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専務理事　柳瀬明典会　長　宮部義幸

一般社団法人 KEC関西電子工業振興センター（KEC）の沿革
1961年～ 通産省及び大阪府のご支援のもと、企業24社が発起人となり、

  関西の電子技術向上を目的として発足

  産学官による共同開発研究活動を開始

1970年～ 電子機器からの不要電波計測サービス事業を開始

1980年～ 電子機器のイミュニティ計測に関する事業を拡大、技術WGの結成

1990年～ 委員会活動・EMC計測事業を全国に発信

 93年 電磁環境計測センター建設（10m電波暗室）

 96年 EMC関西セミナー開始

 98年 NARTE資格試験開始

2000年～ EMC計測事業の拡大、EMC技術者の育成に注力

 05年 けいはんな試験センター建設

 08年 EMC・製品安全試験事業の拠点を生駒からけいはんな地区に移転

2010年～　一般社団法人への移行認可取得、それにともなう法人名称の変更

 11年 本部事務所をけいはんなに移転し、けいはんな地区に集結

 17年 けいはんな試験センター電波暗室棟建設

ご高承のとおり、私ども一般社団法人 KEC関西電子工業振興センターは、

通商産業省（現 経済産業省）と大阪府のご支援を得て、昭和36年に設立されました。

以来、皆様の暖かいご支援を頂き、電子業界発展への貢献を目的に、技術の向上・製造の合理化等に

関する調査研究や先端技術情報提供を通じた技術者の育成活動としての委員会事業、ならびに安心・安

全な製品の評価技術を実践する活動としてのEMC・製品安全試験事業に取り組んで参りました。

委員会事業におきましては、各種技術セミナー開催による先端技術提供、技術者育成のための講習会

開催、米国の「iＮＡＲＴＥ（現Exemplar Global, Inc.）」との業務提携によるＥＭＣ・製品安全技術者の

国際資格試験などを行っております。

EMC・製品安全試験事業におきましては、大型・小型電波暗室、シールドルーム等約20室の充実した

試験設備を有するとともに、国内外の主要機関の試験所認定を取得し、ご利用者様の製品開発における

EMC試験および製品安全試験を支援しています。

近年、皆様から私どもへのご要望が益々大きくなってきている中、弊センターといたしましても、委員会

事業の更なる充実を図るとともに、タイムリーな試験設備の充実と職員の技術力向上に努め、今後も継続的

に電子業界発展のお役に立って参りたいと思っております。

今後ともご支援ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

ご挨拶

電子の描く未来のために 業界を 支える確かなパートナー

21 21
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先端技術
調査研究

EMC/PS規格類調査
翻訳・出版

技術セミナー
教育講座開催

EMC/PS技術者
資格試験 電気電子機器

安全試験

EMC計測機器
特性評価試験

電磁波シールド性能
確認試験

MIL規格対応機器
EMC試験

航空機搭載機器
EMC試験

民生用電子機器
EMC試験

車載用電子機器
EMC試験

EMC環境測定

運 営 組 織

iNARTEエンジニア 試験所認定取得 先進施設・計測器産
電子業界

学
学術界

官
官公庁

運 営 体 制

宮部　義幸
北岡 光夫
小川 立夫
滋野 安広
岩坪 　浩
柳瀬 明典
竹下 伸夫
 11名
 2名

234社（2020年6月5日現在）

会 長
副 会 長

専 務 理 事
常 務 理 事
他 理 事
監 事

会 員

一般社団法人KEC関西電子工業振興センター

（本部）総務部 専門委員会推進部 試験事業部

委員会事業とEMC製品安全試験事業の 両輪で技術力向上を支援します
事業の概要

EMC・製品安全試験事業委員会事業

iNARTE/Japan専門委員会　　　EMC設計技術者資格推進委員

会 製品安
全試
験

EMC専門委員会　　　製品安全専門委員

会

EMC
試験

研

究専
門委員会 シールド材試

験

委員会活動は広く産・学・官の方々のご協力を得
て、電子関連の先端技術の調査・研究や各種セミ
ナー・技術講座の開催および規格解説書・ガイド
ブック出版等を通じ、電子業界の技術力向上や人材
育成を支援しています。

試験所が正確な試験結果を生み出す能力があるか
どうかを、第三者認定機関が認定するISO/IEC 
17025に基づく試験所認定と、ISO/IEC 17043
に基づく技能試験提供者で、EMC・製品安全総合
試験機関として充実した設備と施設を有し、ご利
用者の製品開発におけるEMCおよび製品安全試験
を支援しています。

本部およびけいはんな試験センター
生駒第2試験サイト

生駒第1試験サイト
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iNARTE資格認証書

研究専門委員会 ＥＭＣ専門委員会

iNARTE/Japan専門委員会

製品安全専門委員会

産学官の強力な連携により調査研究・情報提供・人材育成で
電子業界のニーズに応えます

委員会事業

先端技術・応用技術の調査やセミナー・フォーラム
による情報提供、技術講座を開催し業界の技術力
向上、企業における新事業創出に貢献します。

ＥＭＣに関する現場共通課題の調査・研究、規格翻
訳、最新技術や技術講座の提供で業界に貢献しま
す。

知的財産権に関する動向調査・情報提供、判例研究

ワイヤレスの基礎から応用まで年間カリキュラム制の学
識経験者による講座

社会や業界で注目を集める最先端・最新技術を調査し
「KECセミナー」を企画・開催

KECセミナー

iNARTE 資格試験（東京・名古屋・大阪）

IEEE、FCC、MIL、ETSI 等のEMC規格の翻訳
IEC安全規格ガイドブックの出版

米国iNARTE(現Exemplar Global,Inc.)は、EMC、
製品安全(PS)等における要員認証を行っており、そ
の資格は、資格取得者はもとより資格者を擁する組
織の技術レベルを示すものになっています。
KECはiNARTEと提携し、国内で日本語による受
験を可能としており、本委員会はこの活動を支援し
ています。

製品開発段階における「EMC設計」の技術レベルを
「EMC設計技術者資格」として認証しており、KECは
iNARTEと共同で本資格を創設し、運営しています。
本委員会はこの活動を支援しています。

EMCエンジニア・テクニシャン資格取得推進、教育、資
格試験

※iNARTE：The International Association for Radio, 
Telecommunications and Electromagnetics.

海外のＥＭＣ規格や規格策定動向、規格解釈、測定技術
などの調査や翻訳を国別、テーマ別のワーキンググルー
プを起案し活動。成果を出版物として提供

調査出版グループ

ＥＭＣを意識した設計･ものづくりができることを目的に
した実戦的な教育講座

設計者向けＥＭＣ技術講座

EMCに関する最新技術や動向、共通課題について講演
と技術交流の場である「EMC関西」セミナーを企画開催

ＥＭＣ関西企画ワーキンググループ

国内外の製品安全規格の動向、内容について調査分析する
と共に、必要な海外規格を翻訳出版

安全規格分科会

ライフエンドの故障メカニズムに着目した信頼性、安全性
確保をテーマに調査・研究

信頼性分科会

機能安全、ハザードベース、リスクアセスメント等、製品安
全に向けた新しい技術を調査・研究

安全技術研究会

知的財産分科会

新規格案の実験検証や測定精度向上に向けた技術構
築、新技術搭載商品の適用規格調査、ラウンドロビン評
価等、ワーキンググループを起案し活動

研究グループ

KECセミナー企画ワーキンググループ

光・電波の領域の技術融合による新たな技術分野創出
に貢献する活動の企画、最新技術情報の提供

光・電波技術融合企画ワーキンググループ

iNARTE/J EMC分科会

次世代ワイヤレス技術講座

PSエンジニア・テクニシャン資格取得推進、教育、資格
試験

iNARTE/J PS分科会

製品安全に関する規格・技術情報の調査収集・提供・
翻訳解説を行うとともに、業界の製品安全技術の
向上、信頼性の向上、製品安全技術者の育成を図り、
安全で安心な製品の提供に貢献します。

設計者向けEMC技術講座での実習

研究グループによるEMC規格の検証実験

信頼性セミナー

EMC設計技術者資格推進委員会

iNARTE EMC資格

iNARTE PS資格

KEC/iNARTE EMC設計技術者資格
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iNARTE 資格試験（東京・名古屋・大阪）

IEEE、FCC、MIL、ETSI 等のEMC規格の翻訳
IEC安全規格ガイドブックの出版

米国iNARTE(現Exmeplar Global,Inc.)は、EMC、
製品安全(PS)等における要員認証を行っており、そ
の資格は、資格取得者はもとより資格者を擁する組
織の技術レベルを示すものになっています。
KECはiNARTEと提携し、国内で日本語による受
験を可能としており、本委員会はこの活動を支援し
ています。

製品開発段階における「EMC設計」の技術レベルを
「EMC設計技術者資格」として認証しており、KECは
iNARTEと共同で本資格を創設し、運営しています。
本委員会はこの活動を支援しています。

EMCエンジニア・テクニシャン資格取得推進、教育、資
格試験

※iNARTE：The International Association for Radio, 
Telecommunications and Electromagnetics.

海外のＥＭＣ規格や規格策定動向、規格解釈、測定技術
などの調査や翻訳を国別、テーマ別のワーキンググルー
プを起案し活動。成果を出版物として提供

調査出版グループ

ＥＭＣを意識した設計･ものづくりができることを目的に
した実戦的な教育講座

設計者向けＥＭＣ技術講座

EMCに関する最新技術や動向、共通課題について講演
と技術交流の場である「EMC関西」セミナーを企画開催

ＥＭＣ関西企画ワーキンググループ

国内外の製品安全規格の動向、内容について調査分析する
と共に、必要な海外規格を翻訳出版

安全規格分科会

ライフエンドの故障メカニズムに着目した信頼性、安全性
確保をテーマに調査・研究

信頼性分科会

機能安全、ハザードベース、リスクアセスメント等、製品安
全に向けた新しい技術を調査・研究

安全技術研究会

知的財産分科会

新規格案の実験検証や測定精度向上に向けた技術構
築、新技術搭載商品の適用規格調査、ラウンドロビン評
価等、ワーキンググループを起案し活動

研究グループ

KECセミナー企画ワーキンググループ

光・電波の領域の技術融合による新たな技術分野創出
に貢献する活動の企画、最新技術情報の提供

光・電波技術融合企画ワーキンググループ

iNARTE/J EMC分科会

次世代ワイヤレス技術講座

PSエンジニア・テクニシャン資格取得推進、教育、資格
試験

iNARTE/J PS分科会

製品安全に関する規格・技術情報の調査収集・提供・
翻訳解説を行うとともに、業界の製品安全技術の
向上、信頼性の向上、製品安全技術者の育成を図り、
安全で安心な製品の提供に貢献します。

設計者向けEMC技術講座での実習

研究グループによるEMC規格の検証実験

信頼性セミナー

EMC設計技術者資格推進委員会

iNARTE EMC資格

iNARTE PS資格

KEC/iNARTE EMC設計技術者資格
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各種国際規格や製品個別規格に基づきiNARTE資格を保有する
エンジニアがEMC・製品安全試験を確実にサポートします

ＥＭＣ・製品安全試験事業

最先端のEMC・製品安全試験施設により
高品質な試験を迅速に提供します

保有する施設

KECは、大型/小型暗室、シールドルーム等の充実した試
験設備を保有しております。
また、ISO/IEC 17025に基づく試験所認定を取得して
おり、A2LA（米国試験所認定協会）の認定により車載機
器、JAB（公益財団法人日本適合性認定協会）の認定によ
りMIL・航空機搭載機器、VLAC(株式会社電磁環境試験
所認定センター）の認定によりIT機器、民生機器、医療機
器、送受信機、産業用機器、鉄道関連機器といった様々な
製品分野のEMC試験への対応が可能です。

EMC依頼試験
KEC職員がISO/IEC 17025に基づく認定試験や性能
評価試験を行い試験報告書を発行（立会い試験も可能）

EMC自主測定
利用される方が供試品を持参され、KECの設備を使用し
て各自測定を実施

EMC自主測定代行
供試品をお預かりし、KEC職員が試験を実施、その試験
結果を報告（判定は行わない）

製品安全依頼試験
国内外の規格に基づく電子・電気機器（電子機器等）の
製品安全に関する依頼試験ならびに技術相談を実施

大型機器の現地測定
当センターに入らない大型機器や移動不可な機器は工
場内などの機器が設置された場所に出張して測定を行
います。

電磁環境調査・評価
工場や事務所等の電磁環境調査・評価を行います。

EMC試験施設の特性評価試験
オープンサイトや電波暗室等EMC試験施設の特性評価
試験を行います。

VLACの認定により、北米向けの送信機の装置認可（証
明）および欧州向けの無線装置のNB検証のための試験
が可能であり、それらの代行申請の対応が可能です。
製品安全試験においては、JQA（一般財団法人日本品質保
証機構）のS-JQAマーク制度に基づく登録試験所として登
録されており、国内のS-JQAマーク取得の代行が可能です。

施設利用・試験の種類

代行（申請）業務

出張測定業務

試験実施

KEC試験センターの特長 試験設備一覧

本部およびけいはんな試験センター

けいはんな試験センター電波暗室棟

生駒第1試験サイト

生駒第2試験サイト

試 験 項 目設 備
放射妨害波測定（3m/10m法）

小型・大型機器の放射電磁界イミュニティ試験

小型機器の放射電磁界イミュニティ試験

放射妨害波測定（3m法）

静電気（ESD）放電試験、EFT/B試験、雷サージ試験

伝導妨害波イミュニティ試験、電源周波数磁界試験

車載用機器、航空機搭載用機器、MIL規格の

各種EMC試験

放射妨害波測定（3m/10ｍ法）

小型・大型機器の放射電磁界イミュニティ試験

アンテナ特性評価

放射妨害波測定（3m法）

小型機器の放射電磁界イミュニティ試験

雑音電力測定（吸収クランプ法）

CISPR 32対応FARによる放射妨害波測定（3m法）

車載用機器の各種EMC試験

放射妨害波測定（3m法）

雑音電力測定（吸収クランプ法）

小型機器の放射電磁界イミュニティ試験

伝導妨害波測定、静電気（ESD）試験

EFT/B試験、電サージ試験

伝導イミュニティ試験、電源周波数磁界試験

車載用トランジェント試験（ISO 7637-2、3）

車載用静電気（ESD）試験（ISO 10605）

TEMCELL試験（ISO 11452-3）

BCIイミュニティ試験（ISO 11452-4）

伝導妨害波測定、放送受信機イミュニティ試験

静電気（ESD）放電試験、EFT/B試験、雷サージ試験

伝導妨害波イミュニティ試験、電源周波数磁界試験

電源高調波試験、電圧変動・フリッカ試験

電圧ディップ・短時間停電及び電圧変動に対する

イミュニティ試験

KEC法によるシールド効果測定（500Hz～1GHz）

GHz KEC法によるシールド効果測定（1GHz～6GHz）

車載機器に対する各種過渡電圧サージ試験

国内外の規格および社内規定等に基づく製品安全試験

第１電波暗室

第２電波暗室

第３電波暗室

第６電波暗室

第７電波暗室

第８電波暗室

第９電波暗室

第１０電波暗室

第１１電波暗室

第１２電波暗室

第１3電波暗室

第１4電波暗室

第１シールド 室

第７シールド室

第８シールド室

第９シールド室

第１０シールド室

電源高調波室

シールド材試験室

評 価 試 験 室

安 全 試 験 室

試験所認定証
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各種国際規格や製品個別規格に基づきiNARTE資格を保有する
エンジニアがEMC・製品安全試験を確実にサポートします

ＥＭＣ・製品安全試験事業

最先端のEMC・製品安全試験施設により
高品質な試験を迅速に提供します

保有する施設

KECは、大型/小型暗室、シールドルーム等の充実した試
験設備を保有しております。
また、ISO/IEC 17025に基づく試験所認定を取得して
おり、A2LA（米国試験所認定協会）の認定により車載機
器、JAB（公益財団法人日本適合性認定協会）の認定によ
りMIL・航空機搭載機器、VLAC(株式会社電磁環境試験
所認定センター）の認定によりIT機器、民生機器、医療機
器、送受信機、産業用機器、鉄道関連機器といった様々な
製品分野のEMC試験への対応が可能です。

EMC依頼試験
KEC職員がISO/IEC 17025に基づく認定試験や性能
評価試験を行い試験報告書を発行（立会い試験も可能）

EMC自主測定
利用される方が供試品を持参され、KECの設備を使用し
て各自測定を実施

製品安全依頼試験
国内外の規格に基づく電子・電気機器（電子機器等）の
製品安全に関する依頼試験ならびに技術相談を実施

大型機器の現地測定
当センターに入らない大型機器や移動不可な機器は工
場内などの機器が設置された場所に出張して測定を行
います。

電磁環境調査・評価
工場や事務所等の電磁環境調査・評価を行います。

EMC試験施設の特性評価試験
オープンサイトや電波暗室等EMC試験施設の特性評価
試験を行います。

VLACの認定により、北米向けの送信機の装置認可（証
明）および欧州向けの無線装置のNB検証のための試験
が可能であり、それらの代行申請の対応が可能です。
製品安全試験においては、JQA（一般財団法人日本品質保
証機構）のS-JQAマーク制度に基づく登録試験所として登
録されており、国内のS-JQAマーク取得の代行が可能です。

施設利用・試験の種類

代行（申請）業務

出張測定業務

試験実施

KEC試験センターの特長 試験設備一覧

本部およびけいはんな試験センター

けいはんな試験センター電波暗室棟

生駒第1試験サイト

生駒第2試験サイト

試 験 項 目設 備
放射妨害波測定（3m/10m法）

小型・大型機器の放射電磁界イミュニティ試験

小型機器の放射電磁界イミュニティ試験

放射妨害波測定（3m法）

静電気（ESD）放電試験、EFT/B試験、雷サージ試験

伝導妨害波イミュニティ試験、電源周波数磁界試験

車載用機器、航空機搭載用機器、MIL規格の

各種EMC試験

放射妨害波測定（3m/10ｍ法）

小型・大型機器の放射電磁界イミュニティ試験

アンテナ特性評価

放射妨害波測定（3m法）

小型機器の放射電磁界イミュニティ試験

雑音電力測定（吸収クランプ法）

CISPR 32対応FARによる放射妨害波測定（3m法）

車載用機器の各種EMC試験

放射妨害波測定（3m法）

雑音電力測定（吸収クランプ法）

小型機器の放射電磁界イミュニティ試験

伝導妨害波測定、静電気（ESD）試験

EFT/B試験、電サージ試験

伝導イミュニティ試験、電源周波数磁界試験

車載用トランジェント試験（ISO 7637-2、3）

車載用静電気（ESD）試験（ISO 10605）

TEMCELL試験（ISO 11452-3）

BCIイミュニティ試験（ISO 11452-4）

伝導妨害波測定、放送受信機イミュニティ試験

静電気（ESD）放電試験、EFT/B試験、雷サージ試験

伝導妨害波イミュニティ試験、電源周波数磁界試験

電源高調波試験、電圧変動・フリッカ試験

電圧ディップ・短時間停電及び電圧変動に対する

イミュニティ試験

KEC法によるシールド効果測定（500Hz～1GHz）

GHz KEC法によるシールド効果測定（1GHz～6GHz）

車載機器に対する各種過渡電圧サージ試験

国内外の規格および社内規定等に基づく製品安全試験

第１電波暗室

第２電波暗室

第３電波暗室

第６電波暗室

第７電波暗室

第８電波暗室

第９電波暗室

第１０電波暗室

第１１電波暗室

第１２電波暗室

第１3電波暗室

第１4電波暗室

第１シールド 室

第７シールド室

第８シールド室

第９シールド室

第１０シールド室

電源高調波室

シールド材試験室

評 価 試 験 室

安 全 試 験 室

試験所認定証
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第10暗室

第1暗室

第11暗室

第12暗室

最先端試験設備で、民生・産業・医療機器から、
車載・航空機・MIL機器まで幅広い製品分野の
試験をサポートします

試験対象製品と試験設備

対応規格

民生・産業・医療機器 車載・MIL・航空機搭載用機器

ＥＭＣ技能試験（試験所間比較）

製品安全試験

FCC（米国）　
　Part15 デジタル機器、各種無線周波機器
　Part18 工業用・科学用・医用機器
　Part22 公共移動無線設備
　Part90 業務用陸上移動無線
　Part95 ラジコン、CB他
Industry Canada（カナダ）
　BETS-7、ICES-001、002、003、005、RSS-210等
CENELEC（欧州）
　EN 55011～EN 55032、
　EN 61000-3-2/12、EN 61000-3-3/11
　EN 61000-6-1,2,3,4,7
ETSI（欧州）
　EN 300 200、EN 300 328、EN 300 330、EN 301893等
　EN 301489-1,3,9,17
CISPR（国際）
　CISPR 11,12,13,14,15,20,22,24,25,32,35
（ISM、放送受信機、家電機器、照明機器、情報技術機器、
  マルチメディア機器）

IEC（国際）
　IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,18,29,34
　IEC 61000-6-1,2,3,4,7 
VCCI（国内）
　情報技術装置に対するVCCI技術基準
電波法（国内）
　微弱無線局、高周波利用機器
電気用品安全法（国内）
　家電機器、放送受信機及び関連機器
EV/PHEVの充電システム
　IEC 61851-21,-22
パワーコンディショナ(太陽光など）
　IEC 62920
鉄道関連
　IEC 62236-3-2、IEC 62236-4、
　EN 50121-3-2、EN 50121-4
船舶
　IEC 60945, JIS F 0808, 日本海事協会規格（船用材料機器）第7編1章（自動化機器及び装置）

対応規格
CISPR
　CISPR 25  エミッション測定
ISO
　ISO 11452-2 放射イミュニティ試験
　ISO 11452-3 TEMCELL試験
　ISO 11452-4 BCI試験
　ISO 11452-5 ストリップラインイミュニティ試験
　ISO 11452-8 磁界イミュニティ試験
　ISO 11452-9 携帯送信機試験
　ISO 11452-10 可聴周波数帯域の伝導イミュニティ試験
　ISO 10605 車載ESD試験
　ISO 7637-2,3 車載サージイミュニティ／エミッション試験
海外車載規格
　レーダパルスイミュニティ試験（600V/m）
MIL（MIL-STD-461）
　航空機、船舶等に搭載される電気・電子機器
RTCA/DO-160
　米国民間航空機搭載機器のEMC試験

対応規格

電気用品安全法（国内） 
技術基準（別表第八、別表第十二）

CENELEC（欧州）　CEマーキング（低電圧/REE指令）対応
IEC/EN 60065 AV機器関連
IEC/EN 60950-1 情報機器関連など

Sマーク認証試験
Sマーク（S-JQA）対象製品：扇風機／換気扇・音響・ビデオ機器

第7暗室

第8暗室

第9暗室

第6暗室

安全試験室

第13暗室

第14暗室

シールド材試験

電磁波シールド効果の測定評価
　KEC法　　　  対応周波数範囲500Hｚから1GHz
　GHｚ KEC法   対応周波数範囲1GHｚから6GHｚ

JIS Q 17043：2011（技能試験に対する一般要求事項）に基づくEMC技能試験を提供します
・ CISPR 16-2-3に基づく放射エミッション測定（30MHz-1GHz：測定距離3m/10m ）
・ CISPR 16-2-3に基づく放射エミッション測定（1GHz-6GHz：測定距離3m）
・ CISPR 25 (2016) 6.3項及び6.4項に基づく伝導性エミッション測定
・ CISPR 16-2-1及びCISPR 32に基づく電気通信ポート（AAN法）伝導妨害波測定（150kHz-30MHz）
・ CISPR 16-2-1に基づくAC電源ポート（AMN法）伝導妨害波測定（150kHz-30MHz）
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第10暗室

第1暗室

第11暗室

第12暗室

最先端試験設備で、民生・産業・医療機器から、
車載・航空機・MIL機器まで幅広い製品分野の
試験をサポートします

試験対象製品と試験設備

対応規格

民生・産業・医療機器 車載・MIL・航空機搭載用機器

ＥＭＣ技能試験（試験所間比較）

製品安全試験

FCC（米国）　
　Part15 デジタル機器、各種無線周波機器
　Part18 工業用・科学用・医用機器
　Part22 公共移動無線設備
　Part90 業務用陸上移動無線
　Part95 ラジコン、CB他
Industry Canada（カナダ）
　BETS-7、ICES-001、002、003、005、RSS-210等
CENELEC（欧州）
　EN 55011～EN 55032、
　EN 61000-3-2/12、EN 61000-3-3/11
　EN 61000-6-1,2,3,4,7
ETSI（欧州）
　EN 300 200、EN 300 328、EN 300 330、EN 301893等
　EN 301489-1,3,9,17
CISPR（国際）
　CISPR 11,12,13,14,15,20,22,24,25,32,35
（ISM、放送受信機、家電機器、照明機器、情報技術機器、
  マルチメディア機器）

IEC（国際）
　IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,18,29,34
　IEC 61000-6-1,2,3,4,7 
VCCI（国内）
　情報技術装置に対するVCCI技術基準
電波法（国内）
　微弱無線局、高周波利用機器
電気用品安全法（国内）
　家電機器、放送受信機及び関連機器
EV/PHEVの充電システム
　IEC 61851-21,-22
パワーコンディショナ(太陽光など）
　IEC 62920
鉄道関連
　IEC 62236-3-2、IEC 62236-4、
　EN 50121-3-2、EN 50121-4
船舶
　IEC 60945, JIS F 0808, 日本海事協会規格（船用材料機器）第7編1章（自動化機器及び装置）

対応規格
CISPR
　CISPR 25  エミッション測定
ISO
　ISO 11452-2 放射イミュニティ試験
　ISO 11452-3 TEMCELL試験
　ISO 11452-4 BCI試験
　ISO 11452-5 ストリップラインイミュニティ試験
　ISO 11452-8 磁界イミュニティ試験
　ISO 11452-9 携帯送信機試験
　ISO 11452-10 可聴周波数帯域の伝導イミュニティ試験
　ISO 10605 車載ESD試験
　ISO 7637-2,3 車載サージイミュニティ／エミッション試験
海外車載規格
　レーダパルスイミュニティ試験（600V/m）
MIL（MIL-STD-461）
　航空機、船舶等に搭載される電気・電子機器
RTCA/DO-160
　米国民間航空機搭載機器のEMC試験

対応規格

電気用品安全法（国内） 
技術基準（別表第八、別表第十二）

CENELEC（欧州）　CEマーキング（低電圧/REE指令）対応
IEC/EN 60065 AV機器関連
IEC/EN 60950-1 情報機器関連など

Sマーク認証試験
Sマーク（S-JQA）対象製品：扇風機／換気扇・音響・ビデオ機器

第7暗室

第8暗室

第9暗室

第6暗室

安全試験室

第13暗室

第14暗室

シールド材試験

電磁波シールド効果の測定評価
　KEC法　　　  対応周波数範囲500Hｚから1GHz
　GHｚ KEC法   対応周波数範囲1GHｚから6GHｚ

JIS Q 17043：2011（技能試験に対する一般要求事項）に基づくEMC技能試験を提供します
・ CISPR 16-2-3に基づく放射エミッション測定（30MHz-1GHz：測定距離3m/10m ）
・ CISPR 16-2-3に基づく放射エミッション測定（1GHz-6GHz：測定距離3m）
・ CISPR 25 (2016) 6.3項及び6.4項に基づく伝導性エミッション測定
・ CISPR 16-2-1及びCISPR 32に基づく電気通信ポート（AAN法）伝導妨害波測定（150kHz-30MHz）
・ CISPR 16-2-1に基づくAC電源ポート（AMN法）伝導妨害波測定（150kHz-30MHz）
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〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地2
TEL:0774-93-4563　FAX:0774-93-4564

一般社団法人

KEC関西電子工業振興センター https://www.kec.jp/

〒630-0101 奈良県生駒市高山町12128

一般社団法人

KEC関西電子工業振興センター

KEC Electronic Industry Development Center
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