
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の標準化動向とし

て，2010年10月６日～14日に米国

のシアトル市で開催されたIEC /

CISPR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：
電磁環境適合性）に関する品質を
NTT-TR（Technical 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要求条件（許容値と測定
法）として定めています．

これら許容値および測定法は，
IEC/CISPRやITU-T/SG5（国際電
気通信連合 電気通信標準化部門 電
磁的環境影響に対する防護研究グ
ループ）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．

CISPR（Committee International
Special des Perturbations Radio-
electiriques：国際無線障害特別委
員会）は，IEC（International Electro-
technical Commission：国際電気
標準化会議）の特別委員会として，
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
容値と測定法および測定器などの規格
を統一して国際規格として発行してい
ます（事務局はジュネーブ）．
CISPRメンバは，42カ国各国の国

内委員会，および各種国際機関であ
る国際大電力システム会議（CIGRE），
欧州放送連合（EBU）， 欧州電気通
信標準化機構（ETSI），国際アマ
チュア無線連合（IARU），国際電気
通信連合　無線通信部門（ITU-R）
より構成され，CISPR規格は，IEC
の中でも水平規格（Ho r i z o n t a l
S t anda rd），すなわちすべてのTC
（Technical Committee）に横断的
に利用され，多くの産業に影響を与え
る規格，として機能しています．
また，CISPRの組織構成は，年１

回 の総 会 のもと， 運 営 委 員 会
（Stearing Committee）および６つ
の小委員会（SC: Sub Committee:
A，B，D，F，H，I）より構成さ
れ，小委員会は，各産業界における
標準規格策定を担当しており，通年
にわたってテーマ別に設置された複数
のWG（Working Group）が開催さ
れています（図１）．
今回のIEC/CISPR総会シアトル会
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図１　CISPR の組織図 
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議は，2010年10月６日～14日の９日
間にわたり，米国ワシントン州シアト
ル市のコンベンション・トレードセン
ターにて，総会，運営委員会，６つ
の小委員会，14のWG，そして４つの
タスクフォース（JTF: Joint Task
Force）が並列して開催されました．
日本からは，総務省，独立行政法人
情報通信研究機構，大学，企業，工
業会等から38名が参加し，そのうち
NTTからは４名が参加しました（写真
１～４）．
また，今回はIECの第74回総会と

同時開催であったため，約２週間にわ
たり約90のTCが開催され，2 800名
の会議出席者が集う大規模な会合と
なりました．

NTTグループのEMC社内規格には，
NTTが通信サービスの提供に自ら使用
する通信装置，および，お客さまに提
供する通信端末機のすべてに対して，
最低限満足すべきEMC要求条件と規
格の運用方法を規定した「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要求条件を
抜き出したテクニカルリクワイヤメント
（NTT-TR）があります（1）,（2）（図２）．
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，
通信装置の仕様書にEMC要求条件と
して引用することになっています．
これらのうち，エミッションTR（3）

は，CISPR 22に準拠しており，国内
では，一般財団法人V C C I 協会
（VCCI）による自主規制である技術
標準にも準拠しています．これらのほ

かにも，エミッションTRでは，ITU-T
（International Telecommunication
Union‐Telecommunication Stan-
dardization Sector）などの国際規
格を取り入れ，通信装置に適した要求
条件となっています．
最近では，国際規格の改訂と総務

省 情報通信審議会 情報通信技術分
科会 CISPR委員会で国内規格として
の答申を実施したのに伴い（CISPR
22 第5.2版），１～６GHzの放射妨害
波規制を追加し，また，VCCI技術基
準で通信ポート伝導妨害波規制が本格
運用したのに伴い，遵守化の改定を
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IEC/CISPR標準化規格
とNTT事業との関係

写真１　会場

写真２　会議風景



2009年12月に行ったところです．
イミュニティTR（3）は，CISPR 24

第１版および国内答申（現情報通信
審議会CISPR委員会）に準拠してい
ます．また，CISPR 24は，国内では
各産業界のガイドラインとして運用さ
れてきましたが，通信業界での国内標
準規格の位置付けとして，TTC（社
団法人情報通信技術委員会）におい
て，2010年８月にJS-CISPR-24 第１
版として規格化されました．今後，ブ

ロードバンドサービス拡大に伴うIP通
信装置のEMC故障増加に対応するた
め，TTC標準と連携したTRおよび国
際標準規格の策定を推進していく予
定です．
なお，TRは公開資料となっており，

NTT国際調達のホームページより取得
可能です（3）．

■Ａ小委員会（SC-A）

Ａ小委員会（SC-A）は，「妨害波
測定装置及び妨害波測定法の基本規
格」にかかわる国際標準化を行ってい
ます．内容としては無線妨害波の測定
装置および測定法に関するもので，
CISPR規格全般から引用される「基
本規格」と呼ばれている，CISPR 16
の策定および改定を主なミッションと
しています．
今回，NTTより新たな通信ポート

伝導妨害波測定用の擬似通信回路網
（ISN: Impedance Stabilization Net-
works）を，CISPR 16-1-2「無線周
波妨害波およびイミュニティの測定装
置補助装置（伝導妨害波）」改定に伴
い，提案しました．その結果，後述の
ように，Ⅰ小委員会（SC-I）でその必
要性を議論した後に，CISPR 16に取
り込むか否かを検討することになりま
した．
■Ｉ小委員会（SC-I）

Ｉ小委員会（SC-I）は，「情報技
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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 

図２　NTT の EMC 社内規格の種類 

写真４　Seattle Tower写真３　オープニングセレモニーパーティ

主な課題と審議動向



術装置及びマルチメディア機器の妨害
波に関する規格」の国際標準化を行っ
ており，通信装置のエミッション規格
（CISPR 22，CISPR 32）およびイ
ミュニティ規格（CISPR 24，CISPR
35）は，ここで改定または策定されて
います．
今回，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 マルチメディア機器のエミッ
ションおよびイミュニティ規格
② 高速電力線搬送通信（PLT）
機器の妨害波測定法および許
容値
③ 新たな通信ポート伝導妨害波測
定用ISN
①は情報技術装置と放送受信機を

対象としたエミッション規格（CISPR
32）とイミュニティ規格（CISPR 35）
を策定するという課題です．近年，情
報技術装置と放送受信機との機能的
な境界がなくなってきていることから，
両者をカバーする新たな規格が策定さ
れています．NTTが発行しているエ
ミッションTRおよびイミュニティTRは，
既存規格であるCISPR 22とCISPR
24に基づく内容となっていますが，こ
れらはCISPR 32とCISPR 35発行後
に置き換えられる予定となっています．
したがって，将来的にNTTが要求する
EMC性能の基となる規格の策定とい
う観点から，NTT事業に関連性の高
い課題といえます．現状，CISPR 32
およびCISPR 35ともに，おおむね既
存規格を踏襲する内容となっています
が，CISPR 35にはインパルスノイズに
よるxDSLサービスへの影響を試験す
るための規定が追加されています．
CISPR 32は早ければ１～２年後に，
CISPR 35は２～３年後に発行される
見込みです．
②はPLT機器の妨害波測定法と許

容値を，既存規格のCISPR 22に追加
するという課題です．これについては
1999年以来，10年以上の期間を費や
して審議が行われてきましたが，
CISPR内での合意に至らず，シアトル
会議において正式に規格化の検討を中
止することとなりました．すでに日本
では電波法に基づいた規制が行われて
いますので，CISPRでの規格化中止が
NTT事業に直接影響することはありま
せん．しかし，現在CENELEC（欧
州電気標準化委員会）において規格
化が進められており，EN（欧州規格）
制定後にCISPR規格として取り込む
ことが想定されています．もともとPLT
に関するCISPR標準化は，各国域で
個別に対応しているPLT機器の妨害波
規制を国際標準として一本化すること
が目的でした．したがって，ENが
CISPR規格となった場合，電波法の
改正も考えられることから，引き続き
動向を注視する必要があると考えられ
ます．
③はNTTが開発した新たな通信

ポート伝導妨害波測定用ISNを，
CISPR規格に追加するという課題で
す．これまで使用されてきたISNは，
イーサネットのように通信線の平衡度＊

が良い場合は問題がないのですが，平
衡度が悪いと，測定結果に誤差を生じ
るという問題がありました．この問題
を解決する新たなISNをNTT環境エネ
ルギー研究所が開発し，CISPR規格
への追加を進めています．これは一般
の通信線やxDSL回線等からの妨害波
を，より適正に評価・対策できるとい
う観点から，NTT事業にもインパクト
がある課題といえます．
今回，提案した非対称トランスを用

いた擬似通信回路網の構成を図３に，
また，この測定装置を用いて通信装置
の妨害波測定を行った場合の通信ポー
トの電圧特性測定改善例を図４に示
します（4）．本装置は，非対称なトラ
ンス回路を用いることで，平衡度が極
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図３　提案した非対称トランスを用いた擬似通信回路網 

＊通信線の平衝度：大地面に対する電気的なバラ
ンス．これが悪いと通信信号が妨害波として輻
射しやすい．



めて悪い（20 dB以下）通信ポートの
測定にも使用でき，電流特性に合致し
た電圧測定結果が得られることが分か
ります．
■TF，その他での審議状況

CISPRのＡ小委員会とF小委員会
の合同タスクフォース（A&F-JTF）
は，照明器具の30 MHz～300 MHz
の放射妨害波を，伝導イミュニティ試
験に使用する結合減結合回路（CDN:
Coupling Decoupling Network）
を用いた伝導妨害波測定で代用する
簡易な方法（CDNE法：CDN for
Emission Measurement）を検討
しています．この検討は通信装置やシ
ステムの妨害波測定には直接関与しま
せんが，機械室やデータセンタ等で使
用される照明器具には，過渡ノイズ，

定常ノイズとも小さく，かつ省エネル
ギーであることが要求されます．その
ため，その審議動向には注視が必要
で，NTTグループからもエキスパート
が参加しています．今回のシアトル会
議では，会議直前に提案されたCDNE
法の委員会草案が，NTTグループが
提出した「技術的に不備な点が多い」
という理由で取り下げられました．そ
して，審議結果に基づき委員会草案を
改版したうえで，再度A&F-JTFで審
議することになりました．NTTグルー
プとしては，引き続き，電波暗室で測
定する従来の方法との相関性について
注視していく必要があると考えます．

NTTのEMC規格とIEC/CISPR国
際標準化との関係，CISPRにおける
主な課題とシアトル会議での審議動向
について紹介しました．ブロードバン
ドサービスの普及，通信装置と放送関
連装置との融合，電力制御のインテリ
ジェント化によるPLTなど新たな通信
方式の導入など，電磁環境の多様な
変化に伴い，今後も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．
NTTグループでは，EMC国際標準

化への参画と社内規格の積極的な推進
により，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今
後も努めていきます．
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（a）　提案型 ISNを用いた場合 
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（b）　従来型 ISNを用いた場合 
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図４　通信ポートの電圧特性測定改善例 
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