
NTTのEMC社内規格

NTTグループでは，電磁妨害波を放

出してほかの機器やシステムに影響を与

えず，周囲の電磁妨害波等から影響を

受けにくい通信装置を開発・調達する

ために，電磁的両立性（EMC: Elec-

troMagnetic Compatibility）に関す

る社内規格を策定して運用しています．

これは，良好な電磁環境の維持に向

けた企業責任を果たすとともに，

EMC故障が少ない高品質・高信頼な

通信サービスの提供と保守コストの削

減を目的としています．

EMC社内規格には，NTTが通信

サービスの提供に使用する通信装置，

およびお客さまに販売・リース・レン

タルする通信装置が，最低限満足すべ

きEMC要求条件を規定した通信装置

のEMCに関する標準（社内標準）と，

社内標準から技術的条件を抜き出し

たテクニカルリクワイヤメント（TR）

があります（図１）．現在TRには，通

信装置から発生する電磁妨害波に関す

るTR（エミッションTR），通信装置

の電磁妨害波耐力に関するTR（イ

ミュニティTR），および通信装置の過

電圧耐力に関するTR（過電圧TR）

の３種類があります．これらTRは装置

の仕様書に引用され（エミッションTR

は遵守，イミュニティTRおよび過電圧

TRは推奨），それぞれの技術的条件を

満たした装置を開発・調達していま

す．TRは公開資料となっており，国際

調達ホームページより取得可能となっ

ています．

本稿では，EMC社内規格への取り

組みに関する最近の動向として，2009

年12月に実施した「エミッションTR」

の改定内容，2010年度に予定してい

る「過電圧TR」の改定，および「通

信機械室に設置される照明器具のエ

ミッションTR」の制定について紹介し

ます．

エミッションTRの改定

■改定の背景

通信装置から放出される電磁妨害波

は，国内では一般財団法人VCCI協会

（VCCI）による自主規制が行われてい

ます．VCCIは通信装置や情報技術装

置に関連する工業会や通信事業者等

による自主規制団体で，NTTは1989

年８月よりVCCIに加盟しています．

また国際規格として，IEC（Interna-

tional Electrotechnical Commis-

sion：国際電気標準会議）のCISPR
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EMC社内規格への取り組み

NTTグループでは，通信装置に対してEMC社内規格を適用し，エミッショ
ン（電磁妨害波）の抑制，イミュニティ（電磁妨害波耐力）や過電圧（雷等）
耐力の向上を図っています．本稿では，EMC社内規格への取り組みの最近の
動向として，エミッションTRおよび過電圧TRの改定，照明器具のエミッ
ションTRの制定に関して紹介します．

ひらさわ のりひと ほ ん ま やすひろ

平澤 徳仁　/本間 文洋
あきやま よしはる

秋山 佳春

NTT環境エネルギー研究所

EMC 社内標準 TR

EMC 1.1　「通信装置のEMCに関する標準」 
第３版　2009年12月18日 

技
術
的
条
件 

【遵守】 
「通信装置から発生する電磁妨害波に関するテクニカルリクワイヤメント」 
  TR550004号第４版　2009年12月18日 

【推奨】 
「通信装置の電磁妨害波耐力（イミュニティ）に関する 
  テクニカルリクワイヤメント」 
  TR549001号第３版　2005年３月11日 

【推奨】 
「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」 
  TR189001号第１版　2003年１月31日 

TRは国際調達ホームページより取得可能 
http://www.ntt.co.jp/ontime/tr/tr.html

図１　NTT の EMC 社内規格の種類 
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（ International Special Commit-

tee on Radio Interference：国際

無線障害特別委員会）が発行する

CISPR22などがあり，VCCI技術基準

のほかにこれらと同等の技術的条件を

定めた国際規格を満足することをTR

で要求してきています．

しかし，通信信号の高速，大容量

化，また次世代ネットワーク（NGN）

装置をはじめとした通信装置の動作周

波数の高速化により，通信装置から発

生する電磁妨害波も，今までよりもさ

らに広帯域化，高周波化しています．

通信装置から発生した電磁妨害波

は，主に，

① 装置内部の配線等をアンテナと

して放射

② 通信線や電源線をアンテナとし

て放射

③ 通信線や電源線を介して，他

の機器等に伝搬

することにより，TVやラジオ等の無線

システムに妨害を与えたり，ほかの通

信装置やシステムなどに影響を与えた

りする可能性があります．これらの問

題を未然に防ぐため，高速，大容量化

した通信装置，サービスに対応した電

磁妨害波対策が必要であり，CISPR

等の国際標準化会議で国際規格の見

直しに関する議論が行われています．

NTT環境エネルギー研究所は，標準

化会議へ参加し，問題提起や測定条

件の提案などを行っており，CISPR22

の改定と，それを受けたVCCI技術基

準の改訂に貢献しました．これにより，

従来の規制に加えて，通信ポートの伝

導妨害波に対する規制，１～６ GHz

の放射妨害波に対する規制が新たに実

施されることとなりました．

■TR改定の概要

こうした社外の動向を踏まえて，

NTTグループでは2009年12月にエ

ミッションTRの改定を実施しました．

従来のエミッションTRでは，通信

装置から発生する放射妨害波と，電

源ポートから発生する伝導妨害波に関

する規制のみでしたが，図２の赤字で

示した通信ポート伝導妨害波規制の遵

守化，１～６ GHzの放射妨害波規制

が追加となっています．

通信ポートの伝導妨害波規制は，従

来からCISPR22などに規定されていま

したが，妨害波を測定するための測定

回路に技術的な問題があったため，社

内規格では推奨事項としていました．

しかし，NTT環境エネルギー研究所で

開発した測定回路が国内外の規格に

採用され，測定法に関する問題が解決

されたことから，遵守事項へと変更し

ました．

一方，１～６ GHzの放射妨害波規

制は，携帯電話や無線LANをはじめ

とする無線通信システムの保護を目的

として，新たに追加されたものです．

エミッションTRの改定を実施するに

あたり，TRを運用する各事業会社

（NTT東日本，NTT西日本，NTTコ

ミュニケーションズ，NTTドコモ等）

の関連部門で構成される「通信EMC

連絡会」において改定内容の審議を行

い，各事業会社の要望等を考慮した

改定を実施しています．

過電圧TRの改定

■改定の背景

2009年７月28日，総務省 情報通

信審議会より「IP電話端末等に関す

る技術的条件及び電気通信事故等に

関する事項」について答申が行われ，

この中で事業用電気通信設備規則お

よび端末等設備規則の見直しについて

触れられています．

具体的には，電気通信設備の雷害

や発熱・発火等による事故等の発生

が増加しており，これらを低減するた

めに，安全性や過電圧耐力の技術的

条件を国際標準に整合させる見直し

を行う必要があると述べられています

（図３）．

安全性に関しては，IECから発行さ

れている国際標準である，IEC60950-1

との整合が，過電圧耐力に関しては，

ITU-T（ International Telecom-

munication Union- Telecommuni-

cation Standardization Sector：国

際電気通信連合－電気通信標準化セ

クタ）から発行されている国際勧告K

シリーズとの整合が求められています．

■TR改定の概要

こうした事業用電気通信設備規則

および端末等設備規則の改正を受け

て，NTTグループでは過電圧TRの改

電源ポート伝導妨害波 

30 MHz ～　1 GHz

30 MHz ～　6 GHz

情報通信装置 

【周波数帯の拡張】 
  放射妨害波 

【推奨⇒遵守】 
  通信ポート伝導妨害波 
（etherポート等） 

図２　エミッション TR で規定される妨害波 



定を進めています．このとき，以下の

３つのポイントが考えられます．

① 日本の接地系を考慮した，過

電圧耐力要求条件の設定

② コスト影響を抑えた過電圧耐力

要求条件の設定

③ 過電圧耐力と安全性要求条件

の両立

ITU-T Kシリーズには，通信センタ

内装置の過電圧要求（K.20）や過電

圧試験方法（K.44）など，過電圧耐

力に関していくつかの勧告があります

（図４）．これらの勧告は，配電方式

が海外で主に使用されているTN系統

を前提にしています．TN系統は，電

源系統を１カ所で接地し，機器の保護

接地導体も電力とともに供給する１点

接地を構成します．一方，日本の配電

方式はTT系統であり，電源系統は１

カ所で接地されますが，保護接地導体

は供給せず，機器の接地は系統の接地

とは独立した接地系を構成します．

ITU-T勧告における過電圧耐力レベ

ルには，ベーシック，エンハンスド，ス

ペシャルの３段階があり，ベーシック

レベルがもっとも低い値となっていま

す．接地が共通となっているTN系統

と比べて，TT系統は，過電圧の影響

を受けやすく，より高い過電圧耐力が

必要となります．つまり，Kシリーズ

で規定された過電圧耐力の最低レベル

（ベーシックレベル）の値を日本で採用

すると，過電圧耐力が不足し，雷故障

が減らないばかりか，増加する可能性
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事業用電気通信設備 端末設備 

過電圧耐力関連 

安全性関連 

赤字：今回の検討対象に上がった 
個所 

・漏洩する通信の識別禁止（第４条） 
・鳴音の発生防止（第５条） 
・絶縁抵抗等（第６条） 
・過大音響衝撃の発生防止（第７条） 
・配線設備等（第８条） 

-（規定なし）-

過電圧耐力関連 

・誘導電圧（第12条） 
・保安装置（第21条） 

安全性関連 

・予備機器等（第４条） 
・故障検出（第５条） 
・防護措置（第６条） 
・異常輻輳対策（第８条） 
・耐震対策（第９条） 
・電源設備（第10条） 
・停電対策（第11条） 
・防火対策（第13条） 
・損傷防止（第19条） 
・機能障害の防止（第20条） 
・漏洩対策（第20条の２） 
・機能確認（第24条） 

図３　設備規則の見直し項目 

通信装置の安全基準（K.51） 
IEC60950-1を参照 

通信ビル RT-BOX，RSBM

通信機器の過電圧過電流耐力試験方法（K.44） 

お客さま宅 
（ユーザビル） 

接地構成（K.35） 接地構成（K.66） 

過電圧過電流耐力規定（K.21） 過電圧過電流耐力規定（K.45） 

接地構成（K.27） 

過電圧過電流耐力規定（K.20） 

・等電位ボンディング 
（メッシュ接地，スター接地） 

・等電位ボンディング 
（環状接地） 

・等電位ボンディング 
（引込口での避雷器取付，接地の共通化等） 

～規定の概要～ 
・機器固有の耐力要求値 
・一次防護と組み合わせた耐力要求値 
 
例）機器固有の耐力規定値， 
　　エンハンスドレベル 
　・1.5 kV（通信線－接地） 
　・6.0 kV（商用電源線－接地） 

～規定の概要～ 
・機器固有の耐力要求値 
・一次防護と組み合わせた耐力要求値 
 
例）機器固有の耐力規定値， 
　　エンハンスドレベル 
　・6.0 kV（通信線－接地） 
　・6.0 kV（商用電源線－接地） 

～規定の概要～ 
・機器固有の耐力要求値 
・一次防護と組み合わせた耐力要求値 
 
例）機器固有の耐力規定値， 
　　エンハンスドレベル 
　・1.5 kV（通信線－接地） 
　・6.0 kV（商用電源線－接地） 

図４　過電圧耐力および安全に関する ITU-T 勧告の種類と適用範囲 
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があり，日本の配電系統を考慮した過

電圧耐力の要求条件の設定が重要と

なります．

また，TT系統でかつ接地の改善が

困難な場合，特別な過電圧耐力レベ

ル（スペシャルリクワイヤメントレベ

ル）が必要となることがITU-T K.44

に記載されており，10～13 kV程度の

過電圧耐力が要求されています．

しかし，実際の過電圧対策として

は，この値を機器の絶縁だけで実現す

ることは困難であり，大電流を流せる

避雷器（バリスタおよびアレスタ）を

通信機器に内蔵させ，過電圧が印加

された場合に短絡状態にすることで電

圧を抑え，電流を他のルートにバイパ

スするなどの対策や，外付けの雷防護

アダプタを取り付ける方法が必要とな

ります．しかし，こうした対策は装置

の開発コストに直接影響するので，コ

スト影響を抑えた要求条件の設定が必

要となります．

さらに，通信装置に前記の過電圧

対策を内蔵させつつIEC60950-1への

適合を図ろうとすると，二重絶縁の規

定等により実現が困難な場合があり

ます．そのため，両立が可能な場合は

IEC60950-1（もしくはJ60950）と

ITU-T K.44のスペシャルリクワイヤメ

ントレベルの両方を要求し，実現が困

難な場合については，安全性を優先し

てIEC60950-1（もしくはJ60950）を

遵守しつつ，過電圧耐力はI T U -

T K.21（ユーザビル内装置の過電圧耐

力）等で規定されているエンハンスド

レベル（機器固有の過電圧耐力６kV）

以上の過電圧耐力を要求し，必要に応

じて外付けの雷防護アダプタによる対

策等を講じるといった対応により，過

電圧耐力と安全性の要求条件を両立す

ることが必要になると考えられます．

今後，こうした対策方法や保護の考

え方に基づいて過電圧TRの改定を進

めるとともに，ITU-T勧告やIEC規格

の見直しについて議論していきたいと

考えています．

通信機械室に設置される照明機具

のエミッションTR制定

■制定の背景

これまで，NTTグループの通信セン

タビルの機械室では，点灯時およびス

イッチのON/OFF時に発生する電磁

妨害波が，通信装置に影響を及ぼす

ことを防ぐため，電磁妨害波の少ない

ラピッドスタート型蛍光灯あるいは低

ノイズインバータ方式蛍光灯が使われ

てきました．しかし，電磁妨害波のレ

ベルとして明確な規定が示されていま

せんでした．

こうした状況の中，省エネルギーに

対する要求が高まり，LED（Light

Emitting Diode：発光ダイオード）

を用いた照明器具（LED照明）の導

入が検討されつつあります．そのため，

LED照明を含め通信機械室に設置す

る照明器具の電磁妨害波に関して，技

術的条件の明確化が求められています．

■TR制定の概要

前述のとおり，照明器具の電磁妨害

波としては，点灯時に空間や電源線に

放出される定常的な妨害波と，スイッ

チのON/OFF時に電源線に放出され

る過渡的な電流の２種類があります．

ラピッドスタート型蛍光灯および低ノ

イズインバータ方式蛍光灯に関しては，

どちらも同程度の電磁妨害波レベルで

あり，過去に代表的な通信装置に対し

て影響の有無を確認した結果に基づい

て，通信機械室での使用が認められて

います．したがって，現在検討中の通

信機械室に設置される照明器具のエ

ミッションTRでは，ラピッドスタート

型蛍光灯や低ノイズインバータ方式蛍

光灯と同等の電磁妨害波レベルを，要

求条件として規定する方向で検討が進

められています．このとき，照明器具

は複数台を同時に使用することが前提

となるため，電磁妨害波の相加性を考

慮した要求条件の設定が課題となりま

す．今後はこうした課題の検討を進め，

TRの制定を行っていく予定です．

今後の展開

EMC社内規格への取り組みに関す

る最近の動向を紹介しました．過電圧

TRに関しては，総務省による設備規

則の改正を睨みつつ，技術課題の検討

を進め，照明器具のエミッションTR

に関しては，相加性の検討を早急に実

施し，いずれも2010年度内に発行す

る予定です．

NTTグループでは，今後もEMC社

内規格に基づいて，良好な電磁環境の

維持，高品質・高信頼な通信サービ

スの提供に努めていきたいと考えてい

ます．

（左から）平澤 徳仁/ 本間 文洋/

秋山 佳春

NTTは，これからも良好な電磁環境の維
持に努めていきます．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
エネルギーシステムプロジェクト
電磁環境技術グループ
TEL 0422-59-4214
FAX 0422-59-3314
E-mail emc.spec lab.ntt.co.jp


