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1.　はじめに

　電磁シールドルームを構築する際，通常，要求された

シールド性能を満足できているか検査を行う。検査の結

果，要求性能を満足できない場合は，漏えい位置を特定

し，その部分を補修した上で，再度シールド性能を検査す

る必要があり，性能を満足するまでこの過程を繰り返す。

一方，電波は目視することができないため、どこに漏えい

位置が存在するのか直接確認することができない。だが，

経験的に材料同士の接合部から電波が漏えいすることが

多いことから，従来は，その接合部近傍の漏えい強度を測

定し，その強度差から漏えい位置を特定していた。この手

法は，電子機器のような小型な機器を評価する場合には

有効な手法であり，現在でも電子機器メーカ等ではよく

利用されている。しかし，建築のような大空間では，材料

の接合部の総長が数kmにおよぶこともあり，建築空間に

用いるには不向きな手法である。さらに，天井等を評価す

る場合，天井面近傍にアンテナを設置する必要があるた

め高所作業となり，足場等の問題が発生する。そこで，本

研究開発では，これらの課題を克服するために，シールド

図－１　電波源位置特定手法の概要

Fig.1  Outline of estimated the source location technique

材料から離れた地点において漏えい位置を特定できるシ

ステムを開発する。本報告では，本システムの特定原理に

ついて概要を述べ，実験的に漏えい位置を特定した結果

例を紹介する。

2.　漏えい位置の特定手法

　本システムでは，漏えい位置を特定する過程におい

て，漏えい電波が到来してくる方向を推定し，その方

向から位置を特定している。到来方向を推定する技術

には，高分解能であるMUSIC (MUltiple SIgnal Classifica-

tion)アルゴリズム1)を用いている。MUSICアルゴリズム

は，レーダー等の分野において開発された技術であり，主

に位相差を利用した推定手法である。本システムの概要

を図－１に示す。漏えい電波をアレーアンテナと呼ばれ

る配列状に並べられた複数のアンテナを用い，アンテナ

ごとに位相と振幅をそれぞれ測定する。MUSICアルゴリ

ズムでは，到来角度ごとにMUSICスペクトラムと呼ばれ

る推定結果が得られ，到来方向にピークが得られる。その

ピークを探すことにより漏えい電波の到来方向を推定す
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る。ここで，到来方向の結果だけでは位置を特定すること

は出来ないので，本検討においては，アレーアンテナから

シールド面（評価面）までの距離を既知とし，距離と到来

方向の推定結果から位置を計算により特定する。

3.　実験的検討　

　実験概要を示す。本検討では，図－２に示す試験体開口

（H:2m×W:3m）から漏えいする位置を特定する。測定シ

ステムを図－３に，受信アンテナの設定条件を表－１に

それぞれ示す。測定は，ネットワークアナライザを用いて

位相および振幅を測定する。ネットワークアナライザか

ら信号を発生させ，同軸ケーブルを介して送信室側より

電波を放射させる。試験体開口には，既知の漏えい部位が

設けられており，その部位から漏えいした電波を受信室

側のログペリオディックアンテナ(300MHz～1000MHz)お

よびホーンアンテナ(700MHz～ 3000MHz)にて測定する。

漏えい電波は，漏えい位置で再放射した電波として扱う

ことができるため，漏えい電波の到来方向を求めること

により，漏えい位置を特定することができる。本検討のよ

うに，漏えい位置を二次元（縦方向，横方向）で求めるた

めには，各アンテナを二次元に配置した二次元アレーア

ンテナが必要となる。そこで，受信用のアレーアンテナ

は，形状を二次元アレーアンテナとし，アンテナ数を4×

4=計16とした。本検討では，予め配列状に配置している

アレーアンテナを使用せず，1つのアンテナを該当する位

置へ移動させて測定する，仮想の二次元アレーアンテナ

を用いた。MUSICアルゴリズムは，複数の電波源に対応

できないという問題がある。そこで，空間平均法2)と呼ば

れる前処理を導入することにより，複数の電波源に対応

することができる。しかし，この前処理を用いる場合，ア

ンテナ間隔を等間隔に保つ制限があるため，縦方向およ

び横方向のアンテナ間隔を同一とする。なお，漏えい強度

が弱く，十分なS/N比が確保できない場合には必要に応じ

てプリアンプを用いている。

3.1　点波源の特定結果

　試験体に漏えい部位（20mm×20mm）を1箇所設け，本

システムの推定精度を検討する。設定した漏えい位置を

表－２に示す。条件1の特定結果を図－４に，条件2の特

定結果を図－５にそれぞれ示す。図の横軸および縦軸は、

試験体開口(3m×2m)を示しており，点線の交点は，漏え

い位置を示している。両図とも，測定偏波面は水平偏波で

ある。本システムでは，推定した位置にピークが現れ，

ピークの位置から電波源の位置を特定することができる。
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図－３　測定システム

Fig.3 Measurement system

図－２　試験体開口（H:2m× W:3m）

Fig.2 Test piece（H:2m×W:3m）

表－１　受信アンテナの設定

Table 1 Receving antenna setting

条件 X Z
1 150cm 100cm
2 50ｃｍ 100cm

表－２　漏えい位置の条件

Table 2 The leakage source locations

アレーアンテナ形状 等間隔二次元アレーアンテナ

アンテナ数 4本　×　4本　＝16本
ログペリオディックアンテナ

ホーンアンテナ

アンテナ間隔 0.5λ

使用アンテナ
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図－４　特定結果(1000MHz，条件1)

Fig.4  Experimental result(1000MHz, case 1)

図－６　特定結果(1000MHz，50mm×2mm)

Fig.6  Experimental result(1000MHz, 50mm×2mm)

図－７　特定結果(1000MHz，500mm×2mm)

Fig.7  Experimental result(1000MHz, 500mm×2mm)

図－５　特定結果(1000MHz，条件2)

Fig.5  Experimental result(1000MHz, case 2)

条件1では，正確に位置を特定できているが，条件2では

10cm程度の特定誤差が確認された。この要因について検

討する。本システムでは，平面波が到来すると仮定して位

置を特定している。平面波の場合，各アンテナには同一の

角度で到来するが，球面波の場合では，各アンテナに到来

する角度は異なる。ここで，アレーアンテナから試験体開

口までの距離が1m程度では到来する電波を完全な平面波

として扱うことができない。この影響は，アレーアンテナ

の正面方向から離れるほど顕著となり，条件1と比較して

条件2の特定精度が劣化したと考える。しかし，漏えい位

置を特定する場合，10cm程度の特定誤差であれば実用上

問題ないと考える。

3.2　スリット形状の特定結果

　電磁シールドルームにおける電波の漏えいは，一般的

に材料同士の接合部位で発生し，その部分はスリット状

になる。そこで，スリット形状の漏えい部位について検討

を行う。模擬的に作成した長さ20mmのスリット状開口の

結果を図－６に，長さ500mmの結果を図－７にそれぞれ

示す。なお，周波数は1000MHzである。これらの結果よ

り，スリット長は，大きく異なっているが，ほぼ同一の特

定結果が得られた。MUSICアルゴリズムでは，「点波源」

を対象として推定しているため，大きさをもった漏えい

部位であっても，それが一つの電波源として扱われ，漏え

い位置の中心（位相中心）を特定する。つまり，長さの異

なるスリットをそれぞれ一つの電波源として特定してい

るため，同様の特定結果が得られたと考える。この検討か

ら，本システムでは，漏えい位置を特定することは可能で

あるが，漏えい部位の大きさを推定することはできない

ことがわかる。

3.3　L字型形状の特定結果

　スリット形状がL字型の場合について検討する。L字型

のスリット形状を0.5m×0.5m，スリット幅を2mmとした
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図－１０　特定結果(1m×2m、水平偏波)

Fig.10  Experimental result(1m×2m, Horizontal)

図－１１　特定結果(1m×2m、垂直偏波)

Fig.11  Experimental result(1m×2m, Vertical)

場合の特定結果を求める。図－８は水平偏波の結果，図－

９は垂直偏波の結果である。これらの結果からわかるよ

うに，偏波面に応じて特定される位置が異なった。スリッ

トから漏えいする電波は，スリットと直交する偏波面が

漏えいする。本システムを用いることにより，水平偏波で

はスリットの縦目地から，垂直偏波ではスリットの横目

地から漏えいしていることを確認することができる。

3.4　ループ型形状の特定結果

　シールドドアを想定したスリットについて検討する。

開口の大きさを1m× 2m，スリット幅を2mmとし，ルー

プ状にスリットを設けた場合の特定結果を求める。図－

１０は水平偏波の結果，図－１１は垂直偏波の結果であ

る。L字型の特定結果と同様に，ループ状のスリットの場

合においても，偏波面に応じて特定結果が異なることが

示された。また，電波源が複数存在する場合においても，

適用できることが示された。

4.　まとめ

　漏えい電波源の位置を特定できるシステムを開発した。

漏えい形状を色々と変化させて特定した結果例を紹介し

た。その結果，本システムでは，漏えい位置を可視化す

ることが可能であり，電磁シールド検査に十分適用可能

なシステムであると考える。今後は，アレーアンテナの

ユニット化や特定精度の向上を目指していきたい。
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図－８　特定結果(0.5m×0.5m、水平偏波)

Fig.8  Experimental result(0.5m×0.5m, Horizontal)

図－９　特定結果(0.5m×0.5m、垂直偏波)

Fig.9  Experimental result(0.5m×0.5m, Vertical)


