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1．はじめに

　電磁シールド室を構成する電磁シールド材料とし

て，（亜鉛メッキ処理した）鉄板，箔，電磁シールド

繊維材等が用いられる事が多い。これらの板状・膜状

材料の電気的な接続においては，隣接した材料の端部

を一定の重ね代をとって，何らかの方法で固定接続す

る方法が一般的にとられる。80dB程度以上の高い電磁

シールド性能を必要とする居室の場合，一般的には箔

材や鉄板を半田や溶接で両材料を全面的に接続させ

る。これに対して，80dB以下の低～中性能域を対象と

する場合は，図－1に例示するような，材料の重ね部を

ビス等により一定間隔で固定する方法（以下，スリッ

ト状接続構造と呼称する）がとられる場合が多い。こ

れまで筆者は，このスリット状接続構造性能の定性定

量化を行い，さらにこれらの構法で構築された電磁

シールド室の空間性能設計技術の確立に関する一連の

研究を行ってきた。そしてこの度その研究の一環とし

て，最も一般的に現場適用される「重ね合せ接続」を

例として，当該構造の電磁シールド性能向上化を目的

としたスリット状接続改良構造の提案，およびその効

果に関する実験的な検討を行った。さらに，高い改善

効果を有し，かつ実用性の高い仕様について，詳細仕

様の変更に伴う改善量への影響度に関する追加検討を

行った。以下に，その検討結果の概要を報告する。

2．各種改良構造の改善効果に関する検討

2.1　測定方法

　測定方法は，MIL-STD-2851)に準拠した挿入損失法とし

た。送信アンテナと受信アンテナの相対的な位置関係を

一定とし，その間への試験体の挿入の有無による受信レ

ベルの差を電磁シールド性能SE（dB，以下SEと呼称す

る）とした。対象のスリットから透過した電磁波の電界

強度レベルは，測定位置によりばらつきが生じる。従っ

て，スリットの受信側正面でスリットに沿って40mm間隔

で受信アンテナを動かして各測定値を得，求められた各

点でのSEの算術平均値を求め代表値とした。

2.2　測定試験体

　亜鉛メッキ鉄板（t=0.3mm）製試験体にスリット状接

続構造の各モデルを設けた。測定対象としたスリット状

接続構造の基本的な構成は，実用面からみた一般性や試

験体製作の容易性から，以下に示すものとした。

・スリットの基本的構造：重ね合せスリット（図－1参

　照）。

・スリット全長D=640mm

・個々のスリット長（スリットの固定間隔）d=80mm

・重ね幅h=50mm

・スリット部の導通状態：可能な限り開口が開かないよ

　うに製作

　製作したスリット状接続改良構造案の各仕様を図－2

に示す。SEの向上化に対して「材料間の導通性能の確

保」「導部位の隙間の低減」が有効であるとのこれまで

の知見から，効果が期待でき，かつ実際の施工現場にお

いても実施可能と思われる仕様1～仕様8を設定した。な

お，比較のため，SE改善効果の基準となる通常の仕様に

ついても同時に測定した（通常仕様：仕様0）。

図－１　一般的なスリット状接続構造の仕様例

Fig.1  Example of slit-shaped joint constructions
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2.3　測定条件

　測定対象周波数は，30MHzから18GHzまでの10周波数と

した。また，試験体の水平方向にスリット状接続構造を

構築したため，測定偏波面は垂直とした。これは，線状

の開口部を膜状の導電体表面に構築した場合，長方形開

口部の長辺と直交方向の偏波面が主に透過するという理

由による。

2.4　測定結果

　各条件でのSE

向上の効果検証

を，先に示した

仕様0との比較

により行った。

（1）ワッシャー挿入の

効果（仕様1）

　測定結果を図-3-1に

示す。3GHz以上の周波

数において数～十数dB

の改善効果が認められ

た。ワッシャー径の大

きい方がより高い効果

量を示した。しかし，

1GHz以下の周波数では

改善効果は認められな

かった。

（2）折り曲げ加工の効

果（仕様2，仕様3）

　測定結果を図-3-2に

示す。内側への折り曲

げでは，3GHz以上の周

波数において数～十数

われる。

（4）溝加工の効果（仕様5，仕様

6）

　測定結果を図-3-4に示す。溝加工

により，全体的に改善効果が認めら

れた。片側材料のみの加工より，両

材料の加工の方が高い改善効果を示

した（効果量8～28dB）。

（5）ステープル押さえの効果（仕

様7，仕様8）

　測定結果を図-3-5に示す。ステー

プルをスリットと平行に設置した場

合，全ての周波数において改善効果

が認められた。この時，ステープル

が大きい方がより高い改善効果を示

した（効果量5～23dB）。これに対

して，ステープルをスリットと直交

図－２　スリット状接続構造の改良仕様案一覧

Fig.2  Improvement ideas of slit-shaped joint construction
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図－３　各改良仕様の電磁シールド性能

Fig.3  Electromagnetic shielding effectiveness of each improvement specification

▲：仕様0(通常構法)
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●：仕様1(ﾜｯｼｬｰの挿入)

3-1：仕様1(ﾜｯｼｬｰの挿入)
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●：仕様2(内側折り曲げ)

◆：仕様3(外側折り曲げ)

3-2：仕様2(内側折り曲げ)

    仕様3(外側折り曲げ)
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●：仕様4(折り返し)

3-3：仕様4(折り返し)
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●：仕様5(溝加工(片側))

◆：仕様6(溝加工(両側))

3-4：仕様5(溝加工(片側))

    仕様6(溝加工(両側))

20

40

60

80

100

120

140

10 100 1000 10000 100000

周波数（MHz）

S
E
（

d
B
）

●：仕様7(ｽﾃｰﾌﾟﾙ(直交))

◆：仕様8(ｽﾃｰﾌﾟﾙ(平行))

3-5：仕様7(ｽﾃｰﾌﾟﾙ(直交))

    仕様8(ｽﾃｰﾌﾟﾙ(平行))

dBの改善効果が認められた。また，1GHz以下の周波数

においても数dBの改善効果が認められた。折り曲げの

幅を大きくとった方（「15mm」ではなく「40mm」）が

高い改善効果を示した。これに対して外側への折り曲

げでは，全ての周波数においてSEが低下し，全く改善

効果は見られなかった。

（3）折り返し加工の効果（仕様4）

　測定結果を図-3-3に示す。同図にスリットが存在し

ない場合のSEも示した（測定の限界値）。材料自体の

折り返し処理により，全ての周波数において14～39dB

の改善効果が認められた。なお，この結果は「測定の

限界値」とほぼ同程度の値となっており，詳細に検討

した場合，より高い改善効果となる可能性があると思
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に設置した場合，一部の周波数を除

いてSEが低下し，改善効果は見られ

なかった。

2.5　測定結果のまとめ

　上記の結果から以下のことが示さ

れた。

　「折り返し加工」が最も高い改善

効果を示し，「ステープル押さえ
3.1　既存の類似技術との効果の比較

　「折り返し加工（仕様4）」と類似した既存構法であ

る「電磁シールドブロック挿入構法（仕様9）」との効

果比較を行った。仕様9の概要を図－4に示す。

　仕様0，仕様4および仕様9を比較した結果を図－5に

示す。この結果，電磁シールドブロックの挿入は，

「通常仕様（仕様0）」に対して改善効果が認められる

ものの，「折り返し加工（仕様4）」ほどの改善効果は

ｼｰﾙﾄﾞﾌﾞﾛｯｸｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ

50

仕様9：電磁シールドブロックの挿入

図－４　電磁シールドブロック

による既存構造の仕様

Fig.4  Specification of existing structure
 by electromagnetic shield block

図－５　既存構造の電磁シールド性能

Fig.5  Electromagnetic shielding effec-
tiveness of existing structure

仕様4-1：折り返し(小)　→　「図－２の仕様4と同一」

折り返し処理(小)
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折り返し処理(中)
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仕様4-2：折り返し(中)

仕様4-3：折り返し(大)

折り返し処理(大)
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スリット状接続構造断面図
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●：仕様4(折り返し)

◆：仕様9(ｼｰﾙﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ)

▲：仕様0(通常)

20

40

60

80

100

120

140

10 100 1000 10000 100000

周波数　(MHz）

S
E
　

(
d
B
)

20

40

60

80

100

120

140

10 100 1000 10000 100000

周波数　(MHz）

S
E
　

(
d
B
)

20

40

60

80

100

120

140

10 100 1000 10000 100000

周波数　(MHz）

S
E
　

(
d
B
)

■：d=40mm

●：d=80mm

◆：d=160mm

▲：d=320mm

＊：d=640mm

7-1：仕様4-1(折り返し小)

7-2：仕様4-2(折り返し中)

7-3：仕様4-3(折り返し大)

図－６　「折り返し加工」仕様の変化

に関する条件設定

Fig.6  Condition setting concerning
change in "Processing by return"

specification

図－７　「折り返し加工」の仕様変化に

対する電磁シールド性能

Fig.7  Electromagnetic shielding  effective-
ness to change of specification of "Process-

ing by return"

（平行）」「溝加工」がそれに準ずる効果となった。

「ワッシャー挿入」「内側折り曲げ加工」では多少の

改善効果が示された。これに対して，「外側折り曲げ

加工」「ステープル押さえ（直交）」では改善効果は

認められなかった。

3．「折り返し加工」の改善効果に関する詳細

検討

　上記の検討結果に基づき，改善効果の高かった「折り

返し加工」を対象として，

・既存の類似技術との効果の比較

・仕様の詳細変更による効果の差異

・実際を模した施工法に対する性能検証

を目的とした測定を実施した。

　これらの各測定における各種条件は，特に説明のない

限り第2章と同一である。

認められなかった。

3.2　仕様の詳細変更による効果の差異

　図－6に示すように，「折り返し加工（仕様4）」の折

り返し部の長さkを変化させた場合の効果の差異を把握

した。同時に，個々のスリット長dの変化による差異も

求めた。具体的な各設定は下記の通りである。

・個々のスリット長（スリットの固定間隔）d=640mm，

　160mm，80mm，40mm

・折り返し部の長さk=15mm，30mm，50mm（図－6参照）

　折り返しの長さ別に個々のスリット長を変化させた

場合のSEの差異を図－7に示した。これらの結果から，

写真－１　「折り返し加工」仕様写真

Photo.1 "Processing by return" specifica-
tion photograph
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下記のことが示された。

・同一条件のスリット間隔dにおいて，折り返し部の長

　さ（k）の小さい条件の方が大きいものより高いSEを

　示した（「k=15mm」＞「k=30mm」＞「k=50mm」）。

・「スリット間隔d=40mm」「同80mm」が高いSEを示　

　し，「同160mm」がそれに準ずる性能であったが，そ

　れ以上に大きい「ｄ」の場合は極端にSEが低下し，

　折り返し部のスリット方向の剛性が充分には確保で

　きないことがわかった。

3.3　実際を模した施工法に対する性能検証

　上記の検証の結果，折り返し部の長さk=15mm程度が

良好なSEを示すことがわかった。次に，これを基本と

してより実際に近い施工状態に対するSEを把握した。

　電磁シールド材料の接続部は，ロール状材料の使用

等の場合，これまでみてきたような「一方向」の状態

もあり得るが，多くは長方形板状の材料を隣接してつ

なぎ合わせる施工方法がとられる。その場合，接続目

地は一方向とそれに直交する方向に存在する（「十字

目地」と呼称）。

　「重ね合せ」によるスリット状接続構造の場合，こ

の「十字目地」では各材料が重複する（4枚重ね）た

め，このままでは厚さのむらが生じてしまい，実用的

ではない。そこで，前記の条件を満たしつつ当該部位

での4枚の材料の重複を避けるための材料端部形状と施

工手順を工夫し，この部位での材料の3枚以上の重なり

を防止した。当該構造の概要を図－8に示す。

　「十字目地」測定における条件は下記に示すものとし

た。

・水平方向スリット全長DH=2560mm

・垂直方向スリット全長DV=1280mm

・個々のスリット長（スリットの固定間隔）d=640mm，

　160mm，80mm，40mm

・折り返し部の長さk=15mm

・測定偏波面：直交する目地が存在するため，垂直偏波

　に加えて水平偏波でも測定　

　個々のスリット長を変化させた場合のSEの差異を，

対象としたスリットおよび偏波面別に整理し，図－9に

示した。これらの結果から，下記のことが示された。

・「一方向目地」の場合とほぼ同程度の良好なSEで　

　あった。

・「スリットの固定間隔d=40mm」「同80mm」が，10GHz

　付近まで60dB程度以上の高いSEを示した。

・「d=160mm」では，1GHz付近まで60dB程度以上のSEと

　なった。

4．まとめ

　今回の各検討により，下記の成果が得られた。

・通常のスリット状接続構造仕様に対して，材料の重

　ね部を折り返す「折り返し加工」が，最大で約15～

図－８　「折り返し加工」による十字目地試験体の概要

Fig.8  Outline of cross eye ground examination body by "Processing by return"
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［十字目地ﾓﾃﾞﾙ正面図］
注意）施工手順：①→④

[上図円形部の各材料端部形状]

① ②

③ ④

折り返し加工

ビス止め

（亜鉛メッキ鉄板）

折り返し加工

図－９　「折り返し加工」十字目地試験体

電磁シールド性能

Fig.9  Electromagnetic shielding effectiveness
of cross eye ground examination body  by

"Processing by return"

■：d=40mm

●：d=80mm

◆：d=160mm

＊：d=640mm

9-1：水平方向目地測定結果

(垂直偏波)

9-2：垂直方向目地測定結果

(水平偏波)
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　40ｄBの改善効果が確認された。

・この改善効果は，折り返し部の長さが小さい方が大

　きい場合より高い効果量を示した｡施工計画時の一般

　性，施工実用性も含めて，折り返し長さ15mm程度が

　最も良好であると考えられた。

・電磁シールドブロックを利用した類似の既存構法に

　対しても，より高い性能を示した。

・実際に適用される場合が多い「十字目地」において

　も極端な性能低下は見られず，「材料の重ね幅　　

　50mm」「折り返し長さ15mm」「スリットの固定間隔

　80mm以下」の場合，10GHz付近までで60dB以上，1GHz

　付近まであれば100dB以上の電磁シールド性能を実現

　できることがわかった。

　この成果は，第1章に記した「中性能電磁シールド

室」を必要とする諸施設（例：データセンター，

TEMPEST対策施設，電力周波数変換施設，高性能の情報

漏洩防止対策を必要とする施設，高性能のノイズ対策

を必要とする施設等）において当該構法が適用可能で

あることを示している。今後，当該開発構法の実用展

開を早急に図りたい。なお，これらの成果を特許申請

した（特願2008-084177「電磁シールド材の接合方

法」）。
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