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１ 車載受信機保護のための妨害波の推奨限度値及び測定法

本規格は、国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）が作成した規格ＣＩＳＰＲ２５（１９９５）「車載受信

機保護のための妨害波の限度値及び測定法」に準拠するものである。

第１章　一般的事項

１． 適用範囲

本規格は、１５０ｋＨｚ～１，０００ＭＨｚの周波数帯に関する無線妨害波の限度値の推奨値（＊１）と測

定法を示したもので、自動車内で使用する全ての電気／電子部品に適用する。この推奨値は、

自動車内の部品・モジュールから発生する妨害波から、同じ車内の受信機を保護するために

定めたものである（＊２）。自動車の完成品に関する測定法及び推奨値は第２章に、部品及びモジ

ュールに関する測定法及び推奨値は第３章に示す。

保護対象の受信機は、音声及びテレビジョン受信機（＊３）、陸上移動無線機、無線電話、アマ

チュア無線機及び市民バンド無線機である。本規格における自動車とは自走する機械であり、

乗用車、トラック、農業用トラクタ及びスノーモービルなどであるが、これに限定されるも

のではない。

本規格に示した限度値は推奨値であり、自動車メーカと部品供給者との合意に基づいて変

更されることがある。また、本規格は、自動車の出荷後に車両ハーネス又は自動車の電源コ

ネクタに追加接続される部品あるいは装置の製造者や供給者にも適用することが望ましい。

なお、本規格は、無線周波妨害波や過渡的・パルス的な電圧変動から、電子制御システム

を保護することを目的としたものではない。

取付け位置、車体構造、ハーネス設計によって、車載無線機に対する妨害波の影響が異な

るので、第３章では複数の限度値レベルを定義する。自動車メーカと部品供給者間との合意

に基づき、使用する限度値のクラス（周波数帯毎に）を定めること。

本規格に示す試験周波数範囲は、世界の様々な地域の無線業務を包含するために一般化し

ており、多くの場合、隣接した周波数の無線受信も保護できると思われる。また、３０ＭＨｚ

より低い周波数帯の無線業務は、３０ＭＨｚ以上の無線業務に対する限度値が守られていれば、

充分に保護できると思われる。

注（＊１） 自動車の限度値に関する部品の適合性は、自動車完成品に対する試験によって

のみ判断する。

（＊２） ほとんどの場合、周辺の自動車も保護できると思われる。

（＊３） 移動業務周波数における限度値を満足すれば、ＴＶ受信も充分に保護できると思

われる。

２． 引用規格

次に掲げる規格は、引用することにより、本規格の規定の一部を構成するものであり、表

示した版は、本規格の発行時における最新版である。本規格の適用にあたっては、下記の規

格の最新版を使用すること。



（１） ＪＩＳ Ｃ０１６１：「ＥＭＣに関するＩＥＶ用語」

（２） 平成５年度電気通信技術審議会答申　諮問第３号「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）

の諸規格について」のうち、「車両、モーターボート及び火花点火エンジン駆動の装置から

の無線妨害特性の許容値及び測定法」：ＣＩＳＰＲ １２－３ｒｄ．（１９９０）に準拠

（３） ＣＩＳＰＲ １６－１（１９９３）：無線妨害及びイミュニティ測定装置及び測定法に関する規格

第１部「無線妨害及びイミュニティ測定装置」

３． 定義

本規格で使用する用語を以下のように定義する。

３．１ 受信機端子電圧（アンテナ電圧）：無線妨害波によって端子に誘起する電圧で、引用規格

（３）の規定を満足する妨害波測定器によって測定される値（dB（μＶ））である。

３．２ 部品の連続性伝導妨害波：車載受信機の受信障害を引き起こす可能性のある部品・モジ

ュールの電源線又は他の導線に発生する定常的なノイズ電圧・電流。

３．３ アンテナ整合器：測定周波数範囲において、アンテナと測定器（入力インピーダンス

５０Ω）を整合するための機器。

３．４ アンテナ補正係数：アンテナに到来する電波の電界強度を求めるために、測定器の入力

端子電圧の測定値に掛ける係数。この補正係数は、アンテナ自体のアンテナ係数と、ケー

ブル損失係数からなる。

３．５ 過入力レベル：過大入力に対して測定システムの利得が非線形特性を示し、その指示値

が理想的な直線性を持つ測定システムの指示値から規定値だけ逸脱する時の入力レベル。

３．６ クラス：購入者と供給者によって合意された限度値のレベル。試験計画書に記載。

３．７ 擬似回路網：妨害波電圧を測定するために供試機器の電源線に挿入する回路網で、測定

周波数範囲において妨害波に対して規定の負荷インピーダンスを示し、かつ、その周波数

帯で電源と供試機器を分離する回路網。

備考　本規格では、略語としてＡＮ（ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いる。

３．８ 帯域幅

３．８．１ 帯域幅（機器の帯域幅）：機器又は伝送路の特性が、基準値から規定の値又は規定の比

の値の範囲内に収まっている周波数帯の幅。

備考 ここで特性とは、例えば振幅－周波数特性、位相－周波数特性又は遅延－周波数

特性である。

３．８．２ 帯域幅（妨害波又は信号の帯域幅）：スペクトル成分の振幅が、その帯域幅の外側の如

何なる周波数においても、規定のレベルを超えることがない周波数帯の幅。

３．９ 広帯域妨害波：特定の測定器及び受信機の帯域幅に比べて、帯域幅が広い妨害波。



３．１０ 妨害波抑圧：電磁妨害波を低減又は除去する作用。

３．１１ 妨害波電圧：電磁妨害波によって２つの導体の２点間に生じる電圧で、定められた条件

で測定した電圧。

３．１２ 狭帯域妨害波：特定の測定器や受信機の帯域幅に比べて、帯域幅が狭い妨害波。

３．１３ 尖頭値検波器：入力信号のピーク値（尖頭値）に等しい電圧を出力する検波器。

３．１４ 準尖頭値検波器：特定の電気的時定数を持ち、規則的な繰り返しパルス列が加わると、

入力パルスのピーク値よりある程度低い電圧を出力する検波器。但し、パルス繰り返し周

波数が高くなると共に、この出力電圧はピーク値に近づく。

３．１５ シールドルーム：電磁遮蔽室、すなわち室内外の電磁環境を分離するために周囲（天井、

床、壁面）を網目状又はシート状の金属材料で囲んだ部屋。

４． 車輌及び部品・モジュールに関する妨害波測定の共通条件

４．１ 一般的な試験条件と試験計画

４．１．１ 試験計画に対する注意

試験項目毎に試験計画を策定する。試験計画書には、試験周波数範囲、適用する妨害波の

限度値、妨害波の分類［広帯域（持続時間の長短）又は狭帯域］、アンテナの種類及び配置、

試験報告書の要件、供給電圧、その他の関連項目について詳細に規定すること。

４．１．２ 限度値の適用

妨害波の種類が判らなければ、妨害波が狭帯域か広帯域か、あるいはその複合かを判断す

るために測定を行い、試験計画書に規定した限度値を適正に適用すること。図１に、限度値

との適合性を判定するための手順を示す。

４．１．３ 妨害波源の分類（試験計画書に記入）

電磁妨害波源は、以下の３種類に分類できる。

ａ） 連続性あるいは持続時間の長い広帯域妨害波源、自動的に作動する持続時間の短い

妨害波源

ｂ） 手動で起動する持続時間の短い広帯域の妨害波源

ｃ） 狭帯域の妨害波源

備考　例えば、４．１．４、４．１．５項及び表１を参照のこと。

４．１．４ 広帯域妨害波源の例

備考 試験計画策定において、適用すべき限度値を決定するための手引きとして、広帯

域妨害波源の例を表１に示す。

（図１　省略）



表１　広帯域妨害波源の例（持続時間による分類）

注：＊　試験計画書で定めた定義に従う

４．１．５ 狭帯域妨害波源

マイクロプロセッサ、デジタルロジック、発振器、クロック発生器などを使用するものは、

狭帯域妨害波を発生する。

４．１．６ 動作条件

部品・モジュールに対する試験では、供試品を車載して使用する場合の設置状態および動

作状態を模擬するために、典型的な負荷条件および動作条件で試験すること。

４．１．７ 試験報告

試験報告書には、自動車メーカと部品供給者が合意した内容を明示すること。

４．２ 測定機器の条件

全ての測定機器は、機器が常に規定の性能を満足していることを保証するために、定期的

に較正すること。測定機器のノイズレベルは、原則として、試験計画書で規定した限度値よ

りも６ｄＢ以上低いこと。

４．３ シールドルーム

室内の電磁環境レベルは、原則として、個々の試験に関する試験計画書で規定した限度値

より、少なくとも６ｄＢ以上低いこと。シールドルームの遮蔽特性は、この条件を満足する

のに十分であること。

備考 伝導妨害波の測定では、シールドルーム壁面による電磁波の反射があっても、測定

器を供試品の導線に直接接続しているため、測定に殆ど影響は無い。なお、シールド

ルームは、適切に接地されたベンチトップ形式の遮蔽かごのような簡単なものでもよ

い。

シールドルームは、試験対象の自動車・供試機器および測定用アンテナが、ａ）壁や天井か

ら２ｍ以上、ｂ）電波吸収体使用の場合は、その一番近い面から１ｍ以上離れるように、十分

大きいこと。

４．４ 電波無反射室

放射妨害波の測定では、壁面から反射があると、２０ｄＢ程度の誤差を生じることがある。

したがって、放射妨害波の測定に使用するシールドルームの壁及び天井には、電波吸収体を

設置することが必要である。ただし、床面には吸収体を設置しない。放射妨害波の測定に使

用する電波無反射室は、以下の条件を満足すること。

４．４．１ 反射特性

電波無反射室の壁及び天井からの反射によって生じる測定誤差は、７０～１，０００ＭＨｚの周波

連続性

イグニッションシステム

アクティブ乗り心地制御器

燃料噴射器

インスツルメントレギュレータ

オルタネータ

長い持続時間＊

ワイパモータ

ヒータ送風モータ

リアワイパモータ

エアコンプレッサ

エンジン冷却系

短い持続時間＊

パワーアンテナ

ウオッシャポンプ

ドアミラーモータ

ドアロック

パワーシート



数範囲で６ｄＢより小さいこと。

４．４．２ 電波無反射室内の物体

特に、電波無反射室での放射妨害波の測定では、測定誤差を低減するために、試験に関係

しない総ての物体を室内から取り除くこと。これには、必要のない装置、ケーブル棚、保管

戸棚、机、椅子などが含まれる。また、試験に関係のない人員は電波無反射室から退去させ

ること。

４．５ 測定用受信機

測定器としては、引用規格（３）の性能条件を満たす周波数掃引型受信機が適している。周

波数掃引は手動又は自動による。なお、測定用受信機の性能については、過負荷特性、直線

性、周波数選択度及びパルス応答特性に特に注意すること。

備考 スペクトラムアナライザ及び周波数掃引型受信機は妨害波測定に特に役立つ。これ

らの測定用受信機を尖頭値検波モードで使用した場合に得られる測定値（尖頭値）は、

受信機の帯域幅が同じであれば、準尖頭値検波モードで得られる測定値（準尖頭値）

に比べて決して小さくはならない。また、尖頭値検波モードによる妨害波測定では、

準尖頭値検波モードより周波数掃引を速く行うことができるので便利である。

時間節約のために、準尖頭値の限度値に対する適合を、尖頭値検波モードを使って

試験することがある。この場合、得られた測定値が準尖頭値の限度値以上となる場合

には、準尖頭値検波モードで再測定を行うこと。

４．５．１ 最小掃引時間

スペクトラムアナライザ及び周波数掃引型受信機の周波数掃引速度は、測定周波数帯及び

検波モード毎に設定すること。最小掃引時間／周波数（すなわち、最も速い掃引）を、表２

に示す。

表２　周波数掃引の最小時間

備考： 発生頻度が極めて少ない信号のように、測定対象の妨害波によっては、最大振幅を測定

するために、上表の値より周波数掃引を遅くしたり、掃引を複数回行うことが必要になる

場合がある。また、妨害波のスペクトルが平坦で広帯域であれば、測定周波数を連続的に

掃引しないで、測定器の帯域幅より広い周波数間隔毎に取れば、測定周波数点数を減すこ

とができるため、測定時間をさらに短縮できる。

測定周波数帯（１）

Ａ：９～１５０ｋＨｚ

Ｂ：０．１５～３０ＭＨｚ

Ｃ、Ｄ：３０～１０００ＭＨｚ

尖頭値検波モード

適用せず

１００ｍｓ／ＭＨｚ

１ｍｓ／ＭＨｚ ｏｒ １００ｍｓ／ＭＨｚ（２）

準尖頭値検波モード

適用せず

２００ｓ／ＭＨｚ

２０ｓ／ＭＨｚ

（１） 引用規格（３）の定義に基づく。

（２） 測定器の帯域幅を９ｋＨｚにした場合は、１００ｍｓ／ＭＨｚを適用。



４．５．２ 測定器の帯域幅

測定器の帯域幅は、測定器のノイズレベルが限度値よりも少なくとも６ｄＢ低くなるよう

に選ぶこと。推奨する帯域幅を表３に示す。

備考 入力信号の帯域幅が測定器の帯域幅より狭い場合には、指示値は測定器の帯域幅に

よって変わらない。一方、インパルス性広帯域妨害波の場合は、測定器の帯域幅を狭

くするに従って、指示値は低下する。

表３　測定器の帯域幅（６ｄＢ帯域幅）

スペクトラムアナライザを尖頭値検波モードで使用する場合は、ビデオ帯域幅を分解能帯

域幅の最低３倍に設定すること。図１に従って狭帯域／広帯域妨害波の判定をする際は、尖

頭値検波モードと平均値検波モードにおける測定器の帯域幅は等しくすること。

５． 測定用アンテナ及びインピーダンス整合条件：自動車試験用

５．１ 測定用アンテナの形式

自動車に装備されるものと同一形式のアンテナを測定用アンテナとして用い、その取り付

け位置及び姿勢は製造仕様に基づくこと。移動無線システムのように、アンテナが自動車に

装備されていない場合には、表４のアンテナ形式及びそれぞれのアンテナに適したアンテナ

ケーブルを試験に用いること。使用するアンテナ形式と取り付け位置及びアンテナケーブル

の種類と長さは試験計画書に明記すること。

表４　測定用アンテナの形式

（注） アンテナ本体に加え、アンテナケーブルも含む。また、アンプ等を備えて

いる場合は、これも含めてアンテナシステムとして取り扱う。

５．２ アンテナ回路系の条件

５．２．１ 放送周波数帯

各周波数帯に対して、以下の特性をもつアンテナ回路系を使って測定すること。

測定周波数帯

ＭＨｚ

広帯域妨害波に対する

尖頭値／準尖頭値測定

狭帯域妨害波に対する

尖頭値／平均値測定

０．１５～３０ ９ｋＨｚ ９ｋＨｚ

３０～１０００ ＦＭ放送

移動業務

１２０ｋＨｚ

１２０ｋＨｚ

１２０ｋＨｚ

９ｋＨｚ

周　波　数　帯 アンテナ形式

１ｍモノポール

１ｍモノポール

１ｍモノポール

装荷型１／４波長モノポール

１／４波長モノポール

１／４波長モノポール

１／４波長モノポール

中波放送（ＡＭ）

短波放送（ＡＭ）

ＶＨＦ放送（ＦＭ）

３０～５４ＭＨｚ

１４２～１７０ＭＨｚ

３３５～４７０ＭＨｚ

７７０～９６０ＭＨｚ

放送用周波数帯

移動業務用周波数帯



５．２．１．１ ＡＭ放送周波数帯

－ 中波帯（０．５２６５～１．６０６５ＭＨｚ）

－ 短波帯（５．９～６．２ＭＨｚ）＊

備考＊ この他、幾つかの短波放送帯があるが、一般に車載受信に利用されている周波数帯

を示した。この周波数帯で限度値を満足していれば、他の短波放送帯も保護している

と考えられる。

アンテナ回路系は次の特性を備えていなければならない：

－　アンテナ整合器の出力インピーダンス：抵抗性５０Ω

－ 利得：アンテナ回路系の利得（又は減衰）は、±０．５ｄＢの精度で明らかなこと。各周波数

帯における回路系の利得の変動は、図２のように６ｄＢの包絡線内に収まっている

こと。較正は付録Ａに従って行う。

－ 過入力レベル：直線特性から１ｄＢ低下する正弦波入力レベルは、６０ｄＢ（μＶ）より大き

いこと。

－ ノイズレベル：測定器、整合アンプ、プリアンプ（使用する場合）を接続して測定シス

テム全体として測定した場合のノイズレベルは、限度値より少なくとも６ｄＢ低い

ことが望ましい。

－ ダイナミックレンジ：測定システム全体のノイズレベルから過入力レベルまでの電圧範

囲。

－ 入力インピーダンス：アンテナ整合器の入力端子におけるアンテナ回路系のインピーダ

ンスは、付録Ａの擬似アンテナ回路網の開放端インピーダンスより少なくとも１０

倍は大きいこと。

（図２　省略）

５．２．１．２ ＦＭ放送周波数帯（７６～９０ＭＨｚ）

測定は、入力インピーダンス５０Ωのアンテナ回路系を用いて行うこと。回路系の定在波比

が２：１を最高限度とし、それより大きい場合には、アンテナ整合器を用いること。整合器

の損失または利得は適切に補正すること。

５．２．２ 通信周波数帯（３０～１，０００ＭＨｚ）

３０～１，０００ＭＨｚの周波数範囲の測定では、原則として、５０Ω系のアンテナ回路系と、５０Ω

のアンテナを用いること。これとは異なったインピーダンスのアンテナや回路系を使う場合

には、適切な整合回路及び補正係数を用いること。

６． 部品・モジュールの試験に特有の試験装置

６．１ 電源

供試品の電源は、試験計画書に特に規定がなければ、１２Ｖ系に対し１３．５Ｖ±０．５Ｖ、２４Ｖ系

に対し２７Ｖ±１Ｖの電圧を維持するように、安定化を行うこと。また、電源から生じる無線周

波ノイズが試験計画書に規定した限度値より少なくとも６ｄＢ低くなるように、十分にフィ

ルタリングすること。

６．２ バッテリ

試験計画書で規定されているならば、自動車バッテリは電源に並列に接続すること。



６．３ 接地板

伝導妨害波及び放射妨害波の測定に用いる接地板は、図７～図１２に示す広さで、厚さ最低

０．５ｍｍの金属板（例えば、銅板、しんちゅう板、亜鉛メッキ鉄板）を用いること。接地板は、

直流抵抗が２．５ｍΩを越えないように、シールドルームにボンディングすること。ボンディン

グワイヤは０．９ｍ以上離さないこと。

６．４ 伝導妨害波測定に特有の試験機器

６．４．１ 擬似回路網（ＡＮ）

６．４．１．１ ＡＮのインピーダンス特性

ＡＮは、公称５μＨのインダクタンスをもち、図３に示すインピーダンス特性に許容偏差±

１０％で合致していること。回路構成の推奨例を付録Ｆに示す。全てのＡＮの測定端子は、

５０Ω負荷（測定器か抵抗器のどちらかで）で終端すること。本規格のＡＮは、９０ＭＨｚまで使

用できる。

６．４．１．２ ＡＮの接続

１１節及び１３節の妨害波試験には、６．４．１．１の標準ＡＮを使う。１５節のＴＥＭセルによる妨害波

試験には、ＴＥＭセルの供試機器用電源コネクタとの接続を容易にするため、同軸コネクタ

付きのＡＮが便利である。

（図３　省略）

６．４．２ 電流プローブ

電流プローブは、測定対象のハーネスの寸法、試験計画書で規定した測定周波数範囲、お

よび限度値レベルの信号を測定するのに必要なプローブの感度を考慮して選択すること。

備考 一般に、電流プローブは電流－電圧変換器である。従って、較正係数は伝達インピ

ーダンスとも呼ばれ、Ω又はｄＢ（Ω）の単位で表される（付録Ｃ参照）。

６．５ 放射妨害波測定に特有の試験機器

６．５．１ アンテナシステム

表１０及び表１１の限度値は電界強度ｄＢ（μＶ／ｍ）で表示している。このため、アンテナが充

分な感度を持ち、アンテナ補正係数が明らかで、測定用受信機に５０Ω整合できるなら、理論

的に如何なるアンテナでも使うことができる。ただし、表１０及び表１１の限度値は次のアンテ

ナに基づいて定められている。

（ａ） ０．１５～３０ＭＨｚ：高さ１ｍの垂直アンテナ（５０Ωでないため適切なアンテナ整合器を使

用すること）

（ｂ） ３０～２００ＭＨｚ：垂直及び水平偏波のバイコニカルアンテナ

（ｃ） ２００～１，０００ＭＨｚ：垂直及び水平偏波の対数周期ダイポールアンテナ

アンテナ補正係数が明らかな市販のアンテナを使用することができる（３．４参照）。ケーブル

損失係数は引用規格（２）の付属書Ａに従って求めることができる。



６．５．２ アンテナ整合器

アンテナは、全周波数で５０Ωの測定用受信機と適切にインピーダンス整合する必要がある。

許容される定在波比は最大２：１である。アンテナから受信機までのアンテナ系の損失ある

いは利得について適切に補正すること。

備考　１ 過負荷を避けるために、入力電圧が整合器のパルス入力定格電圧を超えないよ

う注意すること。能動的な整合器を使う場合は、これが特に重要である。詳しく

は付録Ａを参照のこと。

２ バイコニカルアンテナは、３０～８０ＭＨｚの周波数範囲で、通常、定在波比が

１０：１まで悪くなることがある。また、受信機の入力インピーダンスが５０Ωと異

なる場合は、更に測定誤差が増える可能性がある。この測定誤差を低減するには、

受信機入力端に減衰器（最小値３ｄＢ）を付加することが有効である。

６．６ ＴＥＭセル法に特有の試験装置

６．６．１ ＴＥＭセルの寸法

ＴＥＭセルの一例を図４に示す。部品測定用のＴＥＭセルの寸法及び構造に関する情報を付

録Ｅに示す。

（図４　省略）

６．６．２ ＴＥＭセル試験の機器配置（リードフレーム付き供試品）

６．６．２．１ ＴＥＭセル

ＴＥＭセル法の試験では、ＴＥＭセルの中心導体は受信アンテナと同様の役目をしている。

６．６．２．２ 電源線と信号線

ＴＥＭセルには、プラグコネクタにできるだけ近づけて接続したコネクタパネルを装備す

ること（図５－１参照）。供試品の全ての電源線及び信号線は擬似ハーネス（例えば、リード

フレーム）に直接接続する。コネクタパネルのプラグは必ずしも必要ではないが、使用する

場合は高周波が漏れないようにシードルすること。電源のプラス側の導線は、コネクタパネ

ルのところで直接ＡＮに接続すること（６．４．１．２参照）。供試品は、ＴＥＭセル床面に直接接地

せずに、コネクタパネルで接地すること。

（図５－１ 省略）

６．６．３ ＴＥＭセル試験の機器配置（リードフレームなしの供試品）

試験における機器の配置は、上記のリードフレーム付き供試品の方法と同様であるが、電

磁放射が最小になるように供試品への導線を配置し、かつシールドすること。すなわち、導

線はＴＥＭセルの床面上を平らに横切り、供試品のところで垂直に立ち上げる（図５－２参照）。

また、電磁遮蔽されたバッテリとシールド線をＴＥＭセル内で用いれば、電源線及び信号線

からの電磁放射をさらに低減することが出来る。配線からの放射を低減するには、シールデ

ィングホイルテープを導線全体に巻くことも有効である。

（図５－２ 省略）



第２章　同一自動車のアンテナに受信される放射妨害波の測定

本章は１節から５節を適用する。

７． 適用範囲

本章では、車載無線機による良好な無線受信を確保するために、自動車から発生する妨害

波の車内におけるレベルを低減するために、自動車に対する測定法を規定する。また、車載

アンテナ用ケーブルの受信機端 （＊）における妨害波電圧について、周波数範囲１５０ｋＨｚ～

１，０００ＭＨｚにおける最大許容値（限度値）の推奨値を規定する。

注＊ 自動車に装備されているアンテナにアンプ等を備えている場合は、これも含む車載

アンテナ用ケーブルの受信端で測定し、アンプ等の利得の補正は試験前に自動車メー

カと部品供給者が合意した上、試験報告書に記録するものとする。

車内における無線障害を抑制するには、車内の電気機器から車載電源に伝搬する妨害波を

低減し、また車輌ハーネスから車載アンテナに放射される妨害波を低減しなければならない。

本章は、妨害波を発生している自動車内での無線受信の確保に関するものである。

８． 測定方法

原則として、自動車の正規の位置に設置された無線受信アンテナの端子点で妨害波電圧を

測定すること。個々の妨害源又は妨害システムの妨害波特性を測定するには、全ての妨害源

を独立に、かつ正規の動作条件の範囲にわたって作動させること（過渡的な影響を測定する）。

妨害波電圧は、アンテナ同軸ケーブルの受信機端で、コネクタの接地点を基準にして測定

すること。アンテナのコネクタは車載受信機の筐体に接続すること。受信機筐体は、量産ハ

ーネスを用いて車体に接地すること。測定用受信機との接続には、表皮電流の影響を抑制す

るために接続ケーブルにフェライトリングを装着するとともに、高性能な二重シールドケー

ブルを使用することを推奨する。シールド室外の測定用受信機との接続には、同軸の隔壁用

コネクタを使用する。図６を参照のこと。

自動車によっては、受信機を複数の場所に搭載できる場合がある（例えば、インストゥル

メントパネルの下、シートの下など）。この場合、試験計画書に基づき、受信機の各位置に

ついて試験を実施すること。

（図６　省略）

９． 自動車からの放射妨害波の推奨限度値

妨害波の推奨限度値は妨害波源によって異なる。ヒータ用送風モータのように妨害波の持

続時間が長い波源は、持続時間の短い妨害波源よりも、厳しい条件を満たす必要がある。持

続時間の短い妨害波源は自動車メーカが決めても良い。例えば、一度にわずか１～２秒しか

作動しないドアミラーなどには、より高い妨害波レベルを許容してもよい。マイクロプロセ

ッサからの周期的な妨害波は、希望信号に似ており持続的であるため、より悪影響を及ぼす。

車内における良好な無線受信を確保するために、アンテナ用ケーブルの端末における妨害

波電圧は表５の値を越えないこと。



表５　妨害波の推奨限度地―完成自動車

第３章　自動車部品及びモジュールに関する測定

本章は１節～４節及び６節を適用する。

１０． 適用範囲

本章では、車載無線機による良好な無線受信を確保するために、自動車から発生する妨害

波の車内におけるレベルを低減するために、車載用部品・モジュールに対する測定法を規定

する。また、周波数範囲１５０ｋＨｚ～１，０００ＭＨｚにおける妨害波電圧・電流・電磁界強度の限

度値の推奨値を規定する。

車内における無線障害を抑制するには、車内の電気機器から車載電源に伝搬する妨害波を

低減し、また車輌ハーネスから車載アンテナに放射される妨害波を低減しなければならない。

本章は、妨害波を発生している自動車内での無線受信の確保に関するものである。

１１． 部品・モジュールからの伝導妨害波

１１．１ 一般条件

電源線上の妨害波は、ＡＮを分離回路として用いて測定する。制御・信号線上の妨害波は、

電流プローブを使用して測定する。

備考 配線から電磁波が放射されるため、試験の際の配線上の伝導妨害波が放射妨害波の

測定に影響を及ぼす。したがって、放射妨害波を試験する前に、伝導妨害波に関する

受信機用アンテナ端子における妨害波電圧ｄＢ（μＶ）＊１

広帯域（連続的） 広帯域（短い持続時間） 狭帯域

尖頭値尖頭値準尖頭値尖頭値準尖頭値

０２８１５１９６

０１９６１９６

０２８１５２８６（１５＊３）

６２８１５２８６（１５＊３）

０２８１５２８６（１５＊３）

０２８１５２８６（１５＊３）

０２８１５２８６（１５＊３）

周波数

ＭＨｚ

０．５２６５～１．６０６５＊２ＭＦ

５．９～６．２

３０～５４

７６～９０

１４２～１７０

３３５～４７０

７７０～９６０

ＨＦ

ＶＨＦ

ＵＨＦ

＊１ アンテナ公称インピーダンスで終端したときの値

＊２ これ以外に路側通信の周波数帯１．６２０～１．６２９ＭＨｚを含む

＊３ 点火システムのみに対する推奨限度値

備考

１ この表に記載した総ての広帯域妨害波の限度値は、表３の帯域幅の測定器によって得られる測定値に

適用する。

２ ＶＨＦ帯（７６～９０ＭＨｚ）の限度値を定めるにあたって、ＦＭ放送帯のステレオ信号がモノラル信号より

障害を受けやすいことを考慮した。

周波数帯



規定を満足していることが望ましい。

１１．２ 試験手順

１１．２．１ 電圧測定

全ての電源線上の妨害波電圧は、実際の自動車搭載状態に準拠した接地条件を基準に測定

する。

供試品が金属筐体を介して直接車体に接地されている場合、本測定においては、筐体が接

地されている接地板を基準にして電圧測定する。また、供試品が２００ｍｍ以下の長さの接地

線（電源電流帰還線）で車体に接地されている場合、本測定においては、実装相当長の接地

線を供試品近傍で接地板に接続し、接地板を基準にして電圧測定する（図８参照）。

供試品が２００ｍｍより長い接地線で筐体から離れて接地されている場合、本測定では、電

源供給及び帰路用の導線の各々に対して、接地板を基準にして電圧測定を行う（図７参照）。

いずれの場合も、ＡＮの接地板接地点を電圧基準点として代用してよい。試験用ハーネス

は接地板から５０ｍｍ上に離して施設する。

１１．２．２ 電流プローブ測定

制御・信号線上の妨害波電流は電流プローブを用いて測定する。ただし、電流プローブの

寸法に合わせて、ケーブルを１本又は複数まとめて測定する。試験用ハーネスの長さは公称

１．５ｍ（又は試験計画書で定めた長さ）で、接地板上５０ｍｍ離して設置する。試験用ハーネス

は、特に試験計画書で規定しない限り、ほぼ並行にかつ隣接して布線する。

供試品コネクタから５０ｍｍ離れた位置で、電流プローブを用いて妨害波電流を測定する

（図１０参照）。なお、３０ＭＨｚ以上の周波数では、最大レベルを得るために、次の位置で電流

プローブを用いて追加の測定を行うこと。

ａ） 供試品コネクタから５００ｍｍ

ｂ） 供試品コネクタから１，０００ｍｍ

ｃ） ＡＮ端子から５０ｍｍ

多くの場合、妨害波が最大になるのは、供試品コネクタに出来るだけ近づいた位置である。

供試品が金属シェルコネクタを備えている場合は、電流プローブをコネクタシェルの直近で

ケーブルにクランプすること。ただし、コネクタシェルにはクランプしないこと。接地板上

の供試品及び測定用機器類はすべて接地板の端から少なくとも１００ｍｍ離して設置すること。

備考１ 測定距離は、プローブの中心からの距離を基本とする。

２ 標準として定めた上記条件と相違する方法で試験を実施する場合は、試験開始前

に当事者間で合意し、試験報告書に記載すること。

１１．２．３ 機器の配置

妨害波電圧測定においては、供試品及び測定機器を、供試品の車載時における取付状態に応

じて、図７、図８及び図９のように配置すること。

ａ） 遠方で接地された供試品（接地線２００ｍｍを越える場合）：図７を使用

ｂ） 近傍で接地された供試品（接地線２００ｍｍ以下の場合）：図８を使用

ｃ） オルタネータ及び発電機：図９を使用



試験は、車載時の供試品の状況を模擬した配置で行うこと。試験計画書には、遠方接地／

近傍接地の区別、絶縁スペーサの使用／不使用、並びに供試品筐体の接地方法について明記

すること。

妨害波電流の測定では、図１０に示すように測定機器を配置する。

（図７　省略）

１１．２．４ 発電機・オルタネータに対する試験手順

発電機・オルタネータは、バッテリ及び抵抗を並列に組み合わせて負荷とし、図９に示す

ようＡＮを接続する。負荷電流、作動速度、ハーネス長及びその他の条件は試験計画書で規

定する。

（図８～１０　省略）

１２． 部品からの伝導妨害波に関する推奨限度値

１２．１ 電源線伝導妨害波に関する推奨限度値

車内における無線受信を保護するために、広帯域伝導妨害波は表６に示す推奨限度値を、

また狭帯域伝導妨害波は表７に示す推奨限度値を越えないことが望ましい。なお、第１節

適用範囲の注（１）を参照のこと。

１２．２ 制御・信号線伝導妨害波に関する推奨限度値

制御・信号線での無線周波電流に関する推奨限度値を、表８（広帯域）および表９（狭帯

域）に示す。

表６　広帯域伝導妨害波の電源入力端子電圧に関する推奨限度値（尖頭値、準尖頭値）

表７　狭帯域伝導妨害波の電源入力端子電圧に関する推奨限度値（尖頭値）

備考１ 短い持続時間の妨害波に対しては、上表の値に６ｄＢを加算すること

２ 上表の全ての値は、表３の帯域幅の測定器によって得られる測定値に適用する

クラス

推奨限度値 ｄＢ（μＶ）

０．５２６５～１．６０６５ＭＨｚ ５．９～６．２ＭＨｚ ３０～５４ＭＨｚ ７６～９０ＭＨｚ

尖頭値

１

２

３

４

５

９５

８７

７９

７１

６３

準尖頭値

８２

７４

６６

５８

５０

尖頭値

７７

７１

６５

５９

５３

準尖頭値

６４

５８

５２

４６

４０

尖頭値

７７

７１

６５

５９

５３

準尖頭値

６４

５８

５２

４６

４０

尖頭値

６１

５５

４９

４３

３７

準尖頭値

４８

４２

３６

３０

２４

クラス
推奨限度値 ｄＢ（μＶ）

７６～９０ＭＨｚ

４８

４２

３６

３０

２４

３０～５４ＭＨｚ

５２

４６

４０

３４

２８

５．９～６．２ＭＨｚ

５７

５１

４５

３９

３３

０．５２６５～１．６０６５ＭＨｚ

６６

５８

５０

４２

３４

１

２

３

４

５



表８　広帯域伝導妨害波の制御・信号線電流に関する推奨限度値（尖頭値、準尖頭値）

表９　狭帯域伝導妨害波の制御・信号線電流に関する推奨限度値（尖頭値）

１３． 部品・モジュールからの放射妨害波

１３．１ 一般

備考１ 伝導妨害波は電線から電磁波を放射するため、放射妨害波測定に影響を与える。

したがって、放射妨害波試験を実施する前に、伝導妨害波の要求事項に適合してい

ることが望ましい。

放射妨害波の電界強度測定は、電気設備や放送局からの高レベルな外来電波を排除するた

め、電波無反射室において実施する。電波無反射室の電磁シールド壁の反射特性は、オープ

ンサイト及び電波無反射室内での比較測定により調べ、４．４．１項を満足していることを確認す

ること。詳細については、付録Ｂを参照のこと。

備考２ 車載受信機に対する妨害は、妨害波が自動車ワイヤハーネスの導線から直接放射

されることによって生じることがある。この車載受信機に対する放射妨害波を考慮

して、試験及び妨害波源の妨害低減対策を講じる必要がある。

備考３ 自動車に対して短い接地線で有効に接地されていない自動車部品、あるいは妨害

波電圧が高く有害なハーネス導線に接続されている自動車部品については、放射妨

害波試験が必要である。この試験による結果は、この部品を取り付けた実車による

試験結果とよい相関関係がある。

放射妨害波試験が適用される部品の取り付け例（ただし、これらに限るものではない）

－　マイクロプロセッサをもつ電子制御システム

－　負極性の給電スイッチングによる二段階速度式ワイパモータ

－　ストラットマウントアクチュエータモータによるサスペンション制御システム

－　プラスチック又は他の絶縁体に取付けられたエンジン冷却・加熱用の送風モータ

備考１ 短い持続時間の妨害波に対しては、上表の値に６ｄＢを加算すること

２ 上表の全ての値は、表３の帯域幅の測定器によって得られる測定値に適用する

クラス

推奨限度値 ｄＢ（μＡ）

０．５２６５～１．６０６５ＭＨｚ ５．９～６．２ＭＨｚ ３０～５４ＭＨｚ ７６～９０ＭＨｚ

尖頭値

１

２

３

４

５

９２

８４

７６

６８

６０

準尖頭値

７９

７１

６３

５５

４７

尖頭値

７４

６８

６２

５６

５０

準尖頭値

６１

５５

４９

４３

３７

尖頭値

７４

６８

６２

５６

５０

準尖頭値

６１

５５

４９

４３

３７

尖頭値

６８

６２

５６

５０

４４

準尖頭値

５５

４９

４３

３７

３１

クラス
推奨限度値 ｄＢ（μＡ）

７６～９０ＭＨｚ

５８

５２

４６

４０

３４

３０～５４ＭＨｚ

５２

４６

４０

３４

２８

５．９～６．２ＭＨｚ

５７

５１

４５

３９

３３

０．５２６５～１．６０６５ＭＨｚ

６６

５８

５０

４２

３４

１

２

３

４

５



１３．２ 試験手順

妨害源や接続用ハーネス等の一般的な配置は試験条件として標準化されている。ハーネス

の長さを変えるなど、標準として定めた試験条件と異なる方法で試験を実施する場合は、試

験開始前に当事者間で合意し、かつ、試験報告書に詳細に記載する。ハーネス（電源及び制

御・信号線）は、非導電性材料で接地面上５０ｍｍに支持し、直線的に設置する（図１１、１２

参照）。

供試品は、通常の負荷をかけ、その他条件については車載状態で最大妨害波を発生するよ

うな状態で作動させる。これらの動作条件は、供給者と納入先が同一の試験を行えるように、

試験計画書に明記すること。供試品の車載状態によって、試験法を以下のように分ける。

－電源電流の帰還線が遠方で車体に接地される供試品：二つのＡＮが必要（電源のプラス側

導線用と電流帰還線用）

－電源電流の帰還線が近傍で車体に接地される供試品：一つのＡＮが必要（電源のプラス側

導線用）

遠方接地とは、自動車実装状態で、供試品を長さ２００ｍｍ以上の導線を用いて車体に接地

している場合をいう。本試験では、遠方接地の供試品に用いる接地線用ハーネスの長さを、

図１１に示すように、一律１５００±７５ｍｍとする。

近傍接地の供試品については、接地線を自動車実装状態に準じた長さにして試験を実施す

る。（１１．２節および図７、図８参照）

ＡＮの測定ポートは、５０Ω抵抗で終端する。供試品の面の向きは、妨害波が最大になる面

がアンテナに最も近づくように配置する。この面が周波数によって変わる場合、測定は３つ

の直交平面において実施し、各周波数での最大レベルを試験報告に記入する。

備考：供試品が波長と比べて小さい場合、３平面での配置は省略してもよい。

３０ＭＨｚ以上の周波数においては、測定用受信機によって指示される妨害波レベルが最大と

なるように、アンテナの向きを変え、水平偏波及び垂直偏波で測定する。その他の試験条件

については、図１１、１２を参照のこと。ワイヤハーネスとアンテナ間の距離は１０００±１０ｍｍ

とする。ここでいう距離は、ワイヤハーネス中心から下記までの計測値である。

－　垂直モノポールエレメント

－　又は、バイコニカルアンテナの中心点

－　又は、対数周期ダイポールアンテナの先端

供試品は、図１１のように試験台の端から少なくとも１００ｍｍ離して設置する。

（図１１～１２ 省略）

１４． 部品からの放射妨害波に関する推奨限度値

一部の妨害源は、持続的な放射源であり、周期的又は短時間作動の妨害源よりも厳しい限

度値を適用することが必要となる。表１０及び表１１における推奨限度値は、この点を考慮して

設定している。測定は一つの検波方式で実施する。（推奨値については、１． 適用範囲の注

（１）を参照）。



表１０ 部品からの広帯域放射妨害波に関する推奨限度値（尖頭値または準尖頭値）

表１１ 部品からの狭帯域放射妨害波に関する推奨限度値（尖頭値）

１５． 部品・モジュールからの放射妨害波：ＴＥＭセル法

１５．１ 一般

放射電界強度の測定は、電気設備及び放送局からの高レベルな外来妨害波を排除するため

に、シールドルーム内で実施する。ＴＥＭセルは、シールドルームの役目をする。詳細は、

付録Ｅを参照のこと。

ＴＥＭセル法による放射妨害波の測定は、広帯域妨害波よりも狭帯域妨害波の測定に適し

ている。

この試験法を適用できる上限周波数は、ＴＥＭセルの寸法、部品・モジュールの寸法（配

置も含む）及び無線周波フィルタの特性に直接的に依存する。ＴＥＭセルの共振周波数範囲

では測定を行わないこと。この方法は１５０ｋＨｚ～２００ＭＨｚの周波数範囲における自動車用電

子システムの試験に適している。付録Ｅ表１の枠内に示したものが、自動車用電子システム

に使われている代表的なＴＥＭセルである。

再現性の良い試験結果を得るためには、反復測定の際、供試品と試験用ハーネスをＴＥＭ

セル内で同じ位置に置かねばならない。

クラス

推奨限度値 ｄＢ（μＶ／ｍ）

０．５２６５～１．６０６５ＭＨｚ ５．９～６．２ＭＨｚ ３０～５４ＭＨｚ

７６～９０ＭＨｚ

１４２～１７０ＭＨｚ

３３５～４７０ＭＨｚ

７７０～９６０ＭＨｚ

尖頭値

８３

８６

６７

５９

５１

準尖頭値

７０

７３

５４

４６

３８

尖頭値

６０

７５

４８

４２

３６

準尖頭値

４７

６２

３５

２９

２３

尖頭値

６０

５４

４８

４２

３６

準尖頭値

４７

４１

３５

２９

２３

尖頭値

４９

４３

３７

３１

２５

準尖頭値

３６

３０

２４

１８

１２

１

２

３

４

５

備考１ 短い持続時間の妨害波に対しては、上表の値に６ｄＢを加算すること

２ 上表の全ての値は、表３の帯域幅の測定器によって得られる測定値に適用する

クラス

推奨限度値 ｄＢ（μＶ／ｍ）

０．５２６５～１．６０６５ＭＨｚ ５．９～６．２ＭＨｚ ３０～５４ＭＨｚ

７６～９０ＭＨｚ

１４２～１７０ＭＨｚ

３３５～４７０ＭＨｚ

７７０～９６０ＭＨｚ

１

２

３

４

５

５０

４２

３４

２６

１８

４６

４０

３４

２８

２２

４６

４０

３４

２８

２２

３６

３０

２４

１８

１２

備考 ７６～９０ＭＨｚに対しては、上表の値に６ｄＢを加算すること



１５．２ 試験手順

供試品、ハーネス、ＴＥＭセル壁面のフィルタなどの一般的な配置は、試験条件として標

準化されている。標準的な配置と異なる方法で試験を実施する場合は、試験前に当事者間で

合意し、かつ、試験報告書に記載すること。

供試品は、ＴＥＭセル内の作業可能領域内で、かつ絶縁支持台（εｒ≦１．４）を用いてＴＥＭ

セル床上ｂ／６（図１３参照）のところに設置する。擬似ハーネス（例えば、プリント配線板）

の長さは４５０ｍｍとし、図５－１に示す位置に配置する。

供試品とコネクタ－パネルの間の電気的ループは、できるだけ供試品のコネクタシステム

の影響を受けないようにすること。ループ状態の変化は、伝達特性測定を行うことで相殺さ

せることができる。供試品と作業可能領域がほとんど同じ大きさの場合は注意が必要で、当

事者間で特別な取り決めが必要である。

供試品は、通常の負荷を接続し、その他の条件については車載時に妨害波が最大となるよ

うな状態に設置すること。これらの動作条件は試験計画書で規定し、当事者が同一条件で試

験を行えるようにすること。

電源のプラス側導線は、ＴＥＭセルの入力端で無線周波フィルタを経由すること。これに

は６．４．１．２項のＡＮを用いる。ＡＮはＴＥＭセルに密着接続し、遮蔽することにより、マイナス

側導線がコネクタパネルで接地されるようにし、ＡＮの測定端子は５０Ω負荷で終端すること。

図１４にＴＥＭセル法の試験配置の代表例を示す。

（図１３～１４ 省略）

１６． 部品からの放射妨害波の推奨限度値：ＴＥＭセル法

（リードフレームと供試品あるいは供試品のみの場合）

一部の妨害源は、持続的な放射源であり、周期的又は短時間作動の妨害源よりも厳しい限

度値を適用することが必要となる。

放射妨害波の限度値は、妨害源によって、また配置（アンテナと自動車内の電子機器の電

磁的結合）によって異なることがある。当事者は、表１３の周波数帯から該当する表１２のクラ

スを選択し、試験計画書に記載すること。持続的な放射源については、帯域Ｅ及びＦでは、

クラス５の限度値を使用することを推奨する。クラス６及び７の限度値は、特に保護を必要

とする場合に使用する。

表１２ 妨害波の推奨限度値　　　　　　　　表１３ 周波数帯

クラス

０

１

２

３

４

５

６

７

推奨限度値 ｄＢ（μＶ）

ユーザ定義

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０

帯域

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

周波数（ＭＨｚ）

０．５２６５～１．６０６５

５．９～６．２

３０～５４

７６～９０

１４２～１７０

ユーザ定義

ユーザ定義



備考１ 表１２の推奨限度値は、連続的な放射妨害波に対する狭帯域測定（尖頭値検波モード）

に適用する

２ 準尖頭値検波モードによる広帯域測定に対しては表１２の限度値に１０ｄＢを加算し、尖

頭値モードによる測定に対しては２３ｄＢを加算する

３ 短い持続時間の妨害波に対する準尖頭値検波モードの広帯域測定に関しては、表１２

のレベルに１２ｄＢを加算し、尖頭値検波モードの測定に対しては２９ｄＢを加算する



付録Ａ
規定：アンテナ整合器 （自動車試験用）

Ａ．１ アンテナ整合器のパラメータ（１５０ｋＨｚ～６．２ＭＨｚ）

アンテナ整合回路系の要件は、５．２．１に規定されている。

Ａ．２ アンテナ整合器－較正

図Ａ１には、アンテナとアンテナ同軸ケーブルを代表する擬似アンテナ回路網を記載して有

る。６０p Fのコンデンサは車載アンテナと車載無線機の入力端間の同軸ケーブルの静電容量を

表す。

Ａ．２．１ 利得測定

アンテナ整合器の利得が、５．２．１．１の要件に適合しているかどうかを確認するために、図Ａ１

の回路構成で測定を行う。

備考 アンテナ整合器の入力インピーダンスが、付録Ａの擬似アンテナ回路網開放時のイ

ンピーダンスより１０倍以上であれば、擬似アンテナ回路網を省略して信号発生器を直

接アンテナ整合器に接続して較正を行うことも可能である。

Ａ．２．２ 測定手順

１） 信号発生器の出力信号を１０００Ｈｚ３０％振幅変調し、出力４０ｄＢ（μＶ）に設定し、各周波数

帯の下限または上限の周波数に合わせる。

２） 周波数を掃引して、それぞれの全周波数帯域での利得曲線を記録する。

Ａ．３ インピーダンス測定

アンテナとアンテナ整合器の出力インピーダンスは、ベクトルインピーダンスメータ（又

は同等の測定器）で測定する。出力インピーダンスは、（５０＋ｊ０）Ωに対して定在波比が２：１以

下であること。

（図Ａ１ 省略）



付録Ｂ
部品試験のためのシールドルームの較正方法 （情報）

Ｂ．１ シールドルームの反射試験と較正方法

以下の試験手順は、放射妨害波測定に使用する長さ７．０ｍ×幅６．５ｍ×高さ４．０ｍ以上の大きさ

のシールドルームの推奨較正手順である。

Ｂ．２ 標準雑音源

較正には、出力特性が明らかな標準雑音源を使用すること。較正曲線は、オープンサイト

とシールドルームにおいて、標準雑音信号源から距離１ｍにおける電界強度を測定した結果

の比較によって得られる。但し、これらの測定に使用するアンテナ、較正ハーネス、ＡＮな

どの測定条件は同じであること。

Ｂ．３ 標準雑音源の特性

標準雑音源は、測定対象周波数範囲で安定した出力振幅スペクトラムを持っていること。

Ｂ．４ 較正手順

図１１と図１２の試験配置において、供試品の位置に標準雑音源を配置する。雑音源は、接地

板上５０ｍｍに設置された長さ１５００ｍｍのハーネスでＡＮに接続する。供試品の試験と同じ周

波数、同じアンテナを用いて測定を行い、周波数に対する電界強度を記録すること。

オープンサイトと電波無反射室における測定値の差は、電波無反射室の反射特性が４．４．１

を満足していることを確認するために使用するが、妨害波測定値の較正係数としては使用で

きない。試験結果の再現性を確保するために、測定結果の変動原因となるシールドルームの

反射を低減すること。

備考　適切な電波吸収体を使用すれば、無線周波での反射を更に減らすことができる。



付録Ｃ
電流プローブの要件 （情報）

Ｃ．１ 一般情報

無線周波用電流プローブは、クランプ形式の電流トランスであり、較正された妨害波測定

器（測定用受信機）、オシロスコープ、或いはその他の電圧測定器と組み合わせることによ

って、導線やケーブルを流れる無線周波電流の大きさを測定することができる一種のトラン

スジューサである。被測定導線には直接接続しないが、電流プローブを導線にクランプする

ことにより、一回巻きの一次巻線（被測定導線）と多数巻きの二次巻線からなるトランスを

形成する。電流プローブのコアは、測定対象の導線（束）の最大電流に対して、飽和しない

ようにすること。コアが飽和すると、間違った測定値が得られる。

Ｃ．２ 電気的特性

ａ． 回路：電流変成器

ｂ． 伝達インピーダンス：Ｃ．３項参照

ｃ． 周波数範囲：０．１５～９０ＭＨｚ

ｄ． 飽和電流：測定対象となる最大電流の１．２５倍まで飽和が起きないこと

ｅ． 最大一次電圧：ケーブルの絶縁特性に依存する

ｆ． 定格出力負荷インピーダンス：（５０＋ｊ０）Ω

ｇ． 出力コネクタ：同軸

ｈ． ケーブル用穴：被測定ケーブル直径に比して、十分な大きさであること

Ｃ．３ 伝達インピーダンス

被測定導線を流れる無線周波電流Ｉｐ（μＡ）は、電流プローブの出力電圧の測定値Ｅｓ（μＶ）を

電流プローブの伝達インピーダンスＺｔ（Ω）で割って求められる。すなわち、

Ｉｐ＝Ｅｓ／Ｚｔ

測定周波数範囲における電流プローブの伝達インピーダンスは、被測定導体に既知の無線

周波電流Ｉｐを流した時の、５０Ω負荷の両端（あるいは測定器の入力端）に現れる電圧Ｅｓから求

められる。すなわち、

Ｚｔ＝Ｅｓ／Ｉｐ

Ｃ．４ 伝達係数

実用上の理由から、用語「伝達インピーダンス」の代わりに「伝達アドミタンス」という言葉

がしばしば使用される。伝達アドミタンスの対数表示は、

ｙｔ［ｄＢ（１／Ω）］＝２０ｌｏｇＹｔ＝２０ｌｏｇ（１／Ｚｔ）

電流レベルｄＢ（μＡ）は、出力電圧レベルｄＢ（μＶ）から導かれ、対数表示では次式で表され

る。

Ｉｐ［ｄＢ（μＡ）］＝Ｅｓ［ｄＢ（μＶ）］＋ｙｔ［ｄＢ（１／Ω）］



付録Ｄ
妨害波抑圧に関する注記 （情報）

Ｄ．１ 一般情報

自動車における無線障害を抑圧するには、系統的な調査を行って、スピーカから聞こえる妨

害波の波源を探し出すことである。妨害波は、次のような様々な方法で受信機やスピーカに達

する。

ａ） アンテナからの侵入

ｂ） アンテナケーブルから侵入

ｃ） 電源線を経由して受信機筐体内に侵入

ｄ） 受信機の直接波かぶり（放射妨害波に対する無線機のイミュニティ特性）

ｅ） 受信機に接続された他のケーブルから侵入

調査する前に、受信機筐体、アンテナ基部及びアンテナケーブルのシールド外皮の両端は

正しく接地すること。

Ｄ．２ アンテナからの侵入

大部分の妨害波は、アンテナから受信機に達する。妨害源に抑圧器を取り付けることによ

り、これらの影響を減らすことができる。

Ｄ．３ アンテナケーブルからの侵入

アンテナからの妨害波の侵入を最小限に抑えるためには、アンテナケーブルを、ワイヤ

ハーネス又は他の電気ケーブルと並行に配線せず、かつ可能な限り離すこと。

Ｄ．４ クロック発振器

搭載電子モジュールからの放射妨害波又は伝導妨害波は、車載の他の部品に影響を及ぼす

ことがある。クロック発振器の高調波のうち顕著な妨害波は、送受同時移動無線機の受信周

波数や受信機の受信チャネル周波数と一致してはならない。また、自動車用モジュール・部

品に使用されている発振器の基本周波数の妨害波は、近隣の移動通信システムに妨害を与え

てはならない。従って、発振器の周波数は、その自動車が使われている国の送受同時移動無

線機のあらゆる送受信周波数の整数分の１であってはならない。

Ｄ．５ 他の情報源

受信機の配線及び筐体から妨害波が侵入することを防ぐ方法については、他の刊行物に記

載されている。同様に伝導妨害波及び放射妨害波の直接波かぶりに対する受信機のイミュニ

ティ評価試験法も、他の刊行物（例えばＣＩＳＰＲ２０）に記載されている。

Ｄ．６ 参考文献

ＣＩＳＰＲ２０：音声及びＴＶ放送受信機と関連装置のイミュニティ特性の許容値と測定方法



付録Ｅ
ＴＥＭセルの寸法 （情報）

方形ＴＥＭセルの設計寸法を、図Ｅ１、図Ｅ２、表Ｅ１に示す。なお、表Ｅ１は、使用周波数の

上限が特定値の場合のＴＥＭセルの寸法である。

（図Ｅ１～Ｅ２ 省略）

表Ｅ１ ＴＥＭセルの寸法
上限周波数

ＭＨｚ

１００

２００

２００

３００

５００

セル形状係数

Ｗ／ｂ

１．００

１．６９

１．００

１．６７

１．５０

セル形状係数

Ｌ／Ｗ

１．００

０．６６

１．００

１．００

１．００

セル高さ

ｂ（ｍｍ）

１２００

５６０

６００

３００

２００

中心導体幅

ｓ（ｍｍ）

１０００

７００

５００

３６０

２３０

備考：枠内のＴＥＭセルは、自動車部品試験用として代表的なものである。

集積回路に対する１ＧＨｚまでやそれ以上の周波数における試験には、さらに小さなＴＥＭセル

が利用できる。



付録Ｆ
擬似電源回路網ＡＮ （情報）

（図Ｆ１ 省略）
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