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ＩＴＳや無線ＬＡＮ電波環境に対応する 

セメント系不燃電波吸収ボードの商品化について（世界初） 

 
鹿島グループの建材商社である大興物産株式会社（社長：友道昌吾、本社：東

京都港区）は、※石川県工業試験所（代表者：有田良児、住所：石川県金沢市）

の指導を得て、株式会社ノザワ（社長：野澤俊也、本社：神戸市中央区）、ニツコ

ー株式会社（社長：坂井明紀、本社：石川県松任市）、株式会社昭和技研（社長：

入澤昭五、本社：東京都中央区）、倉庫精練株式会社（社長：岩崎栄信、本社：石

川県金沢市）と土木・建築分野で活用できる内外装建材のセメント系不燃電波吸

収ボード、商品名「エコ・電波レスキュー」を共同開発しました。 

「エコ・電波レスキュー」は５.８ＧＨｚ（ギガヘルツ）帯のＩＴＳ（高度道路

交通システム）に対応する商品と、５.２ＧＨｚ（ギガヘルツ）帯の無線ＬＡＮ（室

内･構内情報通信網）に対応する商品です。電波吸収機能がある内外装建材で、不

燃性能をもつセメント系ボードの商品化は世界初となり特許申請中です。 

  ※石川県工業試験所：電波吸収性能の指導協力 

【背景及び開発の経緯】 

現在商品化されている電波吸収体は、原料となる合成磁性材料（フェライト・

軟磁性金属等）が高価なため、建築物等への活用は超高層ビルの外装や特定分野

に限られていました。そのため土木･建築分野の多用途な分野に使用ができる、低

価格かつ不燃性能のある内外装建材の商品開発が求められていました。 

一方、ＩＴＳや無線ＬＡＮの電波環境の利便性は飛躍的に進化しています。車

等移動体周辺の電波環境や、オフィス・商業施設・ホテル・工場・病院等の施設

内電波環境の整備は、今後益々必要性が高まりますが、複雑多様な電波の多重反

射による無線干渉や盗聴等の影響が深刻な電波環境問題として顕在化しているの

が実状です。 

様々な電波環境の問題を低減させるために、用途別周波数の特有な問題を解決

する電波吸収性能を持つて、かつ、汎用品としての低価格と不燃性能を兼ね備えた

不燃電波吸収ボード｢エコ・電波レスキュー｣を商品化しました。 



 ２

【本開発商品の特長】 

今回の開発商品「エコ・電波レスキュー」は、土木分野における道路・トンネ

ル等のＩＴＳ、ＤＳＲＣ（専用狭域通信）対策用と建築分野における無線ＬＡＮ

対策用の不燃電波吸収ボードです。 

「１」セメント系電波吸収ボードで不燃化 

現状各社で開発済みの競合電波吸収体は、合成した磁性材料を原料とし、

樹脂やゴム等のプラスチツクで硬化体とするため燃焼性があり、不燃化が最

大の弱点でした。 

今回の開発商品は磁選した天然の砂状鉱物の磁性原料を、セメント系ボ

ード（繊維強化セメント板）に混入する事で不燃化が可能となり、高性能

で、取扱いや施工が簡便な不燃電波吸収ボードです。 

「２」低価格な磁性原料は廃棄物をリサイクル 

磁性原料は、従来廃棄物処理されていた砂状鉱物のリサイクル品です。

資源が豊富で、合成磁性材料にくらべ低価格のため、大量生産できる汎用

品として、多用途な分野への商品開発が期待できます。 

「３」磁性原料は資源循環活用で環境にやさしい 

磁性原料は天然に産出し、六方晶フェライトの性状を持つチタン鉄鉱の

砂状鉱物であり、従来廃棄物処理していたものを資源循環技術でリサイク

ル活用するため、地球環境にやさしい原料です。 

「４」開発商品は全て、ホルムアルデヒド放散量ＪＩＳ Ｆフォースター 

建築物の内装下地材として開発した不燃電波吸収ボードは、平成１５年

７月１日施行の建築基準法シツクハウス対策技術基準及び、厚生労働省室内

濃度指針値に適合しなければなりません。 

今回の開発商品は、ＪＩＳ Ｆフォースターの上位規格対応なので安心

して採用ができます。 

「５」用途別特性周波数に対応可能 

今回の開発商品は、５.８ＧＨｚ帯のＩＴＳ、ＤＳＲＣ電波環境や、   

５.２ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮ電波環境の個別周波数帯に対応可能で、電波の

垂直斜入射特性に優れた不燃電波吸収ボードです。 
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【用途別特性周波数対応の不燃電波吸収ボード】 

「１」ＩＴＳ周波数【５.８ＧＨｚ】対応 

トンネル内壁及び、ＥＴＣ（自動料金収受システム）トールゲート周辺

や道路側壁等の電波干渉・通信障害と混信を解決できます。 

今回の開発商品は、表面仕上を道路公団仕様に適合した磁器タイル貼り

仕上や、無機系セラミツク塗装仕上も可能です。また、建築の内外装不燃建

材としても多用途な部位に活用ができます。 

  ◆性能：【５.８ＧＨｚ】 

   垂直入射電波吸収性能２０ｄＢ（９９％減衰）以上 

   斜入射角度  ０°～４７.５°の範囲で電波吸収量２０ｄＢ以上 

        ４７.５°～６０° の範囲で電波吸収量１５ｄＢ以上 

◆道路公団仕様適合トンネル内壁材 

 磁器タイル貼り不燃電波吸収パネル（１８ｍｍ厚） 

  （磁器タイル１０ｍｍ＋電波吸収ボード８ｍｍ＋繊維強化アルミ箔反射材） 

◆道路公団仕様適合トンネル内壁材及びトールゲート天井材 

 無機系セラミツクス塗装不燃電波吸収パネル（１２ｍｍ厚） 

  （無機系セラミツクス塗装板４ｍｍ＋電波吸収ボード８ｍｍ＋繊維強化アル 

   ミ箔反射材） 

「２」無線ＬＡＮ周波数【５.２ＧＨｚ】対応 

無線ＬＡＮは配線が不要な高速大容量通信システムとして、空港や駅、

オフィス、病院、ホテルロビー、インターネツトカフェ等において利用され

ています。それらの施設内で、電波の多重反射による電波干渉や通信障害、

また電波が室外に透過する情報漏洩等の問題解決が可能です。 

開発商品は、新築建物、リニューアル建物等の床や２重床、壁、天井の

下地または仕上材として活用ができ、従来通り床のカーペツト仕上や、壁・

天井の塗装、クロス貼り等の自由な仕上が可能です。 

  ◆性能：【５.２ＧＨｚ】 

   垂直入射電波吸収性能８ｄＢ（８４％減衰）以上 

  ◆内外装用、壁・天井不燃電波吸収ボード（５ｍｍ厚） 

  （電波吸収ボード５ｍｍ＋繊維強化アルミ箔反射材） 

  ◆内外装用、床不燃電波吸収ボード（１３ｍｍ厚） 

  （電波吸収ボード１３ｍｍ＋繊維強化アルミ箔反射材） 
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【共同開発各社の役割】 

今回の研究開発及び商品化、販売等における各社の役割は以下のとおりです。 

 

＜大興物産＞ 

①共同研究開発の総合コーディネーターとして取りまとめ 

②大興の全国ネットワ－クを活用した鹿島や他社ゼネコンへの販売活動 

③本商品の総発売元及び一般市場への材料販売と材工販売 

  

＜ノザワ＞ 

①特許等の知的財産権の維持管理と基礎研究開発及び共同研究開発 

②セメント系電波吸収建材の生産及び品質管理 

③本商品の一般市場への材料販売と材工販売及び販売活動に伴う電波吸収技術コ 

 ンサル 

 

＜ニツコー＞ 

①特許等の知的財産権の維持管理と基礎研究及び共同研究開発 

②電波吸収建材商品の生産及び品質管理 

③本商品の一般市場への材料販売活動及び販売活動に伴う電波吸収技術コンサル 

 

＜昭和技研＞ 

①特許等の知的財産権の維持管理と基礎研究及び共同研究開発 

②無機系特殊フェライト原料の生産管理及び品質管理 

③本商品の一般市場への材料販売活動 

 

＜倉庫精練＞ 

①特許等の知的財産権の維持管理と基礎研究及び共同研究開発 

②本商品の一般市場への材料販売活動 
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【今後の展望】 

電波環境問題の改善を推進するため、その最前線にいる建設業界は自ら問題を

解決し、商品化のうえ、それらを採用する事に努めています。その一環として共

同開発会社各社は、社会問題として深刻となる電波干渉や情報漏洩問題等を低減

するため、不燃電波吸収ボ―ドとして商品化し、建設市場向け商品「エコ・電波

レスキュー」の用途別建材シリーズの開発と海外を含めて市場拡大を図る所存で

す。 

【販売目標・価格など(予定)】 

初期販売量は、材料販売を主体に共同開発会社全体で、初年度目標を２億とし

ております。 

     

●「エコ・電波レスキュー」ＩＴＳ仕様 

 ◆性能：【５.８ＧＨｚ】 

 ◆磁器タイル貼り不燃電波吸収パネル（１８ｍｍ×５０８ｍｍ×１８１６ｍｍ） 

  （磁器タイル１０ｍｍ＋電波吸収ボード８ｍｍ＋繊維強化アルミ箔反射材） 

   材料販売価格：４７,０００円／㎡  
 
 ◆機系セラミツクス塗装不燃電波吸収パネル（１２ｍｍ×５０８ｍｍ×１８１６ｍｍ） 

 （無機系セラミツクス塗装板４ｍｍ＋電波吸収ボード８ｍｍ＋繊維強化アル 

  ミ箔反射材）  

   材料販売価格：４７,０００円／㎡  

   
   

●「エコ・電波レスキュー」無線ＬＡＮ仕様 

 ◆性能：【５.２ＧＨｚ】 

 ◆内外装用、壁・天井不燃電波吸収ボード（５ｍｍ×９１０ｍｍ×１８２０ｍｍ） 

  （電波吸収ボード５ｍｍ＋繊維強化アルミ箔反射材） 

   材料販売価格：２１,０００円／㎡  

  

 ◆内外装用、床不燃電波吸収ボード（１３ｍｍ×９１０ｍｍ×１８２０ｍｍ） 

  （電波吸収ボード１３ｍｍ＋繊維強化アルミ箔反射材） 

    材料販売価格：３８,０００円／㎡  
 
なお、販売開始は２００４年１２月１日からを予定しております。 
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＜プレスリリースの問い合わせ先＞ 
○株式会社ノザワ    埼玉県深谷市折之口稜威ヶ原１８５１－４ 

            技術本部･技術研究所 

              電  話：０４８―５７４―１９３７ 

              Ｆ Ａ Ｘ：０４８―５７４―１９３２ 

              ｅメ－ル：hamamoto.kj@nozawa-kobe.co.jp 
              担当窓口：濱本 康二 

 

○大興物産株式会社   東京都港区元赤坂１―５―３１ 新井ビル 

            商品開発事業部  

              電  話：０３―５４７４―６２４４ 

              Ｆ Ａ Ｘ：０３―５４７４―６０５５ 

              ｅメ－ル：t_kikuchi@taiko.co.jp 
              担当窓口：菊地 健雄 

      

○ニツコー株式会社   埼玉県行田市藤原町１―２１―１ 

              本社技術部･埼玉分室 

              電  話：０４８―５５４―３１３１ 

              Ｆ Ａ Ｘ：０４８―５５４―３４０７ 

              ｅメール：nkjukaia@sage.ocn.ne.jp 
              担当窓口：西田 斉 

 

○株式会社昭和技研   東京都中央区京橋３―２―５ 

              電  話：０３―３２７３―１８５１ 

              Ｆ Ａ Ｘ：０３―３２７３―１８５３ 

              ｅメ－ル：a-aku@jcom.home.ne.jp 
              担当窓口：阿久根 昭成  

 

○倉庫精練株式会社   石川県金沢市玉鉾４―１１１ 

                            繊維資材事業部 

              電  話：０７６―２９１―９００４ 

              Ｆ Ａ Ｘ：０７６―２９１―９０３１ 

              ｅメ－ル：m.koshita@soko.co.jp 
              担当窓口：越田 雅浩 



 
  

  

ITS-DSRC、ETC（周波数 5.8GHz）及び無線 LAN（周波数 5.2GHz）の電波障害対策電波吸収ボ－ドとして開

発いたしました。＜特許申請中＞ 

□ 特 長 
♦不燃性内外装材              ♦優れた電波吸収特性 

不燃材料として建築及び土木の内外装材とし    垂直入射はもちろん円偏波での斜入射角度 
て使用ができます。表面材に磁器タイルある     0°～47.5°までは 20dB 以上、47. 5° 

いは無機系セラミック塗装材を用いることが    ～60°でも 15dB 以上の電波吸収性能があり 

できます。                   ます。 

♦大きなボ－ド(薄く・軽量) 

◊ITS 仕様（周波数 5.8GHz）寸法                      ◊無線 LAN 仕様(周波数 5.2GHz)寸法 

◎磁器タイル貼り ＜t18mm×508mm×1816mm＞     ◎壁・天井用＜t5mm×910mm×1820mm＞ 

 ◎無機系セラミックス塗装 ＜t12mm×508mm×1816mm＞ ◎床用＜t13mm×910mm×1820mm＞  

 

□ 電波吸収ボ－ド 「エコ・電波レスキュ－」  
  ITS 仕様：磁器タイル貼り  ITS 仕様：無機系セラミックス塗装   無線 LAN 仕様 

    厚さ 18mm            厚さ 12mm        厚さ 5mm、13mm 
        
電波⇒              電波⇒              電波⇒ 
 

   ：磁器ﾀｲﾙ        ：無機系ｾﾗﾐｯｸ塗装板    
   ：ｾﾒﾝﾄ系吸収ﾎﾞ-ﾄﾞ    ：繊維強化ｱﾙﾐ反射ｼ-ﾄ     

 

□ 電波吸収特性 
♦電波無響室での斜入射（円偏波）例        ♦垂直入射（ﾚﾝｽﾞｱﾝﾃﾅﾌﾘ-ｽﾍﾟ-ｽ法）例 

斜入射円偏波特性                      無線 LAN 垂直入射 

セメント系不燃電波吸収ボ－ド「エコ・電波レスキュ－」技術資料 
開発会社：大興物産株式会社 株式会社ノザワ ニッコ－株式会社 株式会社昭和技研 倉庫精練株式会社 

複層板＜グラサル+抄造板(t=8mm、イルメ40wt％)＞の円偏波斜入射電波吸収特性
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