
IEEE EMC-S Japan Joint / Sendai Chapters 特別講演会（2018.5.30）

実施報告 

 

2018 年 5 月 30 日に IEEE EMC-S Japan Joint / Sendai Chapters が開催されました。Kris 

Hatashita 氏による、Electromagnetic Environmental Effects in the Military の講演が行われ

ました。29 名の参加者があり、熱心な議論が実施されました。 

 

 

 

 

 

 



IEEE EMC-S Japan Joint / Sendai Chapters特別講演会 
 
 IEEE EMC Society Japan Joint/Sendai Chaptersでは、会員サービスの一環と致しまして、IEEE 
Distinguished Lecturerによる特別講演会を開催致します。本講演会は事前に参加申し込みをして頂

ければ、IEEE会員/非会員に関わらず、どなたでも自由に参加頂けます。なお、講演会後に懇親会も

あわせて開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしています。 
 
 主   催： IEEE EMC-S Japan Joint / Sendai Chapters 
 期   日： 2018年5月30日 水曜日 15:00～17:00 
 会   場： 東宝土地株式会社 貸し会議室（電話：03−3239−0811） 

  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町３丁目２  

   (会場へのアクセスは次頁をご参照ください) 

U   R   L： https://www.ieee-jp.org/section/tokyo/chapter/EMC-27/ 
 参加申込み： 下記の申込欄にご記入の上、呉（ifong@nict.go.jp）まで送りください。 

─────────────────────────── 
◇ 御氏名 ( ) 
◇ 御所属 ( ) 
◇ 講演会に 参加します 欠席します 
◇ 懇親会に 参加します 欠席します 
─────────────────────────── 

 ※会場予約の都合のため、誠に勝手ではございますがご出席頂ける方は、5月25日(金)までにご連

絡ください。なお、当日参加も可能ですが、事前申込にご協力願います。 
※懇親会（別紙参照） 

  
＜講演タイトル＞ Electromagnetic Environmental Effects in the Military 
－講演は英語です。通訳はつきません－ 

 
(Lecture Summary)  

Military electromagnetic compatibility (EMC) is a matter of life and death as modern war-fighters 
rely on the safe, secure and reliable functioning of their devices.  Military EMC includes aspects of 
electronic interoperability that are seldom or never considered in the commercial realm.  This talk 
presents technical details of EMC consideration in tactical and strategic military operations. The 
topics discussed include hazards of electromagnetic radiation to ordnance (HERO), electromagnetic 
data security (EMSEC), counter (CIED) EMC issues and includes first-hand experiences of work 
done in the Afghan theatre. 
 

 

https://www.ieee-jp.org/section/tokyo/chapter/EMC-27/


(講演概要） 

近代の戦闘機に代表されるような安全性や信頼性が機器の性能に依存する軍事部門においては、

電磁的両立性（EMC）は人命に関わる大きな課題である。軍用機器におけるEMCには、商用製品では

めったに考慮されることのない電子相互運用性（electronic interoperability）という考え方が適

用される。本講演では、戦術と戦略の両面において軍事作戦で考慮されるべきEMC技術について詳細

を紹介する。トピックスは、電磁妨害による兵器への影響（HERO）、電磁気的なデータセキュリテ

ィ（EMSEC）、対IED（Improvised Explosive Device：即時爆発装置）のEMC問題、そしてアフガニ

スタンにおける体験談を紹介する。 

 

 

Kris Hatashita studied physics at the University of Waterloo and has been an 
EMC professional for thirty years working for industry and government 
organizations as an EMC subject matter expert.  His list of clients includes 
General Dynamics Canada, The Royal Canadian Mounted Police, Lockheed 
Martin Canada, The Canadian Parliament and The Communication Security 
Establishment Canada. 

Kris was proclaimed to the IEEE EMC Society Board of Directors in 
2014-2015 and was the General Chair of the EMC Symposium in Ottawa in 

2016. 
Currently, Kris is on the IEEE EMC Society Board of Directors and an IEEE Distinguished Lecturer.   
He is also a lecturer at the Canadian Forces School of Communication and Electronics at the 
Canadian Royal Military College in Kingston and a consultant to the Canadian Department of 
National Defense for the Army Communications Group. 
 

（講師略歴） 

クリス・ハタシタ 

ウォータールー大学物理学専攻。30年間にわたりEMCの専門家として業界や政府機関の指導に従事。

主要取引先は、カナダのジェネラル・ダイナミックス、王立カナダ騎馬警察、カナダのロッキード・

マーチン社、カナダ議会、カナダ通信安全保証部ほか多数。2014～2015年にIEEE EMC Society理事、

2016年にオタワで開催されたEMC シンポジウム実行委員長を歴任。現在は、IEEE EMC Society理事、

IEEE Distinguished Lecturer Program特別講師、キングストンにあるカナダ国防士官学校カナダ軍

通信電子学院講師、カナダ国防省陸軍通信グループコンサルタントを務める。 

 

 

 

 

 

 



■会場（東宝土地株式会社 貸し会議室）へのアクセス 

 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町３丁目２ 

電話：03-3239-0811 

  

最寄り駅 

「神保町駅」 より徒歩2分 (都営新宿線・都営三田線・半蔵門線)  

「九段下駅」 より徒歩4分 (都営新宿線・東西線・半蔵門線)  

「水道橋駅」 より徒歩10分 (JR総武線)  

 

 

 

■参加申込みに関するお問い合わせ 

IEEE EMC-S Japan Chapter Secretary 

呉 奕鋒 (Wu Ifong)  

Tel: 042-327-6698 

メール:ifong@nict.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ifong@nict.go.jp


＜懇親会＞ 
会   場： てけてけ 神保町店 （電話：050-3821-4500） 

  〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-18 ダイヤモンドレジテンス西神田1F 

 参 加 費： 4000円（当日） 
 日   時： 5月30日（水）17：30～20：30 
  

■会場へのアクセス 

 

 


