのBookが作成され、その
Bookに測定データが入力されます。
詳細は、後述を参照ください。

測定を行う時間帯を指定します。
毎日測定を行う時間帯を指定します。

測定と測定の時間間隔を入力します。
スイープ開始から次のスイープ開始までの時間間隔です。

毎日の測定データの入力されたBookの保存先フォルダ
を入力します。

Book名の先頭に付けるヘッダを入力します。
データの識別に使用します。

測定中、定期的にBookをバックアップ保存する場合に
チェックを付けます。

測定の日付時刻を測定データに付加します。

測定データの入力方向を切り換えます。
7ページ測定結果例を参照ください。

測定してデータを入力後、Excel上のカーソルをどこへ
移動するかを選択します。

1回の測定で、何回繰り返し測定を行うの指定をします。
最大9,999回まで繰り返し測定が可能です。
下記の応用ができます。
1.パラメータの時間的変化を観測する。
2.複数のセルを順次取換えながら測定する。
3.パラメータの温度特性、照度特製を観測する。

スイープとスイープの待ち時間を入力します。(Max 86,400s)
空欄にすると、1回測定ごとに、次の測定を継続するかの
確認画面が表示されます。
この時、測定試料の取換えを行なうことができます。

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
増加できます。

繰り返し測定の時、パラメータの計算エラーが発生した
場合、そのエラーを無視して測定を継続します。

「Ctri」Key+「Auto_Mode_Size」の上をクリックすると文字が
赤色に変わり、自動モードの時、VOC側からISC側へのス
イープへ変えることができます。通常は、ISC側からVOC側
へのスイープ方向です。

この上をダブルクリックすると自動モードの時のスイープ
データ数を、20から40の範囲で変更できます。

この縦線上をダブルクリックして、自動モードを選択します。
この３種類の動作モードは、下図を参照ください。

自動モードの３つの動作モードの違いについて

FFが、0.7以下の時 FFが、0.8前後の時 FFが、0.8以上の時

DARK I-V測定を行います。単にダイオード特性を測定し
ます。パラメータの計算は行いません。自動モードは無効
になります。

往復スイープによる測定を行います。
色素増感型のような有機系太陽電池で使用します。
(W32-R6246SOL2/SOL3だけの機能)
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測定パラメータの判定値の入力
各パラメータに判定条件を入力できます。上限だけ、下限だけ、または両方を入力します。
この判定を外れたパラメータは、Excelシートに赤色で入力されます。
W32-R6246SOL3だけの機能です。

7/28

繰り返しI-V測定の時、試料のサンプル名の入力方法

繰り返し回数を２回以上に設定し、「次の測定までの待ち時間」を空欄にすると、毎回、IV測定毎に一時停止になり、下記のようにサンプル名入力
画面が表示されます。
ここで、サンプル名を入力すると、Excelシートに入力される測定データの先頭にサンプル名が入力されます。
測定サンプルをIV測定ごとに取り換えて測定するときに使用します。

空欄にする。

I-V測定の直前に下記の画面が表示されます。

毎回サンプル名を入力する場合はチェックを付けます。

毎回サンプルの受光部面積を入力する場合はチェックを付けます。
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温度測定にチェックをつけた場合の
温度計の設定画面
詳細は、19ページ「外部測定器」の項
を参照ください。

「温度」にチェックをつけた場合 「照度計測定」を選択し「外部測定器」の設定を行う場合

測定した電圧値をルックスの
単位に変換する係数を入力
します。
Lux = ( 測定電圧 - B ) * A

太陽電池

GPIB-USB変換器
(別売)

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

25.4560
DCV ACV

DCI ACI

周囲温度測定

GP-IB

照度計

照度計

照度計

照度計

温度測定用マルチメータ

照度測定用マルチメータ-1

照度測定用マルチメータ-2

照度測定用マルチメータ-2

照度測定用マルチメータ-2

アナログ出力

アナログ出力

アナログ出力

アナログ出力

４端子接続または、２端子接続

チェックを付けると
設定画面が表示されます。

ADC 7352Aの場合

ADC 7461PのPt100場合

LF+EOI

CR/LF+EOI

F40 INIC1 DE0 TRS0

F44 PT0 IN1 TRS3

空

空

チェック無

チェック有り(*TRG)

チェック無

チェック無

照度計は、最大4台(2,3,4,5)まで使用可能です。複数台の照度計を指定した場合、その照度計の測定値を
平均化処理して照度値として使用されます。詳細は、19ページ「外部測定器」の項を参照ください。

※測定の順番について
1.最初に温度測定を行います。
2.次に照度計の測定を行います。
3.最後にI-V測定を行います。

照度以外の測定を行うことができます。その場合は、「照度測定」の

文字上を「Shift」キーを押しながらクリックすると、「OTHER」に表示が代わり、

照度測定から除外されます。このマルチメータは独立して任意の測定が

可能になります。4台をすべて照度測定から除外して、独立したマルチメー

タとして使用が可能です。
１台のマルチメータから複数のデータが、コンマで区切られて送信される
場合は、そのデータ全ての受信ができます。

①

①

①

②

②

②

③

③

③

④

④

④

⑤

⑤

⑤

設定値

設定値

下記の設定例参照



I-V測定の測定間隔を途中で切り換えて測定する方法 注)「W32-R6246SOL2/SOL3」だけの機能です。

広いステップ 狭いステップ

電圧掃引/電流掃引を選択します。

発生値の単位を設定します。

①スイープ開始値を入力します。

②測定間隔を切り換える場所を指定します。

③スイープ停止値を入力します。

① ② ③
④ ⑤

④スイープ最初の測定間隔を入力します。

⑤スイープ途中で測定間隔を切換え後の、測定間隔を入力します。

このボタンをクリックすると、「出力条件」枠内に入力した値からスイープ出力リストを

作成し、測定器内部のランダムスイープ領域に転送します。

正常に転送を完了すると、ボタンが赤色になります。

測定開始前に、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測定を開始すると、測定開始前に、出力リストが

自動的に測定器に転送され、その後、スイープ測定が開始されます。

スイープステップを途中で切り換えて測定するためには、「太陽電池の測定」にチェックを付け、「２段掃引」にチェックを付けてください。

測定に使用するチャンネルを指定します。

「LIN」に固定されます。

:

:

通常のスイープによる

I-V測定結果 ランダムスイープを使用した

I-V測定結果
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注)「W32-R6246SOL2/SOL3」だけの機能です。

ISC/VOCの時間的変化を観察するには、下記の方法が用意されています。
色素増感太陽電池の応答性を評価するには、このISC/VOCの連続測定を開始した後、ソーラーシミュレータのシャッターを手動で
OPEN/CLOSEします。　シャッターのOPEN/CLOSEによる色素増感太陽電池のISC/VOC応答性を確認できます。
ただし、ISCのサンプリング時間間隔は、最速でも約0.1秒程度になります。連続測定時間の長さはExcelの最下行に到達するまで継続で
きます。例えば、0.1秒間隔で、6,500秒継続できます。

色素増感型太陽電池等のISC/VOCの応答性の評価方法

色素増感型太陽電池等のヒステリシスに対応した往復スイープ

太陽電池測定のチェックを外します。

①Excelデータタブを選択します。

③制限電流を入力します。

④測定遅延時間をゼロにします。

⑤積分時間を設定します。通常は、1PLCに設定してください。

②ISC連続測定にチェックを付けて、

ISC/VOCの選択、そして、測定回数
を入力します。

上記の「LIN(往復)」または、
ここの「往復測定」にチェックを付けます。

往復スイープの測定結果

色素増感型などの有機系太陽電池のI-V測定では、スイープ方向により異なったI-Vカーブを示す場合があります。このようなヒステリシスの
ある太陽電池では、I-Vカーブを往復測定で行いたい場合があります。
往復測定を行った場合、「行き」のデータと「戻り」のデータの平均値を使用してパラメータを算出します。

行き/戻りの平均値
を使用したパラメータ

行き/戻りのそれぞれ
のカーブからのパラメータ
計算結果

⑥保持時間(測定時間間隔)を入力します。
空欄、またはゼロを入力すると最速の測定間隔になります。
最速の測定間隔は、約10回/秒程度です。
グラフがONの場合は、約6回/秒程度です。

LIN(往復)を選択します。
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外部信号によるI-V測定の開始 注)「W32-R6246SOL3」だけの機能です。

11/28

GP-IB

I-V測定開始信号

外付け機器のデジタル入力を使用します。

外付け機器へのデジタル信号の入力に同期してI-V測定を開始することができます。別途、当社の指定する外部機器をご用意いただく必要があります。
この方法の利点は、「手動」、「初回自動」、「毎回自動」から、自由な選択ができることです。
フットスイッチの信号、分光器からの信号、シーケンサからの信号などに同期した測定の応用が考えられます。
下記の接続方法から選択してください。

フットスイッチ

等

MCIエンジニアリング社製(日本製)
ユーザ側でご用意ください。

ダブルクリックで入力ポート番号を変更できます。

PCR-512GP側の配線方法

MCIエンジニアリング製PCR-512GPを使用します。
PCR-512GPのINPORT入力に入力信号を与えると、
シャッタがオープンした後、測定条件を自動に設定し、
I-V測定を実行します。

OUTPORTINPORT

シャッター開閉制御

37

19

2

20

配線の例
入力 INPORT-0の場合

ピン番号

「PCR-521GP入力でスイープ開始」にチェックを付けます。

通常チェックは外しておいてください。



注)「W32-R6246SOL3」だけの機能です。
ソーラーシュミレータのシャッター制御を行なうI-V測定

ソーラーシュミレータにシャッタ開閉機能が装備され、

パソコンからのシャッタ制御が可能な場合、必要最小

限の光照射時間でI-V測定ができます。測定直前に

シャッタをオープンし、測定完了と同時にシャッタをク

ローズします。また、光照射時間はパソコンからの制御

で自由に設定できるため、I-V測定精度が確保できます。 I-V測定

シャッタ開 シャッタ閉

光照射時間

シャッター開閉制御キット(SKIT-01)でシャッター制御する場合。

GP-IB

OUTPORTINPORT

シャッター開閉制御

GP-IB I/O BOX
配線の方法

GPIB I/O BOX

GP-IBケーブル

GPIB-USB変換器

PCのUSBポートへ

測定開始手元操作ボタン

ソーラーシミュレータ
シャッター開閉制御

注)
シャッター開閉制御ケーブルの接続端子は、
ソーラーシミュレータの製造元へお問い合わせください。

ソフトウェアの設定

シャッター開閉制御を行う設定

測定開始を手元操作ボタンで行う設定

GPIB I/O BOXの裏面のDISP SW.設定 
DISP SW.の4, 6, 7 をON
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注)山下電装製のソーラシミュレータの操作パネル
のOPEN/CLOSEは、必ず、CLOSE側に設定する。



GP-IB

GP-IB

I-V測定

RS-232Cによるシャッタ制御

シャッタ開 シャッタ閉

光照射時間

「シャッター制御」にチェック
を付けると、I-V測定時に
シャッタ制御が行なわれます。

「シャッター制御」にチェック
を付けると、I-V測定時に
シャッタ制御が行なわれます。

ソーラシュミレータと接続したRS232Cポート番号を設定します。

34970AのGP-IBアドレスを設定します。

シャッタオープン指示を出してからI-V測定を開始するまでの遅延時間を
入力します。シャッタのオープン動作が遅い場合に、シャッタが完全に
オープンするまでの時間調整をします。

シャッタオープン指示を出してからI-V測定を開始するまでの遅延時間を
入力します。シャッタのオープン動作が遅い場合に、シャッタが完全に
オープンするまでの時間調整をします。

I-V測定終了後、シャッタクロース指示を出すまでの遅延時間を入力します。

I-V測定終了後、シャッタクロース指示を出すまでの遅延時間を入力します。

朝日分光社製ソーラーシミュレータを、RS-232Cでシャッター制御する場合。

AgilentTechnologies社34970Aのリレーボックスを使用してシャッタ制御を行う場合。

Asahi Spectraを選択します。

Agilent34970Aを選択します。

34903Aアクチュエータモジュールのリレー番号を入力します。

Agilent Technologies社製
34970A (オプション001 内蔵DMM削除) * 1
34903A (20ch アクチュエータ ) * 1
ユーザ側でご用意ください。

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

任意のスロット位置に装着します。

CM NO
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12.345

ここを押しながら、蓋を開ける。

蓋を開ける。

ソーラーシミュレータのシャッタ開閉制御の「34903A」配線方法

34903A

①34903Aの蓋を開ける

②シャッター接続ケーブルを配線する

シャッター
制御入力へ

シャッター
制御入力へ

シャッター
制御入力へ

③34970A本体へ装着する。

④ソフト側の設定

CH01の
「CM」、「NO」間に配線する。

34903Aは、一番上の
スロットに挿入し、
下の２つのスロットは
空きにする。

Agilent34970A を選択

GPIB Address は、 16 を選択

Relay Ch は、 1 を選択

チェックを付ける。

注)山下電装製のソーラシミュレータの操作パネル
のOPEN/CLOSEは、必ず、CLOSE側に設定する。

GP-IB

Agilent Technologies社製
34970A (オプション001 内蔵DMM削除) * 1
34903A (20ch アクチュエータ ) * 1
ユーザ側でご用意ください。

300V,1A(50W)

拡大又は
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GP-IB

GP-IB

「シャッター制御」にチェック
を付けると、I-V測定時に
シャッタ制御が行なわれます。

「シャッター制御」にチェック
を付けると、I-V測定時に
シャッタ制御が行なわれます。

PCR-512GPのGP-IBアドレスを設定します。

7461PのGP-IBアドレスを設定します。

シャッタオープン指示を出してからI-V測定を開始するまでの遅延時間を
入力します。シャッタのオープン動作が遅い場合に、シャッタが完全に
オープンするまでの時間調整をします。

シャッタオープン指示を出してからI-V測定を開始するまでの遅延時間を
入力します。シャッタのオープン動作が遅い場合に、シャッタが完全に
オープンするまでの時間調整をします。

I-V測定終了後、シャッタクロース指示を出すまでの遅延時間を入力します。

I-V測定終了後、シャッタクロース指示を出すまでの遅延時間を入力します。

MCIエンジニアリング社PCR-521GPのリレーボックスを使用してシャッタ制御を行う場合。

ADC社7461Pのデジタル出力を使用してシャッタ制御を行う場合。

MCI PCR-512GPを選択します。

ADC 7461Pを選択します。

PCR-512GPの出力リレー番号を入力します。

DC60V,2A(120W)

7461P背面

2pin-6pin

2pin

6pin
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通常の測定データの入力例

「測定値を下方向へ入力」にチェックを
つけた場合の入力例

「太陽電池の測定」のDARK　I-Vにチェックを付けた場合の、
ダークI-V測定結果。

「実電流で算出」と
「電流密度で算出」
の測定結果の例
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作成されるExcelブックの名前

"Book名のヘッダ" + "_" + 年月日 + "_" + 時分秒 + ".xls"

毎日の連続測定を行う場合

「毎日、繰返し測定を行う」にチェックをつけた場合。
1.スタートすると、下記のBook名で、現在開かれているBookの名前が変更された後、指定された時刻まで待ち状態になります。
2.指定時刻になると、自動的に測定が開始されます。測定データは、Excelシートの下方向に入力されて行きます。
3.指定された終了時刻になると(または、Excelシートの最下行に到達する)と、その日の測定を自動的に終了し、Bookを保存し閉じます。
4.Bookを閉じた後、直ちに新しいBookを自動的に作成し、次の日の測定開始まで待機します。
5.このように、「2」から「4」を繰返し、終了日付の終了時刻になると全測定を終了します。
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自動シーケンス測定

自動シーケンス測定は、事前に登録した複数の測定条件を、一括処理で測定を実行する機能です。
最大４つの測定条件を登録できます。
例えば、「狭域DARK-IV測定」、「広域DARK-IV測定」、「OneSun IV測定」のそれぞれの条件を登録し、この３つの測定を一括して測定が可能になります。

12.345

12.345

12.345

【自動シーケンス測定の応用例】

STEP-1

STEP-2

STEP-3

電流ゼロ付近だけの狭域のDARK-IV測定を行います。
シャッター制御はOFFにします。

大電流の広域のDARK-IV測定を行います。
シャッター制御はOFFにします。

ONE-SUNのIV測定を行います。
シャッター制御はONにします。

測定結果
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自動シーケンス
測定モードを
ON/OFFします。

自動シーケンス測定を開始します。

現在実行中の測定名が表示されます。

測定名(測定条件のファイル名)の表示

測定の登録。
左側画面に入力されている全ての測定条件を、ファイル名を付け
て登録します。
このボタンをクリックしたとき、左画面に表示されている測定条件が
無条件に登録されます。

登録した測定を削除します。

この測定を開始する前の待ち時間を入力します。
単位は、秒です。
空欄の場合は、測定前にダイアログが表示され、継続(Y/N)の
確認が行われます。

下記に入力した測定条件で単発の測定を行います。
入力した測定条件で測定が正しく行われるかの確認をします。
自動シーケンス測定を開始するためには、右側の「ＳＥＱ　ＳＴＡＲＴ」をクリックします。

登録されている測定条件を読み込んで、左側の条件画面に
表示されます。
条件を修正して、登録ボタンで再登録できます。

自動シーケンス測定内容の保存/読込を行います。

自動シーケンス測定の方法

自動シーケンス測定スタートボタン

この領域に、測定条件を登録します。
最大４種類の測定条件が登録できます。
試験条件が登録してない領域は、スキップします。

STEP-1

STEP-2

STEP-3

STEP-4

測定条件登録ボタン
クリックすると、現在の測定条件が登録されます
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「電圧電流掃引」を選択します。

測定を中断します。

 掃引方法を下記から選択します。

・HIS(ヒステリシス)　　 ・LIN     ・LOG

・LIN(往復)     ・LOG(往復)

詳細は後術を参照ください。

スタート/ストップ等の入力値の単位を指定

します。

掃引のスタート値を入力します。出力のレン

ジは、「BEST FIX」が使用されます。

掃引のストップ値を入力します。

「HIS」を選択した場合は、下側ストップ値を

入力します。

「HIS」を選択した時、掃引の上側ストップ値

を入力します。

この欄は「HIS」を選択したときだけ表示され

ます。

 出力方法を下記の内から選択します。

「電圧掃引」「電流掃引」

「電圧固定掃引」「固定電流掃引」

出力するチャンネル(主掃引チャンネル)を指定

します。

2チャンネル同時掃引する時にチェックします。

コンプライアンスの入力値の単位を指定します。

コンプライアンス（制限）値を入力します。

測定のレンジは、ここで入力した値に基づき機

器側の「BEST FIX」機能により決定されます。

従いまして、あまり大きな値を入力すると測定値

の分解能が低下し、測定値の精度を悪くします。

パルス出力を行う時チェックを付けます。

パルスの時間幅を入力します。

最小パルス幅は100usです。

パルスベース電圧または電流を入力します。

単位は、上記のスタート，ストップ値での単

位に準じます。

①電圧/電流の掃引

発生条件の設定

副掃引チャンネルの掃引条件を入力するとき

にクリックします。

※1

条件を入力するスイープ条件を選択します。

これら各条件は「START」ボタンにより、連続

的に実行されます。　各条件の測定結果はシ

ートを分けて入力されます。

他の詳細設定を入力します。

本ページ下部の説明を参照ください。

現在選択中の測定条件を有効にします。

①電圧/電流の掃引
測定器のスイープ機能を利用して、電圧-電流特性を測定します。　各チャンネルごとに、

下記の4つの機能をサポートしています。　下記機能は、各チャンネル独立に設定が可能

で、チャンネル間の同期をとって出力します。

　1.DC及びパルス電圧スイープ

　2.DC及びパルス電流スイープ

　3.DC及びパルスの固定電圧スイープ

　4.DC及びパルスの固定電流スイープ

②Excelデータ
Excelシートにキー入力したデータを1点づつ出力します。出力と測定を同時に行います。
各チャンネル別々の値を同期を取りながら出力できます。測定値は、リアルタイムにExcel
に取り込まれます。電圧/電流及びDC/パルスの選択が可能です。
また、測定値が指定範囲を外れると自動的に測定を停止させることも可能です。

③ランダム掃引
Excelシートにキー入力したデータを測定器本体のランダムメモリに取り込みます。
ランダムメモリに取り込んだデータを使用して、2チャンネル間の同期を取ってランダムスイ
ープを行います。

本ソフトは、下記の3つの測定方式があります。
目的に合った最良の測定方式を選択してください。

操作説明 最初に「詳細」を選択し、
測定器の型式と、その
GP-IBアドレスを設定し
てください。

①

②

③

測定条件を保存します。

測定条件を読み込みます。

測定を開始します。

「電圧電流掃引」タブを選択しておきます。

太陽電池以外の２チャンネル同時I-V測定の方法
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測定の積分時間を設定します。

測定結果をExcelへ入力する時の単位を設定します。

測定条件を、測定データと同時にExcelに入力します。

測定条件の設定

 測定後、自動的に作図を実行するときにチェ

ックします。　チェックを付けたとき、下記の作

図条件画面が表示されますから、横軸/縦軸

に作図するデータを指定します。

軸に指定した測定データが取得されないと、

作図は行われません。　また、「MAX」「MIN」

の欄が空欄の場合は、オートスケールで作図

されます。

Excelへ入力する項目にチェックをつけます。

繰返し回数が2回以上に設定されている場合は、発生

値/測定値の両方にチェックが付いた状態に固定され

変更できません。

掃引の「ステップ電流/電圧」または「ステッ

プ数」を入力します。スイープステップ数の

最大測定点数は、「2048」です。

掃引のストップ値の入力方法を切換えます。

「HIS」が選択されたときは、「ステップ電圧/

電流」だけ、「LOG」が選択されたときは、

「ステップ数」だけの固定となります。

スイープ時、各ステップでの出力レベルを保

持する時間を入力します。パルス出力が選

択された場合は、「パルス周期」になります。

スイープスタート時の、最初のホールド時間

を入力します。　詳細は、R6245/46「取扱説

明書」の「スイープ測定」の項を参照下さい。

全入力条件を、ファイルに保存します。

入力条件のファイルを開きます。

繰り返すスイープ回数を設定します。

最大回数は15回です。

繰返回数が２回以上に設定されると表示され

ます。

測定の繰返ごとに、測定開始の確認が行われ

ます。　繰返測定で測定ごとに被測定物を取り

換える必要が得る場合にチェックを付けると便

利です。

繰返しスイープ測定で、スイープ間の待ち時間

を入力します。

使用する機器の型式の入力

機器で設定した

GP-IBアドレス

2端子接続／4端子接続を切り換えます。

 「電圧電流掃引」の場合だけ適応。

測定で、コンプラアンス、または、レンジ

オーバの発生したデータは、無条件で

Excelに空欄で入力されます。　

チェックがついていない場合は、その都

度、警告が表示されます。

測定後、自動的にExcel上のカーソルを、

次のデータ取り込み位置へすすめます。

新しい測定値が、前の測定データに上

書きしないようにするために使用します。

電圧掃引とランダム掃引の時に機能します。

A/B間のCOMMONをON/OFFします。通常は、OFFで使用します。

LO-GUARDのON/OFFを設定します。通常は、ONで使用します。

インターロックのON/OFFを設定します。

通常は、OFFで使用します。

フィックスチャを使用し、蓋を閉めないと

出力がONにならないようにする場合、

ONに設定します。

※1「詳細」の入力

個々の測定データのヘッダ情報によるデータの適正を判断

します。

ただし、スイープ動作でスイープ待ち中に、この項目が検出

された場合、ここでの設定は無視され測定動作は中断され

ます。

出力の応答性をSLOWにします。通常はFASTで使用します。

複数の条件での測定を行った場合、

各条件毎の測定結果が、別々のシート

に入力されます。シート数が不足してい

る場合は、自動的にシートが作成されます。

外部リレーボックスPCR-512GPの入力端子
の信号でスイープを開始します。

発生値/測定値に付随して、測定時間間隔をExcelへ
入力します。
この時間は、測定器の仕様上、数100usの誤差を伴い
ます。
また、保持時間と同一の時間間隔になると限りません。

測定レンジを設定します。
・「BEST.FIX」
制限値を超える１つ上のレンジに固定されます。
・「AUTO」
オートレンジに設定します。
・「MIN. 6mA」「MIN. 6V」など
数値の指定値を最小レンジとするオートレンジ
モードです。
２チャンネルの同期測定を行う場合、AUTOレンジを
指定すると、チャンネル間の同期がとれない場合があ
ります。

Excelシート上のグラフサイズの大きさを調整します。デフォルトで作図されるサイズに対して拡大または縮小します。
デフォルトのグラフサイズは、Excelのバージョンや、ディスプレーのサイズにより異なります。
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スイープ範囲欄の「モード」の説明

HIS LIN

LIN(往復)

LOG

LOG(往復)

スタート値 スタート値

スタート値

スタート値

スタート値

上ストップ値

下ストップ値

ストップ値

ストップ値

ストップ値

ストップ値

この時間は、出力ONの状態で
約0.7sec+αの間、保持される。
αは、初回のスイープデータを
パソコンに取込む時間で、ステ
ップ数が大きくなるに従って、
長くなります。

測定結果がExcelシートに入力された例

「測定条件をExcelへ入力」に

チェックを付けた場合に、測定

器の設定条件が入力されます。

この部分にスイープ後の測定データ

が入力されます。

スイープを4回繰り返した場合の例。

２チャンネル同時スイープの場合は、

もう１つのチャンネルのデータが、

ここに入力されます。

「HIS」モードでの測定結果例

注1)　I-V測定終了後、その測定結果を測定器内部のバッファメモリから受信するのに要する時間は、

50個で約0.55sec、100個で約1.06sec、500個で約4.9sec、1000個で約9.9sec、2000個で約19.9secです。

その後、さらにExcelにデータを取り込む時間を要します。
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②Excel上のデータを出力し、測定する。

出力及び測定を開始します。

指定された指定位置のデータから順次下方向にデータが出力され、

その測定結果が現在のカーソル位置に入力されます。　空欄になる

か、「STOP」ボタンがクリックされると終了します。A,B両チャンネルの

出力の場合、両方が空欄になると終了します。

「出力位置」ボタン参照

この「Excelデータ」タブが選択されている

時に「ＳＴＡＲＴ」をクリックすると、Excel上

のデータの出力が行われます。

Excel上のデータを電圧として出力する

か、電流として出力するかを設定します。

電圧出力する時は、制限電流を入力し

電流出力する時は、制限電圧を入力し

ます。

パルス出力の場合、ここでの制限値の入

力値が、測定のレンジ設定値(BEST.FIX)

となりますから、測定精度をあげるために、

コンプライアンスの発生しない範囲で、でき

る限り小さな値を入力してください。

DC出力の場合、「MANU.RANGE」にチェ

ックが付いていない場合、「AUTO」レンジ

で測定が行われ、「MANU.RANGE」にチ

ェックが付いている場合、「BEST.FIX」レン

ジで測定が行われます。

出力を終了した時、出力をOFFにします。

測定の積分時間を設定します。

電圧/電流の出力後の測定までの遅延時間

を入力します。

測定の時間間隔は、この遅延時間と測定に

要する時間で決まります。

電流または電圧の測定を行う時、チェック

します。

測定結果をExcelへ入力する時の単位を設定

します。この単位は、「MANU.RANGE」にチェ

ックを付けた場合、Excel上でのレンジ指定値

の単位としても使用されます。

出力を中断します。

Excel上のデータを出力する時の単位を

設定します。 Excel上のデータが「１００」

で、「ｍＶ」を設定すると、100mVが出力

されます。

出力データが常に画面に表示されるように、

Excelシートをスクロールします。

測定をフリーラン状態で行います。

DC出力の場合、本体の測定機能以外に、外部

にGP-IBで接続したマルチメータ等の測定値を

同時に取り込むことができます。

詳細は、後述を参照ください。

出力するデータ先頭位置を指定します。

Excel上のカーソルを出力したい先頭位置に置い

てこのボタンをクリックします。　下のテキストボック

スに、カーソル位置が入力されます。 テキストボッ

クスへは、直接、手入力することはできません。

さらに、測定実行の「MANU.RANGE」にチェックが

付いている場合、出力位置の右側のセル位置が

「測定レンジ位置」として自動設定されます。

パルス出力を行います。

パルス出力にチェックを付けると、パルス幅

入力欄が表示されます。2ms以上で入力して

ください。

事前にExcelシート上に入力した出力データリストに基づきR6245/46からの電圧または電流値としてリアルタイム

に出力します。同時に測定結果を取込みます。　マルチメータなど他の測定器からのデータも同時に取込むことが

できます。　AまたはBチャンネルの同期をとって出力します。また単独チャンネルでの出力も可能です。

出力するチャンネルをチェックします。

A,Bチャンネルの表示を切換えます。

「MANU.RANGE」にチェックを付けると、各出

力値毎に測定レンジを指定することができます。

測定レンジ値は、Excel上の出力値の右側セル

に、出力値と並べて入力します。ここで入力した

レンジ値は、そのまま、R6245/46の制限値とし

て設定され、測定レンジは「BEST.FIX」に設定

されます。　すなわち、Excel上に入力したレンジ

値を超える最も近いレンジに固定されて測定が

行われます。　従いまして、「MANU.RANGE」に

チェックを付けた場合、「制限電流/制限電圧」

欄に入力した値は無視されます。

Excel上のレンジ値は、途中に空欄がある場合

は、１つ前のレンジ値を維持します。

Excelデータ出力モード

ポーズ中に有効になります。

クリックする毎に、１ステップづつ進みます。

ポーズを解除すると、連続測定に戻ります。

停止条件を入力します。

ここに入力した範囲を測定値が外れると、自動的

測定を中断します。

空欄の場合は、自動停止は行われません。

測定した電圧または電流値から抵抗値を

算出する場合にチェックを付けます。

測定開始からの経過時間もExcelに入力

します。

出力値も、測定値に並べてExcelシートへ

入力します。作図しやすくなります。

ポーズ時、出力をゼロ値に設定します。

測定試料を取り換える必要がある場合に

便利です。
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Excelシートへの出力値の入力例 (測定がオートレンジの場合)

Excelシートへの出力値の入力例 (測定がマニュアルレンジの場合)

A/B両チャンネルのExcelシートへの出力値の入力例 (測定がマニュアルレンジの場合)

このように、測定前にExcelシートに出力値リストを入力します。

入力後、「出力位置指定」でセル位置'B3'を指定します。

同一出力値を繰返し出力する場合は、出力値の後ろに丸括弧

でその繰返数を指定します。

Excelシートの出力を行うためには、測定前に出力リストをExcelシートに入力する必要があります。出力値の後ろに丸括弧で繰返し出力回数を指定できます。

測定にマニュアルレンジを指定した場合、そのすぐ右に測定レンジ値を入力します。そのレンジ値の単位は、「測定単位」で指定した単位です。

A/B両チャンネル出力の場合、両チャンネルのセルが空欄になった時、測定を終了します。　また、丸括弧で出力繰返し回数を指定する場合、同一行では、

A/B両チャンネル同じ繰返し回数を指定する必要があります。異なった繰返し回数を指定すると、大きいほうの繰返し回数が採用されます・

測定結果が入力された例

測定結果が入力された例

測定結果が入力された例

このように、測定前にExcelシートに出力値リストを入力します。

入力後、「出力位置指定」でセル位置'B3'を指定します。

出力値のすぐ右の列には、測定レンジ値を入力します。

このように、測定前にExcelシートに出力値リストを入力します。

入力後、Aチャンネル「出力位置指定」にセル位置'B3'を指定し、

Bチャンネル「出力位置指定」にセル位置'D3'を指定します。

各チャンネルの出力値のすぐ右の列には、測定レンジ値を入力します。
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接続例

外部測定器(マルチメータ等)の設定方法

外部測定器とはGP-IBでパソコンと接続されている必要があります。(下図)
外部測定器から送られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、複数のデータの場合(Max10個)、データ間はコンマで区切られている必要があります。
注)全ての測定器との通信を保証するものではありません。

もし、外部測定器からデータを受け取る時、クエリーコマンドを事前に送信する必要がある時、ここに送信する
クエリコマンドを入力します。ほとんどの場合、空欄でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンド準拠のものでしたら、下記のコマンドのどれかが使用されます。
:READ?       :FETCH?     :MEAS?

外部測定器のデータ受信時にトリガが必要な時、チェックをつけます。

外部測定器のGP-IBアドレスを設定します。

取り込んだデータに、下記演算を行った後、Excelへ入力します。
Excelへの入力値 = ( 測定器データ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへ入力する事項をここに入力します。
空欄の場合、「外部測定器」が入力されます。

 測定開始前に、測定器に送信するコマンドがある場合は、ここに入力します。 ファンクションやレンジ切換えのコマンド
を入力します。 通常は空欄です。

 測定器のデリミタを設定します。通常は、LF+EOIです。

「GET」,「"*TRG"」,「任意コマンド」からトリガの方法を選択します。
通常は、「GET」の選択をします。
「任意コマンド」を選択した場合は、トリガコマンドをテキストボックスに入力します。

外部測定器のデータに演算処理を行うときにチェックします。
複数のデータが受信された場合は、その全てのデータに、下記に入力した演算が行われます。

外部測定器のデータを数値として扱うか、文字しとて扱うかの選択を行ないます。

通常は、「数値データ」に設定します。

外部測定器から複数のデータが送信される場合、データの区切り文字を指定します。

一般的には、「コンマ」が使用されます。

GP-IB

外部測定器

外部測定器

設定する外部測定器番号を選択します。

12.34    9.9999
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電圧出力する時は、制限電流を入力し

電流出力する時は、制限電圧を入力し

ます。

ここでの制限値の入力値が、測定のレンジ

設定値となりますから、測定精度をあげる

ために、コンプライアンスの発生しない範囲

で、できる限り小さな値を入力してください。

測定の積分時間を設定します。

A,Bの設定チャンネルを切換えます。

「ランダム掃引」タブが選択されている時に「ＳＴＡＲＴ」

をクリックすると、設定した条件に基ずきランダムスイー

ープを実行し、その測定結果をExcel上に取込みます。

取込データは、現在のカーソル位置から下方向に向か

って入力されます。ランダムスイープを開始するまえに、

ランダムメモリ領域にデータを取り込んでおく必要があ

ります。

Excelシートより、電圧値として取り込むか、電流

値として取り込むかを選択します。

取り込むデータの単位を設定します。

例えば、Excel上のデータが「100」で「mA」

を設定した場合、100mAとして取り込まれ

ます。

Excel上の現在のカーソル位置から下方向

にデータの取り込みを開始します。

セルが空欄になるか、2048個になると、

取り込みを終了します。

取り込んだ結果は、下の出力番地に反映

されます。

「START」により出力するメモリの出力番地範囲

を入力します。

「出力番地」で設定された範囲のデータの

ランダムスイープを開始します。

「取込開始」でデータを取り込んだ時の下記

の条件を変更してはいけません。

・電圧として/電流として

・制限電圧(電流)

Excelシートに取り込むデータ項目にチェックを

つけます。

測定値をExcelへ入力するときの単位を設定

します。

スイープ時、各ステップでの出力レベル

を保持する時間を入力します。パルス出

力が指定された場合は、「パルス周期」に

なります。

パルス出力を行う時チェックを付けます。

パルスの時間幅を入力します。

最小パルス幅は100usです。

注)極性をまたがったパルス出力を行うとき

は、最小パルス幅4ms/パルス周期8msと

なります。

パルスベース電圧または電流を入力します。

1.Excelシート上のデータをR6245/46のランダムメモリ(MAX 2048)にダウンロードします。

2.ランダムメモリ領域のデータを使用して、ランダムスイープ出力します。A,B両チャンネル同時出力が可能です。

各チャンネル毎に出力のON/OFFを設定

します。

往復スイープするとき、チェックします。

自動作図をONにします。

ランダムスイープ実行例

Achのランダムスイープ
実行結果が入力された例

Bchのランダムスイープ
実行結果が入力された例

Achのランダムメモリにダウンロードしたデータ。
同じ数値が複数個ある場合は、その個数を
カッコで表記できます。
例えば、5が20個並ぶ場合は、
5(20)
と入力できます。

Bchのランダムメモリにダウンロードしたデータ。
同じ数値が複数個ある場合は、その個数を
カッコで表記できます。
例えば、5が20個並ぶ場合は、
5(20)
と入力できます。

③Excelデータをランダムメモリに取込、出力と測定を行う

Excel上のデータをランダムスイープとして出力

測定レンジを指定します。

測定データに、時間データ(推定値)を付加して
Excelへ入力します。(数100usの誤差を含みます。)
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A

V

A

V

LO-GUARD
ON

LO-GUARD
ON

A/B COMMON
OFF

SMU A-ch

SMU B-ch

赤

黒

青

DUT

2端子接続での測定等価回路

GUARD

GUARD

A

A

V

V

LO-GUARD
ON

LO-GUARD
ON

A/B COMMON
OFF

SMU A-ch

SMU B-ch

赤

赤

赤

黒

黒

黒

青

青

青

4端子接続での測定等価回路

DUT

DUT

GUARD

GUARD

測定器内部の等価回路
測定器内部の等価回路

追記

サンプリングのタイミングについて

積分時間

積分時間
積分時間

ステップ時間
(保持時間)

DC掃引 パルス掃引

パルス周期

パルス幅

100us

サンプル・ホールド(SAMP.HOLD)
の場合は、常にここでサンプリング
します。

パルス幅が4ms以下、またはパルス周期が8ms以下でパルス掃引時の注意事項

1.プラス値からマイナス値、または、マイナス値からプラス値へゼロをまたいでの掃引を行う場合、パルス周期8ms以上、パルス幅4ms以上となります。
2.マイナス値だけでのスイープまたは、プラス側だけでのスイープを行うとき、ベース値を出力値とは逆極性値を設定した場合パルス周期8ms以上、
パルス幅4ms以上となります。

500us固定

A

LO-GUARD

SMU A-ch

GUARD

HI-OUT

LO-OUT

HI-SENSE

LO-SENSE

HI-OPERATE

LO-OPERATE

V

6246 A側の４端子配線例
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積分型A/D変換器の積分時間は、'PLC'の単位を使用します。

Power Line Cycle(商用周波数) の略語です。

この時間は、A/D変換器内部のコンデンサを充電する時間です。

1PLCは、商用周波数の1周期分の時間です。

50Hz地域では、20ms、60Hz地域では、16.7msを表します。

測定精度に影響を及ぼすノイズ要因の殆どは、商用周波数の整数倍の周波数の外来電圧です。

PLCの整数倍の積分を行うことによりノイズ要因の多くを除去できます。

正しい電圧

ノイズ成分(商用周波数成分)1PLC

A/D変換器には、「逐次比較型」と「積分型」があり、本ソフトがサポートする電圧電流発生器は、「積分型」を
使用して測定が行われます。

変換速度が速いため、瞬時の電圧測定が可能。

電圧の瞬時値を測定することが目的。

オシロスコープや、A/D変換ボードなどに使用される。

変換速度は遅い。

ノイズの影響を受けにくいため安定した測定が可能。

デジタルマルチメータ、抵抗計、微小電圧電流計など

に使用される。

入力信号
入力信号

D/A変換器

電圧比較回路

【構造】
コンデンサに充電して、放電する時間を計る

①積分型A/D変換器

積分回路

②逐次比較型A/D変換器

【構造】
内部D/A変換器との比較により測定する。

A/D変換器について

積分時間「PLC」とは

フルオート測定とは

内部抵抗Rs/Rshの計算

「手動」、「初回自動」
での測定範囲の推移

「毎回自動」
での測定範囲の推移

V

I
この範囲の曲線の傾きから計算される並列抵抗(Rsh)の最大値が推定値として採用されます。

この範囲の曲線の傾きから計算される直列抵抗(Rs)の最小値が推定値として採用されます。
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