
���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。

8252
+6240A/41A/42
8252,6240A,6241A,6242は、 BのCDです。エーディーシー

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。 :

VWできるbd 8252,6240A,6241A,6242

W32-R8252VI

��

エーディーシー

エレクトロメータによる��-����

●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、１�S��から２�S��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 の、jkmnとjo��ファンクションだけをサポートしています。) R8252

f２ hソフトでは によるチャージ・ディスチャージ��はできません。) R8252

f３ ��での ��も��です。) R8252 VI

��
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R8252でゲート	
をリニアスイープし、ゲート	�を��します。

の でドレイン	
を スイR8252 R6240スイープ��に��して、 FIX

ープし、ドレイン	�を��します。

FET

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。「 」ボタンで、��START

と��をを��します。

��を��する�に、��な��を �して

おいてください。

�� pJ��

140,000�

Windows
7/8.1/10/11
(32 or 64bit)
Excel2010/13
Excel2016/19/21
(32bit Only)

W32-R8252 -VI R

W32-R8252 -NVI

²³ GP IB- ボード

NI¢

ラトックシステムº



��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。

»¼は、このボタンで、~bする��の½ - アドレスGP IB

を¾�してください。¿KをÀÁください。

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。

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。( )"#

��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「 」はÄ�きです。FREE RUN

R6240のÃY 、ÉÊ��が��です。は

Excelデータ��モード
この「Excel」タブがÌÍされている¬に
「 」をクリックすると、Excel-のＳＴＡＲＴ
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。

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。

��のçè¬を �します。

jk/jo��O、��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。

「Excel」タブをÌÍしたO、「 」ボタンで��ëび��を��します。START
��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、「 」ボタンをクリックするとï���からÕñ���にデSTART

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。 「 」をøＰＡＵＳＥ
したまま、「 」をøすと、ステップ&Qになります。ＳＴＡＲＴ
åýに「 」をøしたOに「 」をøしても、ステップPAUSE ＳＴＡＲＴ
&Qになります。 「 」をÿ�すると、 À��モードに�PAUSE
�します。 「 Excel」タブがÌÍされたときのみ、��です。

��を¾	します。

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。

¤¥を�¦§に�り�えます。

��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「 」できません。START

�ず、b¿ごとに �が��です。( )�#$ò

Excelシート�のデータを��しながら��する。

��と��の��を��するb¿をÌÍ

します。���の��は - アドレスをGP IB

¦わします。 - アドレスの �は、「bGP IB

¿の 」ボタンでRいます。 �

�データ��を�ôした¬、��を にします。OFF

f)テキストボックスをダブルクリックすると

 2ÛÞ�( )の��が��です。マイナス"

�#$ò

Excel R8252/R6240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、 からの��2を

��ÇÈÃに シートにÄ�しておくjkがあります。 シートへの��データのÄ�ÌÍはoÎですが、jずÐÑÒにÄ�し、1ÓÔExcel Excel

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、 シートの»å�Ú までのæç��がBCであり、かつ、45に でèçしたマルチメータ>の���Excel (65,000) -GP IB

のデータも��に6り&めることです。êäは、 と 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 R6240

の��から の��までに ～ ñò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。R8252 R6240 10 30ms

�%の&�

R6240の2#$ ４#$��の��をRいます。/

R8252 - アドレスを �します。GP IB

R6240の - アドレスを �します。GP IB

R6240をVWし、R8252との��&Qをする

ÃYにチェックします。

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。 のÃYは、R8252

レンジï�の¤¥が¦§されま

す。 "# のÃYは、Û( ) R6240

Þ�で*�されるレンジにÝ�

されます。
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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、 を5り6し102��す5V

るÃYは、

と��します。5(10)



エラーマスクの&�

サスペンド��の&�

グラフの<=>?の&�

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。

��&Q¾、R h�のエラーチェック8Xを �します。8252,R6240

「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。

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。

?>のデータをï§します。

=>X@の / を��します。ßàのÃY、オートスMAX MIN

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。

?>X@の / を��します。ßàのÃY、オートスMAX MIN

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。

��した�ての��を

ロードëびセーブします。

@B��% マルチメータF の&�>?( )

'E��¿とは - でパソコンと�Àされている��があります。(�#)GP IB

'E��¿からFられてくるデータのフォーマットは、 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ASCII

あります。

f)�ての��¿とのNPをªQするものではありません。

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 です。OK
もし、マルチメータが 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。SCPI
: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

'E��¿のデータRP¬にトリガが��な¬、チェックをつけます。

'E��¿の - アドレスを �します。GP IB

�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。

�����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。

��¿のデリミタを �します。N£は、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「;<コマンド」からトリガの�:をÌÍします。GET TRG

N£は、「 」のÌÍをします。GET

「;<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。

パソコン

R8252 R6240

GP IB-

45���

①

①

②

②

③

③

④

R6240だけのb�です。

「�ô¬�� 」にチェックを7けたÃY、b¿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¬の��jkを��します。

④
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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

」をクリックすると、 �した��にkずき、２ÒＲＴ

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。

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。

ステップjk/ を��しjo ます。

ÛÞjk/joを��します。

îステップのª«¬を��します。

パルス�� のÃYは、n�を��し(R6240)

ます。 ��²³ 5ms～60,000mは ですが、s

そのoの��により�ずしも での��が5ms

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 ��され lqExcelへ 、

の��jk 。の���ではありません

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

の�� ではありま��され、lqの��jo �

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。

îステップでの��ÁÂ¬を��します。

リニア／ のスイープを�り�えます。FIX

スイープスタート／ストップ�の��の��を

 �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 60,000msから

スイープスタート／ストップをt�スイープし

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。

�%LMのスイープ��をPQして��と��をUう。(R8252+R6240A/41A/42)

スイープを��します。

î��8X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 R6240と のó�な��&QをRうためには

「��オートレンジ 」「��オートレンジ 」のON ON

チェックは'してくごVWください。

��と��の��を��するb¿をÌÍ

します。���の��は - アドレスをGP IB

¦わします。 - アドレスの �は、「bGP IB

¿の 」ボタンでRいます。 �

R6240のÃYは、ÉÊ�での��が��です。

２��f÷øを�うuvの、���úûの èçÑâBNC

8252 82526240A 6241A/42

COMPLETE COMPLETETRIGGER IN TRIGGER IN

INTER

LOCK

INTER

LOCK
INTER

LOCK
OPERATE

/IN OUT

�) 「Excel」タブを�して、Excelデータ��を�う��は、��の による"#は$%です。*+の BNC

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

ÿ�を¿�のKのようにh�するjkがあります。 が��する�f��により が�fpJを�います。また、 のオペレBNC R8252 R6240 R8252

ート��に�fして もオペレート	
に��します。R6240

と の�fpJは、 からの�Ñqな�f��により との�fpJを�うため、�な�fpJを�うために¿�のäに��R8252 R6240 R8252 R6240

してください。

１． と の��オートレンジ/��オートレンジをðÑとも にして��することが�ましい。R8252 R6240 OFF

２． ûだけを��オートレンジ/��オートレンジを にしたuvでも、 ûだけは に¾�してください。R8252 R6240ON OFF

の��または��のオートレンジを に¾�すると、 の�f��に Æできないuvがあります。R6240 R8252ON

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。

4/8



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 コネクタを�>ケーブルで��してください。(ñページ$ò)BNC

¯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。

D

G

S

IGSの��

I SD の��

VGS	


V SD 	


パソコン
GP IB-

�����

R8252

R6240

�Kのèçで ��の��hiVGS IDS-

�Kのèçで ��の��hiVG IG-

��ï�
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D

G

S
IGSの��

IDSの��
VGS	


V SD 	


A

INPUT HI

LO GROUND

�

�
ショート

プラグ

OUTPUTSENSE

HI

LO

6240A/41A/42 8252

���リアーパネルの ÿ�のh�BNC

COMPLETETRIGGER IN
INTER

LOCK

OPERATE

/IN OUT

OUTPUT

FETを��した�の�

6240A

6241A/42A
(          /   )OPERATE IN OUT
INTERLOCK



�%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「2�S��の�f��」のチェックを4します。

「 」、「 」をÌÍします。LIN FIX

「 」 R8252のjk��をリニアスープモードで、V-I��をRいます。LIN

「 」 R8252のjk��をÝ�したままjo]�を��します。FIX

「 」 R8252のjk��のステップ¬を��します。LIN

「 」 R8252のjo��の¬�を��します。FIX

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«¬

( )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。PERIOD

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å�P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。

「 」をÌÍしたÃY、Ý�jk���を��します。FIX

「 」をÌÍしたÃY、joの��2�を��します。FIX

FIXスイープで、 abで��dをfりhんだk7ms

:

「�,」、「��	
」、「��	�」が シートExcel

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�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。

Excelデータをランダムメモリにfh、��と��をUう

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。

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。

「 」により��するメモリ¦§²³をSTART

��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。

「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。
・ /パルスDC
・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

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 ��のどちらかõ�の/ÉÊ

ÌÍとなります。

R8252は、jo��だけがÌÍ��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。

��と��の��を��するb¿をÌÍ

します。���の��は - アドレスをGP IB

¦わします。 - アドレスの �は、「bGP IB

¿の 」ボタンでRいます。 �

f1) ２Òのb¿での� �&QをRうÃY、�ず、b¿リアーの コネクタを�>ケーブルBNC

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。

Excel R8252/R6240シート�のデータを 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 ÿ�をÃ�のKのようにh�するjkがあります。 が��するBNC R8252

�f��により が�fpJを�います。また、 のオペレート��に�fして もオペレート	
に��します。R6240 R8252 R6240

と の�fpJは、 からの�Ñqな�f��により との�fpJを�うため、�な�fpJを�うために¿�のäに��R8252 R6240 R8252 R6240

してください。

１． と の��オートレンジ/��オートレンジをðÑとも にして��してください。R8252 R6240 OFF

2．���,は Ô�に¾�してください。10ms
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ショートプラグ

ショート

プラグ

INPUT HI

LO GROUND

R8252
OUTPUT INPUT HI

LO GROUND

R8252
OUTPUT

A

INPUT HI

LO GROUND

R8252

OUTPUT

A

INPUT HI

LO GROUND

R8252

OUTPUT

A

AA

INPUT HI

LO GROUND

R8252
OUTPUT

INPUT HI

LO GROUND

R8252
OUTPUT

 �	
��・ �	���・"#��・	$��のuv 	
��を~bしない( )

	
%&による	���のuv 	
��を~bする( )

	
��モニタ�� 	
��モニタ��

'

'

'

'

R8252をt��uにvwする

(��)がè*されている。 (��)がè*されていない。

V V

(��)

(��)

(��) (��)

(��)

(��)

f �À�:の� は、 に7wする3xuvyを$òください。) R8252

V
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è*されている

è*されている

è*されている


