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スペアナU3700 によるシリーズ

���

・「 」「 - 」「 」「����」のデータを��に�り�むことが��です。PEAK NEXT PEAK CENTER

・�り�んだスペクトル$% Excel &'の１$%だけは、,./に01できます。は、 シートに

・スペクトラムアナライザの;�を、パソコンからDうことが��です。

W32-U3751TRA アドバンテスト

W32-U3751 -RTRA

W32-U3751 -NTRA

MO GP IB- ボード [\ .0]^

420,000�
Windows7/8.1/10
(32 or 64 bit)
Excel2007/2010
/2013/2016(32 Only)

ラトックシステムv

NIv

��

��

U3741,U3751 U3771,U3772, は、アドバンテスト|の}~です。

1 4 000 40�&� , $%を ��まで�り�けます。 U3741,U3751,U3771,U3772
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����の��

�$����に;�した��レベル
を�えるとノイズと��します。

スペクトル$%

ノイズ��レベル

¤¥/�¦§¨ノイズ

������への���

◆1 4,000 40�&� $%で ��スペクトル$%を�り�けます。

スペクトル$%をª�した���«で&�4,000¬までExcelブックに�り�みます。 ����

�«の�、¯�/に - を°± することも��で、「����」や 「´µ$]^」の��MAX HOLD

モニタにも¼½できます。&'のシートが¾¿になると,./にÁのシートにÂりÃわります。

シートがÅÆしたÇ�、シートを,./に0Èします。 ��Éは、�$�スイープËÌはÍ�と

なります。 さらに�Ïが�わるごとにÑしいExcelブックを,./に0Èしながら、40��までデ

ータを�り�けることができます。このÇ�、1つのExcelブックに°Ôできる$%データは&�4,000

¬です。(1�につき、&�4,000$%の°Ôとなります。)

◆��Õを;�し§¨レベルが��をÖれたÇ�、リアルタイムに メールÚ§が��です。E

ÛÜに��ÕをÝÞすると、��をÖれたÕはßàでExcelシートにÝÞされ、Pass/Failの��ができます。 �$�ËÌ�に��レベル

をãäに;�できます。 また、 の¤¥/�¦§¨åæを��からçÖすることもできます。 そして、これら��をÖれた$%だけをCATV

Excelにêすことも��です。「W32-U3751 2」では、��が のÇ�、リアルタイムにEメールでÚ§が��です。EメールのÚ§ëìTRA FAIL

は、��を&�にÖれた§¨レベルとその�$�の1ポイントのデータです。

◆そのîのï�

ð1) 4,000ñの$%データをExcelに�り�むと、Excelのブックサイズは、30 ～40 ôõのフ イルサイズになります。MB MB

��$%は シートに�り�まれます。Excel
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「 」ボタンをクリックSTART

すると、���の;�をD

ったø、ª�された���

«でスペクトル$%データ

をExcelシートに�り�みま

す。��ñ�のª�がùい

Ç�、シートをÂり�えなが

ら、&�4,000$%まで�り

�みます。

úプログラムはExcelýのアドインと

して.0します。Excelýからúアドイ

ンをþ.すると、Excelシートýに、この

ウインドウが�われます。

Excelシートに��んだデータは、キーボードから

ÝÞしたデータと�じように、Excelのï�を�½し

て、01・��・�	
を,�にDうことができます。

úアドインは��んだ&'のスペクトル$%だけを

,./に01しますが、01%�がにÝらなけれ

ばExcelのグラフウィザードを¼½して,�に01を

��してください。

Excelシート�のカーソルを��/��に��し

データ����� を!"します。

「 」ボタンをクリックするとカーソル� からSTART

データを��みます。

2"345で6"した - アドレスと=じ?GP IB

を6"します。

チェックをDけると、「 」のJ、スペアナのSTART

6"をMNOいません。

アドインをXYします。

ø���

ø���

Z[\]^の_`とaみbし

データ��を��します。

2"するdfをg"します。hiのg"もk

mです。トレースnoは A だけが��のst「 」

となります。

2"w、2"yzを{�|に}~します。

ただし、}~のstとなるのは、��に�り�

んだトレースnoだけです。

2"�に「 」を�すと、１サイクル2"w、PAUSE

MJ��となり、もうM�「 」を�すとPAUSE

2"を��します。

2"を��|に��します。

データの����を�の��でg"します。

０から１２０�の�でg"kmです。

「 - 」で「��」を6"すると、ここでMAX HOLD

6"したJ���の�、 - でnoをMAX HOLD

�り�け、�の2"J�でそのnoを��w、

M�、noをクリアしたw、�の2"J�まで、

��、 - でnoを�り�けます。MAD HOLD

データの����を�の��でg"します。

０から60�の�でg"kmです。

スイープ£ni¤¥のg"¦§をNり¨えます。

スタート£niとストップ£niでg"するか、

センター£niとスパン£niでg"するかの

N¨です。

スイープ£ni¤¥( z)をキーボードからMH

[\します。

データの��°iをg"します。

１から4０００の�で[\してください。

µ¶の·¸は、4０００となります。

「 」で2"を{¹に�ºできます。STOP

「»¼に に_`する」にチェックをDけたBook
·¸は、ここに2"»iを[\します。

w½¾¿( )

À"]^?の[\をOいます。

EメールÂÃの6"もOいます。

� !"

2"?のÀ"レベルを£niÅÆ¼に[\し

ます。この¤¥をÇれたデータは、ÉÊでExcel

シートにËÌされます。 また、À"をÇれた

noだけをExcel�に�り�むこともkmです。

( ¾¿)w½

»DがÎわるとÐÑの を_`し、ÒしいBook

を}Õしnoの�り�みをÖ�します。Book

2/5



チェックをDけると、»DがÎわるごとにÒしい ブックを{�}ÕしながらExcel

2"データを_`し�けます。

Òしいブックを}ÕするÙに、Ù»までの2"データは、�ÚにÚÛするファ

イルÞて_`されます。 _`するフォルダや Þヘッダは�Úの¦§でBook

ãÙにg"しておいてください。。 �~¾¿( )

) 4,000 40æ 1» noを�り�むと、_`されるブックのサイズは、 é�になり、MB

40»��り�けると 6 のバードディスクのìíがîïとなります。1. GB

また を に6"している·¸、そのバックアップファイルも»¼に}BACKUP ON

Õされるため、õ¦のファイルサイズで é�のハードディスクのìíをî3.2GB

ïとします。

「»¼にBookに_`する」にチェックをDけた·¸は、ここに2"»iを[\します。

#$が&わる(に、*+データを9しいExcelブックに?@するCD

2"3からùÃした2"3のúûがËÌされます。

2"3の「 . 」を6"します。チェックをÇすと、「 . 」は となります。REF OFFSET REF OFFSET OFF

2"3の6"]^を[\します。「Ðþ」とËÌされている·¸は、ÐÑの6"]^をそのまま_ÿします。

「 」は、 - モードでg"°iスイープします。MAX HOLD MAX HOLD

「 」は、 - モードでg"°iスイープします。MIN HOLD MIN HOLD

また、 」「 」は°iを１にすると「��」がËÌれ、g"された2"J���の�、「MAX HOLD MIN HOLD

- / - モードで��スイープします。MAX HOLD MIN HOLD

「 」は、 モードでg"°iスイープします。AVERAGE AVERAGE

「 」は、 モードでg"°iスイープしますPOWER AVG POWER AVERAGE

「 」は��モードで１°だけスイープします。NORMAL

*+F G+HIの

ð）ここで;�できない��は、
ÛÜに�.で;�してください。

ÐÑデータ[\�のExcelブックを"�|に ��き_` します。_`する��を2"°iの��で[\します。「 」

æ)��mのパソコンを��する·¸、
 なバックアップをすることはお�めできません。

�えば、noデータを1000�é�まで�り�むと、Bookサイズが10 é�になり、そのBookが
 に_`されMB

ることになり、パソコンの�きな��となったり、�きなJ�ロスとなります。 また、パソコンのト ラブルにyびつい

たりします。バックアップファイルが}Õされるフォルダは、デフォールトでは、 の「ツール」メニューの「オプシExcel

ョン」からZ�タブを��してËÌされるカレントフォルダの� です。

2"データùÃのJ、2"3の6"]^( , , , , )を=Jに�り�みます。RBW VBW SWEEP TIME ATT REF OFS

��で��する ブックのファイル�Excel

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

バックアップや、»D¼で を_`するフォルダをg"します。Book

»D¼に_`する Þの� にDける!"を[\します。Book
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*+JK�

#$»／J&

2"3の6"]^ ( , ,RBW VBW

, , )SWEET TIME ATT REF OFS

PEAK NEXT PEAK CENTER, - , の

2"yz

スペクトルnoデータ（レベル?）

À"?をÇれた?はÉÊËÌ

されます。

スペクトルnoデータ（£ni）

データがÝÞされる��

noデータの１)でもÀ"?を

Çれた·¸、この「レベル」!"

がÉÊËÌされます。
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L+HIG+のCD

£ni¤¥ごとに、À"レベル

を[\します。

��８+,までのÀ"Æの

6"がkmです。

チェックをDけると、�Úに[\したÀ"]^が-.になります。

À"?をÇれたnoだけをExcel�に 。�り�みます

チェックをつけた·¸、noデータは/°ExcelシートにM��り�まれますが、 の·¸はnoデータ 。PASS は�り�まれません

£ni¤¥の[\では、�0/�0のõ£niをîず[\してください。

20だけでは、À"が3.になります。

À" ¤¥は、�0/�0のõ0[\または20だけでの[\がkmです。PASS

õ0の[\をOった·¸、その¤¥を�または�にÇれたとき となります。FAIL

�0だけを[\した·¸、その?を4えたとき となります。FAIL

�0だけを[\した·¸、その?を�°ったとき となります。FAIL

À"]^をExcelシートから�り�みます。(56は�~¾¿)

À"7Ç]^をExcelシートから�り�みます。(56は�~¾¿)

À"7Ç£ni¤¥を6"し

ます。 の·¸、89/:CATV

;<のÃ=をÀ"から7Çし

ます。

��５０+,まで6"Jきます。

L+MNOP L+MNOP

L+レベル

Excel�のカーソルを��

��に��します。

À"7Ç?=をアップダウンします。 � �５０までの[\がkmです。

AÀ"7Ç?=ごとに、À"を7Çする£ni¤¥を[\します。

À"7Ç¤¥の[\¦§をN¨えます。

1.�B£niと£ni¤¥で[\します。

2.�0£niと�0£niで[\します。

もしîïなら、AÀ"7Ç¤¥にコメントを[\します。

ここへの[\は、µ¶でかまいません。

À"7Ç£ni¤¥を[\します。

îずõ¶にDNなi?を[\してください。

20だけの[\は3.となります。

XY
ノイズXY

ノイズ

この� にカーソルを いて、�Ú、À"]^の

「�E」ボタンをクリックすると、Excelシート�の

データがÀ"]^の[\¶に�り�まれます。

ãÙに、À"]^をExcelに[\しておくîïが

あります。

この� にカーソルを いて、�Ú、À"7Ç£ni¤¥の

「�E」ボタンをクリックすると、Excelシート�のデータがÀ"

7Ç£ni¤¥の１からG?に�り�まれます。

ãÙに、À"7Ç£ni¤¥をExcelに[\しておくîïが

あります。

�0/�0で[\の·¸は、「１」を[\し

�B£niと£ni¤¥での[\はµ

¶にします。

「L+HI」の「^_」ボタンの��CD 「L+MNb�dOP」の「^_」ボタンの��CD

スペクトラム�i

ここでの�$�ÝÞËÌは、１ページ�のスイープ�$�ËÌとはù��でÝÞできます。

À"7Ç?=をËÌします。ここをダブルクリックすると、「１」にHります。
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