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TDKは、EMC(電磁両立性）試験分野への技術ソリューションの設計、開発、製造を推進し

てきました。当社では、自動試験システム、ソフトウェア、アンテナ、電波暗室、広範な

EMC対策用部品など、EMCトータルソリューションを提供しています。すなわち、当社はお

客様にとって、当社が持つ技術的専門知識に裏付けられた実績豊富なソリューションと
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Integrated Test Systems  

革新的なソリューション 革新的なソリューション 革新的なソリューション 革新的なソリューション     
 

EMIおよびEMSの試験システム用に広範な仕様に対応する革新的なソリューションを提供します。 

￭ ￭ ￭ ￭ 放射エミッションおよび伝導エミッション：放射エミッションおよび伝導エミッション：放射エミッションおよび伝導エミッション：放射エミッションおよび伝導エミッション： 当社のエミッション試験システムには、お客様の製品に 

 適用される仕様に応じて効率的に試験を行える最新のテクノロジーが導入されています。 

￭ ￭ ￭ ￭ 放射イミュニティおよび伝導イミュニティ：放射イミュニティおよび伝導イミュニティ：放射イミュニティおよび伝導イミュニティ：放射イミュニティおよび伝導イミュニティ： 当社のイミュニティ試験システムでは、クラス最高の試験 

 装置、アンテナ、ソフトウェアを一体として使用することにより、各種の試験仕様に準拠した電磁イミュ 

 ニティの自動試験を提供します。 

￭ ￭ ￭ ￭ EUTモニタリング：モニタリング：モニタリング：モニタリング： モニタリング装置、映像音響機器、ソフトウェアを統合することにより、試験中の、 

 EUTの出力信号モニタリング、EUTスティミュレーション、表示装置または音響装置による不具合の 

 モニタリングを提供します。 

￭ ￭ ￭ ￭ SAR試験システム：試験システム：試験システム：試験システム： SARシステムコンポーネント – プローブ、 

 ツインファントム、ミニラックに装着された各種測定用機器、ダ 

 イポールアンテナによる三次元解析を提供します。 

 

 

 

実績のあるソリューション実績のあるソリューション実績のあるソリューション実績のあるソリューション    
 

当社の試験システムは、民生システム分野、情報通信システム分野、自動車分野のソリューションに対

して、欧州、米国、アジアにおいて豊富な実績があります。幅広い分野での経験と多数の導入実績を経

て、当社のシステム設計は、絶えず最新のテクノロジーを取り入れながらダイナミックに進化しています。 
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Integrated Test Systems  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

統合システム設計統合システム設計統合システム設計統合システム設計  

 

EMC試験システムにおける当社の専門知識は、研究、開発、設置、トレーニングです。当社では、最良の

機器および部品の選択、高品質な施工、およびユーザ/試験システム/試験環境間のシームレスなイン

タフェースを提供することにより最適なターンキーシステムを構築し、お客様の構想を具現化します。 

 

 

試験システムの自動化試験システムの自動化試験システムの自動化試験システムの自動化   

 

EMC試験手順における、アンテナ交換や位置調整等の作業を自動化することにより、限られたリソース

の生産性を最大限に高め、製品の早期市場投入を促進するサポートが可能です。EMC試験における繰

り返し作業を自動化することで、試験を簡素化でき、測定の一貫性と繰り返し再現性が得られるほか、試

験時間が短縮されます。また、自動化は、試験設備の品質保証戦略に不可欠な要素でもあります。当社

では、TDK TestLab TMソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントを一体として使用して試験を自動化

することにより、試験準備プロセスの円滑化、測定の実行、および試験装置操作のリモートコントロール

を実現します。 
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Integrated Test Systems  

民生機器試験システムの専門知識民生機器試験システムの専門知識民生機器試験システムの専門知識民生機器試験システムの専門知識    

 

民生機器のEMC試験システムにおいては、様々なメーカ製の機器、詳細な試験手順の実行、およびモニ

タリング結果に対する知識が必要とされます。新しい技術が市場に導入されると、EMC試験も複雑にな

り、この作業はいっそう難度の高いものになります。これらへの対応として、ますます多くの企業から、最

新のテクノロジーを採用した統合システムソリューションの開発に対して、技術要求が高まっております。 

当社のEMC試験システムは、試験用機器、TDK TestLab TMソフトウェア、システム制御、ポジショニング

デバイス、及びアンテナを統合して、国際規格、およびメーカ独自の規格に従って個別の製品やサブシ

ステムの試験を実行します。当社のシステムは、電波暗室、シールドルーム、オープンサイト、試験セル

内で自動試験、半自動試験、手動試験を実行することが可能です。 

 

 

業界固有の試験要件業界固有の試験要件業界固有の試験要件業界固有の試験要件    

 

民生機器試験システムに加え、自動車、電気通信、および航空宇宙分野の試験要件に対応する専用シ

ステムを設計しています。 

￭ 車両および車載部品 

￭ 情報通信/移動無線/アンテナ分野 

￭ MIL規格/航空宇宙分野 

 

 

車両および車載部品用試験システム車両および車載部品用試験システム車両および車載部品用試験システム車両および車載部品用試験システム    

 

車両、車載部品、セパレートテクニカルユニット

（STU）、およびサブアセンブリ（ESA）の試験用のソ

リューションを設計しています。自動車用システム

は以下の規格に対応します。 

￭ 自動車EMC指令 

￭ 北米および国際規格 

￭ メーカ独自規格 — 国内および海外 
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 Antennas  

アンテナアンテナアンテナアンテナ    

    HLP-2006C  

HLP-2006Cは帯域幅がきわめて広く、20MHz～6GHzの範囲全体で優れた

性能を発揮します。業界で最もバランスがとれた放射エミッション用アンテナ

であり、特に広帯域な放射エミッション試験に適しています。医療やその他の

民生機器業界において、規格に基づいた評価を行うために理想的なアンテ

ナです。独自の低周波数ハイブリッドエレメントにより、きわめてコンパクトな

アンテナが実現されています。このため、小規模な試験室や小型電波暗室で

の利用も可能となります。 

 

関連製品関連製品関連製品関連製品 ：：：： ハイブリッドログペリオディックアンテナハイブリッドログペリオディックアンテナハイブリッドログペリオディックアンテナハイブリッドログペリオディックアンテナ  

￭ HLP-2603：26MHz～3GHzのきわめて広い周波数範囲をカバーするイミュニティおよびエミッション 

 測定用アンテナです。 

 

HRN-0118 

1GHz～18GHzの周波数範囲でマイクロ波の送受信に使用される広帯域ダブルリ

ジッドホーンアンテナです。HRN-0118は、放射イミュニティおよびエミッションの試

験に必要な強電界を満たし、高利得、低VSWR、中程度のパワーハンドリング

（300W）という特徴を持ち、また、アルミニウム合金を使用したロバスト設計を採用

しています。 

 

 VLA-8001 

VLA-8001は、広い周波数範囲（80MHz～1GHz）に対応し、標準のログペリ

オディックダイポールアレイアンテナより高い利得を得ています。E面およびH

面のビーム幅が等しいという特長を持ち、独自の給電設計（特許申請中）に

より高電力のイミュニティ用途に優れた性能を発揮します。 

 

関連製品関連製品関連製品関連製品 ：：：： ログペリオディックアンテナログペリオディックアンテナログペリオディックアンテナログペリオディックアンテナ 

￭ LPDA-0801：ログペリオディックダイポール、80MHz～1GHz 

￭ LPDA-0803：ログペリオディックダイポール、80MHz～3GHz 

￭ VLA-2001：Vログアレイ、200MHz～1GHz 

￭ PLP-3003：高精度ログペリオディック、300MHz～3GHz 

￭ LPDA-8003：ログペリオディックダイポール、800MHz～3GHz  
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 Antennas  

HBA-2010 

この高電力バイコニカルアンテナHBA-2010は、10MHz～100MHzの測定周波

数範囲をカバーする新世代のバイコニカルダイポールです。イミュニティ試験

に優れた、高い出力パワー、広い電界分布、およびアンテナ放射パターンを特

長としています。 

 

関連製品関連製品関連製品関連製品 ：：：： バイコニカルアンテナバイコニカルアンテナバイコニカルアンテナバイコニカルアンテナ    

￭ PBA-2030：高精度バイコニカル、20MHz～300MHz 

￭ HBA-2030：高電力バイコニカル、20MHz～300MHz 

￭ MBA-2060：計測用バイコニカル、20MHz～600MHz 

 

STL-03ストリップラインアンテナストリップラインアンテナストリップラインアンテナストリップラインアンテナ    

STL-03ストリップラインアンテナは、制御帯域幅でのみ強

電界を発生するように設計されています。自動車および

航空宇宙向けの規格に従ってEMC測定を実行し、放射電

磁界に対する自動車および航空機器のイミュニティを試

験するために使用されます。 

 

関連製品関連製品関連製品関連製品 ：：：： ストリップラインアンテナストリップラインアンテナストリップラインアンテナストリップラインアンテナ    

￭ STL-01：STL-01およびSTL-01Aストリップラインは、電気/電子機器の放射イミュニティ試験に使用され

る強電界を発生することを目的としています。 

 

 EFG-05大型大型大型大型E/Hフィールドジェネレータフィールドジェネレータフィールドジェネレータフィールドジェネレータ    

EFG-05は、10kHz～30MHzの周波数範囲で均一な電磁界を大面

積に放射するTEMワイヤデバイスです。EFG-05本体を上下に移

動させて高さを調節することにより、給電部の入力インピーダンス

を調整でき、お客様の電波暗室に最適の設定が可能です。EFG-

05は主として、試験対象車両に、低周波数の電磁界を照射する用

途に使用されます。特に、広帯域の強電界の発生機能に適合しま

す。 

 

関連製品関連製品関連製品関連製品 ：：：： Eフィールドジェネレータフィールドジェネレータフィールドジェネレータフィールドジェネレータ    

￭ EFG-02 Eフィールドジェネレータ（10kHz～100MHz）2.5kW増幅器を使用して 

 最大500V/m RSMを発生可能。大面積で均一磁界を発生、低VSWR。 
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 Test Products  

システム制御システム制御システム制御システム制御 

 SI-300多目的ソリューション多目的ソリューション多目的ソリューション多目的ソリューション    

 SI-300コントローラは、手動またはコンピュータ制

御のEMC試験システム用に設計された多目的シス

テムインタフェースです。SI-300では、フィールドセン

サ、ターンテーブル、マスト、プローブポジショナ、ローカルおよびリモートのスイッチモジュール（選択した

構成によって異なります）の制御をユーザフレンドリな操作で実行できます。 

 

SI-300は、ラックマウントまたはスタンドアロンユニットとして使用できます。SI-300のリアパネルには、用

途に応じて、最大4チャネルまたは最大4個のRFスイッチを搭載することができます。光ファイバリンクで

遠隔装置を制御することにより、従来の制御ケーブルで課題となる干渉が解消されます。 

 

関連製品関連製品関連製品関連製品 ：：：： システム制御システム制御システム制御システム制御    

￭ リモートスイッチモジュール（RSM-02） 

￭ LISNインタフェース（LI-2000） 

 

モニタリング装置モニタリング装置モニタリング装置モニタリング装置    

 

VC-04カラービデオカメラカラービデオカメラカラービデオカメラカラービデオカメラ    

EMC試験中の装置のリモートモニタリングを目的とした高性能CCDカメラです。また、このカメラシステム

は、電磁シールドされたカメラを制御し、電波暗室内で実施される試験の映像を多角的に記録します。 

￭ VC-04は、EMC試験に必要とされる苛酷な環境で動作するように設計され

ています。カメラはEMI強化保護ケースに収納されており、制御信号とビデ

オ信号の通信には、イミュニティ試験中に発生する強い電磁界による干渉

を防止するために、光ファイバが使用されています。 

￭ 高解像度のVC-04は、SI-300CCコントローラを使用して、フォーカス、ポジ

ショニング、ズームなどをリモートでコントロールできます。 

 

SI-300CCカメラコントローラカメラコントローラカメラコントローラカメラコントローラ    

最大4台の独立したカメラユニットを制御できます。2つのジョイ

ステックを使用して、パン、チルト、ズーム、フォーカスなどのカメ

ラ機能を正確に操作できます。SI-300CCには、グラフィックLCD、4つのファンクションキー、4つのスペ

シャルキー、12個の数字キーが装備されており、ユーザフレンドリな制御が可能です。  
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 Test Products  

ポジショニング装置ポジショニング装置ポジショニング装置ポジショニング装置    

 

プローブポジショナ（プローブポジショナ（プローブポジショナ（プローブポジショナ（PP-02））））    

PP-02フィールドプローブポジショナは、リモートポジショニング用途を目的とし

たx-y軸プローブポジショナです。このポジショナは、SI-300システムインタ

フェースによって制御されます。これにより、EMC試験手順の実行中に試験エ

ンジニアが試験室のドアを開けずにフィールドプローブを遠隔で位置決めでき

るため、試験の中断を極力抑える事が可能になります。TDK TestLab TMソフト

ウェアを使用することで、プローブを自動的に位置決めすることもできます。 

 

￭￭￭￭IEC 61000-4-3準拠：準拠：準拠：準拠： PP-02は、IEC 61000-4-3の電界均一性の測定要件

に適合した、電界均一性試験の自動測定に使用できます。電界均一性測定

において、プローブを遠隔で位置決めすることにより、手動による32回（水平

16回、垂直16回）の位置決めが不要になり、試験時間が最大20%短縮されます。広範な周波数範囲を

カバーする2つのアンテナを使用する場合、PP-02によって64回の位置決めが不要になります。 

￭￭￭￭Eフィールドの干渉防止：フィールドの干渉防止：フィールドの干渉防止：フィールドの干渉防止： PP-02は、DCバッテリによる電源供給、光ファイバ伝送システム、非導電構造

により試験環境に影響しません。このため、ポジショナからの電界干渉がなく、正確な測定を行えます。 

 

デュアルアンテナポジショニングシステム（デュアルアンテナポジショニングシステム（デュアルアンテナポジショニングシステム（デュアルアンテナポジショニングシステム（DAPS））））    

DAPS-01デュアルアンテナポジショニングシステムは、ターンテーブ

ルと一体となったデュアルアンテナマスト、およびSI-300システムイ

ンタフェースで構成されます。DAPS-01は、EMC試験中に水平偏波

と垂直偏波の自動切り替え、マスト前後に取り付けられた異なるア

ンテナの自動切り替えをリモートコントロールする等、測定の自動化

を目的として設計されています。DAPS-01を使用することにより、2

つのアンテナの帯域幅の全域で連続的に試験を実行可能です。 

￭ ￭ ￭ ￭ リモートコントロール：リモートコントロール：リモートコントロール：リモートコントロール： DAPS-01はSI-300システムインタフェース

によりリモートコントロールされます。回転軸と偏波面の制御には、

独立したコントロールユニットが使用されます。 

￭ ￭ ￭ ￭ 光ファイバリンク： 光ファイバリンク： 光ファイバリンク： 光ファイバリンク： ポジショニングシステムのリモートコントロール

は光ファイバリンクを使用して実行されるため、周囲からのノイズの

干渉および距離的な制約がありません。 

￭ ￭ ￭ ￭ カスタム寸法： カスタム寸法： カスタム寸法： カスタム寸法： ポジショニングシステムのマストおよびターンテーブルの寸法は、お客様の必要な照射 

 領域に応じて選択できます。 
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 Test Software  

EMC試験ソフトウェアであるTDK TestLab TMは、柔軟性やパフォーマンスを犠牲にすることなく、容易に

操作できるユーザフレンドリーなインタフェースを特徴としています。TDK TestLab TMは、北米、欧州、ア

ジアの規制（CISPR、EN、ETSI、FCC、IEC、ISO、MIL-STD-461/2、RTCA DO-160など）および各種の自

動車試験規格で指定されている各種のEMIおよびEMS試験の自動化をサポートします。 

 

Emissions Lab（（（（EMI-LAB））））    

TDK Emissions Labを使用することで、シールドルーム、電波暗室、オー

プンサイトでの放射エミッションおよび伝導エミッションの試験が簡素化さ

れます。このソフトウェアには、EMIレシーバー、スペクトラムアナライザ、

ターンテーブル、アンテナタワー、その他の機器のサポートが含まれてい

ます。 

 

￭ ￭ ￭ ￭ 試験データ出力： 試験データ出力： 試験データ出力： 試験データ出力： TDK Emissions Labでは、試験データを表形式で表

示できるほか、さまざまなグラフ形式で表示することもできます。振幅対

周波数のx-yプロット、振幅対アンテナ高さとターンテーブルポジションの

カラーマッピング、振幅対ターンテーブルポジションの円プロット、振幅対

アンテナ高さのx-yプロットが可能です。 

 

 

伝導 伝導 伝導 伝導 Immunity Lab (CON-LAB））））    

TDK伝導 Immunity Labは、CDN(Coupling Decoupling Network )や

ISN(Impedance Stabilization Network)を使用した伝導イミュニティ試験

や、BCI(Bulk Current Injec-tion)など、さまざまな種類の伝導イミュニ

ティ試験をサポートします。サポートされる機器としては、各種信号生成

器、増幅器、パワーメーター、スペクトラムアナライザ、マルチメーターな

どが含まれます。 

 

放射 放射 放射 放射 Immunity Lab（（（（RAD-LAB））））    

TDK放射 Immunity Labは、電波暗室、GTEM、TEMセル内での放射イ

ミュニティ試験やストリップラインを使用した放射イミュニティ試験をサ

ポートします。各種信号生成器、増幅器、パワーメーター、電界センサ、

スペクトラムアナライザ、その他さまざまな機器をサポートします。 
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 Test Software  

EUT Monitoring Lab（（（（EUT-LAB））））    

TDK EUT Monitoring Labは、イミュニティ試験中にオシロスコープ、レ

シーバー、スペクトラムアナライザ、ボルトメーター、ダイナミックシグナル

アナライザなどの機器を経由してEUTからデータを取得できます。取得し

たデータを閾値と比較することにより、EUTの状態を判定できます。 

 

 

 

￭ ￭ ￭ ￭ ビデオキャプチャ： ビデオキャプチャ： ビデオキャプチャ： ビデオキャプチャ： TDK EUT Monitoring Labのビデオキャプチャオプ

ションを使用すると、1) イミュニティ試験中のEUT状態をカメラでリアルタ

イムに検知し、2) 試験全体のビデオを録画し、試験後に再生してEUTの

状況を確認することができます。ビデオイメージの中でEUTイベントと定

義する変化のタイプをきわめて柔軟に定義することができます。 
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ＴＤＫ株式会社ＴＤＫ株式会社ＴＤＫ株式会社ＴＤＫ株式会社  

 

本社 

〒 108-0023 

東京都港区芝浦三丁目9番1号 芝浦ルネサイトタワー   

 

電波エンジニアリング部  

〒 272-8558 

千葉県市川市東大和田二丁目15番7号  

TEL. (047)378-9826     FAX. (047)378-9781 

 

 

• 本カタログの内容は、2013年6月現在のものです。 

• 本カタログ記載内容は、改良その他の理由により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 


