おまたせしました！
半導体式
半導体式インパルスノイズ試験器
導体式インパルスノイズ試験器
ル
試験器
ついに登場！
EMC・ノイズ対策技術展
出展のご案内
2019 年 4 月 17 日
（水）
より幕張メッセにて開催
される、
テクノフロンティア 2019 第 32 回 EMC・
ノイズ対策技術展に出展いたします。
市場でのノイズによるトラブルを想定した EMC
試験をご紹介し、
お客さまの製品信頼性の向上、
品質向上にお役立て頂ければと存じます。
みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げます。
日時 : 2019年4月17日［水］〜19日［金］
AM10:00〜PM5:00
会場 : 幕張メッセ
（国際展示場5ホール）
※ブース場所の詳細は裏面をご覧ください。

ブース内セミナーのご案内

○ 10 分セミナー開催
※

本当に EFT/B試験だけで良い？
上記テーマをベースに１日７回セミナーを実施します。
インパルスノイズ試験を今後どうするのか迷っている方、半導体式のインパルスノイズ試験器ってどんな
もの？と考えている方は特に必見です。
【 日 時 】：当ブースにて掲示
（1 日約７回開催。
日によって時間が変わります。）
※ EFT/B 試験：ファスト・トランジェント／バースト試験（国際規格 IEC 61000-4-4 で規定されている EMC 試験）

○ ノイズテクニカルレポートを無料配布
ブース内セミナーに参加頂いた方のみ無料配布いたします。

無料セミナー（出展者セミナー）のご案内

市場トラブルを考慮したノイズ試験
現在、イミュニティの試験方法は IEC 規格等で規定されているが、実際に製品を納入した現場では、
これら規格に基づいた試験要求を満足しただけでは市場トラブルが解消されない問題点が多くある。
今回、様々なノイズの現象を想定し、それらのノイズ試験に対して有効となる試験方法を解説する。
【 日 時 】：2019 年 4 月 17 日 [ 水 ] 15:40 〜 16:30
【発表者】：IEC SC77B MT12 エキスパート委員
自動車技術会 CISPR 分科会 委員
株式会社ノイズ研究所 技術部 上席部長 石田 武志
本セミナーはテクノフロンティアHPにて事前に申込みができます。 https://www.jma.or.jp/tf/index.html

空間電磁界可視化システム EPS-02Ev3

インパルスノイズ試験器 INS-S220

ノイズトラブルの問題解決に スペクトログラム測定で
半導体リレー方式の採用により、水銀リレーを使用し
ノイズ発生要因の解析が簡単に
た当社従来品と比較して試験パルス波形の安定性
ご好評頂いている空間電磁界可視化システムに従来の２次元（周波数と
レベル）
３次元（周波数、
レベル、時間）測定が可能になりまし
測定に加え、
た。
これにより、
ノイズの時間的変化が視覚的に確認できるようになり、間
欠ノイズの発見など、
ノイズの発生要因の解析が容易になりました。

が向上し、再現性の高い試験が可能となりました。
また、
同軸ケーブルといった
消耗品が少なくなったことで、
煩わしい交換作業も削減。
ランニングコストの抑制に
貢献します。

再現性の向上
より定量的な試験ができます

特定ポイントでのスペクトログラム測定データ

水銀リレー方式から半導体リレー方式に変更することで試験パルス波形の安
定性が向上し、従来よりも定量的で再現性が高い試験ができます。
波形歪み

出力電圧のばらつき

従来品
INS-4020

繰返し周期のばらつき

出力電圧
繰返し周期
安定！
出力歪み
低減！

新製品
INS-S220

イメージ

展示ブース場所のご案内

出展者セミナー会場
● 市場トラブルを考慮したノイズ試験

【TECHNO-FRONTIER 2019 第32回EMC・ノイズ対策技術展】

【 日 時 】４月 17 日 ( 水 ) 15:40 〜 16:30

日時 : 2019年4月17日［水］〜19日［金］AM10:00〜PM5:00
会場 : 幕張メッセ（国際展示場）

ブースNO : 5D-01
(ホール５入り口を入ってすぐ左側です)

ノイズ研究所展示ブース

みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

国際展示場

6

7

ホール

5

ホール

ホール

ブース内セミナー会場
弊社ブース内セミナーをお聞き頂いた方には、もれなくノイズテクニカルレ
ポートの無料配布を行っております。
また、今回特別に IEC 61000-4 試験規格概要の冊子を無料にて特別配布
いたします。

※ 無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
※ 一部、
ブース内セミナー聴講者限定での配布となります。
※ ご予約、
お取り置き等は承っておりません。
ご了承ください。
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微小ギャップを伴う接触放電での静電気放電現象

ホール

1. はじめに

IEC 61000-4
試験規格概要
2019 年度版

帯電した人体からの静電気放電（以下 ESD：ElectroStatic discharge）による電子機器の
誤動作耐性試験は、国際規格 IEC 61000-4-2（自動車は、ISO 10605）により規定されていま
す。本来、静電気放電は帯電人体のアプローチを伴う空気ギャップを介した不安定な気中
放電となりますが、より安定した試験の再現性を得るために、これらの規格では、主に接
触放電方式にて試験が行われています。この接触放電は、合理的な試験を実施するための
規定ですが、実際の気中放電とはかなり異なる特性を示す場合があります。
ESD 試験は、GHz 帯の周波数成分を含む高速の過渡現象であり、電子機器にとって非常
に厳しい試験であることは知られていますが、接触放電方式で起こりうる、特異な状況下
では、更に厳しい放電現象が発生することが確認されています。
本稿では、この特異な現象とそのメカニズムを解説します。

中央モール(2F)

2. ESD 試験と ESD 試験器
ESD 試験は、人体からの気中放電とは異なり、より安定した接触放電方式が主に用いら

◎ EMC 規格動向 2018
● IEC 61000-4-2 Ed.2 2009（静電気放電試験）
● IEC 61000-4-3 Ed.3 2012（放射電磁界イミュニティ試験）

セントラルキャフェテリア

れています。この接触放電は、図 1 に示す ESD 試験器（ガン）内部の高電圧リレーにより、
予め供試体（以下 EUT：Equipment Under Test）に接触させた放電電極に、150 pF のエ
ネルギー蓄積コンデンサの電荷を、330 Ω の放電抵抗を通して印加しています。

● IEC 61000-4-4 Ed.3 2012（EFT/B 試験）
● IEC 61000-4-5 Ed.3 2014（雷サージ試験）
● IEC 61000-4-6 Ed.4

204 205

2013（伝導電磁界イミュニティ試験）

● IEC 61000-4-8 Ed.2 2009（電源周波数磁界イミュニティ試験）
● IEC 61000-4-11 Ed.2 2004（電源電圧変動試験（AC））
○ ノイズ研究所 商品のご案内

図 1 接触放電の動作
この接触放電は、空気中で火花放電する気中放電に比べ、高気圧の不活性ガスが充填され
た高電圧リレー内において高速で移動する接点間での通電となるため、非常に安定した放
電となります（高電圧リレー内部でも接点間で微小な放電は発生しています）
。
規格書では、この安定した放電となる接触放電においての放電電流波形が規定されてい
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