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1. はじめに

　周波数30 MHz以下の電波については、従来の通信・放

送だけでなく、ワイヤレス電力伝送システム(WPT )など

身近で比較的強い電波を発射する利用が普及してきた。

また、スイッチング電源回路などのノイズ源も増加して

いる。このような時代の流れを受けてCISPRでは、2012

年のバンコク会議でEMI測定の必要性について議論がな

され、国際規格の策定に向けた活動が開始された。

　かねてより、NICTでは産業技術総合研究所と共同で、

ループアンテナの校正法，磁界強度の物理標準について

共同研究を行っていたが、2014年に発行されたCISPR 

16－1－6の初版には、ループアンテナの校正法として

TEMセルを用いた校正法しか記述されていなかったた

め、2つのループアンテナを対向させて行う校正法の追

加を目標として活動を行った。

　構造が最も単純な単巻のループアンテナは、ループエ

レメント1周の長さが1波長となるときに共振することが

知られているが、30 MHz以下のEMI測定で用いるのは、

波長に比べて十分に小さな微小ループアンテナである。

測定対象とする周波数範囲が9 kHz～30 MHz、波長で表

すと10 m～33.3 kmであり、3桁を超える極めて広い周

波数範囲が測定対象となっていることも特徴である。

2. ループアンテナの構造について

　放射妨害波の測定に使用するループアンテナの構造と

しては、次の2つの要件が課されている[1, 2]。

　1. 電気的に遮蔽された枠型空中線であること

　2. 一辺が0.6 mの正方形の中に完全に入る大きさであ

ること

ここで、「 枠型空中線」とは、ループアンテナのことで

ある。「 電気的に遮蔽された」は、文字どおり、電気シー

ルドされていることを意味する。　

　図1に、電気シールドされたループアンテナの例を示

す。ループアンテナが電気シールドされることによって、

バランや同調回路、同軸ケーブル、受信機を含め、すべ

てが電気シールドされるので、周囲からの雑音の影響を

受けない構造となる。ただし、このままではループ面を

鎖交する磁界を受信することができないので、ループ部

分にギャップを設けて給電部とし、ループアンテナとし

て動作させる。また、大きさに関しては、ループエレメ

ントの太さも含めて一辺が0.6 mの正方形の中に完全に

入らなければならないとされている。これはループエレ

メントの太さも含むことに注意が必要である。市販され

ているループアンテナの一部は、太さを含めると、60 

cmの正方形に収まらない。

　ところで、「 電気シールドされたループアンテナ」と

　現在、CISPR SC－A (国際無線障害特別委員会A小委員会)では、30 MHz以下の放射妨害波測定(EMI測定)に関す

る国際規格づくりを行っている。EMI測定法、測定サイト評価法、ループアンテナ校正法が検討されており、とくに、

ループアンテナの校正法については、CISPR 16－1－6の改定版が2022年3月3日に発行された。本稿では、EMI

測定に用いられるループアンテナの基本特性について焦点を絞って解説を行う。
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いうと、シールデッドループアンテナと呼ばれる図2に示

す構造のループアンテナを思い浮かべるかも知れない[3]。

このアンテナはバランを備えなくても、周波数に依らず、

常に同振幅・逆位相の給電を行うことができるという特

長を持つアンテナである。また、電磁界シミュレーター

を用いて得られた結果と比較可能(Calculable )なため、物

理標準、基準アンテナに適しており、情報通信研究機構

(NICT )では、このシールデッドループアンテナを標準器

として、校正サービスを提供している。計量法に基づく

JCSS登録事業者(国際MRA対応)としてサービスを提供し

ており、電波法を含む、各種法令に適用可能な校正証明

書を発行している[4]。

 0.6 m
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図1　EMI測定用ループアンテナの要件
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図2　シールデッドループアンテナ

3. ループアンテナの動作原理について

　ループアンテナというと、ダイポールアンテナと対を

なすアンテナとして学ぶことが多い[3]。受信アンテナと

して使用した場合には、ループ面を垂直に鎖交した磁界

の大きさの時間変化に比例して、ファラデーの電磁誘導

の法則に基づいて、逆起電力が生じることによって電波

を受信できると学ぶ。また、「 電界を測定したければダ

イポールアンテナ、磁界を測定したければループアンテ

ナ」と考える人が多いと思われる。

　しかしながら、実際は、入射する磁界だけでなく、電

界によっても起電力が生じる。電界用アンテナとして用

いられる代表例としては、「 折返し( folded )ダイポール

アンテナ」がある[5]。テレビ用の八木・宇田アンテナの放

射器として見ることができるアンテナである。そもそも、

ダイポールアンテナと名づけられていることからも電界

受信用のアンテナとして認識されており、文献[5 ]でも

直線状アンテナの一つとして取り扱われている。

　なぜ電界用アンテナとして動作するのかについては、

図3に示すように、ループアンテナを送信アンテナとし

て使用したときに、ループエレメントに流れる電流分布

を考えると理解しやすい。

　まず、B－B’の位置からループエレメントに給電したと

き、電流分布は、図中、水色の線で示しているとおり、

給電ギャップから最も離れたA－A’の位置で最大、B－B’の

位置で最小となる。これは、スタブの先端を短絡した

ショートスタブの電流分布を思い出していただきたい。

A－Bの長さが4分の1波長(λ/4 )になると、B－B’から、A－

A’側をみたとき、開放(Open )しているようにみえる。こ

のとき、ループアンテナとしては、入力インピーダンス

が大きくなり、いわゆる反共振と呼ばれる状態となる。

　このループアンテナを、図3 (a )に示すようにC－C’間が

狭くなるように変形した場合、2つの線路の電流は、同

振幅・逆位相で分布し完全に相殺する。一方、図3 (b )  に
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図3　ループアンテナの電流分布
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示すように、A－B間が狭くなるように変形したとした場

合、2つの線路の電流分布は異なっており、したがって

完全に相殺せず、差分が残る。この差分がダイポールア

ンテナのように振る舞うため、電界を送受信する特性を

得る。電流分布の差分は、周波数が高くなるにつれて大

きくなるが、差分が最大となるのは、ループエレメント

の長さが1波長、すなわちA－B間の長さが半波長(λ/2 )

になったときであり、電流分布は同振幅・同位相となって、

折返しダイポールアンテナとして動作する。

　直径が60 cm (円周1.885 m )のループアンテナで、最

も波長が短い30 MHz (λ=10 m )の電波を受信したとき、

図4に示すように、A又はBの方向から電波が到来する場

合と、C又はC’の方向から電波が到来する場合とで、同じ

強度の電波(平面波)を受信しているのにも関わらず、出

力電圧に0.42 dBの差が生じる。これは、ループアンテナ

が無指向性アンテナではなく、指向性を有するアンテナ

として動作していることを意味しており、次章で述べる

「 磁界アンテナ係数」も0.42 dBの違いが生じることを意

味している。

　また、実際のEMI測定では、供試機器が大きさを持つ

ため、常にC又はC’の方向だけから受信することはできず、

磁界だけの測定ができなくなる。もちろん、小さなルー

プアンテナを使用すれば、30 MHzであっても無指向性ア

ンテナとして動作するようにはなるが、後述するように

ループ面積が小さくなるため起電力が低下し、出力が小

さくなるという問題が生じる。

4. 磁界アンテナ係数

4.1 磁界アンテナ係数の定義

　30 MHz以上の周波数帯では電界強度を測定するため、

アンテナの特性を表すパラメータとして、アンテナ係数

を用いるが、ループアンテナの場合には、磁界強度を測

定するため、アンテナの特性は、「磁界アンテナ係数」

で与える。

　磁界アンテナ係数 は、図4に示すCまたはC’の方向

から、ループアンテナに到来する平面波の磁界強度Hと、

アンテナに接続された測定器による受信電圧Vとの比、
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図4　ループアンテナの指向性

　　  ループ直径60 cm、周波数30 MHzの場合

　　     
         　                                     　　　　　 

[ S/m]　(1 )

で定義される。単位は S/mとなる。実際にはdBで扱う

ので、H [dB (µA/m ) ]とV [dBµ ]の差、

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  
 [dB (S/m ) ]　(2 )

で定義される。校正されたループアンテナを使えば、

　　

                               
[dB (µA/m ) ]　(3 )

から、受信電圧Vを測定すれば、磁界強度Hを求めるこ

とができる。これは、30 MHz以上で用いられているア

ンテナ係数と同じであり、アンテナと受信機の間に挿入

するケーブルの損失や減衰器の減衰量について補正が必

要なことも同じである。

　ここで、先に述べたように、磁界の到来方向を、C又

はC’の方向と定義すると、次の2つの理由から都合がよ

い。一つは、電界強度との換算を行う場合があるためで

ある。電界強度を使って許容値を決めている規則・法令

の場合には、測定によって得られた磁界の強さに、空間

インピーダンスを考慮して、電界強度に変換することが
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行われる(等価電界強度と呼ぶことがある)。

　　

                              
[dB (µV/m ) ]　(4 )

　空間インピーダンス(20 log10 (120π) =51.5[dB (Ω) ] )で

変換していることから、「ループアンテナは磁界の強さ

だけに応答する」ことが前提条件となっている。もう一つ

は、波源の極めて近傍で測定する場合には、磁界は伝搬

方向にも成分を有しており、波源に対して虫眼鏡のよう

に配置して、磁界強度を測定する場合がある。このとき

の磁界の強さと出力の関係も、遠方からの平面波を受信

したときと同じ磁界アンテナ係数を使うことが可能であ

り、ループアンテナの特性を一つのパラメータで表現で

きるためである。

　実際のEMI測定は、金属床面上で行われることになる

が、金属床面に近い空間では、境界条件を満足するため

に、電界の水平成分はゼロとなり、垂直成分しか存在し

なくなるため、給電ギャップは、ループエレメント上の

金属床面から最も遠い点(頂点)又は最も近い点(底点)に

くるように設置する。

4.2 磁界アンテナ係数の等価回路表現と周波数特性

　受信ループアンテナの等価回路は、図5のように表すこ

とができ、磁界アンテナ係数は次式のとおり表現できる。

　　
                                 (5 )

　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　 　(6 )

　　                                          　　
(7 )

　　　　　　　　　

　ここで、 はループエレメントの入力インピーダンス、

はループの面積、 は真空中の透磁率、 は角周波数

( =2πf )、 は測定系の特性インピーダンス(50  )、

ABCDとあるのは、バランや同調回路、プリアンプといった

エレメントに付属する回路のF行列(縦続行列)の要素、

はエレメント付属回路を含むアンテナ全体の入力イン

ピーダンス(我々がネットワークアナライザ等を使って

測定できる量)、 は、ループエレメントの給電ギャップ

から付属回路をみたときの負荷インピーダンスである。

　式(5 )から、まず面積 が大きくなると磁界アンテナ

係数が小さくなる、すなわち同じ磁界強度に対して出力

が大きくなることが分かる。円形ループの場合、面積は

半径の自乗に比例することから、半径が2倍になれば、

感度は4倍向上し、磁界アンテナ係数は12 dBほど小さ

い値となる。

　いま、簡単のために、付属回路が接続されていないと、   

　A =D =1, B =C =0を代入して、

　　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

(8 )

を得る。また、扱う周波数が極めて低いとき、ループエ

レメントの入力インピーダンスは、リアクタンス成分が

支配的であり、ループエレメントのインダクタンスをL

とすれば、 と近似できる。これを、式(8 )に代

入すると、次のことが分かる。

a.　 を満足するとき

　磁界アンテナ係数は、

　　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

(9 )

と近似でき、周波数に反比例して小さくなる。横軸を周

波数で表すと、－20 dB/decade (周波数が10倍になると

20 dB減少する)の直線に漸近する。

b.　 を満足するとき

　磁界アンテナ係数は、

　　

                     
(10 )

のように近似でき、周波数に反比例せず一定値となる。

H

VL Z0
Z01

図5　ループアンテナの等価回路表現
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　a.として挙げた「周波数が高くなるにつれて、磁界ア

ンテナ係数の値が小さくなり出力が大きくなる」という

特徴は、高調波を測定するときに有利かもしれない。プ

リアンプが飽和しない限りにおいては、高調波が測定し

やすくなる可能性がある。

　一方、b.として挙げた「負荷のインピーダンスを小さ

くしてやれば、磁界アンテナ係数が周波数に依らずに、

ほぼ一定の値となる」という特徴は、スペクトラムアナ

ライザやEMIレシーバーの画面に表示された測定結果か

ら、そのままの最終結果を直感的に知ることができ便利

かも知れない。

　図6は、直径60 cm のループアンテナの磁界アンテナ

係数の周波数特性を計算した例であり、負荷のインピー

ダンスを変化させた結果である。 =1 kΩのとき、磁

界アンテナ係数は －20 dB/decadeの直線に漸近するが、

が小さくなると、磁界アンテナ係数の周波数特性は

変化し、 =0.01 Ωのとき、測定対象となる9 kHz～

30 MHzの範囲で、磁界アンテナ係数は一定値と見なせ

るようになる。磁界アンテナ係数の値は大きくなってし

まうが、広帯域のプリアンプを用いることで磁界アンテ

ナ係数の値を小さくすることができる。プリアンプを搭

載したアクティブループアンテナの中には、このような

工夫を施すことによって、磁界アンテナ係数の値が周波

数に依らずに一定となるようにしている製品もある[6]。
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図6　磁界アンテナ係数の負荷インピーダンス依存性

　　　　　　　　  ループ直径60 cm

4.3 地上高依存性

　30 MHz～1,000 MHzのEMI測定では、金属床面上で

測定を行うと、アンテナエレメントのインピーダンスが、

金属床面の影響を受けるため、アンテナの高さや偏波に

よって、アンテナ係数が変化する。そのため、アンテナ

係数には、水平偏波・高さ2 mのアンテナ係数、垂直偏波・

高さ3 mのアンテナ係数といった具合に、偏波や高さに

関する条件が付されている。近年、CISPR規格をはじめ

とする規格や法令では、自由空間中におけるアンテナ係

数を用いる流れとなっている。

　ループアンテナを用いた測定では、雑音源とアンテナ

との間の距離が近い、いわゆる近傍界での測定になる。

そのために、ループアンテナの中心の高さ(例えば1.3 m )

を固定したまま、磁界の3成分(Hx, Hy, Hz )を測定でき

るように、向きを変えて測定する必要がある。

　そこで、ループアンテナ係数が金属床面から受ける影

響について計算を行った。図7 (a )に示す3つの配置にお

いて、ループエレメントからの放射が最も強く、金属床

面からの影響を受けやすくなる30 MHzにおいて、給電

ギャップから付属回路側をみたときの負荷インピーダン

スが =0.1 Ωであり、磁界アンテナ係数が、ループエ

レメントのインピーダンスの変化を最も強く受ける条件

を与えたときの、磁界アンテナ係数の自由空間値からの

差を計算した。

　結果は図7 (b )のとおりであり、高さや偏波の違いによ

る金属床面の影響は、無視できるほど小さいことが分かっ

た。このことは、ループアンテナの高さや偏波によって

磁界アンテナ係数を区別する必要は無いことを意味する。
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図7　磁界アンテナ係数の地上高依存性

5. 測定上の問題点

5.1 不整合の影響

　ループアンテナの特徴の一つに、反射係数の大きさが

挙げられる。給電ギャップからループエレメントを見た

とき、とくに周波数が極めて低いときには、単なる短絡

(Short )に見える。このことは、短縮ダイポールアンテ

ナやバイコニカルアンテナを使って測定を行うとき、周

波数が低くなるとコンデンサが付いているだけのように

見えてしまうのと同じである。

　このとき、ループアンテナと受信機の間を繋ぐ同軸

ケーブルに定在波が生じるため、同軸ケーブルの長さの

違いによって測定結果に違いが生じる。その結果、自社

で試験したときにはノイズが小さかったのに、試験本番

でノイズが大きくなって不合格になってしまったといっ

た「EMI測定の再現性を悪化させる問題」を引き起こす。

　不整合の影響を削減するには、固定減衰器を挿入する

方法が用いられるが、微弱なノイズ信号を測定するため

に必要なSN比が犠牲になってしまうため、今後、固定減

衰器を挿入する以外の方法で、不整合の影響を改善する

策を開発することが期待される。なおこの課題は、30 

MHz以上でも同様の課題である。ミリ波帯ではアイソ

レータが広く用いられている。

　固定減衰器を挿入した場合については、文献 [7]に解

説がなされているが、今回は、Sパラメータを使って解析

を行うこととし、固定減衰器の減衰量や同軸ケーブルの

通過損(ケーブル・ロス)だけでなく、反射についても考

慮し、どのような問題が生じるかを確認することにした。

　図8に示すのは、ループアンテナと受信機を同軸ケー

ブルで接続した様子である。アンテナと同軸ケーブルの

間に固定減衰器T、同軸ケーブルと受信機の間に固定減

衰器Rを接続している。アンテナを信号源として見立て

て、それぞれの特性を、Sパラメータを使って表している。

　このとき、ポートBから固定減衰器Tを通してループ

アンテナ側をみたときの反射を 、ポートCから固定減

衰器Rを通して受信機側をみたときの反射を とする。

　磁界アンテナ係数のループアンテナを使って、磁界H

を受信したとき、受信電圧は次の式で与えられる。

　　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

(11 )

ここでMは反射によって生じる影響を表す項であり、

  　　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  

(12 )  
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で表される。もし、固定減衰器T、固定減衰器R、受信機

に反射がない( )

ならば、ループアンテナに大きな反射があっても、式

(12 )は、M =1となり、固定減衰器の減衰量や同軸ケー

ブルの通過損を補正すれば、正しい測定値が得られる。

　通常、dBで扱うことと、固定減衰器や同軸ケーブルの

減衰量は、 [dB]で表すことを考慮

すると、式(11 )は、

    

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　(13 )

となる。ただし、

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　(14 )

とした(負号が付いていることに注意)。ここで、式(13 )

を変形すると、

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　(15 )

となり、「受信した磁界の強度は、スペアナで受信した電

圧に、磁界アンテナ係数、固定減衰器の減衰量、ケーブ

ル・ロスを足して(補正して)決定する。」という、普段、

見慣れた式を得る。

　ただし、式(15 )には、普段は考慮していない が

含まれている。これは、反射による影響は無視できる

( =0 dB )として、磁界強度(30 MHz以上では電界強

度)を求めていることを意味している。

　図9は、式(15 )において、固定減衰器T, Rの効果とあ

わせて、 の影響(反射の影響)がどれくらいあるのか、

について検討した結果である。2個の固定減衰器T, Rや

同軸ケーブルのSパラメータは式(16 )のとおり与えた。

反射係数の値としては、0.01 (－40 dB )を与えている。

ループアンテナの反射は =0 (0 dB )、受信機の反射は

=0.091 (－20.8 dB, VSWR=1.20 )とした。また、周波

数は30 MHz, 同軸ケーブルの電気的な長さを20 m とし

ている。

　　                       (16 )

　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

　固定減衰器の接続については、①何も接続しない場合、

②アンテナ側に6 dBの固定減衰器を取付ける場合、③受

信機側に6 dBの固定減衰器を取付ける場合、④アンテナ

側と受信機側に、3 dBずつ固定減衰器を取付ける場合の

4通りについて検討した。

　図をみると、①の場合と比べて、いずれの場合でも、

固定減衰器を挿入することによって定在波の大きさが小

さくできることが分かる。また、固定減衰器や同軸ケー

ブルが有する反射による影響 を無視せずに計算する

と、定在波とは別に、0.8 dB程度のオフセットが生じてお

り、できる限り反射が小さい固定減衰器や同軸ケーブル

を使う必要があることが分かる。また、②のグラフが、

Z0 Z0 Z0 Z0

VL

H

T R

2020 

m

A B C D

図8　受信系
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定在波の波高を最も低く抑えられており、固定減衰器は、

反射係数が大きいもの(今回はループアンテナ)に集中し

て取付ける方が、効果的であることが分かる。

　この結果は、EMI計測における一般的な考え方であり、

短縮ダイポールアンテナや、バイコニカルアンテナのよ

うな反射が大きくなるアンテナを用いる場合にも活用で

きる。

　繰り返しになるが、できるだけ正しい磁界強度・電界

強度を得るために、固定減衰器を用いる場合は、次の3

つの要件を満たす必要がある。

　・SN比に気をつけて、減衰量を選ぶこと。

　・反射が小さな固定減衰器を使用し、オフセットを低

減すること。

　・固定減衰器は、反射係数が一番大きなもの(アンテ

ナor受信機)に取り付けて、定在波の波高を抑える

こと。

0

0.5

1

1.5

2

0 5 10 15 20

E
rr

o
r 

    
 [

d
B

]

x [m]

T R

0 dB 0 dB

6 dB 0 dB

0 dB 6 dB

3 dB 3 dB

図9　同軸ケーブルに生じる定在波の低減

　5.2 内蔵プリアンプの飽和

　最後に、プリアンプの使用について述べる。ループア

ンテナを使ったEMI測定では、受信感度が不足しがちに

なるため、プリアンプが内蔵された製品が、アクティブ

ループアンテナと称して販売されている。

　ループアンテナの出力は、図6に示したように、負荷

インピーダンスを小さくしない場合は、周波数が高くな

るにつれて出力が大きくなる。例えば、ワイヤレス給電

装置で使われている100 kHz付近の信号を受信した場合

と、中波放送で使用されている1 MHz付近の信号を受信

した場合とで、ループエレメント自体に20 dBの出力の

差がある。短波放送で使われている10 MHzの信号を受

信した場合には、40 dBもの違いがある。共振ダイポー

ルのように周波数選択性を有しないため、よく考えて使

わないと、プリアンプは容易に飽和する。

　一方、プリアンプを内蔵していないパッシブループア

ンテナと、外付のプリアンプを用意し、両者の間に、フィ

ルタを挿入することで、周波数選択性を持たせ、プリア

ンプを飽和させない方法が考えられる。この場合には、

ループアンテナとプリアンプとを繋ぐ同軸ケーブルで生

じる定在波が問題になるため、ループアンテナとプリア

ンプの間に固定減衰器を挿入することになるが、前述の

とおり、固定減衰器は、プリアンプの入力端子ではなく、

ループアンテナの出力端子に接続するのがよい。

6. おわりに

　本稿では、9 kHz～30 MHzのEMI測定に用いるループ

アンテナの基本的な特徴について説明を試みた。CISPR

規格が整備されること、ワイヤレス給電装置など、通信・

放送に限定されない電波の新しい利用法が普及していく

ことにより、9 kHz～30 MHzにおけるEMI測定は、本格

化していくことが予想される。

　この周波数帯での測定は、ノイズ源からの距離が極めて

近い測定となるため、実際に測定してみないと分からない

ことも多い。周波数が低い領域だからといって測定が簡単

になるわけではなく、低い周波数帯ならではのノウハウ/

経験の蓄積が必要となりそうである。

　今後、様々な機器に対し多くの測定を行って、経験を

積み重ね、情報をシェアして、効率的なEMI測定、効果

的なEMI対策が行えることを願っている。
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