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 　　3.4　コモンモード電流による不要電磁波放射特性の解析例
2節　電磁波発生源の特定、解析
 　1　電磁環境測定に用いるアンテナの自由空間アンテナ係数測定
 　　1.1　アンテナ係数の理論
 　　1.2　1GHz以下用広帯域アンテナのアンテナ係数測定への到来波推定手法の適用[LPDA]
 　　1.3　パルス圧縮処理を用いた直接波の推定
 　2.　放射EMI測定用コムジェネレータ測定結果の差の時間領域波形の比較による原因推定手法
 　　2.1　コムジェネシステムによる放射EMI比較測定
 　　2.2　コムジェネシステムによる測定の概要
3節　EMC試験の概要、信頼性評価
 　1.　EMCとは?
 　2.　EMC規格について
 　3.　エミッション評価
 　　3.1　放射エミッション試験
 　　3.2　伝導エミッション試験
 　4.　イミュニティ評価
 　　4.1　静電気試験
 　　4.2　放射電磁界試験
 　　4.3　EFT/B試験
 　　4.4　サージ試験
 　　4.5　伝導電磁界試験
 　　4.6　電源周波数磁界試験
 　　4.7　電圧ディップ・瞬停試験
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