
NTTグループでは通信サービスを

安全・安心に提供するために必要な

EMC条件を定めています．ここでは，

最近の通信EMCの標準化動向，およ

び2009年９月21日～10月１日にフ

ランス リヨン市で開催された

IEC/CISPR 2009年 総会の概要と通

信事業にかかわるテーマの審議状況

について報告します．

NTTグループでは，通信装置や通信
機器の開発・調達時に必要なEMC
（ElectroMagnetic Compatibility）
に関する品質をNTT-TR（Tehcnical
Requirement）により規定し，エミッ
ション（妨害波），イミュニティ（電
磁妨害波耐力），過電圧耐力につい
て，通信サービスを安全・安心に提供
するために必要なＥＭＣ条件（許容値

と測定法）を定めています．
これら許容値および測定法は，

IEC/CISPRやITU-T/SG5など，情
報技術装置や通信装置の国際標準化
規格に準拠しており，国内外の産業分
野の企業が遵守可能なものとなってい
ます．
近年，地球環境保護の取り組みが

強化され，通信装置の省エネ設計や筐
体（シールド）設計，接地構成の多様
化など，EMCに関連した新たな課題
も顕在化しつつあり，設置される周囲
環境とのマネジメントをどうするかとい
う点においては，EMCも電磁界の環
境保全ということができます．

通信装置（情報技術装置：ITE）
に対するEMC規格は，国際標準を基
に各国で法制化されています．表に，

エミッション，イミュニティ，過電圧
耐力のそれぞれの規格の各国での法制
化状況を示します．
日本国内における，情報技術装置

のエミッション規制は，1985年に郵政
省（現総務省）電気通信技術審議会
（現情報通信審議会）CISPR委員会
による答申を受け，一般財団法人
VCCI協会（旧情報処理装置等電波
障害自主規制協議会）により制定さ
れた技術基準により自主規制されてい
ます．本答申およびVCCI技術基準
は，IEC（国際電気標準会議）の特
別委員会である国際無線障害特別委
員会（CISPR）により発行された国
際規格CISPR22に準拠しています．
欧州のEMC指令（CEマーキング）

に基づく欧州規格（EN規格）：
EN55022，米国の連邦通信委員会
（FCC）規格におけるFCC part15な
ど，世界各国のエミッション規制は，
CISPR22に基づき国内で法制化され
規制されているものがほとんどであり，
違反した場合は法的制裁を受けなけれ
ばりません．
日本において，情報通信審議会に

よる答申：「情報技術装置からの妨害
波の許容値と測定法」（第5.2版：
2007年）では，初版（1985年）と同
様，情報技術装置に以下の適用除外
規定が追加されています．
① 情報技術機能が二次的な動作
となっている装置（例えば工業用
プラント制御装置）．
② 電気通信事業者が管理する建
物内でのみ使用される電気通信施
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表　情報技術装置における各国の法制化状況

国際規格 日本 欧州 米国 韓国 中国

エミッション CISPR22

情通審答申

VCCI
技術基準

EN 55022

各国法制化
英：BS
独：VDE

FCC
47CFR Part15
Subpart B

NEBS：
GR-1089
-CORE

KCC KN22
情報通信機器
認証規則
情報通信部令

GB 9254

イミュニティ CISPR24

情通審答申

業界ガイド
ライン

EN 55024

各国法制化
英：BS
独：VDE

NEBS：
GR-1089
-CORE

KCC KN24
情報通信機器
認証規則
情報通信部令

GB/T 1768

過電圧
IEC規格
（ITU-T 
Kシリーズ）

TTC標準 IEC規格
NEBS：
GR-1089
-CORE

IEC規格

■強制規格

GB/T
17626.5



設用物品．
理由として，「国内における実情に

合わせるとともに，適用除外内容を明
確にし，規格適用における問題の発生
を少なくするために，除外例を追加し
た」とあります．
この適用除外規定により，通信セン
タ内に設置される通信装置類のエミッ
ション規格は，電気通信事業者として
独 自 に保 持 し（ N T T - T R ：
TR550004号３版）（1），設計仕様書，
調達仕様書で明記することにより，ベ
ンダに対しEMC条件を満たすよう要
求することが求められます（図１）．
一方，日本国内における，情報技

術装置のイミュニティに関する規制は，
電気通信技術審議会（現情報通信審
議会）CISPR委員会による「情報技
術装置におけるイミュニティ特性の限
度値と測定方法」（1998年）に関す
る答申を受け，各産業界でガイドライ
ンが策定され運用されています．

欧州では，EMC指令（CEマーキン
グ）に基づく欧州規格（EN規格）：
EN55024で，エミッション規格と同
様に法的に規制されていますが，米国
においては，日本同様，法的規制はあ
りません．
NTTグループでは，通信装置（端

末を含む）にイミュニティ規格を満足
させるため，CISPR24やITU-T K.48
の国際標準規格に準拠したイミュニ
ティ規格であるNTT-TR（TR549001
号３版）（2）を規定しています．
近年のIP装置の普及に伴い，ベスト

エフォート型の通信装置が，重要回線
やリアルタイムサービス（音声および
映像）に使用され，EMC故障が顕著
化しているため，TTC（社団法人 情
報通信技術委員会）における標準化
をとおし，国内通信業界における品質
向上を図っていく予定です（3），（4）．
また，過電圧防護に関しては，国際

電気通信連合 電気通信標準化部門

（ITU-T）SG5（電磁的環境影響に対
する防護および気候変動）で勧告化さ
れた国際標準（ITU-T Kシリーズ）（5）

をベースに，NTT-TR：「通信装置の
過電圧耐力に関するテクニカルリクワ
イヤメント第１版」（TR189001号
2003年１月31日制定）（6）を規定して
います．特に，ユーザ宅内に設置され
る通信機器に関する過電圧耐力規定
については，日本独自の接地形態を考
慮した測定法と規格値の標準化を
NTTが推進し，通信業界におけるガ
イドライン化を行ったところです
〔TTC，CIAJ（一般社団法人 情報通
信ネットワーク産業協会）など〕．
また，ITU-T Kシリーズをベースに，

現在情報通信審議会 情報通信技術分
科会 IPネットワーク設備委員会にお
いて，「電気通信設備の過電圧耐力・
安全性の技術的条件の法制化」が検
討されており，今後具体的なガイドライ
ンも整備される見通しとなっています．
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図１　NTT-TRの国際標準との関係 
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CISPRは，IECの特別委員会であ
り，無線障害の原因となる各種機器か
らの不要電波（妨害波）に関し，その
許容値と測定法を国際的に合意するこ
とによって国際貿易を促進することを
目的とし，1934年に設立されました．
構成員としては，電波監理機関，

放送・通信事業者，産業界，大学・
研究機関などからなる各国代表のほか，
無線妨害の抑圧に関心を持ついくつか
の国際機関も構成員となっており，現
在，各国構成員は40カ国（うち11カ
国はオブザーバ）となっています．
会議は，６つの小委員会（SC-A,

SC-B, SC-D, SC-F, SC-H, SC-I）か
らなり，通信EMCに関係するのは，A
小委員会の「妨害波測定装置及び妨
害波測定法の基本規格」，およびI
小委員会の「情報技術装置及びマ
ルチメディア機器の妨害波に関する

規格」であり，特にエミッション規格
（C I S P R 2 2），イミュニティ規格
（CISPR24）は後者のI小委員会で制
改定されています（図２）．
CISPRリヨン総会は，2009年９月

21日～10月１日までの９日間，リヨ
ン市のCentre des Congrès 会議場
において各小委員会ごとに開催されま
した．26カ国から約200名の国際エキ
スパートが参加し，日本からは，総務
省，独立行政法人情報通信研究機構，
企業，各工業会等から31名が参加し
ました（写真１～３）．

前述したようにCISPRにおける通信
EMCの標準化は，電磁妨害波の放出
が少なく，雷や電磁妨害波による故障
が発生しにくい装置を開発・調達し，
安定した電気通信事業をお客さまに提
供することを目的としています．
現状の審議課題のうち，NTT事業

と強く関連している項目として，以下
のものが挙げられます．
① xDSL装置に対するインパルス
ノイズイミュニティ試験法の追加
（SC-I）
② 高速電力線搬送通信（PLT）
機器の妨害波測定法及び許容値
（SC-I）
③ 代替擬似通信回路網の規定
（SC-A）
①は通信線や電源線に誘導したイン

パルスノイズによって，xDSL通信の
品質劣化が発生しないよう，新たなイ
ミュニティ試験法と要求条件を，既存
のイミュニティ規格（CISPR24）およ
び現在審議中の新しいイミュニティ規
格（CISPR35）に追加するという課題
です．家庭内でのインバータ制御機器
の増加などに伴い，通信線や電源線へ
のインパルスノイズの誘導や装置への影
響問題が増える傾向にあります．こうし
た電磁環境の悪化を踏まえて，新たな
規格を盛り込むことは，EMC問題の解
決に向けて非常に重要です．本件に関
しては９月のリヨン会議などで審議が行
われ，CISPR24第２版に盛り込まれる
ことがほぼ決まりました（CISPR35へ
の追加に関しては，継続審議中です）．
②はPLT機器の妨害波測定法と許

容値を，既存規格（CISPR22）に追
加するという課題です．建物内で使用
されるPLT機器向けの規格と，屋外で
使用されるPLT機器（アクセス系PLT
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写真１　会場 写真２　会議風景 写真３　リヨン市内（ローヌ川）

CISPR総会
リヨン会議の概要

主な課題と審議動向

図２　CISPRの組織図 
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機器）向けの規格案に分けて，検討が
行われています．日本ではすでに電波
法が改正されて，建物内で使用される
PLT機器に適用されています（アクセ
ス系PLTの使用は法律で認められてい
ません）．そこで，電波法の基準に基
づく規格案を日本から提案してきまし
た．しかし，欧州を中心として，部分
的にCISPR22の許容値を緩和したと
解釈できる規格案が提案され，長く議
論が続けられてきました．本件に関し
ても９月のリヨン会議で議論が行われ，
残された検討期間が１年をきったにも
かかわらず，規格案のコンセンサスが
得られていない状況をかんがみ，早急
に現在の草案に基づいて規格の内容を
決めるか，いったん振り出しに戻して，
CISPR22のメンテナンス項目として新
たに検討を立ち上げるかについて，各
国国内委員会の意見を確認し決める
こととなりました．
③に対しては，通信ポートの伝導妨

害波測定を実施する際に必要な擬似通
信回路網に関して，以下，２つの対処
方針で臨みました．

・通信ポートの伝導妨害波測定の場
合，これまで測定に使用してきた
シャント型ISNと今回提案された
シリーズ型ISNとを用いた測定結
果を比較評価し，測定の不確か
さも勘案して従来のシャント型
ISNの適用範囲（ケーブルカテゴ
リ，対数）を明確にする．
・PLTポートの伝導妨害波測定の場
合については，今回提案されたシ
リーズ型ISNの採用に賛成する．
しかしながら，CISPR/Iでのプロジェ

クトがステージゼロとなりそうなので，
この段階では議論しないということに
なりました．通信ポートの伝導妨害波
規定については，国内でも，2010年
４月よりVCCIの規制が開始されるこ
ととなっており，PLTポートの代替測
定法の必要性も加わって，精度が高
く，手間とコストがかからない測定法
が今後も議論される予定です．

NTTのEMC規制と国際標準化

（IEC/CISPRやITU-T）等との関係，
CISPRにおける主な課題とリヨン会議
での審議動向について紹介しました．
通信装置と放送関連装置との垣根が
なくなるなどの装置側からみた変化や，
PLTなど新たな通信方式の導入やイン
パルスノイズの増加といった電磁環境
の変化に伴い，今後CISPRでは，新
しい規格の策定と既存規格の置き換え
が進んでいきます（図３）．引き続き
安定した電気通信事業をお客さまに提
供するため，国際標準化への積極的な
参加と，外部状況の変化に応じた社内
規制の推進を行っていくことが重要で
あると考えています．
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図３　エミッション・イミュニティの標準化 
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