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概要 

周波数利用のひっ迫する 700MHz から 6GHz までの周波数帯において、(ア)受信部での不要電波の影響を 10dB 以上抑

制する技術、(イ)ノイズ発生源での高調波ノイズの発生と伝搬を 10dB 以上抑制する技術，及びこれらを効率的かつ効果

的に実施するため(ウ)ノイズ発生源の特定や対策による効果を定量的かつ高精度に測定・評価する光磁気プローブ技術等

を開発した。(エ)SiC や GaN 等の高速スイッチング素子によるワイヤレス給電用インバータ装置を模擬送電設備として

構築し、－170dBm/Hz の高感度測および移動通信システム性能を指標とした電波環境試験手法および試験環境を確立し、

（ア）～（ウ）までの技術を連携して効果的なノイズ低減対策を実現した。これにより、移動体無線局の受信感度向上や

周波数の有効利用を促進するとともに、移動体通信システムの周波数逼迫の解消を図る。

Abstract 
In the 700 MHz to 6 GHz frequency band where the frequency use is tight, the following technologies have been 
developed; (A) Suppress the influence of unnecessary radio waves in the receiver by 10 dB or more, (B) Suppress the 
generation and propagation of harmonic noise in transmitter (noise source) by 10 dB or more, (C) Identify and 
countermeasure noise source by a magneto-optical probe, (D) Construct a wireless power transmission with high-
speed switching elements such as SiC and GaN as a test bench of a switching power electronics equipment, measure 
unnecessary radio wave from the test bench with high sensitivity of -170 dBm / Hz, estimate its impact on the mobile 
communication performance. These developments promote the improvement of the receiver sensitivity of the mobile 
handset and the effective use of the frequency, and resolves the frequency tightness of the mobile communication 
system. 

１．まえがき

移動体通信のトラヒックは今後も急速な拡大が予測さ

れ、広帯域の周波数を確保するため、2020 年頃には、SHF 
帯までの更に高い周波数への移行が予想されている。一方

で、2020 年前後には、SiC や GaN 等の高速パワーデバ

イスとそれを用いたインバータ機器やワイヤレス電力伝

送システム（WPT）等の新たな電波利用機器の普及が見込

まれる等、外来ノイズの増加が懸念されている。家庭や車

内のように家電製品や電子機器等が稠密に設置された環

境では、スイッチングノイズが SHF 帯まで及ぶ恐れがあ

り、これが将来の移動通信システムの安定な運用を阻害す

る大きな脅威となり得るのは明らかである。

不要電波、利用帯域ともに広帯域化する中で、こうした

漏えい電磁波に対する効果的な対策を行うため、700 

MHz から 6 GHz までの周波数における通信品質の安定

化や周波数利用効率の高い移動体通信システムの構築に

必要な、受信部での不要電波の影響を抑制する技術、ノイ

ズ発生源での高調波ノイズの発生と伝搬を抑制する技術

及びこれらを効率的かつ効果的に実施するためのノイズ

発生源の特定や対策による効果を定量的かつ高精度に測

定・評価する技術を確立した。

これにより、移動体無線局の受信感度向上や周波数の有

効利用を促進するとともに、移動体通信システムの周波数

逼迫の解消に資することが期待できる。平成 27～30 年度

に渡り研究開発を実施し、所期の成果を得たので報告す

る。
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２．研究内容及び成果 
２．１ 概要 

図 2.1.1 は研究開発の内容と相互関係を図示している。

技術課題アにおいて受信側の対策技術を開発し、技術課題

イでは送信側の対策技術を開発し、それぞれ技術課題ウお

よびエとの連携により所期のノイズ抑制効果を実証した。

ノイズ源探索には、技術課題ウで開発した光磁気プローブ

が有用であることを実証できた。技術課題エー１では SiC
や GaN 等の新しい高速スイッチング素子によるモビリテ

ィの高い模擬送信設備共通テストベンチを開発し、そのス

イッチング動作により放射される 700MHz~6GHz 帯の高

調波を技術課題エ－２で高感度計測し、エ－３で受信感度

へのインパクトを解析した。その結果、テストベンチから

概ね 2~3m 以内では受信機の受信感度が所要性能を満足

できない場合があること、および技術課題アおよびイの開

発技術により所定の受信感度を確保できることを明確に

できた。 
 

 
図 2.1.1 研究開発の内容と相互関係 

 

２．２ 受信感度の低下防護のための広帯域フィル

タリング技術の開発 
IC チップのインタポーザに適用可能な複合磁性シート

材料として六方晶フェライト微粒子を選んだ。同材料は、

ノイズ抑制の中心周波数にあたる強磁性共鳴（FMR）周

波数が 20 GHz を超す高周波材料として知られる。本研究

では、M 型、Y 型、Z 型などいくつかの六方晶フェライト

を検討した。本稿では、M型Sr系フェライト（SrFe12O19）

について詳述し、その他は講演で述べる。 
FMR 周波数を目標とする 6 GHz 以下の周波数帯にチ

ューニングするため、結晶磁気異方性を低減させることを

指針とした 。基本組成の Sr2+および Fe3+イオンを Co-Ti
金属イオンで 大 1.4 原子%まで置換した。SrCoXTiXFe12-

2XO19（X は、1.0、 1.2、 および 1.4 原子%）を 1200～
1300 �で焼成し、ボールミルで粉砕して平均粒径 2.0 μm 
～0.5 μm の微粒子を得た。これをポリウレタン樹脂と体

積比 65 vol%で混合し、ポリイミドシート上に塗り重ね、

複合磁性シートを得た。図 2.2.1 に示した SEM 像のとお

り空隙は少なく、粒子はランダム配向である。 
これらの試料の FMR 周波数をシールド短絡 MSL 法

[7]で測定した結果を図 2.2.2 に示す。置換量 X=1.4 にお

いて、FMR 周波数は 2.5 GHz まで低下している。すなわ

ち、2.5 GHz～17 GHz の広い周波数範囲でノイズ抑制の

中心周波数のチューニングが可能である。 
上記複合磁性シートをガラスエポキシ製PCBインタポ

ーザに 50 μm および 80 μm 厚として塗布し、IC チップ

の実装を行った。IC チップに割れ等の異常は認められず

物理的に接着している事を確認した。これにより、真空装

置が不要で、短時間に大面積に磁性体を実装できる。また

様々な磁性微粒子を開発・選定してペースト化することよ

り、より広帯域に磁気損失を発生可能となり、IC チップ

レべルのノイズ抑制技術を大きく進展させうる。 
近傍磁界プローブ（Langer XF-R 3-1）を IC チップパ

ッケージ上に載せ、 IC チップから放射される放射ノイズ

の平面成分を測定した。磁性体は IC ダイの下に位置する

ため、このノイズは伝導ノイズ抑制の良好な尺度となり得

る。 IC チップは 100~200MHz のクロックで駆動された。 
Ba 系Ｙ型六方晶フェライト、NiCuZn スピネルフェライ

ト、Ｙ型六方晶フェライト＋カーボンペーストなどのコン

ボジット材料、および Ba 系Ｙ型六方晶フェライト、

NiCuZn スピネルフェライトなどの焼結体を 80 μm 以

下の薄さに成形して評価用 IC チップのインタポーザに実

装し、700 MHz～6 GHz の帯域における複数の代表的な

移動体通信周波数で 10 dB 以上のノイズ低減効果がある

ことを実証した。技術課題エ－２、エ－3 との連携により、

10 dB以上のノイズ低減効果は 10dB以上の受信感度改善

効果を実現できることを明らかにした（査読付き口頭発表

論文[1]参照）。 
 
 

 
図 2.2.1 複合磁性シートの SEM 写真 

 

 
図 2.2.2 複合磁性シートの比透磁率 

 

 
 

図 2.2.3 フリップチップ実装 IC チップへの磁性コンポ

ジット実装 
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２．３ 送信設備等の高調波雑音抑制のためのフィ

ルタリング技術の開発 

２．３．１ 新ノイズ抑制シートを用いたフィルタ

リングデバイスの開発 
 磁性扁平粉がポリマー中に分散された複合構造（図

2.3.1）のノイズ抑制シート（以下 NSS）を用いた 0.7～
6 GHz に対応するフィルタリングデバイスの実現に向け

て、組成、構造等を検討した。 
その結果、新たな設計指針（NSS の見かけの誘電率を

低減し、かつ飽和磁化 Ms と飽和磁歪λs が大きな材料を

用いる）を見出した。本設計指針に基づきλs =20×10-6の

合金粉末を用い、また粉末形状、粉末充填率、粉末間距離

等を 適化することにより、従来の NSS（以下 NSS-LF）
と比較し 2～6 GHz でより高い透磁率虚部μ”の値を維持

する新ノイズ抑制シートが得られた（以下 NSS-HF；図

2.3.2）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 ノイズ抑制シート（NSS） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3.2 NSS の透磁率特性 

 
２．３．２ ワイヤレス電力伝送システムから放射

される不要電波の抑制効果検証 
上記の検討で得られた NSS を用い、スイッチング素子

として GaN を用いるマトリックスコンバータを搭載した

ワイヤレス電力伝送システム（以下 WPT）から放射され

る不要電波の抑制効果の検証を行った。 
評価に使用した WPT システム（以下 EUT）は、GaN

素子を用いたマトリックスコンバータ回路、ゲート駆動回

路および制御回路で構成される主回路部と、電源入出力部

の伝導ノイズ対策部品（30 MHz 以下用）および出力部の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.3.3 評価に用いた WPT システムのブロック図と 

ノイズ対策箇所 

 
共振回路から構成されている（図 2.3.3）。電波暗室内に

EUT（出力電力：2 kW）を設置し、暗室のグラウンドに

接地した金属筐体から距離 600 mm の位置でホーンアン

テナ（周波数範囲:0.5 GHz ～6 GHz）で放射レベルを測

定した。 
EUT から放射される不要電波を測定した結果、6 GHz

までの放射ノイズが観測された（図 2.3.4“対策なし”）。

そこで、近傍磁界測定により主要なノイズ源と推定された

主回路部を、放熱を確保しつつもシールドするため、アル

ミ製のパンチングメタル（厚さ：0.8 mm、 孔径 5 mm、 
ピッチ 8 mm）で覆った。尚、このパンチングメタル製カ

バーはヒートシンクと金属筐体を介して電波暗室のグラ

ウンドに接地した。 
その結果、10～15 dB 程度の放射ノイズ抑制効果が確認

されたものの（図 2.3.4“パンチングメタル”）、不要電波は

残存しており、完全なシールドとしては機能していないこ

とが分かった。これは、接地経路が長く、接地経路のイン

ピーダンスが大きくなり、パンチングメタル自体が共振し

アンテナとしても作用したためと推定された。 
そこで、共振の抑制と放射ノイズの吸収を目的とし、図

2.3.5 に示すとおり、パンチングメタル製カバーの内面に

同じパンチ孔を設けた NSS を貼った。広帯域でのノイズ

抑制を目的に、低周波（UHF 帯～2 GHz）で透磁率虚部

μ”が高い NSS-LF、および高周波（2～6 GHz）でμ”

が高い NSS-HF の 2 種類の NSS（厚さは夫々300μm）

を重ね合わせて使用した。 
その結果、放射レベルがさらに低減されることを確認し

た。パンチングメタル製カバーで覆いきれない主回路部周 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2.3.4 不要電波抑制効果 
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図 2.3.5 パンチングメタルカバーの内面に NSS-LF、 

NSS-HF ２種類の NSS を重ね合わせて敷設 

 
辺のノイズ伝搬経路にも NSS-LF を敷設した状態では、

パンチングメタル製カバーのみの場合と比較し 大約

15dB の抑制効果が確認できた（図 2.3.4 “パンチングメ

タル + NSS”）。このように、従来の金属によるシールドで

は接地の問題等により抑えきれない放射ノイズを、NSS
により効果的に抑制できることを確認した。 

さらに、上記の対策により得られた不要電波の抑制効果

を可視化する目的で、空間電磁界可視化システム（ノイズ

研製 EPS-02Ev2）による評価を行った。評価はダイポー

ルアンテナを用いて行い、EUT の電源ユニットから 100 
mm の距離での放射レベルを(a)700～800 MHz、 (b)4.1
～4.3 GHz の帯域で観測した。ノイズ対策前後の放射レベ

ルを比較した結果を図 2.3.6 に示す。 
空間電磁界可視化システムによる評価結果からも、パン

チングメタルによる対策に NSS による対策を組み合わせ

た対策後の放射レベルが、対策前と比較して 10 dB 以上

低減されていることが確認できる。 
 以上のように、高速パワーデバイスを搭載するインバー

タ等パワーエレクトロニクス機器から放射される、移動通

信帯域（0.7～6  GHz）の不要電波を、パンチングメタル

と NSS を組み合わせることで広帯域且つ効果的に抑制で

きることを実証した。 
 
(a) 700MHz – 900MHz 
 

 

 

 

 

(b) 4.1GHz – 4.3GHz 
 

 

 

 

 
ノイズ対策（前）   ノイズ対策（後） 

 
図 2.3.6 空間電磁界可視化システムによる 

ノイズ対策前後の放射レベル比較 

 

 

 

 

２．４ 近傍磁界測定技術に関する研究開発 

２．４．１ 測定原理提案と実証 

 ノイズ対策すべき箇所をピンポイントで発見するため

には、近傍磁界を高い空間分解能で計測し、磁界分布を可

視化することが必要である。しかしながら従来の金属プロ

ーブを用いた手法は侵襲性が高く正確な測定ができない

ことが知られている[1]。そこで我々はファラデー効果を利

用した手法を提案した。ファラデー効果による磁界分布可

視化は直流磁界に対して適用されてきたが、用いる磁気光

学材料の異方性を制御することで高い周波数への適用を

試みた。加えて、パルスレーザを用いて被測定磁界の位相

情報も含めて計測すること、バースト変調を用いることに

より高感度化することを検討した。その結果、IC チップ

近傍の磁界分布を可視化することに成功し、当初の目的を

達成できた。以下その測定原理について説明する。 
 図 2.4.1 に装置の概略図を示す。パルスレーザは波長

670 nm、パルス周期 100 MHz、パルス幅 32 ps のものを

用い、外部のトリガ信号で発光させた。トリガ信号は同じ

周波数で位相の異なる 2 種類を用意し、それを半導体スイ

ッチで切り替えることによりレーザの発光位相をバース

ト変調し、変調周波数をリファレンス信号とするロックイ

ンアンプでの増幅を可能とした。光学系は光学定番上に構

成し、図 2.4.2 に示すようにレーザは対物レンズを通っ

て、DUT 上に配置したガーネットに照射され、その反射

光の偏光面の回転を計測することで磁界を計測する。 

  

 
図 2.4.1 測定装置の基本構成 

 

 
図 2.4.2 測定装置 
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図 2.4.2 IC チップ近傍の高周波磁界分布計測結果 

 

 
図 2.4.3 可搬型プロトタイプ外観 

 
 図 2.4.2 はこの装置を用いた実際の測定例である。パワ

ーアンプ IC を 1 GHz で動作させた際のチップ周辺の磁

界分布を計測した。出力端に大電流が流れていることを推

察させる磁界分布が得られており、当初目的としていたノ

イズ発生源の特定が本装置で可能であることを明確にし

た。 
２．４．２ 可搬型プロトタイプ試作 

 使い勝手の良い測定装置が望まれていることから、前述

の原理を用いた測定器の可搬型プロトタイプを図 2.4.3

のように試作した。引き続き、このプロトタイプを用いて、

種々の展示会等に出品しユーザからの意見を募り、その集

約を行なっている。 

 
２．５ 電波環境評価技術の開発 

２．５．１ 概要 

２．３で開発した NSS を用いて、WPT 用 SiC インバ

ータからの放射ノイズによる受信感度劣化を 10 dB 以上

改善可能であることを確認できた。 
 

２．５．２ 模擬送信設備共通テストベンチの開発 

２．５．２．１ ＷＰＴテストベンチ 
IEC 等で規格化が進められている仕様（表 2.5.2.1.1 参

照）を参考に周波数 80～90 kHz、送受電コイル間隔 100
～150 mm において出力 7kW を目標とした WPT テスト

ベンチの開発を行った。上記に従い製作した装置を表

2.5.2.1.2 に示す。電力変換装置には SiC 素子を用いたフ

ルブリッジインバータ方式（以下 INV）および GaN 素子

を用いたマトリクスコンバータ方式（以下 MC）をそれぞ

れ採用した。 
 

表 2.5.2.1.1 IEC 等規格化動向（IEC61980 参考） 

 
 

 

表 2.5.2.1.2 WPT テストベンチ外観および仕様 

 
 
SiC-INV 回路には、インバータの入力側の AC/DC に力

率改善を目的として 3 相 PFC 回路を適用した。（図

2.5.2.1.1 参照） 
GaN-MC 回路には MC 方式を採用しており、INV 方式

と比較して電力変換の際に DC への変換回路が無く、直接

200 V の交流電源を高周波の交流へ変換するのが特徴で

ある。また MC 方式の場合、キャリア周波数は基本周波数

の 4 倍以上が求められるため、より高速なスイッチング素

子を必要としており、GaN 素子の特性を引き出すのに

適である。なお、僅かなインダクタンス成分による誤動作

を防止する目的で GaN 素子をモジュール化した。（図

2.5.2.1.2 参照） 
本テストベンチは前述のスイッチング電源を交換可能な

ものとし、その他の周辺回路はそのまま双方に適用できる

ように調整した。この結果、その他の周辺回路の違いによ

る影響を排除し、電力変換装置の違いによる定量的なノイ

ズ比較評価が可能な環境を整えた。なお、電力変換装置を

交換した場合のWPTテストベンチの回路図を図2.5.2.1.3、

図 2.5.2.1.4 にそれぞれ示す。 
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図 2.5.2.1.1 SiC-INV 概要 

 

 
図 2.5.2.1.2 GaN-MC 概要 

 

 
 

図 2.5.2.1.3 SiC-INV 方式 WPT テストベンチ回路図 

 

 
 

図 2.5.2.1.4 GaN-MC 方式 WPT テストベンチ回路図 
 

本稿では SiC-INV 方式 WPT テストベンチにて出力試験

を実施した際の測定箇所および試験結果をそれぞれ図

2.5.2.1.3 および図 2.5.2.1.5 に示す。 
以上により製作した WPT テストベンチを CISPR 規格

の適合評価を実施し、規格に適合することを実証した。測

定評価は CISPR11 Class A Group2 に拠り実施し、その

結果を図 2.5.2.1.6、図 2.5.2.1.7 にそれぞれ示す。 
 

 
 

図 2.5.2.1.5 SiC-INV 方式 WPT テストベンチ出力評価

（送受電間隔 100mm） 

 

 
 

図 2.5.2.1.6 CISPR 規格適合評価（磁界） 

 

 
 

図 2.5.2.1.7 CISPR 規格適合評価（電界） 

 
 
２．５．２．２ 車両を含むテストベンチ設備の開発 

近年普及が進みつつある電気自動車(EV)向けの給電シ

ステムとして、大電力のワイヤレス電力伝送システム(以
下 WPT)が規格化されようとしており、今後電波環境が大

きく変化する可能性が想定される。本研究では「WPT を

雑音発生源の代表のテストベンチとした電波環境の構築

を実現する」というテーマに取り組み、前記２．５．２．

１で開発した受電ユニットを搭載し、WPT 充電機能を備

え、公道走行も可能な電気自動車を構築した。この車両を

電波暗室に持ち込み実施したＷPT 稼働時の電波環境測定

合同実験により、実際の使用環境に近い車両テストベンチ

としての有効性が確認され、不要電波測定や抑制の新規技

術開発に貢献することができた。開発したテストベンチ車

両の写真を図 2.5.2.2.1 に示す。 
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図 2.5.2.2.1 テストベンチ車両 外観 

 
ベース車両は、テストベンチとして必要になる改造を短

期間に効率的に行うため、市販ガソリンエンジン軽自動車

（ダイハツ COPEN）を東北大学未来科学技術共同開発

センターが独自で公道走行可能な電気自動車に改造した

ものを使用した。この車両には max175 V バッテリーと

インバータ駆動モーター及び有線式充電機能が搭載され

ていたが、新開発 350 Ｖ／7 kW 級 WPT 充電機能を追加

するため、図 2.5.2.2.2 のような充電回路の追加改造を行

った。 
 

 
図 2.5.2.2.2 テストベンチ車両 充電回路概要 
 
駆動用電源電圧 175 V と WPT 充電電圧 350 V の電圧

差問題は、バッテリーを 2 基に増設しその直並列接続を切

り替えることで対応している。WPT 充電装置組込は、車

両の実用性を維持するため 図 2.5.2.2.3 の位置とした。

充電の切替は専用コントローラーを開発し受電ユニット

に隣接設置し、安全カバーも設置した。また、運転席にも

切替スイッチを設置し、日常操作は運転席のみでも可能と

している。 
 

 
図 2.5.2.2.3  WPT 充電装置組込状況 
 

これらの改造により、テストベンチ専用車両ではなく、

公道走行可能でトランクの使い勝手もほぼ変わらず、街中

の充電スポットも利用可能な、より実用性の高い WPT 充

電機能付きテストベンチ車両をとすることができた。 
この車両を使用した電波暗室での不要電波測定合同実

験状況を図 2.5.2.2.4 に示す。また、充電実験に不可欠な

放電装置も、軽量コンパクトな 400 V／8 kW 級を新規製

作し実験効率化に貢献した。 
 

 
図 2.5.2.2.4  電波暗室合同実験状況 

 
 因みに、WPT 充電機能による充電（蓄電量 10 %→100 %）

は、7  kW 級出力の場合、約 1 時間で可能である。 
また、図 2.5.2.2.5 のとおり、オリジナル車と同様にル

ーフをトランクに電動収納可能で、その状態での走行/充

電もできる。 
 

       
図 2.5.2.2.5 オープンカー状態 

 

 

２．５．３ 雑音発生源近傍における電波環境評価

手法 
スイッチング機器等の装置から発生する GHz 帯域の不

要電波を無線通信機器性能に及ぼす影響評価に必要な 
－170 dBm/Hz 以下の測定が可能な電波環境評価システ

ムを構築した。 
図 2.5.3.1 に本測定システム概要図を示す。本システム

はダイポールアンテナ、ホーンアンテナ等を使用し、700 
MHz～6 GHz の帯域での測定分解能を上げるために、

HPF(High Pass Filter)で測定周波数以外の信号を抑制し、

低ノイズアンプで増幅し Signal Analyzer で評価に 適

な信号レベルをアッテネータで調整することで、700 
MHz～6 GHz の周波数帯域で-170 dBm/Hz 以下の高感度

測定を実現した。 
 

 
図 2.5.3.1 不要電波測定システム構成図 
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図 2.5.3.2 無線通信信号と SiC-INV 方式 WPT テスト 

ベンチからの不要電波 

 

図 2.5.3.2 に昭島地区で無線通信信号と SiC-INV 方式

WPT テストベンチからの距離 10 cm でダイポールアンテナ

を用い無線通信信号と不要電波を評価した結果を示す。 

本測定は、通常雰囲気での測定にため測定値の精度は十

分ではないが、1.5 GHz 帯域で無線通信信号に影響を及ぼ

す不要電波が装置から発生していることが確認できる。 

図 2.5.3.3 に GaN-マトリックスコンバータ方式 WPT
テストベンチを用いた不要電波レベルの測定箇所を示す。

測定においては不要電波レベルが も大きい箇所で評価

を実施し、垂直偏波成分の強度がより強いかったため、評

価は垂直偏波成分で統一した。 
 測定には周波数特性はホーンアンテナを使用し距離、角

度依存性評価にはダイポールアンテナを使用した。 
図 2.5.3.4～図 2.5.3.5 に評価結果を示す。テストベン

チからの不要電波は 6GHz 付近まで発生していることが

判明し、距離依存性では 840Mhz の不要電波が 4m での

距離でも無線通信性能に影響を及ぼす-170dBm 以上のレ

ベルが存在することが確認でき、不要電波対策材料(NSS)
により不要電波レベル 20dB 程度の改善効果が実証した。 
 

 
 

図 2.5.3.3 テストベンチ装置の不要電波強度測定位置 

 

 
図 2.5.3.4 不要電波周波数特性（GaN-MC WPT） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.5.3.5 不要電波の距離、角度依存性 

 

 

２．５．４ 電波環境試験実施環境 

２．５．４．１ はじめに 

半導体集積回路(IC)の高速化・大規模化・高機能化によ

り、ディジタル回路やスイッチング電源回路などの周期動

作による電源ノイズが広帯域化し、無線通信機器の小型化

における妨害要因としてノイズ干渉が課題となる。電波環

境試験は、半導体 IC チップ等のスイッチングデバイスに

よる不要電波の干渉について、LTE 等の移動通信性能を指

標として評価する手法を提供する。 
 

２．５．４．２ ノイズ評価環境 

ノイズ発生回路を搭載した IC チップをプリント基板に

実装し、その動作時における近傍磁界ノイズを磁界プロー

ブにより測定した。測定系の概要を図 2.5.4.1 に示す。ノ

イズ発生回路として、クロック信号に同期してバイナリデ

ィジタル値を直列に接続したフリップフロップ内部でビ

ット移動する、シフトレジスタ回路のアレイ構造とした。

ディジタル IC の も基本的な回路構造とみなすことがで

きる。ノイズ発生のパラメタとして、クロック周波数（～ 
1 GHz 程度）、回路の動作列数（1～512）、さらにビッ

トパターン(000…00～010101…01)を設定できる。 
ノイズ発生回路は入力するクロック信号と同期したノ

イズを発生する。ここでは、中心周波数 2.12 GHz、スパ

ン 5 MHz の LTE 信号との干渉を評価するため、クロッ

ク信号を 106 MHz として、その高次高調波を図 2.5.4.2

のように観測した。基本周波数に対して広い周波数範囲に 
 

 
 

図 2.5.4.1 ノイズ発生回路と近傍磁界ノイズの測定 
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高調波が分布していることがわかる。とくに、第 20 次高

調波に着目すると、LTE 通信方式の利用する周波数帯域

のうち、Band1(2110-2170 MHz)に相当し、このとき、ノ

イズ密度は-107.7 dBm/Hz と観測されている。 
 

図 2.5.4.2. ノイズ発生回路の近傍磁界ノイズ 

 
２．５．４．２ 移動通信性能を指標とした評価 

高次高調波が LTE 通信に与える影響を LTE 信号に矩

形波の高調波を意図的に重畳し、スループットを評価した。 
移動通信性能の評価にはハードウェアとソフトウェア

の協調による環境である HILS 手法と RF フロントエン

ドの動作記述モデルを用いたフルシステムシミュレーシ

ョン手法の二通りの手法を利用できる。 
HILSによる評価システムでは、PC端末上の通信シス

テムシミュレータ上で生成されたLTEの受信信号のデー

タを基に信号発生器から実信号を発生させ、RFICチップ

に入力する。チップ内では入力された信号は低ノイズア

ンプで増幅され、ミキサーにより低周波にダウンコンバ

ートされ、90度シフトされたI/Q信号に変換されて出力さ

れる。出力された信号は信号解析器にデータとして蓄積

され、通信システムシミュレータ上でデータ解析を行う

ことで通信品質を評価する。 
他方、通信システムシミュレータによる評価システムで

は、LTE 級 RF フロントエンドの実回路を動作モデルで

記述するとともに、LTE 受信信号に帯域内ノイズを重畳

して RF フロントエンドの信号端子に入力し、RF フロン

トエンドによる受信動作をシミュレーションし、通信品質

を評価する。このような評価システムを本稿ではフルシス

テムシミュレーションと呼ぶ。 
 

 
図 2.5.4.3. 移動通信性能と不要電波干渉の評価 

 
LTE 通信信号にノイズ発生回路の近傍磁界ノイズ（＝不

要電波）を重畳することにより、不要電波の移動通信性能

干渉について移動通信シミュレーションにより図

2.5.4.4 のように評価した。図の横軸に LTE 信号電力レ

ベル、縦軸に LTE 通信スループットを示している。不要

電波を導入しない場合を参考(Ref、赤)とし、このとき、ス

ループット 95%以上の 小受信感度は-102 dBm 程度であ

り、3GPP による LTE 受信性能の規定値を満たしている。

他方、ノイズ発生回路による第 20 次高調波に相当する不

要電波の重畳（青）により、 小受信感度が-87 dBm に劣

化していることがわかる。 
図 2.5.4.4. 移動通信性能への影響の評価例 

 

２．５．４．３ まとめ 

このように本研究開発では、スイッチングデバイス近

傍における不要電波を計測し、移動通信システム性能を

指標に評価する電波環境試験手法および試験環境を確立

した。ノイズ抑制材料やノイズフィルタリング技術等の

不要電波対策手法について移動通信性能の改善効果を定

量化でき、設計段階の導入を促進できると考えている。 

 
３．今後の研究成果の展開 

３．１ 実用化の目途 
 2020 年度を目標に、ワイヤレス電力伝送システム用ス

イッチング電源等に搭載し無線設備への干渉を防止する

フィルタリングデバイスとしての実用化・製品展開を計画

している。 
 放射抑制型の WPT 試作機をベースに 2019～2023 年度

にかけて、各産業分野向けに電動車両用等の WPT 実用化

を計画している。 
本研究開発で実施している可搬型測定装置開発結果を 

基にして、2021 年度を目標に光プローブを用いた近傍高 
周波磁界計測装置の実用化を計画している。 
 以上の実用化展開の準備、研究開発成果の啓発、および

研究開発内容への反映などを目的に、2 回にわたり公開実

験・展示を行い、高い反響を得た。 
(1) MWE2018、2018 年 11 月 27 日～30 日、パシフィ

コ横浜）における実施５機関合同の展示デモ。展示

会登録者 3705 名。 
(2) 産学官金連携フェア 2019 みやぎ、みやぎ産業振興機

構主催、2019 年 1 月 22 日、仙台国際センターにお

ける実施５機関合同の展示デモ、参加者数 600 名。 
 

３．２ 国際標準化への貢献 
IEC TC51/WG10 国内委員会（磁性部品及びフェライ 

 

 
図 3.1 MWE2018 公開実験・成果展示の状況 

‐90

‐80

‐70

‐60

‐50

‐40

‐30

0 1 2 3 4 5

M
ag
n
it
u
d
e
 (
d
B
m
)

Frequency (GHz)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

‐105 ‐100 ‐95 ‐90 ‐85

th
ro
u
gh

p
u
t(
%
)

LTE信号レベル(dBm/5MHz)

ref

band1(第20次高調波重畳)

受信感度劣化



 

電波資源拡大のための研究開発 

第 12 回成果発表会（2019 年）  

ト材料／高周波 EMC 対策磁性材料および部品）において

フィルタリングデバイスの透磁率や誘電率の測定方法を

IEC62333-2 の TR（Technical Reports）として発行すべ

くラウンドロビン試験および文書の取り纏め活動を行っ

た。その結果、2019 年 3 月に IEC TC51・アナハイム会

議において日本をPLとしてTRを纏めることが決定され

た(Decision 2019-13)。 
また、代表研究責任者が IEC TC51/WG10 のエキスパ

ートとして、IEC62333 ノイズ抑制シートの特性測定法に

関する Technical Report(TR) 等への貢献により、

IEC1906 賞の受賞者として表彰を受けた。 
 

４．むすび 

 本研究開発は、材料および部品開発から、SiC や GaN
素子を用いた電気自動車用 3~7 kW 級 WPT 装置の試作

開発、CISPR11 Class A Group2 許容値より 20 dB 以上

高感度な GHz 帯の不要電波測定系の開発、ならびに不要

電波による受信感度へのインパクトの定量的掌握まで、広

範囲な研究開発を行い、所期の成果を挙げることができた。

とくにパワーエレクトロニクス機器から放射される GHz
帯の不要電波による無線機の受信感度劣化を明確に実証

し、その対策法を確立できたことは、電波の有効利用の推

進に大きく貢献できると考えている。 
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