
IoTデバイス・製品開発を支える
無線通信・バッテリ電源の計測ソリューション

近年、IoT技術の普及にともない従来のスマートフォンなどの携帯端末に加えて、家電製品や車載機器、産
業機器などで急速にIoT関連の製品化が進んでいます。IoT技術は、センシング技術・通信技術・省電力技術
などが中核を成しています。本リーフレットでは、IoTデバイス・製品開発で利用される計測ソューション
についてご紹介します。

電源レール上に重畳している小さな
電源ノイズを高い精度で測定をした
い。

キーサイト・テクノロジー

短期レンタル 長期レンタル

Infiniium Sシリーズ オシロスコープとパワー・レール・プローブ

DSOS204A、N7020A

正確な電源ノイズ測定を可能にしたパワー・レール・プローブ。

プローブ先端で2GHzの周波数帯域幅を有し、スパイクノイズなどの高い周波数成分ま
でも捉えることができます。1：1の減衰比であるためノイズが増幅されてしまう心配が
なく、低いノイズフロアを実現していており、50Ωの低負荷で回路に接続が出来ます。

WLAN搭載機器の無線部の評価を
簡単にしたい

アンリツ

ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A

通信モジュールや組込み装置のデジ
タル無線規格の事前検証(プリ・コン
プライアンステスト)を行いたい

ローデ・シュワルツ

短期レンタル 長期レンタル リセール

シグナル・スペクトラムアナライザ FSV

最大で160MHzの解析帯域幅を有し、IEEE 802.11a/b/g/n/ac や3GPP LTEなど主要アプ
リケーションに対応したデジタル変調解析やスペクトラム評価を行なうことができます。

新品販売※

ACLR 測定 帯域外不要発射測定 スプリアス不要発射/副次発射測定

新品販売

豊富な解析メニューを搭載。オプションでEMIプリコンプライアンスにも対

応することができます。

短期レンタル 長期レンタル

実動作状態でWLAN機器の評価やOTA試験(Over The Air)ができます。

アクセスポイント(AP)とステーション(STA)の両方を擬似して被測定デバイスとの接続をす
ることができるため、開発製品が端末でも中継器(ルータなど)でも評価が可能です。また、
特別なツールを使わなくとも、WEP、WPA-Personal、WPA2 -Personalの各セキュリティ方
式の接続が可能です。

※N7020A：パワー・レール・プローブが
新品販売対象です。
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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 517 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

2531567 ベクトル信号発生器 ローデ・シュワルツ SMBV100A 最大6GHzの周波数帯域と最大160MHzの解析帯域幅をサポート。オプ
ションの内蔵ベースバンド信号発生器によりカスタム信号の生成も可能。
あらゆる種類のアプリケーションに対応できます。

2531580 ベクトル信号発生器 キーサイト・テクノロジー N5182B 位相雑音特性が優れており高品質なベクトル信号生成が可能です。無線
LANや3GPP LTE、GNSSなど幅広いアプリケーションに対応します。

1412478 デジタルオシロスコープ テクトロニクス MDO4054C シリアル・アプリケーション・モジュールを使用することで、シリアルバ
スの自動トリガやデコード、検索が可能になります。

1412482 デジタルオシロスコープ キーサイト・テクノロジー MSOX3054T 1,000,000波形/秒の更新レートで間欠的な現象を見逃すリスクを最小化
します。デバッグなどの効率が向上します。

1412302 デジタルオシロスコープ 横河計測 DLM2054 4つのバスを同時に解析し、波形と対応させたデコード表示やリスト表示
が可能です。

2111444 DC電源アナライザ キーサイト・テクノロジー N6705C SMU(直流電圧・電流発生と測定機能)を備えているため、電源供給をしな
がらデバイス電流を測定したり、動的な消費電流の測定ができます。

2501653 Bluetoothプロトコルアナライザ テレダイン・レクロイ ComProbe Sodera Bluetooth v4.2, v5対応プロトコルアナライザです。バッテリーを搭載し
ており、本機単体で2時間の動作ができ車載試験にも最適です。

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。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。

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、デバッグを効率化します。

1001009 SMU/バッテリシミュレータ 横河計測 7655 01 バッテリの電気特性を再現することが出来るので、劣化電池やローバッテ
リ電池の準備が不要で、柔軟にIoTデバイスの電源回路評価ができます。

2111425 直流電圧・電流源/モニタ エーディーシー 6240B 電圧・電流発生モードは、DC、パルス、DCスイープ、パルス・スイー
プの4種類をもっており、IoTデバイスの特性に合わせて評価ができます。

1001027 プレシジョンDCキャリブレータ 横河計測 2553A 電圧・電流測定器の校正や、熱電対および測温抵抗体(RTD)を用いて測定
する温度計・温度調節計を校正できるので、IoTデバイスの基準信号源と
して利用することもできます。

取り扱いあり スペクトラム・アナライザ ローデ・シュワルツ FSH シリーズ モデルにより最大20GHzの周波数帯域をカバーします。LTE信号を解析す
るための20MHzの解析帯域幅を有しています。

取り扱いあり スペクトラムマスタ アンリツ MS2720T シリーズ モデルにより最大43GHzの周波数帯域をカバーします。さまざまなIoTデ
バイスの送信・受信信号などの解析に利用ができます。

2341386 ハンドヘルド・アナライザ キーサイト・テクノロジー N9918A モデルにより最大26.5GHzの周波数帯域をカバーします。オプションで
ネットワークアナライザやベクトル電圧計の機能拡張ができます。

IoTデバイス・製品開発に役立つ計測ソリューション

ベクトル信号発生器

GNSS、WLANなどの規格準拠信号や、実
環境の模擬信号で受信テストをしたい

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計測ソリューション

プロトコルアナライザ

Bluetoothのプロトコル解析を行いたい

直流電圧・電流源/モニタ、SMU

IoTセンサの特性評価をしたい

ミックスドシグナル・オシロスコープ

組み込み機器のシリアルバス解析やロジ
ック解析を行ないたい

広帯域オシロスコープ

USB、Ethernetなどのインタフェースの
物理層評価をしたい

DC電源アナライザ

IoTデバイス・製品のバッテリや電源回路
での消費電力を詳細に把握したい

バッテリシミュレータ

新品電池、劣化電池、電力低下電池など
の電池の電気特性を再現したい

マイコンやセンサなどのアナログ・デジタル協調評価に 電源とアナライザが一体となっているので
動的に消費電力の測定を行なえます。

テクトロニクス
オシロスコープ

MDO4054C

キーサイト・テクノロジー
ベクトル信号発生器

N5182B

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

横河計測
SMU/バッテリシミュレータ

7655

電池特性の再現性・持続性に優れ、ポータブル機器や
電池パックの評価に適しています

あらゆる種類のアプリケーションに対応する高性能RF

キーサイト・テクノロジー
オシロスコープ
MSOX3054T

横河計測
オシロスコープ

DLM2054

キーサイト・テクノロジー
DC電源アナライザ

N6705C

ローデ・シュワルツ
ベクトル信号発生器

SMBV100A

ローデ・シュワルツ
スペクトラム・アナライザ

FSH

アンリツ
スペクトラムマスタ

MS2720T

キーサイト・テクノロジ－
ハンドヘルド・アナライザ

N9918A

高確度な直流電圧/電流の発生機能を備えています。
高精度な接触抵抗測定や温度計の校正ができます。

エーディーシー
直流電圧・電流源/モニタ

6240B

横河計測
プレシジョンDCキャリブレータ

2553A

周辺のBluetoothデバイス
全てをボタン一つでライ
ブキャプチャします。

テレダイン・レクロイ
Bluetoothプロトコルアナライザ

ComProbe Sodera
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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

