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EMC 測定評価技術の研究開発 —— 妨害波計測技術 ——
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あらまし 本論文では，各種機器・システムの EMC を確保するために必要な妨害波の計測技術，例えば測定
器，測定場，アンテナ校正，電磁環境調査について，1977 年以後の我が国，特に電波研究所（現，情報通信研究
機構）における研究開発の概略を述べる．また，その成果は CISPR 規格や我が国の規則等に反映されているこ
とを示す．更に，最近の妨害波測定法の検討課題や今後の研究課題についても述べる．
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1. ま え が き

の電源線や信号線を伝搬する高周波の電圧・電流や，

各種の機器・システムが電磁的に仲良く，共に生

れらの集合体である電磁環境の計測も重要である．

空間に放射される妨害電磁波の計測である．更に，こ

きることを研究する学問分野が環境電磁工学（EMC:

有線通信が始まってから落雷による受信障害が注目

Electromagnetic compatibility）であるが，この分野

され始めたが，雷放電などの自然雑音による受信障害

が我が国で広く知られるようになったのは，1977 年に

が広く認識されるようになったのは，ラジオ放送が始

本学会に環境電磁工学研究会（EMCJ）ができてから

まった 1920 年代からである．それ以後，モータなど

である．当時，機器・システムのディジタル化が進み，

の電気製品の普及に伴って，これらが発生する人工雑

産業機械などにマイクロプロセッサが搭載されるよう

音による無線通信・放送の受信障害が問題になり始め

になって，静電気などの雑音電圧・電流や電波による

た [1], [2]．このため，工業製品や電気設備による無線

誤動作が話題になり始め，EMC の重要さが認識され

障害の低減を国際的に検討する目的で，1934 年に各

始めた頃である．更に 1980 年代になるとコンピュー

国の電波監理当局や放送事業者，電力事業者，機器製

タゲーム機による TV 放送の受信障害もマスコミの話

造業者などから構成される国際組織が結成された．こ

題になり始めた．

れが国際無線障害特別委員会（International Special

人間を含めて各種の機器・システムが電磁的に仲良く

Committee on Radio Interference: CISPR）である．

共に生きるには，障害の原因となる電圧・電流・電磁波

このような背景から，妨害波の計測技術の研究開発は

（以後，妨害波と云う）を発生しないことと，他の機器・

雷放電などの自然雑音の特性研究から始まったが，そ

システムから妨害波が混入しても影響を受けないこと

の後，電気・電子機器の妨害波による受信障害が問題

である．前者の EMC 対策をエミッション（emission）

になるのに伴って，これらの機器・システムの妨害波

対策，後者の対策をイミュニティ（immunity）対策と

低減のための計測技術の研究開発が行われるように

呼ぶ．これらの対策に不可欠なのが，機器・システム

なった．
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2. 妨害波測定器の研究

1977 年に自作した [6]．なお，この測定器は電源に自

9 kHz〜数 10 GHz の妨害波の計測技術としては，

録して可搬性に富むため，自動車や新幹線の雑音，更

動車用電池を用い，BCD 計数出力を磁気テープに記

妨害波の特性及びそれによる障害を研究するための計

に飛行機による都市上空雑音などの野外測定が可能で

測技術と，機器・システムの妨害波規制に関わる計測

あった．自動車雑音の APD 測定例を図 3 に示す．

技術に大別される．このため，それに使用する測定器
は目的に応じて異なる．また，時間領域の測定か周波

(3) 雑音の APD とディジタル無線の BER
その後，この試作機を元にしてスライスレベル 25 段

数領域の測定かによっても測定器は異なる．例えば，

階の APD/CRD/PSD/PDD 測定器が開発され，マ

波形観測にはオッシロスコープのような広帯域測定器

イクロ波帯の都市雑音の測定が行われた [7]．ここで，

が用いられ，周波数スペクトルの測定には図 1 のよ

PSD はパルス間隔分布 (Pulse spacing distribution)，

うな狭帯域測定器が用いられる．なお，図の検波器

PDD はパルス幅分布 (Pulse duration distribution)

(Detector) の特性は，充・放電時定数 Tc ，Td と，中

である．更に，電子レンジ雑音の測定も行われ，雑

間周波数 fIF 及び中間周波増幅器 (IF ampliﬁer) の帯

音振幅の APD とパーソナルハンディホーン (PHS)

域幅 B の大小関係によって大きく変化する [3], [4]．

のビット誤り率 (BER) が良い相関にあることを示し

2. 1 統計量測定器

た [8]．また，ある一定の条件の下で，パルス雑音によ

(1) 背景

る W-CDMA 通信の BER が APD から定量的に予測

妨害波の特性やこれによる障害の研究では，妨害波

できることを示した [9]．

振幅の実効値の他に，その確率分布が最も重要なパ

(4) APD 測定器の CISPR 規格化

ラメータである．確率量としては，あるレベルを超え

APD 測定器は妨害波の障害特性のみならず電子レン

る妨害波振幅の時間率すなわち振幅確率分布 (APD:

ジなどの機器の妨害波測定でも有効性が認められてお

Amplitude probability distribution) や，あるレベル

り，その仕様は測定器に関する国際規格 CISPR 16-1-1

を妨害波振幅が超える回数すなわち交叉率分布 (CRD:

Crossing rate distribution) が一般に用いられている．
これらの統計量の測定器として，図 1 の測定器で

(1/fIF )  Tc , Td  (1/B) を満足する包絡線検波器
の出力を電圧比較器に入力し，出力パルスを積分する
方式の APD 測定器が 1950 年代に開発された．更に包
絡線検波器を用いず，IF 増幅器出力を比較器に直接入
力して，出力パルスを計数する方式の APD/CRD 測
定器も開発された [5]．これらの測定器は真空管を用い
ており，自然雑音測定を目的として帯域幅は 1 kHz 程
度で，比較器のスライスレベルは 5 段階程度であった．

(2) 人工雑音測定用 APD/CRD 測定器の試作

Fig. 2

図 2 APD/CRD 測定器
APD/CRD measuring equipment.

Fig. 3

図 3 自動車雑音の APD
Example of the APD of car noise.

これに対して筆者等は，人工雑音測定用に帯域幅

80 kHz でアナログ及びディジタル IC を駆使し，ス
ライスレベル 11 段階の図 2 の APD/CRD 測定器を

Fig. 1
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図 1 妨害波測定用受信機
Radio disturbance measuring receiver.
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及び電子レンジ妨害波の測定法に関する CISPR 11 に
我が国の提案に基づいて掲載された [10], [11]．

C

2. 2 妨害波規制に関わる測定器

deD (t)
eIF (t) − eD (t)
eD (t)
=
,
+
dt
Rd
Rc
(A(t) ≥ eD (t))

(1) 背景

= 0,

(3)

(A(t) < eD (t))

1934 年に CISPR が発足し，機器・システムの妨害
波による放送受信障害の低減が審議され始めると，各
国で機器の妨害波許容値及び測定法が検討された．妨
害波測定器の基本構造は放送受信機と同じで図 1 であ
るが，検波器の時定数が問題になった．このため，ラジ
オ聴取時に各種の妨害波を混入させて障害の程度を聴
覚で評価した結果，尖頭値検波より幾分低いレベルの

この方程式を中間周波数の 1 周期間で積分すると，

deD (t)
eD (t)
= ID (t)
(4)
+
dt
Rd
ID (t)


1 
eD (t)
≡
A(t)2 − eD (t)2 − eD (t) cos−1
,
πRc
A(t)
C

(A(t) ≥ eD (t))

準尖頭値が障害との相関が良いことが判った [2], [12]．
その結果，時定数が (1/B) < Tc  Td の準尖頭値検

(A(t) < eD (t))

=0

波器 (Quasi-peak detector) の採用が決まったが，具

(5)

体的な時定数は国によって異なっていた [2]．例えば，
中波・短波放送帯 (Band B) の妨害波測定器の検波器

が得られる．ここで，ID (t) は平均電流である．更に，

の時定数は，CISPR では Tc = 1 ms，Td = 160 ms

この検波器出力が機械的時定数 Tm の 2 階の臨界制動

であるのに対して，我が国の電波技術審議会 (JRTC)

指示計に加わる場合，指示値は以下の方程式によって

規格では 1970 年代まで Tc = 1 ms，Td = 600 ms を

与えられる．

採用していた．しかし，我が国の家電機器や自動車の
輸出が盛んになると，妨害波の許容値及び測定法に関
する我が国独自規格から国際的な CISPR 規格への変
更が産業界から強く求められるようになった．このた
め，JRTC 規格と CISPR 規格の妨害波測定器の応答
の違いを筆者等が研究することになった [13]．

d2 φQP (t)
dφQP (t)
+ 2Tm
+ φQP (t) = eD (t)
dt2
dt
(6)

各種の妨害波に対する妨害波測定器の指示値は式 (1)〜

(6) を計算機で解くことによって得られる．なお式 (4)，
(5) から，正弦波に対する準尖頭値型妨害波測定器の

(2) 準尖頭値型妨害波測定器のパルス応答
図 1 の妨害波測定器に妨害波が加わったときの IF
増幅器の出力は一般に次式で表される．

eIF (t) = A(t) cos(2πfIF t + φ)

Tm 2

(1)

指示値 φD は次式で与えられる．


φD
1 
=
1 − φD 2 − φD cos−1 φD
Rd
πRc

(7)

上記の式 (4) と (6) を解いて CISPR 規格妨害波測定
器と JRTC 規格妨害波測定器のパルス応答の差違を

ここで，A(t) は包絡線振幅である．例えば IF 増幅器

計算した結果は電波技術審議会に報告され，答申書の

が帯域幅 B の 2 段臨界結合同調フィルタの周波数特

参考資料として掲載された．

性を有している場合，スペクトル強度 ντ のインパル
スが測定器に入ると包絡線は次式となる．

(3) 包絡線–準尖頭値型妨害波測定器
1980 年代になるとディジタル表示型スペクトラム
アナライザが普及し始めた．通常，スペクトラムアナ

A(t) = 8.89ντ B exp(−ω0 t)|sin(ω0 t)−ω0 t cos(ω0 t)|
√
ω0 ≡ πB/ 2

(2)

ライザには包絡線検波器が内蔵されているため，これ
に準尖頭値検波器を外付けした準尖頭値測定機能をも
つスペクトラムアナライザも市販され始めた．このた
め筆者等は包絡線–準尖頭値検波方式の測定器の応答

式 (1) の出力が充電抵抗 Rc ，充電キャパシタ C ，放

を研究した [15]．この場合，式 (3) の検波器入力信号

電抵抗 Rd の直線検波器に加わったときの検波器出

として eIF (t) の代わりに包絡線振幅 A(t) を用い，式

力 eD (t) は次の微分方程式を解くことによって得られ

(3) 及び (6) を数値計算することになる．その結果，検

る [14]．

波効率が従来の準尖頭値検波方式に比べて 2 dB ほど
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良くなり指示値が高くなるため，検波器の効率を少し

比較を図 4 に示す．ただし，縦軸は一定指示値を与え

下げる必要があることが分かった．現在市販されてい

る入力パルスのパルス強度 ντ （相対値）で表した．こ

る大半の妨害波測定器は，この包絡線–準尖頭値検波

の図も CISPR 規格に掲載されている．

方式を採用しているものと思われる．

以上，各種機器の妨害波規制に関わる測定器につい

(4) 平均値型妨害波測定器

て，準尖頭値型，包絡線–準尖頭値型，及び平均値型

1970 年代後半からマイクロプロセッサの普及が進

妨害波測定器のパルス応答に関する筆者等の研究成果

みパソコンや TV ゲーム機が市販されると，クロック

を述べたが，この他，尖頭値型測定器のパルス応答の

信号やその高調波による受信障害が問題になり始めた．

研究も行い，その成果は CISPR 規格に反映されてい

これらの妨害波は従来のモータ雑音のような広帯域妨

る [10]．

害波と異なって正弦波状の狭帯域妨害波であるため，
新たな妨害波測定法と許容値の必要性が認識された．

3. 妨害波測定場の適性評価に関する研究

これに対応して CISPR が導入したのが平均値型妨害

3. 1 放射妨害波の測定

波測定器である．

各種機器の妨害波は，電源線を含む機器の寸法が

平均値型測定器は包絡線検波出力の平均値を示すも

1/4 波長程度になる周波数 30 MHz 以下では，主に電

のであるから，単位時間当たり N 個のインパルス入

源線や信号線などの接続線を伝搬し，これ以上の周波

力に対する出力は次式で与えられる．ただし，IF 増幅

数帯では直接的に空間に放射されて他の機器・システ

器のパルス応答の包絡線 A(t) は振動波形でないもの

ムに影響を及ぼす．前者は伝導妨害波，後者は放射妨

とする．

害波と呼ばれている．このうち伝導妨害波は，供試装

φAV = N


A(t)dt = 2ντ N

(N < B)

(8)

模擬する擬似回路網に接続して，端子電圧を妨害波測
定器で測定する．あるいは，接続線に電流プローブを

また，繰り返し周波数 N が大きい場合は，

φAV = 2ντ N g(fn − f0 )

置 (Equipment under test: EUT) を接続線の特性を

装着して電流を測る．これに対して放射妨害波の測定

(N > B)

(9)

は，図 5 のように広い屋外の測定場（オープンサイト）

となる [16]．ここで，g(f ) は IF 増幅器の周波数選択

に EUT を置いて，3 m，10 m または 30 m 離れた場

特性，fn は繰り返しパルス入力の高調波周波数，ま

所でアンテナを昇降しながら最大受信電圧 Vmax を妨

た，f0 は測定器の同調周波数である．

害波測定器で測る．この測定値より次式を使って妨害

CISPR は筆者等が導出した式 (8)，(9) に基づいて
平均値型妨害波測定器の繰り返しパルス応答の仕様を

波電界強度の最大値 Emax を求める．

Emax [dBμV/m] = Vmax [dBμV]+F [dB/m] (10)

定めた [10]．なお，これらの式から計算される平均値
型測定器の繰り返しパルス応答と，式 (4) 及び (6) で

ここで，F はアンテナ係数 (Antenna factor) と呼ば

計算される準尖頭値型測定器の繰り返しパルス応答の

れるアンテナ固有の特性で，事前にアンテナを校正し
て求めておく．なお，測定場の大地面には十分な広さ
の金属板（電気導体板）を設置する．

図4

準尖頭値型及び平均値型妨害波測定器の繰り返しパ
ルス応答
Fig. 4 Recurrent pulse responses of the QP and
average measuring receivers.
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Fig. 5

図 5 放射妨害波の測定
Measurement of radiated disturbances.
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図6

サイトアッテネーションの測定例（D：アンテナ間
距離，Ht，Hr：送受アンテナ高）
Fig. 6 Example of measured site attenuation (D: Antenna separation distance, Ht, Hr: Heights of
transmit and receive antennas).

図 7 正規化サイトアッテネーションの理論値
Fig. 7 Theoretical values of the normalized site
attenuation.

ンテナの形状や構造が多様であるため，厳密な理論値
の導出が困難になった．

3. 2 サイトアッテネーション

このような背景から 1982 年に送受アンテナの影響

1970 年代になると，放射妨害波の測定結果が測定場

を取り除いた次式で定義される正規化サイトアッテ

によって大きく異なることが問題になった．このため

ネーション (Normalized site attenuation: NSA) が

30〜1000 MHz 帯の測定場の適性評価法として，供試

提案された [20]．

装置の代わりに送信アンテナを置いて電波を放射し，
これを周波数ごとに測定用アンテナを昇降しながら受

NSA[dBm2 ] = SA[dB] − Ft [dB/m] − Fr [dB/m]

信して最大受信電圧を測定し，理論的に導出された基

(12)

準値と比較する方法が導入された．この信号発生器の
出力電圧値 V0 と受信電圧最大値 Vmax の比はサイト
アッテネーション (Site attenuation: SA) と名付けら
れている．

SA[dB] = V0 [dBμV] − Vmax [dBμV]

ここで Ft ，Fr は送受アンテナのアンテナ係数である．
理論値は次式で与えられる．


NSA = 20 log

(11)

279.1
fMHz Emax

(13)

ただし，fMHz は周波数 (MHz)．最大電界強度 Emax
サイトアッテネーションの測定値と理論値の例を図 6
に示す [17]．なお，当時の妨害波測定に使用されたア
ンテナは半波長共振ダイポールアンテナである．
サイトアッテネーションの理論値については，1970

は受信アンテナを規定の範囲内で昇降して受信される
電界強度の最大値である．送受アンテナとして微小ダ
イポールアンテナを仮定すれば，水平偏波の場合，大
地反射波の影響を考慮して

年代中頃までは，Friis の伝達公式を用いた理論値が基
準値として使用されていたが，これを改良するために
起電力法を用いて送受アンテナ間の結合を考慮した理
論値が提案された [18]．更に，モーメント法を用いた

Emax =

√

49.2

e−jkR
e−jkr
−
R
r

(14)
max

となる．上記の理論値を図示したものが図 7 である．

より厳密な理論値も提案された [19]．なお，図 6 には

更に，周波数が 30〜300 MHz でアンテナ間距離が

黒点の実測値のほか，モーメント法による理論値も示

3 m の場合は送受アンテナの相互結合が強いため，そ

した [17]．

の補正係数も提案された．なお式 (12) は，遠方界で適

3. 3 正規化サイトアッテネーション

用される Friis の伝達公式の伝送損失の項から送受アン

1980 年代になると従来のダイポールアンテナの他

テナの利得を除いた式に相当する．この NSA は米国

に，30〜250 MHz 帯ではバイコニカルアンテナが，ま

規格協会 (ANSI) 規格に採用され，CISPR にも導入さ

た約 250 MHz 以上では対数周期ダイポールアレーア

れたが，測定値と理論値の差違が大きく問題になった．

ンテナが妨害波測定に使用されるようになってきた．

このため筆者等は，NSA の理論式を厳密に導出し，

このため，このような広帯域アンテナを使用したサイ

式 (13) が成立する条件を検討した [21]．サイトアッテ

トアッテネーションの理論値の研究も行われたが，ア

ネーション測定の等価回路を図 8 に示すが，ここでは
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を Ht ，で表せば次式で表される．

E(D, Ht , Hr ) =

√

49.2

× S1 (θd )S2 (θd )
図 8 サイトアッテネーション測定の等価回路
Fig. 8 Equivalent circuit for site attenuation
measurement.

e−jkR
e−jkr
+ αS1 (θr )S2 (θr )
R
r
(18)

ここで θd ，θr は直接波及び大地反射波の入射方向，

R，r は直接波及び大地反射波の伝搬路長である．ま
た大地面の反射係数を α とした．相互インピーダンス

|W21 | がアンテナ単体のインピーダンス |W11 + Zs ’|，
|W22 + Z0 ’| に比べて無視できるほど小さいと仮定し
Fig. 9

図 9 受信アンテナの等価回路
Equivalent circuit for a receiving antenna.

送受アンテナに装着されているバラン等の回路を伝送

て，式 (15) に式 (16)，(17) を代入すれば，以下の近
似式が得られる．

SA =

Zs Zo
1
0.0896fMHz Zs + Zo

行列 (ABCD) で表した．また，大地反射波の影響を

Ft (Ht )Fr (Hr )
E(D, Ht , Hr )

min

(19)

含めたアンテナ間結合はインピーダンス行列 (W ) で
表した．この図より得られる SA の理論値は以下の式

更に，送受アンテナのアンテナ係数が一定であると

で表される．

仮定し，Zs = Z0 = 50 Ω と置けば，式 (13) が得ら
れる．すなわち，正規化サイトアッテネーションの理

SA = |A01 + Zs C01 |

論式 (13) は以下の条件の下に成り立つことが分かっ

(W11 + Zs  )(W22 + Zo  ) − W21 2
·
(Zs + Zo )W21
· |Zo C23 + D23 |

た [21]．
min

(15)

ここで，Zs ’，Z0 ’ はアンテナ端子から電源あるいは負
荷側を見たインピーダンスである．一方，電界強度 E
を受信しているアンテナの等価回路を図 9 に示す．こ
こで，he2 は受信アンテナの実効長である．この図よ

W22 + Zo 
he2 Zo

(2) 実効長が適用できること，
(3) アンテナ係数が地上高によらず一定であること，
(4) アンテナの指向性は微小ダイポールと同じであ
ること．

3. 4 正規化サイトアッテネーションの補正係数
半波長共振ダイポールアンテナやバイコニカルアン

りアンテナ係数 Fr は次式で与えられる．

Fr (Hr ) = |Zo C23 + D23 |

(1) |W21 |  |W11 + Zs ’|，|W22 + Z0 ’| であること，

テナの場合，300 MHz 以下の周波数帯で上記の条件を

(16)

全て満足することは困難である．このため，文献 [20]
で提案されている補正係数を全面的に見直す必要があ

ただし Hr は受信アンテナの地上高である．送信アン

ることが分かった．更に，式 (15) から NSA の補正係

テナのアンテナ係数 Ft も式 (16) と同様な式で表さ

数はアンテナ・エレメントの給電点から信号源あるい

れる．

は負荷を見たときのインピーダンス Zs ’，Z0 ’ に依存す

アンテナ係数や実効長は平面波入射の場合に定義

ることも分かった．このため，筆者等は当時普及して

されるパラメータであるが，これがサイトアッテネー

いたサイト評価用ダイポールアンテナの負荷インピー

ション測定のような近距離の測定にも適用できると仮

ダンス 50 Ω あるいは 71 Ω を考慮してモーメント法

定すると，相互インピーダンス W21 は次式で与えら

を用いて補正係数を導出した [22]．この補正係数は微

れる．

弱電波無線局や高周波利用設備などの測定場の仕様を

|W21 | = 0.0896he1 he2 fMHz E(D, Ht , Hr )

(17)

定める我が国の告示にも採用されて，現在も使用され
ている [23]．筆者等の上記の研究成果を受けて，ANSI

ただし電界強度は，送受アンテナの指向性を S1 (θ)，

は米国連邦通信委員会 (FCC) の標準アンテナを対象と

S2 (θ)，アンテナ間距離を D，送信アンテナの地上高

して補正係数の全面的見直しを行った．この ANSI 規
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格の補正係数は CISPR 規格にも採用されている [24]．

波利用設備が多くなってきたため，CISPR では現在

なお，文献 [22] は米国電気電子学会 (IEEE) が出版す

この周波数帯の妨害波測定法及び許容値を審議してい

る EMC 論文選集に収録された [25]．

る．問題点は，この周波数帯の電磁波は減衰が大きい

4. アンテナ校正に関する研究

ため必然的に近距離における測定になり，大きな装置

妨害波測定に使用するアンテナのアンテナ係数は

30 MHz 以下の測定場の適性評価法については，筆者

全体の妨害波を一度に測定できないことである．なお，

一般に地上高によって変化する．このため CISPR で

の一人が CISPR でリーダーに選ばれている．

は，アンテナ係数の自由空間値を妨害波測定に使用す

(2) 30〜300 MHz 帯の伝導妨害波の測定法

ることを 2000 年頃に定めた．これに関連して筆者等

伝導妨害波の測定法は，30 MHz 以下の周波数帯を

はオープンサイトで自由空間アンテナ係数を決定す

対象にして CISPR 規格で定められている．しかし実

る方法について研究した．例えば，アンテナ入力イン

際には，これ以上の周波数帯の妨害波が電源線や信号

ピーダンスの地上高変化から自由空間値を求める方法

線を伝搬し，線路から放射されて他の機器・設備に障

や [26]，アンテナ係数の地上高変化の平均値を使用す

害を与えている．このため，30〜300 MHz 帯の伝導

る方法 [27]，更にアンテナ係数の地上高変化から非線

妨害波の測定法を確立すべきである．そのためには，

形最小自乗法を使って自由空間値を決定する方法 [28]

この周波数帯における線路の特性を実測し，これに基

などについて検討した．

づいて擬似回路網等を開発する必要がある．

利得などのアンテナ特性の測定法に関する書籍は
様々有るが，妨害波測定に使用するアンテナの特性，

(3) 妨害波のデータバンクの構築
本論文では妨害波の APD などの確率量測定器につ

特にアンテナ係数の校正に関する文献は余り見当たら

いて述べた．しかし最近の通信方式では高度の誤り訂

ない [29]．このため CISPR では，周波数範囲 9 kHz〜

正機能が用いられているため，確率量だけでは通信品

18 GHz で使用する測定用アンテナの校正法に関する

質の劣化を評価できない．一方，解析帯域幅 100 MHz

規格を作ることになった．プロジェクト・リーダーに

以上のリアルタイム・スペクトラムアナライザなどの

は筆者の一人が選ばれ，これまでの筆者等の研究成果

広帯域測定器が市販されているので，これを使用して

に基づいて英国の研究者と二人で 166 頁に及ぶ大部

妨害波の波形を記録・蓄積し，各種システムの障害解

の規格草案をつくった．この草案は各国の承認を得て

析に利用することが可能になったと思われる．例えば，

2014 年に CISPR 16-1-6 として発行された [30]．

0〜100MHz の妨害波については，波形 e(t) をそのま

5. 電磁環境測定に関する研究
電波研究所に電磁環境研究室が創設されたのは 1983
年であるが，最初に手がけた仕事が大電力送信所周辺
の電磁環境調査であった．その理由は，当時，欧米で強
い電磁界による人体への影響が問題になっていたため

まディジタルデータとして取り込み，蓄積する．また

GHz 帯の妨害波については，帯域幅 100MHz の妨害
波は狭帯域とみなせ，

e(t) = A(t) cos(ω0 t + φ(t))
= I(t) cos ω0 t − Q(t) sin ω0 t

(20)

である．先ず VHF 帯以上の調査のために直交 3 軸ダ

で表されるので，I(t)，Q(t) をディジタルデータとし

イポールアンテナを，また低周波帯用に直交 3 軸ルー

て蓄積する．障害評価には高周波信号を乗積して元の

プアンテナを開発した．次に，これらのアンテナを用

妨害波に復元する．このようなデータがあれば妨害波

いて TV 送信塔，中波放送所，短波放送所，更にレー

特性の研究や障害の研究に役立つため，様々な機器・

ダ局周辺の環境調査を行った [31]〜[34]．また，高周波

設備の妨害波の波形に関するデータバンクの構築が望

ウエルダーの近傍電磁界の調査をも行った [35]．これ

まれる．

らの調査結果は 1990 年に制定された我が国の電波防
護指針の審議の際に有益な資料として大いに役立った．

6. 最近の話題と将来の課題
(1) 30 MHz 以下の放射妨害波測定法
最近，無線電力伝送装置などの 30 MHz 以下の高周

7. む す び
本論文では，各種機器・システムの EMC を確保す
るために必要な妨害波の計測技術，特に測定器，測定
場，アンテナ校正，電磁環境調査について，1977 年
以後の我が国における研究開発の概略を筆者等の研究
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成果を主体にして述べた．また，これらの研究成果が

pulse response of radio interference measuring ap-

CISPR 規格や我が国の規則等に反映されていること

paratus employing an average detector,” Proc. 1984

を示した．今後，新たな機器・システムの出現や高性

Int’l Symp. on EMC (Tokyo), pp.411–416, 1984.
[17]

能・高機能化が急激に進むと思われるので，これに対

attenuation for various ground conditions,” IEICE

応した EMC 計測技術の研究開発が一層望まれる．
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