カーエレクトロニクス技術展
出展のご案内
2016年1月13日
（水）
より東京ビックサイトにて開催される、
オートモーティブワールド
第8回国際カーエレクトロニクス技術展に出展を致します。
当日は、
来場者さまだけの特典として「ガイドブック」無料配布のほか、
電磁界可視化システム
EPS−02シリーズなど、
EMC試験にまつわる様々なソリューションを展示します。
無料招待状を同封いたしますので、
是非お越しください。
ご来場を心よりお待ちもうしあげます。
日時：2016年1月13日［水］〜15日［金］ AM10:00〜PM6:00（最終日PM5:00）
会場：東京ビックサイト
（西１ホール）
ブースNO：W2-62 ※ブース場所の詳細は裏面をご覧ください。

● 空間電磁界可視化システム EPS-02E

エミッション測定の不合格、原因特定に
お困りではありませんか？
EPS-02Eは、
カメラの画像から電磁界センサーの位置を検出し、
そのセンサーで測定した信号をリアルタイムで
周波数解析するシステムです。対策が必要な「電磁波」
を簡単に特定でき、
対策工数の削減に貢献します。

サイトで測定...

空間電磁界可視化システム EPS-02E

さらに...

その場で測定．
．
．
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測
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問題箇所発見!!

● 薄型プレート広帯域アンテナNKU07M32G

近接照射イミュニティ試験のアンテナはこれ１本でOK！
近傍界での強電磁界イミュニティ試験において、
薄型プレート広帯域アンテナを用いることで個々のアンテナ交換が不要となり、
試験時間の大幅な短縮ができます。
また、
低VSWR・高GAIN・高耐電力で効率よい試験ができます。
小型で軽量、
狭い箇所への試験のし易さを、
ブースで実感してみませんか？

第32回神奈川工業技術開発大賞
【奨励賞】受賞

自由に折り曲げる
ことができます

特 願 ： 2014-009288
出願人 ： 株式会社ノイズ研究所
トヨタ自動車株式会社

試験イメージ

ご来場さまだけに特別プレゼント！

無料

自動車・車載機器用ＥＭＣ試験規格概要 2016 年度版
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自動車の主要 EMC 規格一覧
ECE R10 規制一覧
電気自動車の主要 EMC 要求一覧
電気自動車の充電設備の主要 EMC 要求一覧
ISO 61000-4-2 Ed.2 2009 規格 ( 静電気放電試験）
ISO 10605 Ed.2 2008 規格（静電気放電試験）
ISO 7637-2 Ed.3 2011 規格（過渡電圧サージ試験、過渡エミッション測定）
ISO 7637-3 Ed.2 2007 規格（過渡電圧結合サージ試験）
ISO 16750-2 Ed.4 2012 規格（電源電圧変動試験（DC）
）
IEC 61000-4-4 Ed.3 2012 規格（ファスト・トランジェント／バースト試験）
IEC 61000-4-5 Ed.3 2014 規格（雷サージ試験）

●
●
●
●
●
●

IEC 61000-4-11 Ed.2 2004 規格（電源電圧変動試験（AC）
）
CISPR 25 Ed.3 2008 規格（広帯域・狭帯域エミッション測定）
ISO 11452-2 Ed.2 2004 規格（アンテナ照射イミュニティ試験）
ISO 11452-8 Ed.2 2015 規格（磁界に対するミュニティ試験）
ISO 11452-9 Ed.1 2012 規格（近接アンテナ照射イミュニティ試験）
ISO 11452-4 Ed.4 2011 規格（BCI/TWC 法イミュニティ試験）

今回は印刷部数が少なく数に限りがあります。
ご興味あるお客さまはお早めにお越しください！
！
※ 先着順にて配布をし、無くなり次第、終了となりますのでご了承ください。
※ ご予約、お取り置き等はお承りしておりません。
ご了承ください。

自動車・車載機器用
ＥＭＣ試験規格概要
2016 年度版
○ 自動車の主要 EMC 規格一覧
○ ECE R10 規制一覧
○ 電気自動車の主要 EMC 要求一覧
○ 電気自動車の充電設備の主要 EMC 要求一覧
● ISO 61000-4-2 Ed.2 2009 規格

（静電気放電試験）

● ISO 10605 Ed.2 2008 規格

（静電気放電試験）

● ISO 7637-2 Ed.3 2011 規格
● ISO 7637-3 Ed.2 2007 規格

（過渡電圧サージ試験、過渡エミッション測定）
（過渡電圧結合サージ試験）

● ISO 16750-2 Ed.4 2012 規格

（電源電圧変動試験（DC））

● IEC 61000-4-4 Ed.3 2012 規格

（ファスト・トランジェント／バースト (EFT/B) 試験）

● IEC 61000-4-5 Ed.3 2014 規格

（雷サージ試験）

● IEC 61000-4-11 Ed.2 2004 規格

（電源電圧変動試験（AC））

●CISPR 25 Ed.3 2008 規格

（広帯域・狭帯域エミッション測定）

● ISO 11452-2 Ed.2 2004 規格の

（アンテナ照射イミュニティ試験（無響室法 (ALSE)）
）

● ISO 11452-8 Ed.2 2015 規格

（磁界に対するミュニティ試験）

● ISO 11452-9 Ed.1 2012 規格

（近接アンテナ照射イミュニティ試験（無響室法 (ALSE)）
）

● ISO 11452-4 Ed.4 2011 規格

（BCI/TWC 法イミュニティ試験）

○ 商品のご案内

まだまだあります。
EMC試験にまつわる様々なソリューション。
● 微小ギャップ放電チップ

より厳しいESD耐性評価ができます。

微小ギャップ放電チップ

規格で規定する放電電流ピークがより大きく、
立ち上がり時間がより高速になる放電チップです。
ESD試験は、
イミュニティ試験の中でも厳しいと言われていますが、
より製品品質を高める加速試験として、
また、
フィールドで発生する特異なESD現象の再現確認としてご利用頂けます。

● 静電気試験自動評価システム

静電気試験の時間短縮・自動評価ができます。

静電気試験器
放電ガン

煩雑になりやすく、
作業時間が膨大となる静電気試験を自動化し、
機器の誤動作判定までを含めた
自動評価システムの構築をご紹介します。
静電気試験自動評価システム

● 耐高周波サージ試験器（インパルス波形、バースト波形）

要求規格のEMC試験がすぐにできます。 EMC試験では試験器の他にも、
様々な試験規格要求や各メーカー要求規格に準じた試験は、
試験器を用意しただけでは、
実施する
ことはできません。実際に、
その試験を行うためには、
試験環境のほか様々な冶具などのアクセサリや
設備が必要となリます。
ノイズ研究所では、
これら試験環境やアクセサリなども充実して取り揃えており
ますので、
直ぐに試験を行う事が出来ます。
バッテリ

試験環境、冶具、アクセサリなど
が必要です。

バッテリ

ファスト・トランジェント／バースト試験器
（FNS-AX3)

0.5m 以下

周辺機器

試験パルス発生器

絶縁物
（DUT スペーサ）
h10cm

DUT 等
結合コンデンサ

直流電源
グランドプレーン
カップリングアダプタ
（CA-805B）

供試品（DUT)

ファスト・
トランジェント／バースト試験器

インパルスノイズシミュレータ

EMC試験サイト
テストラボ船橋［新サービス］

ラインコイル L

絶縁 [(50±10)mm]
試験イメージ
（一例）

CA-803A使用時

CA-806A使用時

95242-1使用時

FNS-CDN-N1303使用時

試験イメージ
（一例）

テストラボ船橋では、
設備の改修により小型暗室の対策検討に加え、
オープンサイトでの本測定が可能となりました。
予備測定後のノイズ対策では、
空間電磁界可視化システム
（EPS-02E）
を活用することで、
ノイズの発生源特定や対策効果の確認などを効率よく実施でき、
規格準拠の
オープンサイトでは最終評価までを実施することができます。測定料金も、
従来の試験サービスと同様にリーズナブルな価格でご提供。
お気軽にご利用いただけます。

株式会社ノイズ研究所 展示ブース場所のご案内
みなさまのご来場を
心よりお待ち申し上げます。

EMC・ノイズ対策ゾーン

株式会社ノイズ研究所

西1ホール ブースNO：W2-62
カーエレクトロニクス技術展会場内
EMC・ノイズ対策ゾーン内となります。

ホームページアドレス http://www.noiseken.co.jp

株式会社ノイズ研究所
● 営業部、
首都圏営業所
〒252-0237 神奈川県相模原市
中央区千代田1-4-4
TEL:042-712-2031
FAX:042-712-2030
Mail:syutoken@noiseken.com

● 東日本営業所
〒336-0022 埼玉県さいたま市
南区白幡4-29-3 第5隆伸ビル1F
TEL:048-866-0721
FAX:048-866-0751
Mail:urawa@noiseken.com

〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田1- 4 - 4

● 中部営業所
〒465-0025 愛知県名古屋市
名東区上社3-609 北村第1ビル5F
TEL:052-704-0051
FAX:052-704-1332
Mail:nagoya@noiseken.com

● 西日本営業所
〒564-0063 大阪府吹田市
江坂町1-10-17
TEL:06-6380-0891
FAX:06-6337-2651
Mail:osaka@noiseken.com

● カスタマサービスセンター
（修理・校正）
〒252-0237 神奈川県相模原市
中央区千代田1-4-4
TEL:0088-25-3939
（フリーコール）
TEL:042-712-2021/FAX:042-712-2020
Mail:ｃ
ｓ
ｃ@noiseken.com

