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●ESD 発生器の波形測定環境
ESD発生器の波形確認には下図で示すように、ファラデーケージおよび電流ターゲットを使用し、2000MHz以上の帯域幅をもつ測定器（オシロスコープ )で確認を行ないます。
放電電極を直接電流ターゲットに接触させ、静電気放電シミュレータは直接放電試験モードで動作させます。
※IEC規格では規定がありませんが、測定器保護の為に20dB程度の高周波用アッテネータを挿入する事をお勧めします。

ESD 発生器の波形測定環境

ファラデーケージ※

電流ターゲット

ESD発生器

0.5m

1.2m以上

1.2m以上

グランド端子は、電流ターゲットの中心より
直下0.5mの位置に接続し、グランドケーブルは
真後ろに引っ張る(床面に付けない)。

電流ターゲットの中心より
各周辺0.6m以上であること。

オシロスコープ

※測定システムの間接結合路が
　校正結果に影響を与えない事が
　証明できれば不要です。

●試験手順
［試験室の条件］
気中放電の場合は、気象条件として
周囲温度	 ：	 15℃〜35℃
相対湿度	 ：	 30％〜60％
気圧	 ：	 86kPa 〜 106kPa（860mbar 〜 1,060	mbar）

［試験の実施］
直接放電試験	 ：	 接触放電および気中放電
間接放電試験	 ：	 接触放電が適用できない場合に使用
放電回数	 ：	 少なくとも10回の単一放電（最も影響を受けやすい極性で）

（注）放電の印加箇所を設定することを目的として、１秒間に20回放電、あるいはそれ以
上の繰返しで予備試験をすることが望ましい。

静電気放電イミュニティ試験

IEC61000-4-2 Ed2.0 規格概要 
本規格は、帯電した操作者からの直接あるいは近接した物体を介しての静電気放電にさら
される電気・電子機器に対するイミュニティ必要条件や試験方法について規定しています。
さらに異なった環境や設置場所における試験レベルや試験手順も規定しています。

ESD 試験に対して推奨する試験レベルの範囲 ( 厳しさレベル )
レベル 接触放電 気中放電

1 2kV 2kV

2 4kV 4kV

3 6kV 8kV

4 8kV 15kV

X special special

※Xはオープンクラスで製造者とユーザとの合意により設定できる。

ESD 試験機器
ESD 発生機器の仕様

エネルギー蓄積容量 150pF

放電抵抗 330Ω

出力電圧 接触放電8kV、気中放電15kV

出力電圧表示の公差 ±5%

出力電圧の極性 正および負

保持時間 少なくとも5秒

放電操作モード 単一放電 (放電間隔は少なくとも1秒 )

放電電流の波形 右図参照

ESD 発生機器の出力電流波形定義

レベル 指示電圧
最初の放電
ピーク電流 Ip
(±15%)

放電スイッチ
立上り時間 tr
(±25%)

30ns での
電流値 I30
(±30%)

60ns での
電流値 I60
(±30%)

1 2kV 7.5A 0.8ns 4A 2A

2 4kV 15A 0.8ns 8A 4A

3 6kV 22.5A 0.8ns 12A 6A

4 8kV 30A 0.8ns 16A 8A

Rc

Cs+Cd

Rd

Cs+Cd：150pFという典型的な値

Cd：発生器と周辺間に存在する分布容量

Rd：330Ωという典型的な値

DC HV
Supply

静電気試験器のブロックダイアグラム

※	本稿は IEC61000-4-2	Ed2.0:2008/「電磁両立性（EMC）第4-2部：試験及び測定技術 - 静

	 電気放電イミュニティ試験」の一部を抜粋し、まとめたものです。正確な情報は原本をご参照下さい。

●試験方法
接触放電試験方法を用いることを推奨します。
気中放電は、接触放電が適用できない場合に使用します。

放電電流波形及び波形の特性

100%
90%

I 30

I 60

60ns

10%

I p
I

t（ns）

tr=0.8ns±25％

30ns

tr

I at 60ns

I at 30ns

10%

電流ターゲットとオシロスコープの接続

変換コネクタ
(SMA-BNC)

同軸ケーブル

電流ターゲット

20dB SMA型アッテネータ

ファラデーケージ

オシロスコープ

50Ω入力

※ 電流ターゲット、アッテネータ、
同軸ケーブルは組合わせ校正し
た物を使用します。

●設置後試験
この試験は随意であり、承認試験として強制されません。
メーカとユーザ間の合意のもとで行われます。

●試験結果と試験報告書
試験結果はEUTの動作条件および機能仕様に基づいて分類されます。
a）	仕様限界内の正常な性能
b）	自己回復可能な一時的劣化または機能もしくは性能の低下
c）	オペレータの介入またはシステムの再起動を必要とする一時的
	 劣化または機能もしくは性能の低下
d）	機器またはソフトウエアの損傷、またはデータの消滅による
	 回復不能な劣化または機能の低下
一般に、機器が静電気放電を印加する全期間にわたってそのイミュニティを示し、かつ試
験の終了時にEUTが技術仕様書内で規定した機能上の要求事項を満足する場合、試験結果
は「良」である。試験報告書は、試験条件および試験結果を含むこと。
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測定チェーンの校正

　・トータルインサーションロス：	〜 1GHz：S21 ± 0.5dB

	 〜 4GHz：S21 ± 1.2dB

ターゲット・アダプタラインの校正

　・トータルインサーションロス：〜4GHz：＜±0.3dB

　　2個のターゲット・アダプタラインの面を合わせて測定

　・リターンロス：	 〜 1GHz：＜30dB

	 〜 4GHz：＜20dB

●測定システムの校正

同軸ケーブル (SMA-SMA)

変換コネクタ
(SMA-SMA)

同軸ケーブル (N-SMA)

同軸ケーブル (N-SMA)

変換コネクタ (N-SMA)

ターゲット・アダプタライン

@

@：ネットワークアナライザ校正のポイント

電流ターゲット

20dB SMA型アッテネータ
6dB N型アッテネータ

ネットワークアナライザ

OUTPUT INPUT

測定チェーン

ターゲット・アダプタライン

ネットワークアナライザ

OUTPUT INPUT

@

@

@：ネットワークアナライザ校正のポイント

同軸ケーブル
(N-SMA)

同軸ケーブル (N-SMA)

●測定チェーンの低周波システム伝達インピーダンス：Zsys の算出
測定チェーン全体（電流ターゲット	-	アッテネータ	-	同軸ケーブル）の低周波システム伝達インピーダンスは、次のように求めます。
約1Aの電流	I	sys を電流ターゲットに注入します。
接続する50Ω抵抗は公差が最大で±1％でなければなりません。
50Ω抵抗を通る電圧V50 を測定します。

Zsys =
V50

Isys

ターゲット

DC
電流源 電流ターゲット

の内部回路
アッテネータ
の内部回路

50Ω
負荷

電流計

デジタル
電圧計

I sys
ここに1Aを入力します アッテネータ

V50
ここの電圧を測定します

ケーブル

また、挿入損失の公称値S21 に関しては次のように求めます。
S21=20	log［2Zsys/（Rin+50Ω）］dB
　※Rin は 50Ωを接続時の測定システムの直流入力インピーダンスです。

低周波システム伝達インピーダンスを決定する回路図
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● ESD 試験環境付帯設備と配置例

卓上機器に対する試験器配置例

床置機器に対する試験器配置例

470kΩ抵抗(放電抵抗ケーブル)

垂直結合板
0.5m×0.5m

基準接地板

試験テーブル

0.8m

水平結合板
1.6m×0.8m

絶縁シート

ESD発生器

商用電源へ

接地線

0.1m(垂直結合板と供試品との距離)

0.1m(水平結合板と供試品との距離)

直接放電の位置

水平結合板への放電位置

垂直結合板への放電位置

供試品

基準接地板

絶縁台

470kΩ抵抗(放電抵抗ケーブル)

床置き型垂直結合板
垂直結合板：0.5m×0.5m

ESD発生器

垂直結合板への放電位置

直接放電の位置

0.1m(垂直結合板と供試品との距離)

商用電源へ

接地線

供試品

0.05m～

0.15m

・	基準接地板の上に高さ0.8mの試験テーブル (木製 ) を置き、その上に水平結合板を乗せます。
・	水平結合板（1.6m× 0.8m）と垂直結合板（0.5m× 0.5m）を使用します。
・	水平結合板と供試品の間に絶縁シートを敷きます。
・	水平結合板と基準接地板は470kΩの抵抗	2個で図のように接続します。

・	基準接地板の上に高さ0.05m〜0.15mの絶縁台を置き、その上に供試品を乗せます。
・	垂直結合板と基準接地板は470kΩの抵抗2個で接続します。
・	静電気シミュレータはできる限り、基準接地板上に配置します。
・	間接放電試験は、垂直結合板に放電させ供試品の影響をみる方法です。
・供試品のケーブルは、0.5mmの絶縁物によって基準接地板から絶縁します。

・	垂直結合板と基準接地板も470kΩの抵抗2個で接続します。
・	供試品は、水平結合板の端面から0.1	mの場所に配置します。
・	静電気放電シミュレータはできる限り、基準接地板上に配置します。
・	間接放電試験は、水平結合板及び垂直結合板に放電させ供試品の影響をみる方法です。


