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電波暗箱・シールドボックスとは

1 電波暗箱・シールドボックスの特徴
電波暗箱・シールドボックスとは、下記の特徴を持った箱のことを指します。

• 外部からの電波の影響を受けない箱

• 外部に電波を漏らさない箱

2 電波暗箱とシールドボックスの違い

• 電波吸収体を貼った箱：電波暗箱

• 電波吸収体を貼っていない箱：シールドボックス

電波暗箱とシールドボックスの違いは、シールド（遮蔽）された空間の内部に、電波を反射させないための電波吸収

体を貼った空間（箱）であるかどうかです。

3 電波暗箱・シールドボックスの原理・概要
電波のシールドは主に金属等の導電材料を使用します。 電波吸収体とは電波がぶつかり熱に変換される材料で、内

部での反射を防ぐ役割を担います。 電波が反射しない空間（現実には全く反射が無いわけではなく、わずかに反射する）

とは、あたかも周囲に物体が無い（遠く離れている）環境を模擬しているといえます。

一般には大型の空間を電波暗室、小型の空間を電波暗箱と呼称しています。 主に小型の無線機器の評価やEMC試

験などに使用する実験設備です。 実験目的で電波を発射する場合には、他の電波や無線通信に対して影響を与えず、

また、他の電波や無線通信からの影響を受けないように空間を隔離することが望まれます。 電波法対策の観点から

も有効です。

外部からの電波の遮蔽に特化し、電波吸収体を使用しない空間（箱）をシールドボックスといいます。

5 電波暗箱・シールドボックスの内部構造
電波暗箱に関しては、上下左右前後の6面全ての内壁に電波吸収体を取り付けて内部反射を抑制する構造となって

います。 シールドボックス内部には電波吸収体が取り付けられていません。 アンテナの放射パターンを計測するシス

テムでは、ターンテーブルを内蔵し、被試験物を回転させて計測を行います。

電波吸収体そのものは、ウレタンや発泡スチロールに炭素（カーボン）粒子を含浸し導電性を持たせたものやフェライ

トを用いています。 前者は主にGHz帯以上（高周波）に対する効果が高く、後者はMHz帯以下（低周波）に対する効

果が高い傾向にあります。 また前者は四角錐（ピラミッド）型や平面（フラット）型等の形状があり、扱う電波の周波数

や特性・寸法に応じて選択する必要があります。 内部に電源や通信インタフェースを引き込むこともできますが、空

間が小型であるがゆえ、コネクタ部からの電波漏洩が無視できないため、構造設計は専門性が必要です。

6 電波暗箱・シールドボックスの必要性
昨今、さまざまな "モノ "がネットワークに繋がる IoT（Internet of Things）時代が到来し、多くの電子機器・機械・そ

の他の "モノ "は、無線通信を利用してネットワークに接続されるようになりました。 IoTデバイス（モノ）は多様化さ

れることから、無線性能の評価にはOTA（Over the Air）試験が必要となります。 5G、WiFi、V2X、LPWA等、用途・

周波数も様々です。 特に無線通信機器の場合、技術基準適合証明（技適）を取得していない製品は、違法な電波を撒

き散らさないためにも電波暗箱を用いる必要があります。

7 電波暗箱・シールドボックスと電波暗室・シールドルームの違い
大型の電波暗室やシールドルームと比べて、以下のような優位点があります。

• 手元でいつでも測定を行えるので、移動時間の短縮や測定の効率化が図れます。

• 生産ラインの無線系試験工程で、隣接する工程や無線機器との干渉を防ぐことができます。

• 室内や机上に設置することができ移動が可能なので、レイアウト変更を柔軟に行えます。

• 価格が安価、軽量で設置工事が不要なことが多いです。

• 維持管理費（ランニングコスト）が軽減できます。

4 電波暗箱・シールドボックスの外部構造
電波のシールドを目的として、金属等の導電材料を使用します。

電波暗箱による遮蔽効果はシールド性能で表されます。 ある強度の電波を送信アンテナから放射し、ある距離での

電界強度を受信アンテナで測定することを電波暗箱の有無により行い、次式によりデシベル（dB）単位で表現します。

測定には送受信アンテナ、スペクトラムアナライザ、信号発生器またはネットワークアナライザを用います。

シールド性能（dB）＝E0－E1

E0： 電波暗箱（シールドボックス）を使わないときの電界強度（dB）

E1： 電波暗箱（シールドボックス）内で電波を放射し、電波暗箱外で受信したときの電界強度（dB）
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電波吸収性能早見ガイド 電波吸収性能早見ガイド

MY3710HSMY3710 MY3720
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ME8669

MY5305

MY5310 MY5310S MY5310SU

MY5410

MY6520

ME8661B

ME8661A

ME8668

MY1515MY1510

MY1525

MY1530

MY5630ETMY5630

MY2520

MY5220

MY4620

MY1520 MY1520SW

MY2510

■ 簡易電波暗室

■ 平タイル型

■ グリッド型

フェライト系吸収体

ウレタン系吸収体

■ Taurusシリーズ

■ 生産ラインシリーズ

■ ハンドインシリーズ

■ その他

フラット型

■ ミリ波タイプ

■ 大型タイプ

ピラミダル型

※ 右表は電波吸収性能が20ないしは30dB

以上得られる周波数範囲を示しています。 

したがって、当該周波数の範囲でなければ

使用できない、ということはありません。 

機種選定における検討資料としてご利用く

ださい。

※ 吸収性能の評価は、導波管法とNRLアーチ

測定法によります。 なお、測定は裏面が金

属の場合です。

※ 性能値は代表値であり、保証値ではありま

せん。
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Taurusシリーズ インタフェースモジュールを多種揃えることにより、 低価格 ・短納期を実現 Taurusシリーズ インタフェースモジュールを多種揃えることにより、 低価格 ・短納期を実現

インタフェースモジュールを多種揃えること

により、低価格・短納期を実現。

当社のベストセラーシリーズ。

Taurus

電
波
暗
箱

外形寸法
380(W)×165(H)×380(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約315(W)×100(H)×315(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約3.5kg （I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

コネクタ SMA2個（背面）

I/Fモジュール 最大1台（背面）

オプション I/Fモジュール

外形寸法
465(W)×214(H)×465(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約400(W)×150(H)×400(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約10kg （I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

ACファン
0.56立方m/min（最大風量）@背面、

吸気口＠左側面

コネクタ SMA8個（背面）

I/Fモジュール 最大1台（背面）

オプション I/Fモジュール

MY1510 MY1515

MY1520

軽量で持ち運びも便利な小型サイズ。 20万円以下と大変お求め易い価格。 排気ファン/吸気口搭載タイプ。 電波暗箱内部の熱上昇を抑えて、エージング

試験等の長時間の連続運転で理想的な試験環境を実現。

多用途に対応する最も汎用的な中型サイズ。 正面開口で作業性に非常に優れ

ています。

198,000円

355,000円

外形寸法
520(W)×520(H)×520(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約455(W)×455(H)×455(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約15kg（I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

コネクタ SMA2個（背面）

I/Fモジュール 最大2台（背面）

オプション

• I/Fモジュール

• 木製テーブル　MT104
• 電波吸収体の変更 
・MYA-77：+50,000円 
・MYA-79：+200,000円

478,000円

MY1520SW

大型のシールドウィンドウを標準装備。 電波暗箱の外からEUTの状態変化が

確認できます。 表示内容の変化、高速データ通信時の動作確認など、幅広い

試験環境に対応します。

外形寸法
520(W)×520(H)×520(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約455(W)×455(H)×455(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約15kg（I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

シールド 
ウインドウ寸法

300（W)×200（H)mm

コネクタ SMA2個（背面）

I/Fモジュール 最大2台（背面）

オプション
• I/Fモジュール

• 木製テーブル　MT104

656,000円

トーラス シリーズ

外形寸法
460(W)×570(H)×582(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約340(W)×340(H)×400(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約17kg（I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 90dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

ACファン
0.56立方m/min（最大風量）@背面、

吸気口＠右側面

コネクタ SMA2個（背面）

I/Fモジュール 最大1台（床面）

オプション I/Fモジュール

MY1525

シールド性能90dBに対応。 排気ファン／吸気口を標準搭載。

428,000円

MY1530

大きな試験物に対応した大型サイズ。オプションでターンテーブルを装着可能。

外形寸法
1120(W)×705(H)×620(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約1000(W)×500(H)×500(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約56kg（I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

コネクタ SMA4個（背面2個、両側面各1個）

I/Fモジュール 最大4台（背面）

オプション

• I/Fモジュール

• 木製テーブル　MT105
• ターンテーブルユニット MT103
• 電波吸収体の変更 
・MYA-75：無償 
・MYA-79：+400,000円

1,080,000円

I/Fモジュール

ターンテーブルユニット MT103

大きさ 200mmΦ

耐荷重 10kg

材質 アクリル

回転角度 360°

回転ステップ 10°

170,000円

MY1530用の手動ターンテーブル。

木製テーブル MT104／105

モデル 対応製品 大きさ(W×H×D） 耐荷重 価格

MT104 MY1520/N 600×700×600mm 100kg 123,000円

MT105 MY1530/N 1220×700×720mm 100kg 225,000円

MY1520およびMY1530用。

キャスター付き。

オプション

２台の I/Fモジュールを取り付けたMY1520

AC、DC、LAN、USB、SMA、BNC、N、D-subコネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。

使用目的に応じた I/Fモジュールを選択することができます。

※1．  Cat 5e相当，PoE非対応

※2． Cat 6A相当，PoE+対応

※3．  USB2.0，Type-A(内・外)，Power Delivery(PD)非対応

※4．  USB3.1 Gen1，Type-A(内・外 )，Power Delivery(PD)

非対応

※5． オス(内・外)，嵌合M2.6(ミリネジ)

※6． メス(内・外)，嵌合M2.6(ミリネジ)

モデル 取付コネクタ 価格

IFM1 AC(1個)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個) 99,000円

IFM2 AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個) 107,000円

IFM3 AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub25※6(1個) 112,000円

IFM4 DC(1組)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個)、D-sub25※6(1個) 98,000円

IFM5B SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個) 59,000円

IFM6-1 貫通管(1個) 72,000円

IFM6-2 貫通管(2個) 90,000円

IFM7 AC(1個)、LAN※2(1個)、USB※4(1個) 159,000円

IFM8 DC(2組)、LAN※2(1個)、USB※4(1個) 155,000円

IFM9 LAN※2(2個)、USB※4(2個) 126,000円

 ■Taurus、MY2500、MY3700シリーズ用（MY1525除く）

モデル 取付コネクタ 価格

IFM10 AC(1個)、LAN※1(1個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個) 125,000円

IFM11 DC(1組)、LAN※1(1個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個) 118,000円

 ■MY1525専用

※詳しくは、32 ページの「IFモジュール」の項目をご覧ください。
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開閉がラク。 作業者負担を軽減生産ラインシリーズ 開閉がラク。 作業者負担を軽減生産ラインシリーズ

ワンタッチロック機構
簡単な開閉動作にもかかわらずシー

ルド効果が保たれ、作業者の負担も

軽減されます。

転倒防止対策
台座と一体になっており、作業机や

棚への固定が出来ます。

ワンタッチロック機構によりタクトタイムを短

縮。 治具装置を組み込み可能。

￥348,000（税別）

MY2510

外形寸法 315(W)×355(H)×315(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約250(W)×250(H)×250(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約8.5kg

構造 電波吸収体とアルミ板の二重構造

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上(MYA-75：2.4GHz以上)

コネクタ SMA(J)×2（背面）

IFモジュール 最大1台（背面）

オプション

カスタマイズ

標準仕様

パネルを取り外した状態 パネル装着後

筐体を加工した後、ご指定の治具装置を暗箱本体に固定します。 (出荷時のみ)

将来的にアンテナやコネクタ位置が変更される場合、背面パネルを取り外し、

ご希望のパネルを装着出来ます。

 ■治具装置の組込み

 ■背面部の変更

表面をブルージャージで覆います

電波吸収体のボロ屑等がDUTに付着することを防ぎます。

加工費：20,000円

 ■電波吸収体の表面加工

※詳しくは、32 ページの「IFモジュール」の項目をご覧ください。

 ■I/Fモジュール

モデル 取付コネクタ 価格

IFM1 AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個) 99,000円

IFM2 AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub9(1個) 107,000円

IFM3 AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub25(1個) 112,000円

IFM4 DC(1組)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個)、D-sub25(1個) 98,000円

IFM5B SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個) 59,000円

IFM6-1 貫通管(1個) 72,000円

IFM6-2 貫通管(2個) 90,000円

IFM7 AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個) 159,000円

IFM8 DC(2組)、LAN(1個)、USB(1個) 155,000円

IFM9 LAN(2個)、USB(2個) 126,000円

 ■追加コネクタ

追加個数 1個 2個 3個

SMA 19,000円 29,000円 39,000円

N 23,000円 37,000円 51,000円

※いずれも4個以上追加は見積依頼

ワンタッチロック機構によりタクトタイムを短

縮。 治具装置を組み込み可能。

MY2510より一回り大きなサイズ。

￥528,000（税別）

MY2520

外形寸法 470(W)×520(H)×470(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約400(W)×400(H)×400(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約15kg

構造 電波吸収体とアルミ板の二重構造

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上(MYA-75：2.4GHz以上)

コネクタ SMA(J)×4（背面）

IFモジュール 最大2台（背面）

標準仕様

カスタマイズ

ワンタッチロック機構
簡単な開閉動作にもかかわらずシー

ルド効果が保たれ、作業者の負担も

軽減されます。

転倒防止対策
台座と一体になっており、作業机や

棚への固定が出来ます。

※治具装置設置写真はMY2510になります。

パネルを取り外した状態 パネル装着後

筐体を加工した後、ご指定の治具装置を暗箱本体に固定します。 (出荷時のみ)

将来的にアンテナやコネクタ位置が変更される場合、背面パネルを取り外し、

ご希望のパネルを装着出来ます。

 ■治具装置の組込み

 ■背面部の変更

表面をブルージャージで覆います

電波吸収体のボロ屑等がDUTに付着することを防ぎます。

加工費：29,000円

 ■電波吸収体の表面加工

 ■追加コネクタ

追加個数 1個 2個 3個

SMA 19,000円 29,000円 39,000円

N 23,000円 37,000円 51,000円

※いずれも4個以上追加は見積依頼

オプション

※詳しくは、32 ページの「IFモジュール」の項目をご覧ください。

 ■I/Fモジュール

モデル 取付コネクタ 価格

IFM1 AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個) 99,000円

IFM2 AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub9(1個) 107,000円

IFM3 AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub25(1個) 112,000円

IFM4 DC(1組)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個)、D-sub25(1個) 98,000円

IFM5B SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個) 59,000円

IFM6-1 貫通管(1個) 72,000円

IFM6-2 貫通管(2個) 90,000円

IFM7 AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個) 159,000円

IFM8 DC(2組)、LAN(1個)、USB(1個) 155,000円

IFM9 LAN(2個)、USB(2個) 126,000円
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開閉がラク。 作業者負担を軽減生産ラインシリーズ 開閉がラク。 作業者負担を軽減生産ラインシリーズ

床面に治具取付台（樹脂製）を標準装備。 
MY2510とMY2520の中間サイズ

￥648,000（税別）

MY5220

外形寸法 456(W)×416(H)×416(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約390(W)×340(H)×340(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約25kg

治具取付台寸法 350(W)×16(H)×300(D)mm

構造 電波吸収体、ステンレス板の２重構造

シールド性能 75dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

コネクタ SMA3個（側面1個、背面2個）

オプション 
（コネクタボックス）

• D-sub9ピン×1
• LAN×3
• USB×1
• AC電源×1（電源ケーブル付）

200,000円

標準仕様

アプリケーション

電波暗箱は外部ノイズや内部で発生するマルチパスの影響を低減し、無線LANの検査において安定した測定を行うことが出来ます。 又ノイズフィルタの機能を持ったコ

ネクタボックスを追加することにより、多数のインタフェイスを使用できるようになるのみならず、外部との影響を更に低減することが可能です。

※寸法・形状やコネクタの変更・追加等のカスタム対応も承ります。

DUT

AC

LAN USB Dsub
(9pin) コネクタボックス

SMA SMA

LANケーブル

通信シミュレータ

又は測定器

PC

同軸ケーブル

電波吸収体

アンテナ

電動式の自動搬送機を備えた、自動開閉型

シールドボックス（電波暗箱）

￥1,280,000（税別）

MY4620

外形寸法（本体部） 480(W)×480(H)×486(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約400(W)×400(H)×410(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約47kg

最大外形寸法 
（架台含む）

480(W)×570(H)×972(D)mm

搬送部開口寸法 220(W)×200(H)mm

EUT許容寸法 200(W)×140(H)×140(D)mm以下

EUT許容重量 2kg以下

主材質（本体部） ステンレス

主材質（EUT搬送台） POM

構造 ステンレス板と電波吸収体の2重構造

シールド性能 60dB以上＠2.4GHz

電波吸収体 フラット型ウレタンMYA-75（厚さ約30mm）

電波吸収性能（代表値） 20dB＠2.4GHz以上

コネクタ SMA(J-J)×2（天面）、GND端子×1（背面）

IF（EUT用） D-sub25pin×1、USB2.0×1、LAN×1

搬送部

• 電源：単相AC100V
• 制御：D-sub15pin
• 調整：ミニDIN8pin（ティーチングボックス接続用）

オプション

• 電波吸収体表面加工（ブルージャージ） 
MY4620-BJ ￥65,000 
吸収体のボロ屑やカーボン粉末がEUTに付着することを防

ぎます。

• コントロールボックス 
MY4620-CB ￥30,000 
押し釦で自動開閉する 
ためのコントローラです。

標準仕様 ■ シールドボックスの開閉を制御PCや

PLCにより自動で行えます。 また、

オプションのコントロールボックス

（MY4620-CB）を用いると、押し釦

で開閉ができます。

 ■ エアーシリンダ式と比べて位置決め

精度が高く、またパラメータ設定が

容易です。 （パラメータ設定はティー

チングボックス IAI製TB-02を使用

します。）

 ■ 背面側は全面保守用パネルとなって

おり、治具等の着脱や調整がし易い

です。

内側
前面側 背面側

■ 搬送部

■ 背面側

保守用背面パネル取り外し時

EUT設置台

URL:https://youtu.be/n2QtdO9QCVM

実動作をこちらから

ご覧いただけます（Youtube）
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シールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能ハンドインシリーズ開閉がラク。 作業者負担を軽減生産ラインシリーズ

￥1,140,000（税別）

ME8668

外形寸法 922(W)×794(H)×731(D)mm　（キャスタ及び突起物等を除く）

内部寸法 約790(W)×605(H)×605(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約94kg（自動搬送機を含む）

自動搬送機 
搬送部寸法

634(W)×496(H)×260(D)mm

EUT許容寸法 110(W)×150(H)×150(D)mm

EUT許容重量 2kg

構造 電波吸収体、ステンレス板の２重構造

シールド性能 70dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA77：1.2GHz以上）

コネクタ SMA2個（搬送部1個、背面1個）

標準仕様

カスタム応用例

標準仕様から、サイズ、コネクタ、 機能の変更・追加に対応します。

• DUT設置台 

• DUTの自動搬送マウント部分の変更 

• 自動搬送装置を取り外したモデルも可能 

• 受信アンテナ（DUTにあわせて選択可能） 

• 基準アンテナ（DUTにあわせて選択可能） 

• 開閉扉 

• 各種RFコネクタの追加（N・SMA・BNC等） 

• 各種多ピンコネクタの追加（D-sub等） 

• サイズの変更 

• 形状の変更 

• 電波吸収体の選択 

• その他

付属の押しボタンで開閉を行います。

側面開放

• 緑ボタン同時押し：閉じる

• 赤ボタン同時押し：開く

エアシリンダ式の自動搬送機を備えた、自動

開閉型シールドボックス（電波暗箱）。

携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ・

タブレット端末・ウェアラブル端末・無線通信

機能付携帯ゲーム機などの評価に最適。

￥438,000（税別）

MY3710

外形寸法 320(W)×260(H)×360(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約250(W)×160(H)×290(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約8kg（I/Fモジュール含まず）

構造 電波吸収体とアルミ板の2重構造

シールド性能 60dB以上 （600MHz～6GHz）

電波吸収性能 20dB以上 （2.4GHz以上）

シールド窓寸法 約 140(W)×140(D)mm

コネクタ SMA 4個（背面）

オプション

• I/Fモジュール（背面1台 装着可、 IFM1～9に対応）

• シールドアームカバー MY3700-001 
 （工場オプション ※片側のみ標準装備）

• 導通アームサポータ MY3700-002
• 暗箱設置台 MY3700-101（傾斜角度調整可）

• LEDライト MY3700-102 
（電池式、工場オプション、取付用ブラケット付き）

※詳しくは16 ページの「オプション」をご覧ください。

標準仕様

特長

ワンタッチロック機構

シールドアームカバー 

※工場オプション

シールドウィンドウを使用している

にもかかわらず、シールド性能は

60dB 以 上 を 確 保 (600MHz ～

6GHz)

モバイル端末の通信方式で主流の 

3G/4G (LTE /WiMAX)/Wi-Fi 

(2.4GHz帯および5GHz帯 )等の

様々な電波を遮断できます。

弊社独自のシールドウィンドウ技術

により、この性能を実現しています。 

小型・軽量でありながら片手または両手

(オプション：MY3700-001装着時)を

挿入でき、かつ素手でDUTを操作でき

ます。 10インチ型タブレット端末が入り

ます。

素手で直接操作ができますので、グロー

ブタイプ特有のタッチパネルの反応の悪

さが解消され、細かな操作が行えます。

I/Fモジュールは背面1台の装着が

可能です。
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シールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能 シールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能ハンドインシリーズ ハンドインシリーズ

MY3710の高シールド性能型タイプ。 (80dB 以上)
携帯電話・スマートフォン・タブレット端末などの弱

電界耐性・圏外試験・デジタルフォレンジックに最適。

￥548,000（税別）

MY3710HS

外形寸法 320(W)×260(H)×360(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約250(W)×145(H)×290(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約9kg（I/Fモジュール含まず）

構造 電波吸収体とアルミ板の2重構造

シールド性能 80dB以上 (600MHz～6GHz)

電波吸収性能 20dB以上 （2.4GHz以上）

シールド窓寸法 約 140(W)×140(D)mm

コネクタ SMA 4個（背面）

オプション

• I/Fモジュール（背面最大1台 装着可、 IFM1～9に対応）

• シールドアームカバー MY3700-001 
（工場オプション、 片側のみ標準装備）

• 導通アームサポータ MY3700-002 
※詳しくは16 ページの「オプション」をご覧ください。

標準仕様

特長

シールドアームカバー 
※工場オプション

小型・軽量でありながら片手または両手

(オプション：MY3700-001装着時)を

挿入でき、かつ素手でDUTを操作でき

ます。 10インチ型タブレット端末が入り

ます。

素手で直接操作ができますので、グロー

ブタイプ特有のタッチパネルの反応の悪

さが解消され、細かな操作が行えます。

シールドウィンドウを使用している

にもかかわらず、高いシールド性

(80dB 以上＠600MHz ～6GHz)

を確保。

モバイル端末の通信方式で主流

の 3G/4G （LTE/WiMAX） /5G/

Wi-Fi（2.4GHz帯および5GHz帯）

等の様々な電波を遮断できます。

弊社独自のシールドウィンドウ技術

により、この性能を実現しています。 

オプションの I/Fモジュールを交換す

ることにより、様々なインタフェース

で使用することができます。

これらインタフェースの多くにはノイ

ズフィルタが挿入されており、ケー

ブルから侵入するノイズの影響を低

減させています。

内部空間が大きくなり、大型タブレット端末・

モバイルPC・据え置き型無線通信機能付ゲー

ム機などの弱電界・圏外試験が可能。

￥898,000（税別）

MY3720

外形寸法 615(W)×515(H)×518(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約550(W)×450(H)×450(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約21kg（I/Fモジュール含まず）

構造 電波吸収体とアルミ板の2重構造

シールド性能 60dB以上 （600MHz～6GHz）

電波吸収性能 20dB以上 （2.4GHz以上）

シールド窓寸法 約 275(W)×255(D)mm

コネクタ SMA 6個 （両側面各3個）

オプション

• I/Fモジュール（両側面各1台 装着可、 IFM1～9に対応）

• 導通アームサポータ MY3700-002
• LEDライト MY3700-102 
（2つ取付可、電池式、工場オプション、取付用ブラケット付き）

※詳しくは16 ページの「オプション」をご覧ください。

標準仕様

特長

275×255mmの大型シールドウィ

ンドウを採用しました。 視野角が大

きくとれ、大型ディスプレイも見易い

です。

600MHz～6GHzにおいてシール

ド性能は60dB以上を確保しており、

モバイル端末の通信方式で主流の 

3G／4G（LTE／WiMAX）／Wi-Fi

（2.4GHz 帯および5GHz 帯）等の

様々な電波を遮断できます。

弊社独自のシールドウィンドウ技術

により、この性能を実現しています。

正面から両手を挿入が可能です。

I/Fモジュールは両側面各1台装着可

素手で直接操作ができますので、グロー

ブタイプ特有のタッチパネルの反応の悪

さが解消され、細かな操作が行えます。

21.5インチワイドモニタサイズのDUT

が入ります。
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据え置きで使用する汎用中型タイプ中型タイプシールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能ハンドインシリーズ

オプション

暗箱設置台 MY3700-101

暗箱設置台 固定時（0°） 暗箱設置台 固定時（約45°）暗箱設置台 固定時（約35°）

傾斜角度の調整機能付き。 座り作業に便利です。
価格：64,000円/※MY3710 専用

※MY3710/HS 専用

LEDライト MY3700-102

電池式のLEDライト。 電波暗箱内部の視認性が良くなります。

※工場オプション（取付用ブラケット付き）

※MY3710/MY3720専用

価格：13,000円

品 名 型 式 製品特長 価 格

シールドアームカバー MY3700-001

両手を挿入する場合に必要な

オプションです。

※工場オプション。 片側のみ標

準装備

88,000円

品 名 型 式 製品特長 価 格

導通アームサポータ MY3700-002

導電素材により、シールドアー

ムカバーとの導通性を高めます。

シールドアームカバーの保護に

もなります。

32,000円

シールドアームカバー MY3700-001 導通アームサポータ MY3700-002

I/Fモジュール

I/Fモジュールを取り付けたMY3710

AC、DC、LAN、USB、SMA、BNC、N、D-subコネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。

使用目的に応じた I/Fモジュールを選択することができます。

モデル 取付コネクタ 価格

IFM1 AC(1個)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個) 99,000円

IFM2 AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個) 107,000円

IFM3 AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub25※6(1個) 112,000円

IFM4 DC(1組)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個)、D-sub25※6(1個) 98,000円

IFM5B SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個) 59,000円

IFM6-1 貫通管(1個) 72,000円

IFM6-2 貫通管(2個) 90,000円

IFM7 AC(1個)、LAN※2(1個)、USB※4(1個) 159,000円

IFM8 DC(2組)、LAN※2(1個)、USB※4(1個) 155,000円

IFM9 LAN※2(2個)、USB※4(2個) 126,000円

 ■Taurus、MY2500、MY3700シリーズ用（MY1525除く）

※1．  Cat 5e相当，PoE非対応

※2． Cat 6A相当，PoE+対応

※3．  USB2.0，Type-A(内・外)，Power Delivery(PD)非対応

※4．  USB3.1 Gen1，Type-A(内・外 )，Power Delivery(PD)

非対応

※5． オス(内・外)，嵌合M2.6(ミリネジ)

※6． メス(内・外)，嵌合M2.6(ミリネジ)

※詳しくは、32 ページの「IFモジュール」の項目をご覧ください。

1.2GHz以上に対応した、中型電波暗箱。

￥690,000（税別）

ME8661A

標準仕様据え置きで使用する簡易型の電波暗箱です。 電波吸収体、アルミ板の2重構造

になっており、低周波から18GHzまでの周波数帯をカバーしています。 また

DUTを置くためのアクリル台が設置され、オプションの受信アンテナが簡単に

取り付けられる構造となっています。

 ■構造

SMA
2個

受信アンテナ
（オプション）

上下移動可

アクリル台
（200×200mm）

アルミ板

電波吸収体

SMA

D-sub

820（W）×608（H）×503（D）mm

応用例

携帯電話､ETC 車載器､無線LAN､無線通信機等において､実際の使用状態

に近い自由空間での無線系試験(送信電力､送信周波数､スプリアス､占有帯

域幅､キャリアオフ時漏洩電力､隣接波漏洩電力､変調指数､送信アイ開口率

等の試験)を行うことができます。

基準アンテナ用コネクタに信号源を接続し、受信アンテナ用コネクタに測定器

を接続することによって、アンテナの特性データを取ることができます。

アンテナは取り付けないで、単なる電波暗箱として使用できます。 ＥＭＣ試験

の簡易的な予備実験や、外部電磁界から遮蔽して試験をしたい場合に最適で

す。

 ■応用2：アンテナ試験

 ■応用3：電波暗箱として

 ■応用1：無線系試験

スペクトラムアナライザ
または
マイクロ波電力計

RECEIVING
ANTENNA

受信アンテナ
REFERENCE
ANTENNADUT

30cm以上

ME8661A

外形寸法 820(W)×608(H)×503(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約690(W)×380(H)×380(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約38kg

構造 電波吸収体､アルミ板の2重構造

シールド性能 65dB type@2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

アクリル台寸法 200×200mm

コネクタ
• SMA 3個（基準側1個、受信側2個）

• 25ピンD-sub １個

オプション

受信スパイラルアンテナ

見積もり依頼

基準スパイラルアンテナ

(アンテナ利得､RF結合度データ付)

受信ホーンアンテナ

基準ホーンアンテナ

(アンテナ利得､RF結合度データ付)

マイクロ波同軸ケーブル

0.5ｍ 22,000円

3ｍ 49,000円

4ｍ 57,000円

マイクロ波固定減衰器 
(1～10､12､13､15､20dB)

各13,000円

50Ω終端器(SMA) 8,000円

ターンテーブル（手動） MT101 188,000円

キャスター 8,000円



1918

電
波
暗
箱

ウ
レ
タ
ン
系
吸
収
体

ピ
ラ
ミ
ダ
ル
型

電
波
暗
箱

ウ
レ
タ
ン
系
吸
収
体

フ
ラ
ッ
ト
型

マイクロ波からミリ波まで、 広帯域をカバーミリ波対応タイプ据え置きで使用する汎用大型タイプ大型タイプ

600MHz以上に対応した、大型電波暗箱。

￥1,890,000（税別）

ME8661B

標準仕様

内 部

ME8661Aとのサイズ比較

外形寸法 1520(W)×1100(H)×900(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約1200(W)×600(H)×600(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約230kg

構造 アルミ板、電波吸収体の2重構造

シールド性能 65dB typ＠2.4GHz

吸収性能 20dB以上（MYA-79：600MHz以上）

コネクタ
• SMA 3 個（基準側1個、受信側2個）

• 25ピンD-sub １個

オプション

受信スパイラルアンテナ

見積もり依頼

基準スパイラルアンテナ

(アンテナ利得､RF結合度データ付)

受信ホーンアンテナ

基準ホーンアンテナ

(アンテナ利得､RF結合度データ付)

マイクロ波同軸ケーブル

0.5ｍ 22,000円

3ｍ 49,000円

4ｍ 57,000円

マイクロ波固定減衰器 
(1～10､12､13､15､20dB)

各13,000円

50Ω終端器(SMA) 8,000円

ターンテーブル（手動） MT102 188,000円

5G NR 対応端末・デバイス・チップセット等の、

簡易的なOTA 試験に好適。

￥1,680,000（税別）

MY6520

外形寸法 743(W)×830(H)×721(D)mm 　（IF部・突起物等除く）

内部寸法 約500(W)×500(H)×500(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約 33kg（本体のみ）

シールド性能
60dB以上   ＠700MHz～6GHz 

＠20GHz～30GHz

電波吸収体

吸収性能

（代表値）

ピラミッド型ウレタンタイプ

25dB＠3GHz
35dB＠5GHz
40dB＠10GHz
45dB＠15GHz
50dB＠24GHz以上

RFコネクタ（背面） • 2.92mm（J-J）×2個、SMA（J-J）×2個

インタフェース 
（背面）

• AC×1個（100V、単相2線＋アース）

• DC×2組（ジョンソン端子4極）

• USB3.0 TypeA×2個 
（極性有り：外Device-内Host×1、外Host-内Device×1）

• LAN×2個（Cat.6A, PoE非対応）

主材質 アルミ

その他 • 低反射EUT台＠内部下、アンテナ固定台＠内部上

オプション

（工場出荷時）

 ■ RFコネクタ追加（MY6500-K／MY6500-SMA ）
・ 2.92mm（K）コネクタまたはSMAコネクタを合計4個まで増設可

 ■ インタフェース（カスタマイズ）

・ USB3.0をUSB2.0に変更可（極性無し）

・ USB3.0の極性（Device・Host）変更

・ USBとLANの組合せ変更可（例；USB×4やUSB×1・LAN×3など）

標準仕様

オプション

 ■ プロトコル機能試験用に特化した、小型、軽量、安価な電波暗箱

 ■ ピラミッド型電波吸収体の特性により、内部反射を低減

 ■ 低反射EUT台およびアンテナ固定台を標準装備

 ■ 工場出荷時オプションで、RFコネクタの追加および 

インタフェースの仕様変更が可能

 ■ ワンタッチロック機構（鍵付き）

 ■ カスタマイズ対応可

• MY6500-A1 価格：23,000円 

中継アダプタ（2.92mm、P-J）

• MY6500-A2 価格：39,000円 

変換アダプタ（2.4mm-2.92mm、P-J） 

• MY6500-K 価格：29,000円 

2.92mmコネクタ

• MY6500-SMA 価格：5,800円 

SMAコネクタ

• MY6500-C061 価格：51,000円 

長さ：61cm（2.92mm、P-P）

• MY6500-01 価格：390,000円 

直線偏波のピラミダルホーンアンテナ。 

周波数範囲：26GHz～40GHz

• MY6500-02E 価格：990,000円 

水平・垂直両偏波をカバーする。 

周波数範囲：5GHz～50GHz

電源部
AC×1、DC×2

MY6500-01 MY6500-02E

2.92mm

コネクタ増設用ポート

複数セルにおけるシナリオ評価、
ハンドオーバー評価を想定

アンテナ固定台
最大5つのホーンアンテナを取付可

低反射EUT台

SMA

インターフェース部
USB3.0×2、LAN×2

 ■ホーンアンテナ  ■アダプタ

 ■RFコネクタ追加（工場出荷時）

 ■同軸ケーブル（電波暗箱－アンテナ間）
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放射パターン測定に最適な大型の電波暗箱大型タイプ 放射パターン測定に最適な大型の電波暗箱大型タイプ

無線機・無線デバイス等のアンテナ開発、通信

特性の評価に最適な電波暗箱。

無線機・無線デバイス等のアンテナ開発、通信

特性の評価に最適な電波暗箱。

電動ターンテーブルにより、自動計測が可能。

MY5630
￥7,150,000（税別）

手動ターンテーブル付き

型番 MY5630

外形寸法 2504(W)×1704(D)×1921.5(H)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約2010(W)×1210(D)×1140(H)mm　（突起物等を除く）

総重量 約750kg

材質
外装：ステンレス製・薄板2重

フレーム：ステンレス製・40角管

電波吸収体 ウレタンピラミッド型 8inch

シールド性能
80dB以上@800MHz-12GHz(代表値) 
(シールドシート使用時 60dB以上)

吸収性能 30dB@1GHz、40dB@3GHz、50dB@5GHz (代表値)

前面ドア 開口部寸法 900(W)×1150(H)mm

メンテナンス扉
開口部寸法 675(W)×675(H)mm 
アンテナ固定台(樹脂製) 設置

ターンテーブル

手動

テーブル径 φ500mm/耐荷重30kg (均等静荷重@テーブル中心)
材質 POM(白色)

吸排気機構
吸気口(左側面下) 
排気ファン(右側面上、ACインレット右側面下)

インタフェース

USB、LAN×各2、電源※、D-sub25及び9ピン×各1、

シールドシート×1、SMA(J)×5
(※AC100V若しくはDCの何れか選択)

オプション

• ダブルリッジホーンアンテナセット MY5630-01
• ログペリオディックアンテナセット MY5630-02
• シールドシート(メンテナンス扉側) MY5630-03
• 木製台 MY5630-04

標準仕様

手動ターンテーブル用ノブ

MY5630ET
￥8,270,000（税別）

電動ターンテーブル付き

型番 MY5630ET

外形寸法 2504(W)×1704(D)×1921.5(H)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約2010(W)×1210(D)×1140(H)mm　（突起物等を除く）

総重量 約765kg

材質
外装：ステンレス製・薄板2重

フレーム：ステンレス製・40角管

電波吸収体 ウレタンピラミッド型 8inch

シールド性能
80dB以上@800MHz-12GHz(代表値) 
(シールドシート使用時 60dB以上)

吸収性能 30dB@1GHz、40dB@3GHz、50dB@5GHz (代表値)

前面ドア 開口部寸法 900(W)×1150(H)mm

メンテナンス扉
開口部寸法 675(W)×675(H)mm 
アンテナ固定台(樹脂製) 設置

ターンテーブル

電動

テーブル径 φ500mm/耐荷重30kg (均等静荷重@テーブル中心)
材質 POM(白色)

吸排気機構
吸気口(左側面下) 
排気ファン(右側面上、ACインレット右側面下)

インタフェース

USB、LAN×各2、電源※、D-sub25及び9ピン×各1、

シールドシート×1、SMA(J)×5
(※AC100V若しくはDCの何れか選択)

オプション

• ダブルリッジホーンアンテナセット MY5630-01
• ログペリオディックアンテナセット MY5630-02
• シールドシート(メンテナンス扉側) MY5630-03
• 木製台 MY5630-04

標準仕様

電動ターンテーブル

シールドシート MY5630-03（オプション）装着時

 ■メンテナンス扉（右側面）  ■左側面  ■アンテナ固定台

 ■平面図

 ■電動ターンテーブル
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フェライト系吸収体を使用した汎用中型タイプ中型タイプ放射パターン測定に最適な大型の電波暗箱大型タイプ

MY5630／MY5630ET 特長

MY5630／MY5630ET オプション

 ■ 内寸2m長のワイドサイズ、大型DUTの測定を考慮

 ■ 高シールド性能(80dB以上)の強化ボディを実現

 ■ ピラミッド型電波吸収体の特性により、内部反射を防止

 ■ メンテナンス扉を設置。 固定台取付時の負担を軽減

 ■ シールドシートを介し、特殊ケーブルの通線にも対応

 ■ 吸排気機構を用いた放熱対策を実施

 ■ アンテナパターン測定の自動作成等もカスタマイズ可

メンテナンス扉：アンテナ交換時等に作業効率が向上します。

アンテナ固定台： オプションのアンテナセット等を取付けることができます。 

(写真：MY5630-01）

【例】 回転機構： 水平/垂直方向の測定(写真：MY5630-02 ）

電動ターンテーブル：DUTを回転させ、アンテナパターンを測定します。

 ■シールドシート(メンテナンス扉側)  ■木製台

※1.暗箱内部接続ケーブル及びコネクタ類含む。

 ■ダブルリッジホーンアンテナセット

型番 MY5630-01

アンテナ形状 ダブルリッジホーン　

対応周波数 1-18GHz

コネクタ SMA型(J)

その他 固定冶具一式※1

特長

• 鋭い指向性で広帯域測定に適した小型アンテナ

• 固定台に設置、回転機構で水平・垂直面受信測定

• 携帯電話、無線LAN端末、基地局等のアンテナ評価

定価 990,000円

型番 MY5630-03

特長

• 本体標準装備（左側面）のシールドシートと同じ

• メンテナンス扉側に設置

• IF及び同軸、光ファイバー、特殊ケーブル通線用

定価 112,000円

 ■ログペリオディックアンテナセット

型番 MY5630-02

アンテナ形状 ログペリオディック・ダイポール

対応周波数 700MHz-6GHz

コネクタ SMA型(J)

その他 固定冶具一式※1

特長

• 利得が高く、広帯域且つ高出力に対応

• 固定台に設置、回転機構で水平・垂直面受信測定

• SG･高周波アンプ等と組合せ、放射イミュニティ評価

• 基地局、4K放送機器等の受信特性評価

定価 334,000円

型番 MY5630-04

特長

• ターンテーブル周辺に取付、回転時ケーブル等の干渉を防ぐ

• DUTを扉とターンテーブルの間の木製台に一旦置けるため、設置

時負担を軽減。

• 木製台面はターンテーブル面より5mm低い

定価 327,000円

システムアップの詳細は、40 ページの「電磁波放射パターン測定システム MRP770」をご覧ください。

シールドシート MY5630-03装着時

平タイル型フェライト系電波吸収体を使用し

た35MHz～2.2GHz対応の電波暗箱。

UHF帯やサブギガ帯での利用に最適。

受注生産

MY5305

外形寸法 1150(W)×765(H)×635(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約1000(W)×500(H)×500(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約195kg

ドア開口部 500(W)×500(H)mm

構造 電波吸収体、ステンレス板の2重構造

シールド性能 75dB typ＠300MHz

吸収性能 20dB以上＠35MHz～2.2GHz

コネクタ

• N×2（正面左1、右側面1）

• 25ピンD-sub×1
• LAN×1
• 電源×1

寸法 200mmφ

耐荷重 10kg

標準仕様

※工場オプション

手動ターンテーブル

カスタム応用例

標準仕様から、サイズ、コネクタ、機能の変更・追加に対応します。

• DUT設置台

• ターンテーブル

• 受信アンテナ（DUTにあわせて選択可能）

• 基準アンテナ（DUTにあわせて選択可能）

• 開閉扉

• 各種RFコネクタの追加

• 各種多ピンコネクタの追加

• その他
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簡易 EMC試験に最適な大型の電波暗箱大型タイプ 簡易 EMC試験に最適な大型の電波暗箱大型タイプ

EMC試験に最適な電波暗箱。 小型EUT向け

に直径220mm/耐荷重10kgの手動ターン

テーブルを標準装備。

受注生産

MY5310

外形寸法 1340(W)×1210(H)×1030(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約1230(W)×915(H)×915(D)mm　（突起物等を除く）

総重量 約460kg

ドア開口部寸法 約410(W)×710(H)mm

ターンテーブル寸法 φ220mm

ターンテーブル耐荷重 10kg(均等静荷重)

同軸コネクタ
• N(J)×1(正面左下・アンテナ用)
• N(J)×1(右側面下)

I/F

• D-sub25ピン×1(メス)
• LAN×1
• AC×1(250Vmax/10A) 
※電動ターンテーブル装着時はAC100V

シールド性能 70dB typ@2.2GHz

電波吸収体 二重構造フェライトタイル

吸収性能 20dB以上＠35MHz～2GHz

オプション
• 広帯域アンテナ MAN101
• 電動ターンテーブル MT106

標準仕様 ■シールドボックスの構造
広帯域アンテナ
MAN101
（オプション）

アンテナ出力
N(J)コネクタ

EUT用
D-sub25ピンコネクタ

EUT用
D-sub25ピン
コネクタ

EUT用
電源コネクタ

EUT用
電源コネクタ

ターンテーブル
回転ノブ

ターンテーブル

手動ターンテーブル

電波吸収体

EUT用
N(J)コネクタ

EUT用
N(J)コネクタ

回転
インジケータ

周波数範囲 30MHz～1GHz

偏波 直線偏波

インピーダンス 50Ω(公称)

アンテナ構造 変形Y状モノポール

エレメント寸法 578(W)×332(H)×500(D)mm

地板の大きさ 700(W)×900(D)mm

重さ 約5.3kg

テーブル直径 220mmφ

テーブル材質 樹脂

耐荷重 15kg

 ■広帯域アンテナ MAN101  ■電動ターンテーブル MT106

オプション

周波数範囲 30MHz～1GHz

偏波 直線偏波

インピーダンス 50Ω(公称)

アンテナ構造 変形Y状モノポール

エレメント寸法 578(W)×332(H)×500(D)mm

地板の大きさ 700(W)×900(D)mm

重さ 約5.3kg

テーブル直径 220mmφ

テーブル材質 樹脂

耐荷重 15kg

 ■広帯域アンテナ MAN101  ■電動ターンテーブル MT106

オプション

EMC試験に最適な電波暗箱。 分割・組立てタ

イプ。 オフィスビル等の狭いスペースへの設

置に最適。

受注生産

MY5310S

外形寸法 1350(W)×1220(H)×1080(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約1230(W)×915(H)×915(D)mm　（突起物等を除く）

総重量 約460kg

ドア開口部寸法 約510(W)×920(H)mm

ターンテーブル寸法 φ220mm

ターンテーブル耐荷重 10kg(均等静荷重)

同軸コネクタ
• N(J)×1(正面左下・アンテナ用)
• N(J)×1(右側面下)

I/F

• D-sub25ピン×1
• LAN×1
• AC×1(250Vmax/10A) 
※電動ターンテーブル装着時はAC100V

シールド性能 70dB typ@2.2GHz

電波吸収体 二重構造フェライトタイル

吸収性能 20dB以上@35MHz～2.2GHz

オプション
• 広帯域アンテナ MAN101
• 電動ターンテーブル MT106

幅 680mm

奥行き 1080mm

高さ 1220mm

出入口幅 800mm

奥行き 1350mm

高さ 2300mm

標準仕様

 ■分割時の寸法  ■11人乗りエレベータの寸法

分離

アンテナユニット テーブルユニット

（JIS A4301による）

① 分割搬入ができるので、オフィスビル等に設置する際の搬入方法が簡便と

なります。

② オフィスビルで一般的な１１人乗りのエレベータでの搬入が可能です。

③ 分割・組立は専用工具や専門知識が無くとも作業が可能な構造となってい

ます。 そのため、装置の移設などにも柔軟に対応することができます。

④ EMC試験に最適
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簡易 EMC試験に最適な大型の電波暗箱大型タイプ 簡易 EMC試験に最適な大型の電波暗箱大型タイプ

受注生産

EMC試験に最適な電波暗箱。 3分割して搬

入ができるので、オフィスビル等への搬入が

簡便。

MY5310SU

外形寸法 1960(W)×1320(H)×1140(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約1840(W)×915(H)×915(D)mm　（突起物等を除く）

総重量 約 650kg

ドア開口部寸法 約510(W)×920(H)mm

ターンテーブル φ500mm／耐荷重50kg／手動

同軸コネクタ N×2（右側面1、正面左1）

I/F

• AC×1（250V 10Amax） 
※電動ターンテーブル装着時はAC100V

• LAN×1
• D-sub25ピン×1

シールド性能 70dB typ＠2.2GHz

電波吸収体 二重構造フェライトタイル

電波吸収性能 20dB以上＠35MHz～2.2GHz

オプション

• Bユニットへの扉追加

• 広帯域アンテナ MAN101
• 電動ターンテーブル MT106B

標準仕様Bユニット Cユニット Aユニット

広帯域アンテナ MAN101（オプション）

Bユニットへの扉追加（オプション）

幅 680mm

奥行き 1140mm

高さ 1320mm

出入口幅 800mm

奥行き 1350mm

高さ 2300mm

 ■分割時の寸法  ■11人乗りエレベータの寸法

① 分割搬入が可能 

3分割して搬入ができるので、オフィスビル等への搬入が簡便です。

② エレベータでの搬入が可能 

オフィスビルで一般的な、11人乗りエレベータでの搬入が可能です。

③ 専用工具や知識がなくても簡単に設置可能 

分割・組立は専用工具や専門知識が無くとも作業が可能な構造です。 

そのため、設置後の移設などにも柔軟に対応することができます。

（JIS A4301による）

※写真はMT106（MY5310用）です。

周波数範囲 30MHz～1GHz

偏波 直線偏波

インピーダンス 50Ω(公称)

アンテナ構造 変形Y状モノポール

エレメント寸法 578(W)×332(H)×500(D)mm

地板の大きさ 700(W)×900(D)mm

重さ 約5.3kg

テーブル直径 500mmφ

テーブル材質 金属

耐荷重 50kg

 ■広帯域アンテナ MAN101  ■電動ターンテーブル MT106B

オプション

超大型のEMC試験に最適な電波暗箱。 大型

EUT向けに直径756mm/耐荷重100kgの
手動ターンテーブルを標準装備。

受注生産

MY5410

外形寸法 2364(W)×1902(H)×1424(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約2170(W)×1450(H)×1230(D)mm　（突起物等を除く）

総重量 約1100kg

ドア開口部寸法 約940(W)×1440(H)mm

ターンテーブル寸法 φ756mm

ターンテーブル耐荷重 100kg(均等静荷重)

同軸コネクタ
• N(J)×2(左側面下)
• N(J)×1(右側面下・アンテナ用)

I/F

• D-sub25ピン×1(メス)
• LAN×1
• AC×1(250Vmax/10A) 
※電動ターンテーブル装着時はAC100V

シールド性能 65dB typ@2.2GHz

電波吸収材 二重構造フェライトタイル

吸収性能 20dB以上＠35MHz～2GHz

オプション
• 広帯域アンテナ MAN102
• 電動ターンテーブル MT106C

標準仕様

広帯域アンテナ
MAN102
（オプション）

手動ターンテーブル

EUT用同軸コネクタ
N型（J-J）×2

アンテナ用同軸コネクタ
N型（J-J）×1

正面ＩＦモジュール部
ACｘ１（AC250V／１０A）
D-sub25ピンｘ1（メス）
LANｘ１（RJ－45）

手動ターンテーブル用
ハンドル

 ■シールドボックスの構造

※写真はMT106（MY5310用）です。

周波数範囲 30MHz～1GHz

偏波 直線偏波

インピーダンス 50Ω(公称)

アンテナ構造 変形Y状モノポール

エレメント寸法 628(W)×332(H)×500(D)mm

地板の大きさ 800(W)×950(D)mm

重さ 約6kg

テーブル直径 756mmφ

テーブル材質 金属

耐荷重 100kg

 ■広帯域アンテナ MAN102  ■電動ターンテーブル MT106C

オプション



2928

電
波
暗
箱

フ
ェ
ラ
イ
ト
系
吸
収
体

グ
リ
ッ
ド
型

簡
易
電
波
暗
室

安価且つ手軽に電波暗室を構築することができるシールドテント型電波暗室簡易電波暗室フェライト系吸収体を使用した汎用中型タイプ中型タイプ

グリッド型フェライト系電波吸収体を使用した

50～800MHz対応の電波暗箱。

特定小電力無線や微弱無線での利用に最適。

ME8669
受注生産

ターンテーブル（カスタマイズ）

外形寸法 910(W)×650(H)×610(D)mm　（突起物等を除く）

内部寸法 約800(W)×495(H)×495(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約205kg

ドア開口寸法 約290(W)×290(H)mm

構造 電波吸収体、 ステンレスの２重構造

シールド性能 70dB typ＠300MHz

吸収性能 20dB以上＠50MHz～800MHz

コネクタ SMA2個（左右側面 各1）

I/F D-sub25ピン×1

標準仕様

カスタム応用例

標準仕様から、サイズ、コネクタ、 機能の変更・追加に対応します。

• DUT設置台

• ターンテーブル

• 受信アンテナ（DUTにあわせて選択可能）

• 基準アンテナ（DUTにあわせて選択可能）

• 開閉扉

• 各種RFコネクタの追加

• 各種多ピンコネクタの追加

• サイズの変更

• 形状の変更

• 電波吸収体の選択

• その他

5G OTA、電波法対策、EMC試験など幅広

く使える簡易電波暗室。

標準サイズラインアップ（8種類）。

￥4,980,000（税別）～

MY5700

電磁波シールドテント 2重生地

出入口 扉寸法：0.9m(W)×1.6m(H)　正面1か所、暖簾式2重構造

ケーブル通線口 φ50mm　4か所（任意）

シールド性能（代表値）
1-6GHz＠60dB
28GHz＠70dB

電波吸収体
ウレタンピラミッド型　10cm　MYA-V010使用

耐燃性　裏面アルミ板処理（床面以外）

電波吸収性能（代表値）

1.4GHz＠20dB
1.9GHz＠30dB
>3.5GHz＠40dB

吸排気 有り（送風機付き）

内部床面処理 パンチカーペット

照明 LEDクリップランプ4灯

型式 外形寸法（W×H×D） 内部寸法（W×H×D） 重さ 標準価格

MY5722 約2m×2m×2m 約1.67m×1.73m×1.67m 約170kg 498万円

MY5723 約2m×2m×3m 約1.67m×1.73m×2.67m 約280kg 618万円

MY5724 約2m×2m×4m 約1.67m×1.73m×3.67m 約335kg 728万円

MY5725 約2m×2m×5m 約1.67m×1.73m×4.67m 約420kg 888万円

MY5732 約3m×2m×2m 約2.67m×1.73m×1.67m 約255kg 658万円

MY5733 約3m×2m×3m 約2.67m×1.73m×2.67m 約355kg 778万円

MY5734 約3m×2m×4m 約2.67m×1.73m×3.67m 約425kg 898万円

MY5735 約3m×2m×5m 約2.67m×1.73m×4.67m 約525kg 1118万円

サイズラインアップ（8種類）

標準仕様当電磁波シールドテント型簡易電波暗室は、小型の電波暗箱のように、安価且

つ手軽に電波暗室を構築することができます。

特に、電波法対策・簡易EMC試験・OTA試験（プロトコル、ファンクション、相

互接続性試験など）用として、超高精度なRF特性試験やアンテナ評価を行わ

ないケースに向いており、本格的な電波暗室までは不要だけれども簡易的な

電波暗室は欲しい、といったニーズに最適な製品となっております。

 ■ 電波吸収体はアルミ板に固定しています。 プラ

ダン接着とは違い、テントが風圧で揺れても反

射の影響がありません。

 ■ 更に電波吸収体パネルはアルミフレームに固定

するため、内部有効寸法を大きく確保できます。

 ■ シールドテント素材は高密度生地を2重化して

おり、シールド性能が高いです。

 ■ シールドテントのみを先に購入していただき、

将来的に電波暗室へのグレードアップ対応が可

能です。

• 標準価格は電波吸収体（6面）を含みます。

• 床面の電波吸収体は固定しません。 吸収体を取り外した場合の内寸

高さは約1.83mです。

• 上記標準価格のほかに、資材搬入費ならびに作業員出張交通費がか

かります。

• 表示価格は全て消費税別です。 別途申し受けます。

※送風機ならびにLEDクリップライト動作のため、AC100V電源が必要です。

アルミフレーム

正面扉 シールドテント 閉口時 正面扉 取付時 正面扉 取外し時 吸気口（送風機取付時） ケーブル通線口

アルミ板

電波吸収体
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必要なサイズ、 目的の周波数帯に合わせてカスタマイズ可能電波吸収パーティション 必要なサイズ、 目的の周波数帯に合わせてカスタマイズ可能電波吸収パーティション

電波伝搬の評価・試験において、他方からの

干渉電波を 吸収かつ遮蔽することを目的と

した600MHz～ミリ波対応電波吸収パーティ

ション。

￥595,000（税別）

MY5505

外形寸法 1370(W)×1850(H)×700(D)mm　（突起物等を除く）

重さ 約55kg (オモリ板除く)

材質 アルミ板

キャスター 自由自在キャスター（ストッパー付き）×4

その他 アイボルト、保護キャップ(エッジ対策)

標準仕様

電波吸収パーティション (自立型 )MY5505は、フレームに電波吸収体を貼り

付けたもので、比較

的狭い居室や空間

で電波試験を行う際

に利用される移動式

パーティションです。

既にシールドルーム

やテントをご利用さ

れている場合、内部

での電波の反射を軽

減させることができ

ます。 対象周波数は

600MHz以上です。

携帯電話、GPS、無

線LAN、5G、ミリ波

の各種試験に使用で

きます。

また、 MY5505は、

測定の際のターゲッ

ト周波数に応じてカ

スタマイズが可能で

す。 さらに、目的の

試験、大きさ、治具

装置等に合わせて

オーダーメイド仕立てでご用意することも出来ます。

 ■携帯電話、GPS、無線LAN、5G、各種ミリ波の簡易測定に最適

 ■移動に便利なキャスタ式

 ■必要なサイズ、目的の周波数帯に合わせてカスタマイズ可能

両側が30°内側を向いており、バックローブやサイドローブによる電波反射を

抑圧します。 自由自在キャスタにより、移動・設置が簡単に行えます。

Taurus Nシリーズ インタフェースモジュールを多種揃えることにより、 低価格 ・短納期を実現。

MY1510N

MY1520N

軽量で持ち運びも便利な小型サイズ。 20万円以下と大変お求め易い価格。

多用途に対応する最も汎用的な中型サイズ。 正面開口で作業性に非常に優れ

ています。

165,000円

外形寸法
520(W)×520(H)×520(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約515(W)×515(H)×515(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約12.3kg （I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 60dB typ＠2.4GHz

吸収性能 吸収体はありません

コネクタ SMA2個（背面）

I/Fモジュール 最大2台（背面）

オプション
• I/Fモジュール

• 木製テーブル MT104

348,000円

MY1530N

大きな試験物に対応した大型サイズ。 大型サイズで100万円以下を実現。  

オプションでターンテーブルを装着可能。

外形寸法
1120(W)×705(H)×620(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約1115(W)×615(H)×615(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約42kg（I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 60dB typ＠2.4GHz

吸収性能 吸収体はありません

コネクタ SMA4個（背面2個、両側面各1個）

I/Fモジュール 最大4台（背面）

オプション

• I/Fモジュール

• 木製テーブル MT105
• ターンテーブルユニット MT103

外形寸法
380(W)×165(H)×380(D)mm 
（突起物等を除く）

内部寸法
約375(W)×160(H)×375(D)mm 
（突起物等を除く）

重さ 約1.9kg （I/Fモジュールを含まず）

シールド性能 60dB typ＠2.4GHz

吸収性能 吸収体はありません

コネクタ SMA2個（背面）

I/Fモジュール 最大1台（背面）

オプション I/Fモジュール

830,000円

電波吸収体の無いシールドボックスタイプ。

内部反射が気にならない用途向け。

Taurus N
トーラス N シリーズ
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オプション オプション

IFモジュール

IFM1 IFM2

LAN

USB2.0

AC

D-sub9ピン

LAN

USB2.0

AC
D-sub9ピン

IFM3 IFM4

LAN

USB2.0

AC

D-sub25ピン

LAN

USB2.0 D-sub9ピンDC

D-sub25ピン

AC、DC、LAN、USB、SMA、BNC、N、D-subコネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。

使用目的に応じた I/Fモジュールを選択することができます。

IFM6の貫通管は以下の5種類から、1つまたは2つ取り付けます。

貫通管内部に電気伝導体を含む物質を挿入するとシールド性能が低下するおそれがあります。

２台の I/Fモジュールを取り付けたMY1520

※1．  Cat 5e相当，PoE非対応

※2． Cat 6A相当，PoE+対応

※3．  USB2.0，Type-A(内・外)，Power Delivery(PD)非対応

※4．  USB3.1 Gen1，Type-A(内・外 )，Power Delivery(PD)

非対応

※5． オス(内・外)，嵌合M2.6(ミリネジ)

※6． メス(内・外)，嵌合M2.6(ミリネジ)

IFM6　管通管

モデル 取付コネクタ 価格

IFM1 AC(1個)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個) 99,000円

IFM2 AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個) 107,000円

IFM3 AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub25※6(1個) 112,000円

IFM4 DC(1組)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個)、D-sub25※6(1個) 98,000円

IFM5B SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個) 59,000円

IFM6-1 貫通管(1個) 72,000円

IFM6-2 貫通管(2個) 90,000円

IFM7 AC(1個)、LAN※2(1個)、USB※4(1個) 159,000円

IFM8 DC(2組)、LAN※2(1個)、USB※4(1個) 155,000円

IFM9 LAN※2(2個)、USB※4(2個) 126,000円

 ■Taurus、MY2500、MY3700シリーズ用（MY1525除く）

モデル 取付コネクタ 価格

IFM10 AC(1個)、LAN※1(1個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個) 125,000円

IFM11 DC(1組)、LAN※1(1個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個) 118,000円

 ■MY1525専用

型式 管内部寸法(mm) 管長さL(mm) 適用周波数 シールド性能(dB)

TP-5 47.6(W)×22.2(H) 170 ～2GHz 60

TP-6 40.4(W)×20.2(H) 170 ～3GHz 60

TP-7 34.9(W)×15.8(H) 150 ～3.5GHz 60

TP-8 28.5(W)×12.6(H) 150 ～4GHz 60

TP-10 22.8(W)×10.1(H) 150 ～4.5GHz 60

L ±0.1

H
±

0
.1

W ±0.1

IFM5B

IFM7

IFM9

IFM6-1

IFM6-2

IFM10 IFM11

貫通管N

貫通管

ACUSB3.0LAN

IFM8

USB3.0 DCLAN USB3.0 LAN

BNC SMA

USB2.0 USB2.0AC DC

LAN LAN

D-sub9ピン D-sub9ピン
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オプション

ログペリオディックアンテナ MAN160A/160B

• アンテナ本体

• グリップ

• アンテナデータ

• ハードケース

 ■構成品

モデル MAN160A MAN160B

周波数範囲 700MHz～4GHz 700MHz～6GHz

最大電力 100W（CWかつ400MHzにおいて）

インピーダンス 50Ω（公称）

VSWR 2.0以下（代表値）

ゲイン 4dBi（代表値） 5dBi（代表値）

アンテナファク

タ
23～38dB/m 26～41dB/m

コネクタ SMA(J)

寸法 340(L)×200(W)×25(D)mm

重さ 270g 250g

価格 128,000円 168,000円

ログペリオディックアンテナ M213/213R

700MHz〜5GHzの帯域をもつ直線偏波アンテナ。

基準アンテナ（M213R）はゲインとVSWRのデータ付。

■周波数範囲：700MHz～5GHz

M213：540,000円／213R：820,000円

バイコニカルアンテナ MAN150/MAN150B

モデル MAN150 MAN150B

測定周波数 20MHz～3GHz 30MHz～1GHz

ゲイン -45dBi～+1dBi(nominal) -31dBi～+1dBi(nominal)

アンテナファク

タ
20～51dB/m 17～31dB/m

最大送信電力 1W

コネクタ SMA(J)

大きさ 350(L)×160(W)×140(D)mm 540(L)×225(W)×225(D)mm

重さ 約350g 約1150g

価格 578,000円 531,000円

放射エミッションの簡易測定に好適。

ホーンアンテナ MY6500-01

型番 MY6500-01

形状 標準ゲインホーン

周波数範囲 26GHz～40GHz

利得 18～21dBi（typ）

VSWR 1.3（typ）

コネクタ 2.92mm（J）

サイズ 44.0(W)×34.0(D)×71.0 (L)mm

特長 直線偏波のピラミダルホーンアンテナ

価格 390,000円

ホーンアンテナ MY6500-02E

型番 MY6500-02E

形状 クワッドリッジドホーン

周波数範囲 5GHz～50GHz

利得 4～14dBi（typ）

VSWR 2.5（typ）

コネクタ 2.4mm（J）

サイズ 45(W)×45(D)×85(L)mm

特長 水平・垂直両偏波をカバーする

価格 990,000円

アンテナ

テーブル

電動ターンテーブル MT107

小型アンテナ・無線機器の評価に好適。

アクリル台と筐体の間に電波吸収体が挟まってい

ます。

モデル 電波吸収体 価格

MT107-MYA75 MYA-75 ￥390,000

MT107-MYA77 MYA-77 ￥430,000

ポータブルアンテナ M301～M309

 ■ コネクタ ：SMA(P)

15,000円＠M301〜M304

20,000円＠M305／M307

26,000円＠M306

28,000円＠M308／M309

39,000円＠M310

M301 M302 M303 M304 M305 M306 M307 M308 M309 M310

モデル 周波数範囲

M301 0.8〜1GHz

M302 1.25〜1.65GHz

M303 1.7〜2.2GHz

M304 2.25〜2.65GHz

M305 300〜500MHz

M306 4.8〜6.2GHz

M307 470〜770MHz

M308 3.6〜4.2GHz

M309 4.4〜4.9GHz

M310 5.9～7.2GHz

電界強度測定用のアンテナ。

ウレタン系吸収体 フェライト系吸収体

フラット型 平タイル型

グリッド型

ピラミダル型

項目 MYA-75 MYA-77 MYA-79

厚さ 約30mm 約60mm 約120mm

周波数範囲 2.4GHz以上 1.2GHz以上 0.6GHz以上

吸

収

性

能

10dB 1GHz 350MHz 250MHz

15dB 1.9GHz 700MHz 370MHz

20dB 2.4GHz 1.2GHz 600MHz

24dB ≧5.6GHz ≧2.5GHz ≧1.2GHz

 ■特性データ

電波吸収体の特性

周波数 GHz

反
射
損
失
(金
属
板
と
の
比
較
値
を
dB
で
表
示
)

厚さ 19mm

周波数範囲 50MHz～800MHz

吸収性能

• 20dB@30MHz
• 30dB@150MHz
• 40dB@260MHz
• 30dB@430MHz
• 20dB@930MHz

 ■特性データ

電波吸収体の特性

周波数 MHz

反
射
損
失
(金
属
板
と
の
比
較
値
を
dB
で
表
示
)

厚さ 28mm

吸収性能

• 20dB以上@35MHz～2.2GHz
• 17dB@30MHz
• 10dB以上@2.2～2.7GHz

高さ 4-inch(約10cm) 8-inch(約20cm)

吸収性能

30dB 3GHz 1GHz

40dB 5GHz 3GHz

50dB ＞15GHz ＞5GHz

電波吸収体
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電波吸収設備 電波吸収設備

1  システムインテグレーション 3  治具装置 5  製品例

4  納品までの流れ

2  電波吸収設備用吸収体 (電波吸収性能-20dB以上、600㎜×600㎜/枚)

IoT (Internet of Things)の普及により、LoRa、Wi-SUNなどのLPWAに対応した低価格＆ローコストデバイスの開発が進む一方で、広域通信時のシミュレーションが課題となっています。 また、

ミリ波や5G規格等、高速大容量通信における測定方式において、従来測定以上に、送信機側(TX)と通信デバイス(RX)の位置の調整がシビアに求められてきています。

そこで、各規格の検証を行う際、測定時に求められるシールド効果以外の構成要素として、試験体の筐体材質を含めた、電波の反射を抑える電波吸収体の選定や治具装置の運用が大きな課題とな

ります。

弊社の電波吸収設備は、各試験規格に合わせて選定した電波吸収体の特性を基に、限られた条件の中で、お客様と共にゼロ設計から効率良い測定空間の利用法を検討します。

測定空間を検討する際、試験の再現性を担保する為に、測定を補助する装置が必要です。

被測定物にはサイズ・大きさ・重さ等の物理的な違いに加えて、測定するアンテナの指向性、

ケーブル類の配置或いは動きにどう追従すべきか？を検討しなければなりません。

弊社電波吸収設備では、様々なニーズに応えるべく、長年培った測定技術のノウハウを活かし、

RF計測器メーカならではの治具装置をご提案いたします。

必要機材等が確定したら、現地下見の後、作業工程を確認し、設備承認図面等を作成します。

設置完了後、所定の必要試験を行ない納品となります。

尚、電波吸収設備の吸収体納品時は次のドキュメント類を添付します。

6  サービス＆サポート

① 安心サポートサービス
• 無償保証期間 1年 

※ 取り扱い上の誤り、過失あるいは天災・火災などの不可抗力によって生じた故障、消耗

品については有償となります。

• 電波吸収体張り替えサービス(有料)

② 製品アップデートサービス
• 測定周波数帯、適合試験など、目的の測定内容が変更した際に、既に導入済みの電波吸

収設備の見直し等をご提案致します。

① 設計図書 承認図 (カット加工等、内容含む)、試験成績書

② 電波吸収体成績書
寸法公差抜き取り検査(幅方向、全数の10％ )、電波吸収体型

番並びに製造時特定溶剤配合有無等の仕様明記

予め既存設備を調査した上で、電波吸収設備の概略設計、加工後の電波吸収パーティションの配置等、

具体的な導入効果を基に設備化を進めます。 ご予算に応じた設備を検討する為、弊社では周波数毎

に異なる次の電波吸収体を準備しています。

[200MHz～]ウレタンピラミッド型/耐燃性ウレタンピラミッド型(試験規格 UL94 V-O対応)

[3.5GHz～]ウレタン波型

※電波吸収性能-20dB以上、各アプリケーションは適合周波数の下限に依存、または包括。

型番 高さ(㎝) 重量(㎏) 適合周波数※ 代表的なアプリケーション例

MYA-10 (MYA-V010) 10 0.7 1.4GHz～ 各種レーダー、衛星、携帯電話(5G）、無線LAN、TV(BS4K)

MYA-20 (MYA-V020) 20 1.2 600MHz～ TV(25-52CH)、携帯電話、RF-ID、特定小電力(920MHz)、スマートメータ

MYA-30 (MYA-V030) 30 1.7 500MHz～ TV(18-52CH)、携帯電話

MYA-45 (MYA-V045) 45 2.1 400MHz～ 特定小電力(420MHz)、アマチュア無線(430MHz)、TV(13-52CH)

MYA-60 (MYA-V060) 60 2.5 200MHz～ デジタル消防、鉄道、船舶、ミリタリ－エアーバンド(222－399MHz)

型番 高さ(㎝) 重量(㎏) 適合周波数※ 代表的なアプリケーション例

MYB-30 3 0.3 10GHz～ 超広帯域無線システム、地球探査衛星、 ITS、航空無線航行

MYB-50 5 0.4 4GHz～ 気象レーダ、ロボット無線、 ISM、DSRC

MYB-75 7.5 0.6 3.5GHz～ 携帯電話(5G）、無線LAN(5GHz帯)、TV(BS4K)

MYA-10～60

MYB-30～75

アンテナ固定台
壁面パネル部に透過素材の台座にアタッ

チメント式のフォルダー形状を取付けます。

偏波面の変更、複数アンテナでの測定等、

目的のシーンに合わせたフレキシブルな

測定を可能にします。

① 電波吸収パーティション (自立型) MY5505

② 簡易電波暗室（シールドテント型）    シリーズ

ターンテーブル
簡易的なエミッション試験、通信試験等に

おいて、テーブル上に置いた被測定物の

指向性を異なる角度で確認します。

特にシールド環境下であれば、各種アン

テナパターンの測定等、従来のシールド

ルームを暗室化する際のコスト検討に有

効です。

電界強度測定装置
アンテナや電界プローブ等を用いて、放

射電界強度の自動測定を行います。 妨害

波測定、近接イミニュティ試験等に有効で

す。

イメージ図

 ■ 単体

外形寸法 約1370(W)×1850(H)×700(D)mm

重量 約55kg (オモリ板除く)

材質 アルミ板

キャスター 自由自在キャスター（ストッパー付き）×4

その他 アイボルト、保護キャップ(エッジ対策)

標準価格 595,000円（搬入費別途）

 ■ 主な仕様

 ■ 2台仕様

連結時・表 連結時・裏

※寸法は突起物等を除きます。

型式 外形寸法（W×H×D） 内部寸法（W×H×D） 重さ 標準価格

MY5722 約2m×2m×2m 約1.67m×1.73m×1.67m 約170kg 498万円

MY5723 約2m×2m×3m 約1.67m×1.73m×2.67m 約280kg 618万円

MY5724 約2m×2m×4m 約1.67m×1.73m×3.67m 約335kg 728万円

MY5725 約2m×2m×5m 約1.67m×1.73m×4.67m 約420kg 888万円

MY5732 約3m×2m×2m 約2.67m×1.73m×1.67m 約255kg 658万円

MY5733 約3m×2m×3m 約2.67m×1.73m×2.67m 約355kg 778万円

MY5734 約3m×2m×4m 約2.67m×1.73m×3.67m 約425kg 898万円

MY5735 約3m×2m×5m 約2.67m×1.73m×4.67m 約525kg 1118万円

電磁波シールドテント 2重生地

出入口
扉寸法：0.9m(W)×1.6m(H)
正面1か所、暖簾式2重構造

ケーブル通線口 φ50mm、4か所（任意）

シールド性能
1-6GHz ＠60dB
28GHz ＠70dB

電波吸収体

• ウレタンピラミッド型 
10cm　MYA-V010使用

• 耐燃性 
裏面アルミ板処理(床面以外)

吸収性能

1.4GHz ＠20dB
1.9GHz ＠30dB
>3.5GHz ＠40dB

吸排気 有り(送風機付き)

内部床面処理 パンチカーペット

照明 LEDクリップランプ4灯

 ■ 主な仕様



3938

アプリケーション事例特注 ・カスタマイズ事例

当社では、多様・高度化する様々なアプリケーション・用途に対応する、電波暗箱（シールドボックス）を国内自社工場にて、高い信頼性と確かな技術で製造しております。

カタログ掲載品（標準ラインアップ）の販売以外にも、お客様のご要望に合わせた、特注品製作ならびに標準品の改造等も承っております。 是非ご相談ください。

電波暗箱は標準品を使用し、オプションのインタフェースモジュールのみを新

規設計。

試験用途に合わせた構成に対応。

主な用途 無線通信モジュールの出荷検査（無線系）

特長

• Wi-SUN機器の生産ライン用に、標準品MY1520をカスタマイズし

最適化を実施。

• 大型キャッチクリップを採用し、開閉作業性を向上。

• 吸収体の摩耗防止加工を施工。

外形寸法 約 590(W)×560(H)×658(D)mm

内部寸法 約 400(W)×400(H)×400(D)mm　（突起物等を除く）

重量 約 20kg

シールド性能 80dB typ＠900MHz～6GHz

吸収性能 20dB＠1.2GHz以上

コネクタ SMA×2

I/F Taurus用 IFモジュールを最大2台装着可

事例３：標準品をベースとしたカスタマイズ 事例４：IFモジュールの新規設計

主な用途 GNSS端末の受信感度試験

特長

• 縦長形状により、アンテナ間距離を確保しつつ、狭スペースに設置可能。

• 樹脂製のアンテナおよびEUT固定台を装備。

• シールドシート（汎用貫通口）を装備し、特殊コネクタの通線に対応。

• 排気ファン、吸気口を備え、熱対策を考慮。

外形寸法 約 1155(W)×1500(H)×1025(D)mm

内部寸法 約 600(W)×900(H)×600(D)mm　（突起物等を除く）

重量 約 160kg

シールド性能 65dB以上＠1～3GHz

吸収性能 30dB＠1GHz以上

コネクタ SMA×2

I/F DC、LAN、USB2.0、D-sub9ピン、D-sub25ピン　各1個

主な用途 情報通信機器の出荷検査（無線系）

特長

• EUT形状に合わせた透明樹脂台を設置。

• 繰り返し開閉動作に対する耐久性を強化。

• 限られたスペースに設置できるよう、筐体サイズを限界までスリム化。

外形寸法 約 350(W)×205(H)×399(D)mm

内部寸法 約 279(W)×147(H)×269(D)mm　（突起物等を除く）

シールド性能 70dB以上＠900MHz～6GHz

吸収性能 20dB＠5GHz以上

コネクタ SMA×4

I/F USB2.0×2

事例１：新規設計 事例２：新規設計

標準アンテナ法によるアンテナゲイン測定
電波暗箱とスペアナを活用した標準アンテナ法によるアンテナゲイン測定方法をご紹介します。

アンテナゲインを評価するには、通常、校正された標準アンテナや電波暗室が必要ですが、トラッキングジェネレータ付きスペアナと電波暗箱を用いることでシンプルに評

価することができます。

 ■測定手順

• 基準アンテナ（ゲインが既知のアンテナ）との比較によりEUTのゲインを求めます。

• 測定環境としては放射パターン測定と同じく、電波暗室（電波暗箱）で行います。

• 主にMHz帯ではダイポールやログペリアンテナ、GHz帯ではホーンアンテナを用います。

① スペアナの中心周波数とスパンを測定したい帯域に合わせて設定します。

② トラッキングジェネレータ出力を基準アンテナ端で計測します。 【図1】 

結果を「A(dBm)」とします。

③ 受信アンテナと基準アンテナ(Tx)を用意し、電波暗箱内に一定の距離

をとって設置します。

④ 電波暗箱の扉を閉め、測定を実行します。 【図2】 

結果を「X(dBm)」とします。

⑤ 基準アンテナ(Tx)を取り出し、同じ位置にEUTを設置します。

⑥ 電波暗箱の扉を閉め、測定を実行します。 【図3】

⑦ EUTの最大放射方向が不明な場合はターンテーブルを回転させ、ピー

クゲインを探します。 結果を「Y(dBm)」とします。

⑧ 以下の式よりEIRP EUT(dBm)を求めます。 

EIRP Tx(dBm)＝A(dBm)＋Gain Tx(dBi) 

EIRP EUT(dBm)＝Y(dBm)－X(dBm)＋EIRP Tx(dBm)

⑨ 以下の式よりEUTのゲインを求めます。 

Gain EUT(dBi)＝EIRP EUT(dBm)－EUT送信電力(dBm)

※  EIRP：等価等方放射電力

※  EUTのアンテナが一体型の場合等において、EUT送信電力とゲインが

分離できないときは、EIRPが最終結果となります。

アプリケーション

ソリューション

システム構成・価格

図1

図2

図3

製品 価格 備考

電波暗箱（手動または電動ターンテーブル付き） ￥878,000～ ※ME8661A＋手動ターンテーブルの場合

アンテナ（基準および受信） お問い合わせください ※ダイポール、ホーン、ログペリアンテナなど

スペクトラムアナライザ（トラッキングジェネレータ付き） ￥598,000～ ※MSA438TGの場合

その他、ケーブル・スタンド・オプション各種 お問い合わせください  

スペクトラムアナライザ

スペクトラムアナライザ

スペクトラムアナライザ

電波暗箱

電波暗箱

電波暗箱

受信アンテナ

受信アンテナ 基準アンテナ

ターンテーブル

ターンテーブル

ターンテーブル

サポートソフト

IFモジュール

EUT

置台

 ■その1

USBドングルを用いたマルチホップ試験

用に、USBポート数を最大化。

USB×12ポート

 ■その2

ACとDCを1つのモジュールに搭載し、小

型暗箱でも両電源を供給可能に。

AC、DC、USB、LAN　各1

 ■その3

エアターミナルブロックを搭載し、暗箱内部

にエア供給を可能にした。

Φ4継手・2系統、電磁弁用ブラケット
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電磁波放射パターン測定システム MRP770
省スペース・設置工事不要で廉価な電磁波放射パターン測定システム。
小型無線機器・情報通信機器・アンテナ開発に最適です。
電磁波放射パターン測定システムMRP770は、小型の無線機器や情報通信機器、アンテナ等の放射パターンを測定するためのシステムです。 IoT化が著しい昨今、さま

ざまな端末に無線モジュールが搭載され、アンテナ性能の把握も重要性が増しています。 当システムはその一例です。 お客様のご要望に合わせた最適なシステムをご提

供いたします。

システムイメージ

電波暗箱

測定器

EUTからアクティブ（能動的）に輻射する信号を計測します。

主に無線モジュール等の計測に使用します。

 ■スペクトラムアナライザ

EUTに信号を入力し、アンテナから輻射する信号を計測します。

主にアンテナ等のパッシブ（受動的）な発信源の計測に使用します。

 ■ネットワークアナライザ

EUTに信号を入力し、アンテナから輻射する信号をスペクトラムアナライザで計測

します。主にアンテナ等のパッシブ（受動的）な発信源の計測に使用します。

 ■信号発生器

※対応機種についてはお問い合わせください。

※寸法：突起物は含まず。

主に、サブギガ～ミリ波を想定した、

汎用性に富んだ大型暗箱。

主に、2GHz帯～ミリ波（5G）を想定した、

横長の暗箱。 3分割モデル

主に、2.4GHz帯～5GHz帯を想定した、

省スペース向け暗箱。 2分割モデル

MY5630ET MY5310SU-UP MY5310S-UP

外形寸法 2504(W)×1922(H)×1704(D)mm

内部寸法 2010(W)×1140(H)×1210(D)mm

重さ 約765kg

電波吸収体 ウレタンピラミッド8 inch

電波吸収性能

30dB＠1GHz
40dB＠3GHz
50dB＠5GHz
※代表値

シールド性能
80dB以上＠1～6GHz※代表値
（シールドシート使用時60dB以上）

前面扉開口寸法 900(W)×1150(H)mm

メンテナンス扉開口寸法 675(W)×675(H)mm

ターンテーブル φ500mm・耐荷重30kg（均等静荷重）、材質POM

吸排気機構 有り

インタフェース

USB、LAN ×各2
電源（AC又はDC）、D-sub25、D-sub9、
シールドシート ×各1
SMA(J)×5（左×3、右×2）

外形寸法 1345(W)×1323(H)×1140(D)mm

内部寸法 1107(W)×775(H)×775(D)mm

重さ 約350kg

電波吸収体 ウレタンピラミッド4 inch

電波吸収性能

20dB＠1GHz
30dB＠3GHz
40dB＠5GHz
※代表値

シールド性能
65dB以上＠1～6GHz
※代表値

前面扉開口寸法 516(W)×926(H)mm

ターンテーブル
φ220mm・耐荷重10kg（均等静荷重）
材質アクリル

吸排気機構 無し

インタフェース
ACコンセント、LAN ×1
USB×2
SMA(J)×8（左右各4）

外形寸法 1963(W)×1323(H)×1140(D)mm

内部寸法 1710(W)×775(H)×775(D)mm

重さ 約500kg

電波吸収体 ウレタンピラミッド4 inch

電波吸収性能

20dB＠1GHz
30dB＠3GHz
40dB＠5GHz
※代表値

シールド性能
65dB以上＠1～6GHz 
※代表値

前面扉開口寸法
516(W)×926(H)mm 
※左右同じ

ターンテーブル φ500mm・耐荷重30kg（均等静荷重）、材質金属

吸排気機構 無し

インタフェース

ACコンセント、 
DC電源端子台（3P）、 
LAN D-sub25 ×各1
N(J)×2（左右各1）

シリアル/USBケーブル GPIBまたはUSBケーブル

同軸ケーブル

同軸ケーブル

測定ソフトウェア MAS250

信号発生器（MSG703）

アンテナ

EUT

置き台

電動ターンテーブル

電波暗箱

スペクトラムアナライザ
（MSA500シリーズ）

または
ネットワークアナライザ

水平または垂直偏波の放射パターンを自動計測するためのPCソフトです。

測定ソフトウェア　MAS250

スペクトラムアナライザまたはネットワークアナライザ、ならびにターンテーブル

の設定及び設定値の保存・読み出しを行います。

※ システムの詳細、組み合わせ、カスタマイズ等については、弊社営業担当ま

でお問合せください。

ターンテーブルを指定した角度まで回し、スペアナでスイープ測定を行い、指

定した周波数の信号レベルを極座標グラフに自動的にプロットします。

設定画面 測定画面

システム参考価格（1～8.5GHzまでの無線モジュール計測例）

製品名 型式 数量 単価 小計

電波暗箱（電動ターンテーブル内蔵） MY5630ET 1 8,270,000円 8,270,000円

シールドシート（メンテナンス扉側） MY5630-03 1 112,000円 112,000円

木製台 MY5630-04 1 327,000円 327,000円

ダブルリッジホーンアンテナセット（1-18GHz） MY5630-01 1 990,000円 990,000円

スペクトラムアナライザ MSA558 1 1,130,000円 1,130,000円

USBケーブル MI400 1 3,500円 3,500円

同軸ケーブル（0.5m、受信アンテナ-暗箱） MC201 1 22,000円 22,000円

同軸ケーブル（4m、暗箱-スペアナ） MC203 1 57,000円 57,000円

変換アダプタ MA306 1 12,500円 12,500円

測定ソフトウェア MAS250 1 2,000,000円 2,000,000円

測定用PC  1 230,000円 230,000円

シリアル/USBケーブル  1 9,200円 9,200円

校正キット    別途

SI費（総合試験、結合度測定等）    別途

搬入費（運送、搬入・設置等）    別途

合計    13,163,200円～

オプション（電波暗箱MY5630ETの例）

 ■ダブルリッジホーンアンテナセット
型番 MY5630-01

アンテナ形状 ダブルリッジホーン

対応周波数 1-18GHz

コネクタ SMA型(J)

その他 固定冶具一式(暗箱内部接続ケーブル及びコネクタ類含む)

特長

• 鋭い指向性で広帯域測定に適した小型アンテナ

• 固定台に設置、回転機構で水平・垂直面受信測定　

• 携帯電話、無線LAN端末、基地局等のアンテナ評価

価格 990,000円

 ■ログペリオディックアンテナセット
型番 MY5630-02

アンテナ形状 ログペリオディック・ダイポール

対応周波数 700MHz-6GHz

コネクタ SMA型(J)

その他 固定冶具一式(暗箱内部接続ケーブル及びコネクタ類含む)

特長

• 利得が高く、広帯域且つ高出力に対応

• 固定台に設置、回転機構で水平・垂直面受信測定

• SG･高周波アンプ等と組合せ、放射イミュニティ評価

• 基地局、4K放送機器等の受信特性評価

価格 334,000円

 ■シールドシート(メンテナンス扉側)
型番 MY5630-03

特長

• 本体標準装備（左側面）のシールドシートと同じ

• メンテナンス扉側に設置

• IF及び同軸、光ファイバー、特殊ケーブル通線用

価格 112,000円

 ■木製台
型番 MY5630-04

特長

• ターンテーブル周辺に取付、回転時ケーブル等の干渉を防ぐ

• DUTを扉とターンテーブルの間の木製台に一旦置けるため、 設置時負担を軽減。木

製台面はターンテーブル面より5mm低い。

価格 327,000円

EIRP（等価等方輻射電力）校正例

① ゲインが既知のアンテナ同士をボアサイト方向で測定する。

②アンテナ結合度を求める。

③ 校正と同じ受信系で被測定デバイス（EUT）の輻射電力が測定できる。

Pt［dBm］ 送信アンテナ給電点電力

Gt［dB］ 送信アンテナゲイン

Pt eirp［dBmeirp］
送信アンテナ輻射電力

Pt［dBm］＋Gt［dB］

Pr［dBm］
受信アンテナ＋同軸ケーブルを経た電波暗箱のRFコネクタ部の

受信電力

K［dB］ Pt eirp［dBmeirp］－Pr［dBm］

P eirp［dBmeirp］ Pread［dBm］＋K［dB］

電動ターンテーブル 電動ターンテーブル
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EMI試験システム ＭR2300
EMI正式試験の予備適合性試験「Pre-compliance」に最適。
当社のスペクトラムアナライザ技術、電波暗箱技術およびアンテナ技術を結集した統合システムです。

MR2300は、放射性妨害ノイズ測定と伝導性妨害ノイズ測定を行うためのPrecompliance用EMIトータル試験システム。

自社開発の超小型・広帯域アンテナMAN101／102でシステムの小型化を実現。 システム全体が校正されています。

また、EUTに合わせて4種類の電波暗箱を用意。

4種類の電波暗箱を組み合わせることができます。

EMI用スペクトラムアナライザ
MSA438E/538E/558E

電波暗箱 MY5310/5310S/5310SU/5410

N(P-P)
同軸ケーブル

広帯域アンテナ
MAN101/MAN102

電波吸収体

EUT

EUT

放射ノイズ

伝導ノイズ

AC電源

LISN MPW201B

N(J)/BNC(P)
同軸変換アダプタ問題点解決のため

のデバックツール

磁界プローブ CP-2SA
（オプション）

USBケーブルMI400

①

②

③

PCソフトウェア
MAS430/530

EMS試験システム MR2350
放射イミュニティ試験（IEC/EN61000-4-3）のためのPrecompliance用システム
EUTが誤動作したかどうかは電波暗箱内に設置されたEUT監視カメラMEC235によってパソコン画面上で確認可能です。

信号発生器
MSG703

PCソフトウェア
MAS235B

PoE給電ハブ

電力増幅器

USBケーブル

LANケーブル

N(P)/N(P)
同軸ケーブル

電波暗箱MY5310/5310S/5410

電波吸収体

広帯域アンテナ
MAN101/MAN102

LANケーブル

※EUT監視カメラ
MEC235

ターンテーブル

※EUT監視カメラMEC235は床置きです。

ターンテーブル

MY5310 MY5310S MY5310SU MY5410

対象EUTサイズ 20cm程度 20cm程度 50cm程度 70cm程度

対象EUT重量 10kg 10kg 50kg 100kg

構造 一体型 2分割型 3分割型 一体型

MY5310 MY5310S MY5310SU MY5410

EMI+EMS試験システム MR2400
EMI試験のMR2300とEMS試験のMR2350を組み合わせたシステム。
MR2300とMR2350で電波暗箱と広帯域アンテナが共通なためMR2400ではその分安価となります。

スペクトラムアナライザの操作やEMI規格に不慣れであっても簡単に使用することができ

るよう、スペクトラムアナライザの設定値や代表的なEMI規格値はプリセットされています。

また、規格はずれのスペクトルを探し、そのQP検波値あるいはAV検波値を測定するまで

の手順を簡素化するために自動測定モードを用意しました。 ちなみに、放射性妨害ノイズ

の測定値は3メートル法に換算しています。

EMI試験システム ＭR2300

EMS試験システム MR2350

EMI+EMS試験システム MR2400

自動測定

スペクトル
波形表示

測定スパン

測定結果リスト 波形画面指定

RUN/STOP 測定スタート指定 コメント
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