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あらまし 2017 年は環境電磁工学研究専門委員会 (EMCJ) 発足 40 周年にあたることに鑑み，
「環境電磁工学」
に関する 2006〜2016 年の過去 10 年間にわたる EMCJ 技術報告の調査から，我が国における EMC 研究の技術
動向と特徴を明らかにし，将来の方向性を示した．EMC の概念を拡げ，電磁界の生体影響を視野に入れた「環境
電磁工学」という新たな学問分野が我が国で創出されたことは，欧米・アジア圏でも例はない．今後の電波エネ
ルギーの利用拡大と多様化に伴い，技術革新をもたらすワイヤレス電力伝送，医療機器を含むウェアラブル端末
や第 5 世代移動通信に対して，情報伝送の「信頼性・セキュリティ」と人体の「安全性」を確保・担保するには，
「生体・機器システムの EMC」を標榜してきた，我が国の特徴的な日本型 EMC が必須の要求事項となろう．
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本 論 文 で は ，EMCJ 創 設 者 を 中 心 と し て 先 達

1. ま え が き

が 生 み だ さ れ た ，我 が 国 の 世 界 に 類 例 の な い「 環

「環境電磁工学」とは，電磁環境の中で電磁両立性

境 電 磁 工 学 」の 独 特 な 考 え 方 を 示 し ，こ れ ま で

(EMC: Electromagnetic Compatibility) に関する問

の EMCJ 主 催 の「 環 境 電 磁 工 学 研 究 会 」で 発 表

題を広く研究する学問領域をいい，故佐藤利三郎教授

さ れ た 技 術 報 告（EMCJ 技 術 報 告 と 省 略 ）の 調

（東北大学・東北学院大学名誉教授）によって創出さ

査 を 通 し て 判 明 し た 研 究 動 向 か ら ，EMC 研 究 の

れた [1]〜[5]．この学会組織として，1977 年 4 月に電

独 自 性 と 将 来 の 方 向 性 を 示 す．な お ，EMCJ の 創

子通信学会（現在の電子情報通信学会：IEICE）と電

設 経 緯 と 組 織 形 態 ，国 際 会 議 を 含 む 研 究 活 動 や

気学会の電気物理技術委員会との両方に「環境電磁工

今後のあり方などの詳細は，文献 [7] を参照されたい．

学研究専門委員会（EMCJ と略称）」が設置された．
したがって，我が国の EMC に関する研究は，EMCJ
が創設されたことに始まったとしてよい．おりしも，

2017 年は EMCJ 40 周年にあたることから，2018 年

2. EMC と環境電磁工学
「EMC」と「環境電磁工学」は，本来は異なった概
念を表す用語ではあるが，我が国では同義語として扱

3 月開催の IEICE 総合大会では，「環境電磁工学の基

われる．そもそも EMC とは，無線・放送の電磁妨害

盤技術と未来へのメッセージ」と題した EMCJ 40 周

に端を発して米国で生まれた専門用語 [7] であり，そ

年企画セッション（一般公開）が盛大に催された [6]．

の定義は「デバイスや機器システムが正常に機能し，
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（注 1）
：環境電磁工学研究専門委員会設立趣意書（昭和 52 年 12 月 20 日
設立当初の原文），http://www.ieice.org/∼emcj/jpn/about-emcj/
purpose EMCJ.html（閲覧：2018 年 9 月 19 日）
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「電磁エネルギー利用の発達にともない，変化してき
た地球および天体の電磁気的周囲環境の把握とその予
測，さらに調和のとれた環境とするための制御方法，
電気装置のあり方を追求し電磁環境の調和と電磁エ
ネルギーの有効利用に資する工学，理学，医学，経済
学，社会学等の多方面にわたる学際的研究の基礎学問
分野」と大風呂敷を広げて定義している．したがって，

EMCJ が扱う分野も「(1) 環境電磁工学のための電磁
理論 (2) 環境電磁工学のための回路理論 (3) 環境電磁
工学の論理モデル (4) 電磁波発生源 (人工雑音，都市
雑音等) の特性とその測定 (5) 環境電磁工学に関する
技術 (遮蔽技術，雑音フィルタ，ボンデング，不要反射

図 1 1977–2016 に開催された環境電磁工学研究会の技術
報告数の年次変化
Fig. 1 Yearly change in number of technical reports
presented at EMCJ technical during 1977–
2016.

防止技術等) (6) 電磁環境の予測 (7) 不要電磁界排除特
性 (8) 周波数の有効利用 (9) 社会システム (電力，輸

後，減少に転じているが，これは，電磁エネルギー利

送，放送，通信情報，医療，教育等) の環境電磁工学

用の拡大・多様化に伴って，パワーエレクトロニクス，

(10) 電磁環境の生体及生態への影響」と多岐にわたっ

無線電力伝送（WPT: Wireless Power Transfer），医

ている．要するに，「環境電磁工学」とは「電磁環境

療機器，車載電子機器に対する EMC 試験などの新た

の中で電磁界の生体影響を含めた EMC のあらゆる問

な EMC 問題が急増したことによる．図 2 下の円グラ

題を広く研究する学際的な学問領域」[7] と解釈できる

フは，2006 年度の累積技術報告（133 件）のトピック

が，この理念は，1977 年に EMC の概念を拡張させ

スの内訳と 2016 年度の累積技術報告（1326 件）のそ

て生まれたものであり，欧米・アジア圏の EMC 界で

れを示す．技術報告のトピックス順位は，2006 年度と

も例はなく，我が国独自のものと云ってよい．

2016 年度では累積総数の違いから多少異なるものの，

3. EMCJ 技術報告

電磁界の生体影響，生体電磁気学を扱った「生体」が共

3. 1 技術報告の年次推移と EMC 研究

シミュレーションの「解析」，電磁放射を含む「プリン

文献 [8] には，1996 年から 2006 年までの 10 年間の

ト回路基板 (PCB: Printed Circuit Board)」，耐性問

EMCJ 技術報告から，我が国の EMC 技術の進歩発展

題に関わる「測定」，電磁吸収・シールドのための「材

通して最も多い．ついで，2006 年度では電磁界や数値

と将来展望が述べられているが，ここでは，文献 [8] と

料」，電気接点や雷・静電気放電 (ESD: Electrostatic

同じ分類トピックスに従って，2006 年 4 月から 2017

Discharge) の「放電」という順位に対して，2016 年

年 3 月までの過去 10 年間に発表された技術報告を調

「放電」，
「測定」，
「解析」，
「材料」と
度では，
「PCB」

査し，我が国の EMC 研究の動向と特徴を指摘したい．
図 1 は 1977 年 5 月から 2017 年 3 月までの EMCJ

いう順番であるが，トピック数の年次推移をみると，
「生体」
「PCB」の順位は変わらず，続いて「ESD」が

技術報告の毎年の発表件数と累積件数の年次推移を示

2012 年から「解析」よりも台頭していることが読み取

す．図によれば，EMCJ 発足当時の発表は年間 65 件で

れる．なお，
「放電」は，EMC の概念が米国で確立さ

あったが，2017 年 3 月 (2016 年度) の時点での発表の

れる以前から電磁雑音源として既に認識され，今日な

累積総数は 4393 件に達している．毎年の発表件数は，

お EMC の解決すべき最重要課題の一つにあげられて

1985 年から年間 100 件程度に推移しているが，これは

はいるものの，EMCJ での技術報告は，年間を通して

EMCJ 研究会が 1 日開催で年間 10 回（2 月と 8 月は

平均 3〜4 件と少なく，40 余年の歳月を経ても同報告

休会）実施を原則としていること，毎回の発表件数が

が途絶えることはないが，2010 年以降に機器の ESD

限定されること，などによる [7]．表 1 は文献 [8] に基

耐性問題が試験法の国際規格化とともにクローズアッ

づく EMCJ 技術報告の分類トピックスを示す．図 2 は

プされるに及んで漸増の傾向にある [9]．

2006 年 4 月から 2017 年 3 月までの年度ごとのトピッ

上述したトピックスの具体的な内容は，紙数の関係

クスに対する発表件数と累積総数の年次変化を示す．

で全てを記すことはできないが，ここでは，トップ 2

なお，年度ごとの件数は，2011 年にピークに達した

の「生体」と「PCB」に関し，筆者が注目した研究の
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Table 1

表 1 環境電磁工学研究会で発表された技術報告の分類テーマ
Categorized topics of technical reports presented at EMCJ technical
meetings.

内容と動向を概括する．なお，順位三位の「放電」に
ついては，1977 年発足から 2011 年 5 月までの年次ご
との発表件数は文献 [9]，研究の状況や動向については
文献 [10], [11] をそれぞれ参照されたい．

3. 2 生体 EMC の研究概要
「生体 EMC」に関する研究の最大の関心事は，無線
周波電磁界に対する人体安全性評価のための解剖学的
人体数値モデルの構築と国際非電離線放射防護委員会

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: ICNIRP) [12] や，我が国の電波防護
指針 [13] に適合するかどうかのドシメトリ (Dosime-

try)（注 2）評価に尽きる．これまでの十年間に子供 [14]，
幼児 [15], [16]，妊婦 [17]〜[20]，胎児 [21] の解剖学的
数値モデルが開発され，全身平均 SAR の FDTD 計
算が精力的になされている．更にマクスウェル方程式
と熱伝導方程式を組み合わせた生体内温度の大規模連
成数値計算技法 [22] が開発され，成人と子供の深部温
度 [23], [24] や，ラット [25]〜[28]，うさぎ [29]〜[31] な
どの小動物の電磁界ばく露実験のための体内 SAR と
温度上昇が計算された．その一方，平面波ばく露の人
体全身平均 SAR の推定法 [32]〜[34] や，反射箱 [35]〜

[37] を用いた全身平均 SAR の推定 [38], [39] が試みら
れ，ヒトボランティアに対する全身平均 SAR の測定
図2

2006–2016 の 10 年間に現れた六つのテーマに対す
る技術報告数の年次変化
Fig. 2 Yearly change in number of technical reports
according to six topics that appeared during
2006–2016.
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とシミュレーション [40] から，限定された人体組織数
（注 2）
：ドシメトリとは，電磁界にばく露したヒトまたは細胞，動物に
おける体内電界強度または誘導電流密度，または比吸収率 (Specific
Absorption Rate: SAR) 分布を測定，または計算によって決定するこ
とをいう．
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の計算機数値モデルに対する FDTD 法を用いた計算
結果の妥当性が示された [41]．また，ELF [42]〜[44]，
中間周波数帯 [45] での人体影響に関心がもたれ，電磁
調理器 [46], [47] や交流式電気シェイバー [48] の近傍
磁界に対する人体誘導電流が解析されたが，2010 年

計算機シミュレーションと測定から見出されている．

4. 我が国の EMC 研究の独自性と将来
方向
前章で述べた EMCJ 技術報告のトピックス順位は，

に ICNIRP 低周波領域のガイドライン [49] が改定さ

日本で 5 年ごとに開催される EMC 国際会議 [86] での

れて以来，電磁界の間接影響としての接触電流 [50] が

発表論文でもほぼ同じであるが，欧米・アジア圏での

注目され，ヒトボランティアに対する測定結果が示さ

EMC 会議では，その傾向はかなり違っている [87]．参

れた．更に最近では，中間周波数帯の WPT 技術が注

考までに，図 3 に 2017 年開催の IEEE EMC 国際会

目されるに及んで，WPT システムの近傍での人体ド

議 [88] の技術セッションで発表された論文を，表 1 の

シメトリ評価 [51]〜[55] が試みられている．

3. 3 PCB の EMC 研究概要
「PCB」に関する EMC 研究は，基板上の印刷回路
パターンや基板から配線に流れるコモンモード電流で

分類に従って調査したトピックスの内訳を示す．図 2
のそれとは大きく異なって，「解析」「測定」「PCB」
がトップ 3 であり，電磁界の生体影響を含む「生体」
は「その他」にもないことがわかる．

放射電磁波（放射ノイズ）が発生することは，よく知

「生体」と「PCB」という研究対象の対極にある分野

られており，したがって，この分野での最大の関心事

が大きな関心事として EMCJ という同じ土俵で議論・

は，コモンモード電流を予測し，これをいかに抑制す

報告されてきた経緯は，我が国における EMC 研究の

るかに尽きる．これまでの 10 年間にコモンモード電流

特徴であり，これは EMC の概念を拡張し，電磁界の

を精度よく計算するための種々の解析法 [56]〜[61] や

生体影響を含めた，あらゆる電磁環境問題を研究する

等価回路モデル [62], [63] が数多く構築された．更に，

とした「環境電磁工学」の研究理念に由来する [1], [7]．

IC/LSI を搭載した PCB からの放射ノイズを解析する

一方，電波エネルギーの利用拡大に伴い，医療機器

には，IC/LSI の電源系の高周波電流をシミュレート

を含むウェアラブル端末や IoT (Internet of Things)，

する必要があり，この観点から，CMOS トランジスタ

WPT，ミリ波帯次世代移動通信が技術革新をもたら

のスイッチングで発生する高周波電流を線形等価回路

す最新技術として世界各国において注目されている

と内部電流源で表現した LECCS (Linear equivalent

が，この種の機器は情報伝送の「信頼性」と「セキュ

circuit and current sources) モデル [64]〜[68] が提案

リティ」を確保すると同時に，人体の電磁界に対する

され，有用性が実験で示された．放射ノイズ低減法に

「安全性」をも担保することが最大の課題となること

ついては，バイパスコンデンサ [69]〜[71]，コモンモー

はいうまでもない．それ故に，こうした機器システム

ドチョークコイル [72] の実装，PCB 上の配線のイン

にはヒトを視野に入れた EMC が必須の要求事項とな

ダクタンスとキャパシタンスをバランスさせてコモン

ることは必至であり，今後は，「生体・機器の EMC」

モード電流の低減を図る設計法 [73]，電源層とグラウ
ンド層に形成した EBG (Electromagnetic band gap)
構造 [74] のノイズ抑制シート [75] などが提案され，有
効性が実験で示されている．また，きょう体の電磁シー
ルド効果を解明するために，PCB を放射雑音源として
内蔵したきょう体モデル [76]〜[78] で開口部からの漏
洩電磁波を測定し，PCB 配置位置がシールド効果に大
きく影響を及ぼすことも示された．車載用 PCB につ
いては，搭載 IC の電源電圧変動に起因する電源系放
射ノイズ [79] や直流モータによる伝導ノイズ電流 [80]
を予測するための解析とその測定検証がなされた．ま
た，PCB からハーネスへの伝導ノイズ電流が車載 FM
ラジオの妨害源となるため，伝導ノイズ電流が流出し
にくいスリット付きグラウンドパターン [81]〜[85] が

図 3 2017 IEEE EMC 国際会議の技術セッションで発
表された論文のトピックスの内訳
Fig. 3 Breakdown of topics of technical papers presented at regular sessions of 2017 IEEE EMC
symposium.
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という我が国の独自的な日本型 EMC 技術が国際標準
の方向に向かうことになろう．
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