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可搬型電波半無響室を用いた
現場での電磁波シールド測定方法について

川瀬 隆治＊ 渡辺 拓人＊

要 約： 建物に用いられる建築部材が本来持っている電磁波遮蔽性能を，現場で効率的に，より正しく測定する方法の
一案として，可搬型の電波半無響室を用いた現場での電磁波シールド測定方法を提案し，その有効性を検討し
た。その結果，今回提案した可搬型電波半無響室は，いくつかの利用条件を設定することにより，一般の電波半
無響室が持つ理想的な測定環境と同等の環境を現場に持ち込むことができ，建設現場での効率的な挿入損失法の
測定を可能にすることなどを確認した。さらに実際の建築部材について理論値と実測値を比較し，その有効性を
確認したので報告する。
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1．はじめに
建物の電磁波シールドの性能を現場で評価する方法に

は，主に挿入損失法が用いられており，公的に規格化され
た方法としては以下の 4つがある1)。
MIL-STD-285（米国軍規格），NSA-65-5，
NDS-C0012（防衛省規格），IEEE-299
しかしこれらの方法は，周囲の金属物などから反射して

到達する電磁波が計測値に影響する場合があり，周辺環境
の影響を受けやすいことから再現性の問題が指摘されてい
る1)。再現性を確保した測定を行うには，導波管法を用いる
ほか，電波半無響室での挿入損失法が望ましいとされている1)。
しかし導波管法には試料寸法に制約があり，建築部材な

どの大型複合材料には適用できない。また電波半無響室で
の挿入損失法は，設備投資が高価であるほか，試料を製作
して搬入・設置するなど非効率な面がある。表 1に，各方
法の長所・短所・再現性をまとめて示す。
本報告では，電波半無響室での理想的な測定環境と，建

設現場での効率的な挿入損失法のそれぞれの利点を併せ持
つ可搬型の電波半無響室について検討した。

2．再現性のある挿入損失法の検討
電波半無響室と同等の環境を測定現場に持ち込むことが

できれば，再現性の高さと現場測定の効率性とを併せ持つ
理想的な測定が可能になる。しかし運搬可能な電波半無響
室を現場で実現しようとした場合，次のような 3つの課題
が生じる。
(1) 電波半無響室の壁や天井部材が重量物になり，支持

構造の確保が困難。

(2) 開口部が塞げず，周辺環境からの反射波の侵入が不
可避。

(3) 隙間のシールド性能を十分に確保することが困難。
上記の課題を解決するために，下記の改善策を講じ，可

搬型の電波半無響室の実用性を検討した。
(1) 対象周波数を 500 MHz 以上とすることでフェライ

トタイルを省略し，吸収壁の軽量化をはかる。
(2) ダイポールアンテナなど上下方向の指向性が小さい

アンテナを用い，天井・床の遮蔽・吸収部材を省略
する。

(3) 垂直偏波を用い，吸収壁面間に生じる垂直方向の隙
間からの漏れを軽減する。

これらの改善策を講じた可搬型電波半無響室を作製した
（写真 1）。下面にキャスターをつけて運搬可能とした吸収
壁面（図 1）を，測定対象とする壁などを挟んで図 2 のよ
うに配置する。

表 1 従来の電磁波シールド性能方法の比較

3．可搬型電波半無響室の実用性の確認
3.1 隙間からの漏洩電磁波
可搬型電波半無響室の内部から 1 GHz（波長 λ=約 30

cm）の垂直偏波を SG（Anritsu MG3691B）とダイポール
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アンテナ（Anritsu MP651B）で送信し，壁同士の継目に
できる鉛直方向の隙間の大きさを変化させた場合に隙間か
ら漏洩する電磁波をホーンアンテナ（Schwarzbeck
BBHA9120B）で受信し，スペクトラムアナライザ（An-
ritsu MS2623A）で解析した。鉛直方向の隙間幅と隙間か
らの透過電界強度の関係を図 3に示す。
本結果より，隙間幅が 0.2 λ程度よりも小さい場合には，
概ね 20 dB 程度の遮蔽性能であることがわかる。

写真 1 可搬型電波半無響室の内観

図 1 可搬型電波半無響室の吸収壁面寸法概要

3.2 通常の電波半無響室との比較
図 4には，可搬型電波半無響室内と通常の電波無響室内

での送受信データを調べた結果を示す。測定は，ダイポー
ルアンテナ（前述，1.5 GHz アンテナ長）を床上 1.2 m，
送受信間隔 1.8 m で対向させ，300 MHz～1800 MHz で掃
引して行った。吸収壁面同士は側面で密着させ，垂直方向
の隙間が生じないようにした。
送信出力は±0 dBm，受信器の RBWは 1 MHz，VBW
は 100 kHz とした。測定周波数は 0.3～1.7 GHz で，出力
を 0.003 GHz 刻みで変化させており，1 周波数につき 0.5
sec のMaxhold 値を測定した。
比較した結果，両者は概ね一致していることがわかる。

本結果より，可搬型電波半無響室では通常の電波無響室と
同等の測定環境となっていると考えられる。

4．網筋の電磁波シールド性能測定値と理論値の比較
電磁波の透過損失を理論的に計算できる材料としては，

単一な均質材料のほかに，格子状の金属網筋がある。そこ
で格子状網筋（線径 2 mm，格子ピッチ 30 mm）を用い，
可搬型電波半無響室を用いてシールド性能を測定した。測
定は網筋 1層および 2層の場合で行った。網筋 2層の場合
の試料概要を，図 5に示す。
測定状況を写真 2に示す。測定は，コンクリート剥き出

しの反射波の多い室内（外寸：縦 8 m×横 8 m×高さ 4
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図 2 可搬型電波半無響室の壁面配置平面図

図 3 鉛直方向の隙間幅と隙間からの透過電界強度の関係

図 4 可搬型電波半無響室内と通常の電波無響室内での送受信
データの比較
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m）で行った。
測定では，1～6 GHz 帯域の垂直偏波を 0.025 GHz 間隔

で掃引し，ホーンアンテナ（Schwarzbeck BBHA9120B，
1.0-10 GHz）で送受信した。アンテナ位置は，2 層網筋の
中心から 900 mmの水平離隔位置とした。
図 6に上記の網筋 1層の場合の測定結果を，図 7に 2層

を 45 mm の離隔で平行に配置した場合の測定結果を，そ
れぞれ理論値と合わせて示す。理論値の信頼性を確認する
意味で，図 7 に示す理論値は 2 種類とし，F 行列3), 4), 5)

（図中「理論値」）および 3 次元 FEM（有限要素法）電磁
界解析ソフト（HFSS，Ver. 13.0，Ansys Japan 社製）（図
中「HFSS 値」）による結果を用いた。
図 6および図 7のいずれの結果も，可搬型電波半無響室

の測定環境で，理論値と概ね整合する測定値が得られてい
ることがわかる。

5．建設現場でのRC壁の電磁波シールド性能測定
実際に施工中の RC壁に対し，可搬型電波半無響室によ

る電磁波シールド性能測定を行った。測定は 1～5 GHz
（1000～5000 MHz）とし，前述の測定と同様にホーンアン
テナで垂直偏波を送受信した。
図 8に，測定対象とした RC壁周辺での可搬型電波半無

響室の平面配置概要図を示す。測定対象壁は，D10W@
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図 6 1 層網筋の透過損失実測値と理論値

図 7 2 層網筋の透過損失実測値と理論値

図 8 可搬型電波半無響室の平面配置概要図

図 9 RC壁 断面図（立面）

図 5 格子状の金属網筋 2層の試料概要

写真 2 格子状の金属網筋の測定状況例
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250 の千鳥配筋，外側縦筋，壁厚 170 mm，被り厚は屋内
側 30 mm，屋外側 40 mm である。外側のバルコニーで
は，アルミ製の腰高手すり壁部分のみに電磁波吸収体を配
置して手すりからの反射波を軽減した。
図 9に，測定対象の RC壁の断面図（立面）を示す。図

10 に，上記の RC 壁の電磁波シールド性能の測定値を実
線グラフで示す。本図には，実測値に加え，F 行列計
算3), 4), 5)による理論値を破線で同時に示す。理論計算には，
一般的なコンクリートの電気伝導度 0.05 S/m および比誘
電率 5.6-i0.16)を用いている。

図 10 の結果では，実測値と理論値が概ね同様の傾向を
示しており，可搬型半電波無響室の測定環境で理論値に整
合する測定値が得られていることがわかる。

6．まとめ
現場への搬入が可能な可搬型電波半無響室を用い，理論

解析が可能な格子状の金属網筋，および RC壁についての
電磁波シールド性能の現場測定を行った。
その結果，理論解析の結果と概ね整合する測定値が得ら

れることを確認した。可搬型の電波半無響室を用いた電磁
波シールド測定は，その適用条件に配慮すれば，理論値に
整合する測定結果が得られる測定環境になっていると考え
られる。
今回検討した可搬型電波半無響室は，いくつかの利用条

件を設定することで，一般の理想的な電波半無響室と同等
の測定環境を現場に持ち込むことができ，現場での効率的
な挿入損失法を可能にする。実際の建築部材での例とし
て，網筋と RC壁のシールド性能の理論値と実測値を比較
し，測定方法の有効性を確認した。
より信頼性の高い「現場での挿入損失測定方法」を広く

共有し，各種の建築部材の性能を評価することができれ
ば，建築電磁環境測定技術の向上に繋がるものと考える。
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図 10 RC壁のシールド性能（実線：実測値，破線：理論値）
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A METHOD FOR MEASUREMENT OF THE ON-SITE ELECTROMAGNETIC WAVE SHIELD
PERFORMANCE USING THE ELECTRIC WAVE IRREFLECTION WALL

THAT CAN EASILY BE CARRIED

T. Kawase and T. Watanabe

We suggested the on-site electromagnetic wave shield method for measurement using a portable electric wave
darkroom of half-anechoic type comprised of the electromagnetic wave absorption obstacle and confirmed the
effectiveness. As a result, we confirmed that the ideal, effective measurement was enabled by setting some use conditions
by the method for measurement that we suggested in this paper. Furthermore, we compared the actual value with the
theoretical value of the shield performance of the building material and confirmed the effectiveness of the method for
measurement.


