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安心して電波を利用するために

平成１８年７月４日

総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課

課長補佐 野村 寛

総 務 省

１ 電波利用の拡大と電波の安全性

２ 電波が人体に与える影響について

３ 電波が医療機器に与える影響について

４ 電波の安全性に関する情報の提供
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１－１ 電波の特徴

１－２ ユビキタスネット社会と電波

１－３ 電波利用の拡大と電波の安全性

２

総 務 省

１－１ 電波の特徴（1） 総 務 省

３

金属などの導体に電流が流れ
るとそのまわりに磁界が発生。

電流の大きさ・向きが変化 磁界の強さ・向きが変化 電界の強さ・向きが変化

電界と磁界が交互に発生しながら空間を伝わっていく波 ＝ 電波

電波の強さ（電力密度）は、アン

テナからの距離の２乗に反比例。

距離が2倍になれば４分の１に

距離が３倍になれば９分の１に

v ＝ f ×λ

v[m/s]： 電波の伝わる速さ（光と同じ 30万㎞/ｓ）

f [Hz]： 周波数(一秒間に電界(磁界)が振動する回数)

λ[m]： 波長(電界(磁界)の波の山(谷)から次の山(谷)
までの長さ)
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１－１ 電波の特徴（2）

電離放射線
Ｘ線、ガンマ線。
多量に浴びることに
よって細胞の遺伝子
が傷つけられ、がん
等の原因となり得る
ことが知られている。

電 波
電界と磁界が強さを変化させながら空間を伝わっていく。

周波数帯により携帯電話やTV放送など様々な用途に利用さ
れている。

〔周波数〕300kHz 30MHz 3GHz 30GHz 3THz ３0,000THz3kHz30Hz

〔電波の伝わり方〕
〔伝送できる情報量〕

障害物の後ろに回り込みやすい
情報量が少ない

直進性が強い
情報量が多い

４

総 務 省

電 磁 波

〔波長〕1km 10m 10cm 1cm 0.1mm １0nm100km10,000km

光波（光）
赤外線、可視光
線、紫外線。

静電界・静磁界
波の性質を持たず、電界と磁
界が独立して存在。

超低周波電磁界
周波数が非常に低く、波長が非常
に長い（地球の半径程度の規模）。
高圧送電線からの電磁波（50Hz、
60Hz）はこれに当たる。

0Hz

0Hz ～３０0Hz

ミリ波
(ＥＨＦ)

光 波

電離
放射線

ガ
ン
マ
線

Ｘ
線

サブミリ波

固定通信
に使用

波長
長い

周波数
低い

電 波

○直進性が高いが、山や建物の陰に回り込んで伝わることも
できる。伝送できる情報量はかなり大きい。
＜携帯電話 ＰＨＳ ＴＶ放送 ﾚｰﾀﾞｰ 無線ＬＡＮ ｱﾏﾁｭｱ無線 等＞

○直進性が高いが、山や建物の陰に回り込んで伝わる
ことができる。伝送できる情報量は大きい。
＜ＦＭ放送 ＴＶ放送 航空管制通信 等＞

○電離層(F層)と地表との反射を繰り返し、
地球の裏側まで到達することが可能。
＜船舶･航空無線 短波放送 ｱﾏﾁｭｱ無線 等＞

○直進性が非常に高く、伝送できる情報量は非常に大きい。
＜衛星通信･放送 固定ﾏｲｸﾛ回線 ﾚｰﾀﾞｰ 無線ＬＡＮ 等＞

○比較的遠距離まで到達可能で、
短波に比べて伝わり方が安定
している。
＜中波放送（ＡＭラジオ）等＞

超長波
(ＶＬＦ)

長 波
(ＬＦ)

中 波
(ＭＦ)

短波
(ＨＦ)

超短波
(ＶＨＦ)

極超短波
(ＵＨＦ)

マイクロ波
準ミリ波
(ＳＨＦ)

移動通信
に使用

超低周波
(ELF)

紫
外
線

可
視
光
線

赤
外
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〔波長〕

〔周波数〕

10km

30kHz

1km

300kHz

100m

3MHz

10m

30MHz

1m

300MHz

10cm

3GHz

1cm

30GHz

1mm

300GHz

0.1mm

3THz

１0nm

３0,000THz

100km

3kHz

1,000km

300Hz

10,000km

30Hz

波長
短い

周波数
高い

E=extremely S=super U=ultra V=very H=high Ｍ=medium L=low Ｆ=frequency  

0Hz

５

総 務 省１－１ 電波の特徴（3）
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１－２ ユビキタスネット社会と電波（1） 総 務 省

２０１０年へ向けた課題とＩＣＴの可能性

• 到来する本格的な少子高齢化社会では、解決すべき課題が山積み

生活・社会
• 2007年からの人口減少の歯止め
• 高齢者の住みやすい環境整備
• 食品の安全性に対する信頼回復
• 地域コミュニティの信頼関係強化

医療・福祉
• 遠隔医療等患者中心の医療実現
• 情報公開等による医療過誤対策
• 年金に対する不安解消

交通・物流
・ 交通事故の削減、渋滞や満員電車の緩和
・ 高齢者や障害者に優しいﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ環境の整

備

環境・エネルギー
• 進展する地球温暖化の歯止め
• ゴミ減量化やリサイクルの強化
• 太陽等自然エネルギーの開発
• 遺伝子操作等バイオ技術の適正利用

教育・人材
• 「数学」「理科」嫌いの増加回避
• 深刻化する青少年犯罪の防止
• 大学・大学院の国際競争力強化

雇用・労働
• 高齢者の就労機会の確保
• ﾌﾘｰﾀｰ等若年労働者の失業対策
• 育児支援等女性の就労環境の改善
• 実力主義や雇用流動性の確保

治安・防災
• テロや凶悪犯罪への不安解消
• 地震、台風や大事故等の災害対策
• ピッキング等の治安への不安解消

経済・産業
• 経済の本格回復・競争力強化
• 製造業等の空洞化の防止
• ＩＣＴの経営導入による効率化促進
• 日本文化・芸術の海外進出強化行政サービス

• 引越時等のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの実現
• 電子化・効率化等による財政再建

国際
• 国連等国際機関での発言力の確保
• 戦略的に重要なアジアとの関係強化

• ＩＣＴの今後のトレンドは「ユビキタスネット」、その利活用が課題解決の「切り札」となることに
期待大

– 情報家電、ＩＰｖ６、電子タグ、ブロードバンド、デジタル放送等、日本の強みであるユビキタスネットワーク技術が着実に実用化・汎
用化

– 老後の不安を解決する介護・福祉支援システム、食の不安を解決する食品トレーサビリティ、治安への不安を解決するホームセ
キュリティシステム等、先駆的なＩＣＴの利活用方法の開発が進展 → ユビキタスネット社会への期待が拡大

• ２０１０年の次世代ＩＣＴ社会の実現へ向けた中期ビジョン（ｕ－Ｊａｐａｎ政策）が必要に

– 「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」という将来のユビキタスネット社会も手の届くところに。総務省として２０１０年に実現する新た
な社会の姿（ｕ－Ｊａｐａｎ）を明確に打ち出すとともに、必要な政策パッケージ（ｕ－Ｊａｐａｎ政策）を策定。

６

総 務 省

ｕ－Ｊａｐａｎは、次の特質を備えた２０１０年の次世代ＩＣＴ社会ｕ－Ｊａｐａｎは、次の特質を備えた２０１０年の次世代ＩＣＴ社会

７

User-oriented（ユーザ）

利用者の視点が融けこむ

○利用者に近い
・供給側の発想でなく、利用者の利便性をより強く意識
した社会へ

・ﾆｰｽﾞと強く結びついた技術やｻｰﾋﾞｽを開発
○利用者が供給者にも
・ﾈｯﾄﾜｰｸの力によって１億総「ﾌﾟﾛｼｭｰﾏｰ」化

Unique（ユニーク）

個性ある活力が湧き上がる

○個の活力が生み出される
・個人でも夢を持ち新たな挑戦が容易な社会へ

○社会が活性化される
・新しい社会ｼｽﾃﾑやﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｻｰﾋﾞｽが次々創出
・画一を脱し、創意工夫による地域再生を実現

Ubiquitous（ユビキタス）

あらゆる人や物が結びつく

○「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに簡単につながる
・ＩＣＴが日常生活の隅々まで普及し、簡単に利用できる社会へ

○人－人に加え、人－モノ、モノ－モノが結ばれる
・あらゆる局面で、コミュニケーションがより重要な役割を担う時代に

ｕ－Ｊａｐａｎ （ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄ・ジャパン）

Universal（ユニバーサル）

人に優しい心と心の触れ合い

○人に優しい
・機器やﾈｯﾄﾜｰｸを意識せず、誰でも簡単に利用
・ＩＣＴで、高齢者や障害者等も元気に社会参加

○心が触れ合う
・心の触れ合うｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝで、世代や地域を越
えた一体感を醸成

4U ＝ For You

１－２ ユビキタスネット社会と電波（2）

ｕ－Ｊａｐａｎの理念
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総 務 省１－２ ユビキタスネット社会と電波（3）

基本軸①：シームレスなユビキタス基盤の整備

インフラ

利活用

超高速ネットワークインフラ整備超高速ネットワークインフラ整備
高速高速30003000万世帯、超高速万世帯、超高速10001000万世帯万世帯

※※ＤＳＬ、ケーブル、光ファイバ（有線系を想定）ＤＳＬ、ケーブル、光ファイバ（有線系を想定）

先導的７分野による利活用促進先導的７分野による利活用促進
医療、食、生活、中小企業金融、医療、食、生活、中小企業金融、
知、就労・労働、行政サービス知、就労・労働、行政サービス

※※情報化促進の視点が中心情報化促進の視点が中心

2005年まで 2010年まで

基本軸②：２１世紀の課題解決にＩＣＴを利活用

利用環境

基本軸③：ＩＣＴの利用環境整備の抜本強化

情報化促進から
課題解決へ

ブロードバンドから
ユビキタスネットへ

利用環境整備
を抜本強化

情報セキュリティ対策
e-Japan戦略Ⅱに「安全・安心な

利用環境の整備」を追加

※情報セキュリティ対策に特化

シームレスなユビキタスネットワークの整備シームレスなユビキタスネットワークの整備
国民の１００％が高速または超高速を利用可能な社会に国民の１００％が高速または超高速を利用可能な社会に

※※有線から無線、ネットワークから端末、認証、データ有線から無線、ネットワークから端末、認証、データ
交換等を含め、継ぎ目のないネットワーク環境を整備交換等を含め、継ぎ目のないネットワーク環境を整備

利用環境整備で普及浸透に伴う不安を解消利用環境整備で普及浸透に伴う不安を解消

国民の８０％がＩＣＴに安心感を得られる社会に国民の８０％がＩＣＴに安心感を得られる社会に

※※ＩＣＴ安心・安全２１戦略を策定すると共にＩＣＴ安心・安全２１戦略を策定すると共に
ユビキタスネット社会憲章を制定し、世界に発信ユビキタスネット社会憲章を制定し、世界に発信

社会課題解決型のＩＣＴ利活用高度化社会課題解決型のＩＣＴ利活用高度化
国民の８０％がＩＣＴは課題解決に役立つと評価する社会に国民の８０％がＩＣＴは課題解決に役立つと評価する社会に

※※社会ｼｽﾃﾑ改革等により、医療・福祉、環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ、社会ｼｽﾃﾑ改革等により、医療・福祉、環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ、
防災・治安、教育・人材等の２１世紀の課題を解決防災・治安、教育・人材等の２１世紀の課題を解決

ｕ-Ｊａｐａｎ政策の特徴

８

総 務 省１－２ ユビキタスネット社会と電波（4）
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ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝの基盤整備
（ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ、相互運用性、高信頼性、電子商取引等）

ｺﾝﾃﾝﾂの創造・流通・利用促進
（流通・決済､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ､ｺﾝﾃﾝﾂ創造､ｿﾌﾄﾊﾟﾜｰ等）

ＩＣＴによる先行的社会システム改革
（社会･経営革新､制度改革､電子政府・自治体等）

ＩＣＴ人材活用
（人材育成､ﾍﾞﾝﾁｬｰ促進、教育改革､ 市民参加等）

ﾕﾋﾞｷﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ整備

ブロードバンド基盤の全国的整備
（ﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞ解消、地域情報化､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送、競争政策等）

国際戦略： 国内にとどまらず、国際的な市場やネットワークを視野に入れた政策を推進（アジア・ブロードバンド計画の推進によりアジアを世界の情報拠点に）

技術戦略： 重点分野の研究開発や標準化を戦略的に推進するとともに、持続的発展に向けたイノベーションを促し、国際競争力を高める

ＩＣＴ安心・安全２１戦略の推進
（優先的に対応すべき２１課題を抽出し、対応策を提示）

有線・無線のシームレスなアクセス環境の整備
（電波開放、固定・移動融合、通信・放送連携等）

実物系ネットワークの確立
（電子ﾀｸﾞ､ｾﾝｻｰﾈｯﾄ､情報家電､ITS、ﾕﾋﾞｷﾀｽ端末等）

ＩＣＴ利活用の高度化 利用環境整備

民産学官一体となって
集中的・重点的な取組みを推進

技術の成熟と
普及定着

利用者意識の
向上

２０１０年へ向けた将来課題 （５千人規模の生活者のニーズ調査から抽出）

乗客のイライラ
解消

若年・中高年
の社会参加

ＩＣＴの利活用が将来課題の解決に寄与

診療情報の
効率的利用

災害時の
安全確保

行政手続きの
オンライン化

高齢者に
優しい住宅

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの
効率化

生涯学習
の普及

勤務形態
の多様化

ﾎﾜｲﾄｶﾗｰの
協業支援

交通渋滞・
事故の削減

食の
安心・安全

ﾘｻｲｸﾙ・ｺﾞﾐ
処理の推進

ｺﾝﾃﾝﾂへの
自由なｱｸｾｽ

人に優しい心と心の触れ合い 利用者の視点が融け込む 個性ある活力が湧き上がる

２０１０年までに国民の１００％が
高速または超高速を利用可能な社会に

２０１０年までに国民の８０％がＩＣＴは
課題解決に役立つと評価する社会に

２０１０年までに国民の８０％が
ＩＣＴに安心感を得られる社会に

２０１０年には世界最先端の「ＩＣＴ国家」として先導

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの導入促進
（ｴｰｼﾞｪﾝﾄ技術、ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ、情報ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ等）

「影」に関する課題の整理・明確化
（「影」を１０分野・１００課題に整理し、イメージを明確化）

ユビキタスネット社会憲章の制定
（基本原則や共通認識を整理､「憲章」として世界に発信）

顕在化しつつある重要な課題への対応
（将来に向けて顕在化しつつある重要な課題を抽出）

ｕ-Ｊａｐａｎ政策パッケージの全体像

９
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総 務 省１－２ ユビキタスネット社会と電波（5）

ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例(生活面)

完成したらネットで配信して
みよう。評判がよかったら実
際に公演したいな。

脚本に手直しを加え
たものを送るわね。

考えた振付けを実際にやっ
てみるから見くれないか。

△△役の衣装のイメージ
ができたから見てくれよ。 やっとメインテーマ曲が仕

上がったわ。どうかしら？

振付け担当
Ｅさん

音楽担当
Ｆさん

脚本担当
Ｇさん

衣装担当
Ｈさん

マルチ画面でコラボレーションマルチ画面でコラボレーション

立体映像で振付けを配信立体映像で振付けを配信

誰もが発信者に
（ネット上の仲間とミュージカル制作）

誰もが発信者に
（ネット上の仲間とミュージカル制作）

前方５ｍの横断歩道を右
に横断して下さい。

前方２ｍに自転車があります。
注意して下さい。

簡単操作で登録した
目的地まで誘導

簡単操作で登録した
目的地まで誘導

速度を落として注意
しなくては。

運転手にも注意を促し
事故の防止に貢献

運転手にも注意を促し
事故の防止に貢献

横断歩道を歩行者が横
断しようとしています。

センサーが障害物など
を察知し、通知

センサーが障害物など
を察知し、通知

ユビキタス端末でいつでも
どこでもアニメを楽しむ

ユビキタス端末でいつでも
どこでもアニメを楽しむ

アニメをみていたら・・・
あっ、おじいちゃんから
メッセージだぞ！

僕、水族館に
行きたい！

わかったよ。料金はおじいちゃ
んが支払うから、バーチャル水
族館を楽しんでおいで。

わーっ、サメが大きく
なった！まるで自分
が海の中にいるみた
い。

誕生日には何が
欲しいんだい？

大画面のバーチャル水族館
音声に反応して画面が対応

大画面のバーチャル水族館
音声に反応して画面が対応

湯上がり10分後に

あわせて食事の用意
到着５分後
入浴可能に

到着時までに
掃除完了

元気に遊んでいる
みたいね。明日は
お弁当だから買い
物して帰らなくちゃ。

帰宅時間に合わせて
快適な生活をサポート

帰宅時間に合わせて
快適な生活をサポート

子供の様子をチェック
連絡事項もメールで確認

子供の様子をチェック
連絡事項もメールで確認

お知らせ

明日は遠足なので、
８時３０集合となりま
す。また、お弁当の
用意を宜しくお願い
します。

担任 ○○

おじいちゃんとお孫さんの場合 自称クリエイターの場合

障害者の場合

u-Japan 
ＩＣＴが生活の隅々に浸透

働く親の場合
10

ｕ－Ｊａｐａｎの具体的な利用シーン例(産業面)

総 務 省

11

１－２ ユビキタスネット社会と電波（6）

u-Japan 
ＩＣＴが産業の隅々に浸透

企業内における生産管理プロセスの効率化

アパレル企業におけるサプライチェーンマネジメント
（受発注・在庫・配送等の管理）の例

企業内における知識経営の高度化 あらゆる産業におけるＩＣＴ利用の浸透

企業間の柔軟なコラボレーションの実現

企業内における書類管理システム（書類の位置確認、
セキュリティ管理等）の例

NW

医師

薬品保管室

タグ

タグ

タグ

タグ

タグ
患者の取り違えチェック 投薬の量チェック

投薬の種類チェック

取り違えている場合アラーム 量が違う場合アラーム 薬が違う場合アラーム

医療DB

チェック

チェック

チェック

薬の処方の指示

NW

医師

薬品保管室

タグ

タグ

タグ

タグ

タグ
患者の取り違えチェック 投薬の量チェック

投薬の種類チェック

取り違えている場合アラーム 量が違う場合アラーム 薬が違う場合アラーム

医療DB

チェック

チェック

チェック

薬の処方の指示

病院等における医薬品の適切で安全な処方、
投与等を支援するシステムの例

ＮＷ

劇場

レストラン

ホテル

レンタカー

旅行代理店

航空会社

エージェントロボット

旅行における利用者の様々なニーズをネット上で
企業間連携を行い、一括処理するシステムの例

・流通履歴
・在庫情報
・流通履歴
・在庫情報

縫製工場 アパレル
流通センタ 小売店

登録：個品コード
色
サイズ 等

（（（
（（（

）））
）））

（（（
（（（

）））
）））

電子タグリーダによる読取り

電子タグ

（（（
（（（

）））
）））

入/出荷検品棚卸

電子タグ

電子タグリーダによる読取り電子タグリーダによる読取り

入荷検品棚卸
出荷検品

登録：個品コード
色
サイズ 等

参照：個品コード
色
サイズ
生地・布素材 等

位置情報管理

タグ

タグリーダー

NW 媒体情報
DB

サーバー
管理部門

書類B書類B書類B書類B 書類B書類B書類B書類B

移動検知

コピー禁止
書類です

セキュリティ管理

持出し禁止
書類です！

（（（
（（（

）））
）））
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総 務 省１－２ ユビキタスネット社会と電波（7）

公共スペース公共スペース

生活生活
ビジネスビジネス

ワイヤレスによる乗車手続き
・予約席通知
・座席情報
・メール等メッセージ配信
・行き先タウン情報 等

車同士の直接の通信
によるデータ交換

500ｍ先に
事故発生

近づき過ぎです
車線変更します

照明
ｺｰﾋｰﾒｰｶ

電子レンジ
テレビ

鍵穴なしのドア

その場でわからな
いこともネットで調
べられる

その場でわからな
いこともネットで調
べられる

カメラやマイク、
GPSを駆使した
総合学習

カメラやマイク、
GPSを駆使した
総合学習

「携帯でVPNをはって社

内のスケジュールを確認
しよう」

教育教育

「到着前にメールを
確認するか」

「無線スポットで残ってた
仕事を片付けるか」

今年の新作となります！

「リアルだし分かり
やすくていいわ」

ワイヤレスオフィス
・社員の誰もがどんな状況でも

社内ﾈｯﾄﾜｰｸにアクセス
・どこにいてもﾐｰﾃｨﾝｸﾞが

可能（ﾜｲﾔﾚｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）
・営業活動にﾜｲﾔﾚｽを利用

ワイヤレスによるホームコントロール・セキュリティ
・使い慣れたﾘﾓｺﾝを使ったり、音声やｼﾞｪｽﾁｬｰで家庭機器をコントロール
・見守りロボットによるホームセキュリティ

ワイヤレスによる車同士の通信
・速度情報、ブレーキング情報、路面情報等の

データ交換による事故防止など
授業でのモバイル活用

・モバイル端末を活用した臨場感のある野外学習

ICｶｰﾄﾞ

電子タグ

交通機関交通機関

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに簡単につながるユビキタスネット社会の
実現のためには、利用者とネットワークをつなぐために電波を必ず使う必要がある。

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに簡単につながるユビキタスネット社会の
実現のためには、利用者とネットワークをつなぐために電波を必ず使う必要がある。

（平成15年情通審答申「電波政策ビジョン」より）

12

電波発射源 医療機器

１－３ 電波利用の拡大と電波の安全性

電波の安全性について的確な対応が必要

医療機器に与える影響人体に与える影響

13

総 務 省

電波利用の普及・高度化に伴い、電波が人体や医
療機器に与える影響に対する懸念が増大

人体
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２ 電波が人体に与える影響について

２－１ 電波防護のための指針

２－２ 電波防護指針の概要

２－３ 電波防護規制（電波防護指針の制度化）

２－４ 電波が人体に与える影響に関する研究

２－５ 電波の安全性に関する国際動向

14

総 務 省

十分な安全率（一般環境で５０倍）

２－１ 電波防護のための指針

人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針

電波防護指針
（平成２年策定、平成９年追加）

人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針

電波防護指針
（平成２年策定、平成９年追加）

これらの作用を及ぼす電波の強さ（しきい値）

２ 熱作用
人体に吸収された電波のエネルギー

が熱となり、全身の又は部分的な体温
を上昇させる（100kHz程度以上）

１ 刺激作用
電波によって体内に生じた誘導電流

等より刺激を感じる
（100kHz程度以下）

これまで５０年以上の研究の蓄積

15

総 務 省

※ 我が国の電波防護指針は、国際非電離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ）が策定した国際ガイドラインと同等。
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２－２ 電波防護指針の概要（1）

16

総 務 省

0.2
f/1500

1

72.8
2.18f-1

2.18f-1

0.0728
f1/2/237.8

0.163

275
275

824f-1

27.5
1.585f1/2

61.4

10kHz - 30kHz
30kHz - 3MHz
3MHz - 30MHz

30MHz - 300MHz
300MHz - 1.5GHz
1.5GHz - 300GHz

電力密度
S(mW/cm2)

磁界強度
H(A/m)

電界強度
E（V/m)

周波数
ｆ

※ｆはMHｚを単位とする周波数

出展：郵政省「電波利用施設の周辺における電磁環境に関する研究会報告」（1987年７月）

携帯電話については、高さ４０ｍのアンテナから２００ｍ離れた地点における電界の強さを基本的な算出式で計算した例

（基地局の出力：９００MHｚ帯及び1．5ＧＨｚ帯 ３２Ｗ、2．1ＧＨｚ帯 ６０Ｗ）。基本的な算出式では、十分に大きめの値が見積もられている。

電磁界強度指針電磁界強度指針
電波の強さ（平均時間６分間）の指針値（一般環境）

（参考）無線局のアンテナから発射される電波（電界）の強さの例

全身が電波に均一にばく露され、全身での電波の吸収が最大となる条件を仮定して換算した電波の強さ

17

総 務 省

携帯電話基地局のアンテナは、ある特定の方向（図の例ではアンテナから２００ｍ
先の地点）に電波を発射しており、真下にはあまり電波を発射していない。建物の内
部では、電波は壁や屋根によって吸収・反射されるので、電波の強さは基準値をはる
かに下回る。

２－２ 電波防護指針の概要（2）

デジタル携帯電話基地局のアンテナから発射される電波の地上での電力密度の例
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18

総 務 省

0.08 W/kg全身平均ＳＡＲ全身平均ＳＡＲ※２

任意の組織10g 当たり
2 W/kg
4 W/kg（四肢）

局所ＳＡＲ局所ＳＡＲ※２

45 mA (100kHz-100MHz)
(接触ハザード※３が防止されていない場合)接触電流接触電流

一般環境一般環境

適用範囲：周波数 100kHz-3GHz
対 象：身体に近接※１して使用する小型無線機等

※１ 電磁放射源との距離 ： 100kHz-300MHzは20cm以内、

300MHz - 3GHzは10cm以内に適用

平均時間 : ６分間

局所吸収指針局所吸収指針

２－２ 電波防護指針の概要（3）

電波のエネルギーが身体の局所に集中して吸収されるような場合における基準値

※２ ＳＡＲ(Specific Absorption Rate、比吸収率）：生体が電磁界にさらされることによって単
位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量

※３ 接触ハザード：接触電流を生じさせるような潜在的な状況

２－３ 電波防護規制（電波防護指針の制度化）

１ 電波の強度に対する安全施設の設置１ 電波の強度に対する安全施設の設置

電波の強さが基準値を超える場所に一般の人
々が容易に出入りできないよう、安全施設の設
置を義務付け。（平成１１年１０月）

２ 人体頭部に吸収されるエネルギー量の許容値の遵守２ 人体頭部に吸収されるエネルギー量の許容値の遵守

頭部横断面のＳＡＲ分布
（上から見た図）

900MHz 1.5GHz

SARの値 高い 低い

安全施設

19

総 務 省

人体頭部で吸収される電力の比吸収率※

（ＳＡＲ）の許容値（２W/kg）を強制規
格として規定。（平成１４年６月）

※ 比吸収率（ＳＡＲ：Specific Absorption Rate）とは、生体が電磁

界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収される

エネルギー量をいう。
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２－４ 電波が人体に与える影響に関する研究（1）

電波が人体に与える影響を科学的に解明するため、
生体の安全性評価等に関する研究を推進

電波が人体に与える影響を科学的に解明するため、
生体の安全性評価等に関する研究を推進

医学・工学の研究者等により構成される「生体電磁環境研究推進委員会」
（委員長：上野照剛 九州大学特任教授）を平成９年度より開催し、動物実験
等による生体の安全性評価等に関する研究を推進。

○研究の推進

・疫学調査※・ボランティア研究

・動物実験

・細胞実験

・ドシメトリ（ばく露評価）等
※ 疫学調査とは、地域や集団内で収集した症例のデータを整理･分析し、これらを解析することにより、疾患や健康に関する事象の発生の原因等の関連性を

明らかにする調査。

○国際連携

・世界保健機関（ＷＨＯ）等の国際機関との連携

・専門家会合を通じた諸外国（米国、欧州、韓国等）との連携・協力

２ 主な活動

１ 生体電磁環境研究推進委員会

20

総 務 省

３ これまでの主な研究成果

※１ 血液－脳関門（ＢＢＢ:Blood-Brain Barrier）：

脳毛細血管と脳細胞の間に存在し、脳内に毒性物質が侵入するのを防御するなどの働きをしている構造の総称。

※２ 脳微小循環動態：

脳内の微小血管における動的に変動する様々な循環指標。血管径、血流速度、白血球の挙動、BBBの機能等。

血液－脳関門※1に及ぼす影響に関する実験
（H9、H10）

熱作用を及ぼさない強さの電波ばく露では
影響なし

記憶機能に及ぼす影響に関する実験
（迷路学習実験）（H11～13）

熱作用を生じない条件では影響なし

脳腫瘍の発生に及ぼす影響に関する実験
（長期局所ばく露実験）（H12～14）

長期にわたる携帯電話の使用が脳腫瘍の
発生に及ぼす影響は認められない

脳微小循環動態※2に及ぼす影響に関する実験
（H12～14）

携帯電話の電波が脳微小循環動態に及
ぼす影響は認められない

21

総 務 省

睡眠に及ぼす影響に関する実験
（H14～16）

携帯電話の電波による脳内でのメラトニン
の合成への影響は認められない

２－４ 電波が人体に与える影響に関する研究（2）
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４ 中間報告【要旨】

22

総 務 省２－４ 電波が人体に与える影響に関する研究（3）

（平成１３年１月）

３ 一方、電波防護指針値以下の低レベルの電波が人体に影響を与える可
能性があるとの報告が一部にはあるが、これらの研究は必ずしも実験条
件等が適切ではないといった問題が指摘されており、このような研究成果
は、本来、再現性の確認等を経てから安全性評価のデータとして取り扱わ
れるべきものである。しかしながら、正確な情報提供が必ずしも十分でな
いことが、国民の漠然とした不安を招く要因となっている。

２ 近年、携帯電話の急激な普及を背景として、電波による健康影響に関し
て国民の関心が高まっているが、我が国をはじめ国際的な専門機関では、
電波防護指針値を下回る強さの電波によって健康に悪影響を及ぼすとい
う確固たる証拠は認められないとの認識で一致している。

１ 電波の人体への影響については、我が国をはじめ、世界各国で５０年以
上に及ぶ研究成果が蓄積されてきており、これらの膨大な科学的知見に
基づいて、電波の健康影響の閾値に十分な安全率を見込んだ電波防護
指針が策定されている。

23

総 務 省２－４ 電波が人体に与える影響に関する研究（4）

４ 本委員会は、世界保健機関（ＷＨＯ）における国際電磁界プロジェクトと
協調しながら、医学・生物学の専門家と高精度なばく露評価を行う工学の
専門家による密接な連携の下で、公正かつ中立的に研究を行っている。
本委員会におけるこれまでの成果では、いずれも携帯電話基地局及び携
帯電話からの電波が人体に影響を及ぼさないことを示している他、過去に
影響があると報告された結果について生物・医学／工学的な手法を改善
した実験においては、いずれも影響がないという結果を得ている。

５ したがって、本委員会は、現時点では電波防護指針値を超えない強さの
電波により、非熱効果を含めて健康に悪影響を及ぼすという確固たる証
拠は認められないと考える。
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５ 平成1８年度研究計画

24

総 務 省２－４ 電波が人体に与える影響に関する研究（5）

(1) 携帯電話端末の使用と脳腫瘍の発生との関係についての疫学調査
(2) 携帯電話のヒト眼球運動への影響に関する研究
(3) 非熱的RF電磁界へのヒト感受性に関する研究

(1) 高周波電磁波ばく露による生物学的影響評価－内分泌撹乱様作用について－
(2) 生殖・発生・発達に対する２GHｚ帯電磁波ばく露の修飾作用
(3) ミリ波による眼球への影響評価に関する研究
(4) 電波照射の脳微小循環動態に及ぼす影響と加齢性変化に関する研究

(1) 高周波ばく露の細胞生物学的影響評価と機構解析(細胞実験)
(2) 高周波ばく露の細胞生物学的影響評価と機構解析(物理的条件からの検索)

(1) 症例対照研究の解析を補完する携帯電話利用者のばく露評価
(2) 生物実験のためのばく露評価とばく露装置の開発
(3) 人体全身平均SARの特性評価

(1) 携帯電話利用と健康に関するケースオンリー研究
(2) 国内外における電波の生体影響に関する研究の動向調査

１ 疫学調査・ボランティア研究

２ 動物実験

３ 細胞実験

４ ドシメトリ（ばく露評価）

５ その他

◇ ICNIＲPは、非電離放射線に関する国際的な独立専門組織であ

り、電波や光の人体への安全性について科学的見地から検討し、

勧告を行うことを任務としている。

これまで、十分な安全率を考慮した電波防護に係る国際ガイド

ラインを策定しており、多くの国がこれと同等のガイドラインを

採用している。

我が国の電波防護指針も、この国際ガイドラインと同等。

25

総 務 省

国際非電離放射線防護委員会（ICNIＲP）国際非電離放射線防護委員会（ICNIＲP）
（ＩＣＮＩＲＰ：International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（1）
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世界保健機関（ＷＨＯ）世界保健機関（ＷＨＯ）

◇ ＷＨＯは、電波の発生源が多様化・拡大する中で、電波が健康

に及ぼす影響に対する公衆の高い関心に応えるため、１９９６年

に国際電磁界プロジェクトを発足させた。

現在、国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）や国際非電離放射線防護

委員会（ＩＣＮＩＲＰ）などの国際機関、我が国をはじめとする

５４カ国以上の国がこのプロジェクトに参加している。

このプロジェクトでは、科学的文献の再検討や重点的研究の推

奨、電磁界リスクに関する情報提供、リスク評価などを行い、最

終的に環境保健基準として取りまとめることとしている。

我が国も研究を実施し、貢献。

26

総 務 省

（ＷＨＯ：World Health Organization）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（2）

国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）

◇ WHOの付属機関であるＩＡＲＣは、電波による発が

んリスクの評価を実施するため、大規模な疫学調査※を

推進中。

我が国も調査を実施し、貢献。

・IARCモノグラフは、発がん性の有無を様々な証拠をもとに分類したものであって、発がん性の強さなどを評価したものではない。

・通信、放送等に用いられる電波については、現在検討中。

・送電線、家電製品等から生じる超低周波（ＥＬＦ）については、磁界成分を「グループ2B」に分類。この分類には、コーヒー、

漬物、ガソリンエンジンの排気ガスなどがある。

(参考)ＩＡＲＣによる発がん性評価（IARCモノグラフ）

※ 疫学調査とは、地域や集団内で収集した症例のデータを整理･分析し、これらを解析することにより、疾患や健康に関する事象の発生の原因等の関連性を明らかにする調査。
27

総 務 省

（ＩＡＲＣ：International Agency for Research on Cancer）

カプロラクタム（ナイロンの原料）
おそらく発がん性はない（Probably not carcinogenic to humans）（１種）

ヒトへと実験動物への発がん性がないことを示唆する証拠がある場合等
グループ４

カフェイン、原油、水銀、サッカリン、お茶、コレステロール、蛍光
燈、静磁界、静電界、超低周波電界

発がん性を分類できない（Not classifiable as to carcinogenicity to humans）（４９７種）

ヒトへの発がん性を示す証拠が不十分であり、実験動物への発がん性に対しても十分な証拠がないか限定的である場合等
グループ３

クロロホルム、鉛、コーヒー、漬物、ガソリン、ガソリンエンジン排
気ガス、超低周波磁界

発がん性があるかもしれない（Possibly carcinogenic to humans）（２４１種）

ヒトへの発がん性を示す証拠が限定的であり、実験動物への発がん性に対して十分な証拠がない場合等
グループ２Ｂ

ＰＣＢ、ディーゼルエンジン排気ガス、紫外線、太陽燈
おそらく発がん性がある（Probably carcinogenic to humans）（６６種）

ヒトへの発がん性を示す証拠は限定的であるが、実験動物への発がん性を示す十分な証拠がある場合等
グループ２Ａ

コールタール、カドミウム、ダイオキシン、ホルムアルデヒド、タ
バコ、アルコール飲料、Ｘ線、太陽光、アスベスト

発がん性がある（Carcinogenic to humans）（９５種）

ヒトへの発がん性を示す十分な証拠がある場合等
グループ１

例分 類

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（3）



15

○ ・・・無線周波ばく露の健康への影響ではっきりしているものは全て熱作用に関
連するものである。顕著な加熱を生じせしめるには低すぎるレベルの無線周波エ
ネルギーでも生体組織に作用することがあるが、国際ガイドラインの制限値よりも
下のばく露レベルで健康への悪影響があることを示す研究はない。・・・

○ がん： 現在の科学的証拠の示すところでは、携帯電話及びその基地局の輻射
する電磁界などの無線周波電磁界へのばく露により、がんが誘発されたり促進さ
れたりすることは考えにくい。・・・

○ 他の健康リスク： 脳の活動、反応時間、睡眠パターンの変化を含めて、携帯電
話の使用によるがん以外の影響についても、科学者による報告がある。これらの
影響は小さく、明瞭な健康上の重大性はない。・・・

28

総 務 省

健康への影響

ＷＨＯファクトシート１９３
電磁界と公衆衛生 携帯電話とその基地局 （２０００年６月改定）（１）

ＷＨＯファクトシート１９３
電磁界と公衆衛生 携帯電話とその基地局 （２０００年６月改定）（１）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（4）

※ WHOの文書は、http://www.who.int/en/で公表。本講演会資料では、WHOのサイトに日本語訳のあるものは、これを基に厳密
さとわかりやすさの観点から一部変更を加えており、日本語訳のないものは、電波環境課にて和訳している。

○ 国際非電離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ）の策定した国際ガイドラインは、（熱効
果及び非熱効果の両方の）全ての科学文献の注意深い解析に基づくものであり、
無線周波エネルギーの危険性として確認された全てのものについて、十分な余裕
を持って防護している。公衆の近づけるエリアにおける基地局からの無線周波信
号レベルは、実測と計算の両方により、国際ガイドラインよりも遥かに低いこと（典
型的には、１００分の１又はそれ以下）がわかる。携帯電話機による利用者の無線
周波ばく露レベルはこれよりも相当大きいものの、国際ガイドラインよりは下である。

29

総 務 省

電磁界ガイドライン

ＷＨＯファクトシート１９３
電磁界と公衆衛生 携帯電話とその基地局 （２０００年６月改定）（２）

ＷＨＯファクトシート１９３
電磁界と公衆衛生 携帯電話とその基地局 （２０００年６月改定）（２）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（5）
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政府： 健康に基づくガイドラインを採用している規制当局が、一般公衆が
懸念を持っているため、無線周波電磁界へのばく露を減少させるた
めに追加的な用心のための措置を導入することを欲するとしても、ば
く露制限値に恣意的な追加安全係数を付け加えることによりガイドラ
インの科学的根拠を損なうべきではない。・・・

個人： 携帯電話の使用について特別な用心が必要であることを示す科学
的知見は現時点では存在しない。もし懸念を持つのであれば、通話
時間を制限するか、ハンドフリー装置を使用して携帯電話を体や頭
から離すことにより、自分自身や子供の無線周波ばく露を制限するこ
とを選択してもよい。

30

総 務 省

結論及び勧告

ＷＨＯファクトシート１９３
電磁界と公衆衛生 携帯電話とその基地局 （２０００年６月改定）（３）

ＷＨＯファクトシート１９３
電磁界と公衆衛生 携帯電話とその基地局 （２０００年６月改定）（３）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（6）

○ 健康に基づくガイドラインの厳守： 国際ガイドラインは、携帯電話の利用者、基
地局の近辺で勤務する人や居住する人、携帯電話を利用しない人を含めて、全て
の人を保護するために策定されている。

○ 用心のための措置（予防的措置、Precautionary measures）

○ これまでのところ、無線周波電磁界ばく露の健康への影響に関する専門家の評
価は、すべて同じ結論に至っている。即ち、国際非電離放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲ
Ｐ）が策定したばく露制限に関する国際ガイドラインより低いレベルの無線周波電
磁界へのばく露により健康に悪影響が出るという結論は導かれていない。

○ ＩＣＮＩＲＰのガイドラインは、めったに起きないような、電磁界の吸収が最大となる
条件でばく露される場合の電磁界への人のばく露を制限するために策定されてお
り、制限値には、作業者を保護するために大きな安全率を、また、子供を含めた一
般公衆を保護するためにさらに大きな安全率を見込んでいる。このように、ＩＣＮＩＲ
Ｐガイドラインの制限値は保護レベルが高く、有効な科学的証拠に基づいている。

31

総 務 省

ＷＨＯ 子供と携帯電話：クラリフィケーション・ステートメント※（１）ＷＨＯ 子供と携帯電話：クラリフィケーション・ステートメント※（１）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（7）

※ 科学的不確実性分野における公衆衛生政策の指針に関するワークショップ（２００５年７月開催）関連
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○ ＷＨＯは、２０００年に、携帯電話とその基地局に関するファクトシート（１９３）
を発表した。そのPrecautionary Measures（予防的措置）のセクションにおいて

次のように述べている。

32

総 務 省

ＷＨＯ 子供と携帯電話：クラリフィケーション・ステートメント（２）ＷＨＯ 子供と携帯電話：クラリフィケーション・ステートメント（２）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（8）

携帯電話の使用について特別な用心が必要であることを示す科学的
知見は現時点では存在しない。もし懸念を持つのであれば、通話時間
を制限するか、ハンドフリー装置を使用して携帯電話を体や頭から離
すことにより、自分自身や子供の無線周波ばく露を制限することを選
択してもよい。

○ 「電磁過敏症(Electromagnetic Hypersensitivity(ＥＨＳ))」は、様々な非特異

的症状と特徴付けられ、悩まされている人々はこの症状が電磁界への ばく露に
よるものであるととらえている。最も一般的な症状には、皮膚症状（発赤、チクチク
感、灼熱感）、神経衰弱症、自律神経系症状（倦怠感、疲労感、集中困難、めまい、
吐き気、動悸、消化不良）がある。収集された症状を見ると、既知の症候群の一部
とは言えない。

ＥＨＳは、化学物質への低レベル環境ばく露に伴う症状である「多種化学物質過
敏状態(multiple chemical sensitivities(ＭＣＳ))」に似ている。ＥＨＳもＭＣＳも、

明確な毒性学的、生理学的根拠や独立した検証に欠ける一連の非特異的症状と
特徴付けられる。環境因子への感受性ということについてのより一般的な用語は
「本態性環境非寛容症(Idiopathetic Environmental Intolerance(ＩＥＩ))」で、・・・。

ＩＥＩは、化学的病因や免疫学的感受性や電磁界感受性を何ら含意しない記述語句
である。ＩＥＩは、人々に悪影響を及ぼす、医学的に説明できない類似した非特異的
症状を共有する多数の不調から成り立っている。しかし、ＥＨＳという用語が一般的
に用いられているので、ここでもこの用語を用いることにする。

33

総 務 省

ＥＨＳ（電磁過敏症、電磁波過敏症）とは何か？

ＷＨＯファクトシート２９６
電磁界と公衆衛生 電磁過敏症 （２００５年１２月）（１）

ＷＨＯファクトシート２９６
電磁界と公衆衛生 電磁過敏症 （２００５年１２月）（１）

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（9）
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○ ・・・大半の研究は、ＥＨＳの人々はＥＨＳではない人々よりも電磁界ばく露をより
正確に検出できるわけではないということを示している。十分に制御されて実施さ
れた二重盲検法の研究では、症状が電磁界ばく露と関連していないことが示され
てきた。・・・

34

総 務 省

ＥＨＳの人々に関する研究

ＷＨＯファクトシート２９６
電磁界と公衆衛生 電磁過敏症 （２００５年１２月）（２）

ＷＨＯファクトシート２９６
電磁界と公衆衛生 電磁過敏症 （２００５年１２月）（２）

○ ＥＨＳは、人によって異なる多様な非特異的症状によって特徴付けられる。症状
は確かに存在しており、その重症度は非常に広い幅がある。どのような症状を引
き起こすにせよ、影響を受ける人にとってＥＨＳは日常生活に支障をきたす問題と
なり得る。ＥＨＳは明確な診断基準を持たず、ＥＨＳの症状を電磁界ばく露と関連付
ける科学的根拠はない。さらに、ＥＨＳは医学的診断でもなければ、単一の医学的
問題を表しているかどうかも明確ではない。

結論

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（10）

○ ・・・最近の調査では、基地局からの無線周波ばく露は、アンテナへの近さや周
辺環境といった様々な要因に依存して、国際的なばく露ガイドラインの０．００２％
から２％の範囲であることが示されている。これは、ラジオやTV放送施設からの
無線周波ばく露より低いか、それと同等である。

35

総 務 省

ＷＨＯファクトシート３０４
電磁界と公衆衛生 基地局及び無線技術 （２００６年５月）（１）

ＷＨＯファクトシート３０４
電磁界と公衆衛生 基地局及び無線技術 （２００６年５月）（１）

○ ・・・これまでのところ、科学的レビューで同定されている、無線周波電磁界によ
り生じる健康影響は、特定の産業設備（無線周波ヒータ等）においてのみ見られ
る、非常に高い界強度による体温の上昇（＞１℃）に関係するものだけである。基
地局及び無線ネットワークからの無線周波ばく露レベルは非常に低いので、それ
による温度上昇は有意ではなく、人の健康に影響を及ぼさない。

健康に関する懸念

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（11）

○ ・・・最近の調査では、一般公衆が立ち入り可能な場所（学校や病院を含む）に
おける基地局及び無線技術からの無線周波ばく露は、通常国際基準よりも数千
倍も低いことが示されている。
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○ 実際には、FMラジオ及びTVからの信号は、基地局からのものよりも周波数が
低いため、同様の無線周波ばく露レベルでは、最大で５倍多く人体に吸収される。
これは、FMラジオ(100MHz前後)及びTV放送(300～400MHz前後)で用いられてい
る周波数は、携帯電話に採用されている周波数(900MHz及び1800MHz)よりも低
いことと、人はその身長のために人体が効率の良い受信アンテナとなることによ
るものである。更に、ラジオ及びTV放送局は過去５０年以上にわたって、何らかの
確立された健康悪影響も無く運用されている。

36

総 務 省

ＷＨＯファクトシート３０４
電磁界と公衆衛生 基地局及び無線技術 （２００６年５月）（２）

ＷＨＯファクトシート３０４
電磁界と公衆衛生 基地局及び無線技術 （２００６年５月）（２）

○ 多くの無線技術はアナログ信号を用いてきたが、最近の無線技術はデジタル
送信を用いている。これまでに実施された詳細なレビューでは、異なる無線周波
変調方式固有の傷害性は何ら示されていない。

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（12）

○ これまでに蓄積された全ての証拠からは、基地局からの無線周波信号によって
短期的または長期的な健康悪影響が生じるということは何ら示されていない。・・・

○ 無線周波ばく露にはリスクがあり、それは深刻なものである可能性があると感
じている人々もいる。公衆の不安の原因には、新たな、または確認されていない
科学研究についてのメディア報道が含まれる。こうした報道は、不安定な感覚と、
未知のまたは未発見の傷害性があるかも知れないという認知につながる。・・・

37

総 務 省

ＷＨＯファクトシート３０４
電磁界と公衆衛生 基地局及び無線技術 （２００６年５月）（３）

ＷＨＯファクトシート３０４
電磁界と公衆衛生 基地局及び無線技術 （２００６年５月）（３）

○ 非常に低いばく露レベルと、これまでに集められた研究結果を考慮すれば、基
地局及び無線ネットワークからの弱い無線周波信号が健康悪影響を生じるという
明白な科学的証拠はない。

結論

２－５ 電波の安全性に関する国際動向（13）

公衆のリスク認知
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３ 電波が医療機器に与える影響について

３－１ 医療機器に与える影響の例

３－２ 医療機器への影響の防止に関する指針

３－３ 医療機器への影響の防止に関する指針の
概要

３－４ 各種電波利用機器による影響の防止に関
する指針

３－５ 各種電波利用機器による影響の防止に関
する指針の概要

38

総 務 省

携帯電話等

医療機関内で使用される医療機器

３－１ 医療機器に与える影響の例

ペースメーカ等植込み型の医療機器

心臓に鼓動を促す電気信
号（ペーシングパルス）への

干渉の発生

39

総 務 省

画面の乱れ等
の発生

影響

影響
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「医用電気機器への電波の影響を防止するための
携帯電話端末等の使用に関する指針」を策定
(平成９年３月 不要電波問題対策協議会※)

「医用電気機器への電波の影響を防止するための
携帯電話端末等の使用に関する指針」を策定
(平成９年３月 不要電波問題対策協議会※)

電波による心臓ペースメーカ等への影響に対する懸念電波による心臓ペースメーカ等への影響に対する懸念

「医用電気機器への電波の影響を防止するための
携帯電話端末等の使用に関する調査」

(平成７～８年度 不要電波問題対策協議会※)

「医用電気機器への電波の影響を防止するための
携帯電話端末等の使用に関する調査」

(平成７～８年度 不要電波問題対策協議会※)

３－２ 医療機器への影響の防止に関する指針

携帯電話端末等の電波が

○ 心臓ペースメーカ （２２８機種）

○ 病院内の医用電気機器 （１０８機種）等

に与える影響について、調査を実施

※ 不要電波問題対策協議会：不要電波による障害を防止し、除去するための対策を協議することを目的として設立。
学識経験者、関係省庁、関係業界団体等から構成。現電波環境協議会。 40

総 務 省

○携帯電話を持ち込まない
・手術室、集中治療室など

○携帯電話の電源を切る
・検査室、診療室、病室など

○使用できる場所の特定
・待合室など医療機関側で認めた区域

○ＰＨＳの使用条件
・医療機関の許可を得たもののみ使用可
・容易に識別できるよう表示

～医療機関内での携帯電話端末等の使用～

携帯電話

ＰＨＳ

等

満員電車等の混雑する

場所では

電源を切るよう配慮

ペースメーカ装着部位

から

２２ｃｍ以上離して使用

～植込み型ペースメーカ装着者への配慮～

22cm以上離す

「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に
関する指針」（平成９年３月）の概要

３－３ 医療機器への影響の防止に関する指針の概要

41

総 務 省

「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」は、次のアドレス(電波環境協議会のHP)にて公表。

http://www.arib.or.jp/emcc/
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総務省では、携帯電話端末を含む各種電波利用機器の電波が植込み型医療
機器へ及ぼす影響について継続的に調査を実施し、影響を防止するための指
針を公表している。

３－４ 各種電波利用機器による影響の防止に関する指針

42

総 務 省

「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するた
めの指針」を取りまとめ、公表（平成１７年８月制定、平成１８年５月現行化）

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060530_1_shi.pdf

平成１２年度（平成１３年５月発表）
・携帯電話端末及びＰＨＳ端末が植込み型医療機器へ及ぼす影響

平成１３年度（平成１４年７月発表）
・携帯電話端末及びＰＨＳ端末が植込み型医療機器へ及ぼす影響

平成１４年度（平成１５年６月発表）
・ワイヤレスカードシステム及び電子商品監視（EAS）機器が植込み型医療機器へ及ぼす影響

平成１５年度（平成１６年６月発表）
・電子商品監視機器、無線LAN機器及びRFID(電子タグ)機器が植込み型医療機器へ及ぼす影響

平成１６年度（平成１７年８月発表）
・携帯電話端末及びRFID機器が植込み型医療機器へ及ぼす影響

平成１７年度（平成１８年５月発表）
・携帯電話端末が植込み型医療機器へ及ぼす影響

各種電波利用機器による影響の調査

43

総 務 省３－５ 各種電波利用機器による影響の防止に関する指針の概要(1)

１ 携帯電話端末及びPHS端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を

防止するための指針

ア 植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、
携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から22㎝程度以上離すこと。

また、混雑した場所では付近で携帯電話端末が使用されている可能性がある
ため、十分に注意を払うこと。

イ 植込み型医療機器の装着者は、PHS端末の使用及び携行に当たっては、ア
の携帯電話端末の場合と同様に取り扱うこと。（PHS端末を植込み型医療機器へ近づけた
場合に全く影響を受けないわけではなく、また、PHS端末と携帯電話端末が外見上容易に区別がつき

にくく、慎重に取り扱うという意味で、携帯電話端末と同様に取り扱うことが望ましい。）

ウ 携帯電話端末又はPHS端末の所持者は、植込み型医

療機器の装着者と近接した状態となる可能性がある場所
（例：満員電車等）では、その携帯電話端末又はPHS端末

の電源を切るよう配慮することが望ましい。
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44

総 務 省３－５ 各種電波利用機器による影響の防止に関する指針の概要(2)

２ ワイヤレスカード（非接触ICカード）システムの電波が植込み型医療

機器へ及ぼす影響を防止するための指針

ア 心臓ペースメーカ装着者は、ワイヤレスカードシステムのリーダライタ部（アン
テナ部）から心臓ペースメーカの装着部位を１２cm程度以上離すこと。

イ 除細動器装着者は、日常生活において特別にワイヤレスカードシステムを意
識する必要はないが、除細動器装着部位をワイヤレスカードシステムのリーダラ
イタ部（アンテナ部）に密着させることは避けるべきである。

ウ ワイヤレスカードシステムの製造業者等は、リー
ダライタ部（アンテナ部）を明確に認識できるよう表示
等を工夫することが影響防止に有効である。また、断
続磁界モードは、影響が大きくなるので、できる限り
連続磁界モードを利用することが影響防止には有効
である。

45

総 務 省３－５ 各種電波利用機器による影響の防止に関する指針の概要(3)

３ 電子商品監視（ＥＡＳ）機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防

止するための指針

ア 植込み型医療機器の装着者は、ＥＡＳ機器が設置されて
いる場所及びＥＡＳステッカがちょう付されている場所では、
立ち止まらずに通路の中央をまっすぐに通過すること。

イ 植込み型医療機器の装着者は、ＥＡＳ機器の周囲に留ま
らず、また、寄りかかったりしないこと。

ウ 植込み型医療機器の装着者は、体
調に何らかの変化があると感じた場合
は、担当医師に相談すること。

エ 植込み型医療機器に対するＥＡＳ機
器の影響を軽減するため、更なる安全
性の検討を関係団体で行っていくこと。

ＥＡＳステッカ ※

※日本ＥＡＳ機器協議会の許諾を得て使用しています。
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46

総 務 省３－５ 各種電波利用機器による影響の防止に関する指針の概要(4)

４ ＲＦＩＤ（電子タグ）機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するた

めの指針

(1) ゲートタイプRFID機器
ア 植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプRFID機器が設置されている
場所及びRFIDステッカがちょう付されている場所では、立ち止まらずに通路
の中央をまっすぐに通過すること。

イ 植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプRFID機器の周囲に留まらず、
また、寄りかかったりしないこと。

ウ 植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があると感じられる
場合は、担当医師に相談すること。

エ 植込み型医療機器に対するゲートタイプRFID機器の影響を軽減するため、
更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこと。

(2) ハンディタイプ、据置きタイプ及びモジュールタイプのRFID機器
ア ハンディタイプRFID機器の操作者は、ハンディタイプRFID機器のアンテナ
部を植込み型医療機器の装着部位より２２㎝程度以内に近づけないこと。

イ 植込み型医療機器の装着者は、装着部位を据置きタイプ及びモジュール
タイプのRFID機器のアンテナ部より２２㎝程度以内に近づけないこと。

ウ 植込み型医療機器に対するハンディタイプ、据置きタイプ及びモジュール
タイプのRFID機器の影響を軽減するため、更なる安全性の検討を関係団体
で行っていくこと。

ゲートタイプＲＦＩＤ
機器用ステッカ ※

※ （社）日本自動認識システム協会の許諾を得て使用しています。

46

総 務 省３－５ 各種電波利用機器による影響の防止に関する指針の概要(5)

５ 無線ＬＡＮ機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための対応

無線ＬＡＮ機器によって影響を受けた植込み型医療機器は、１機種であったことか
ら、厚生労働省の協力を得て、医療機関を通じ同機種の利用者全員に対して、試
験結果に基づく注意喚起が行われている。

よって、現時点で特段の注意をされていない植込み型医療機器の装着者は、無
線ＬＡＮ機器に対しては特別の注意は必要としない。
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４ 電波の安全性に関する情報の提供

全国各地で電波の安全性に関する講演会を開催。

【平成１７年度実施状況】
５月（名古屋）、６月（札幌、松本、福井、和歌山、岡山）、７月（仙台、高松）、
８月（那覇）、１０月（函館、富山、福岡）、１１月（盛岡、東京、新潟、津、松江）、
１２月（北谷（沖縄））、１月（鹿児島）、２月（横浜、神戸、徳島、岐阜）

計２３箇所

３ 講演会の開催

電波の安全性に関してわかりやすいパンフ

レット等を作成し、各総合通信局、国民生活

センター等において配布。

１ パンフレット等の作成・配布

２ ホームページによる情報の提供

総務省ホームページの下記アドレスにおいて、生体電磁環境に関する情報

を提供。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/body/index.htm

48

総 務 省

電波の安全性に関する

調査･研究
電波の安全性に関する

調査･研究

電波の安全性に関する

国際的な連携・協力

電波の安全性に関する

国際的な連携・協力

より安心して安全に
電波を利用できる環境を確保

電波の安全性に関する

指針の策定・制度化
電波の安全性に関する

指針の策定・制度化

電波の安全性に関する

情報の提供

電波の安全性に関する

情報の提供

総 務 省
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「安全で安心な電波環境のためのリスクマネージメント」

国立保健医療科学院

生活環境部

牛山 明

電波環境講演会 in 浜松
2006年7月4日



電波環境講演会 in 浜松

講演の内容

• 「リスク」とは？

• 電磁界（電波環境）のリスク評価

• 電磁界のリスクマネージメント

• 電磁界の健康リスクとリスクコミュニケーション



電波環境講演会 in 浜松

リスクとは？？

リスク（RISK） 「不確実にしか予想で
きないことで被る損失、およびその確率」

日々、何らかのリスクの中で生活している

テロ 地震 台風 火災 詐欺 カード犯罪 ペイオフ

欠陥住宅 飲酒 食品添加物 賞味期限 がん 感染症

誤飲・誤食 シックハウス ガス漏れ 空き巣

原子力施設と放射線 自動車事故 鉄道事故

地球温暖化 ゴミ問題 紫外線 排気ガス ダイエット

健康食品 薬 など



電波環境講演会 in 浜松

リスクマネージメント

活動に伴うさまざまなリスクを最小限に抑える
管理運営方法で「リスク管理」ともいう

リスク評価
リスクアナリシス（分析）
リスクの同定

リスクマネージメント

タバコの場合では

★タバコを吸ったらがん
になる確率が変わるか？
★本当にタバコの成分が
がんの原因か？

★禁煙指導・教育
★販売機規制
★増税



電波環境講演会 in 浜松

「便利な生活」と「安全」・「健康」

「便利」で「快適」な生活の向上

導入

「安全」で「健康」な生活を守る

新しいモノ

リスク評価
リスクマネージメント

新しい「モノ」

「モノ」 （化学物質、テクノロジー、食べ物・・・・）



電波環境講演会 in 浜松

身の回りで心配なリスク

環境ホルモン（外因性内分泌攪乱物質）

ダイオキシン

BSE問題

遺伝子組み換え食品

原子力・放射線

電磁界・電磁波

便利な生活環境を追求した結果、非常
に低いリスクを持つ（と思われる）環
境因子に関心が高まる



電波環境講演会 in 浜松

環境リスクとは？

「人の活動によって環境に加えられる

負荷が環境中の経路を通じ、人の健康

や生態系に影響を及ぼす確率」

•人の健康に関する環境リスク

（健康リスク）

•生態系に関する環境リスク



電波環境講演会 in 浜松

どんな指標（エンドポイント）があるか？

・死亡

発がんによる死亡

たとえば 喫煙における肺がん死亡

全死亡

・発病率

・平均損失余命

・保健経済学的評価

これまでのリスク評価は死亡リスク（とくに
“がん”）が中心

「健康リスク」を考えるときに何を指標にするか？



電波環境講演会 in 浜松

リスクのイメージ

ばくろ量

反
応
率

（
発
が
ん
）

発がんの場合
全く発がんのしない

→リスク０
全てが発がんする

→リスク１

確率が小さければ実質的に安
全とする
一般的には

→ 10-5～10-6レベル
が採用されている

0

１
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1～4本の喫煙

0.5リットルのワインを飲む

ニューヨークあるいはボストンに2日間滞在

カヌーで6分間旅行（移動）

自転車で10マイル(16km) 旅行（移動）

車で300マイル(約500km) 旅行（移動）

ジェット機で1000マイル(1600Km) 飛行

病院で胸のX線を1枚撮る

喫煙者と2ヶ月暮らす

ピーナッツバターを大さじ40杯食べる

マイアミの飲料水を1年間飲む

12オンスのダイエットソーダを30缶飲む

広大な原子力発電所の敷地との境界に5年間住む

原子力発電所から20マイル以内に150年間住む

木炭で焼いたステーキを100枚食べる

原子炉から5マイル以内に住むことによるｱｸｼﾃﾞﾝﾄのリスク

がん、心臓病

肝硬変

大気汚染

事故

事故

事故

事故

放射線によるがん

がん、心臓病

ｱﾌﾗﾄｷｼﾝBによる肝臓がん

クロロホルムによるがん

サッカリンによるがん

放射線によるがん

放射線によるがん

ベンゾピレンによるがん

放射線によるがん

R.Wilson 「Analyzing the Daily Risk of Life」
Technology Review, Vol.81 No.4 pp.41-46(1979) より10－6の死亡リスクの例



電磁界のリスク評価
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電磁界問題の経緯

■ 米疫学者ウェルトハイマー＆リーパー、デンバー地区の電力線
近傍に住むこどもの小児白血病の発生率が高いことを統計的に
示す [1979]

■ それ以降、多くの疫学研究、生物学的研究が行われ、様々な機
関から報告がなされる （影響あり・なし）

■ 携帯電話の普及に伴い、携帯電話が使用する高周波電磁界につ
いても公衆による懸念があり、研究が行われる

小児白血病とは？
✓ 稀な病気である（10万人当たり発症率は年間4ケース程度）
✓ 現在の生存率は７割程度
✓ 原因としてはウイルス、遺伝、放射線等が考えられてはいる

がまだ不明な点が多い
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日本における携帯電話等契約数

0

2

4

6

8

10

12

台
数

（
千

万
）

無線呼出し

PHS

携帯電話

1996年1月～2006年3月
(電気通信事業者協会発表）

1996  1997  1998 1999  2000  2001 2002  2003  2004 2005

200６年３月末で約9700万台！
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電磁界による影響

機械的な誤作動

病院内機器 ペースメーカー

刺激作用

誘導される電流により、刺激を感じる

熱作用

生体が発熱するような作用（電子レンジ）

非熱作用

発熱を伴わない作用

遺伝子、タンパク質、細胞、組織が影響を受け、
健康影響に結びつく?

生
体
へ
の
作
用
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56

109

124

試験し
たペー
スメー
カー数

000254
2GHz

W-CDMA

影響あり

（累積数）

0

1

10cm-
15cm

002
10
7

1.5GHz

PDC

028
11
6

800MHz

PDC

15cm<5cm-
10cm

1cm-5cm

影響

なし

使用周波
数

携帯電話端末による植込み型心臓ペースメーカー
への影響（総務省調査：2002）
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8

21

21

試験し
た除細
動器の
数

00008
2GHz

W-CDMA

影響あり

（累積数）

0

0

10cm-
15cm

00417
1.5GHz

PDC

01417
800MHz

PDC

15cm<5cm-
10cm

1cm-5cm

影響

なし

使用周波
数

携帯電話端末による植込み型除細動器への影響
（総務省調査：2002）
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ペースメーカーについて

「携帯電話、PHS端末実機における最大干渉距離１５cm
に対して電磁界の電力密度が距離の２乗に反比例することよ
り、安全係数をかけ強度が半分になる２２ｃｍを使用上の安
全距離とする。」

除細動器について

「２２ｃｍの指針を守れば問題がないが、５ｃｍ以内の距
離では、ショックを放電する可能性が示唆され、より注意が
必要である。」

ペースメーカー等への電波の影響を防止す
るための指針 （リスクマネージメント）
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医療機器への影響を防止するための指針
(リスクマネージメント）

• 手術室、集中治療室等には携帯電話端末を持ち
込まないこと。持ち込む場合は電源を切ること。
これらの部屋の周囲において電源を切ること。

• 検査室、診療室、病室及び処理室などでは携帯
電話端末を持ち込まないこと。これらの部屋の周
囲において電源を切ること。

• その他待合室など医療機関側が携帯電話端末の
使用を特に認めた区域でのみ携帯電話を使用する
こと。
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電磁界による影響

機械的な誤作動

病院内機器 ペースメーカー

刺激作用

誘導される電流により、刺激を感じる

熱作用

生体が発熱するような作用（電子レンジ）

非熱作用

発熱を伴わない作用

遺伝子、タンパク質、細胞、組織が影響を受

け、健康影響に結びつく?

生
体
へ
の
作
用
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刺激作用 熱作用

「電波防護指針」により管理
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電磁界による影響

機械的な誤作動

病院内機器 ペースメーカー

刺激作用

誘導される電流により、刺激を感じる

熱作用

生体が発熱するような作用（電子レンジ）

非熱作用

発熱を伴わない作用

遺伝子、タンパク質、細胞、組織が影響を受
け、健康影響に結びつく?

生
体
へ
の
作
用
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電磁界のリスク評価のプロセス

疫学研究

細胞研究 動物研究

リスク評価

電気工学的評価

■ 疫学研究では、「相関」が示される
■ 細胞研究・動物研究では、「メカニズム」が示される
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疫学研究での評価方法（相対危険度）

■ 疫学研究（症例－対照研究）では、「相関」が示される

➢ 相対危険度（Relative Risk : RR）

ばく露されている人での疾病の発生率とされていない人
の疾病の発生率との比

✓ １を超えると、疾病の発生率とばく露との間に正の関
係があり、大きくなるほどその関係は強くなる

✓ 信頼度（通常95%）を満たすよう推定値に幅を持た
せて推定

例：2.00(1.27-3.13) 推定値が2.00で1.27から
3.13までの幅がある
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疫学研究での評価方法（信頼性評価）

➢ 偶然誤差

✓ 不十分な標本数

✓ 不適切な統計解析手法

■ 信頼性評価の際の重点項目

➢ 系統誤差

✓ 調査対象者の選択の偏り

✓ 交絡因子（遺伝、年齢、既往疾患等）

✓ 情報収集の偏り（ﾘｺｰﾙﾊﾞｲｱｽ等）

➢ ばく露評価方法
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疫学研究：高周波

■ インターフォン・スタディ

携帯電話と脳腫瘍発生との関連性がある事を報告

した研究は殆どない。国際がん研究機関（ＩＡＲ

Ｃ）が中心となって現在１３ヶ国で疫学調査を実施

中（英、仏、独、伊、北欧３ヶ国、デンマーク、豪、

ニュージーランド、加、イスラエル、日本）。

結果は２００６年以降に発表
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疫学研究：高周波のまとめ

現時点では、多くの研究がリスクの上昇を認めていな

い。

詳しい分析の必要性が指摘

聴神経腫瘍に関するスウェーデンの結果がややリスク

の上昇を示唆している例などがあるが、バイアスや行楽因

子の調節が必要である。

WHO/IARCによるインターフォン・スタディの結果が

まもなく発表される。
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電磁界による健康影響（生物学研究）

■ 生物学研究

➢ ラット等の動物実験と培養細胞などを用いた細胞
実験

関連性のメカニズムを解明

➢ １回の実験結果のみで判断できない

－ 精度の向上 （繰り返し同様の結果を示す）

－ 再現性 （他の研究者が同様の結果を示す）

■ 研究結果

現時点では居住環境における商用周波磁界や携帯電話の使用
が人の健康に悪い影響を及ぼす可能性を示唆する再現性のあ
る結果は得られていない。

高周波による血液・脳関門への影響（？）
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電磁界による健康リスク評価（評価基準）

■ 健康リスク評価のためのヒル基準

ばく露とリスクとの間の

✓ 関連性の強さ

✓ 関連性の一貫性

✓ 量－反応関係

✓ 関連性を支持する実験的証拠

✓ 関連性を示す信頼できる生物学的メカニズム

AB Hill: The environment and disease: Association or causation? 

Proc Royal Soc Med 58:295-300, 1965.
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電磁界による健康影響

電波が健康に悪影響を及ぼすか？

非常に強い電波は悪影響を及ぼすおそれがある（熱作

用）

熱作用を防ぐように、電波防護指針が設定 →後述

携帯電話の基地局や端末からの電波の影響は？

熱作用は考えられない

非熱作用については、悪影響を示す信頼できる研究結

果はない



電磁界のリスクマネージメント
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協力体制協力体制

参加国５３カ国参加国５３カ国

WHO国際電磁界プロジェクト
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国際電磁界プロジェクトの目的

① 健康影響に対する国際的対応

② 研究評価および研究状況の把握

③ 健康リスク評価のために必要な研究の把握

④ 知見の空白を埋めるための研究奨励

⑤ 環境保健基準(EHC)作成と健康リスク評価

⑥ 国際的な統一基準の奨励

⑦ 各国への電磁界防護プログラム管理情報提供

⑧ 各国への助言
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国際電磁界プロジェクトの組織

国際諮問委員会
事務局をWHO本部に設置。

参加国(53ヶ国）

国際機関（８機関）
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP),国

際がん研究機関(IARC), 欧州委員会(EC), 北
大西洋条約機構(NATO)など

共同研究センター



電波環境講演会 in 浜松

WHOファクトシート・情報シート

■ 一般の人向けのテーマ別解説資料
（日本語版も有 http://www.who.int/peh-emf/

または、保健医療科学院のWeb Site にて閲覧可能 ）

ファクトシート181： 国際電磁界プロジェクト （1998/5）
ファクトシート182： 物理的特性と生態系への影響 （1998/5）
ファクトシート183： 無線周波電磁界の健康影響 （1998/5）
ファクトシート184： 電磁界リスクの一般市民の認知 （1998/5）
ファクトシート193： 携帯電話とその無線基地 （2000/6）
ファクトシート201： ビデオディスプレーユニット （1998/7）
ファクトシート205： 超低周波 （1998/11）
ファクトシート226： レーダー （1999/6）
背景説明資料： 用心政策 （2000/3）
ファクトシート263： 超低周波電磁界とがん (2001/10)
ファクトシート296：電磁界過敏症（2005/12)

情報シート：マイクロウェーブ・オーブン（電子レンジ）(2005/2)
情報シート：中間周波電磁界について(2005/2)
情報シート：電磁界の環境影響 (2005/2)
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WHO-EMFプロジェクトの今後の動向

2001年 IARCによる低周波電磁界の発がん性評価

2006年 低周波電磁界のリスク評価（EHC（環境保健基
準）の作成）

2006～07年 IARCによる高周波電磁界の発がん性評価

2007年 高周波電磁界のリスク評価（EHC（環境保健基
準）の作成）
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電磁界に対する規制 （国際レベル）

■ 国際非電離放射線防護委員会

➢ ガイドラインを策定（１９９８年）

（各国に強制するものではない）

➢ 健康影響から防護するために電磁界によって引き起
こされる神経や組織への刺激を根拠に安全係数をとっ
て設定

➢ 発がん等を含む長期的な影響は、生物学的な裏づけ
がないため指針値には反映されていない
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電波防護指針（日本）の構成

生体影響を及ぼす電波の強さの閾値

基礎指針 人体の内部電磁現象に基づいて評価するための指針

管理環境…職業的な環境等

一般環境…一般の居住環境等

５倍の安全率

管理指針 測定可能な物理量で表した指針

安全率

電磁界強度指針
基地局、放送局等に適用

局所吸収指針
携帯電話端末等に適用
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予防的政策 （Precautionary Policy）
から

公衆衛生政策（Public Health Policy）
への転換

WHOにおけるリスク管理方策検討の枠組み

「予防原則」は、公衆衛生政策の重要な柱で
あるが、必ずしも規制を強めることではない。
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予防原則とは？

1992年 国連環境開発会議 リオ宣言原則15

「環境を保護するために予防的措置は、各国おいて、

その能力に応じて広く適用されなければならない。

重大または不可逆の損害が生じるおそれがある場合

には、十分な科学的確実性がないことを理由に費用

効果に優れた方策を講じて環境悪化を防止すること

を引き延ばしてはいけない」
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欧州委員会(2000 年)：予防原則

対応が必要と判断された場合、予防原則に基づく措置は：

■選択した保護レベルに釣り合ったものでなければならない。

■適用に差別があってはならない。

■すでに実施している同様の措置と矛盾するものであっては
ならない。

■措置を実施した場合としない場合についての、潜在的費用
と便益の検討に基づいたものでなければならない(適切であり
実行可能な場合には、経済的な費用便益分析を含む)。

■新たな科学データが発表されれば、審査の対象としなけれ
ばならない。

■より総合的なリスク評価を行うために必要な、科学的証拠
の確保に責任をもたなければならない。
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予防
（科学+社会+経済+ 文化）

科学

リスク評価

がんに対するハザードの同定・分類
（IARC 2006年予定）

がん以外を含むあらゆる健康リスク評価
（WHO 環境保健基準 2007年予定）

リ
ス
ク
管
理

科学的に立証
されたリスク

不確実性
を伴うリスク

根拠

枠組み
ガイドラインの枠組み

（WHO 検討中）
予防的枠組み

（WHO 検討中）

アプローチ
ガイドラインの

作成（ICNIRP 1998）
選択肢の開発

（WHO 検討予定）

各国
での導入

スタンダード、規制値
の設定（各国）

強制的 or 自発的対策
（各国）

選択肢は、
・「何もしない」から「禁止」まで幅広い
・科学に基づくガイドラインを置き換えるものではない
・選択肢は費用対便益、費用対効果を厳密に評価

WHOにおけるリスク管理方策検討の枠組み



電磁界の健康リスクと

リスクコミニュケーション
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リスクコミュニケーションとは？

対象の持つリスクに関する情報を、リス

クに関係する人びとに対して可能な限り

開示してお互いで考えることで、解決に

導く道筋を探す社会的技術
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リスクコミュニケーションの３原則

１ 公正性

対象のベネフィットとリスクを公正に伝える
こと

２ 双方向性

関係者の間で双方向的なコミュニケーション
が行われることによって情報を共有すること

３ 共同作業

相手を説得することを目的とせずに、関係者
が共に考えてより良い解決法を探ること



電波環境講演会 in 浜松

リスクコミュニケーションの役割

安全 危険

安心 不安

科学的な根拠の理解を通じ、安全と安心の結びつけを図る

科学的に

心理的に



電波環境講演会 in 浜松

３つのリスクとリスクコミュニケーションの役割

① 本当のリスクの大きさ

（不確実性を含む。真の値は誰も知らない）

② 安全率を考慮したリスクの大きさ

（行政的な規制値、制限値）

③ 一般の人が抱く、不安としてのリスクの大きさ



電波環境講演会 in 浜松

電磁界の健康リスク (まとめ）

非常に強い電磁界による熱作用は電波防護指針によって

規制されている。

防護指針値以下の電磁界では悪影響の確立した証拠はな

い。

ほとんどの科学者は、「低いレベルの電磁界によるいかなる健

康影響があったとしても、人々が日常生活で直面する他の健康

リスクに比べてものすごく小さいであろう」との意見を支持

日本においても多くの研究が継続されているし、国際的

にはWHOが主導的に活動をしている。

リスクコミュニケーションが重要



電波の生体に及ぼす影響について電波の生体に及ぼす影響について

東京大学大学院医学系研究科東京大学大学院医学系研究科

名川名川 弘一弘一

20062006年年77月月44日日



電磁波の進む様子電磁波の進む様子



波長と周波数波長と周波数



電磁波の種類電磁波の種類

種種 類類

電離放射線（エックス線、ガンマ線）電離放射線（エックス線、ガンマ線）

周波数周波数

非電離放射線＝電波非電離放射線＝電波

3000THz3000THz以上以上

3000GHz3000GHz以下以下

光（紫外線、可視光線、赤外線）光（紫外線、可視光線、赤外線） 3000THz3000THz～～3THz3THz



電子（－）電子（－）

原子核（＋）原子核（＋）

非電離放射線非電離放射線



周波数による電磁波の分類周波数による電磁波の分類



基地局からの基地局からの
遠方界照射遠方界照射

（全身、長期、微弱）（全身、長期、微弱）

携帯電話の携帯電話の
近傍界照射近傍界照射

（局所、短時間、強）（局所、短時間、強）

基地局及び携帯電話からのばく露の違い基地局及び携帯電話からのばく露の違い



携帯電話の影響（局所）携帯電話の影響（局所）

TDMA 1,439 MHzTDMA 1,439 MHz
PDC systemPDC system

日本国内日本国内 実験条件実験条件
局所平均局所平均 SAR             < 2.0   W/kgSAR             < 2.0   W/kg 7.5 W/kg7.5 W/kg
全身平均全身平均 SAR             < 0.08 W/kgSAR             < 0.08 W/kg 1.9 W/kg1.9 W/kg

ＳＡＲ（Specific Absorption Rate：比吸収率）：生体が電磁界にさらされることによって
単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量をいう



実験動物実験動物

SpragueSprague--DawleyDawley（（SDSD）ラット）ラット

（（> 30 > 30 週齢）週齢）

20 cm20 cm20 cm

8 cm8 cm8 cm

505050202020

450450450

900900900

♀♀♀♀♀♀

♂♂♂

000

成長曲線成長曲線

体
重

体
重

(g
)

(g
)

週週



曝露装置曝露装置

シールドルームシールドルーム

ラットケージラットケージ

照射箱照射箱

偽照射箱偽照射箱
電波発生器電波発生器

シールドルームシールドルーム



チューブ内のラットチューブ内のラット

モノポールモノポール
アンテナアンテナ

送風ダクト送風ダクト

ラットラット

曝露装置曝露装置



ドシメトリードシメトリー

比吸収率（比吸収率（SARSAR）を示すラットの矢状断面図）を示すラットの矢状断面図



高周波電磁波の高周波電磁波の

血液血液--脳関門に対する影響脳関門に対する影響

星状膠細胞星状膠細胞

大脳大脳
周皮細胞周皮細胞

細胞膜細胞膜

脳毛細血管内皮細胞脳毛細血管内皮細胞

脳神経細胞脳神経細胞

脳毛細血管脳毛細血管



血流血流

毛細血管毛細血管
内皮細胞内皮細胞

星状星状膠膠細胞細胞

脳神経細胞脳神経細胞

BloodBlood--Brain Barrier (BBB)Brain Barrier (BBB)
血液血液--脳関門脳関門

11 22 33

BBBBBB



これまでの研究報告（これまでの研究報告（BBBBBB））
Permeability of BBB

Frey et al. (1975) Continuous and pulsed 1.2 GHz, 1000 pps, 0.2-2.4 mW/ｃ㎡ ↑
Oscar & Hawkins (1977) Continuous and pulsed 1.3 GHz, 50-1000 pps, 0.3-2 mW/ｃ㎡ ↑
Merritt et al. (1978) Continuous and pulsed 1.2 GHz, 1000 pps, 2-75 mW/ｃ㎡ →
Preston et al. (1979) Continuous and pulsed 2.45 GHz, 0.1-30 mW/ｃ㎡ →
Sutton and Carrol (1979) Continuous 2.45 GHz ↑
Albert and Kerns (1981) Continuous 2.45 GHz 2.5 W/kg ↑
Gruenau et al. (1982) Continuous and pulsed 2.8 GHz, 500 pps, 1-40 mWｃ㎡ →
Lin and Lin (1982) Pulsed 2.45 GHz, 25-500 pps, 0.08-240 W/kg in brain tissue ↑ (240 W/kg)

Ward et al. (1982) Continuous 2.45 GHz, whole-body average SAR 2-6 W/kg →
Goldman et al. (1984) Pulsed 2.45 GHz, 500 pps, 240 W/kg in brain tissue ↑
Quock et al. (1986) Continuous 2.45 GHz, whole-body SAR 24 W/kg, 10 min exposure ↑
Neubauer et al. (1990) Pulsed 2.45 GHz, 100 pps, whole-body SAR 2 W/kg ↑
Moriyama et al. (1991) Continuous 2.45 GHz, ↑
Persson et al. (1992) MRI gradient field (2.35 T) and continuous/pulsed (8-215 pps) 915 MHz ↑
Salford et al. (1994) Continuous and pulsed 915 MHz, 8-200 pps, 0.016-5 W/kg in brain tissue ↑
Fritze et al. (1997) ↑ (7.5 W/kg)

Turita et al. (2000) Pulsed 1439 MHz, 7.4 W/kg in brain tissue, 1.4 W/kg in whole-body →

Reference

Pulsed 900 MHz, 217 pps, 0.3-1.5 W/kg in brain tissue;
continuous 900 MHz, 7.5 W/kg

Exposure Condition



最近の研究報告（最近の研究報告（BBBBBB））
SalfordSalford LGLG
et al. 1994et al. 1994

FritzeFritze KK
et al. 1997et al. 1997

TsuritaTsurita GG
et al. 2000et al. 2000

実験動物実験動物 Fischer 344 ratFischer 344 rat Wister ratWister rat S.D. ratS.D. rat

体体 重重 200 g200 g 250250--300 g300 g 550550--700 g700 g

曝露装置曝露装置 TEMTEM CarouselCarousel CarouselCarousel

脳平均脳平均 SARSAR 0.0160.016--5 ? W/kg5 ? W/kg 7.5 W/kg7.5 W/kg 7.4 W/kg7.4 W/kg

全身平均全身平均 SARSAR －－ 4.2 W/kg4.2 W/kg 1.4 W/kg1.4 W/kg

曝露時間曝露時間 2 h2 h 4 h4 h 4 h4 h

BBBBBBの透過性の透過性 亢進亢進 亢進亢進 変化なし変化なし

実験の問題点実験の問題点

脳平均脳平均 SARSARが不明が不明

シャムコントロールでシャムコントロールで
透過性亢進（透過性亢進（8%8%））

熱作用によるもの？熱作用によるもの？
シャムコントロールでシャムコントロールで
透過性亢進（透過性亢進（20%20%））



曝露条件曝露条件

グループ
脳平均

SAR (W/kg) 曝露時間・期間

１時間／日，４週間

7.4
25 1 h, 1 回

偽曝露群 セット、曝露なし

対照群 ケージ内、曝露なし

0.99
曝露群 ４時間，１回



評価方法評価方法

•• BBBBBBの透過性の透過性

エバンスブルーエバンスブルー

アルブミン免疫組織染色アルブミン免疫組織染色

•• 顕微鏡による観察（小脳）顕微鏡による観察（小脳）

プルキンエ細胞の変化プルキンエ細胞の変化

顆粒層の変化顆粒層の変化

•• ラットの体重変化ラットの体重変化



環流固定環流固定

4% ホルマリンを心房に注入



脳の摘出脳の摘出

脳脳 脳摘出後の頭蓋骨



エバンスブルー アルブミンが染色されている状況

BBBBBBが損傷されたときの状況が損傷されたときの状況
（凍傷による（凍傷によるBBBBBBの破壊）の破壊）



実験結果（実験結果（BBBBBBの透過性）の透過性）
脳平均

SAR (W/kg) 曝露時間 曝露群 偽曝露群 対照群

１時間／日

２週間
0/4 0/4 0/4

１時間／日

４週間
0/4 0/4 0/4

7.4 ４時間，１回 0/4 0/4 0/4

25 １時間，１回
2/4

(50%) 0/4 0/4

0.99



脳平均脳平均 SAR 0.99 W/kgSAR 0.99 W/kg
１時間／日，４週間曝露１時間／日，４週間曝露

×40 ×200

アルブミンの漏出（－）アルブミンの漏出（－）



×40 ×200

脳平均脳平均 SAR 7.4 W/kgSAR 7.4 W/kg
４時間，１回曝露４時間，１回曝露

アルブミンの漏出（－）アルブミンの漏出（－）



脳平均脳平均 SAR 25 W/kgSAR 25 W/kg
１時間，１回曝露１時間，１回曝露

×100 ×400

アルブミンの漏出（＋）アルブミンの漏出（＋）



小脳小脳
プルキンエ細胞と顆粒層プルキンエ細胞と顆粒層

白質白質

顆粒層顆粒層

分子層分子層

プルキンエ細胞プルキンエ細胞



プルキンエ細胞に組織学的変化を認めないプルキンエ細胞に組織学的変化を認めない

×200

脳平均脳平均 SAR 0.99 W/kgSAR 0.99 W/kg
１時間／日，４週間曝露１時間／日，４週間曝露



×200

脳平均脳平均 SAR 7.4 W/kgSAR 7.4 W/kg
４時間，１回曝露４時間，１回曝露

プルキンエ細胞に組織学的変化を認めないプルキンエ細胞に組織学的変化を認めない



1 cm

光ファイバー温度計光ファイバー温度計

直径直径 0.5 mm0.5 mm



電磁波曝露と体温変化電磁波曝露と体温変化
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血液血液--脳関門の透過性脳関門の透過性

小脳細胞（プルキンエ細胞）小脳細胞（プルキンエ細胞）

体重変化体重変化

携帯電話の電解強度レベルでは影響なし携帯電話の電解強度レベルでは影響なし

TsuritaTsurita G, Nagawa H et al, G, Nagawa H et al, BioelectromagneticsBioelectromagnetics, 2000, 2000



高周波電磁波の高周波電磁波の

記憶・学習に対する影響記憶・学習に対する影響



これまでの研究報告（記憶・学習）これまでの研究報告（記憶・学習）
Lai H et al.Lai H et al.

19941994
SienkiewiczSienkiewicz ZJZJ

et al. 2000et al. 2000
Wang B andWang B and
H. Lai 2000H. Lai 2000

Yamaguchi HYamaguchi H
et al.et al.

記記 憶憶 短期短期 短期短期 中・長期中・長期
短期短期

中・長期中・長期

実験装置実験装置 RadialRadial--ArmArm
迷路迷路

RadialRadial--ArmArm
迷路迷路 モリス水迷路モリス水迷路 T T 字型迷路字型迷路

実験動物実験動物 SD SD ラットラット C57BL/6J C57BL/6J マウスマウス SD SD ラットラット SD SD ラットラット

曝露装置曝露装置
CylindricalCylindrical
wave guidewave guide GTEM cellGTEM cell CylindricalCylindrical

wave guidewave guide CarouselCarousel

電磁波の種類電磁波の種類
パルスパルス

2450 MHz2450 MHz
パルスパルス 900 MHz900 MHz

GSMGSM
パルスパルス

2450 MHz2450 MHz
パルスパルス 1439 MHz1439 MHz

PDCPDC

脳平均脳平均 SARSAR －－ －－ －－ 7.5 W/kg7.5 W/kg

全身平均全身平均 SARSAR 0.6 W/kg0.6 W/kg 0.05 W/kg0.05 W/kg 1.2 W/kg1.2 W/kg 1.7 W/kg1.7 W/kg

曝露時間曝露時間

曝露期間曝露期間
４５分間４５分間

１０日間１０日間
４５分間４５分間

１０日間１０日間
６０分間６０分間

６日間６日間

６０分間６０分間

４日間４日間

４週間４週間

結果結果 低下低下 影響なし影響なし 低下低下 影響なし影響なし



•

最近の研究報告（記憶・学習）最近の研究報告（記憶・学習）
B. Wang & H. LaiB. Wang & H. Lai

20002000 H. Yamaguchi et alH. Yamaguchi et al

実験結果実験結果 低下低下 影響なし影響なし

聴覚影響聴覚影響 ありあり なしなし

脳平均脳平均 SARSAR 不明不明 7.5 W/kg7.5 W/kg
脳ピーク脳ピーク SARSAR 不明不明 22 W/kg22 W/kg
全身平均全身平均 SARSAR 1.2 W/kg1.2 W/kg 1.7 W/kg1.7 W/kg
全身ピーク全身ピーク SARSAR 1200 W/kg1200 W/kg 5.1 W/kg5.1 W/kg
デューティー比デューティー比 10001000 3  (PDC full3  (PDC full--rate)rate)

曝露時間・期間曝露時間・期間 ６０分間６０分間

６日間６日間
６０分間６０分間

４日間及び４週間４日間及び４週間

熱作用の有無熱作用の有無 不明不明 なしなし

迷路の種類迷路の種類 モリス水迷路モリス水迷路 ＴＴ 字型迷路字型迷路



ＴＴ 字型迷路実験字型迷路実験

90cm 90cm
90cm

食餌カップ

スタートボックス

５日間の食餌制限
75%の体重で実験



ＴＴ 字型迷路実験字型迷路実験

餌餌



曝露後、16 回／日
４日間

餌の置き換えによる記憶と学習餌の置き換えによる記憶と学習

訓練期間

電磁波曝露 餌の置き換え餌

実際のテスト

16 回／日，４日間



曝露条件曝露条件

４５分間／日４５分間／日

４日間４日間

１時間／日１時間／日

４日間４日間

４週間４週間

曝露時間・期間曝露時間・期間

＋＋－－熱作用熱作用

4.5 W/kg4.5 W/kg1.7 W/kg1.7 W/kg全身平均全身平均 SAR SAR 

25 W/kg25 W/kg7.5 W/kg7.5 W/kg脳平均脳平均 SAR SAR 

20  W20  W6.0 W6.0 Wアンテナ出力アンテナ出力

EM (25)EM (25)EM (7.5)EM (7.5)



電磁波曝露と体温変化電磁波曝露と体温変化
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訓練期間 餌の置き換え

実際のテスト

電磁波曝露

1st half  2nd half

実験結果－４日間曝露実験結果－４日間曝露

2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 8 9 10 11
日

正
解

選
択

回
数

正
解

選
択

回
数

EM (7.5) n=15
Sham     n=16
EM (25)  n=12
Cage      n=13



実験結果－４週間曝露実験結果－４週間曝露
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記憶・課題学習能力記憶・課題学習能力

携帯電話の電解強度レベルでは影響なし携帯電話の電解強度レベルでは影響なし

Yamaguchi H, Nagawa H et al, Yamaguchi H, Nagawa H et al, BioelectromagneticsBioelectromagnetics, 2003, 2003



高周波電磁波の高周波電磁波の

睡眠に対する影響睡眠に対する影響

大脳大脳

小脳小脳 松果体松果体



LightLight LightLightDarkDark

セロトニンセロトニン

NAT: sertoninNAT: sertonin--NN--acetyltransferase     acetyltransferase     

HIOMT: hydroxyindoleHIOMT: hydroxyindole--OO--methyltransferase   methyltransferase   

メラトニン生合成メラトニン生合成

NATX
N-アセチルセロトニン

HIOMT

メラトニン

光で活性低下↓光で活性低下↓



低周波電磁波とメラトニン合成低周波電磁波とメラトニン合成

Kato M et alKato M et al，，NeuroscienceNeuroscience 19941994



SD SD ラットラット GSM 900MHz GSM 900MHz 全身平均全身平均 SAR 0.06SAR 0.06--0.36W/kg0.36W/kg
血清メラトニン値および松果体血清メラトニン値および松果体NATNAT活性に活性に影響なし影響なし

ラットの数が少ない（ラットの数が少ない（n=4n=4～～66））

ラットケージ全体に対する電磁波曝露実験ラットケージ全体に対する電磁波曝露実験

GSM 900MHz GSM 900MHz 脳平均脳平均 SAR 0.14 W/kgSAR 0.14 W/kg

睡眠中の脳波に睡眠中の脳波に影響あり影響あり

最近の研究報告（睡眠関係）最近の研究報告（睡眠関係）

Mann K et al. Mann K et al. NeuroendocrinologyNeuroendocrinology 19981998
ヒトでの研究ヒトでの研究

Huber R et al. Huber R et al. NeuroNeuro Report 2000Report 2000

900MHz 900MHz 曝露曝露

血清メラトニン値および脳波に血清メラトニン値および脳波に影響なし影響なし

動物での研究動物での研究

VollrathVollrath L et al. L et al. BioelectromagneticsBioelectromagnetics 19971997



動動 物物

雄雄 SD SD ラットラット 1111--12 12 週齢週齢

計計9696匹匹

グループグループ 0 0 時間時間 6 6 時間時間

曝露群曝露群 1616 1616
偽曝露群偽曝露群 1616 1616
ケージ対照群ケージ対照群 1616 1616



順順 応応

暗条件暗条件
(<1 lux)(<1 lux)

8:008:00 8:008:0020:0020:00

明条件明条件
(400 lux)(400 lux)

1212--12 12 時間時間 暗暗--明サイクル明サイクルでで22週間順応週間順応



曝露曝露条件条件

DARKDARK
(<1 lux)(<1 lux)

8:008:00 8:008:0020:0020:00

LIGHT LIGHT 
(400 lux)(400 lux)

１時間１時間

1 hr / 1 hr / 日日, 4 , 4 週間週間

５日５日 on on 
２日２日 offoff

脳平均脳平均 SAR 7.5 W/kgSAR 7.5 W/kg

全身平均全身平均 SAR 1.9 W/kgSAR 1.9 W/kg



松果体摘出と採血松果体摘出と採血

DARKDARK
(<1 lux)(<1 lux)

8:008:00 8:008:0020:0020:00

LIGHT LIGHT 
(400 lux)(400 lux)

1 hr1 hr

12:12:3030 18:0018:00



測定方法測定方法

採血採血

血清分離血清分離

測定測定
（（ラジオラジオ--イミュノイミュノ--アッセイアッセイ））

松果体松果体

1 ml 1 ml バッファーバッファー

すり潰しすり潰し



** **

ケージ対照群ケージ対照群

偽曝露群偽曝露群

曝露群曝露群

明対照群明対照群

**p<0p<0．．001001

松果体メラトニン松果体メラトニン
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** **

血清メラトニン血清メラトニン
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**
**

松果体セロトニン松果体セロトニン
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明対照群明対照群

**p<0p<0．．001001曝露直後曝露直後 曝露後６時間曝露後６時間



血清セロトニン血清セロトニン
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曝露直後曝露直後 曝露後６時間曝露後６時間



松果体メラトニン値、セロトニン値松果体メラトニン値、セロトニン値

血清メラトニン値、セロトニン値血清メラトニン値、セロトニン値

携帯電話の電解強度レベルでは影響なし携帯電話の電解強度レベルでは影響なし

HataHata K, Nagawa H et al, K, Nagawa H et al, BioelectromagneticsBioelectromagnetics, 2005, 2005



脳腫瘍及び脊髄腫瘍脳腫瘍及び脊髄腫瘍

雌雄ラット雌雄ラット 250250匹づつ匹づつ

22年間（年間（104104週間）週間） のばく露－脳平均のばく露－脳平均SAR 2.0W/kg SAR 2.0W/kg 

脳腫瘍（中枢神経系腫瘍）及び脊髄腫瘍の発生は、脳腫瘍（中枢神経系腫瘍）及び脊髄腫瘍の発生は、
その発生頻度と腫瘍のタイプに電波ばく露の影響をその発生頻度と腫瘍のタイプに電波ばく露の影響を
認めなかった。認めなかった。

ShiraiShirai T et al, T et al, BioelectromagneticsBioelectromagnetics, 2005, 2005



電磁波放射のメカニズム電磁波放射のメカニズム



携帯電話基地局アンテナの指向特性例携帯電話基地局アンテナの指向特性例

基地局アンテナ 主ビーム方向
（主輻射方向）

Makoto Kijima, Yoshio Ebine, and Yoshihide Yamada, “Development 
of dual-frequency base station antenna for cellular mobile radios,”
IEICE Trans. Commun. E82-B, No. 4, 1999.

桑原守二, デジタル移通信, 227ページ, 科学新聞
社, 1992年.

アンテナ直下では、
10dB(1/10)以上の指向性減衰を期待できる

ので、電波は弱くなる



電力束密度と電解強度

電力束密度（電力束密度（W/mW/m22）：）：SS

電解強度（電解強度（V/mV/m）：）：EE

PP＝＝EE22 / 3.77/ 3.77



10.16361.41.5GHz-300GHz

f/1500f/237.81.585√f300MHz-1.5GHz

0.20.072827.530MHz-300MHz

2.18/f824/f3MHz-30MHz

2.18/f27530KHz-3MHz

72.827510KHz-30KHz

電力束密度 S
（mW／cm2）

磁界強度 H
（A／m）

電解強度 E
（V／m）

周波数 f

電界強度、磁界強度、電力束密度のそれぞれが、一つでも基準値を超
えている場所には、人が立ち入らないよう柵等の安全施設を設ける必
要がある。

電波防護の基準値



総務省の計算法の手引き（総務省）総務省の計算法の手引き（総務省）



基本算出式基本算出式



EMC (Electromagnetic Compatibility)EMC (Electromagnetic Compatibility)



利便性利便性
不安不安

個人の嗜好個人の嗜好公共性公共性

未知未知

高周波電磁波に対する考え高周波電磁波に対する考え
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