GPIBからLXIへの移行

Application Note 1465-22

GPIBは開発されてからすでに30年以上
経っていますが、その使いやすさと信頼
性のためにいまだに広く用いられていま
す。今日、その両方の面でGPIBと同等
以上の能力を持つLXI（LAN eXtensions
for Instrumentation）が登場しました。ブ
ラウザによる構成やトラブルシューティ
ングから、30年の歴史を持つイーサネッ
トに至るまで、LXIにはテスト・システ
ムの作成や構成変更を効率的に実現する
ための機能が揃っています。広く用いら
れている標準を採用することにより、費
用と手間をかけずに製品テストの問題を
解決することができます。
「GPIBからLXIへの移行」は、GPIB、
PXI、VXIからLXIへの移行について説
明したアプリケーション・ノート・シ
リーズの3番目のものです。このアプリ
ケーション・ノートでは、GPIBとLXI
を比較し、ハイブリッド・システムの
セットアップ手順を順を追って説明し、
既存のシステム・ソフトウェアをLXIデ
バイスで動作するように変更する簡単
な方法を紹介します。
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システム構造の比較
あらゆるテスト・システムは、4つの基
本要素に依存しています。測定ハードウ
ェア、システム・ソフトウェア、PCと
機器の接続、被試験デバイス（DUT）と
の間のケーブル接続です。GPIBからLXI
への移行を検討する際には、システム構
造がGPIBからGPIB/LANハイブリッドを
経てLAN/LXIに変化する過程での、これ
ら4つの要素すべてに対する影響につい
て考慮する必要があります。

GPIBによる接続は単純で、十分に理解
されています。その信頼性は30年の歴史
によって証明されています。日常のプロ
グラミングも比較的単純で、SCPI
（Standard Commands for Programmable
Instruments）、IVI（Interchangeable
Virtual Instruments）ドライバ、またはそ
の他の種類のドライバを使って通信と制
御が行えます。

欠点： 最大の欠点の1つは、ホストPCに
GPIBカードを追加する必要があること
です。これは、システムのコストと複雑
さの増加につながります。特にノート
代表的なGPIBシステム
PCの場合が問題で、PCカード・スロッ
GPIBは30年以上にわたって広く用いら トまたは使用可能なI/Oポート用のアダ
れてきています。そのため、GPIBベー プタ（USB-GPIBアダプタなど）が必要
スのシステムの基本構造は、エンジニア となります。GPIBカードとそれに関連
にとって最も理解しやすいものの一つと するI/Oライブラリに問題が発生すると、
なっています。この構造は、GPIBカー その解決にはかなりの時間がかかること
ドを装備したコントローラ（通常はPC） があります。すべてがうまく動作しても、
と、最大14台のラック機器を、GPIBケ 通信速度はLANやその他の手段に比べ
ーブルでデイジー・チェイン接続したも て劣ります。
のです。コントローラと機器の間の距離
は、GPIBの制約から、通常は数メート テストの要件によっては、GPIB機器は
ラック・スペースを大幅に消費したり、
ル以内です1。
冗長または不要な機能（複数の表示画面
利 点 ： ハ ー ド ウ ェ ア の 観 点 か ら は 、 など）を追加したりすることがあります。
GPIB機器は社内の共用機器やAgilentを 場合によっては、製品のテストに14台の
初めとする多数のメーカから容易に入手 機器では不足することもあります。大規
できます。このような高度に専門化され 模な複数機器システムでは、GPIBの太
た機器は寿命が長いのが普通です。シス いケーブルと大きなコネクタは、狭いシ
テム・コントローラの変更に一般的に影 ステム・ラックの中での配線に不便な場
響を受けないからです。また、これらの 合があります。
機器には、正確で信頼できる再現性のあ
る結果を提供する測定ルーチンが搭載さ システム・プログラミングにもいくつか
れています。さらに、最近の機器の多く の問題があります。例えば、システムの
には、柔軟性を高めるためにダウンロー すべての機器に対して有用で信頼できる
ド可能なパーソナリティが用意されてお ドライバを常に用意するといった基本的
り、無線通信などのアプリケーション専 な作業がそうです。GPIBシステムには
通常、追加のトリガ・ラインが必要であ
用の測定を実現できます。
り、機器の間にそれを接続してソフトウ
ェア・コマンドで有効にする必要があり
ます。GPIBには共通のクロックまたは
トリガ・ラインがないため、システム内
のタイミングと同期のプログラミングも
複雑になります。

代表的なLANベース・システム
LXIに移行するとしても、システムのア
ーキテクチャを全面的に変更する必要は
ありません。LAN機能を持つ機器やLXI
準拠機器の間でLAN通信を使用する場
合、さまざまな漸進的システム構造が利
用できます。
どのような場合でも、出発点としては
LANポートを装備したPCを使用します。
GPIBベースのシステムと異なり、PCに
物理的な変更は不要です。ただし、複数
の機器との通信を可能にするため、スイ
ッチまたはゲートウェイをシステム構造
の一部として（PC外部に）追加する必
要があります。
シナリオ1（GPIB-LAN変換）： LANを使

って既存のGPIBシステムと通信するた
めの最も簡単な最初の移行方法です。
Agilent E5810A LAN/GPIBゲートウェイ
などのデバイスを使えば、LANでGPIB
機器へのリモート・アクセスが可能にな
り、PCにGPIBカードをインストールす
る必要もなくなります。アドレス指定に
変化はありません。ゲートウェイ・デバ
イスは実際にはLANで通信しています
が、システム・ソフトウェアはこれを
GPIBインタフェースと見なします。機
器はそのままGPIBデバイスとして認識
されるので、ソフトウェアを変更せずに
システムを移行させることができます。
E5810Aゲートウェイはシステム・ラッ
クにマウントでき、LXI接続を使うこと
でシステム・ラックはGPIBの距離の制
約から解放されます。
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1 GPIBバス・エクステンダを使えばもっと長い距離も実現でき
ます。
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図1 LAN/GPIBゲートウェイを使えば、GPIB機
器をPCのLANポートに接続できます。

シナリオ2（GPIB＋LAN）：LXIへの移行

の次の手順として一般的なのは、PCと
LAN/GPIBゲートウェイとの間にLANル
ータを追加することです。これにより、
GPIB、LAN、LXIのすべての機器を1つ
のシステムに統合できます。GPIB機器
をLAN/GPIBゲートウェイに接続し、ゲ
ートウェイとLAN/LXI機器をルータに接
続します。
1つ重要なことを念頭に置く必要があり
ます。LANポートを装備しているテス
ト機器は数多くありますが、すべてが
LANで制御可能とは限りません。一部
の機器は、LANポートを外部周辺機器
との通信だけに使用しています。したが
って、製品マニュアルや組込みヘルプ機
能によって、LAN固有の機能を確認し
ておく必要があります。もちろん、LXI
ロゴを搭載している機器は、コンプライ
アンス・テストに合格しているので、最
低でも、LANで制御可能で、ブラウザ
からアクセス可能なWebインタフェース
を持ち、IVIドライバが用意されており、
LXIの物理仕様に準拠しています。
シナリオ3（LANのみ）： 使用可能なLXI

製品の数が増えるにつれて、LANのみ
のシステムへの移行が可能になります。
このようなシステムは、すべてのLXI機

器を収容するのに必要な数のLANルー
タを含みます。すべての機器が、低コス
トのLANケーブルで高速接続ができる
ようになります。各LXI機器が持つブラ
ウザ・ベースのインタフェースにより、
機器とシステムの構成やトラブルシュー
ティングの作業が容易になります。
LANによる長距離接続と、IEEE 1588精
密時間プロトコル（PTP）で実現される
同期によって、さまざまな新しい機能と
アプリケーションが可能となるでしょ
う。
LXIの利点：テスト・システムにおいて、
LXI機器はさまざまな利点を持っていま
す。ハードウェアの関連からは、次の3
つの大きな利点が挙げられます。
●

LXI標準には、従来型の機器、モジュ
ラ機器、シンセティック機器（SI）の3
種類の機器が規定されており、シス
テムのサイズに制約があっても性能
を犠牲にする必要はありません。

●

LXIでは、信号源、測定、パワー、RF
のすべての機能を1つのアーキテクチ
ャで提供することになっています。
PXIやVXIといったモジュラ・アーキ
テクチャでは、これらの機能をすべ
て提供するのは困難でした。
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●

クラスB/クラスAのLXIデバイスが装
備するピア・ツー・ピア（機器対機
器）のトリガ機能により、これらの
機器が独立して動作と通信を行うこ
とが可能になり、さまざまな作業か
らシステム・ホストを解放できる可
能性があります。

推奨構成
LANベース・テスト・システムの推
奨構成は、ホストPCとテスト機器
（それぞれがプライベートIPアドレス
を持つ）を含む保護されたプライベ
ート・ネットワークを作成すること
です。最も簡単な方法はLANルータ
を中心とするもので、ルータがテス
ト・システムと企業イントラネット
の間のバッファの役割を果たします。
より高度な方法として、ホストPCに
ネットワーク・インタフェース・カ
ー ド（ N I C ）を も う 1 つ 追 加 し 、
Microsoft® Windows® XPのインタ
ーネット接続の共有（ICS）機能を使
って、ホストPCにバッファの役割を
させることもできます。
NICを追加してICSを有効にすること
により、ホストPCがイントラネット
とローカル・テスト・システムとの
間のルータとして動作します。ICSは
1つのLANカードからのトラフィッ
クをもう1つのカードにルーティング
し、システム内のプライベート・ア
ドレスのためのネットワーク・アド
レス変換（NAT）機能を提供します。
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図2 ルータとLAN/GPIBゲートウェイを組み合わ
せることで、GPIB、LAN、LXIのすべての機器を
PCのLANポートに接続できます。

図3 複数のルータを使用することにより、ローカ
ルとリモートの両方のLXI機器をPCのLANポートに
接続できます。

ルータを使った方法と同様、この方
法は、アクセス制御を提供し、トロ
イの木馬やワームを阻止し、ホスト
PCからシステム・ネットワークとイ
ントラネットおよびインターネット
に無制限にアクセスできるようにし
ます。LAN機能を持つ機器やLXI機器
もイントラネットとインターネット
にアクセスできます。ただし、ホス
トPCがスタティックIPアドレスでな
くDHCPを使用するように設定され
ている場合、企業イントラネットが、
IPアドレスを提供する必要がありま
す。

www.agilent.co.jp/find/systemcomponents
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LXIがシステム接続にもたらす主な利点は
次の8つです。
●

現在のほとんどのPCに標準装備され
ているLANポートをシステムI/Oに利
用できます。

●

システム内の機器の数は、ラック・
スペースや使用可能なルータ・ポー
ト数などの実用的な要因にのみ制限
されます。すべての機器が固有のIPア
ドレスを持ち、アドレスは手動また
は自動で設定できます。

●

●

各テスト・システムに専用のネット
ワークを作成し、機器のグループを
サブネットに割り当てることが容易
にできます。
機器はコントローラの近くにも遠く
にも配置できます。企業イントラネ
ットまたはインターネット上のどこ
にでも置くことができます。

●

IT業界で実証済みのセキュリティ・
ツールや技術を使ってデバイスやデー
タのセキュリティを確保できます。

●

ブラウザ・ベースのインタフェース
により、システム構成とトラブルシ
ューティングが容易になります。ま
た、Agilentの多くの機器には、対話
型のセットアップ／制御／モニタ・
ページが用意されています。

●

IEEE 1588 PTPにより、ローカル機器
およびリモート機器の間での精密な
タイミングと同期が可能です（クラ
スB/Aデバイス）
。

●

IVIドライバにより、一般的なテス
ト・ソフトウェア開発環境を容易に
利用できます。

●

アドレス変更は簡単で、少なくとも3
つの方法があります。1つめは手動、
2つめはアドレスの宣言、3つめは
Agilent IOライブラリを使用する方法
です。

これらの利点により、GPIBから
LAN/LXIへの速やかで円滑な移行が可能
となります。

LXIシステムのセットアップ
LANベース・システムの構成が容易に
できることを実例で紹介します。以下に
示す手順では、初期セットアップと将来
の変更の際のシステム構成を単純化する
ための操作とツールも紹介します。

ステップ1：LANケーブルの接続
最初のステップは、すべての機器を標準
のLANケーブルで必要なLANハードウ
ェア（ルータなど）に接続することです。
次のステップは、ルータをシステムのホ
ストPCに接続することです。

ステップ2：PCへのCDの挿入
次に、Agilent IOライブラリ・スイート
14をホストPCにインストールします。
IOライブラリ・スイート14はAgilentの
機器に無料で付属しており、Agilentと
NIの両方のインタフェースで自動的に
動作します（NI-488と完全互換）
。
ソフトウェアをロードし、構成ツールを
実行するのにかかる時間は、通常15分以
内です。構成を容易にするため、IOラ
イブラリ・スイート14はインストールさ
れているNI VISAなどの他のライブラリ
を認識し、互換性を持つように自身を構
成します。

ステップ3：PCインタフェース
の識別
Connection Expertを起動すると、PCLAN、USB、GPIB、シリアル（COM）
に含まれる各インタフェースが自動的に
識別され、構成されます。Connection
Expertは、インストールまたは接続され
ているインタフェース・カードやコンバ
ータのメーカ、モデル番号、シリアル番
号を自動的に認識します。次に、各イン
タフェースおよびコンバータに対して適
切なI/Oライブラリを構成します。

さらに、AgilentはLXIのプログラミング
に関して次の2つの利点を提供していま
す。
●

Agilent IOライブラリ・スイート14を
使えば、インタフェースと機器の接
続と構成を高速化できます（4〜5ペー
ジの「LXIシステムのセットアップ」
を参照）。
図4 Agilent Connection Expertにより、PCと機器の接続が容易になります。

4

Agilentの多くの機器には、機器と対話
しながらさまざまな作業が行えるWebペ
ージが用意されており、測定、信号の
Connection Expertは、Agilentだけでなく 発生、チャネルのクローズ、値の読み
さまざまなメーカの機器を検出して識 取り、結果の表示などが行えます。一
別し、適切に構成できます。機器をク 部の機器では、プログラミング・コマ
リックすれば、メーカ、モデル番号、 ンドやコマンド・シーケンスを入力し
シリアル番号、IPアドレス（またはURL） て、機器の応答を確認することもでき
といった情報が表示されます。このた ます。
めには、"*IDN?"コマンドが用いられま
す。
このように、Agilent IOライブラリ・ス
イート14、Agilent Connection Expert、
LXIのブラウザ・インタフェースの強力
ステップ5：通信リンクのテスト
な組み合わせを使えば、セットアップ
必要なら、Connection Expertは、ステッ
時間を数日間から数分間に短縮するこ
プ4で識別された機器のそれぞれに対し
とも可能です。しかも、IOライブラ
て、通信リンク（LAN、USB、GPIB）
リ・スイート14とConnection Expertでは
を自動的にテストできます。
ほぼすべてのメーカの機器が使用でき
ます。Agilentのお客様は、IOライブラ
ステップ6：LXI機器の構成
リ・スイート14を無料でダウンロード
任意のWebブラウザを起動し、LXI機器 できます。ダウンロード用のリンクと
のIPアドレスまたはURLを入力すると、 使 用 条 件 に つ い て は 、
機器内蔵のWebページが表示されます。 www.agilent.co.jp/find/openをご覧く
LXI規格では、Webページには、メーカ、 ださい。
モデル番号、シリアル番号、ファーム
ウェア・リビジョン・コード、機器IPア
ドレスといった情報が表示されます。
また、LXI機器には、Webインタフェー
スを通じてLAN設定を変更できる構成
ページも用意されています。Agilentの
機器ページには通常、製品写真と、詳
細情報へのリンクが表示されます。「イ
ンテリジェント」機器の場合、このペ
ージを使って、ファームウェア・リビ
ジョンや測定パーソナリティをダウン
ロードすることもできます。

ステップ4：接続された機器の
識別

LXIコンソーシアム
LXIコンソーシアムは、Agilent
T e c h n o l o g i e s と V X I
Technology,Inc.によって最初に設
立された非営利団体です。設立の目
的は、電子計測器メーカが利用しや
すいオープンなLXI規格の開発／促進
です。このコンソーシアムは、すべ
ての電子計測器メーカに門戸を開い
ており、現在加盟企業は40社を超え
ています。コンソーシアムの詳細に
ついては、www.lxistandard.orgを参照
してください。

図5 AgilentのLXI機器の多くは、デバイスを構成したり測定を実行したりできるWebページを内蔵してい
ます。

www.agilent.co.jp/find/systemcomponents
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簡単なソフトウェアの変更
LXIへの移行に際して、システム・アー
キテクチャやシステム・ソフトウェアを
全面的に変更する必要はありません。以
下の4つの機能により、LXIデバイスと
通信できるようにシステム・ソフトウェ
アを変更する作業は容易に行えます。

デュアル・インタフェース機器
AgilentのGPIB機器のうちLXIに準拠する
ようにアップデートされたものの多く
は、LANとGPIBの両方のポートを備え
ています。これらの機器を使用する場合、
GPIBポートを使えば既存のソフトウェ
アを変更する必要はなく、LANポート
を使用する場合はプログラムに対して簡
単なアドレス変更が必要です。小さいプ
ログラムの場合、手動または検索と置換
を使ってGPIBアドレスをIPアドレスに
変更します。大規模なプログラムやテス
ト・スイートの場合、プログラムの宣言
テーブル（エイリアス）を変更する方法
があります。また、独自のエイリアスの
テーブルを持つAgilent IOライブラリ・
スイート14を使うこともできます。この
方法では通信速度がわずかに低下します
が、手間をかけずにシステムを動作させ
ることができます。

VXI-11
PCアプリケーションの観点からは、
VXI-11通信プロトコルを使うとLAN入
出力がGPIB接続と同じように見えます。
このため、GPIB向けに作成されたアプ
リケーションが、VXI-11を実装した
LAN機能を持つ同等の機器で一般的に
動作します。
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コマンド互換機器
古い機器とコマンド互換性を持つ機器
を、既存のソフトウェアから使用できま
す。例として、Agilent 34410A/34411Aデ
ジタル・マルチメータは、広く用いられ
ている34401A DMMのコマンドで動作す
る互換モードを備えています。LANに
準拠した34410A/34411Aは、GPIBと
LANの両方のインタフェースを備え、
システム中の34401Aを置き換えた場合
にソフトウェアの変更が不要（GPIB）
か、わずかな変更（LAN用のIPアドレス
指定）だけですみます。

ドライバ
多くのメーカは、既存の機器をLXIのク
ラスCに準拠するように変更しつつあり
ます。ほとんどの場合、同じモデルの
LXIバージョンに切り替えても、既存の
ドライバは正しく動作するはずです。
LXI規格で要求されているIVIドライバ
は、「クラス・ドライバ」というもう1つ
の解決法によって、機器の置き換えを可
能にします。特定のクラス（DMMクラ
スなど）に属する機器同士は、テスト・
システム内で置き換えが可能です。ただ
し、1つの問題として、例えばクラス互
換の4 1/2桁DMMで6 1/2桁モデルを置き
換えた場合は、結果の違いが生じる可能
性があります。

移行の利点
システム・アーキテクチャとソフトウェ
アを段階的に変更することにより、
LANおよびLXIの速度、距離、性能上の
利点を活用することができます。GPIB
に匹敵する使いやすさと信頼性に加え
て、LANには、ブラウザ・ベースの構
成とトラブルシューティングなど、テス
ト・システムの作成や構成変更を高速か
つ効率的かつ高い費用効果で実現するた
めの特長が備わっています。

将来に対応したテスト・
システム

汎用的な測定ソリューションの
作成

Agilent Open機器は、高速スループット
の実現とともに、テスト・ソフトウェア
やシステム・ラックへのインテグレーシ
ョンが容易になるように設計され、テス
ト・システムの構築が容易になります。
従来型、モジュラ機器、シンセティック
機器のいずれの機器でも、AgilentのIO
ライブラリ・スイートを使ってすばやく
容易に接続できます。Agilent Connection
このような利点を十分に活かすため、 Expertが自動的にインストールされ、接
LXIはAgilent Openコンセプトの一部と 続された機器を何十というメーカの中か
して採用されています。Agilent Openの ら識別して通信を確認します。
強みは、単に機器だけではありません。
PCの標準I/Oとオープンなソフトウェ
ア・ツールによって、テスト・プロセス
全体を単純化する方法にあります（図6）。
広く用いられている標準に採用すること
で、技術の進歩とともに、システムの寿
命を延ばし、LXIなどの新しい開発の成
果を取り込むことが容易にできるので
す。
LXIはシステム開発者が直面している、
コストの削減、システム・サイズの小型
化、インテグレーションの単純化、スル
ープットの高速化、ハードウェアとソフ
トウェアの再利用などの問題を解決しま
す。このような利点により、LXIは現在
だけでなく将来にわたって有効なアーキ
テクチャとなります。

効率的な開発の実現
テスト・ソフトウェアの開発に、なじみ
のないプログラミング言語と格闘する必
要はありません。Agilent Openを使えば、
使い慣れたソフトウェア開発環境で作業
できます。その鍵となるのが、標準機器
ドライバなどのオープン・ソフトウェ
ア ・ ツ ー ル と 、 M i c r o s o f t
Excelや一般的なプログラミング言語
（Visual Basic C、Agilent VEE Pro、
MATLAB®、LabVIEW、Visual
Basic.NET、Visual C++、Visual C#など）
とのリンクです。
Agilent OpenとLXIの組合わせにより、
Agilentはシステム作成を容易にし、テス
トの新しい可能性を開くためのお手伝い
をします。

ソフトウェア

システム接続の単純化
テストの必要に応じて、I/O接続を選択
できます。多くのAgilent Open機器には、
GPIB、LAN、USBポートが内蔵されて
います。この柔軟性により、現在のシス
テムに最適なインタフェースを選択し、
将来は別のインタフェースに切り替える
ことができます。また、GPIB機器を
LANやUSBに基づくシステムに組み込む
ためのさまざまなインタフェース・ゲー
トウェイやコンバータが用意されていま
す。

IVIドライバ

接続
LAN/ルータ

イントラネット／インターネット

GPIB/LAN
ゲートウェイ

ハードウェア

GPIB
組込み
PC経由

PXI
VXI
LAN
スロット0

GPIB
機器

モジュラ

従来型

シンセティック

カードケージ機器
測定器

図6 Agilent OpenとLXIにより、LANは現在と将来のテスト資産を簡単に組み込めるテスト・システムの
バックボーンとなります。
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関連カタログ
1465シリーズのアプリケーション・ノ
ートには、テスト・システムの作成、
システムにおけるLAN、無線LAN、
USBの使用、RF/マイクロ波テスト・シ
ステムの最適化と拡張に関する豊富な
情報が掲載されています。
『テスト・システム開発ガイド テスト・
システム設計入門、Application Note 1465-1』
（カタログ番号5988-9747JA）

●

『システム開発ガイド テスト・システム
でのLANの使用：PCの設定、Application
Note 1465-11』（カタログ番号5989-1415JA）

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-1415JA.pdf
『システム開発ガイド 計測環境でのUSB
使用、Application Note 1465-12』
（カタログ番号5989-1417JA）

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-1417JA.pdf

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5988-9747JA.pdf
『テスト・システム開発ガイド コンピュ
ータI/Oについて、Application Note 1465-2』
（カタログ番号5988-9818JA）

『システム開発ガイド SCPI＋ダイレクト
I/O、ドライバの使用法、
Application Note 1465-13』
（カタログ番号5989-1414JAJP）

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-1414JAJP.pdf

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5988-9818JA.pdf
●

『テスト・システム開発ガイド ドライバ
およびダイレクトI/Oについて、Application
Note 1465-3』（カタログ番号5989-0110JA）

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-0110JA.pdf
『テスト・システム開発ガイド：テスト・
システムのソフトウェア・アーキテクチ
ャ、Application Note 1465-4』
（カタログ番号5988-9819JA）

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5988-9819JA.pdf
『テスト・システム開発ガイドテスト・シ
ステムのハードウェア・アーキテクチャと
測定器の選択、Application Note 1465-5』
（カタログ番号5988-9820JA）

『システム開発ガイド テスト・システム
におけるLANの使用法：アプリケーショ
ン、Application Note 1465-14』
（カタログ番号5989-1416JAJP）

『テスト・システム開発ガイド:ラックと
システム・インターコネクトの影響につい
て、Application Note 1465-6』
（カタログ番号5988-9821JA）

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-1416JAJP.pdf
『システム開発ガイド テスト・システム
でのLANの使用：システムI/Oのセットア
ップ、Application Note 1465-15』
（カタログ番号5989-2409JAJP）

●

『テスト・システム開発ガイド：システ
ム・スループットの最大化とシステム設置
の最適化、Application Note 1465-7』
（カタログ番号5988-9822JA）

『テスト・システム開発ガイド：運用保守、
Application Note 1465-8』
（カタログ番号5988-9823JA）

●

『システム開発者ガイド:テスト・システ
ムでのLANの使用：基礎、Application Note
1465-9』
（カタログ番号5989-1412JA）

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-1412JA.pdf
『テスト・システムでのLANの使用：ネッ
トワークの設定、Application Note 1465-10』
（カタログ番号5989-1413JA）

●

FAX、E-mail、Webは24時間受け付けています。

TEL ■■ 0120-421-345
(042-656-7832)
FAX ■■ 0120-421-678
(042-656-7840)
Email

contact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp/find/tm
●

記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際はご確認ください。
Copyright 2006
アジレント・テクノロジー株式会社

『LXIによる次世代テスト・システム、
Application Note 1465-16』
（カタログ番号5989-2802JAJP）

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-2802JAJP.pdf
『RF/マイクロ波テスト・システムの構成
要素の最適化、Application Note 1465-17』
（カタログ番号5989-3321JAJP）

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-3321JAJP.pdf
『RF/マイクロ波テストシステムのテスト
品質向上のための6ヒント、
Application Note 1465-18』
（カタログ番号5989-3322JAJP）

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-3322JAJP.pdf

電子計測UPDATE

www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メ
ールを無料でお送りします。

『システムの信号経路の校正：ベクトルお
よびスカラ補正法による測定精度の向上、
Application Note 1465-19』
（カタログ番号5989-3323JAJP）

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-3323JAJP.pdf

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5988-9823JA

受付時間 9:00-19:00（土・日・祭日を除く）

●

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5988-9822JA

計測お客様窓口

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-2409JAJP.pdf

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5988-9821JA.pdf

本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

●

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5988-9820JA.pdf

アジレント・テクノロジー株式会社

『次世代LXIテスト･システム、
Application Note 1465-20』
（カタログ番号5989-4371JAJP）

●

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-4371JAJP.pdf
『LXIに移行する10の理由、
Application Note 1465-21』
（カタログ番号5989-4372JAJP）

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-4372JAJP.pdf

www.agilent.co.jp/find/open
Agilentは、テスト・システムの接続とプログ
ラミングのプロセスを簡素化することによ
り、電子製品の設計、検証、製造に携わるエ
ンジニアを支援します。Agilentの広範囲のシ
ステム対応測定器、オープン・インダスト
リ・ソフトウェア、PC標準I/O、ワールドワ
イドのサポートは、テスト・システムの開発
を加速します。

MicrosoftとWindowsは、Microsoft Corporationの米国における
登録商標です。
MATLABは、The Math Works, Inc.の米国における登録商標です。

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/
5989-1413JA.pdf
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