
W32-U3641DTV-R

W32-U3641GPS-R

W32-U3641DTV-N

W32-U3641GPS-N

W32-U3641DTV GPS/
�� GP-IBボード �� 	
��

520,000� Windows
7/8.1/10
(32 or 64bits)
Excel
2010/2013
2016/2019
(32 bits Only)

アドバンテスト

U3641/U3641N
U3661
�できる�� U3641,U3641N,U3661 U3641,U3641N,U3661 の��です。はアドバンテスト!

NI�

NI�

ラトックシステム'

ラトックシステム'

スペクトラムアナライザ

GPS��デジ��レベル��ソフト！

Windows2000 Xp/Vista/

RS 232C-

GP IB-

U3641/U3641N/U3661

1 250CH / CNR, ,OBW.*+ までのデジタル アナログチャンネルの LMレベル を[	\に^_します。
^_する チャンネルは、「hjkデジタル」「 」「 」「 」「アナログ」「パイロットLM」のチャンネルをvzして|_できます。TV CATV 64QAM BS CS

��して^_できる チャンネルは、*+ まで|_でき、� �にチャンネルパワー LMレベルなどの^_が��です。TV 250CH CH ,CNR,

^_��は、リアルタイムに シートに��されます。Excel

^_チャンネルや^_��が の�� ��を�えると^_��を���に��できません。その� 、^_��を¡��に¢£えます。Excel 256

¡��に¢£えることにより、 , ��までの§¨^_が��になります。65 000

2 Max 65 000.|_された^_¨ªª«で、|_された¬�( . , ¬)の^_をり®します。
^_¨ªª«の*¯°は のスイープ¨ªやアベレージ¬�などの^_に²する¨ªで³まります。_´\に ブックをバックアップ¶·U3641 Excel

できます。 jの¸«°のパソコンから、^_��を¶·した ブックを½り¾して^_��を¿Àできます。Ethernet Excel

3.^_するÂÃ¨ÄとÅÆ¨Äを|_すると、�Ç、その¨ªÈを[	\に®し^_します。
�Çの^_��は、ÇÉに - に[	\に¶·されます。そのÇの^_がÅÆすると§¨に^_��を - に¶·して、ÊのÇのExcel Book Exce Book

ための - をÍしく
Ïするため、ハードディスクのÒÓÔÕÖ×、^_のÇ�にØにÔÕはありません。Excel Book

^_��は、 jの¸«hのパソコンからいつでも½り¾せます。Ethernet

4. EÝ^_��の^_°にÞしß_°をà_し、áâ¨、 メールで�äできます。
�^_°にÞし、「jÕß_」「åÕß_」「æçß_」のà_が��で、そのß_°を×れた^_°は シートにèéで��されます。Excel

また、「 」、「 」はß_°を×れた^_°をリアルタイムにêëメールìLします。W32-U3641MIL W32-U3641GPS

5. W32 U3641GPS GPS「 - 」では、 ^îによるîïðñも§¨に½òが��で、ó ª«をô_での^_もできます。
W32 U3641GPS GPS GPS U3641 GPS「 - 」には、 ^îにõ²な アンテナセットが÷øしていますから、ùソフトをû�üýちに の^_と§´して îï

ðñの½òが��になります。ÿ�、��は����で��されますから、�のh�ソフトへデータを	すことはÒ
です。

また、�����での^_では、ô_¨ªª«の^_Ö×に、ô_ó ª«での^_も��です。

【 データの��°の�� ÿ�、��、 ¨Ä、��、�_��、���、��、��GPS GPS】

◆

◆

◆

◆

◆
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�) ^î��はGPS

「 - 」W32 U3641GPS

だけの��です。

��

���は	みません。

�)パソコン�の

インターフェイスGPIB

はÉ"です。

� メール��は)E

「 」W32-U3641MIL

「 」W32-U3641GPS

だけの��です。
êëメール

インターネット

��デジタル、アナログ!"、パイロット%&の%&レベル()と��を.います。

hデジ,CATV(64QAM),BS,CS

NTSC( )アナログ

パイロットLM

チャンネルパワー ・ ・ ノイズ ・ &'(k�È)*CNR OBW( )

+,LM ・ -.LM ・ +,--. ・ OBW

LMレベル ・ ピーク° ・ ピーク°(k� ・ OBW

01kの�� ^_��

23�「 41�Ø5の^_ 」のデジタルCATV (W32-CATVA)

01Þ67です

デジタル01

アナログ01

0181L

GPSアンテナ

GPS�� GPS��

GPSîïðñ

áâ°を メールìLE

アナログ01k デジタル01k パイロットLM

CNR

+,

-.

ピーク°
(k�

9:



スタートすると、��された チャンネルTV

の��を、��されたサンプリング'(

()で、��された+,のデータを./

みます。01なら45'6、78'(も

5:することもがきます。

Excelシートに./んだデータは、キーボードからFGしたデータとIじよう

に、ExcelのMNをOPして、RS・WX・YZ[を\]に^うことができます。

また、_`にデータが./まれるabをExcelのグラフウィザードでj�して

おけば、データ./とグラフoがリアルタイムに^えます。
※uアドインに\vグラフRSMNはありませんので、Excelのグラフウィザードを

zPしてRSしてください。

uプログラムはExcel~のアドインとしてvRします。

Excel~からuアドインを�vすると、Excelシート~

に、このウインドウが�われます。「START」ボタンを

クリックするとデータの.り/みを��します。

;<=>

?@チャンネルの()FHI ��する�,の チャンネルを シートにFGします。TV Excel

GPS��/7� VHF 1CH �デジ 51 CH

��を��します。

���は��のカーソルからFGされます。

「 」ボタンで��を��する`に、��のSTART

j�を^っておく01があります。

.¡チャンネル¢£¤に��する¥¦にチェックを1

5けます。

.��¨©,(チャンネル)を��します。2

「�,¨©,」を®した¯°は、 シート~にExcel

��チャンネルを_`にFGしておきます。

.±�が01な¯°は、¡��¥¦¤に±��を3

FGします。

.データ./³´で「µ¶」「'6��」の®を^い4

ます。

.「その¹のj�」で、�º»な ブックのバック5 Excel

アップの³´を��します。

��を¾¿ÀÁします。

「 」をクリックすると、Â��チャンネルの��PAUSE

をÄÅÆ、Çのサイクルの��を^わずÉ'ÀÁÊ

Ëになります。

ÊËで「 」をクリックすると１サイクルの��PAUSE SPOT

を^ったÆ、Î� ÊËになります。PAUSE

「 」ボタンでµ¶��モードにÐÑします。START

データのバックアップ³´や、 の��¥¦®GPS

[を^います。

データ./³´の「µ¶」「'6��」の®により

ÓÔされるÕÖが×なります。

FGしたÂてのØÙをÚÛ、またはÜみÝします。

JK

※<²！(GPS )の� のみ

・パソコンのê?を にして、 が@ON Windows

ÝにA	したü、 アンテナのê?をGPS ON

にしてåさい。 アンテナのê?を にGPS ON

したüで をA	するとマウスやキーWindows

ボードがEâに	
しない� があります。

2/10

パイロット

¡チャンネルの¢£ßに��àáをFGします。

ケーブルãäを��したり、��åのケーブルãäæç

の をj�するためにzPします。ON/OFF

'(()のFGを「é」と「ê」でëりìえます。



()チャンネルのLMOQ

１つのチャンネルを��する¯°。

�,のチャンネルをµ¶して��する¯°。

��するチャンネルをFGします。

ここをクリックすると、チャンネルのFG³´のヘルプがÓÔされます。

�,チャンネルは シート~にFGします。Excel

FGしたチャンネルの、 シート~のïð�ñExcel

を��します。

シートのïð�ñにカーソルをñいて、「.ò」Excel

をクリックします。

TVチャンネルのLMOQ

チャンネルR&でLMするZ[ \�@でLMするZ[

CH /チャンネル�� チャンネル	
 センター����( ) / チャンネル	
MHz

FGのóô (õö÷、øö÷のùßはしません。) FGのóô (õö÷、øö÷のùßはしません。)

��するチャンネルのú ��する ンター¨©,と

チャンネルの¢£のú

UHF 15CH ISDB T, - 485.142857MHz ISDB T, -CH15 ISDB T/ - 485.142857 ISDB T/ -CH15

VHF 9CH NTSC, 201MHz NTSC,CH9 NTSC/ 201 NTSC/

FG³´ FG³´ûüFG

CATV 25CH CATV, CH25 CATV/

BS 13 H ISDB SC , -

CS 14 H CS110C ,

CH13 BS/

CH14 CS/

?@チャンネルの()を.うZ[
�,チャンネルをµ¶��する¯°は、��のように シートに��チャンネルをFGします。Excel

ïð ル�ñにカーソルをñいて「.ò」ボタンをクリックすると、ïð ル�ñがýþされます。(��Sの¯°は" ")C3

��チャンネルをFGする ル�ñは\]ですが、���をFGする����でFGしてください。

この�ñにカーソルをñいて「.ò」ボタンをクリックします。

Gôチャンネル^_ H_(k� とI�チャンネル^_( ) (Excel

)jの(k� のJKを�います。

^_するチャンネルは、「チャンネル�M」「センター(k�」の

どちらでも��が��です。
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�し

�し

�し

�し

239MHz , CATV(64QAM) 239/CATV

11957.64MHz , ISDB-S 11957.64/BS

12531MHz , CS110 12531/CS

500MHz , パイロットLM 500/PILOTチャンネルの��と、そのチャンネルLM

・ ～"ISDB-T"  CH13 CH62

・ ～"NTSC"    CH1 CH62

"CATV"    CH13 CH63・ ～

・"BS"       CH1, CH3, CH5, CH7,CH9, CH11, CH13, CH15

"CS "      CH2, CH4, CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24・

"PILOT"・ パイロットLMは、(k�で��する。

�� 	


ンター¨©, ンター¨©, ンター¨©,

1.75MHz 2.75MHz

NTSC( )アナログ01 ISDB-T,CATV,BS,CS( )デジタル01 PILOT( )パイロットLM

�Éチャンネルの��で、チェックを5けると���モードで��

が^われます。その¯°、��¥¦は��に�に��されます。

デジタルチャンネルは、「チャンネルパワー」。

NTSCチャンネルは、「��」「	
」「��	
」。

パイロット��は、「 ンターレベル」「PEAK�」「PEAK¨©,」。

1éに2+��の���になります。



ケーブルabcの()とde()のOQ

まずPQに^_に�するケーブルのSTÓを^_します。

^_するUに、�チャンネルの^_VWを、PQの^_と§じVWにà_してください。また、 シートには^_するチャンネルをYUExcel

に��しておきます。そのチャンネル(k�でのケーブルSTÓを^_します。

ù^_を�うためには、スペクトラムアナライザにトラッキングジェネレータが^_されていることがVWになります。

①まず、 トラッキングジェネレータ の¾�と、スペアナ��をできるだけaいケーブルでb�します。TG( )

②Êに、 トラッキングジェネレータ の¾�と、スペアナ��をPQに�するケーブルでb�します。TG( )

「 ��」にチェックを5け��を��します。TG

「�ケーブル」にチェックを5け��を��します。

TGÝGと、スペアナFGを��してから

��を��します。

TGÝGと、スペアナを��に��で

zPするケーブルで�¶してから

��を��します。

¡チャンネルの�の ルにケーブルãä�の���がFGされます。

③ケーブルSTをeEして^_を�うためには、「fâ^_」と「アナログ/デジタルeE 」にチェックをつけて、^_をÂÃします。ON

「����」と「アナログæç 」/「デジタルæç 」にチェックをつけて��の��を��すると、~�ON ON

で��したケーブルãä�をæçした��� がòられます。

��は、「アナログæç 」にチェック5けたÊËで��を��すると、「 」と「 」の¡チャンネルON NTSC PILOT

の�の ルにある,�を���に!しマイナスします。

「デジタルæç 」にチェック5けたÊËで��を��すると、「 」「 」「 」「 」の¡チャンネルON ISDB-T CATV BS CS

の�の ルにある,�を���に!しマイナスします。

#³にチェックをつけると、アナログ/デジタルの#チャンネルのケーブルæçが^われます。

ルが$%の¯°は、æçゼロになります。

この ルの,�は、'FGした,�であった¯°でもIじæçが^われます。
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データfgOQのh)OQ

^_データの½りgみの�hは ���iされています。2

「��」をJKすると、「 」ボタンをクリックするとýちに^_をÂÃし、|_した¬�(サイクル)の^_を�います。START

「¨Ä|_」をJKすると、|_された¨ªÈのª、�Ç^_をり®します。

「µ¶」を®します。

「'(()」と「��+,」(��サイクル)をFGしてください。()の*+ボタンをクリックすると、

'(()を「é」「ê」でëりìえる_ができます。

「'(()」の%には ～ , の��でFGしてください。ただし、/ø'(は の��0 36 000 U3641

'(に1Ûします。

「��+,」の%には、 ～ , の��でFGしてください。��+,が23でない¯°は、1 65 000

STOP「 」キーでいつでも��をÄÅできますから、õき¦の��+,をFGしてください。

「 」ボタンをクリックしてから��にスタートを��するまでの45'(をFGします。START

��åに、�º»に��データのFGされた ブックを~óきÚÛします。Excel

ÚÛする¨º(��サイクル())をj�してください。

そのときR8される ブック9やÚÛフォルダは、��でFGします。Excel

・バックアップを^わない¯°の��データのFGのされ³。

��データは、１サイクル¤に シートの�³<((³<)に<かってFGされ、/�^(/Excel

(=)に>?すると、Çのシートの/~^(/@=)に\v»にAvしてデータのFGをC¶し

ます。Çのシートがない¯°は、\v»にEしいシートがR8されます。

・バックアップを^う¯°の��データのFGのされ³。

��データは、 シートの�³<((³<)に<かってFGされ、/�^(/(=)に>?すExcel

ると、��の ブックをÚÛして、EしいブックをR8します。EしいブックのïðシートのExcel

/~^(/@=)に\v»にAvしてデータのFGをC¶します。

Excel ExcelブックをÚÛするフォルダを��します。��されていないと のデフォールトのカレ

ントフォルダにÚÛされます。

バックアップÚÛされる ブック9のïðに5ける9FをFGします。Excel

ブックには、��の9`が\v»に5けられます。Excel

バックアップ��で ブックのファイル�Excel

" �のヘッダ" + "_" + $%& + "_" + '*, + ". "Book xls

zPするスペアナのGôを「 」「 」から®します。U3641 U3661

U3641 GP IBuHの - アドレスをj�します。

��データとÉJにパソコンのPQ4'6をFGします。

����からの'(をFGします。

��データを シートにFGする'、１サイクルでの���は=³<にFGされ、RりSしExcel

��¤に シートの(³<へデータがFGされていきます。Excel

１サイクルでの��¥¦が シートの１^( )をUえる¯°、ここにチェックを5けます。Excel 256

１サイクルでの���=³<にFGされるようになり、 のV�をWけません。256

「'6��」を®します。

4のØで、��をRりSす'(Xを��します。また、その��を^う45を��します。1

��をRりSす'(()は、~�の「µ¶」でFGして「'(()」がYPされます。

��を��するとI'に、まず、「 9ヘッダ」と��の'6から、 9に9`を5け、Book Book

/Zの����の'6になるまで[ち、��'6になるとRりSし��を��します。

��ÄÅ'6になると、��をÀÁし、��の ブックをÚÛして、Eしい ブックをExcel Excel

]8し、Çの4の����になるまで[ちます。この�に、ÄÅ45になるまで、¤4��

をRりSします。この� 、��した4,êの ブックが��フォルダにR8されます。Excel

Excel��データのÚÛされる ブック9は、その4の��がÄÅとI'に^4のブックをR8

するため、ブック9に5けられる45は��の`4の45になります。

��j�されている��45と��'(XのÓÔ。(ここでは_`できません。)

��を^う45をFGします。

��を^う'(XをFGします。

1 Excekサイクルの��を^うÆに、��の ブックを~óきÚÛします。

「 メールb�V�」は、「 」「 」だけのMNです。E W32-U3641MIL W32-U3641GPS

ÂチャンネルをÉdして��å、±��を�れた���をリアルタイムにメールe�がfN

ですが、ここでj�したメール,をUえた¯°、メールe�は^いません。

しかし、Çの��サイクルでは、Î�、ここでj�したメールe�,�Øでメールe�を^います。

メールe�ïのj�などを^います。hiはÆjをlmください。
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「�のà_」

をクリック

「�のà_」

をクリック



チャンネルijkの()lmのno、pチャンネルの()qrs)

「 - 」「 」「 」「 」の^_��の|_ISDB T CATV BS CS
��するチャンネルの¢£¤に、0ずここで つ�~の��¥¦の��が01です。1

®する��¥¦,は\]です。

・「 」 チ ャンネルパワー�CH.POWER

・「 」 ノイズパワー�NOISE

・「 」 レシオCNR CN

OBW・「 」 rs¨©,Xbt

「 」の^_VWà_NTSC

OBWを��する¯°、����åの ンター

¨©,を_`する01がある¯°にFGします。

¨©,のuêでFGします。

úえば、 チャンネルの�� 	
を��Æ、NTSC /

��の を��する¯°、�SのようにOBW

「 」 ンター¨©,をシフトします。-1750KHz

「 」の^_��の|_NTSC
��するチャンネルに「 」が�まれている��、�ずここで つ��の���!の#�が�$です。NTSC 1

「 」の��àáをj�します。 �SNTSC ( )

・「��」 ��vb©レベル

・「	
」 	
vb©レベル

・「��-	
」 ��、	
レベルu

・「 」rs¨©,XbtOBW

�� 	


ンター¨©,

ンター¨©,

SIHT=-1750KHz

OBW
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1.75MHz 2.75MHz

��

¡チャンネル¢£ßに��àáをj�します。 �S( )

チャンネル��Éの^_VWà_
¡チャンネル¢£ßに、スペアナのj�àáをFGします。

「 」と「 」は、Âてのチャンネル¢£にx�で、y�のチャンネルだけ_`することはできません。UNIT dB/Div

UNIT dBm dBuVまた、「 」は、「 」「 」の®だけになります。

チャンネルパワー��のスイープは、��、トレースは「 」で�©モードは「 」で^いますが、WRITE SAMPLE

「 」~をダブルクリックすると「 」に_`できます。SAMPLE NORMAL

ノイズ��は、トレースは「 」で、�©モードは「 」に��です。AVERAGE SAMPLE

��は、トレースは「 」��で、�©モードは「 」と「 」から®できます。OBW AVERAGE SAMPLE POSI

チャンネルパワーの��XbtをFGします。

ノイズレベルを��する¨©,を/õ �までFGし3

ます。 � ,の¨©,がFGされた¯°、ノイズレベ

ルは、その���がzPされます。

チェックを5けると、¤+ノイズレベルの��が^われます。

チェックを5けないと、ノイズレベルの��はZ+の +だけ��されます。1

OBWを��する¯°、����åの ンター¨©,を_`する01がある¯°にFGします。

¨©,のuêでFGします。

Âての��àáを「�Û�」に�します。

ンター¨©,

SPAN

��Xbt

プリアンプを にします。ON

プリアンプを にします。ON

��・	
レベル��のスイープは、��、トレースは「 」で^いますが、「 」をMAX-HOLD AVERAGE

®した¯°、�©モードは「 」と「 」から®できます。SAMPLE POSI

「 」~をダブルクリックすると「 」に_`できます。SAMPLE POSI

��は、トレースは「 」��で、�©モードは「 」と「 」から®できます。OBW AVERAGE SAMPLE POSI



「 」の^_VWà_PILOT

「 」 パイロットLM の^_��の|_PILOT ( )
��するチャンネルに「 」が�まれている��、�ずここで つ��の���!の#�が�$です。PILOT 1

「 」の��àáをj�します。 �SPILOT ( )

・「 」 ンターの��レベルCENTER

・「 」 ピーク�レベルPEAK

・「 」 ピーク�の¨©,PEAK.F

・「 」rs¨©,XbtOBW

t)uのLM

Ý^_��にß_°をà_することができます。ß_°を×れた^_°は シートにèéで��されます。Excel

±��をj�するチェックボックス~を「 」キーを�しながらShift

クリックすると、その��¥¦をj�するÕÖがÓÔされます。

~)±��をFGします。 � )±�だけを^う¯°は、この%は

$%にしてください。

�,FGもfNです。 ú - = . , - = .10E 2 0 1   12E 4 0 0012

�)±��をFGします。 ~ )±�だけを^う¯°は、この%は

$%にしてください。

チェックをつけると、��でFGした±��がs�になります。

ここでFGした±��を�れた¯°、�ちに、その���をメール

e�する¯°にチェックを5けます。

メールe�を^う¯°、��を��する`に、0ず、「Microsoft

Outlook Express6」を�vしておく01があります。

� 「 」「 」だけのMNです。) W32-U3641MIL W32-U3641GPS

ンター¨©,

PILOT( )パイロットLM
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レベル��のスイープは、��、トレースは「 」で^いますが、「 」を®した¯°、MAX-HOLD AVERAGE

�©モードは「 」と「 」から®できます。SAMPLE POSI

「 」~をダブルクリックすると「 」に_`できます。SAMPLE POSI

��は、トレースは「 」��で、�©モードは「 」と「 」から®できます。OBW AVERAGE SAMPLE POSI



GPSwxのfyOQ

「 - 」だけが をサポートしております。W32 U3641GPS GPS

GPS����を.り/む¯°にチェックをつけます。

このチェックを5ける��と7�のデータが に.り/まれます。Excel

��のÊËにより、��ができなかった¯°、 シートはGPS Excel

$%になります。ただし、「 '6」と「YZzP��,」だけはGPS

FGが^われます。

��/7���のデータも に.り/む¯°、�:¥¦にExcel

チェックをつけます。

GPS RS232Cアンテナを�¶した のポート��をここにj�します。

Iじ�ñでの��した��を+�するためのMNです。

uソフトの��は、�u»にÉ�'(()で^われます。

しかし、��による ^��を^う¯°、¡¢£¤などにより、�が

AvしないÊËでÉ�'(()の��を^うと、Iじ�ñでの��し

た��を^ってしまいます。この¯°、ここに/¥01なAv¦§を

FGします。/Æに��した�ñから、ここでFG¦§�~のAvが

ない¯°は��を^いません。(FG�� ～ , )20 20 000m

ただし、あまりøさな�をFGすると��¨uにより、��されてしまう

¯°があります。

もし、É�¦§¤での��を^いたい¯°は、��'(()を１éから

１０é��のøさな�にj�し、この/ø�ñ_o�の%に¦§をF

Gします。

また、 ��ªNの¯°は、Av¦§のYZができないため、AvGPS

�しと±«し、��は^われません。

GPS GPS^îðñを½りgむ� 、「 mLテスト」を�して、YUに、��とのfLnoを¿Àしてください。

~�で「 �ñ��」GPS

にチェックをつけると

「 W�テスト」ボタンGPS

がÓÔされます。

GPS��を��します。

����がÓÔされます。

「zP��,」は、YZにzPした��,です。

GPSアンテナの]データがÓÔされます。

GPS 1 Excel��データを éごとに シートにFGします。

GPS��テストをÄÅします。

åはÄÅできません。START

GPS��をÀÁします。
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()FHが にLMされたIExcel

GPS U3641^_ðñと の^_°が��されたp

U3641でI�チャンネルを^_したp
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GPSアンテナ

q5m マグネットブレート
PC RS232C�� ����

� .0 3m

AC100V����

� .1 5m

DC12V����

「 - 」には による^î��が'ります。W32 U3641GPS GPS

åsの アンテナセットが÷øしています。GPS


