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NTTグループでは通信サービスを

安心・安全に提供するために，電磁

環境適合性（EMC）に関する規格を

国際標準規格に基づき規定していま

す．本報告では，最新の通信EMC

の標準化動向として，2011年10月

11～21日に韓国のソウル市で開催さ

れたIEC/CISPR総会の概要と，通信

事業にかかわる標準化項目の審議状

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，
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，NTT-TR（Tehcnical Require-
ment）としてEMC要求条件（許容
値と測定法）を規定し運用しています
（図１）．
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
業が遵守すべき内容となっています．

CISPR（Committee International
Special des Perturbations Radio-
e lec t i r iques：国際無線障害特別
委員会）は，IEC（Internat ional
Electro-technical Commission：

国際電気標準化会議）の特別委員会
としてジュネーブに事務局を置き，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
国際的に統一して国際規格として発行
しています．
今回のIEC/CISPR総会ソウル会議

は，2011年10月11～21日の11日間に
わたり，韓国ソウル市のPalace Hotel

にて，総会，運営委員会，５つの小委
員会（SC: Sub Committee: A，B，
F，H，I），14のWG（Work i ng
Group）およびIEC/SC77C（高電
磁界渦渡現象）が開催され，日本か
らは総務省，独立行政法人情報通信
研究機構，NTT，大学，試験機関，
工業会等の35名が参加しました（写
真１，２）．IECにおけるEMC関連委
員会の組織図を図２に示します．

IEC/CISPR総会ソウル会議における
通信EMCの標準化動向

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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■スマートグリッドに関する活動に

ついて（WGの設置について）

近年の地球環境保全，および重大
災害へのリスク回避の観点から，電力
使用量の削減やピークシフト制御，蓄
電池や自然エネルギーなど分散電源の
負荷に連動した系統連係制御など，い
わゆるスマートグリッドへの期待がます
ます高まってきています．IECにおい
ても，2008年11月に開催されたサン
パウロ会議でSG3の設置を決定し，
2009年２月のソウル会議で議長およ
び13名の委員を選出しました．2010
年６月には，標準化ロードマップが示
され，EMCについても，TC77と
CISPRとの連携の必要性が言及され
ています．
このような背景の中，ソウル会議で

は，運営委員会内にスマートグリッド
のWGを設立することが合意され，各
国NC（National Committee），各
SCおよびCISPRと関係の強いTC

（Technical Committee）（TC77等）
からメンバを推薦してもらうため，DC
文書（Document for Comments）
を2011年11月に回付することとなりま
した．また，WGにおける活動の進捗
状況は，２カ月に１度開催される運営
委員会（電話会議）へ報告すること
となりました．
■30 MHz以下の放射妨害波の許容

値および測定法の新規策定提案

これはドイツが提起した案件で，大型
TV（プラズマタイプ）から30 MHz未
満の放射妨害波が発生し，これが無線
業務に干渉を与えているというフィー
ルドデータに端を発している内容です．
30 MHz以下の放射妨害波について
は，現状では，IH機器等の特殊な機
器にのみ測定法と許容値が規定されて
いますが，これをすべての機器にまで
対象を拡大するという新規の提案とな
り，測定の必要性に対しては総論とし
て賛成多数でしたので，日本の対処方
針どおり，まずA小委員会でアンテナ
の校正法や試験場の検証法などの検討
を開始することとなりました．

■９～150 kHzの伝導妨害波の電磁

両立性の新規策定提案

オーストラリアが提起した案件で，
スマートメータに低速PLC（Power
Line Communication）（～450 kHz）
を導入するにあたり，現在のCISPRに
は許容値がない９～150 kHzについて，
伝導妨害波の許容値を検討すべきだと
いう内容です．許容値の必要性を問う
質問書（CISPR/S/ 337/INF）に対
して，日本から，ほかの機器の性能低
下や誤作動の原因となる事例があるた
め，規格化に向けてエミッション測定
の導入の議論を行うべきであるとのコ
メントを提出しました．各国からは，
賛成，反対両方の意見が出されました
が，質問書回付に手続きの問題がある
との指摘があったため，再度質問書を
各国の国内委員会へ発出し，意見照
会されることとなりました．また，そ
の意見照会の結果に基づく今後のアク
ションプラン案を2012年の総会前に提
示することが了承されました．

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，または，お客さまに提
供する通信装置に対して，最低限満足
すべきEMC要求条件と運用方法を規
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NTT-TR
があり（1），ここでは，これら試験法や
試験装置，放射妨害波規格，イミュ
ニティ規格に関連する主な標準化課題
について，審議動向を紹介します．
■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．無線妨害波の測定装置および測
定法を内容とするもので，CISPR規格

IEC/CISPR総会ソウル
会議における主なトピック

主な課題と審議動向
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図２　IEC における EMC 関連委員会（TC77 および CISPR の組織図） 
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全般から引用される，基本規格と呼ば
れるCISPR 16シリーズの策定および
改定を主なミッションとしています．
（1） 結合減結合回路を用いた簡易
な代用法（CDNE法）に関する
提案
CDNE（ Coupling Decoupling

Network for Emission measure-
ment）法に関する提案（測定器の仕
様，測定法，不確かさ）がCDV
（Committee Draft for Vote）に移
行することになりました．日本はこれ
まで，基本的にCDNE法と10 m法と
の相関性について疑問を持っています
が，妨害波測定方法の１つとして
CDNE法を確立することには反対せ
ず，CDNEの仕様および試験配置の
設定根拠等に関する技術的コメントを
提出してきました．
CDNE法は，もともと照明器具の

試験を対象として，10 mの距離によ
る放射妨害波測定（30～300 MHz）
を要しない測定法です（図３）．日本
は，それが測定器の基本規格である
CISPR 16シリーズに入ると，照明器
具以外の製品の試験に採用される可能
性があるため，CDNE法に対して正確
な仕様を求めてきました．
ソウル会議では，日本の主張として，
ディファレンシャルモードが支配的な
製品の試験にはCDNEのLCL（Lon-
gitudinal Conversion Loss）規定が
重要であることが採用され，コモン
モードのクロストークに関する問題提
起（2）,（3）を主文に盛り込むことに成功
しました．
これは，通信線の伝導妨害波測定

に関し，豊富な経験と実績のあるNTT
研究所での実測結果をメインに提案し
たもので，第３者的な立場の国々から
賛同を得られた成果です．
（2） 30 MHz以下の放射妨害波測
定の測定サイトの適正評価
近年，省エネ機運の高まりによりイ

ンバータ機器等の節電電気製品が増
大・普及しており，30 MHz以下の低
周波領域も含めた電磁障害の増加が
懸念されています．従来，30 MHz以
下の周波数帯の妨害波は，一部の製
品を除いて，電源端子妨害波電圧で
規制していますが，電子・電気機器の
発展・変貌で妨害波の発生機構が変
化しており，電磁障害を回避するため
に放射妨害波を直接測定して規制す
る必要性が高まっています．そのため，
30 MHz以下の放射妨害波測定に関
する規格と測定法の必要性が増してい
ます．
SC-AのWG1会議では，30 MHz以

下の放射妨害波測定の「測定サイト
の適正評価」と「測定法」に関する
アドホックが新たに結成されました．
「測定サイトの適性評価」アドホック
のコンビーナには，日本よりNICTの
杉浦行氏が選出されています．さらに，
ソウル会議終了後にDC文書（CISPR/
A/978/DC）が回付され，30 MHz
以下の放射妨害波測定に関する以下
の作業に関して，各国からボランティ
アを募ることになりました．
① ループアンテナの校正法
（A/WG1）
② 30 MHz以下放射妨害波の測
定サイトの規格（A/WG1）
③ 測定サイトの適性評価法
（A/WG1）
④ 30 MHz以下の放射妨害波測

定法の規格（A/WG2）
⑤ 30 MHz以下の放射妨害波測
定の不確かさ評価（A/WG2）

■Ｉ小委員会（SC-I）

Ｉ小委員会（SC-I）は，「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」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
これ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．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．
CISPR 32に ついては， FDIS

図３　 CDNE 法の試験配置（電源線の伝導妨害波：30 ～ 300 MHz を測定する） 

電源線・補助装置 非導電性支持台 
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（ Final Draft International Stan-
dard）が投票（投票期限：2011年
12月９日）にかけられ，その結果可決
されました．今後，さらに，懸案となっ
ている５つのCD文書（Committee
Draft for Comments）の審議を速
やかに開始し，CISPR 32第１版の修
正版として発行することを目指すこと
となります．
これまで本規格化の審議においては，
日本より多数の提案を行い規格化を先
導してきており，NTTからも伝導妨害
波測定法を中心に標準化活動へ活発
に貢献してきています．
CISPR 35に関しては，今回のソウ

ル会議でCD文書（I/380/CD）に対
する各国NCコメントの審議が一部を
除き終了し，次のステップとしてCDV
文書を用意して投票にかけることが合
意されました．
これまでの審議結果を基に，SC-Iの
WG4のマネジメントチームがCDV草
案を準備し，2012年２月に開催され
るWG4会議でCDV案を確定して，同
年10月にバンコクで開催されるSC-Iの
会議に間に合うよう投票にかけること
となりました．これまで，日本より多
数の提案を行い規格化を先導してきま
したが，本規格が発行されると，
CISPR 20とCISPR 24の双方で測定

を行う必要があったものが，CISPR 35
のみで測定すれば良いことになり，測
定の迅速化が図られ経済化に資するこ
とが可能となります．

（2） 新たな通信ポート伝導妨害波測
定用ISN
本件はNTTが開発した新たな通信

ポート伝導妨害波測定用ISN（擬似
通信回路網）を，CISPR規格に追加
するという課題です．2010年の米国シ
アトル会議でも提案を行い，今回正式
にSC-Iで了承され ，SC-Aへ新たな測
定装置として提案することが決定しま
した．
今回，提案した非対称トランスを用
いたISNの構成を図４に示します，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５に示し
ます（4）．
本装置は，供試装置のコモンモード
インピーダンスに依存せず，正確なコ
モンモードの妨害波電圧を測定するこ
とが可能であることが測定例より分
かります．

ここではIEC/CISPR総会ソウル会
議での審議動向についてトピックを紹

介しました．ブロードバンドサービスの
普及に伴い，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
ント化に伴うスマートグリッドの展開
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
定と既存規格の改定を進めていきます．
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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図４　非対称トランスを用いた ISN の構成 
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