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本取り扱い説明書は英文Rev 1Bの翻訳です。内容に疑義が生じた場合は、英文をご参照く
ださい。
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1章 はじめに 
磁界測定器 FD1/FD2型は、20Hzから2kHz（FD1）、2kHzから400ｋHz（FD2）の周波数
の磁界測定をするため設計されたプロフェッショナル機器です。 
 
Combinova AB社、製品一覧 
電界・磁界測定器FD1/FD2型は、スウェーデン Combinova 社で開発されました。 
同社は製造、マーケティング、FD1/FD2型のアフターサポートの責任を担っております。 
Combinova社は20年以上に亘り磁界,電界測定器を製造しており以下はその製品ラインで
す。 
 

 MFM 2000  磁界測定器 スペクトラム分析機能付TCO試験用 
５Hz-２ｋHz、２ｋHz-400kHzデュアルバンド 

 MFM3000  磁界測定器 スペクトラム分析機能付 
５Hz-400kHz ワンバンド 

 EFM 200   電界測定器 静電界（DC）,交流電界 5Hz-2kHz、２ｋHz-400 kHzを2バンド

で 
 EFM 100   電界測定器 交流電界 5Hz – 2kHz、２ｋHz-400 kHzを2バンドで 
 FD 1  フィールド検出器,  電界および磁界 20Hz-2 kHz 
 FD 2  フィールド検出器, 電界および磁界  2-400 kHz  
 FD 3  磁界ドジメータ  20 Hz – 2 kHz磁界測定、ロギング機能付 

 
製品の詳しい説明は、www.combinova.seをご覧ください 
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2章 開梱および受け入れ検査 
輸送ケースを検査し、FD1/FD2型本体およびアクセサリが輸送中に損傷を受けていないこ
とを確認してください。損傷がある場合、納品に携わった輸送業者や株式会社東陽テクニ

カにお問い合わせください。ケースに、以下のアイテム( Fig. 2.1)が含まれていることを確認

してください。  
標準機器 

 FD1/FD2型本体 
 グランドリファレンスケーブル 
 キャリングケース 
 バッテリ 
 操作マニュアル 

 
 
株式会社 東陽テクニカ 
電話：03-3279-0771 
FAX：03-3246-0645 
Mail：combinova@toyo.co.jp 
 
注意：FD1/FD2型の電源を入れる前にこのマニュアルを注意深くお読みください。 
 

 
 

マニュアル            キャリングケース 

 
Fig2-1  

本体       グランド・リファレンス・ケーブル   

バッテリ 
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3章 操作方法 
 
3.1 機能説明 
FD1/FD2型は、電気設備やあらゆる種類の電子機器から発生する交流磁界および交流電界

を測定する機器です。 

FD1型は、20Hz-2000Hz；ELF(Extremely Low Frequency)をカバーし、FD2型は、2kHz 

-400kHz；VLF(Very Low Frequency)をカバーします。VDT(映像端末)には MPR1990規格に

従って、FD1型はバンド1、FD2型はバンド2の測定ができます。 
 

 
 
. 
 

測定モード表示器 

バッテリ表示器 

磁界測定用押しボタン 

電界測定用押しボタン 

バーグラフ式表示器 

Z軸 
Y軸 

X軸 

測定方向 
 
・磁界は、通常 3軸（ X,Y,Z軸）を使用して
測定します。 
・電界は、進行方向（Z軸）で測定します。 

Fig.3.1 FD1/FD2型 設定、表示器、アンテナ 
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3.2 磁界強度測定 
FD1/FD2型は、直行した 3軸コイルを使用して磁界測定をします。 
これは測定結果が機器の方向に依存しないことを意味します。 
 
正確な測定には、アンテナ中央が機器の円筒部に設置されていることを考慮して距離を考

えてください。FD1/FD２型を希望の位置にして左側の押しボタンを押し続けます。 
B表示機が点灯し数秒後表示機に現座の値を表示します。 
測定が完了したらボタンを離します。表示値は、しばらくの間保持されます。これはユー

ザがスケールを直視できない環境での測定を可能にします。この機能は高い場所、低い場

所、機器の裏側、下側などの測定に有利です。 押しボタンを離すと、FD1/FD2型は2秒後

に自動的に電源を切ります。 

16 2/3Hz電源が供給されている鉄道測定時は、表示値を2倍にする必要があります。（補

正係数； x2) 。これはFD1の周波数特性カーブのためです。 

 

磁界強度測定方向；1軸測定 

磁界の向きは通常測定では興味の対象ではありません。FD1/FD2型は、3軸設計がされて

います。これは、機器を特別な方向に向けることをしなくとも常に正確な磁界強度値を測

定できることを意味します。このシステムは方向に依存しない（無指向）測定と呼ばれて

います。 

ある種の状況で磁界の方向を確認したい場合、たとえば、低放射製品の開発や磁界減少測

定を考えている場合、FD1/FD2型では、バッテリカバーの下のスイッチ切り替えで1軸測

定モードにできます。 

バッテリカバーをはずし、機器のケース上部隙間を通して鉛筆やグランド・リファレン

ス・ケーブル用ピンで、スイッチを切り替えます。スイッチを右側にすると1軸測定です。 
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注意: 1軸測定終了後は、スイッチを通常 3軸測定に戻すことを忘れないで 
ください。 

 
 

 
 
B 磁界強度表示器 
磁界測定時点灯します。 
 
 
表示器は、磁界強度 4μTに相当 
 
 
 
左端のスケールは、 
40nTから 100μT（FD１）、 
4nTから 10μT（FD2）です。 
 
磁界強度がスケールの間に位置 
する際は、2つの隣接した表示器 
が点灯します。 
この例では 7μTを示しています。 

この測定モードでは B表示機が点滅； 
すべての測定が Y軸で実行されます。 

 スイッチがこの位置にあ
ります。 
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3.3 電界強度測定 
位置に依存しない磁界測定の特性は、電界強度測定では有効ではありません。 
電界強度測定アンテナは機器の上部に設置されており、測定方向は進行方向になります。 
機器を、測定したい製品に向けてください。 
正確な測定のため、FD1/FD2型を信号源に向け、機器のアンテナと信号源の間に障害とな
る人や、手や、導電性の物がないことを確認してください。 
電界測定は、リファレンス電位との相対測定が行われます。これは FD1/FD2型についても
同様です。 
機器が有効（ON）なとき、ユーザへの自動接続は導電性押しボタンを介して行われます。 
ユーザは、この方法にて電界測定のリファレンスポテンシャル（基準電位）になります。 
これは、人が測定電界に曝されている状態と等価で、多くの測定目的を満足します。 
真のグランドリファレンス（外部導体）を用いた測定方法は、次項“グランドリファレン

スによる電界測定“を参照ください。 
FD1 / FD2 型を用いて、希望の位置で、右側のボタンを押し続けてください。 
E 表示機が点灯し、それから数秒後、表示器に現在の電界強度が表示されます。 
 

 

E 電界強度表示器 

電界測定時点灯します。 

 

 

 

 

右端のEスケールは、 

4v/mから10kv/m（FD１）、 

0.4 v/mから1000v/m（FD2）です。 

 

 

 

 

 

この例では60v/mを示しています。 

磁界強度がスケールの間に位置する

際は、2つの隣接した表示器が点灯し

ます。 

この例では0.7v/mを示しています。 
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測定が完了したあと押しボタンを離します。表示値は、しばらくの間保持されます。これ

はユーザがスケールを直視できない環境での測定が可能になります。この機能は高い場所、

低い場所、機器の裏側や下側などの測定に有利です。 押しボタンを離すと、FD1/FD2 型
は 2秒後に自動的に電源を切ります 

グランドリファレンス(外部導体)付電界強度測定  
交流電界測定が必要な場合、グランドリファレンスリードを FD1/FD2型 に接続します。
特別なリード線（グランドクリップ付 3m 長の導線）が機器に付属されており、グランド
と接続した後、機器は真のグランドリファレンスとの間の交流電界を測定できます。 
バッテリカバーの左横の穴を使ってプラグを挿すことでグランドリードと FD1/FD2 型を
接続できます。  
バッテリカバーは、上下がありません。もし穴が見つからなければバッテリカバーをはず

し穴が左側に来るようにケースを回して取りつけてください。 
リードクリップは、その後、近くの適切なグランド（アース）に接続します。たとえば、

アースされた電気機器（コンピュータ等）裏面の金属コネ 
クタや保護アースです。 
 
 
 
 

 
 
 
グランドケーブルコネクタポイント 

 
 
 
 
 
警告； 
グランド・リファレンス・ケーブル接続時、グランドチップがライブターミナルに触れると、

機器は電源電圧に接続されることになります。これは人体に重大な障害を与える危険性があり

ます。 
 

 
3.4 最大値表示 
スケールはボタンを押し続けていると連続的に値を最新化します。 
強度が変化したり、FD1/FD2型 を新しい場所へ移動すると、測定値の変化にあわせスケール
の点灯している箇所が上下します。 

 
  

3.5 測定上限 
FD1 の測定最大値は、磁界 100mT、電界 10kV/mです。FD2は、磁界 10mT、電界 1000v/m
です。このレンジは、通常発生する測定範囲をカバーできます。トランス、モーター、高

圧電源線、変電所などの間近では高い値が得られる可能性があります。強度は、距離に応

じて急激に小さくなります。そのため、通常の距離における強度は、機器の測定範囲内に

納まります。 
最大値表示機は、測定値が最大値（FD1 では105 mTまたは 10.5 kV/m 、FD2では、 10.5 

mTまたは 1050 V/m）を超えた際、点滅します。測定値がオーバーレンジからゆっくりと

100mTまたは10kV/m以下（FD1）あるいは、10mTまたは1000v/m（FD2）以下に減少すると

点滅は消えます。そして、100mTあるいは、10kV/m以下（FD1）あるいは、10mTある
いは 1000v/m（FD2）以下にさがると最大値が記録されていることを表現するため、再度
点滅を開始します。 
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3.6 測定下限 
 
磁界スケールの最小値は、40nT（FD1)、４nT（FD2)です 
これは、各々の固定表示機で表されます。しかしながら機器は低いレベルでさえも表示で

きます。25nT（FD1）、2.5nT（FD2）未満の値 は、スケールの最小値の表示機を点滅す
ることで表示します。 
約 25-40nTの磁界は、通常の業務環境や住環境では超低レベルと認識されます。そのよう
な値は、配電設備や他の設備からかなり離れた場所でのみ得られます。 
電界スケールの最小値は、4v/m（FD1）、0.4v/m（FD2）です。これは、表示機の固定表
示機で表わされます。機器はさらに低い値も表示できます。2.5 V/m（ FD1）および 0.25 
V/m （FD2）以下の値はスケールの最小表示機が点滅することで表示します。これは 
FD1/FD2型のアンテナの前を手でホールドすることで試すことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 バッテリ 
FD1/FD2型は使用中にバッテリ電圧を確認します。バッテリ電圧がリミットの 2.1V 以下
に下がった場合、測定後押しボタンを離したときにバッテリ警告 LEDが点滅します。 
この表示器と測定表示機（B or E）は、機器が自動的に電源オフになるまで同時に点滅し
ます。 
点滅したバッテリ表示機は、バッテリを早急に充電されることを促しています。 
FD1/FD2 型は不正確な測定のリスクを持たずにしばらくの時間測定できます。 推奨され
るバッテリは 2個の 1.5V R6(AA)型（単三）アルカリ電池です。. 
バッテリの極性を正しく交換したか確認します。バッテリ寿命は使用状態によりますが、

通常使用で、FD1型は 30時間、FD2型は 10時間程度です。 

     

 
 

 
   
 
 
 
 

バッテリスペース；極性表示あり 
 
 
3.8 表示器試験 
FD1/FD2型には LED試験機能があります。 試験は Bボタンと Eボタンを同時に押
し続けることで有効になります。この評価中すべての表示機が連続的に点灯しま

す。 
これは押しボタンが離されるまで継続します。 

 
バッテリ表示機
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4章 仕様 
 
仕様は温度Tamb = 23 ± 5 °Cで規定しています。 
個々の記載された技術仕様は予告無く変更される可能性があります。 
 
FD1 仕様  

 

磁界 

 

測定レンジ:40 nT - 100 mT (RMS) 

最小値  :< 25 nT (40 nT表示機点滅) 

最大値  :> 105 mT (100 mT表示機点滅) 

 

電界 

測定レンジ:4 V/m - 10 kV/m (RMS) 

最小値  :< 2.5 V/m  (4 V/m 表示機点滅) 

最大値  :> 10.5 kV/m (10 kV/m表示機点滅) 

 

磁界、電界 

周波数特性:20 Hz - 2000 Hz (-3dB) 

不確かさ :±5% (18 - 28°C) 

温度係数 :max. 1 %/°C (18 - 28°Cの範囲外で) 

表示分解能:4 - 12 % (対数スケール) 

表示タイプ:32 LED 

バッテリ : R6 (AA) (単三) 1.5 V アルカリ乾電池ｘ2（通常使用で30時間動作） 

寸法   :長さ: 205 mm幅: 70 mm 高さ: 35 mm 

重量   :290 g (バッテリ込み) 

動作温度 ：-10°C ～ + 40°C 
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FD2型仕様 

 

磁界 

 

測定レンジ:4 nT - 10 mT (RMS) 

最小値  :< 2.5 nT (4nT表示機点滅) 

最大値  :> 10.5 mT (10 mT 表示機点滅) 

 

電界 

測定レンジ:0.4 V/m - 1000 V/m (RMS) 

最小値  :< 0.25 V/m (0.4 V/m表示機点滅) 

最大値  :> 1050 V/m (1000 V/m表示機点滅) 

 

磁界、電界 

周波数特性:2 kHz - 400 kHz (-3dB) 

不確かさ :±5% (18 - 28°C) 

温度係数 :max. 1 %/°C (18 - 28°Cの範囲外で) 

表示分解能:4 - 12 % (対数スケール) 

表示タイプ:32 LED 

バッテリ : R6 (AA) (単三) 1.5 V アルカリ乾電池ｘ2（通常使用で30時間動作） 

寸法   :長さ: 205 mm幅: 70 mm 高さ: 35 mm 

重量    ：290 g (バッテリ込み) 

動作温度  ：-10°C ～ + 40°C 

 


