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●Excelのデータを

/

として２のからしつつ、にをいます。

Excelシートのデータを%&み、(された,,-で２のから01します。
とに、
2または
2のをいます。 また45に6り8けたマルチメータ>による
もBCです。 D、データのリアルタイムJKがBCです。
M )このモードでは、１Sから２SまでにT１０～３０msのタイムラグがZ[します。

●\]のスイープCをフルにabしたができます。
２の,でfをとり、
または
のスイープをいそのhiをExcelシートに6&み
ます。jkならopqにJKをいます。 rtでスイープをいたいuvや、2の,でなる
べく|}なfをいたいuvには、このモードを~bします。

●Excelのデータをランダムスイープメモリに6&みます。
Excelシートからランダムスイープメモリに6&んだ 、２の,でfをとり、ランダムス
イープをします。 に、
または
のもBCです。
f１) hソフトでは R8252の、jkmnとjoファンクションだけをサポートしています。
f２) hソフトでは R8252によるチャージ・ディスチャージはできません。
f３) R8252でのVIもです。



hプログラムはExcel-のアドインとして&Q
します。&すると、Excelシート-に、このウイ
ンドウがわれます。「START」ボタンで、
とををします。
をするに、なを して
おいてください。

とは、Excelシー
トののカーソルを
ににされます。
("#$)
カーソルを%&することに
より、シート-の./なに
データを34むことができます。

VGS-IDSの

:

ExcelシートにスイープKLデータを
34んだO、.&PにQ#をRいま
す。Q#O、TUはVWXPにYわ
せて./に]^してください。


R8252でゲート
をリニアスイープし、ゲート
をします。
R8252のスイープにして、R6240でドレイン
をFIXスイ
ープし、ドレイン
をします。
パソコン

GP - IB

VGS-IGSのhi

VDS
6240A/41A/42
I D S の

VGS

R8252

D

G

FET

IGSの

S
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Excelシートのデータをしながらする。
ExcelシートにÂÃにÄした
または
データをなぞりながらしにをいます。 Æいまして、 R8252/R6240からの2を
ÇÈÃにExcelシートにÄしておくjkがあります。 ExcelシートへのデータのÄÌÍはoÎですが、jずÐÑÒにÄし、1ÓÔ
ÕにÖまる×ØであればデータÚにÛÜはありません。 データのÞßÌÍは¿Kの「ÌÍ」により(してください。
このÑâのãäは、Excelシートの»åÚ(65,000)までのæçがBCであり、かつ、45にGP-IBでèçしたマルチメータ>の
のデータもに6り&めることです。êäは、R8252とR6240のfpJがëìíなことです。îïパソコンからðに2を¾するため
R8252のからR6240のまでに10～30msñòのóôが[じます。 rtなパソコンを~bすることにより、このóô,をöさくできます。
「Excel」タブをÌÍしたO、「START」ボタンでëびをします。
するjkまたはjoを、íに Excelシートにしておくがあります。
また、「」ボタンで、îb¿がするExcelシート-のデータを
ïしてください。
-ð をしたO、「 START」ボタンをクリックするとïからÕñにデ
ータがされ、そのがのカーソルにされます。
「」ボタン$ò

のとをóôO、õ¬ö÷します。 「 ＰＡＵＳＥ」をø
したまま、「ＳＴＡＲＴ」をøすと、ステップ&Qになります。
åýに「PAUSE」をøしたOに「ＳＴＡＲＴ」をøしても、ステップ
&Qになります。 「 PAUSE」をÿすると、 Àモードに
します。 「 Excel」タブがÌÍされたときのみ、です。
¤¥を ¦§にりえます。
を¾ します。

Excelデータモード

この「Excel」タブがÌÍされている¬に
「ＳＴＡＲＴ」をクリックすると、Excel-の
データが２Òのb¿からÕじされ、
¬にがRわれます。
２Òのb¿でのには、×30ms
のタイムラグがあります。

Excel-のデータをする¬のを します。 Excel-の
データが「１００」で、「ｍＶ」を すると、100mVがされます。
するデータをïします。Excel-のカーソルを
したいに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、カーソルがされます。
テキストボックスへは、、もです。
テキストボックスがßàの¼½では「START」できません。
ず、b¿ごとに がです。(#$ò)

とのをするb¿をÌÍ
します。のはGP-IBアドレスを
¦わします。GP-IBアドレスの は、「b
¿の 」ボタンでRいます。

データをôした¬、をOFFにします。

Excel-のデータをjkとしてするか、
joとしてするかを します。
R8252は、jkÛÜだけにÝされます。

のçè¬を

します。

jk/joO、までのÁÂ¬をします。 ª«
¬よりêい¬をしたÃY、この¬がª«¬となり
ます。あまり¯°ではありません。
パソコンのタイマで¬をカウントします。

jkする¬は、ÛÞjoをし
joする¬は、ÛÞjkをし
ます。 ßàのÃYは、b¿áTにÕじ
そのにãäしたåæのÛÞ
に.&Pに されます。
f)テキストボックスをダブルクリックすると
2ÛÞ(マイナス")のがです。

をフリーラン¼½でRいます。 ¾、¿は£に
を¦§しÀけます。 ¯°なÁÂ¬がなÃY
には「FREE RUN」はÄきです。

#$ò

joまたはjkのをRう¬、
チェックします。 またを
Excelへする¬のを 
します。("#)

jk／joのª«¬をします。
あまり¯°ではありません。
0.1～6000の²³でします。
パソコンのタイマで¬をカウントします。

オートレンジでのをRいま
す。オートレンジのチェックを'
すとマニュアルレンジでの
になります。 R8252のÃYは、
レンジïの¤¥が¦§されま
す。 ("#) R6240のÃYは、Û
Þで*されるレンジにÝ
されます。

R6240のÃYは、ÉÊがです。

»¼は、このボタンで、~bするの½GP-IBアドレス
を¾してください。¿KをÀÁください。

データが£に¤¥に¦§されるように、Excelシート
をスクロールします。

%の&
R8252GP-IBアドレスを

します。

R6240をVWし、R8252との&Qをする
ÃYにチェックします。
R6240の2#$/４#$のをRいます。
R6240のGP-IBアドレスを

します。
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「

」の


データのセルにカー
ソルをおいて、「」ボタンを
クリックしてください。
で、このから
にかってÕñされます。
どちらかのセルがßàになると
をôします。
のOろに1で2
をïすることができます。
3えば、5Vを5り6し102す
るÃYは、
5(10)とします。

① エラーマスクの&
&Q¾、R8252,R6240hのエラーチェック8Xを

します。

Excel-のデータを¾に、チェックを7けた8Xのエラーを9
した¬、&Qをö÷します。

①

②グラフの<=>?の&
「Excel」タブをÌÍし、データをRうÃYのリアルタイムQ
#の:を します。

②

グラフのタイトルを;<にします。ßàでもかまいません。
=>のデータをï§します。

④

=>X@のMAX/MINをします。ßàのÃY、オートス
ケーリングされます。ただし、íにをし、Ýスケール
にすると、Q#がCDにRわれます。

③

?>のデータをï§します。
?>X@のMAX/MINをします。ßàのÃY、オートス
ケーリングされます。ただし、íにをし、Ýスケール
にすると、Q#がCDにRわれます。

③ サスペンドの&

したてのを
ロードëびセーブします。

R6240だけのbです。
「ô¬OFF」にチェックを7けたÃY、b¿のオペレーションをOFF
にしないで、オペレーションをONのままで、サスペンドにします。
ここでは、サスペンドの¬のjkをします。

④ @B%(マルチメータF)の&>?
'E¿とはGP-IBでパソコンとÀされているがあります。(#)
'E¿からF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ÃY(Max10J)、データはコンマでKられているが
あります。
f)ての¿とのNPをªQするものではありません。
'E¿のGP-IBアドレスを
¿のデリミタを

します。

します。N£は、LF+EOIです。

に、¿にFPするコマンドがあるÃY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。 N£はßàです。
もし、'E¿からデータをRけ3る¬、クエリーコマンドをíにFPするがある¬、ここにFPする
クエリコマンドをします。ほとんどのÃY、ßàでOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドVWのものでしたら、ðのコマンドのどれかがVWされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?
'E¿のデータRP¬にトリガがな¬、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「;<コマンド」からトリガの:をÌÍします。
N£は、「GET」のÌÍをします。
「;<コマンド」をÌÍしたÃYは、トリガコマンドをテキストボックスにします。
'E¿のデータに^_hiをRうときにチェックします。 IのデータがRPされたÃYは、そのての
データに、ðにした^_がRわれます。
り4んだデータに、ð^_をRったO、Excelへします。
Excelへの = ( ¿データ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへするí8をここにします。
ßàのÃY、「'E¿」がされます。

パソコン

GP-IB

R8252
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R6240

45

%LMのスイープをPQしてとをUう。(R8252+R6240A/41A/42)
R8252/R6240のÕýするスイープCを~bして、rtに
のをいます。このをうためには、リアーパネルの
BNCÿを¿のKのようにhするjkがあります。 R8252がするfによりR6240がfpJをいます。また、R8252のオペレ
ートにfしてR6240もオペレート
に します。
R8252とR6240のfpJは、R8252からの ÑqなfによりR6240とのfpJをうため、 なfpJをうために¿のäに
してください。
１． R8252とR6240のオートレンジ/オートレンジをðÑともOFFにしてすることがましい。
２．R8252ûだけをオートレンジ/オートレンジをONにしたuvでも、R6240ûだけはOFFに¾してください。
R6240のまたはのオートレンジをONに¾すると、R8252のfに Æできないuvがあります。

２f÷øをうuvの、úûのBNCèçÑâ
)*+の「Excel」タブを

して、Excelデータをうは、のBNCによる"#は$%です。

8252
COMPLETE
INTER
LOCK

6240A
TRIGGER IN
OPERATE
IN/OUT

8252
COMPLETE
INTER
LOCK

6241A/42
TRIGGER IN
INTER
LOCK

hのスイープbをVWした

この「スイープ」タブがÌÍされている¬に「ＳＴＡ
ＲＴ」をクリックすると、 したにkずき、２Ò
のb¿がを3ってスイープをlRします。
スイープóôO、そのをExcel-に34みます。
34データは、のカーソルから
にかってされます。
スイープôO、データをパソコン34みにす
る¬は、5000ステップのデータのÃY、×20
mです。

スイープをします。
リニア／FIXのスイープをりえます。
スイープスタート／ストップののを
します。
スイープスタート／ストップをtスイープし
ます。
パルスモードでします。(R6240だけのb)
「ª«¬」がパルスnとなります。
¬にðのをします。
パルスsの²³は、1msから 60,000ms

とのをするb¿をÌÍ
します。のはGP-IBアドレスを
¦わします。GP-IBアドレスの は、「b
¿の 」ボタンでRいます。
jk/joスイープをりえます。
R8252はjkスイープにÝされています。
スイープスタートjk/joをします。
スイープストップjk/joをします。

R6240のパルスのÃYだけ¦§されます。
パルスでは、1A|-のjoをRう
ÃY、å}なパルスn/パルスsなどを.
&Pにr_し します。

ステップjk/joをします。
ÛÞjk/joをします。

î8Xのuvは、b¿に7wする3x
uvyを$òください。R6240では、オートレン
ジディレーのはありません。
ホールド¬²³は、4ms～60,000ms
R8252とR6240のóな&QをRうためには
「オートレンジON」「オートレンジON」の
チェックは'してくごVWください。

îステップのª«¬をします。
パルス(R6240)のÃYは、nをし
ます。 ²³は5ms～60,000msですが、
そのoのによりずしも5msでのが
できるとはÞりません。
スイープjkをExcelに34みます。
mnモードが「jk」で、「スイープjk」と
「スイープjo」のpにチェックを7けた
ÃY、このスイープjkは、lqの
でなくr_でExcelへされ、lq
のjkのではありません。
jkスイープの¬、ここでしたjo
にãäしたjkをr_し、Excelに
します。joスイープのÃYは、jkの
になります。
のçè¬を

します。
R6240のÃYは、ÉÊでのがです。

îステップでのÁÂ¬をします。
スイープjk／joをpとも34みï
したÃY、.&PにQ#をRいます。
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スイープjoをExcelに34みます。
mnモードが「jo」で、「トレースjk」と「トレー
スjo」のpにチェックを7けたÃY、このスイ
ープjoは、lqでなくr_でExcelへ
され、lqのjoのではありま
せん。

FETをした

の
パソコン

GP - IB
VDS

R6240
I D S の

VGS

R8252

KのèçでVGS-IDSのhi

D

G

IGSの

S


KのèçでVG-IGのhi

ï
6240A/41A/42
OUTPUT

SENSE
HI

8252
INPUT

VDS
IDSの

VGS

D
G

LO

6240A

S



OUTPUT

HI

A
ショート
プラグ



IGSの

LO

OPERATE
IN/OUT TRIGGER IN
リアーパネルのBNCÿのh

INTER
COMPLETE LOCK

GROUND

6241A/42A INTERLOCK

(OPERATE IN/OUT)

f1)  ôO、そのを¿EのバッファメモリからExcel-にデータを3り4むのにな¬は、4000ステップのデータの
ÃY、× 21secかかります。
f2) スイープに し、ª«¬、パルスn、パルスs、çè¬、ホールド¬、ソースディレー¬、ÁÂ¬、のオート
レンジ、mnのオートレンジのみYわせによりずしもの ができるとはÞりません。 できるだけ したができるよ
うにするた め、Ä}な でをしようとしたとき、を]^する がRわれます。
}なになるように、-ðをして、をしてください。
¿の3 xuvyをし、mnとのÛÞí8をしておくことがæです。
f３) ２Òのb¿での &QをRうÃY、ず、b¿リアーのBNCコネクタを>ケーブルでしてください。(ñページ$ò)
¯しい がRわれていないと、¯£な/&QがRわれません。
f４) ２Òのb¿での &QをRうÃY、ての/をしたO、íに、pb¿のをオシロスコープでし、¯しい
 がRわれていること、ëびjk/joの-りを°してください。 b¿に 7wする3xuvyをし、&QのÞを
しておいてください。
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%LMのスイープをPQしてとをUう。(R8252[\)
「の¾」ボタンをクリックして「2Sのf」のチェックを4します。

「LIN」、「FIX」をÌÍします。
「LIN」 R8252のjkをリニアスープモードで、V-IをRいます。
「FIX」 R8252のjkをÝしたままjo]をします。

「FIX」をÌÍしたÃY、Ýjkをします。
「FIX」をÌÍしたÃY、joの2をします。
「LIN」 R8252のjkのステップ¬をします。
「FIX」 R8252のjoの¬をします。
f)
このª«¬が¯しくられてをRうためには、「そのo」ボタンをクリックして、とのレンジを
マニュアルに してください。どちらかがオートレンジに されていると、ここでしたª«¬Nり
のがRわれないÃYがあります。
ª«¬ののåは、「çè¬」「ÁÂ」「^_hi」により]わります。
しかし、とのレンジをマニュアルに したÃYでも、CDをRおうとすると、R8252にª«¬
(PERIOD)が¯しく されていても、lqのでª«¬NりがRわれないÃYがあります。
CDなスイープをしようとしたÃY、なでも「7ms」がåDのÞです。
 は¿に7wする3xuvy「とmnのタイミング」の8を$òください。
lqのでª«¬(¬)がïどおりにRわれたかを°するためには、「¡¢¬を3£」
にチェックを7けて、Excelシートに¬データを3り4んでåPな°をRってください。
Excelシートにされた¬データがª«¬Nりの¬で¤かったÃY、その¬は¯°ではあり
ません。パソコンでr_した¥¬です。

FIXスイープで、7msabでdをfりhんだk

:

「,」、「
」、「
」がExcelシート
に6り&まれます。
「グラフ」にチェックを8けるとopqに
JKがわれます。
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Excelデータをランダムメモリにfh、とをUう
ExcelシートのデータをR8252/R6240のÕýするランダムメモリにøします。 また、ランダムスイープCを~bして、rtに

のをいます。このをうためには、リアーパネルのBNCÿをÃのKのようにhするjkがあります。 R8252がする
fによりR6240がfpJをいます。また、R8252のオペレートにfしてR6240もオペレート
に します。
R8252とR6240のfpJは、R8252からの ÑqなfによりR6240とのfpJをうため、 なfpJをうために¿のäに
してください。
１． R8252とR6240のオートレンジ/オートレンジをðÑともOFFにしてしてください。
2．,は10msÔに¾してください。

Excel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ÌÍされている¬に「ＳＴＡＲＴ」
をクリックすると、 したにkずき２Òのb¿が
をとってランダムスイーープをlRし、その
をExcel-に34みます。
34データは、のカーソルからにか
ってされます。

「メモリ¦§」で された²³のデータのランダム
スイープをします。
íに「jk」か「jo」かを「スイープ」
タブのmnモードをりえておいてください。
oのは、「スイープ」タブで したðの
に«います。
・ DC/パルス
・ª«¬ (パルスn)
・ÁÂ¬
・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ÃY)
・ バイアス
・パルス s

とのをするb¿をÌÍ
します。のはGP-IBアドレスを
¦わします。GP-IBアドレスの は、「b
¿の 」ボタンでRいます。
Excelシートより、jkとして3り4むか、jo
として3り4むかをÌÍします。
R8252は、「jk」にÝされています。
3り4むデータのを します。
3えば、Excel-のデータが「100」で「mA」
を したÃY、100mAとして3り4まれ
ます。

ランダムスイープと¬にをRうときにチェック
を7けます。jk/jo/ÉÊのどちらかõの
ÌÍとなります。
R8252は、joだけがÌÍです。

Excel-のデータをb¿のランダムメモリへ
Fり4みます。
Excel-ののカーソルから
にデータの3り4みをします。
セルがßàになるか、5000Jになると、
3り4みをôします。
3り4んだは、の¦§に¨©
されます。
5000Jのデータをパソコンからb¿へFP
にする¬は、×20mです。

をExcelへするときのを

します。

Àされているb¿の¬Uを3£し、¦§
します。

「START」によりするメモリ¦§²³を
します。
２Òのb¿の¦§がªなってされている
ÃY、されるデータは、さいの¦§
²³にあわせてされます。
3)
b¿1が、スタート 0 ストップ 200
b¿2が、スタート 100 ストップ 250
とされているÃY、される²³は、
スタート 100 ストップ 2000
となります。

f1) ２Òのb¿での &QをRうÃY、ず、b¿リアーのBNCコネクタを>ケーブル
で してください。(8の#$ò)
¯しい がRわれていないと、¯£な/&QがRわれません。
その o、ページの"ðのf<í8にVじます。

7/8

R8252をtuにvwする

f)À:の

・

・"#・

()がè*されている。

è*されている

()

R8252

INPUT

は、R8252に7wする3xuvyを$òください。

$のuv

を~bしない)

()がè*されていない。

OUTPUT HI

INPUT



V
A

'


(

()

R8252
OUTPUT HI

V
A

'


LO

GROUND

LO

GROUND

ショートプラグ

%&による

のuv
INPUT


è*されている

()

(

を~bする)

R8252

INPUT

OUTPUT HI

A



'


()

R8252
OUTPUT HI

A

'

ショート
プラグ



GROUND

LO

GROUND

LO

モニタ

モニタ
INPUT

R8252
INPUT

OUTPUT HI

R8252
OUTPUT HI

A

V

è*されている

()

()

LO

LO

GROUND
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GROUND

