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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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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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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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車載ネットワーク(CAN,LIN,BroadR-Reach）
における計測ソリューション

車両制御の複雑化、高機能化に伴い車両に搭載されるECUの数は増加の一途をたどっています。このような
中、車載ネットワークの高度化/高速化が飛躍的に進んでいます。本リーフレットでは、さまざまな車載ネッ
トワークの評価を行うための最適な計測ソリューションをご紹介します。

BroadR-Reachの物理層規格の評
価を行いたい。

キーサイト・テクノロジ

短期レンタル 長期レンタル リセール

高解像度オシロスコープ、車載用イーサネットTxコンプライアンスソフト

DSOS254A、E6961A

ドライブ試験で使用する持ち運びが
簡単なオシロを使いたい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル

スコープコーダ DL350

CAN,LIN複数バスを同時解析＆波形
表示で見たい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル リセール

DLM4000シリーズ ミックスドシグナル オシロスコープ DLM4058

最大4バス同時解析が可能。

シリアルバス専用のオートセットアップ機能。

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。

・200Mポイントメモリでのリアルタイム記録
・レコーダユーザ向けメモリーレコーダモード
・小型軽量（A4サイズ、重量約3.9kg*）

*バッテリと２つのモジュールを含む
・3時間のバッテリ駆動
・DC12V/24V駆動または3時間の内蔵バッテリ駆動
・既存のDLシリーズのプラグインモジュールが利用可能

BroadR-Reach V3.2 および IEEE 802.3bw/bp 規格に準拠したトラン

シーバテストが行えます。

ジッタ解析をはじめとして、豊富な解
析ソフトウェアが用意されています。

静電容量方式のタッチスクリーンを搭載し、
操作性の向上が図られています。

Node A

Node B

Node N

リセール
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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 521 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

1412488 デジタルオシロスコープ テレダイン・レクロイ WaveSurfer
3000/3000Zシリーズ

大画面10.1インチ・タッチスクリーン採用。低価格で多機能。

1412476 デジタルオシロスコープ ローデ・シュワルツ RTO2044-OpB4 100万波形/秒による信号不良の高速な検出、2Gサンプルの大容量メモリ
による長いシーケンスの解析、最大16ビットの垂直分解能

2341406 ネットワークアナライザ キーサイト・テクノロジー E5071C 周波数帯域９kHz~20GHz 2または4ポート50Ω Sパラメータ・テスト・
セット

取り扱いあり 任意波形発生器 テクトロニクス AWGシリーズ
AFGシリーズ

アナログ信号、デジタル信号、ミックスド信号など、1台でさまざまな信
号を出力できるため、余剰な設備投資を抑え、貴重なスペースを節約する
ことが可能です。

1421379
1421247
1421034

差動プローブ 横河計測 オシロスコープ用
差動プローブ

200MHz,500MHz,1GHz周波数帯域をカバーできるラインアップ

1431317 スペクトラムアナライザ キーサイト・テクノロジー N9010A ミリ波測定で、最もコストパフォーマンスの高い解析を実現

2583269 スペクトラムアナライザ ローデ＆シュワルツ FSW13 低い周波数帯も高感度に測定可能です。受信経路の分離により、最大1 
GHzまで、優れたダイナミックレンジを実現掃引モードの超広帯域フィル
ター

2111444 DC電源アナライザ キーサイト・テクノロジー N6705C-OpSTD 4スロットメインフレーム、最大600 Wの全パワー、最大4個のモジュール
に対応。30種類以上のDC電源モジュールを選択可能です。

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。

車載ネットワーク＋マイコン開発に役立つ計測ソリューション

デジタルオシロスコープ

(CAN,LIN)バス波形観測＆プロトコル解
析時間を短縮したい

基本・汎用計測器

汎用的に利用できるソリューション

デジタルオシロスコープ用差動プローブ

飛び込みノイズに強い差動プローブを使
いたい

サーモグラフィ

ECUやICなどの放熱分布を解析したい

ネットワークアナライザ

TDR/TDTとSパラメータでのリアルタイ
ム同時評価がしたい。

スペクトラムアナライザ

EMI評価やノイズ測定をベンチトップ上
で詳細に評価をしたい

任意波形測定器

トラブルシューティングや異常現象の把
握に実波形を再現した信号で評価したい

DC電源アナライザ

不安定・汚れた電源環境をシミュレート
したい

テクトロニス
任意波形発生器

AFG3000シリーズ

横河計測
差動プローブ

701922

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

テレダイン・レクロイ
多機能オシロスコープ

WaveSurfer3000/3000Zシリーズ

キーサイト・テクノロジー
ネットワークアナライザ

E5071C

ローデ・シュワルツ
オシロスコープ

RTO2000

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

キーサイト・テクノロジー
ＤＣ電源アナライザ

N6705C-OpSTD

横河計測
差動プローブ

701924

横河計測
差動プローブ

701920

キーサイト・テクノロジー
スペクトラム・アナライザ

N9010A

テクトロニクス
任意波形発生器

AWG5000シリーズ

信号パターン/TDR、TDTの
ンピーダンスの特性評価

ローデ＆シュワルツ
スペクトラム・アナライザ

FSW 電源の状態のモニターも可能
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ADAS /車載レーダ・製品開発を支える
無線通信の計測ソリューション

昨今、自動車業界では、自動ブレーキなどの先進運転支援システム( ADAS : Advanced Driver Assistance 
Systems )の開発が進み、将来像として自動運転が議論されるようになった。そのシステムを担うひとつに
車載レーダがあり、測定技術にはミリ波が利用され、評価段階での測定課題も増えてきています。本リーフ
レットでは、ADAS/車載レーダ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。

ミリ波を使用したイメージセンサの
性能評価をしたい

アンリツ

スペクトラムマスタ MS2760A

短期レンタル 長期レンタル

79 GHz帯車載レーダーの設計評価
を行いたい

キーサイト・テクノロジー

シグナルアナライザ N9041B

短期レンタル 長期レンタル

自動車レーダー・レシーバの感度テ
ストを行いたい

キーサイト・テクノロジー

短期レンタル 長期レンタル

マイクロ波アナログ信号発生器 N5183B

短期レンタル 長期レンタル

トリプルループ・フェーズ・ロック・ループのデザインと周波数プランが実装さ
れていて、広いオフセットで搬送波近傍の位相雑音性能が大幅に向上します。

プランによって周波数の基準／変換が調整され、非線形性が対象周波数から離れたとこ
ろで最大になるため、少しのフィルタリングで残りのスプリアス信号を大幅に減衰させ
られます。

9 kHzから110 GHzまでを連続でカバーし、USBで接続すればすぐに信号スペクトラム
をモニタできます。また、ケーブルを使用せず被測定物に直接接続可能なことから高価
で損失の多いケーブルやアンテナを必要とせず、ケーブルロスなどの影響を受けずにす
みます。

専用USBケーブル使用で、制御PCから20m離れた場所にMS2760Aを設置、
測定することができます。

110GHzまでの全帯域に渡り-150dBm/Hzの低ノイズを実現。被測定物との間に何も
挟むことなく3Hz～110GHzのスプリアスを確認することが可能に。外部ダウンコンバ
ータを使わないインバンド測定も実現できます。また、広帯域復調解析も1GHzまで
N9041B一台で実現可能です。

3Hz から110GHzまでの連続掃引を実現。
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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

1041396 パワーセンサ キーサイト・テクノロジー E8486A センサと信号源の不整合による、測定の不確かさを最小限に抑えるために、
1.06（＞30 dBのリターンロス）という優れたSWRを実現しています。

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。

2351009 シグナルソースアナライザ キーサイト・テクノロジー E5052B VCOやその他の高い周波数の信号源の評価や高速データ通信システム内の
クロック・ジッタの評価に適しています。

2351016 位相雑音アナライザ ローデ・シュワルツ FSWP26 相互相関と極めて低ノイズの内蔵基準信号源による高感度の位相雑音測定
ができ、また、振幅雑音と位相雑音の同時測定が可能です。

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 RL測定とDTF測定を同時に実行するができ、システム全体の性能低下を
ケーブル／アンテナシステムの特定の障害に関連付けることができます。

2531545 アジャイル信号発生器 キーサイト・テクノロジー N5193A 高速スイッチング、位相再現性、パルス変調などの機能により、複雑な信
号シナリオを正確にシミュレートできます。

1351076 任意波形発生器 キーサイト・テクノロジー M8190A 14ビット分解能で最大8 GSa/sのサンプリングレートと最大90 dBcの
SFDRにより、優れた確度と再現性が得られます。

取り扱いあり スペクトラムマスタ アンリツ MS2720T 送信機のスペクトル解析から受信機の信号解析まで、チャネル内の妨害雑
音発生位置の特定や、チャネル外の妨害信号の調査に適しています。

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 高感度（< –141 dBm（1 Hz）、ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ ON 時 <–161 dBm（1 Hz））
で、送信局（基地局）の設置および保守や電磁界の測定に適しています。

1431367 シグナルアナライザ アンリツ MS2840A 4 GHz帯域幅のFMCW 信号であってもイメージレスポンス等の影響を避け
て送信周波数や送信電力を測定可能です。

1431355 高性能導波管ミキサ アンリツ MA2808A MS2840Aと組み合わせることで79GHzの周波数で10kHz、100kHzオフ
セットと共に位相雑音性能は–100dBc/Hz以下の実力を備えています。

2583191 シグナルアナライザ ローデ・シュワルツ FSW85 高速なスプリアス検出機能、低位相雑音、さまざまなパルス解析機能、広
い解析帯域幅を備え、レーダーシステムの解析に最適です。

1431395 ハーモニック・ミキサ ローデ・シュワルツ FS-Z110 低変換損失、高い1dBコンプレッションポイント、高いLO周波数で、シグ
ナルアナライザの測定周波数を拡張します。

1431390 シグナルアナライザ キーサイト・テクノロジー N9040B 低位相雑音性能を備え、レーダ/EW励振器のスプリアス／位相雑音性能を
測定して、移動速度の遅いターゲットを検出することができます

1431349 導波管高調波ミキサ キーサイト・テクノロジー M1971E プリセレクタなしのミキサーで、Xシリーズ シグナルアナライザで2 GHz
を超える広帯域ミリ波信号を解析するのに最適です。

ADAS/車載レーダ・製品開発に役立つ計測ソリューション

パワーセンサ

Eバンドの自動車レーダ・トランシーバの
パワーテストを行いたい

シグナルアナライザ/ミキサ

高分解能ミリ波レーダの無線特性試験を行いたい

ハンドヘルドマイクロ波アナライザ

ワイヤーハーネスの故障診断を行いたい

ミックスドシグナル・オシロスコープ

シリアルバスのテストや特性評価を行な
いたい

任意波形・信号発生器

衝突防止レーダー/アンテナの送信、受信
、部品評価を行いたい

シグナルソースアナライザ/位相雑音アナライザ

高感度な位相雑音および振幅雑音解析を
行いたい。

マイコンやセンサなどのアナログ・デジタル協調評価に

ローデ・シュワルツ
シグナルアナライザ

FSW85

キーサイト・テクノロジー
シグナルソースアナライザ

E5052B

全Sパラメータを同時に測定できます。

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
オシロスコープ
MSOX3054T

横河計測
オシロスコープ

DLM2054

アンリツ
シグナルアナライザ

MS2840A

アンリツ
高性能導波管ミキサ

MA2808A

ローデ・シュワルツ
ハーモニック・ミキサ

FS-Z110

豊富な測定機能を持ち、拡張性に優れ、位相雑音性能の評価に適しています。

キーサイト・テクノロジー
シグナルアナライザ

N9040B

キーサイト・テクノロジー
導波管高調波ミキサ

M1971E

ローデ・シュワルツ
位相雑音アナライザ

FSWP26

キーサイト・テクノロジー
アジャイル信号発生器

N5193A

キーサイト・テクノロジー
任意波形発生器

M8190A

500MHzや4GHzの超広帯域FMCW信号の評価が可能です。

フィールド環境で活用する計測ソリュー
ション

ハンドヘルド型スペクトラムアナライザ

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

キーサイト・テクノロジー
パワーセンサ

E8486A

周波数60～90GHzをサポートします。
（既存のKeysight パワーメータ使用可）

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
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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://www.techeyesonline.com/measuring-device/detail/HINCD-00234-MA2808A/
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-x202152-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-1081579-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-x202157-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-1969138-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-x205332-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-2363526-IS
https://page.yrl.com/contact_h_tm_all.html


二次電池・バッテリマネジメントシステムの
開発・評価を支える効率的な計測ソリューション

電気自動車・ハイブリット自動車の普及に伴って、二次電池(バッテリ)の評価機会が増えています。二次電
池やバッテリマネジメントシステム(BMS)は、電池性能だけでなく安全性・信頼性などの向上も重要な取り
組みです。本リーフレットでは、二次電池およびBMSの効率的な評価・試験を行なえる、計測ソリューショ
ンをご紹介します。

菊水電子工業

短期レンタル 長期レンタル

充放電システムコントローラ PFX-2500 シリーズ

※システム構成として本製品の他に、直流電源、電子負荷、パソコン等が必要になります。

Mywayプラス

短期レンタル 長期レンタル リセール

バッテリ充放電システム MWCDS+1008シリーズ

バッテリマネジメントシステム
(BMS)で様々な電池の特性をエミュ
レーションしたい

高砂製作所

短期レンタル 長期レンタル

電力回生型双方向直流電源＋電池模擬運転ソフトウェア

RZ-X-10000-H/L ＋LA-3289(LinkAnyArts-BT
ソフトウェア)

リチウムイオン電池など二次電池の特性を電池模擬運転機能により再現。

模擬する電池特性は、専用PCアプリケーションソフトウェア (LinkAnyArts-BT)にて、
電池充電率(SOC)に対応した電流-電圧特性(I-V特性) を編集し、簡単に設定することが
可能です。設定したI-V特性は、LAN経由 または本体単独で実行可能です。

バッテリ評価をオールインワンのシ
ステムで効率的に実施したい

複雑な二次電池の評価システムを標
準品の組み合わせで短時間かつ簡単
に構築したい

モジュール組電池、パック組電池向け充放電シテム。

回生電源、充放電コントローラ、データロガー、ソフトウェアなど、バッテリ評価に
必要な機材がパッケージになっており、本格的なバッテリ評価試験をおこなうことが
できます。

電池を作る側、使う側に関わらず、電池に対する様々な電気的特性試験を
行うことができます。
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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 518 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 バッテリテストシステム 菊水電子工業 PFX-2000 シリーズ デスクトップでの小規模システムから最大240チャンネルの大規模システ
ムまで自由度の高いバッテリ評価試験をサポートします。

1001003 ソースメジャーユニット 横河電機 GS610 新品電池, 劣化電池, 電力低下電池(ローバッテリ)など、様々な電池の電気
特性の再現する用途にも使用でき、ローバッテリ電池や劣化電池サンプル
の大量準備が不要となります。

取り扱いあり ソースメジャーユニット 横河電機 GS820 2チャネルの発生＆測定機能があり、18Vモデル(発生・測定範囲：
7V/3.2A、18V/1.2A)と50Vモデル(発生・測定範囲：20V/1.2A、
50V/0.6A)があります。

3220221 データ収集／スイッチユニット キーサイト・テクノロジー 34970A 熱電対などのセンサを複数使用する温度測定でマルチプレクサーにより、
複数のチャネルを1つの測定システムで測定できます。

3221014 40チャネルシングルエンド
マルチプレクサ・モジュール

キーサイト・テクノロジー 34908A 1台のモジュールで、40個の1線入力をスイッチングできます。熱電対基準
接点が内蔵されています。

1551008 バッテリインピーダンスメータ 日置電機 BT4560 0.1Hz～1050Hzの交流で電池の内部インピーダンスを測定できるインピ
ダンスメータです。

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。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ テクトロニクス MSO4000 シリーズ 16 チャンネルのロジック解析機能があるほか、CAN、LINなどの車載バス
解析機能が提供されています。BMSのデバッグ効率が高まります。

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 InfiniiVision シリーズ 100万波形/秒の波形更新速度を有し、アナログオシロ感覚で再現性の低い
間欠的な現象も素早く捕捉し、観測することが出来ます。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ 横河計測 DLM2000 シリーズ 200MHz、350MHz、500MHz帯域モデルがラインナップされています。
CH4のアナログ入力をロジック8bitに切替えて、アナログ3ch＆ロジック8
ビットのミックスド・シグナル・オシロスコープとして機能します。

取り扱いあり ベント付低温恒温器 エスペック LU-114 温湿度範囲：-20℃～＋85℃、内法(W×H×D mm)：500×600×390、外
法(W×H×D mm)：680×1090×826、重量90Kgの実験室や研究室での
温湿度試験をサポートする恒温器です。

取り扱いあり 電子負荷装置 高砂製作所 FK/Ⅱ シリーズ 6種類の負荷モード(CC / CR / CV / CP / EXT / SHORT)と4種類の動作
モード(Normal / Dynamic / Sequence / Sweep)があり、これらの組み
合わせで17の負荷試験が可能です。

取り扱いあり 電子負荷装置 菊水電子工業 PLZ-4WH シリーズ 最大動作電圧650Vに対応。165W・330W・1000Wの3タイプ。
定電流・定抵抗・定電圧・定電力・定電流＋定電圧・定抵抗＋定電圧モー
ドに対応する直流電子負荷装置です。

取り扱いあり 電子負荷装置 計測技術研究所 Load Station シリーズ 6種類の負荷モード(CC / CR / CV / CP / EXT / SHORT)と4種類の動作
モード(Normal / Dynamic / Sequence / Sweep)があり、これらの組み
合わせで17の負荷試験が可能です

二次電池(バッテリ)開発に役立つ計測ソリューション

電子負荷装置

バッテリの放電試験、容量試験に利用できるソリューション

バッテリインピーダンスメータ

電池のインピーダンス測定を行いたい

ベント付低温恒温器

安全に配慮した形でバッテリの温湿度
試験を行いたい

バッテリの動作マージン試験に必要な
劣化電池の準備をなくしたい

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

バッテリマネジメントシステムの基板上
のノイズ発生や伝導ノイズを把握したい

データ収集／ロガー・スイッチ・ユニット

熱電対を多点温度測定を効率的に行ない
たい

ミックスドシグナルオシロスコープ

バッテリマネジメントシステムで使われ
るプロトコルの測定、解析をしたい

横河計測
ソースメジャーユニット

GS610

日置電機
バッテリインピーダンスメータ

BT4560

テクトロニクス
オシロスコープ

MSO4000 シリーズ

キーサイト・テクノロジー
オシロスコープ

InfiniiVision シリーズ

横河計測
オシロスコープ

DLM2000 シリーズ

CAN,I2C解析機能(オプション)を持ったオシロスコープ

バッテリテストシステム

バッテリのセルの増減にあわせて
フレキシブルにテスト環境を構築したい

バッテリシュミレータ／ソースメジャーユニット

横河計測
ソースメジャーユニット

GS820

キーサイト・テクノロジー
40チャネルシングルエンド

マルチプレクサ・モジュール
34908A

キーサイト・テクノロジー
データ収集制御ユニット

34970A

菊水電子工業
直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

高砂製作所
電子負荷装置
FK/Ⅱシリーズ

計測技術研究所
多機能電子負荷装置

Load Stationシリーズ

エスペック
ベント付低温恒温器

LU-114

装備品
・簡易放圧ベント+扉ロック
・CO2+熱感知器、煙感知器
・記録計用出力端子
・外部警報出力端子
・非常停止スイッチ

実験室や研究室での試験に

菊水電子工業
バッテリテストシステム

PFX-2000シリーズ

テクトロニクス
スペアナ内蔵オシロスコープ
MDO3054

RF入力を装備した
オシロスコープ
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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


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


モータ＆インバータ
製品開発を支える計測ソリューション

EV（電気自動車）の普及が進む中、インバータとモータの効率測定評価の重要性が求められています。
本リーフレットでは、モータとインバータ効率測定が行える計測ソリューションをご紹介いたします。

回路前後の3つの線間電圧・３っの
相電流波形を同時に測定したい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル リセール

ミックスド・シグナルオシロスコープ DLM4000シリーズ

多チャンネル入力が出来て、測定記
録を電子データで管理したい

横河電機

短期レンタル 長期レンタル リセール

ペーパレスレコーダ GP10/GP20

モータおよび駆動装置の効率測定を
最高精度の測定器で測りたい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル リセール

WT3000シリーズ プレシジョンパワーアナライザ WT3000E

・30Armsの直接入力による世界トップクラスの高精度

高速動作インバータ内部各種波形測定

カスタム操作画面

主な特徴
・入力点数は、最大100チャンネルまで拡張可能です。

拡張ユニットで、最大450点の入力が可能です。
・豊富な入出力仕様（入力モジュール：直流電圧や熱電対など入力対応）
・PCを介さずに、レポートファイルなどを直接印刷可能です。
・タッチペンや指などで波形エリアへ自由に書き込みが可能です。

高精度 & 広帯域 & 同時測定
電力基本確度 ± (0.01% of reading + 0.03% of range) 
測定帯域 DC、0.1Hz～1MHz 
入出力間データ、および通常測定値＆高調波成分の同時測定

AC/DC電流センサ

最大250Mポイント大容量メモリ
(/M3オプション）
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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 1810 523 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

1041166          
1041203            

AC/DCカレントセンサ
AC/DC電流センサ

日置電機
横河計測

CT6862-05
CT200

高精度・広温度領域での電流測定を実現 50A
HV/HEV自動車、バッテリ、インバータ駆動モーター、産業用モーターな
どの技術開発分野での大電流/電力計測として使用できます。

1041293 パワーアナライザ 日置電機 PW6001 電力基本確度±0.05％※1 （※1本体確度のみ、電流センサ確度を加算し
ても±0.075%を実現）

1471060
1471062

ポータブルFFTアナライザ 小野測器 CF-9200
CF-9400

解析用PCを必要とせず、本体のハード・キーと静電容量式タッチパネルの
みで、FFTアナライザの全操作が可能です。

3101042 普通騒音計 リオン NL-42EX 測定周波数範囲が、20Hz～8000Hz マニュアル不要の簡単操作
防水 1ヶ月間の連続測定 大きなカラー液晶画面

取り扱いあり 振動計 IMV VM-1970 測定値の換算や単位の変更は全て自動で行います。繁雑な作業が不要で読
み取りも簡単です。

3271052 振動計 リオン VA-12 設備診断や現場での計測に対応したハンディタイプ
汎用の振動計測からFFT分析まで可能な高機能型振動分析計

1801332 メモリハイコーダ 日置電機 MR8827 メモリハイコーダMR8827は、全チャネル同時20MS/s（分解能50nsec）
の 高速サンプリングで測定できる波形記録計です。

1412251 スコープコーダ 横河計測 DL850EV 多彩なモジュールから、柔軟にデータシステム構成、拡張可能です。
高速100MS/s、絶縁1000V電圧測定

取り扱いあり 恒温槽 エスペック SHシリーズ 温度範囲 －60℃～＋150℃ 湿度範囲 30～95％rh

2131003 耐電圧・絶縁抵抗試験機 菊水電子工業 TOS9201 高電圧電源部に高効率スイッチング電源と、PWM方式のスイッチングアン
プ、500VAの高電圧トランスを採用しました。これにより電源電圧に依存
しない、負荷変動に強い高安定な出力（ACで3%、DCで1%）を実現。

2221045 サーモグラフィ フルーク Ti400 温度測定範囲 －20℃～+1,200℃

3291114 ハンディタコメータ 小野測器 HT-5500 回転速度測定範囲 6.0 ～ 99999 r/min
低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジを採用しました。

3291131 FVコンパレータ 小野測器 FV-1500 FV-1500 高速F/Vコンバータは、回転速度や移動速度に比例した周波数信
号を電圧信号に変換を行う、応答性に優れた周波数（F)/電圧（V)変換器
です。

取り扱いあり トルク検出器 小野測器 SSシリーズ 幅広い回転速度範囲：静止状態（0 r/min ）から高速回転まで 1 台で測定
可能です。優れた過負荷耐久性

3291109 演算表示器
半導体用静電気試験器

小野測器 TS-3200A 大型 ＬＣＤ 表示パネルの採用により、最大７項目のマルチデータ表示可
能です。 設定のし易さ、使いやすさの大幅向上を実現

モータとインバータ開発・製造に役立つ計測ソリューション

AC/DC貫通型カレントセンサ

モータ、インバータ間の消費電力測定で
高精度な電流測定を行いたい

回転計/トルク計

物理量測定ソリューション

振動計

評価現場でモータの振動測定をポータブ
ルなタイプで測定したい

サーモグラフィ/レコーダ

モータ、インバータなどの放熱解析を行
いたい

電力計

電力変換効率を１台で高精度で測定した
い

メモリハイコーダ/スコープコーダ

電圧・電流波形の記録を長く取りたい

FFTアナライザ/騒音計

振動・騒音フィールド測定なので、持ち
運びが容易な測定器を使いたい

恒温槽/耐圧試験機

耐久性・障害試験を行いたい

日置電機
パワーアナライザ

PW6001

小野測器
ポータブルFFTアナライザ

CF-9200/9400

リオン
振動計
VA-12

日置電機
AC/DCカレントセンサ

CT6862-05

横河計測
AC/DC電流センサ

CT200

小野測器
トルク検出器
SSシリーズ

小野測器
演算表示器
TS-3200A

日置電機
メモリハイコーダ

MR8827

リオン
普通騒音計

NL-42

IMV
振動計

VM-1970

小野測器
ハンディタコメータ

HTｰ5500

エスペック
恒温槽

SHシリーズ

菊水電子工業
耐電圧・絶縁抵抗試験機

TOS9200

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

横河計測
スコープコーダ/ビーグルエディション

DL850EV

小野測器
FVコンバータ

FV-1500

モータパワー測定例
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特徴
・最大周波数帯域:2GHz
・最大レコード長:125Mポイント
・最大:8ch入力
・サンプル・レート:6.25GS/s

パワーデバイス(IGBT/MOSFET)
製品開発を支える計測ソリューション

世界的な普及が見込まれるハイブリット車や電気自動車などにおいて、パワーデバイスがより注目を浴びてい
ます。技術面でもSiC/GaNという新材料によって一段と性能向上が図られています。本リーフレットでは、
新材料の評価試験を行える計測ソリューションをご紹介いたします。

スイッチングデバイスの電圧・電流
波形のオン・オフ電圧を高精度に測
定したい

テクトロニクス

短期レンタル 長期レンタル

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MSO58-Op-BW-1000

4チャネル以上の測定チャネルが必要なデバイス特性評価に最適。

最高16ビットの垂直分解能による詳細な分析。

大電流・大電圧デバイスの特性評価
を１台で測定したい

キーサイト・テクノロジー

長期レンタル

半導体デバイスアナライザ B1505A

特徴
・ハイパワーと高精度測定を両立
・1500A/60V(22.5kWピークパワー)高電流測定
・10kV高電圧パルスによる超高速測定
・10fA/200nV分解能、安全で確かな自動測定

新材料(SiC/GaN)を使ったIGBTモ
ジュールのV-I特性を見たい

岩崎通信機

短期レンタル 長期レンタル リセール

CS-3000シリーズ カーブトレーサ CS-3100/3200/3300

IGBT/MOSFET/トランジスタなど各半導体の特性試験に最適。

特徴
・最大ピーク伝圧:3,000V
・最大ピーク電流:1,000A(CS-3300大電流モード)
・全機能LEAKAGEモード搭載(カーソル分機能1pA)
・USBポート、LAN I/F装備

８ｃｈ

サブpAから、10kVおよび1500Aでハイパワー・デバイスを評価できます。

IGBTモジュールのV-I特性例

1500Aまで測定可能

10kVまでのブレーク・ダウン

電圧測定例
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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 1808 519 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 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 テレダイン・レクロイ HDO 4000シリーズ 最大1GHzの周波数をカバー。12ビット分解能(最大15ビット)、最大メモ
リ長は50Mポイント/ch。大型の12.1インチ・タッチ・スクリーン・ディ
スプレイ。

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。

取り扱いあり プレシジョンソース
メジャーユニット

キーサイト・テクノロジー B2900Aシリーズ 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。

1801288
1801307

直流電圧/電流発生器 横河計測 GP10
GP20

GP10/GP20は、測定データをリアルタイムにタッチパネルに表示し、SD
メモリカードにデータを保存することができるポータブルのペーパレスレ
コーダです。

1421093
1421092

AC/DC電流測定システム テクトロニクス TCPA300
TCPA400

広いレンジにわたるAC/DCおよびAC専用の電流プローブ μA～2,000Aの
測定確度、クラス最高の周波数帯域120MHzかつ電流クランプ確度は最高
1mAを有しています。

取り扱いあり ロゴスキー電流プローブ テクトロニクス TRCPシリーズ 最大電流300A/600A/3000A狭い場所やバスバーでも簡単にプロービング

取り扱いあり アイソレーション・プローブ 岩通通信機 SE-6000/SE-6010ESS 入出力間を光で絶縁した測定システムを構築し、高電圧の波形測定を安心
して行うことが出来ます。

取り扱いあり 半導体カーブトレーサ 岩通通信機 CS-3000シリーズ 最大ピーク電圧3,000V、最大ピーク電流1,000AでIGBTやMOSFETなど
各種半導体の特性試験に最適

取り扱いあり 恒温槽 エスペック PHH-202M 温度範囲 (外囲温度+20)℃～+300℃

取り扱いあり サーモストリーム テンプトロニクス ATS-545 温度範囲 -75～+225℃

取り扱いあり
2221045
2221050

赤外線サーモグラフィ
日本アビオニクス
フルーク

〃

インフレックH2640
Ti400
TiX660

国産640×480画素高分解能センサ
ワイヤレスで最大５つの測定値を取り込む
32倍デジタルズーム機能により近距離撮影が実現

1431370 シグナルアナライザ キーサイト・テクノロジー N9010B 周波数:10Hz～44GHz クラス最高のレベル確度、DANL、TO性能を備え、
大信号がある場合でも小信号を測定可能

取り扱いあり インパルスノイズシミュレータ
半導体用静電気試験器

ノイズ研究所 INS-AX2
ESS

試験の自動化・効率化を実現した高機能ノイズシミュレータです。
帯電した人体や装置より引き起こされる静電気エネルギーが半導体デバイ
スへ放電する現象を再現する試験器です。

各パワーデバイス評価に役立つ計測ソリューション

高分解能オシロスコープ

スイッチング特性やパワー損失評価測定
で高分解能に波形計測をしたい

イミュニティー試験関連測定器

EMC試験ソリューション

各種プローブ

AC/DC電流のプロービングを効率よく行
いたい

サーモグラフィ/ペーパレスレコーダ

温度測定を熱分布画像や多点温度測定な
どさまざまな方式で記録したい

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

半導体カーブトレーサ

VｰI特性測定を効率よく行いたい

直流電圧・電流発生器/ソースユニット

半導体パラメータ測定と電圧/電流発生を
１台で行いたい

恒温槽/温度特性評価

耐久試験などの信頼性試験を行ないたい

シーケンス波形編集機能

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
プレシジョンソース/メジャーユニット

B2900Aシリーズ

テクトロニクス
AC/DC電流測定システム

TCPA300/TCPA400シリーズ

テクトロニクス
ミックスド・シグナル・オシロスコープ

5シリーズ

テレダイン・レクロイ
高分解能オシロスコープ
HDO 4000Aシリーズ

日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィ
インフレックH2640

ノイズ研究所
インパルスノイズシミュレータ

INSｰAX2

ノイズ研究所
半導体用静電気試験器

ESS

岩崎通信機
半導体カーブトレーサ

CS-3000シリーズ

T&M 1808 519 01

横河計測
直流電圧/電流発生器

GS210

テクトロニクス
ロゴスキー電流プローブ

TRCPシリーズ

岩崎通信機
アイソレーション・プローブ

SE-6000/SE-6010ESS

キーサイト・テクノロジー
シグナルアナライザ

N9010B

横河電機
ペーパレスレコーダ

GP10/GP20

エスペック
恒温槽

PHH-202M

テンプトロニクス
サーモストリーム

ATS-545

フルーク
赤外線サーモグラフィ

Ti400/TiX660
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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


通信モジュール(無線LAN/Bluetooth)
製品開発を支える無線通信の計測ソリューション

無線LANやBluetoothは、PCやスマートフォンなどから広がり始め、近年ではIoT関連の機器・装置に至る
まで幅広い分野で採用されています。年々、通信規格も新技術やバージョンアップなどがされていき、開
発・評価段階での測定課題も増えてきています。本リーフレットでは、通信モジュールや通信機能を搭載
した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。

発信器(PLL/VCO)の低レベルの位
相雑音を高感度に測定をしたい

ローデ・シュワルツ

位相雑音アナライザ/VCOテスタ FSWP26

位相雑音測定での非常に高いAM抑圧のほか、最新の高速デジタルデザインの低ジッタ
クロックでの正確なジッタ測定に必要な、優れた位相雑音感度が得られます。

短期レンタル 長期レンタル

Bluetooth Test Specificationで
規定の送信・受信試験を行いたい

アンリツ

Bluetoothテストセット MT8852B

BluetoothモジュールやデバイスのRFテストや接続テストなどの多くのテス
ト項目に対応しているので、社内でプリ・コンプライアンステストができま
す。

BluetoothデバイスのRF認証用として、Bluetooth SIGの公式認証を取得しており、
Bluetooth Test Specificationで要求されるパワー、周波数、変調、受信感度などを高
速、かつ容易に測定できます。

短期レンタル 長期レンタル リセール

WLAN搭載機器の無線部の評価を
簡単にしたい

アンリツ

短期レンタル 長期レンタル

ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A

従来、専用機であった位相雑音アナライザをスペクトラムアナライザに一体
化。本機1台で、広範囲に解析・評価ができます。

新品販売

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。
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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 1807 519 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

2583138 ワイヤレステストシステム LITEPOINT IQxel-M8 複数のチャネルを備えているため、DUTとの接続を容易にし、複数の技術
規格の試験を並列に実施することができます。

取り扱いあり ラジオコミュニケーションアナア
イザ

アンリツ MT8821C LTE-Advanced を含む主要なセルラ通信のRF特性評価、呼接続試験など
をサポートします。開発から製造まで幅広く利用が可能です。

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。

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。

取り扱いあり ネットワーク・アナライザ キーサイト・テクノロジー PNA-Xシリーズ
(S93029A、Op.029)

Sパラメータと雑音パワー・データからDUTの雑音指数を計算するので、
ノイズ・ソースを使わずとも雑音指数を測定することができます。

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。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。

2341318 ネットワーク・アナライザ ローデ・シュワルツ ZNB レシーバーの高い直線性と出力パワーの広い掃引範囲により、精密なミキ
サ圧縮ポイント測定に適しています。

取り扱いあり ネットワーク・アナライザ キーサイト・テクノロジー PNA/PNA-Xシリーズ アプリケーションによるセットアップの簡素化により、アクティブコン
ポーネントを効率的に特性評価できます。

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。

2531476 ベクトル信号発生器 アンリツ MG3710A 広帯域ベクトル変調帯域幅・大容量任意波形メモリという特長を持ち、さ
らに多様な通信方式のデジタル変調信号をサポートします。

2582956 シグナルアナライザ アンリツ MS2830A 狭帯域デジタルとアナログ方式の送受信特性評価に必要な機能を1台に集
約できます。

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。

1431361 シグナルアナライザ キーサイト・テクノロジー N9020B フルバンドのリアルタイムスペクトラム解析により、発生頻度の低い信号
やトランジェント信号を捕捉可能です。

2531589 ベクトル信号発生器 ローデ・シュワルツ SMW200A 特定用途に最適なオプションを搭載でき、シングルパス・ベクトル信号発
生器やマルチチャネルMIMO受信機テスタなど、あらゆる構成が可能です。

2583284 シグナルアナライザ ローデ・シュワルツ FSW26 超低位相ノイズ、広い解析帯域幅、直感的でわかりやすい操作方法を提供
し、測定をすばやく簡単に行うことができます。

通信モジュール・製品開発に役立つ計測ソリューション

無線機テスタ

端末のRF送受信特性と呼接続試験を1台
で測定をしたい

ベクトル信号発生器/シグナルアナライザ

アンテナ・RF回路の全般的な評価を行いたい

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

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

ネットワーク・アナライザ

ミキサやコンバータなどのRFコンポーネ
ントの特性評価をしたい

ネットワーク・アナライザ

LNAの雑音指数を高精度に評価をしたい

プロトコルアナライザ

Bluetoothのプロトコル解析を行いたい

マイコンやセンサなどのアナログ・デジタル協調評価に

テクトロニクス
オシロスコープ

MDO4054C

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

すべての主要なセルラ通信を1台でサポートします。

横河計測
オシロスコープ

DLM2054

LITEPOINT
ワイヤレステストシステム

IQxel-M8

アンリツ
シグナルアナライザ

MS2830A

アンリツ
ベクトル信号発生器

MG3710A

キーサイト・テクノロジー
ベクトル信号発生器

N5182B

キーサイト・テクノロジー
シグナルアナライザ

N9020B

ローデ・シュワルツ
シグナルアナライザ

FSW26

ローデ・シュワルツ
ベクトル信号発生器

SMW200A

豊富な測定機能を持ち、拡張性に優れ、必要なアプリケーションに対応します

ネットアナのベクトル誤差補正で不整合の影響を排除し
するなどして、高精度に測定をすることができます。

キーサイト・テクノロジー
ネットワーク・アナライザ

PNA-Xシリーズ(S93029A、オプション029)

2GHz～4GHz帯域の広帯域オシロスコープ

ローデ・シュワルツ
ネットワーク・アナライザ

ZNB

内蔵第2信号源をLO信号として使用することで
測定セットアップ時間と測定時間を短縮できます。

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

キーサイト・テクノロジー
ネットワーク・アナライザ

PNA/PNA-Xシリーズ

アンリツ
ラジオコミュニケーションアナライザ

MT8821C
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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-2812784-IS
https://s7.images.keysight.com/s7viewers/html5/ZoomViewer.html?asset=Keysight/PROD-2642774-IS
https://www.litepoint.com/test-solutions-for-manufacturing/iqxel-m8/?lang=ja
https://page.yrl.com/contact_h_tm_all.html


社会インフラ施設を支える計装保守メンテナンス用
計測ソリューション

社会インフラ施設に代表される発電所（原子力、火力、水力、地熱、風力、太陽光）の定期メンテナンスは
東日本大震災以降、安全性を強く求められています。プラント計装に欠かせない測定器も同じく精度向上と
トレーサブルである事を求められています。そこで、本リーフレットではプラント計装を評価するための最
適な計測ソリューションをご紹介します。

計装信号のモニタに高精度なマルチ
メータを使いたい

キーサイト・テクノロジー

短期レンタル 長期レンタル リセール

デジタルマルチメータ 34461A

制御盤内マルチリレー機能を１台で
試験したい

エヌエフ回路設計ブロック

短期レンタル 長期レンタル

電圧4相電流4相保護リレー試験機 RX4744

差圧・圧力伝送器の校正を高精度に
行いたい

横河計測

短期レンタル 長期レンタル リセール

圧力キャリブレータ CA700

圧力伝送器の校正作業では入出力値を正確に計測し誤差率を求める必要があります。
CA700では圧力・電流の入出力値を高確度に計測できる性能に加え、校正手順が内蔵
されており、手順に沿った操作により確実な校正作業をサポートします。

１台で試験可能です。
（電圧４相・電流４相）

リセール

バーメータ表示
数値とアナログ表示が
同時にできます。

ヒストグラム表示
測定値が統計的に表示できます。

トレンド表示

新品販売
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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 1810 524 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

1801222 オムニエースⅢ エー・アンド・デイ RA2300MKⅡ アンプ設定画面のビジュアル化、タッチパネルと大型LCDへのダイナミック波
形表示により、いままで条件設定に要していた時間を短縮し、容易な計測を可
能にいたします。

1801278 オムニエースⅢ エー・アンド・デイ RA2800A 誰でも現場ですぐ測定“32ch入力で抜群の操作性です。

1801332 メモリーハイコーダ 日置電機 MR8827 波形発生可能です。 64ch高速 絶縁, アナログ32ch +ロジック32ch

3011030 デジタル圧力計 横河計測 MT210シリーズ 高確度・高分解能 国家標準にトレーサブル 許容入力値が高い

3011025 デジタル圧力計 横河計測 MT210Fシリーズ 温度の影響が極小です。

取り扱いあり ポータブル多機能校正器 日本ベーカーヒューズ DPI620 Genii 多機能：電気、 周波数、 温度、 圧力
HART 通信機能をフル装備しました。

1001012 直流電圧電流源 横河計測 GS210 優れたトレーサビリティと安定度、5.5桁の分解能を持ち、きわめて低ノイズ
の理想的な直流電圧及び電流を発生します。

2111319 直流電圧電流発生器 エー・ディー・シー 6146 4 1/2桁で広ダイナミックレンジ・高分解能の電圧／電流発生 できます。

2111425 直流電圧電流モニタ エー・ディー・シー 6240B 基本確度：±0.02％の発生、測定

2020005
2020006

６ダイヤル可変抵抗器 横河計測 2793 01
2793 03

高い再現性による安定した抵抗値です。抵抗温度計の校正に最適です。
絶縁抵抗計の校正に最適です。ラックマウントが可能です。

2011014 ６ダイヤル式ディケード精密可変抵抗器 アルファーエレクトロニクス ADR6シリーズ 61/2桁の任意の抵抗値を設定可能です。外部ノイズの影響を受けにくい高精度
抵抗器

1001004 コンパクトキャリブレータ 横河計測 CA150 発生・測定直流電圧レンジ0.02%の高精度です。ループ電源機能 電源供給し
ながらmA測定が可能です。

1001025 プロセスマルチメータ 横河計測 CA450 DC30.000ｍAまでの計装信号を0.05%で高精度測定 24Vループ電源を供給
しながらmAを測定可能です。

1041182 パワーアナライザ 横河計測 WT1800E クラストップレベルとなる、読み値誤差±0.05%、レンジ誤差±0.05%の電力
基本測定確度を達成し エネルギー効率が高められた最新の機器を、より高い
精度で測定することができます。

1041143 パワーアナライザ 日置電機 3390 クラストップレベルの電力基本確度±0.04%rdg.±0.05%f.s.です。

2201012 クウォーツ温度計 東京電波 DMT622 本体とプローブを組み合わせ±0.05℃

1341026 ファンクションジェネレータ キーサイト・テクノロジ 33522B 250 Mサンプル/sのサンプリング・レートで、より時間分解能の高い任意波形
を作成できます。

1341028 任意波形発生器 横河計測 FG420 様々な波形を標準搭載しており、必要な波形を簡単な操作で出力できる信号発
生器です。

1351074 ファンクションジェネレータ テクトロニクス AFG3102C 12種類の標準波形を装備しています。任意波形は、高サンプリング・レートで
最大128Kワードまでの波形を作成できます。

プラント計装に役立つ計測ソリューション

データレコーダ

各種センサ信号を多チャンネルで記録し
たい

ファンクションジェネレータ

任意波形発生器ソリューション

6ダイヤル可変抵抗器

計装信号の電圧/電流変換を高精度な抵抗
値で変換したい

クウォーツ温度計

測定確度が高い温度測定を低価格で実現
したい

マノメータ

圧力センサ/メータの校正・検査を高精度
で測定したい

コンパクトキャリブレータ

非常用に電圧電流（1-5V 4-20mA）
をバッテリ起動可能測定器を使いたい

直流電圧電流発生器

計装信号用電流発生できて精度が高い測
定器を使いたい

パワーアナライザ

高精度な電力測定を行いたい

エーディーシー
直流電圧電流発生器

6146

横河計測
6ダイヤル可変抵抗器

279301/279303

キーサイト・テクノロジ
ファンクションジェネレータ

33522B

東京電波
クウォーツ温度計

DMT622

本体とプローブを組み合わせ±0.05℃

エー・アンド・デイ
データアクイジョン装置オムニエースⅢ

RA2300A/RA2800A

横河計測
デジタル圧力計

MT210/MT210F

日置電機
メモリーハイコーダ

MR8827

横河計測
任意波形発生器

FG420

テクトロニクス
ファンクションジェネレータ

AFG3102C

横河計測
プレシジョンパワーアナライザ

WT1800E

アルファ・エレクトロニクス
6ダイヤル式ディケード精密可変抵抗器

ADR6シリーズ

横河計測
コンパクトキャリブレータ

CA150

横河計測
直流電圧電流源

GS210

横河計測
プロセスマルチメータ

CA450

日本ベーカーヒューズ
ポータブル多機能校正器

DPI620 Genii

日置電機
パワーアナライザ

3390

エーディーシー
直流電圧電流モニタ

6240B

横河計測
スコープコーダ

DL350-HJ/VE/EB
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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）
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