
W32-U3751DTV GPS/
����

アドバンテスト

U3741/U3751
U3771/U3772
��できる�� U3740,U3751,U3771,U3772
U3741,U3751,U3771,U3772 の��です。はアドバンテスト�

スペクトラムアナライザ

�デジ��レベル��ソフト！

RS-232C

GP IB-

U3751/U3771/U3772

1 250 / , ,.�� までのデジタル アナログチャンネルの ()レベル を6�8に:;します。CH CNR OBW
:;する チャンネルは、「?@Aデジタル」「 」「 」「 」「アナログ」「パイロット()」のチャンネルをKLしてQ;できます。TV CATV QAM BS CS64

\]して:;できる チャンネルは、�� までQ;でき、^ _にチャンネルパワー ()レベルなどの:;がefです。TV CH CH CNR250 , ,

:;ghは、リアルタイムに シートにlmされます。Excel

:;チャンネルや:;uvが のwy uvをzえると:;ghを}~�にlmできません。その��、:;ghを�~�に��えます。Excel 256

�~�に��えることにより、 , uvまでの��:;がefになります。65 000

2 Max 65 000.Q;された:;����で、Q;された�y( . , �)の:;を�り�します。
:;����の���は のスイープ��やアベレージ�yなどの:;に�する��で�まります。;�8に ブックをバックアップ��U3751 Excel

できます。 @の ��のパソコンから、:;ghを��した ブックを¥り¦して:;ghを§¨できます。Ethernet Excel

3.:;する®�¯と°±�¯をQ;すると、_²、その��³を6�8に��し:;します。
_²の:;ghは、²´に - に6�8に��されます。その²の:;が°±すると��に:;ghを - に��して、¶の²のExcel Book Exce Book

ための - をºしく�¼するため、ハードディスクの¿ÀÁÂÃÄ、:;の²yにÅにÁÂはありません。Excel Book

:;ghは、 @の �?のパソコンからいつでも¥り¦せます。Ethernet

4. W32 U3751「 - 」では、 :ÊによるÊËÌÍも��に¥ がefで、ÎÏ��をÐ;での:;もできます。GPS GPS
W32 U3751 U3751「 - 」には、 :ÊにÑ�な アンテナセットがÓÔしていますから、Õソフトを×lØÙちに の:;と��して ÊËGPS GPS GPS GPS

ÌÍの¥ がefになります。ÛÜ、ÝÜはÜyÞßでlmされますから、àの?áソフトへデータをãすことは¿äです。

また、åæçèéêでの:;では、Ð;����の:;ÃÄに、Ð;ÎÏ��での:;もefです。

【 データのlm�の�ì ÛÜ、ÝÜ、 �¯、íÜ、î;ïð、ñòy、óÜ、ôõGPS GPS】

◆

◆

◆

◆
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ø) :Ê�fはGPS

「 - 」W32 U3751GPS

だけの�fです。

��

ø)パソコン�の

インターフェイスGPIB

は´üです。

���デジタル、アナログ !、パイロット$%の$%レベル'(と��を+います。

?デジ, (64 ), ,CATV QAM BS CS

NTSC( )アナログ

パイロット()

チャンネルパワー ・ ・ ノイズ ・ ���Ay³��( )CNR OBW

��() ・ 	
() ・ ��-	
 ・ OBW

()レベル ・ ピーク� ・ ピーク��Ay ・ OBW

�Aの�ì :;uv

���「 �õÅ�の:; 」のデジタルCATV CATVA(W32- )

����です

デジタル�

アナログ�

��(

GPSアンテナ

GPS�� GPS��

GPSÊËÌÍ

W32-U3751 -DTV R

W32-U3751 -GPS R

W32-U3751 -NDTV

W32-U3751 -NGPS

�� GP IB- ボード ��

520,000:
Windows
7/8 .1/10
(32 or 64bits)

Excel
2010/2013
2016/2019
(32bit Only)

NI�

NI�

ラトックシステム�

ラトックシステム�

GPS:Ê

��



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。()なら,-�.、/0��も

-2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?@したデータとBじよう

に、ExcelのGHをIJして、LM・OP・QRSをUWにXうことができます。

また、YZにデータが#$まれる[\をExcelのグラフウィザードでb�して

おけば、データ#$とグラフhがリアルタイムにXえます。
※oアドインにUpグラフLMGHはありませんので、Excelのグラフウィザードを

tJしてLMしてください。

oプログラムはExcelyのアドインとしてpLします。

Excelyからoアドインをzpすると、Excelシートy

に、このウインドウが{われます。「 」ボタンをSTART

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?@します。TV Excel

GPS��//� VHF CH1 �デジ 51 CH

��を��します。

���は{�のカーソルから?@されます。

「 」ボタンで��を��するZに、��のSTART

b�をXっておく()があります。

.�チャンネル���に��する� にチェックを1

-けます。

.��¢£!(チャンネル)を��します。2

「�!¢£!」を§¨した©ªは、 シートyにExcel

��チャンネルをYZに?@しておきます。

.«�が()な©ªは、���� �に«��を3

?@します。

.データ#$®で「¯°」「�.��」の§¨をXい4

ます。

.「その³のb�」で、�´µな ブックのバック5 Excel

アップの®を��します。

��を¸¹º»します。

「 」をクリックすると、¼��チャンネルの��PAUSE

を¾¿À、Áのサイクルの��をXわずÃ�º»Ä

Åになります。

ÄÅで「 」をクリックすると１サイクルの��PAUSE SPOT

をXったÀ、È� ÄÅになります。PAUSE

「 」ボタンで¯°��モードにÊËします。START

データのバックアップ®や、 の��� §¨GPS

SをXいます。

データ#$®の「¯°」「�.��」の§¨により

ÍÎされるÏÐがÑなります。

?@した¼てのÒÓをÔÕ、またはÖみ×します。

JK

※!�！( )GPSの��のみ

・パソコンの$%を にして、 が&ON Windows

'に(�したØ、 アンテナの$%をGPS ON

にして)さい。 アンテナの$%を にGPS ON

したØで を(�するとマウスやキーWindows

ボードが-.に��しない��があります。
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パイロット

�チャンネルの��Ùに��ÚÛを?@します。

ケーブルÝÞを��したり、��ßのケーブルÝÞàá

の をb�するためにtJします。ON OFF/

����の?@を「ã」と「ä」でåりæえます。



'(チャンネルのLMNO

１つのチャンネルを��する©ª。

�!のチャンネルを¯°して��する©ª。

��するチャンネルを?@します。

ここをクリックすると、チャンネルの?@®のヘルプがÍÎされます。

�!チャンネルは シートyに?@します。Excel

?@したチャンネルの、 シートyのéêëìExcel

を��します。

シートのéêëìにカーソルをìいて、「#í」Excel

をクリックします。

TVチャンネルのLMNO

チャンネルQ%でLMするYZ [�@でLMするYZ

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

?@のîï (ðñò、óñòのôÙはしません。) ?@のîï (ðñò、óñòのôÙはしません。)

��するチャンネルのõ ��するセンター¢£!と

チャンネルの��のõ

UHF CH ISDB, -15 T 485.142857 z TMH ISDB, -CH ISDB15 T/ - 485.142857 T/ -ISDBCH15

VHF CH NTSC,9 201 zMH NTSC,CH NTSC9/ 201/NTSC

?@® ?@®÷ø?@

CATV CH CATV,25 CH CATV25/

BS H ISDB, -13 SC

CS H CS,14 110C

CH BS13/

CH CS14/

?@チャンネルの'(を+うYZ
�!チャンネルを¯°��する©ªは、��のように シートに��チャンネルを?@します。Excel

éêセルëìにカーソルをìいて「#í」ボタンをクリックすると、éêセルëìがù されます。(��Mの©ªは" ")C3

��チャンネルを?@するセルëìはUWですが、���を?@するûüýþで?@してください。

このëìにカーソルをìいて「#í」ボタンをクリックします。

:;するチャンネルは、「チャンネル�)」「センター�Ay」の

どちらでもlmがefです。

3/10

ÿし

ÿし

ÿし

ÿし

239 z , (64 )MH CATV QAM 239/CATV

11957.64 z , -SMH ISDB 11957.64/BS

12531 z , 110MH CS 12531/CS

500 z ,MH パイロット() 500/PILOTチャンネルの�ìと、そのチャンネル/0

・ ～" -T" 13 62ISDB CH CH

・ ～" " 1 62NTSC CH CH

" " 13 63・ ～CATV CH CH

・" " 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15BS CH CH CH CH CH CH CH CH

" " 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24・ CS        CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH

" "・ パイロット()は、�Ayでlmする。PILOT

�� ��

センター¢£! センター¢£! センター¢£!

1.75 zMH 2.75 zMH

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



ケーブル`abの'(とcd'(のNO

まず34に:;に��するケーブルの67Àを:;します。

:;する:に、^チャンネルの:;;<を、34の:;と�じ;<に>;してください。また、 シートには:;するチャンネルを?:Excel

にlmしておきます。そのチャンネル�Ayでのケーブル67Àを:;します。

Õ:;をè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EGされていることが;<になります。

①まず、 トラッキングジェネレータ の¦mと、スペアナlmをできるだけIいケーブルでJ]します。TG( )

②¶に、 トラッキングジェネレータ の¦mと、スペアナlmを34に��するケーブルでJ]します。TG( )

「 ��」にチェックを-け��を��します。TG

「�ケーブル」にチェックを-け��を��します。

TG×@と、スペアナ?@を��してから

��を��します。

TG×@と、スペアナを��に��で

tJするケーブルで�°してから

��を��します。

�チャンネルの�のセルにケーブルÝÞの���が?@されます。

③ケーブル67をN-して:;をèうためには、「O.:;」と「アナログ/デジタルN- 」にチェックをつけて、:;を®します。ON

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

で��したケーブルÝÞをàáした����がíられます。

��は、「アナログàá 」にチェック-けたÄÅで��を��すると、「 」と「 」の�チャンネルON NTSC PILOT

の�のセルにある!�を���に�しマイナスします。

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

の�のセルにある!�を���に�しマイナスします。

�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àáがXわれます。

セルが��の©ªは、àáゼロになります。

このセルの!�は、�?@した!�であった©ªでもBじàáがXわれます。
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データefNOのg(NO

:;データの¥りPみの~Qは �ì�Rされています。2

「\]」をSTすると、「 」ボタンをクリックするとÙちに:;を®し、Q;した�y(サイクル)の:;をèいます。START

「�¯Q;」をSTすると、Q;された��³の�、_²:;を�り�します。

「¯°」を§¨します。

「����」と「�� !」(��サイクル)を?@してください。��の��ボタンをクリックすると、

����を「ã」「ä」でåりæえるYができます。

「����」の�には ～ , のûüで?@してください。ただし、�ó��は の��0 36 000 U3751

��に�Õします。

「�� !」の�には、 ～ , のûüで?@してください。�� !が� でない©ªは、1 65 000

「 」キーでいつでも��を¾¿できますから、ðき の�� !を?@してください。STOP

「 」ボタンをクリックしてから��にスタートを��するまでの!"��を?@します。START

��ßに、�´µに��データの?@された ブックをyîきÔÕします。Excel

ÔÕする¢´(��サイクル��)をb�してください。

そのときL#される ブック$やÔÕフォルダは、��で?@します。Excel

・バックアップをXわない©ªの��データの?@のされ。

��データは、１サイクル�に シートの�'(�')に'かって?@され、��X(�Excel

�()に)*すると、Áのシートの�yX(�+()にUpµに.pしてデータの?@を/°し

ます。Áのシートがない©ªは、Upµに1しいシートがL#されます。

・バックアップをXう©ªの��データの?@のされ。

��データは、 シートの�'(�')に'かって?@され、��X(��()に)*すExcel

ると、{�の ブックをÔÕして、1しいブックをL#します。1しいブックのéêシートのExcel

�yX(�+()にUpµに.pしてデータの?@を/°します。

Excel ExcelブックをÔÕ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ÔÕされます。

バックアップÔÕされる ブック$のéêに-ける$3を?@します。Excel

ブックには、��の$ZがUpµに-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

tJするスペアナの4ïを「 」「 」「 」から§¨します。U3751 U3771 U3772

U3751o5の - アドレスをb�します。GP IB

��データとÃ8にパソコンの:;,�.を?@します。

����からの��を?@します。

��データを シートに?@する�、１サイクルでの���は('に?@され、<り=しExcel

���に シートの�'へデータが?@されていきます。Excel

１サイクルでの��� が シートの１X( )を?える©ª、ここにチェックを-けます。Excel 256

１サイクルでの���('に?@されるようになり、 の@AをCけません。256

「�.��」を§¨します。

,のÒで、��を<り=す��Eを��します。また、その��をXう,-を��します。1

��を<り=す����は、y�の「¯°」で?@して「����」がFJされます。

��を��するとB�に、まず、「 $ヘッダ」と{�の�.から、 $に$Zを-け、Book Book

�Gの����の�.になるまでHち、���.になると<り=し��を��します。

��¾¿�.になると、��をº»し、{�の ブックをÔÕして、1しい ブックをExcel Excel

K#し、Áの,の����になるまでHちます。このOに、¾¿,-になるまで、�,��

を<り=します。この��、��した,!äの ブックが��フォルダにL#されます。Excel

Excel��データのÔÕされる ブック$は、その,の��が¾¿とB�にP,のブックをL#

するため、ブック$に-けられる,-は��のZ,の,-になります。

{�b�されている��,-と����EのÍÎ。(ここではQRできません。)

��をXう,-を?@します。

��をXう��Eを?@します。

1 Excekサイクルの��をXうÀに、{�の ブックをyîきÔÕします。

「 メールTU@A」は、「 」「 」だけのGHです。E W32-U3751 W32-U3751MIL GPS

¼チャンネルをÃVして��ß、«��をþれた���をリアルタイムにメールXUがYH

ですが、ここでb�したメール!を?えた©ª、メールXUはXいません。

しかし、Áの��サイクルでは、È�、ここでb�したメールXU!ýÒでメールXUをXいます。

メールXUéのb�などをXいます。[\はÀ]を^_ください。
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「àの>;」

をクリック

「àの>;」

をクリック



チャンネルhijの'(klのmn、oチャンネルの'(pqr(

「 - 」「 」「 」「 」の:;uvのQ;ISDB CATV BS CST
��するチャンネルの���に、(ずここで つýyの��� の��が()です。1

§¨する��� !はUWです。

・「 」 チ ャンネルパワー�CH POWER.

・「 」 ノイズパワー�NOISE

・「 」 レシオCNR CN

・「 」 de¢£!E\fOBW

�チャンネル��Ùに��ÚÛをb�します。 �M( )

チャンネル�ì´の:;;<>;

「 」の:;;<>;NTSC

�チャンネル��Ùに、スペアナのb�ÚÛを?@します。

「 」と「 」は、¼てのチャンネル��にg�で、h�のチャンネルだけQRすることはできません。UNIT dB/Div

dBm dBuVまた、「 」は、「 」「 」の§¨だけになります。UNIT

チャンネルパワーの��E\fを?@します。

ノイズレベルを��する¢£!を�ð nまで?@し3

ます。 � !の¢£!が?@された©ª、ノイズレベ

ルは、そのpq�がtJされます。

チェックを-けると、� ノイズレベルの��がXわれます。

チェックを-けないと、ノイズレベルの��はG の  だけ��されます。1

OBWを��する©ª、{���ßのセンター¢£!をQRする()がある©ªに?@します。

¢£!のräで?@します。

OBWを��する©ª、{���ßのセンター¢£!をQRする()がある©ªに?@します。

¢£!のräで?@します。

õえば、 チャンネルの�� ��を��À、��の を��する©ª、�MのようにNTSC OBW/

「 」センター¢£!をシフトします。-1750 zKH

¼ての��ÚÛを「tÕ�」にwします。

「 」の:;uvのQ;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��ÚÛをb�します。 �MNTSC ( )

・「��」 ��xT£レベル

・「��」 ��xT£レベル

・「��-��」 ��、��レベルr

・「 」de¢£!E\fOBW

センター¢£!

センター¢£!

SPAN

��E\f

�� ��

センター¢£!

センター¢£!

SIHT KH=-1750 z

OBW
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1.75 zMH 2.75 zMH

��

プリアンプを にします。ON

プリアンプを にします。ON



「 」の:;;<>;PILOT

「 」 パイロット() の:;uvのQ;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��ÚÛをb�します。 �MPILOT ( )

・「 」 セ ンターのU{レベルCENTER

・「 」 ピーク�レベルPEAK

・「 」 ピーク�の¢£!PEAK.F

・「 」de¢£!E\fOBW

t(uのLM

':;uvにV;�を>;することができます。V;�をÄれた:;�は シートにWXでlmされます。Excel

«��をb�するチェックボックスyを「 」キーを}しながらShift

クリックすると、その��� をb�するÏÐがÍÎされます。

y�«��を?@します。 � �«�だけをXう©ªは、この�は

��にしてください。

�!?@もYHです。 õ - = . , - = .10E 2 0 1   12E 4 0 0012

��«��を?@します。 y �«�だけをXう©ªは、この�は

��にしてください。

チェックをつけると、��で?@した«��がe�になります。

ここで?@した«��をþれた©ª、�ちに、その���をメール

XUする©ªにチェックを-けます。

メールXUをXう©ª、��を��するZに、(ず、「Microsoft

Outlook Express6」をzpしておく()があります。

� 「 」「 」だけのGHです。) W32-U3751 W32-U3751MIL GPS

センター¢£!

PILOT( )パイロット()
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GPSvwのexNO

「 - 」だけが をサポートしております。W32 U3751GPS GPS

GPS�ë��を#り$む©ªにチェックをつけます。

このチェックを-ける��と/�のデータが に#り$まれます。Excel

��のÄÅにより、�ëができなかった©ª、 シートはGPS Excel

��になります。ただし、「 �.」と「QRtJ��!」だけはGPS

?@がXわれます。

��//�ýþのデータも に#り$む©ª、�2� にExcel

チェックをつけます。

GPS RSアンテナを�°した のポート�{をここにb�します。232C

Bじëìでの��した��を �するためのGHです。

oソフトの��は、�oµにÃ�����でXわれます。

しかし、��による�X��をXう©ª、����などにより、�が

.pしないÄÅでÃ�����の��をXうと、Bじëìでの��し

た��をXってしまいます。この©ª、ここに��()な.p��を

?@します。�Àに��したëìから、ここで?@��ýyの.pが

ない©ªは��をXいません。(?@ûü ～ , )20 20 000m

ただし、あまりóさな�を?@すると�ë�rにより、��されてしまう

©ªがあります。

もし、Ã����での��をXいたい©ªは、������を１ãから

１０ã��のóさな�にb�し、この�óëìQhの�に��を?

@します。

また、 �ë Hの©ªは、.p��のQRができないため、.pGPS

ÿしと«¡し、��はXわれません。

GPS GPS:ÊÌÍを¥りPむ��、「 [(テスト」を��して、?:に、ñòとのO(\]を§¨してください。

y�で「 ëì��」GPS

にチェックをつけると

「 CUテスト」ボタンGPS

がÍÎされます。

GPS�ëを��します。

�ë��がÍÎされます。

「tJ��!」は、QRにtJした��!です。

GPSアンテナのKデータがÍÎされます。

GPS�ëデータを ãごとに シートに?@します。1 Excel

GPS�Uテストを¾¿します。

ßは¾¿できません。START

GPS�ëをº»します。
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'(FHが にLMされたIExcel

GPS:;ÌÍと の:;�がlmされた^U3751

U3751で_yチャンネルを:;した^

GPS:Êデータを`って:;されたデータは、

ceの$f?áを��してÛÜ/ÝÜのÊË

に:;データをグラフgできます。

このグラフgは、$f?áにÓÔする¥hjklを

mnし、ユーザpでèってください。

qáは、 を��してグラフgZENRIN Zprofessional5

した^です。

ø)「 - 」だけの�fです。W32 U3751GPS

GPS'�データと'(uを���にマップイング
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GPS RSアンテナを ポートに��するNO232C

GPS USBアンテナを で��するNO

Windows2000 Xp/

Windows2000 Xp/

ø) は「 - 」だけの�fです。GPS GPSW32 R3466

DC12Vアダプタ

GPSアンテナ

PC RSJ]� - ケーブル232C
パソコンの

ポートへRS232C

DC12Vアダプタ

GPSアンテナ

PC RSJ]� - ケーブル232C

パソコンの

ポートへUSB

-:;< ラ トックシステム㈱

-K� シリアルコンバータUSB-

K� REX USB- 60F

UW X5,800

RS USB232C- コンバータ(´ü)

パソコンの を(�したØで、 アンテナの$%をJ]してください。Windows GPS

アンテナの$%をxに にして、 を(�すると、マウスやキーボードGPS ON Windows

の��にz.が{|する��があります。

アンテナの$%を にしたØ、データO(がefになるまでy}��がÑ�GPS ON

です。

パソコンの を(�したØで、 アンテナの$%をJ]してください。Windows GPS

アンテナの$%をxに にして、 を(�すると、マウスやキーボードGPS ON Windows

の��にz.が{|する��があります。

アンテナの$%を にしたØ、データO(がefになるまでy}��がÑ�GPS ON

です。

GPSアンテナ

~5m マグネットブレート
PC RS�� ����232C

� .0 3m

AC100V����

� .1 5m

DC12V����

「 - 」には による:Ê�fが�ります。W32 U3751GPS GPS

)�の アンテナセットがÓÔしています。GPS


