
�� ●データロガーとしての�

� �された����で��された��のデータをリアルタイムにExcelシートに"

# みます。()20*�までのデータを+,して"り#むことができます。

シ ーケンス・プログラムによる=�も?@です。

●ABCDへの�

G HIや=�KLをMNしながら=�し、R々のデータをExcelシートに"#みます。

●=�Tに=�UVをMNして=�ができます。 VだけのZ@(W32-R8340 )

d fにExcelシートにghした=�UViをなぞりながら=�をkmnにoうことが

で きます。1000VまでのV-Istの=�が?@になります。

●マルチメータyの=�zのデータを{�=�が?@です。

- で|,したマルチメータyのUV・}~yのデータが{�に"#めます。GP IB

● のソフトは、)��/�UVコンデンサのリークU�=�のためのW32-R8340V

� くの��Z@をサポートしております。

�� �プログラムはExcel	のアドインとして��し

ます。Excel	から�アドインを��すると、Ex

celシート	に、このウインドウが$われます。

ファンクション,+-レンジ,0112,3456

7を8-し「 」ボタンをクリックすると?@START

をBCします。

スタートすると、ファンクション･+-

レンジ･GH01などを8-したL、

M-されたﾞ0112で、M-され

た56のデータを34みます。V

WならXY0ZもY\することもが

きます。

Excelシートに34んだデータは、キーボードからabした

データとdじように、Excelのijをkmして、�n・pq・

rs7をtuにvうことができます。 また、wyにデータが

34まれるz{をExcelのグラフウィザードで8-することが

~jですから d0にデータ34 グラフ�がリアルタイムにv

えます。
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8340A
(8340)

GP IB-

���	 アドイン�m�の��

+-ijについて。

��で、��を�-したままでの��+-をvう。1.8340A (W32-R8340/W32-R8340V)

��で、��を��しながらの+-をvいます。 だけ2.8340A (W32-R8340V )

「 」の��、��を�-したまま+-するか、��を��しながら+-するかの��をW32-R8340V

vいます。

��を��しながらの+-をvう��は、+-BCyに、��を��する� ¡りに シートにExcel

��£をabしておくVWがあります。

「 」の��、§�ボタンがm¨されており、©ª«のコンデンサ7の+-®¯L、W32-R8340A

?°にチャージされた�³を に´�したままで§�できます。8340A

W32-R8340/V エーディーシー

エーディーシー

8340A
8340Aは、エーディーシー�の��です。

���� ������/

エーディーシー 8340A

W32-R8340-R

W32-R8340-N

W32-R8340V-R

W32-R8340V-N

B� GP IB- ボード ¡¢ m£¤¥

75,000� WindowsVista
/7/8.1,10(32 or 64)
Excel
2007/2010/2013
2016(32bit only)

��できる��

NIA

NIA
95,000�

ラトックシステムA

ラトックシステムA

UV¸�=�

UV¹º=�

1000V/10mA V-Iの ��の��

コンデンサ=�

コンデンサのリーク��の��



+-µからデータの34をBCします。

「 」ボタンを¶に·してから、「 」PAUSE START

ボタンを·すとスポット+-モードになり、

「 」ボタンによるスポット+-が~jにSPOT

なります。

+-ファンクションを8-します。

�½レンジを / で¾¿えます。AUTO MANUAL

のﾁｪｯｸをÇすとレンジabmテキストAUTO

ボックスが$れますからレンジをキーボードか

らabします。ÉÊな£をabするVWはあ

りません。abされた£にÌ Íい１つ	の

レンジに8-されます。

+-Ïは「ÐÑ」、ポーズÏは「ÓÑ」、ÔÕÏ

は「ÖÑ」となります。

データの34をÌ0ÏÕします。もうÌ×クリックす
ると、34をØBします。

データの34をÔÕします。

「 」Ï、ÙÚとなり、クリックするÛにデータを3PAUSE
り4みます。
スポット+-モードでは、データの 5+-にÜmします。1

GH01を8-します。

トリガÞßを8-します。

「àá」は、8340を âãで+-します。FREE RUN

æし、GH01が「10 *4」「10 *8」「10 *16」PLC PLC PLC

の0は、「àá」の8-はできませんので、「パソコン」

または「Çáìí」に8-してîさい。 「パソコン」は、

の+-となり、M-した0112ÛにHOLD MODE

パソコンからトリガをかけます。 「Çáìí」は、 HOLD

の+-となり、+-µのリアーパネルの「MODE TRIGG

ER INPUT」のôõによりトリガがかかります。

Çá+-µのデータをd0に34むときにチェ

ックします。øページのúûをüýください。

データにXY0ZをY\します。

データのabと にシートをスクロールします。

þÿのデータ340、+-���7のヘッダをY\
します。

+-µのシーケンス・プログラムijをÜmして

+-をvいます。úûは、øページをüýîさい。

「 」ボタンを¶にクリックして、そのL「 」ボタンをクリックすると「スポット+-モード」になります。+-µの8-がvわれたL、「 」ボタンのクリック	ちとなりPAUSE START SPOT

ます。 「 」ボタンをクリックするÛにデータがExcelシートに34まれます。SPOT

この「 」では、「��01」のには1,2,3...と「�� õ」がabされます。スポット�m+-モード �えば、�+-�を3り¿えながら、�々の�+-�の+-をvう��に

�kです。 「スポット+-モード」を®¯するためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

「 」SPOT SPOTボタンの��の	��ボタンは、�yの+-データをØ+-するためのボタンです。このボタンを·したL、「 」ボタンで+-をvうと、+-データは�yに+-したデータ

に	�きされます。「スポット+-モード」のときだけÙÚです。また、��~�+-ではÜmできません。

スポット=�モードの¼½¾

スポット+-モードの0、�yに+-した+-£

をØ+-します。 5だけクリックがÙÚです。1

クリックしたL、「 」をクリックすると�yのSPOT

+-データに+-��が	�きされます。

��~�+-の��はÜmできません。

��~�+- ��� の��、その��£( )

も シートにabします。Excel

��~�+-で�nを にした��は、VずON

チェックをつけます。 だけ(W32-R8340V )

+-データとd0に+-BCからの��01を

Excelシートにabします。

+-Ïの+-データの�nをvいます。

チェックをつけると�n"#の8-$%が&'

されます。úûはøページをüýください。

+-Þß(ての)*・+,しをvいます。

その-のúû8-をvいます。

øページをüýください。
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「シーケンス%�」

8340がà.するシーケンス・プログラムijによる+-をvいます。

※yページの「シーケンス��」にチェックをYけるとî0$%が&'されますから

プログラム õを8-し、��Þßを1にabします。

・プログラム õ「０」は、サポートしません。

・シーケンス・プログラムのúû34は、+-µY5のマニュアルをüýîさい。

「�'()」

+-BCにより+-£を シートに34みますが、その+-£のt��nをvうときにチェックをExcel

Yけます。チェックをYけると9nが&'されますから、�nのÞßをabします。

�-��での+-の��は、 :は��01 :は+-£で�nされます。このとき、「データ6」X /Y

に+-56をabするVWがあります。

で��~�での+-では、 :は��£ :は+-£で�nされます。「データ6」W32-R8340V X /Y

は 	にabした��£6にt�;に8-されます。Excel

��~�+-を<65+-する��、 サイクル�のデータだけが�nされ、 サイクル�=>は�1 2

nはvわれません。

abを?にすると、t�スケーリングで�nがvわれます。

W32-R8340Vだけのijです。

に´�された?°の�³をディスチャージ8340A

します。

Ø×、クリックすると、ディスチャージを@Aし、

メジャーモードにCります。

úûは、LDをüýください。



+-データをExcelシートへabする0の

�FをM-します。

abアンプのゲインを8-します。

トリガ・ディレー01をabします。

オートレンジ・ディレー01をabします。

+-BCyにディスチャージ/チャージ

IJをvいたいときにチェックします。

このIJは+-BCyに１5だけKvさ

れます。

ディスチャージとチャージの01を１Lから

1800Lの1でabしてください。

M )シーケンス�� の��は�ijは1 ON

Ümしないでîさい。

2)M �½+-の��は、このijはNOさ

れます。

&%PQR SGPQR+-0のパラメータ/

を8-する��にチェックをYけます。

チェックがYいていると、+-ファンクションに

TUなく、「パラメータab」へabした£が

+-µに8-されます。

�VのWZを8-します。

?°[さをabします。

SGPQR�VU6をabします。

&%PQR�VU6をabします。

「*の+�」

¿ÀÁがÂつÄÅにつきましては、8340 にÆÇする"ÈÉÊËをÌÍください。A

8340の アドレスをセットします。GPIB

+-£の^-_`をabします。

a�、またはどちらかÌ"にabします。

a"が?の��は、^-はvわれません。

^-£をÇれると+-£はÐÑで シートExcel

にabされます。

「 」ボタンをクリックしてから、Kbに+START

-をBCするまでのcd01をabします。
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.6��:マルチメータ@の+�BC( )

Çá+-µとは - でパソコンと´�されているVWがあります。(în)GP IB

Çá+-µからeられてくるデータのフォーマットは、 であり、<6のデータの��(Max10�)、データ1はコンマでh¾られているVWがASCII

あります。M)Çá+-µからのデータ3り4みは、(ての+-µとの¡ôを)iするものではありません。

もし、Çá+-µからデータをjけ3る0、クエリーコマンドをwyにeôするVWがある0、ここにeôする

クエリコマンドをab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`nのものでしたら、î0のコマンドのどれかがÜmされます。SCPI

: ?       : ?     : ?READ FETCH MEAS

Çá+-µのデータjô0にトリガがVWな0、チェックをつけます。

Çá+-µの - アドレスを8-します。GP IB

3り4んだデータに、î0qsをvったL、Excelへabします。

Excelへのab£ = ( +-µデータ - B ) * A

ヘッダとしてExcelへabするw�をここにabします。

?の��、「Çá+-µ」がabされます。

+-BCyに、+-µにeôするコマンドがある��は、ここにabします。 ファンクションやレンジ¾¿えのコマンド

をabします。 ¡uは?です。

+-µのデリミタを8-します。¡uは、 + です。LF EOI

「 」,「"* "」,「y¨コマンド」からトリガの"#を��します。GET TRG

¡uは、「 」の��をします。GET

「y¨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abします。

Çá+-µのデータにqsIJをvうときにチェックします。 <6のデータがjôされた��は、その(ての

データに、î0にabしたqsがvわれます。

Çá+-µのデータを6£としてzうか、{|としてzうか

の8-をvいます。¡uは「6£データ」に8-します。

Çá+-µから<6のデータがeôされる��、データの

h¾り{|をM-します。Ì};には「コンマ」がÜmされます。

GP IB-
ÏK=�z

３．９９９

8340

Çá+-µがeôするデータ6をセットします。

+-をt�;に®¯するÞßにチェックを

Yけます。

(ての+-を®¯したとき、?°を

ディスチャージしたい��にチェック

をYけます。

そして、テキストボックスにディス

チャージする01をabします。
ディスチャージまたはチャージの01を

abします。

?にした��は、その�のIJは~�され

ます。

+-Ïの���½£を8-します。

��£により���½£は、�わります。

=îは =îは30V 300mA, 100V 100mA

1000V 10mAまでは となります。

W32-R8340Vだけのijです。

©ª«のコンデンサのための��ijです。

+-yのコンデンサの��01を��します。

úûは、LDをüýください。

W32-R8340Vだけのijです。

©ª«のコンデンサのための��ijです。

+-L、コンデンサの�³をt�§�します。

úûは、LDをüýください。



���DをF�したJKでMN��

�-にチェックをYけ、,b��をabします。

+-56をabします。?では、 5としてIJします。200,000

+-0112をabします。ab��は から です。0 36,000

0112の�Fを「L」「H」で¾¿えます。

+-をBCすると、+-データは、その0 シートのカーソルF�からî"�にabされます。Excel

ここでは、このF�にカーソルを�いて+-をBCした��の�です。
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���DをOPしながらのMN��

��を~�しながらの+-では、「� 」にチェックします。

� 56をabします。 5の� ごとに、øの��の�に1

��して+-データをabします。もし、 シートの�ìExcel

に��すると+-はt�;に®¯します。

� サイクルの0112をabします。ab��は から です。0 36,000

0112の�Fを「L」「H」で¾¿えます。

wyに シート	に�"�に��£を<6abします。Excel

その¶�F�にカーソルを�いて「3�」をクリックします。

,b��の¶�セルF�が3�されます。

1��Ûの、����L、+-BCまでのcd01をabします。

+-をBCすると、+-データは、その0 シートのカーソルF�からî"�にabされます。Excel

ここでは、このF�にカーソルを�いて+-をBCした��の�です。

��~�データ。+-BCyにabしておきます。

+-yに、このF�にカーソルを�いて「3�」ボタンをクリックし��します。

1サイクルÁの=�データ 2サイクルÁの=�データ
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Ð 「 」だけのZ@です。) W32-R8340V

=�が?@なÀÁ .U� .ÓÔ .Õ�ÓÔÖ .I×ÓÔÖ1 2 3 4

=�Øのグラフ£ÙÚ

もしVWなら、 シート	のデータをtuに)*できます。Excel



UXYのコンデンサのリーク����のアドバイス

Ð このZ@は、「 」のソフトÛ�だけでサポートされるZ@です。) W32-R8340V

「(+-yのチャージ/ディスチャージIJ」にチェックをYけます。

ディスチャージ01は、?にします。 ディスチャージはスキップします。( )

チャージ01に�¾な01をabします。 Lから L�×が��です。40 60

チャージ01àに の �½�� がVず@AされるVWがあります。8340A ( )LIMIT

?@��が を�える��、チャージ01を��するために「\���」にチェックをYけます。100V

「\���」にチェックをYけると、チャージ01のyに L1の\���の01が�aされます。5

この\���により、チャージ01を6 LÍく��できる��があります。10

300mA/30V
2でチャージ ß

100mA/100V
でチャージ ß3

HàUV
で����チャージ
10mA

áâãUON

áâãUON

áâãUOFF

áâãUOFF

U�

UV

��

��

=�?@

=�?@

1.��_に、bcにdいチャージhiを+�してください。
�½��は、 を8-します。300mA

abアンプゲインは、「 」を8-します。10000

áâãUæ�

30Vまで、

ß� でチャージ2 300mA

HàUVまで、

でチャージ10mA

100Vまで、

ß� でチャージ3 100mA

2.��pqr、stの�uをv%wにディスチャージしてxさい。

?@®¯L、?°に�³を��したままにしますと、��7の� がありますから、

?@®¯L、t�;にディスチャージするようにしてください。

また、 =	の?@をvったL、?°に�³が¡ったâãで の,bを に200V 8340A OFF

すると、?°�から に��が�\され、 がt¢)£のため¤¥ブザーを8340A 8340A

ならします。このブザー§が¨©すると、 ¡ôがª«され、¡ôエラーが¨©します。GPIB

この��は、ディスチャージと に、「スロー§�」にチェックをつけ、01をabしてください。

M)

8340A�ijは、 のjbの��àで、t�§�をアシストするためのijですが、(ての?°

において、¬(なt�§�を)iするものではありません。

?°のª«の©きさや?@��によっては、¬(な§�をできない��もあります。

?@®¯Lの、t�ディスチャージにチェックをYけます。

ディスチャージの01をabします。

?@��が =	の��は、「スロー§�」にチェックをYけます。200V

スロー§�にチェックをYけたL、その01をabします。?@��が200V=	の��は、
50Vづつ��をダウンし、150V=îになるまで�けます。?°の�³がその��で、®し
づつ8340Aに¯い4まれディスチャージします。この��でのディスチャージIJが¬¯
するのを	ち、øの50Vダウンの��に�vします。
1��でのディスチャージの	ち01を、ここのテキストボックスへabします。
�えば、?°(ª«が200uF�×で、400Vの?@��の��は、±1L。
?°(ª«が2000uF�×で、400Vの?@��の��は、±6L�×です。
この01が�すぎると、8340Aの¤¥ブザーが³り、パソコンとの¡ôエラーが¨©し、
?°の§�が¬¯しません。
?v´µで、¶uに§�が¬¯する01を·めてください。

?°ìí��

01

?@��

50Vダウン

50Vダウン

50Vダウン

ディスチャージ

スロー§�の01

áâãUのメカニズム

スローêUのメカニズム
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?°ìí��

01

BC��

50Vダウン

50Vダウン

50Vダウン

ディスチャージ

スロー§�の01

3.z%によりstをディスチャージする。

$¸´�されている?°を、8340Aを¹してディスチャージします。

BC��には、$¸の?°のìí��をabします。

ここでabした��を、Ìº、8340Aから,bし、®しづつ��をîげながら

?°をディスチャージします。

?の��は、$¸の8340Aの8-��がÜmされます。

200V=	の��£をabすると、スロー§�をvいます。その0Ümする

01は、y0「2」の0¼でabされた01がÜmされます。

½�¾な8-の��は、8340Aが¤¥ブザーを³らし、ディスチャージが¬(に

vわれません。この��、 - ¡ôエラーが¨©します。GP IB

スロー��の01を¾く8-してください。
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