
自動車 ECU開発を支える
効率的な波形評価・デバッグソリューション

自動車の電装化が進み、電気設計領域が増えています。とくにECUをはじめとした自動車のシステム制御を
行なう技術・製品では、評価方法の多様化と高度化が進んでいます。
本リーフレットでは、効率的な波形評価・デバッグを行なえる、自動車組み込みシステム開発向けの最適な
計測ソリューションをご紹介します。

ECUのDC/DCコンバータなどの
電源ICの特性を正確に把握したい

キーサイト・テクノロジー

短期レンタル 長期レンタル

DC電源/アナライザ N6705C

オシロスコープと組み合わせて電源ICの特性評価を手軽に。

モジュラー式の多機能直流電源です。モジュール構成によっては、1台で電源、定電流
負荷として使用することができます。従来の単機能電源では不可能だった電源ICの信頼
性試験も行えます。(別途、メーカ提供のソフトウェアが必要です)

簡単にベンチトップ上でノイズ輻射
の把握やEMI/EMCプリコンプライ
アンステストを実施したい

テクトロニクス

短期レンタル 長期レンタル リセール

USBスペクトラムアナライザ RSA306B

手のひらほどの大きさ、実験室・実車環境など場所を選ばずに利用可能です。

9kHz～6.2GHz の信号に対応したリアルタイム・スペクトル解析、ストリーム取込み、
詳細な信号解析機能を行えます。オプションで準尖頭値検波機能(CISPR準拠)に対応し、
EMI/EMCプリコンプライアンステストを行えます。(操作にはPCが必要です)

車載バスの信号波形とプロトコルを
同時に測定、解析したい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル リセール

DLM2000 シリーズ ミックスドシグナル オシロスコープ DLM2054

車載バスの信号を確認しながら、車載プロトコルのデコードができます。

8種のシリアルバス(CAN / CAN FD / LIN / SPI / I2C / UART / FlexRay / SENT)の中か
ら最大4系統の シリアルバスの同時解析が可能。CAN-SPIの組み合わせや、 より複雑なシ
ステムに対しても1台で対応できます。

新品販売

自動測定ソフトウェア
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■お客様窓口 受付時間 8:55～17:30 （土・日・祝日を除く）

札 幌 011-231-5871

横 浜 045-682-4141

東 北 022-308-1866

中 部 052-222-7551

水 戸 029-228-2355

関 西 06-6350-3230

北関東 048-647-2581

広 島 082-541-4860

新 宿 03-5908-1752

九 州 092-474-7033

西東京 0422-56-9351

https://www.yrl.com/

T&M 1806 513 01

商品CD(参考) 測定器名称 メーカ 型名 ソリューションの主な特長

1801332 メモリハイコーダ 日置電機 MR8827 アナログ全チャネル絶縁入力で安全に測定ができ、高電圧から微小電圧ま
で、多系統の信号を一度に測定できます。

1412251 スコープコーダ 横河電機 DL850EV 絶縁アナログ信号、デジタル信号、エンコーダ信号、車載ネットワークの
CAN/CAN FD/LIN/SENT通信信号、ひずみや温度など同時にデータ収録
し、分析ができます。

1341013 ファンクションジェネレータ エヌエフ回路設計ブロック WF1974 最大30MHzの広い周波数帯域で、豊富な波形出力ができます。また、任意
波形生成機能で実動作信号のエミュレーションができます。

1011098 デジタルマルチメータ キーサイト・テクノロジー 34461A 統計表示機能を内蔵したグラフィカルなデジタルマルチメータ。ヒストグ
ラムなど測定分布を把握しながら測定ができます。

1412277 デジタルオシロスコープ テクトロニクス MDO3054 スペアナ内蔵のオシロスコープで近磁界プローブを使って簡単にノイズの
発生源を探し当てることができます。

1041403 パワーアナライザ 日置電機 PW3390 200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相確度で、高精度
な電力測定が行なえます。

1041397 パワーアナライザ 横河計測 WT1800E 最大6チャネルの電力入力で、電力効率および高調波測定が求められるア
プリケーションにフレキシブルに対応します。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ テクトロニクス MSO 5 シリーズ 最大2GHzの周波数をカバー。大型HDディスプレイでタッチスクリーン操
作に対応。構成の選択によって、アナログチャネルは最大で8チャネルま
でサポートします。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ キーサイトテクノロジー Infiniium S シリーズ 最大8GHzの周波数をカバー。高いシグナルインテグリティ性能を備え、
信号を正確に表示できます。車載ネットワーク通信の測定に最適なモデル
です。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ ローデ・シュワルツ RTO2000 シリーズ 最大6GHzの周波数をカバー。チャネル間で相互に時間、周波数、プロト
コルおよびロジックの相関解析が可能で、複雑化するシステムのデバッグ
をサポートします。

2221045 サーモグラフィ フルーク Ti400 内蔵のレーザー距離計を使用して、高精度に測定できます。測定した画像
はPCへワイヤレスで直接転送することができます。

取り扱いあり 直流安定化電源 菊水電子工業 PWR シリーズ 幅広い動作領域により一台で単一レンジ直流電源の数機種分の出力範囲を
カバー。また最大電力を400W、800W、1600Wと、従来よりやや大きく
設定。余裕をもった試験がおこなえます。

取り扱いあり 多機能電子負荷装置 菊水電子工業 PLZ-5W シリーズ 最大動作電圧150V、最低動作電圧1V で低電圧入力にも対応。最高スルー
レート60A/μsの高速応答と10μAの最小設定分解能を備えた、高性能な直
流電子負荷装置です。

3221019 マルチファンクション/スイッチ キーサイト・テクノロジー 34980A 20種類以上のモジュールの中から選択して、テスト・システムを柔軟に構
築することができます。

自動車 ECU 開発に役立つ計測ソリューション

メモリハイコーダ/スコープコーダ

電圧・電流、加速度・ひずみ・周波数・
温度など、多くの信号を同時評価したい

基本・汎用計測器

汎用的に利用できるソリューション

ミックスド・ドメイン オシロスコープ

基板上のノイズの発生源やハーネスなど
からの伝導ノイズを簡単に把握したい

サーモグラフィ

ECUの基板やICなどの放熱分布を解析し
たい

任意波形/ファンクションジェネレータ

テストデバイスへ実動作信号の条件を変
えながら負荷テストをしたい

パワーアナライザ

モータ、インバータの電力測定を高確度
で行ないたい

デジタルマルチメータ

電圧・電流値の変化を時間関数としてみ
たり、測定値の分布を知りたい

広帯域オシロスコープ

車載イーサネットの物理層評価をしたい

シーケンス波形編集機能

ヒストグラムは測定結果の
分布を把握できます。

エヌエフ回路設計ブロック
ファンクションジェネレータ

WF1974

キーサイト・テクノロジー
デジタルマルチメータ

34461A

テクトロニクス
スペアナ内蔵オシロスコープ
MDO3054

日置電機
メモリハイコーダ

MR8827

横河計測
スコープコーダ

DL850EV

RF入力を装備した
オシロスコープ

400W,800W,1200Wまでの幅広い出力

菊水電子工業
直流安定化電源
PWRシリーズ

フルーク
サーモグラフィ

Ti400

画像をPCにワイヤレスで直接転送

テクトロニクス
オシロスコープ

MSO 5

キーサイト・テクノロジー
オシロスコープ

Infiniium S

ローデ・シュワルツ
オシロスコープ

RTO2000

2GHz～4GHz帯域の広帯域オシロスコープ

菊水電子工業
多機能電子負荷装置
PLZ-5Wシリーズ

200W,400W,1200Wモデル

キーサイト・テクノロジー
マルチファンクション/スイッチ

34980A

ECUの自動計測のシステム構築に

日置電機
パワーアナライザ

PW3390

横河計測
パワーアナライザ

WT1800E

100kHz以上のフラットな周波数特性を
持った高確度パワーアナライザ
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見積依頼・お問い合わせはこちら
（WEBページに飛びます）

https://page.yrl.com/contact_h_tm_all.html

