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スペクトラムアナライザ

1. Excelスペアナ��を���して シートへ$り&みます。
A,B,C, A-B Peak Next-Peak Center Marker-2� � )*に「 ��」「 a�」「 �」「 �」「 �」「スペアナ

6 89:」を)*に$り&むことができます。?@DにFGをHいます。

2. ExcelJパワー�、 、 のQ8�や、マーカレベルをYZDに シートへ$り&みます。OBW ACP
「 チャンネルパワー」、「トータルパワー」、「アベレージパワー」、「 」「 」「マーカdfレベOBW ACP

ル 」「ピーク�レベル」のQ8�を、i8した*mmoで、i8p�を、qs upまで?@D50

に シ ー トに$り&むことができます。Excel

w 「 」は、１z{ qs100up のデータを1つの に~�しながら、�zでも) W32-U3751 ( )EX BOOK

Y ZDにデータを$りつづけることができます。

3.Q Excel�を��して、 シートに$り&みます。
ス ペアナの Q8��を��して「�����」「��レベル」「 �」「����」をXdB-Down Q

シートに$り&むことができます。Excel

パソコン

GP IB-

スペアナ

「����」ボタンをクリック

すると、スペクトル��データ

を���データと�にExcel

シートに��みます。

スペクトル#の%&は、()*

に+)されている%&で��

まれます。

また、23に()*の+)4

5や「MaxPeak」7のを��む

ことができます。

Excelシートに��んだデータは、キーボードからBCしたデータと2じよう

に、ExcelのIJをKLして、NO・RS・TU7をVWにXうことができます。
Yアドインは��んだスペクトル��をV\]にNOしますが、NO�^が_に

BらなければExcelのグラフウィザードをnLしてVWにNOをopしてください。

YプログラムはExceluのアドインとして

\Nします。ExceluからYアドインをv

\すると、Excelシートuに、このウインド

ウがwわれます。

スペクトル��の��か、()#��7

をXうかをタブでページを|り~えます。

��

スペアナ����

����

��、パワー�、 �のQ8をHいます！OBW ACP/ ,Q

()*Y�で+)した - アドレスとGP IB

2じ#を+)します。

()*Y�の アドレスの+)��GP IB-

は��を��ください。

トレース��の���データをExcel

に��む3の%&を�)します。

ﾄﾚｰｽ��(スペクトル��)を��む3、

このタブをクリックします。

��と23に��む��にチェックを�

けます。

23に��の��にチェックを�つける

ことも�Jです。「()45」は、()3

の「 」「 」「 」「 」RBW VBW SWEEP TIME ATT

7の+)#を��みます。

��む��にチェックを�けます。

Excelシートuのカーソルを¥¦/u¨に

©\しデータ����&ªを«)します。

「����t」ボタンをクリックするとカーソル

&ªから¨�へデータを��みます。

��¯は「°±」、²³¯は「´±」とな

ります。

��データ��を��します。

アドインをµ¶します。

��んだ��データをV\]にNO

します。

NO��の·の¸さを�¹します。

データを��む シートを|~えます。Excel

@F��
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スペアナの��データを�り�んだ#

$パワー'、 、 を�り�む*+OBW ACP

.68:'��

()#をÀÁ��するÂÃ、このタブをクリッ
クします。

w)°ソフトはQ8³´の68をµ¶Hいません。

Q8を¹ºする»に、¼¶なQ89:を½@で6

8しておいてください。 Q8³´が¼¶なQ89

:でないÂÃは、Q8をHなうことはできません。

JQ8の の68についても、AVERAGE

「 」「 」AVEREAGE ON OFF AVERAGE ONCE SLIDE/ /

「 」のÈÉをHっておいてくださMAX SWEEP COUNT

い。その68にÍじてQ8がHわれます。

「 」ボタンで、()#の�り�みを��START

します。()#は、ExceluのwÄのカーソル

&ªにBCされます。

()¯「 」で()をÅ3¯Æします。PAUSE

¯Æ¯に「 」ボタンをクリックするÈに、START

ÅÉだけデータを�り�みます。

「 」をÊËすると、ÀÁ()にÌります。PAUSE

「 」をÍにÎしたÏ、「 」をÎすとPAUSE START

ステップ�り�みが�Jです。

「スイープÑ¶Òち」のÔは、ボタンのクリック

にÕÖしませんのでごØÙください。

()��を¨ÚからÛÜします。

・「 」CHANNEL POWE

・「 」TOTAL POWER

・「 」AVERAGE POWER

・「 」OBW

・「 」ACP

・「 」ACTIVE MARKER(A)

・「 」PEAK MARKER(A)

と は、ACTIVE MARKER PEAK MARKER TRACE- -

-AをnLして、それぞれの���とレベルを()

します。

��É�を�)します。

1から5 000のéêでBCします。00,

�)É�にìíしなくても、「 」STOP

または、Excelシートのî¨Xで()

をµ¶します。

()#の��3ÔÔïをBCします。

%&は、ðです。

0から7200のéêでBCしてください。

óôは「0」とõÆされます。

()*のö÷3Ôよりøい3ÔをBC

したÂÃは、ö÷3Ôにùúした3Ô

Ôïでの�り�みになります。

()#と23に、スタートからのûü3ÔをExcel

にBCします。

()#と23に、ý�3þをExcelにBCします。

()#をBCするセルの�^を、�に

「��」に+)しなおします。

「チャンネルパワー」「トータルパワー」の8:#
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「 」の8:#ACP

「アベレージパワー」「 」の8:#OBW

Q'の8:*+

w °ソフトはスペアナの68をµ¶Hいません。)

スペアナにÑÒされている��から、「�����」

「��レベル」「 」「����」を「$&」ボタンをクリQ

ックすることにより１pだけ$り&みます。

�Öのための �はØ»に68しておいQ xdB-DOWN

てください。

ÙÚを$りÛえながらÝ々のßà�をQ8することを

áDとしています。

Excelシートに�り�む��にチェックをつけます。

それぞれの��のõ)#をBCします。

¨� u�の ちらかÅ�の�	、
は��の�	/

をBCします。��の�	がóôのÂÃはõ)は

Xいません。

õ)#を�れた()#は°±で シートにBCExcel

されます。

「����」「����」を シートにBCするExcel

3の%&を+)します。

Q'の8:#

�����

��レベル

����

XdB-DOWN

Ø»に½@で

68がâã。
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()をXうý�をBCします。

()をXう3Ô�をBCします。

1 Excek3ÔÈに、wÄの ブックをu�き�úします。

Excelブックを�ú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Excel

ントフォルダに�úされます。

�úされる ブック�のÍ�に�ける��をBCします。Excel

データの��にnLすると�Kです。

ブックには、¨Úの��がV\]に�けられます。Excel


�される ブックのファイル�Excel

" �のヘッダ" + "_" + ��� + "_" + ��� + ". "Book xls

パワー、 、 IをJKにBookを�Mしながら、.68:をVう*+OBW ACP

「 」だけの��です。W32-U3751EX

i8されたQ8äáをYZDにQ8し、zがåわるとæしい をFçし、Q8をèZします。Excel-Book

「 」ボタンにより、Q8を¹ºすると、i8した¹º*éになるのをêって、Q8を¹ºします。「 」ボタンをëした*、START START

ìにスタート*éをíîしているÂÃは、ïちにQ8が¹ºされます。

Q8ñにzòがåわると、óまでのQ8データのôõされた を~�し、æしい を?@DにFçしたのち、Q8をèZします。Book Book

i8されたQ8ö÷*éになると、Q8は?@Dにö÷します。

1zのqsQ8p�は、 pです。1zのQ8p�が pをøすと、そのzのQ8をö÷し、zòがåわるのをêちます。1,000,000 1,000,000

ここでFçされる ùや、~�úフォルダの68ýþはÿ�を��ください。Book

チェックを�けて、()をスタートすると、ý� をN�しながらの()Book

をXうことができます。

()�Ô、Book�úフォルダな の+)をXいます。(¨Ú�)

()��までのカウントダウンが�¹されます。

�ýの()É�が�¹されます。
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