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要 約：  コンクリート構造物に電磁シールド対策を講じる場合，一般的には躯体とは別に銅箔などの導電性材料によるシールド層を構

築する。しかしこれら従来の電磁シールド対策工法は高価であり，かつ手間がかかるため，コスト節約・工期短縮のためにもよ

り低価格で施工が容易な電磁シールド技術が求められている。そこでひとつの解決策を検討するために，一般的に建物の躯体と

して多用されている鉄筋コンクリートに着目し，その電磁波シールド特性の解析的および実験的な検討を試みた。鉄筋などの導

体棒を格子状に配置してできる金網の電磁波シールド特性については過去にも解析的な検討が行われているが，検討の結果から

1GHz 程度以上の高周波において鉄筋層はほとんどシールド面として機能しないと考えられてきた。しかし今回，鉄筋コンクリー

ト壁において電磁波シールド特性の 3 次元電磁界解析および実測を行った結果，一部の高周波において 20dB 程度の電磁波シー

ルド性能が得られる場合があり，配筋方法とコンクリートの比誘電率を調整するだけで特定周波数の電磁波をシールドできる可

能性が示されたので報告する。 
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1. はじめに 
建物の電磁シールド対策技術は，今後の無線通信技

術の発展・普及に伴い，その必要性が増大していくも

のと予想される。特に，無線 LAN に加えて Bluetooth，
Wireless USB などを活用した無線 PAN（Personal Area 
Network）を安全に利用するには，暗号化などのソフト

的な対策のみではなく，物理的に建物内で電磁シール

ド対策を施し，通信傍受や不正アクセスなどの情報セ

キュリティに関わる危険性を排除しておく必要がある。 
コンクリート構造物に電磁シールド対策を講じる場

合，一般的には躯体とは別に内壁等を造り，銅箔など

の導電性材料によるシールド層を構築する。しかしこ

れら従来の電磁シールド対策工法は高価であり，かつ

手間がかかるため，コスト節約・工期短縮のためにも，

より低価格で施工が容易な電磁シールド技術が求めら

れている。そこでひとつの解決策として，一般的に構

造躯体として多用されている鉄筋コンクリートに着目

し，その電磁波シールド特性の解析的および実験的な

検討を試みた。 
鉄筋などの導体棒を格子状に配置してできる金網の

電磁波シールド特性については，過去にも解析的な検

討が行われており，既に式（1）の簡易計算式が提示さ

れている 1), 2)。例えば D10@150 シングル配筋を空気中

に置いた場合，上記式に基づいて 1GHz における電磁

波のシールド性能を概算すると約 1dB と見積もられ，

ほとんど透過してしまうことになる。こうした従来の 

 
 fdaSE  1000)(Log20104      (1) 

 
SE ：シールド性能[dB] ， a ：導体棒の中心間隔[m]   
d ：導体棒の直径 [m] ， f ：周波数 [MHz] 

 
「金網による電磁波シールド理論」に基づく検討の結

果から，鉄筋層はほとんどシールド面として機能しな

いと考えられてきた。 
しかし今回，鉄筋コンクリート壁における電磁波シ

ールド特性の 3 次元電磁界解析および実測を行った結

果，一部の高周波において 20dB 程度の電磁波シールド

特性が得られる場合があるとの解析結果が得られたの

で報告する。 
 
2. 鉄筋コンクリート壁の構成 

今回解析を行った鉄筋コンクリート壁の寸法概要を，

(a)鳥瞰図と(b)立面断面図にして図 1 に示す。図 1 に示

すように 12mm 厚の PB（プラスターボード），33mm
の空気層，200mm 厚の鉄筋コンクリート壁を配置して

いる。鉄筋は、直径 10mm の丸棒を仮定し，外側が縦

筋のダブル配筋（縦筋の芯々間 115mm）とした。便宜

上，PB 側を「前側」，PB と反対側を「後側」とし，前

側の鉄筋層を 1 層目，後側の鉄筋層を 2 層目と呼ぶこ

とにする。前側の被り厚を Cd[mm]，鉄筋ピッチを

Gd[mm]の変数とした。 
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4.2.3 鉄筋間隔 

鉄筋ピッチ Gd を 150mm，前側の被り厚 Cd を 40mm，

にコンクリートの厚み Ct を 200mm に固定し，鉄筋間

隔 Rd を 95～135mm まで 10mm 毎に変化させた解析結

果を図 6 に示す。結果から鉄筋間隔を変化させること

で，シールドピークの周波数およびレベルが若干変化

することが確認できる。また、鉄筋間隔によっては 1.1
～1.2GHz にみられるような新たなシールドピークが現

れ，特定周波数付近の広い帯域でシールド性能が大き

くなっていることが分かる。これより鉄筋間隔を調整

することで，高シールド性能となる帯域幅の確保に繋

がる可能性があることが分かった。 
4.2.4 コンクリートの厚み 

鉄筋ピッチ Gd を 150mm，前側の被り厚 Cd を 40mm，

鉄筋間隔 Rd を 115mm に固定し，コンクリートの厚み

Ct を 180～220mm まで 10mm 毎に変化させた解析結果

を図 7 に示す。結果からコンクリートの厚みが 200mm
から離れるほど，低域側の 0.96GHz におけるシールド

性能が大きく，高域側の 1.25GHz では小さくなること

が確認できる。また，広域側では若干ピークが現れる

周波数が変化している。これよりコンクリート被り厚

の場合と同様にシールド性能を変えることができるこ

とが分かった。 
以上の結果より，被り厚 Cd，鉄筋ピッチ Gd，鉄筋

間隔 Rd，コンクリートの厚み Ct を変化させることで、

シールドピークの大きさや周波数が変化することが確

認できた。これより所望の周波数においてシールドレ

ベルを可変できる可能性を示した。 

5. 実壁面を用いたシールド特性の測定 
 前章にて解析した実寸法モデルの有効性を確認する

ために，解析と同じ寸法の鉄筋コンクリート壁におい

て電磁シールド特性の測定を行った。測定対象は外壁

で，屋内を送信側，屋外を受信側として電磁波の送受

信を行い，鉄筋コンクリート壁がある場合の電界強度

と壁面がない場合の電界強度との相対電界強度差から

シールド特性を求めた。測定システム図を図 8 に示す。 
送信側である屋内は天井高さ 3.6m で，天井面は岩綿

吸音板，床面はタイルカーペットとなっている。受信

側である屋外は天井方向が何もない空間となっており，

床面はコンクリートである。また，電磁波の送受信の

際にまわりからの反射がないように測定場所付近の側

面には屋内，屋外共に電波吸収体を配置している。送

図 6 鉄筋間隔 Rd を変化させた場合
（Cd=40mm，Gd=150mm，Ct=200mm） 
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図 5 鉄筋ピッチ Gd を変化させた場合 
（Cd=40mm，Rd=115mm，Ct=200mm） 
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図 7 コンクリートの厚み Ct を変化させた場合
（Cd=40mm，Gd=150mm，Rd=115mm） 

図 8 測定システム図 
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図 4 コンクリート被り厚 Cd を変化させた場合 
（Gd=150mm，Rd=115mm，Ct=200mm） 
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3. シールド特性の解析方法 
鉄筋コンクリート壁の電磁波シールド特性を把握す

るため，有限要素法による 3 次元電磁界解析ソフト 
HFSS(Ver.11.1 Ansoft 社)を用いて解析的検討を行った。 
図 2 に，鉄筋コンクリート壁の解析モデルを示す。

座標軸は壁面に平行な水平方向を X 軸方向，壁厚方向

を Y 軸方向，鉛直方向を Z 軸方向の直交座標とした。 
本解析では，XY 平面を完全電気壁（PEC：Perfect 

Electric Conductor），YZ 平面を完全磁気壁（PMC：

Perfect Magnetic Conductor）に仮定することで，無限平

面上を鉄筋が格子状に広がる無限周期構造を表現した。

解析空間の X 軸方向および Z 軸方向の寸法（図 2 中の

Gd）は，鉄筋ピッチに合わせた。 
材料単体の比誘電率は，コンクリート(εr=5.6-j0.1) ， 

PB(εr=2.3-j0.05)を仮定した 3)。 
入力波は，壁の前側から Z 軸方向の電界 Ez および X

軸方向の磁界 Hx 成分を有する平面波とした。解析周波

数は 0.5～1.5GHz を 0.01GHz ステップで変化させ，周

波数ごとにシールド特性を求めた。ここでのシールド

特性とは，解析空間に何も配置しない場合との透過量

の差で定義した。 
 

4. シールド特性の解析結果 

本章では，実在する部材寸法の解析結果および各寸

法をパラメータ〔コンクリート被り厚 Cd，鉄筋ピッチ

Gd，鉄筋間隔（2 層ある縦筋の芯－芯の間隔）Rd，コ

ンクリートの厚み Ct〕として変化させた場合のシール

ド特性に関する解析的検討を行った。  
4.1 実寸法における解析結果 
実在する部材寸法モデルとして，前側の被り厚 Cd を

40mm（後側被り厚 35mm），鉄筋ピッチ Gd を 150mm，

鉄筋間隔 Rd を 115mm，コンクリートの厚み Ct を

200mm に固定し，これを「実寸法モデル」とした。

「実寸法モデル」について周波数毎のシールド特性

（SE[dB]）を解析した結果を図 3 中の実線に示す。ま

た，「PB なし」（点線），「鉄筋なし」（破線）の場合の

解析結果も図 3 に合わせて示す。実寸法モデルの結果

より，0.96GHz で約 9dB，1.25GHz で約 17dB の急峻な

ピークとなるシールド性能を確認することができる。

これは鉄筋コンクリート内の電磁波の共振現象による

可能性が考えられる。 
また，PB がない場合は，実寸法モデルとほぼ変わら

ない結果で，鉄筋がない場合の結果では，顕著なシー

ルドピークは見られなかった。これよりシールド性能

の周波数特性はコンクリート，急峻なピークはコンク

リート内の鉄筋の影響であると考えられる。 
4.2 各寸法におけるパラメトリックスタディ 
4.2.1 コンクリート被り厚 

鉄筋ピッチ Gd を 150mm，コンクリートの厚み Ct を
200mm に固定し，鉄筋間隔 Rd を 115mm に保ったまま，

前側の被り厚 Cd を 20~60mm（後側被り厚 55～15mm）

まで 10mm 毎に変化させた解析結果を図 4 に示す。結

果から，コンクリート被り厚 Cd が実際の鉄筋コンクリ

ート壁から離れる程，0.96GHz におけるシールド性能

が大きく，1.25GHz では小さくなることが確認できる。

これよりコンクリート被り厚を変化させることでシー

ルド性能を変えることができることが分かった。 
4.2.2 鉄筋ピッチ 

前側の被り厚 Cd を 40mm，鉄筋間隔 Rd を 115mm，

コンクリートの厚み Ct を 200mm に固定し，鉄筋ピッ

チ Gd を 130～170mm まで 10mm 毎に変化させた解析

結果を図 5 に示す。結果から，鉄筋ピッチが狭くなる

ほど高域側に，広くなるほど低域側にシールドピーク

がシフトすることが確認できる。これより，鉄筋ピッ

チ Gd を変化させることによりシールドピークの周波数

を変化させることができることが分かった。 

図 1 鉄筋コンクリート壁の構成 

図 2 周期構造による鉄筋コンクリート壁の 

図 3 実寸法モデルのシールド性能解析結果 
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4.2.3 鉄筋間隔 

鉄筋ピッチ Gd を 150mm，前側の被り厚 Cd を 40mm，

にコンクリートの厚み Ct を 200mm に固定し，鉄筋間

隔 Rd を 95～135mm まで 10mm 毎に変化させた解析結

果を図 6 に示す。結果から鉄筋間隔を変化させること

で，シールドピークの周波数およびレベルが若干変化

することが確認できる。また、鉄筋間隔によっては 1.1
～1.2GHz にみられるような新たなシールドピークが現

れ，特定周波数付近の広い帯域でシールド性能が大き

くなっていることが分かる。これより鉄筋間隔を調整

することで，高シールド性能となる帯域幅の確保に繋

がる可能性があることが分かった。 
4.2.4 コンクリートの厚み 

鉄筋ピッチ Gd を 150mm，前側の被り厚 Cd を 40mm，

鉄筋間隔 Rd を 115mm に固定し，コンクリートの厚み

Ct を 180～220mm まで 10mm 毎に変化させた解析結果

を図 7 に示す。結果からコンクリートの厚みが 200mm
から離れるほど，低域側の 0.96GHz におけるシールド

性能が大きく，高域側の 1.25GHz では小さくなること

が確認できる。また，広域側では若干ピークが現れる

周波数が変化している。これよりコンクリート被り厚

の場合と同様にシールド性能を変えることができるこ

とが分かった。 
以上の結果より，被り厚 Cd，鉄筋ピッチ Gd，鉄筋

間隔 Rd，コンクリートの厚み Ct を変化させることで、

シールドピークの大きさや周波数が変化することが確

認できた。これより所望の周波数においてシールドレ

ベルを可変できる可能性を示した。 

5. 実壁面を用いたシールド特性の測定 
 前章にて解析した実寸法モデルの有効性を確認する

ために，解析と同じ寸法の鉄筋コンクリート壁におい

て電磁シールド特性の測定を行った。測定対象は外壁

で，屋内を送信側，屋外を受信側として電磁波の送受

信を行い，鉄筋コンクリート壁がある場合の電界強度

と壁面がない場合の電界強度との相対電界強度差から

シールド特性を求めた。測定システム図を図 8 に示す。 
送信側である屋内は天井高さ 3.6m で，天井面は岩綿

吸音板，床面はタイルカーペットとなっている。受信

側である屋外は天井方向が何もない空間となっており，

床面はコンクリートである。また，電磁波の送受信の

際にまわりからの反射がないように測定場所付近の側

面には屋内，屋外共に電波吸収体を配置している。送

図 6 鉄筋間隔 Rd を変化させた場合
（Cd=40mm，Gd=150mm，Ct=200mm） 
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図 5 鉄筋ピッチ Gd を変化させた場合 
（Cd=40mm，Rd=115mm，Ct=200mm） 
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図 7 コンクリートの厚み Ct を変化させた場合
（Cd=40mm，Gd=150mm，Rd=115mm） 

図 8 測定システム図 
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図 4 コンクリート被り厚 Cd を変化させた場合 
（Gd=150mm，Rd=115mm，Ct=200mm） 
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＊環境技術開発部 音響・電磁環境グループ 

U.D.C 534.28 

学校教室の音環境改善に関する一考察 
－教室内の吸音処理による教室間遮音性能の改善効果－ 

 
大森 恵＊ 井上 諭＊ 

 
要 約：  教育を効果的に行うためには教室の音環境を良好に保つ必要があり、日本建築学会により教室が備えるべき音響性能の推奨値

が示されている。しかし、その推奨性能は必ずしも反映されておらず、学校における音環境の障害事例は少なくない。本報で示

す学校は、教室が残響過多の状態であったため騒音伝搬の問題が発生したケースである。 

この問題に対して、遮音性能改善対策としての吸音処理の有効性を検証する必要があると判断したため、本報では当該事例を

取り上げて考察した。その結果、以下の様な知見を得た。 

 (1) 室内の響きの長さが適切になったことにより、教室間の遮音性能は１ランク（5dB 程度）改善した。 

 (2) 各測定点における音圧レベルの低減量を確認した結果、音源からの伝搬距離が長く、直接音が到達しにくい測定点ほど伝搬 

距離によって低減効果が得られる。 

(3) 遮音性能低下の原因が主に残響過多に起因している場合には、吸音処理は有効な遮音性能改善対策となる。しかし、測定点

ごとの音圧レベルのばらつきが大きくなるため、これを解消するには界壁自体の気密性の向上や質量の増大などが必要であ

る。 

 
ｷｰﾜｰﾄﾞ：  音環境，吸音，遮音，距離減衰，学校  
 
目 次：  1.はじめに                      4.室間音圧レベル差の測定値と理論値の比較 

      2.測定概要                      5.騒音の伝搬距離による音圧レベル減衰量 

      3.吸音による遮音性能の改善効果            6.まとめ 

 
 
1. はじめに 
教育・学習活動を効果的に行うためには、音声によ

るコミュニケーションが支障なく行われることや、落

ち着いた学習環境を確保することが求められる。日本

建築学会はその観点より、「学校施設の音環境保全基

準・設計指針」1)を制定し、室目的別に学校施設が備え

るべき音響性能の推奨値を示している。ところが、こ

の様な推奨値が示されているにも係わらず、既存の施

設には反映されていない場合もあり、学校における音

環境の障害事例は少なくない。 

本報で取り上げた学校は、残響過多の状態であった

ため、一方の室より発生する騒音が他方の教室の授業

を妨げるという問題が発生したケースである。通常、

遮音性能を改善するためには、界壁の気密性の向上や

質量を上げるなどの対策を講じるのが一般的である。

しかし、等価吸音面積の増加によって遮音性能が向上

した事例 2)も報告されているため、吸音による音環境

への影響を詳細に把握し、吸音処理が遮音性能改善対

策として有効であるかを検証する必要があると考えら

れる。 

本報では、当該学校で発生した騒音問題への対応事

例を取り上げ、遮音性能改善対策としての吸音処理の

有効性について考察する。 

 

2. 測定概要 

2.1 評価対象室の概要 

 測定の対象とした教室の配置図、及び評価対象の組

合せを図 1 に示す。各教室の配置形態は一般的な中廊

下型であり、教室と中廊下の境界は、引違い扉と窓に

よって構成された鋼製パーティション（天井下端止め）

によって仕切られている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 測定対象教室の配置図および評価対象の組合せ 
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受信アンテナにはダイポールアンテナ（ Anritsu 
MP651B,0.47-1.7GHz）を使用しており，アンテナは測

定対象壁の中心から水平離隔距離 900mm の位置に設置

した。アンテナは送受信用共に床上高さ 1,225mm とし，

垂直偏波による測定を行った。本ダイポールアンテナ

はエレメント長を変化させることで測定可能な周波数

帯域を調整している。送信にはマイクロ波信号発生器

（Anritsu MG3691B,0.01-10GHz），受信にはスペクトラ

ムアナライザ（Anritsu MS2623A,9kHz-6.5GHz）を用い

ており，送信出力は±0dBm，受信器の RBW は 1MHz，
VBW は 100kHz とした。測定周波数は 0.3～1.7GHz で，

出力を 0.003GHz 刻みで変化させており，1 周波数につ

き 0.5sec の Maxhold 値を測定した。 
 

6. 測定結果および解析結果との比較 

図 9 中の実線に測定対象壁の 0.3GHz から 1.7GHz の

シールド特性結果を示す。この結果から 1.48GHz にお

いて 28dB 程度のシールドピークが現れていることが分

かる。これより，実測結果と解析結果の両面から鉄筋

コンクリート壁では一部の周波数においてピークとな

るシールド性能が現れる場合があることが確認できた。 
次に，実測結果と実寸法モデルの解析結果（点線：

εr=5.6‐j0.1）の比較を行った。解析では 1.25GHz で約

17dB のシールド性能が現れておりシールド性能，周波

数ともに実測との差異がみられた。この要因としては，

実測時と解析で使用したコンクリートの比誘電率が異

なっていたことが考えられる。そこで，コンクリート

の比誘電率εr を変化させ解析を行った。その結果，比

誘電率の実部を小さくするとシールドピークが現れる

周波数を高域側にシフトさせることができ，虚部を小

さくするとシールドレベルを高くできることが分かっ

た。参考として図 9 に比誘電率を 3.8‐j0.1（破線），3.8
‐j0.01（一点鎖線）に変化させた場合の解析結果を併

記した。比誘電率を変えることにより実測との一致も

確認できる。これより，比誘電率を変化させることで

も，所望の周波数，シールドレベルを確保できる可能

性があることが分かった。 
 
7. まとめ 
鉄筋コンクリート壁における電磁波シールド特性の

解析および実測の結果，一部の特定周波数においてピ

ークとなるシールド性能が現れる場合があることが確

認できた。また，解析から鉄筋ピッチなどの壁を構成

している部材の寸法や比誘電率を変化させることによ

り，所望の周波数，シールドレベルの鉄筋コンクリー

ト壁を作成できる可能性があることが分かった。これ

より，鉄筋コンクリート壁による低コストかつ簡易な

特定周波数の電磁波シールド壁の可能性が示された。 
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A Study on Electromagnetic Shielding Characteristics of Reinforced Concrete Wall 
- A Study on Electromagnetic Shielding Method of specific frequency - 

 
J.Tanoi, and T.Kawase 

 
     The purpose of this paper is to verify that the peak appears in the electromagnetic shielding characteristics of 
reinforced concrete. We report that the electromagnetic shielding peak at a specific frequency was confirmed from both 
electromagnetic simulation analysis and measurement. In the analysis, the electromagnetic shielding characteristics were 
investigated when the arrangement size of the actual reinforced concrete wall was changed as parameters. The 
electromagnetic shielding characteristics of the reinforced concrete wall was actually measured and comparative study of the 
analysis and measured result was made, to confirm the appropriateness of the analytical result. 

図 9 鉄筋コンクリート壁のシールド特性実測結果

および比誘電率εrの異なる解析結果 
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