
車載電子機器等の製品開発を支えるEMCの
計測ソリューション

日々電子化が進む現代において、EMCに対する要求はますます厳しくなっています。EMC規格の厳しい要求
への対策には多くの時間を要しています。本リーフレットでは、EMC規制・規格を考慮した車載電気・電子
機器等の製品開発で利用される計測ソリューションについてご紹介します。

IEC 61000-4-7 規格に準拠した高
調波試験を行いたい

横河計測

プレシジョンパワーアナライザ WT3000

規格試験で要求されるノーギャップ, ノーオーバーラップによる高速フーリエ変換および
高調波電流の高い測定精度も満たします。

短期レンタル 長期レンタル

IEC 61000-4-2  規格に準拠した
静電気(ESD)試験を行いたい

IEC 61000-4-5 規格に準拠した
サージ電圧の評価試験を行いたい

ノイズ研究所

静電気試験器 ESS-S3011A/GT-30RA

規格試験だけではなく、機器の電源関連評価に幅広く使うことができます。

短期レンタル 長期レンタル短期レンタル 長期レンタル

試験中に行う操作のほとんどが、リモコンで制御が可能です。

CRユニット/放電カップの組合せ結果は、IEC61000-4-2 およびISO 10605 に準拠しているか
自動認識機能により、画面上に表示します。また、CRユニットの定数を表示します。

ノイズ研究所

雷サージ試験器 LSS-F03

短期レンタル 長期レンタル短期レンタル 長期レンタル

モニタ端子の標準搭載により、試験前の簡易波形チェックが可能です。

規格試験及び単発条件の試験を行うことを目的としたマニュアルモードと、異なる条件の試験
を連続で行うことを目的としたプログラムモードを装備。

モニタ端子：
オシロスコープ
で簡易波形確認

リセール

IEC 61000-4-7：2002の測定原理
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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 1809 522 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

取り扱いあり シグナルアナライザ アンリツ MS2830A 画面を上下2 画面に分割し、メインとサブのトレースを同時に確認するこ
とで、異常箇所などを的確に見つけることができます。

取り扱いあり シグナルアナライザ ローデ・シュワルツ FSV すべての測定が短時間、高い信頼性、およびわずかな測定誤差で実行され
ます。

取り扱いあり シグナルアナライザ キーサイト・テクノロジー MXAシリーズ 高速なローカル測定、表示更新、マーカー・ピーク・サーチ、高速掃引に
より、テスト時間を短縮します。

2141010 インパルスノイズ試験器 ノイズ研究所 INS-4040 ショートプラグ採用により、コモン／ノーマルモードを容易に設定でき、
繰返し周期（VARIABLE、LINE PHASE）も本体操作だけで設定できます。

2583138 電源電圧変動試験器 ノイズ研究所 VDS-2002 IEC 61000-4-11 Ed.2規格準拠試験器です。
マルチコンセントにより、EUTのACアダプタを直接接続できます。

取り扱いあり アナログ信号発生器 キーサイト・テクノロジー EXG X シリーズ 製造テスト用に最適化された高いコストフォーマンスにより、スループッ
トの高速化とアップタイムの拡大を実現

1041185 パワーメータ キーサイト・テクノロジー N1914A 最高400 回/sの測定速度を提供して高速で正確なアベレージ・パワー測定
を実現します。

1031016 パワーセンサ キーサイト・テクノロジー E9304A 9 kHz～6 GHzの周波数レンジ、－60～＋20 dBmのパワー・レンジで、
放射イミュニティテスト等の低い周波数のパワー測定に適しています。

取り扱いあり ハンドヘルドマイクロ波アナライザ キーサイト・テクノロジー FieldFoxシリーズ ウォームアップなしで正確なスペクトラム測定を実行(± 0.5 dB)し、直観
的なスペクトログラム表示と記録機能による干渉信号の特定が可能です。

取り扱いあり スペクトラムマスタ アンリツ MS2720T タッチスクリーンGUI を搭載。スペクトログラムに経時変化が表示される
ので、断続的な干渉も簡単に見つけられます

取り扱いあり ハンドヘルドスペクトラムアナライザ ローデ・シュワルツ FSH モデルや搭載オプションによって、パワーメータ、ケーブル＆アンテナテ
スター、2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザにもなります。

2101044 電源環境シミュレータ エヌエフ回路設計ブロック ES2000S EMC試験に必要な高速応答や高調波重畳、パワーコンディショナ（PCS）
の系統連系試験に必要な逆潮流にも対応しています。

1411673 デジタルオシロスコープ テクトロニクス TDS3054C コンパクトなサイズでバッテリ動作が可能なオシロスコープであり、高速
に変化する信号を観測するのに適しています。

1412129 デジタルオシロスコープ キーサイト・テクノロジー DSOX3054A 最大4 Mポイントのメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能です。
1,000,000波形／秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示できます。

1412619 デジタルオシロスコープ ローデ・シュワルツ RTE1054 内部ノイズを極力抑え、正確に測定します。10.4インチの高解像度タッチ
スクリーン/ワンタッチズームにより波形を細部まで確認できます。

取り扱いあり 空間電磁波可視化システム ノイズ研究所 EPS-02シリーズ 測定した電磁界の強度レベルは測定対象物の実画像と重ね合わせて、パソ
コンのモニタ上でヒートマップ状にカラー表示できます。

車載電子機器等・製品開発に役立つEMC計測ソリューション

シグナルアナライザ

EMI実車試験においてCISPR12に準拠し
た（広狭帯域）雑音測定を行いたい

電源環境シミュレータ

IEC 61000-3-3/IEC6100-3-11 規格に準
拠した電圧変動・フリッカ測定をしたい

信号発生器/パワーメータ/パワーセンサ

IEC 61000-4-3 規格に準拠した放射電磁妨害評価試験を行いたい

電源電圧変動試験器

商用電源（AC100/200V)における供給電
圧の低下と遮断評価を行いたい

ハンドヘルド型スペクトラムアナライザ

フィールド環境で活用する電波測定ソリューション

豊富な機能と優れた性能を持つ測定器

ローデ・シュワルツ
シグナルアナライザ

FSV

キーサイト・テクノロジー
シグナルアナライザ

MXAシリーズ

アンリツ
シグナルアナライザ

MS2830A

キーサイト・テクノロジー
信号発生器

EXG Xシリーズ

キーサイト・テクノロジー
パワーメータ

N1914A

キーサイト・テクノロジー
パワーセンサ

E9304A

ノイズ研究所
電源電圧変動試験器

VDS-2002

フロントパネルにて規格に規定された
試験パラメータを簡単に設定できます

アンリツ
スペクトラムマスタ

MS2720T

ローデ・シュワルツ
スペクトラム・アナライザ

FSH

キーサイト・テクノロジー
ハンドヘルドマイクロ波アナライザ

FieldFoxシリーズ

インパルスノイズ試験器

ラインノイズや誘導ノイズを再現し、電
子機器の性能評価をしたい。

オシロスコープ

イミュニティ試験器の始業前点検をしたい

空間電磁波可視化システム

測定した電磁界レベルを可視化・記録保
管し、対策を講じたい

エヌエフ回路設計ブロック
電源環境シミュレータ

ES2000S

テクトロニクス
オシロスコープ

TDS3054C

ノイズ研究所
インパルスノイズ試験器

INS-4040

ノイズ研究所
空間電磁波可視化システム

EPS-02シリーズ

50Ω終端器を試験器に内蔵し、容易に配線できます

ミッション測定の対策ツールとして利用できます
規格試験や認証試験などで要求される
条件にあわせた試験が可能です。

ローデ・シュワルツ
オシロスコープ

RTE1054

試験器の仕様通りのパルス波形出力の
確認等で利用できます

キーサイト・テクノロジー
オシロスコープ
DSOX3054A

9kHz～6GHzの周波数レンジをカバーをした信号発生器、パワーメータ/センサ
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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://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-2642774-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-x201905-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/flash/ja/genericzoom.swf?logo2=false&serverUrl=/is/image/&contentRoot=/skins/&locale=ja&config=Keysight/KEYSIGHT-IMGSET-JA&image=Keysight/PROD-1659635-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/flash/ja/genericzoom.swf?logo2=false&serverUrl=/is/image/&contentRoot=/skins/&locale=ja&config=Keysight/KEYSIGHT-IMGSET-JA&image=Keysight/PROD-1000003020.epsg.pro-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-x205332-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-x202187-IS
https://page.yrl.com/contact_h_tm_all.html

