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Ⅰ．要旨 

本研究の課題である「全周波数における非熱作用に関する実験」に関して、

Ｈ２５年度の目標であった「電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置の開発」につ

いて、平成２６年２月までに光源の立上、装置の性能評価（出力：全域で 10 μW
以下、周波数可変域：70－300 GHz、周波数可変ステップ：約 1 GHz）、長時間

安定性の確認、インキュベーターへの組込、培養ウェルへの導波確認とインキ

ュベーター内の温度、湿度、CO2 濃度の安定性等の確認が終わり、３月現在、

細胞へのテラヘルツ波照射によるばく露実験を実施中である。 
 

 

Ⅱ．研究目的 

テラヘルツ波、ミリ波の生体照射影響に関する研究は過去に様々報告されて

おり、それらの論文において、「テラヘルツ波、ミリ波は mW 程度の照射で人体

に影響がある」、あるいは、「熱的のみならず、非熱的効果すらある」という記

述が多いが、熱作用、非熱作用が曖昧なまま結論を導いているケースが多い。

我々の見識では、それらの研究報告は多くの場合、熱効果による生体影響の可

能性が否定できず、彼らが主張するような非熱作用ではないと考えている。例

えば、彼らの論文において、「細胞への照射強度は 1 mW/cm2、温度上昇は 0.1
度程度なので熱作用ではない」という類の表現が散見されるが、細胞温度が 0.1
度でも上昇した場合は熱作用と見なすべきあるとの国際的な意見も強い。これ

らの背景から、本研究においては、非熱作用の照射実験としては、高くとも照

射強度を 10 μW/cm2程度以下に抑え、広帯域周波数可変光源を用いて、70－300 
GHz 全域での生体安全性を検証することを目標とする。 

他方、テラヘルツ波、ミリ波の生体安全性に関して、避けて通ることのでき

ないフレーリッヒ仮説というものがある。この仮説を要約すると、「細胞膜（二

重リン脂質膜）が 0.1～1 THz のいずれかの周波数で共鳴振動しており、その周

波数の電磁波を照射することで、何らかの非熱作用が予想される」というもの

である。この仮説は 1968 年にイギリスの高名な誘電体学者の H.フレーリッヒ

博士が提唱したもので、その後、主にドイツのマックスプランク研究所を中心

とする肯定派と、少数の否定派の間で論争が続いたが、テラヘルツ波帯をカバ

ーする広帯域周波数可変光源が当時無かったことなどの理由で決着を見ないま

ま今日に至っている。研究代表者らは、過去 10 年間、細胞膜電位、生体極微弱

光などをパラメータとしてフレーリッヒ仮説の検証実験を進めてきたが、現在

まで非熱作用は確認されていない。 
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2003 年にマックスプランクの研究者たちとフレーリッヒ仮説に関するワーク

ショップを開催した際、参加者のコンセンサスは、以下の通りであった。 
・フレーリッヒ仮説は未だ証明も否定もされていない 
・フレーリッヒ仮説の説得力は数十年を経てなお衰えていない 
・今後の研究には、約 1 THz までのテラヘルツ波帯を含む広帯域周波数可変

光源が必須 
・周波数を掃引するために、反応の早い、リアルタイム性の高いパラメータが

必須 
 
これを踏まえ、フレーリッヒ仮説検証に最も適した広帯域周波数可変テラヘ

ルツ・ミリ波光源は NTT エレクトロニクス社の単一走行キャリアフォトダイオ

ード（UTC-PD）であり、特殊なフォトダイオード上でのレーザーの 2 波長の差

周波光混合により、10 GHz から 1 THz 以上まで約 1 GHz ステップで自在に周

波数掃引が可能である。 
本研究では、Ｈ２５年度に UTC-PD を用いた 300 GHz までの培養細胞ばく露

装置を開発し、Ｈ２６年度前半で首都大学東京との共同で電波ばく露量につい

て不確かさ評価を行ない、後半で 300 GHz までの全周波数域において、周波数

を掃引しつつ培養細胞へのばく露実験を行い、非熱作用に関するデータを取得

することを目標とする。 
また、テラヘルツ領域で世界的に広く用いられている、時間領域分光法（TDS）

システムから放射されるピコ秒程度の超短テラヘルツパルスが生体に及ぼす影

響についても、TDS の肌計測や火傷診断などへの実用化が進む中で、調査研究

が急務である。TDS からのテラヘルツ出力は、連続波でなく、平均出力も μW
以下であるが、超短パルスゆえに尖頭値が高く、パルス電界が細胞膜などに及

ぼす影響は注視すべきである。本研究において、Ｈ２６度に TDS 照射系を準備

し、最終年度に細胞照射実験を行うことで安全性の確認を進める。 
本研究では、健常人由来ヒト新生児皮膚線維芽細胞の増殖率を交流インピー

ダンス測定法（日置電機株式会社）によりリアルタイムで測定しつつミリ波・

テラヘルツ波の周波数を広帯域かつシームレスに掃引し、特異的な変化が現れ

る電磁周波数の検索を行う。さらに非熱作用の有無を調べるにあたり、複数の

パラメータによるクロスチェックは重要であることから、確立された細胞のパ

ラメータ計測手法として脱水素酵素により還元された試薬量を吸光度により測

定する MTT 測定法（試薬：CellTiter96® AQueous One Solution Cell Proliferation 
Assay, Promega，マイクロプレートリーダー：iMarkTM マイクロプレートリー

ダー，BIO-RAD）を導入し、健常人由来ヒト新生児皮膚線維芽細胞のミリ波・

テラヘルツ波照射後の細胞の増殖率および活性をエンドポイントで測定し、照
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射群（Irradiation）と非照射群（Sham：Unirradiation）の酵素活性の比較を行っ

ていく。 
 

 本年度は「電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置の開発」に関して、以下の項

目を明らかにすることを目的とした。 

・UTC-PD を用いた周波数掃引型光源の立上、性能評価（出力：全域で 10μW
以下、周波数可変域：70－300 GHz、周波数可変ステップ：約 1 GHz、長時間

安定性）、インキュベーターへの組込、培養ウェルへの導波確認 
・温度、湿度、CO2濃度の安定性等の確認 
 

Ⅲ．実施内容 

本実験での電波ばく露装置は、主に理化学研究所が開発する電磁周波数掃引

型光源を使用した。各種のテラヘルツ光源の中で唯一、数十GHzから数百GHz
までを連続周波数可変できるNTT社が開発した単一走行キャリアフォトダイオ

ード（UTC-PD: Uni-Traveling- Carrier Photo-diode）による差周波発生を用いた。

この発生器では、波長固定の近赤外レーザーと波長可変近赤外レーザー光を同

時にUTC-PDへ入射することにより、そのビートによって1つのコンポーネント

で数十GHzから数百GHzまで発生させることができる。すなわち、1.5 μm帯の2
つのレーザー光の内，一方のレーザー光の波長を制御することで、それらの差

周波数に相当するテラヘルツ光の発生が可能である。レーザー波長を0.01 nmず

つ変調し、周波数に換算すると約1 GHzに変調させた。 
出力と周波数可変域については、以下の事由も重要な観点となる。すなわち、

我々の見識では、現在までミリ波テラヘルツ波のいかなる非熱作用も確認され

ておらず、過去のフレーリッヒ仮説を検証したとする実験もいずれも再現性が

乏しく否定されている。過去に世界的に研究された30－70 GHz帯では、十分に

非熱作用の実験が行われた結果、再現性が確認されなかった。ただし、70 GHz
以上の周波数帯は、当時周波数可変光源が乏しかったため実験されていない。

そのため、本研究の周波数可変域を70－300 GHzと設定した。さらにその全域

での出力（10 μW以下）についても確認した。これにより、精度良く約1 GHz
のピッチで周波数を掃引できる２波長レーザー光源を導入し、70－300 GHz帯
において周波数ホッピングの無い、長時間安定性のある電波ばく露装置を開発

した。 
さらにＨ２６年度以降のばく露実験にとって、CO2インキュベーター内部の

温度･湿度･CO2濃度の安定性等は重要事項であるため、それらについて確認を

した。 
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Ⅳ．結果 

 本年度の研究目標は、電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置の開発であり、光源

の立上、性能評価、インキュベーターへの組込、培養ウェルへの導波確認と温

度、湿度、CO2 濃度の安定性等の確認を行い、問題なく実験が実施出来ること

を確認した。さらに、来年度の本試験を実施するにあたり、照射条件、細胞培

養条件等に問題がないことも確認し、３月より培養細胞へのばく露実験を開始

している。 
 

 
 
① UTC-PD を用いた周波数掃引型光源の立上 
 

 
 

図 1 使用する UTC-PD とドライバ 
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図 2 UTC-PD の先端部（照射口） 
 

 
 

② 性能評価 

 
図 3 UTC-PD の出力特性 
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③ インキュベーターへの組込 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTC-PD 顕微鏡 

図 4 交流インピーダンス測定法（日置電機株式会社，BM2401）における

電波ばく露装置設置の様子 
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図 5 MTT 測定法における電波ばく露装置設置の様子 
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図 6 MTT 測定法における UTC-PD の照射台 

 

 
図 7 MTT 測定法の照射群（Irradiation）のインキュベーター内部の様子 
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④ 培養ウェルへの導波確認 

図 8 交流インピーダンス測定法で使用する測定用ウェルとプレート 

図 9 交流インピーダンス測定法における培養ウェルへの導波路 

 

非照射群

（Unirradadiation） 

  

アルミ箔 
 
照射群

（Irradiation） 

UTC-PD 

100 mm 

Microscope 
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図 10 MTT 測定法における培養ウェルへの導波路 
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⑤ 温度、湿度、CO2濃度の安定性等の確認 

 
図 11 CO2インキュベーター内部の温度測定の様子 

 
図 12 300 GHz～100 GHz 照射時の CO2インキュベーター庫内の温度変化 
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Ⅴ．今後の予定

今後、本年度に立上、動作確認を行った電波ばく露用装置を用いて、培養細

胞における照射実験を本格的に行っていく。生体試料であるため、繰り返し実

験を行って再現性を高めるとともに、研究対象となる 70－300 GHz の全周波数

の範囲をシームレスに掃引しながら実験するため、計画的に実験を進めていく。 
さらに新たな照射光源として超短パルス型照射装置（TDS）の導入を行うた

め、TDS 装置の立上、性能評価、インキュベーターへの組込、培養ウェルへの

導波確認を行っていく。 

参考文献

[１ ] H. Fröhlich, “Long-range coherence and energy storage in biological 
systems”, Int. J. Quant. Chem.Ⅱ, 1968, p. 641 - 649. 
[２] T. Ishibashi et al., Abstract of the IRMMW-THz, 2013 38th International 
Conference on,  “Continuous THz wave generation by photodiodes up to 2.5 
THz,” Mainz, Sep. 2013, p.1-2.  

関連業績

（１）口頭発表

八重柏典子，林伸一郎，川瀬晃道．"電波ばく露による生体への影響の調査"．
テラヘルツ秋の学校 2013 in 蔵王．2013．一般講演． 
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Ⅰ. 要旨 
実施計画書に沿って、本年度の研究成果をまとめると以下の様に要約される。

(ア)  0.12 THz ばく露装置の開発及びばく露評価・管理 
平成２５年度には防護指針で定められている制限値程度の電界強度が得られる高出力の

波源を調達し、波源の基本特性として発振源の出力電力を評価した。調達する波源に接続

する電波放射源については、数値電磁界解析を利用して検討を行うことで、効率の良いば

く露系を構築した。具体的にはポスト壁導波路やホーンアンテナを利用した場合において、

細胞が内在する培地内での電力吸収量を評価し、THz 波照射面での電力吸収量や電界強度

の均一度を評価し、より均一な細胞ばく露実験を実現させた。また、数値電磁界解析に必

要な細胞培養液 (培地) と細胞培養容器 (シャーレ)の電気定数を調査し、数値電磁界解析に

利用した。更に、熱輸送解析により培地内での温度上昇の程度を評価し、必要な温度制御

系も構築した。ここで得られた成果を、次年度に実施する細胞ばく露実験に利用する。

(イ)  0.30 THz ばく露装置の開発及びばく露評価・管理 
平成２７年度に実施が予定される 0.30 THz 細胞ばく露実験に備え、平成２５年度には

電磁周波数掃引型細胞ばく露用ばく露装置と比較して高出力の波源を調達し、波源の基礎

的な特性としてアンテナ入力電力や波源の不確かさ等を評価した。また、0.12 THz に使用

するばく露系を0.30 THzまで拡張し、ばく露特性の数値解析方法について検討した。また、

平成２６年度に実施するばく露装置開発のための基礎データを一部取得した。

(ウ)  電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置のばく露評価 
電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置において 70 GHz から 300 GHz を対象とし、ばく露

評価を電磁界解析により行うための準備を行った。具体的には、70 GHz から 300 GHz の

複数の周波数において、細胞が内在する培地内での電界強度・電力吸収量等を数値電磁界

解析により定量し、周波数特性を評価する。ただし、使用する材料の電気定数は周波数特

性を持つため、各周波数において入力電力を規格化し、評価を行う。数値解析より得られ

るばく露量の周波数特性と実測より得られるばく露装置波源の入力電力の周波数特性より、

実際の細胞実験におけるばく露量を定量する。これらの作業を細胞用ばく露実験の実施先

（理化学研究所）での年次計画に従い、２５年度から一部に着手した。

（以下、首都大学東京　受託分）



Ⅱ. 研究目的 
生体安全性に関する実験的なデータがほとんどない、超高周波（100GHz 程度から

300GHz）の電波ばく露の生体影響について、実験的に検討する。特に、この周波数帯では

温度の上昇では説明できない「非熱作用」の存在が古くから指摘されていることから、非

熱作用に着目した検討を行う。非熱作用については、周波数に依存するという指摘がある

ことから、幅広い周波数帯域で検討する必要がある。広帯域の電波として、周波数を掃引

する波源と、超短パルスの波源を用い、細胞レベルでの非熱作用の可能性を検討し、超高

周波電波の人体安全性の基礎となるデータを得る。 
一方、早期の実用化が見込まれる、120 GHz（0.12 THz）および 300 GHz（0.30 THz）

帯などの特定の周波数帯については、前記の幅広い周波数領域での非熱作用の検索とは別

のアプローチにより、遺伝毒性などを含む、より直接的なハザード評価を行い、防護指針

の妥当性の根拠を検証する必要がある。この目的には、低レベルのばく露だけでなく、防

護指針値と同等のばく露強度を含むように、ばく露強度の範囲を広く取ることが必要であ

るが、現在入手可能なテラヘルツ波の連続波（CW）波源の出力が十分に高くない点が実験

を遂行する上での課題である。そこで本研究では、上記の周波数帯に絞って高出力の波源

を導入し、さらに生体試料に集光することで波源出力の問題の解決を図る。 
本分担研究課題の目的は、周波数を絞り出力の範囲を広く取った実験により、超高周波

における電波防護指針の妥当性の確認、および今後もし必要であれば、電波防護指針を改

定するための基礎データ取得を目標とした生物学実験をおこなうためのばく露装置を開発

し、細胞実験を担当する共同研究機関（京都大学）に提供するとともに、ばく露装置のば

く露評価およびばく露管理を行うこと、また、もう一つの共同研究機関である理化学研究

所で実施される、広い周波数範囲の低強度でのばく露による生物学実験のためのばく露評

価を工学的な立場からおこなって、信頼性の高い実験条件を構築することを目的とする。 
本研究の目的を達成するための、２５年度における具体的な個別目標は以下の通りであ

る。 
 
(ア)  0.12 THz ばく露装置の開発およびばく露評価・管理 

① 波源を確立する 
② ばく露装置を構成し、ばく露評価を実施する 
③ 細胞ばく露実験実施先（京都大学）へのばく露装置の設置準備を行う 

 
(イ)  0.30 THz ばく露装置の開発およびばく露評価・管理 

① 波源を確立する 
② ばく露装置に使用する発振源の基本試験およびばく露評価を開始する 

 



(ウ)  電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置のばく露評価 
① 理化学研究所で実施する電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置のばく露評価を

行い、再現性の高い実験環境の構築を行う 
 
 
  



Ⅲ.研究方法及び結果 
前記の目的を達成するために行った具体的な研究内容と方法、結果を以下１～３の構成

にて報告する。本報告は0.12 THzばく露装置の開発及びばく露評価（項目ア）が中心であ

り、項目イおよびウは、次年度以降に向けた調査報告が主である。まず、１では、平成26

年度に実施予定の0.12 THz ばく露実験に用いられる、ばく露装置の開発に対して、工学的

な立場から行った研究を報告する。防護指針で定められている制限値程度のばく露強度を

得るために波源に必要な要件の整理および波源の評価(項目ア①)、導波路を用いたアンテ

ナやホーンアンテナの計3種類のばく露系に対する、細胞ばく露に対する有効性(項目ア②

および③)について述べる。次に、２において、0.30 THz波源の要件および調達した波源の

評価（項目イ①）と、数値解析による基礎データ取得の検討（項目イ②）について報告す

る。また、３では、電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置のばく露評価として実施環境の整

備（項目イ③）について報告する。 

  



1. 0.12 THz ばく露装置の開発及びばく露評価・管理 
1.1. 波源の確立 
1.1.1. 0.12 THz 帯および 0.30 THz 帯での国外での動向 

ドイツＰＴＢ（物理標準研究所）に所属している Thomas Kleine-Ostmann らは、本課

題で対象とした周波数と近い周波数での細胞ばく露に関する報告を行っており、国外での

動向として取り上げる。この報告では、周波数 0.106 THz, 0.38 THz での細胞ばく露実験

装置に関するドシメトリ方法とその結果を報告している [1]。開発したばく露装置は、凹面

反射鏡等を使用した開口面アンテナにより電波を集光させ、効率的にばく露を行う装置で

ある。ドシメトリ方法は、オーム熱測定による空間電力測定、数値解析等により行われて

いる。 
細胞実験では開発したばく露系を元に 3 件の結果が報告されている [2]-[4]。入射電力密度 

(単位は[mW/cm2])の空間平均値を、培養容器の位置での空間電力と照射面積より求め、 周
波数 0.106 THz の 4.3 mW/cm2以下 の強度にて、human-hamster hybrid cell などの細胞

試料へ照射している。各周波数で遺伝子への影響は見られなかったが、0.106 THz でばく

露された細胞には、紡錘体の欠陥が一部観測された。 

国外での上記の検討と比べたとき本研究の特徴は、電波防護指針と比べて十分なばく露

強度を得ることができる点と、ばく露評価において電磁放射源と培養容器および培地の干

渉による、ばく露強度の変動も考察されている点である。防護指針の妥当性の根拠の検証

はこれらの検討によりさらに明確になる。 
 

1.1.2.  THz 帯における電波ばく露による安全指針値 
電波防護指針では周波数 0.30 THz までの電波ばく露による安全基準値が定められてい

る。周波数 0.12 THz, 0.30 THz における電磁界強度の指針値は、入射電力密度により与え

られており、一般環境において 1 mW/cm2、管理環境において 5 mW/cm2と定められている。

その際, 入射電力密度の指針値には 6 分間平均での値が用いられる。また、電磁界強度の指

針値が満たされない場合に、電磁放射源・金属物体から 10 cm 以上離れた人体の占める空

間に対して体表・眼部に対するばく露に対する指針値として補助指針が定められている。 
国外の指針値についても触れておく。表１−１に国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)

と IEEE の電波防護に関する指針値の概略を示す。国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)
では任意の 20cm2の平面内における入射電力密度の平均値が一般環境において 1 mW/cm2、

管理環境において 5 mW/cm2と指針値が定められている。ただし、これらの指針値は 1cm2

平均における最大値が、指針値の 20 倍以下となる条件が付加されている。IEEE において

も同様に、全身が一様な電磁界にさらされる場合には、入射電力密度の指針値は 100cm2

の平均値を用いる。ただし、任意 1 cm2の平均領域における入射電力密度は 100 mW/cm2

の条件が付与されている。 
 



 

 

表１−１. ICNIRPガイドライン (1998) 

 

 

表１−２. IEEE ガイドライン(C95.1. 2005) 

 

 

本研究課題の細胞用ばく露装置の開発 (周波数 0.12 THz) において、電波防護指針での

制限値と同程度以上のばく露強度を目標とする。すなわち、一般環境における指針値 1 



mW/cm2および管理環境における指針値 5 mW/cm2である。電波防護指針で定めている指

針値と同等のばく露強度を得るためには、細胞培養容器を置く位置および培養容器の底面

の範囲に対して 5 mW/cm2以上の入射電力密度の空間平均値を得る必要がある。図１−１に, 
入力電力 30, 50, 100 mW により規格化した電力密度と培養容器の底面積の関係性を示す。

汎用的な培養容器 35 mmφ (底面積 9.6 cm2)を使用する場合に、入射電力密度 5 mW/cm2

のばく露強度を得るために必要な電力は 50 mW 以上である。 

 

 
図１−１. 入力電力30, 50, 100 mW時の入射電力密度と、商用の培養容器の底面積の特性. 

縦軸は入射電力密度、横軸は培養容器の底面積. 
 

1.1.3.  0.12 THz 帯ばく露装置で使用する波源 
図１−２、表１−３に 0.12 THz 帯ばく露装置に使用する波源の構成を示す。基本波とな

る 15 GHz の CW 信号を標準信号発生器 (8673B, Hewlett-Packard)より発振させ、計 8 逓

倍することで、0.12 THz の信号を出力する。図１−３に示される通り、信号増幅器と逓倍器

により構成されたユニット(Active Multiplier QBM-C00120SOGO, Quinstar Technology, 
Inc., 以降 0.12 THz 増幅器・逓倍器ユニット)内部では 2 逓倍器を 2 つ使用して周波数 15 
GHz を周波数 60 GHz に逓倍し、この信号を増幅器に接続した後に、2 逓倍器を 1 つ接続

することで、最終的に 0.12 THz の信号を出力する。このユニットに、基本波の信号を最大



10 mW 入力し、最大 100 mW の 0.12 THz 信号が得られる。 
 

 
図１−２. 波源部システム構成のブロック図 

 
表１−３. 使用する主な機器一覧 

 メーカー 製品番号 
120 GHz Active multiplier Quinstar technology, inc. QBM-C00120SOGO 
信号発生器 Hewlett-Packard 8673B 
パワーメータ Anritsu ML2407A/ ML2437A 

パワーセンサ (2 個) Anritsu MA2472A 

信号増幅器 Ciao Wireless CA1218-300 

DC 安定化電源 Cosel PBA30F-12 

 

 
図１−３. 信号増幅器と逓倍器により構成された増幅器・逓倍器ユニットのブロック図 

 



 

図１−４. 0.12 THz 増幅器・逓倍器ユニット  
 (QBM-C0012008SOGO, Quinstar technology, inc) 

 
0.12 THz の信号の電力測定に用いるパワーセンサの電力測定方法として、カロリメトリ

法を用いた。使用するパワーセンサとパワーメータ (PM4, Virginia Diodes Inc.) を図１−

５に示す。パワーセンサの入力ポートは WR-10 の規格 (周波数帯 75－110 GHz)の方形導

波管である。一方、増幅器・逓倍器ユニットの出力ポートは WR-6 の規格 (周波数帯 110
－170 GHz) の方形導波管である。異なる寸法同士の方形導波管の接続による接続面での不

整合を防ぐため、WR-6 から WR-10 へのテーパ導波管をその間に接続する。テーパ導波管

内およびパワーセンサ内での伝搬損失は、パワーメータのオフセット値として使用する。

測定可能な測定周波数範囲は 75 GHz から 1 THz までであり、測定可能な最大電力は 200 
mW である。 

本測定システムに使用する増幅逓倍器(QBM-C0012008SOG , Quinstar technology 
inc.)より出力される 0.12 THz の電力は 100 mW 以上であり、目標とするばく露強度が得

られることが示された。 
 

       
図１−５. パワーメータと測定構成 

 



 
1.1.4.  0.12 THz 波源の出力電力の特性 

0.12 THz 波源の基本特性として、信号発生器から電力が安定的に出力されることについ

て試験した。まず、波源の出力電力の試験方法について示す。測定時の構成を図１−６ に
示した。主に使用した機器は、表１−４に示した。ここで、パワーセンサ (MA2472A, 
Anritsu)は周波数帯 10 MHz－18 GHz での連続波の測定に対応している。図１−６に示し

ているパワーセンサと信号発生器の間には、同軸 3.5 mm ケーブル (潤工社, MWX221, 周
波数 15 GHz でのカタログ値の挿入損失 約 1.65 dB) を接続した。 
 

 

 
図１−６. 信号発生器の写真と測定時の構成 

 
表１−４. 使用する主な機器一覧 

 メーカー 製品番号 
信号発生器 HP 8673B 
パワーメータ Anritsu ML2437A 
パワーセンサ Anritsu MA2472A 
 

図１−７には、信号発生器の設定レベルとパワーメータでの表示値を示す。設定レベルに

対して、パワーメータでの表示された出力電力は線形に上昇する特性が確認できた。この

とき、パワーメータでの表示値と信号発生器の設定レベルの差異は、使用した同軸ケーブ

ルとコネクタ部の合計した挿入損失とほぼ一致しており、設定レベルと同じ出力電力が概

ね得られていることが分かった。 



 
図１−７. 標準信号発生器の出力電力の設定レベルに対して、パワーメータにより測定され

た出力電力 
 

1.2. ばく露装置の構成およびそのばく露評価 
調達する波源に接続する電波放射源について、数値電磁界解析を利用した検討を行い、

効率の良いばく露系の構築を行った。また、0.12 THz での数値電磁界解析に必要な培地と

培養容器の電気定数を測定した。更に、熱輸送解析により培地内での温度上昇の程度を評

価し、温度制御系も構築した。 
ここで、検討した電磁放射源は以下の 3 つである。 
 商用の円錐ホーンアンテナを用いたばく露装置 
 ポスト壁導波路を用いたばく露装置 
 2 段テーパホーンアンテナを用いたばく露装置 
これらのばく露装置の基本的なばく露特性を比較した。防護指針で定められている制

限値程度のばく露強度を得るため、ディッシュの直径を 35 mmφとした。 
 

1.2.1. 培地、ディッシュの電気定数と 110 GHz までの測定結果との整合性 
培地、ディッシュの電気定数測定を行った結果について述べる。ディッシュの誘電率測

定は、誘電体レンズアンテナを使用した自由空間法により行った。周波数 0.12 THz に近い

周波数である W band (75―110 GHz)にて行った。その他の実験条件を表１−５に示す。デ

ィッシュの試料には、自由空間法では一定以上の面積を必要とするため、使用するディッ

シュと同じくポリスチレン樹脂性である、細胞培養用シャーレ 90φ (MS-13900, 住友ベー

クライト株式会社) を使用した。ディッシュを測定器の試料入れに収めるために、ディッシ

ュの囲いを外し平面状に加工して与した。培地の誘電率測定は、同軸プローブ法により行

った。培地の試料としては、Ham’s F-12 を使用した。 



 
表１−５. 誘電率測定の実験条件 

周波数 75-110 GHz (計 101 ポイント) 

表面温度 32 度 

測定回数 5回 

厚み平均値 (標準偏差, 10回測定) 1.03 (0.02) mm 

 
ディッシュの複素誘電率の測定結果を図１−８に示す。測定回数に対する標準偏差は、複

素誘電率の実部 0.05, 虚部 0.03 (全周波数範囲の最大値)である。複素誘電率の実部におい

て、測定結果のばらつきはその平均値に比べて小さい結果が得られた。また、誘電率の実

部、虚部ともにほぼ周波数特性が見られない結果が得られた。他の文献での測定結果でも、

0.143 THzと0.345 THzでの複素誘電率は一致した報告がなされている [5]。ここで、75−110 
GHz の各周波数で平均した複素誘電率 (標準偏差) は、εr = 2.29 (0.04) + j0.02 (0.05)であ

った。数値解析での誘電率の実部には、この平均値を使用する。一方、ディッシュの誘電

率の虚部では、ポリスチレン樹脂がこの周波数において低損失な材料であるために、偏差

が比較的大きくなる結果となった。そのため、ディッシュの誘電率の虚部には、文献値を

使用した。 
図１−９には、培地の複素誘電率の測定結果と、文献での純水 37 ℃での複素誘電率を示

した。周波数 0.12 THz 付近での培地の複素誘電率については、純水のγ分散が支配的であ

ると考えられる。培地と純水の複素誘電率の差異は、実部で 1 %, 虚部で 20 %の差異であ

る。したがって、周波数 0.12 THz での数値解析では、培地の複素誘電率に純水の複素誘電

率程度の値を使うことで行えると考えられる。 
 

 



図１−８. 細胞培養用シャーレ 90φ (ポリスチレン):自由空間法 (75-110 GHz) 
 

 

図１−９. 培地 Ham’s F-12: 同軸プローブ法 (0.5-110 GHz, 0.5 GHz 毎) 
  



1.2.2. ホーンアンテナを用いたばく露装置の検討 
ホーンアンテナを用いたばく露装置について、培地内の吸収電力量の評価を数値解析に

より行った。全ての数値解析モデルを含めた計算は、周波数 0.12 THz 帯では計算機に必要

とされるメモリの量から困難である。本研究ではモーメント法・散乱界表示 FDTD 法・平

面波スペクトル展開法 (PWS)を用い、数値計算手法の利点に沿って計算を行う。 
アンテナの放射電磁界分布を任意の培養容器の置く位置で求めるために、アンテナおよ

び給電部を含めたモデルをモーメント法により解析した。使用したモデルは、図１−１０に

示した円錐ホーンアンテナ (Millitech, Inc. アンテナ開口面 10.5mmφ)である。接着性の

細胞が存在する位置である培地内底面での電磁界分布を計算するために、図１−１1 に示し

た培養容器・培地を含めたモデルを散乱界 FDTD 法により解析した。表１−６には、FDTD
法を用いた計算での数値計算条件を示す。波源には、培養容器上方を伝搬方向として、モ

ーメント法より計算した電磁界分布を入射界として与えた。さらに、アンテナへの反射波

を PWS により再構成し、モーメント法の図１−１０のモデルに入射界として与えた。以上

の計算を、給電部でのインピーダンスが一定値になるまで繰り返し計算を行い、アンテナ・

給電部の影響を考慮した培地内の電磁界分布を求めた。 
 

 
図１−１０. 円錐ホーンアンテナ (Millitech, Inc. D バンド規格のラージサイズ) 

 

 

図１−１1. FDTD 法にて用いた計算モデル. 培地内の電磁界分布の計算に使用 
 

表１−６ ディッシュ・培地モデルに対する FDTD 法を用いた計算での数値計算条件 



Time step 96.2 ps 
Frequency 0.12 THz 
Grid size 0.1 mm 

Boundary condition PML 境界 
 

図１−１２には、培地内底面での SAR 分布の計算結果を示す。アンテナ開口面と培養容

器底面との間の距離を d として、アンテナ開口面の極近傍に置いた場合 d = 5 mm, フラウ

ンホーファ―領域 (88 mm)より遠い位置に置いた場合 d = 105 mm の結果を示した。表１−

７には、培地内底面での SAR 分布より算出した各値を示す。d = 105 mm の場合には、d=5 
mm に比べて電磁界分布の均一性は大きく向上している。一方で、空間平均値では、42 %
程度の値に小さくなることが確認された。 
 

表１−７. 培地内底面での SAR 分布より算出した各値 
 空間平均値 [W/kg] 最大値 [W/kg] 相対標準偏差 [%] 
d=5 mm 298.5 7794 333 
d=105 mm 125.6 203.5 32.9 

 

 
(a) d=5 mm での培地内底面での SAR 分布 

 



 

(b) d = 105 mm での培地内底面での SAR 分布 
図１−１２ 培地内底面でのSAR分布の計算結果. 培地内底面での最大値で規格化 

 
1.2.3. ポスト壁導波路を用いたばく露装置での検討 
ポスト壁導波路はミリ波の周波数で用いられる導波路の 1 つであり、基板の金属層によ

る平行平板と、メッキされたビアホールにより構成される。2 列に並んだビアホールの間が

導波路として機能する。図１−１３に、実際に作製したポスト壁導波路を使用したばく露装

置を示す。方形導波管のサイズで作成された給電ポートよりディッシュの大きさまで電波

を拡散するため、円盤型のポスト壁導波路を構成している。基板銅はく面のメッシュ状結

合窓を介して、基板からの漏洩波と培地内の細胞が結合する。以上のように細胞は 0.12 THz
電波によってばく露される。 

 



 
(a) 平面図 

  
(b) 正面から見た図 

図１−１３. ポスト壁導波路を用いたばく露システム 
 
ポスト壁導波路を用いたばく露装置の細胞が内在する培地内での電力吸収量の評価を

FDTD法により行った。数値計算条件と用いた電気定数をそれぞれ表１−８, １−９に示す。 
 

表１−８ 数値計算条件 
Time step 96.2 ps 

Frequency 120 GHz 

Grid size 0.05 mm 

Boundary condition PML 境界 



Time step 70 周期 

Sum of grid 410×504×120 

 
表１−９. 数値計算にて用いた電気定数 

 比誘電率 εr  導電率 σ [S/m]  
Culture dish

 
 2.35  0.01  

Medium
 
 8.52  94.3 

Substrate 2.2  0.0035 

Copper foil (PEC) ― ∞ 

via hole (PEC) ― ∞ 
 
ばく露装置のばく露評価を行った結果を示す。細胞の接着している位置である、培地内

底面での電界分布は図１−１４に示した。培地内底面全体がばく露されていることが確認さ

れた。培地内底面での電磁界強度、SAR、電力密度の空間分布から算出した各統計量を表

１−９に示した。入力電力は、入力可能な最大の電力100 mWとした。表１−１０の値と ホ
ーンアンテナを電磁放射源としたときの解析結果と比較する。 d = 5 mmのときのSAR値の

空間平均値に比べて、2.4 倍ほど高いSAR値が得られた。そのため、ホーンアンテナを用い

たばく露装置では、目標としていた防護指針の制限値同等のばく露強度が得られない。一

方で、均一性の点では、ホーンアンテナを用いたばく露装置の方が有効であることも分か

った。 
 

 

図１−１４ 培地内底面での電界強度の計算結果. 培地内底面での最大値で規格化. 
 

表１−１０. 入力電力 100 mW 時の培地内底面における各統計量の計算結果 
  平均値 相対標準偏差 [%] 



SAR [W/kg] 708  85 

電力密度 [mW/cm2] 8.85  89 

 
1.2.4. 2 段テーパホーンアンテナを用いた近傍界での細胞へのミリ波ばく露の検討 

最近の研究で、角錐ホーンアンテナのテーパの部分を2 段にした2 段テーパホーンアン

テナが提案された [7]。2 段テーパホーンアンテナはアンテナ近傍でレンズアンテナのよう

な凹状の波面ができる。特にアンテナ開口面付近で放射パターンが集光されるため、角錐

ホーンアンテナより強い電界強度をアンテナ開口面付近で得ることができることが示され

ている。2段テーパホーンアンテナのアンテナ開口面付近にディッシュを置いた場合に、効

率の良いばく露が実現可能であるか検討した。 

         
(a)2 段テーパホーンアンテナ              (b) 角錐ホーンアンテナ 
図１−１５. 2段テーパホーンアンテナと角錐ホーンアンテナの概略図 

 
文献 [7] の2段テーパホーンアンテナは、1.2 GHz での最適なモデルが開発された。 本

研究では周波数 0.12 THz を用いるため、文献 [7]での2 段テーパホーンアンテナの開口面

の大きさを、市販の角錐ホーンアンテナ (Quinstar technology, inc.)と同じ寸法になるよう

にスケーリングした。しかし、その2段テーパホーンアンテナでは、テーパ角が文献と異な

っており、凹状の波面が形成できていなかった。開口面の寸法を揃えて両者のモデルのば

く露特性を比較するため、図１−１６ に示すように2 段テーパホーンアンテナの寸法をパ

ラメータ化し、2 段のテーパ角をそれぞれ変化させ検討を行った。 

            

(a) H 面                            (b) E 面 
図 １−１６. 2 段テーパホーンアンテナのパラメータ化 

 



図１−１７に2 段目テーパ角θa を変えたときのH 面から見た電界分布、図１−１８に2 
段目テーパ角θbを変化させたときのE 面から見た電界分布を示す。図１−１７、図１−１８

より2 段テーパホーンアンテナは、角錐ホーンアンテナに比べサイドローブが大きくなっ

た。2 段目テーパ角θa を大きくしていくとサイドローブが減っていく傾向がある。これ

は2 段目テーパ角を大きくしていくことにより、角錐ホーンアンテナの形状に近づいてい

くためだと考えられる。2 段目テーパ角b を変化させた場合は角度に依らず、サイドロー

ブが大きくなる結果になった。 
以上の結果から、電波防護指針と同等のばく露強度を得るためには、ポスト壁導波路を

用いたばく露装置で開発する必要がある。京都大学での細胞実験を行うために、来年度に

ばく露システムの設置を行い、ばく露強度の管理と装置の保守を適切に行えるようにする。 
 

  



 
 
 

    

θa = 0°   (H 面)           θa = 4°   (H 面)                         θa = 8°   (H 面) 
 
 

      

θa = 12°   (H 面)   θa = 16°   (H 面) 

図１−１７. 2 段目テーパ角 θa を変化させた場合の電界分布 (0 

dB=4.55 V/m) 
 

  



 

 

θb = 0°   (E 面)  θb = 4°   (E 面) 
 

 

 

θb = 8°   (E 面)  θb = 12°   (E 面) 

図１ −１８  2 段目テーパ角 θb を変化させた場合の電界分布 (0 dB=4.55 V/m) 
 

 
 
 
 



1.2.5. 培地内での温度上昇値の評価 
ポスト壁導波路を用いたばく露装置を対象として、培地内での温度上昇の程度を評価し

た。生体熱輸送方程式を差分化し解析を行った。温度制御構造を入れた解析は困難である

ため、培養容器・培地・プリント基板のモデルに対して解析した。熱源には、培地内での

0.12 THz ばく露による単位体積あたりのエネルギー吸収量を電磁界の解析結果より与えた。

計算条件は、表１−１１に示す。 
図１−２０には、ポスト壁導波路を用いたばく露装置の培地底面での温度分布の平均値と

各ボクセル間での最大値を示す。ここで、入力電力は 100 mW とした。培地内底面での最

大の温度上昇は 1.3 ℃であった。温度制御構造の取り付けについては、後述する。 
 

 
図１−２０. ポスト壁導波路を用いたばく露装置の培地底面での温度分布の平均値と各ボク

セル間での最大値 
  



1.3. 細胞ばく露実験実施先へのばく露装置の設置準備 
京都大学において細胞実験を生物学的立場から実施する次年度以降に向けて、共同研

究者である宮越順二京都大学特定教授の研究室での使用を考慮し、取り扱いを容易に、安

定に動作するように、細胞用ばく露実験システムの構築を行うものである。周波数は、0.12 
THz とする。 

 
1.3.1. ばく露実験システムの構成 

図 1−２１には、ばく露システムのブロック図を示す。表１−１２に、各機器の製造会社・

製品番号を示す。本研究で使用するばく露装置において、電波防護指針が定める管理環境

におけるばく露量として 5 mW/cm2以上の入射電力密度を得る為には、100 mW 以上のア

ンテナ入力電力が必要である。本来であれば、出力される 0.12 THz 信号の電力をモニタリ

ングことが望ましい。しかしながら、0.12 THz 信号の電力測定のための中継機を介するこ

とによって伝搬損失により目標とするばく露強度が得られなくなる。そこで、本測定シス

テムでは 0.12 THz 増幅器・逓倍器ユニットの入力電力と出力電力の関係性を評価し、0.12 
THz 増幅逓倍器への入力電力をモニタリングすることで、ばく露装置に入力される電力を

管理する系を構築した。 
 

 図１−２１. システムの構成 
 

表１−１２. 使用する主な機器一覧 
 メーカー 製品番号 
120 GHz Active multiplier Quinstar technology, inc. QBM-C00120SOGO 
信号発生器 HP 8673B 
パワーメータ Anritsu ML2407A/ ML2437A 
パワーセンサ (2 個) Anritsu MA2472A 
信号増幅器 Ciao Wireless CA1218-300 
DC 安定化電源 Cosel PBA30F-12 
循環恒温水槽 三商 SA-100 



水冷式電子クーラー 林時計工業 TKG-8010-100 
温度コントローラ 光伸舎 OCE-TCR24300WL 

 
表１−１２ 使用するコンポーネント 

 メーカー 
方向性結合器 (双方向性) PASTERNACK 
アイソレータ Ditom 
方形導波管ベンド(WR6 特注) 雄島試作研究所 

 
図１−２２に、インキュベータ内に収めるばく露装置の写真を示す。ペルチェ素子を用い

た冷却板を使用し、温度制御系を構築した。図１−２３、２４に設置図を示し、これらのば

く露システムの設置を、平成 26 年度中に完了する予定である。 
 

 
図１−２２. インキュベータ内に収めるアンテナ部品・細胞培養容器・放熱部品 

 

偽ばく露装置 ミリ波ばく露装置 

ラジエータ 



 

図１−２３. インキュベータ外のばく露システムの設置 
 

 
図１−２４. インキュベータ内でのばく露システムの設置 
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2. 0.30 THz ばく露装置の開発及びばく露評価・管理 
平成２７年度に実施が予定される 0.30 THz 細胞ばく露実験に備え、平成２５年度には

電磁周波数掃引型細胞ばく露用ばく露装置と比較して高出力の波源を調達し、波源の基礎

的な特性としてアンテナ入力電力や波源の不確かさ等を評価した。また、0.12 THz に使用

するばく露系を 0.30 THz まで拡張し、基本的なばく露特性を数値解析によって評価するこ

とで、平成２６年度に実施するばく露装置開発のための基礎データを取得した。 
 

2.1. 波源の確立 
0.12 THz と同様に、電波防護指針では周波数 0.30 THz までの電波ばく露による安全基

準値が定められている。本研究課題の周波数 0.12 THz の細胞用ばく露装置開発においては、

電波防護指針での制限値と同程度以上のばく露強度を目標とした。そのとき、0.12 THz 波

源に必要な電力は 50 mW とした。しかし、今までに報告されている 0.30 THz 波源の最大

の出力電力はその値に達しない (図２−１、電力の桁が異なる自由電子レーザーは除く)。電

波防護指針で定められている一般環境における指針値と同等のばく露強度を得るとすると、

細胞培養容器を置く位置および培養容器の底面の範囲に対して 1 mW/cm2以上の入射電力

密度の空間平均値を得る必要がある。汎用的な培養容器 35 mmφ (底面積 9.6 cm2)を使用

する場合に、入射電力密度 1 mW/cm2のばく露強度を得るために必要な電力は 10 mW で

ある。 

 

 
図２−１. 各発振器の出力電力と周波数の特性 [1]. far-infrared (FIR), backward wave 

oscillators (BWOs), free electron lasers (FELs)  
 
2.1.1. 0.30 THz 帯ばく露装置波源 

図２−２、表２−１に 0.30 THz 帯ばく露装置に使用する波源の構成を示す。基本波とな

る 12.5 GHz の CW 信号を標準信号発生器 (8673B, Hewlett-Packard)より発振させ、計 24



逓倍することで、0.30 THz の信号を出力する。図２−２に示される信号増幅器と逓倍器によ

り構成されたユニット(Amplifier-Multiplier-Chains (AMC) 422, Virginia Diodes, Inc.)よ
り最大 30 mW の 0.30 THz 信号が得られる。この際、このユニットへの入力信号の電力は

7 dBm−13 dBm である。 
 

 

図２−２. 300 GHz 増幅器・逓倍器ユニットの外観と各信号のポート 
 

表２−１. 使用する機器について 
 メーカー 製品番号 
パワーメータ Anritsu ML2437a 
パワーセンサ Anritsu MA2471A 
パワーセンサ VDI PM4 
逓倍器・増幅器 VDI AMC422 
標準信号発生器 Hewlett-Packard 8673B 

 

 
図２−３. 波源部システム構成のブロック図 

 
2.1.2. ばく露装置に使用する発信源の基本試験 

0.12 THz ばく露装置と同様に、0.30 THz 波源の基本特性として、信号発生器から 12.5 
GHz の信号が安定的に出力されることについて試験した。まず、波源の出力電力の試験方

法について示す。測定時の構成を図２−４ に示した。パワーセンサと信号発生器の間には、

同軸 3.5 mm ケーブル(潤工社ＭＷＸ221, 12.5 GHz での挿入損失 1.35 dB) を接続した。 

入力ポート 
(12.5 GHz) 

DC 電圧入力 

出力ポート 
(0.30 THz) 

ATT・TTL 



 

 
図２−４. 信号発生器の出力試験時の接続 

 
図２−５には、信号発生器の設定レベルとパワーメータでの表示値を示す。周波数 15 

GHz のときと同様に、設定レベルに対して、出力電力は線形に上昇する特性が確認できた。

このとき、設定レベルとほぼ同じ出力電力が概ね得られていることが分かった。 
 

 
図２−５. 標準信号発生器の出力電力の設定レベルに対して、パワーメータにより測定され

た出力電力 
 
次に、0.30 THz 増幅器・逓倍器ユニットの稼働試験として、出力電力の測定を行った。

図２−６にそのときの外観図、図２−７に測定時のブロック図を示す。0.30 THz 増幅器・逓

倍器ユニットの入力電力は、パワーメータで測定した結果より 7.5 dBm と一定として、時

間変動での出力電力の不確かさを評価するために、9 時間稼働させたときの出力電力の変動

を記録した。 



 

図２−６. 波源部出力電力測定時の外観 
 

 
図２−７. 逓倍器・信号増幅器の出力試験時の接続 

  

パワーメータ PM4 
 

300 GHz 増幅器・逓倍器ユニット 

パワーセンサ 
外部 DC 電圧源

 



300 GHz 逓倍器の稼働試験の結果を図２−８に示す。稼働開始 30 分で初期値 30.89 mW
より 2 mW 低下した。稼働開始 1-6 時間後の間には初期値より 3 mW 低下したが、その値

で安定した。 

 
図２−８. 0.30 THz 増幅器・逓倍器ユニットの出力電力と稼働時間 (経過時間)の特性 

 
2.2. 0.30 THz でのばく露評価 

0.3 THz は 1 mW/cm2程度のばく露強度が最大である。この場合、想定される温度上昇

は 0.3 度以下であり、高効率の温度制御系をばく露系に付与する必要がないものと考えられ

る。ポスト壁導波路は温度制御において優れているが、ばく露の均一度は標準アンテナを

利用したばく露系の方が優れていることが、0.12 THz における検討においても示された。

そこで、0.3 THz 帯におけるばく露装置開発のための予備検討として標準ホーンアンテナを

用いた場合でのばく露評価を実施した。 
解放手法にはモーメント法と FDTD 法の混成手法を用いた。標準円錐ホーンアンテナを

対象としたモーメント法の解析モデルを図２−９に示す。表 ２−２には、0.30 THz での

FDTD 法を用いた計算での数値計算条件を示す。 
 

表２−２ FDTD 法を用いた計算での数値計算条件 
空間離散間隔 0.1 mm×0.1 mm×0.05 mm 
吸収境界条件 PML 10 層 
解析領域 [voxel] 420×420×320 ボクセル 
アンテナ開口面からシャーレの距離 d 105 mm 

 



 
図２−９. 標準円錐ホーンアンテナを対象としたモーメント法の解析モデル 
 
表２−３、図２−１０にそれぞれ培地内底面での SAR 分布に対する解析結果を示す。以

上の通り、標準円錐ホーンアンテナによるばく露評価を 0.3 THz においても実施した。こ

こで得られた結果を、次年度の課題である 0.30 THz 細胞ばく露装置の開発に活用する。 
 
表２−３. 培地内底面での SAR [W/kg]の各基本統計量. アンテナ入力電力は 30 mW.ホ

ーンアンテナ開口面とディッシュ間の距離は 100 mm. 
空間平均値 最大  標準偏差 

68.86 116.7 26.53 
 

 



図２−１０. 培地内底面での SAR 分布の計算結果. 培地内底面での最大値で規格化. 色
のレンジは 0～-40dB. 
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3. 電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置のばく露評価 
電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置において 70 GHz から 300 GHz を対象とし、ばく露

評価を電磁界解析により行う。具体的には、70 GHz から 300 GHz の複数の周波数におい

て、細胞が内在する培地内での電界強度・電力吸収量等を数値電磁界解析により定量し、

周波数特性を評価する。ただし、使用する材料の電気定数は周波数特性を持つため、各周

波数において入力電力を規格化し、評価を行う。数値解析より得られるばく露量の周波数

特性と実測より得られるばく露装置波源の入力電力の周波数特性より、実際の細胞実験に

おけるばく露量を定量する。これらの作業を細胞用ばく露実験の実施先（理化学研究所）

での年次計画に従い、２５年度から一部に着手する。 
 
3.1. 電磁周波数掃引型細胞用ばく露システム 

実験での電波ばく露装置は、各種のテラヘルツ波源の中で唯一、数十 GHz から数百 GHz
までを連続周波数可変できる NTT 社が開発した単一走行キャリアフォトダイオード

（UTC-PD: Uni-Traveling- Carrier Photo-diode）による差周波発生を用いる。この発生器

では、波長固定の近赤外レーザーと波長可変近赤外レーザー光を同時に UTC-PD へ入射す

ることにより、そのビートによって 1 つのコンポーネントで数十 GHz から数百 GHz まで

発生させることができる。すなわち、1.5 ㎛帯の 2 つのレーザー光の内，一方のレーザー光

の波長を制御することで、それらの差周波数に相当するテラヘルツ光の発生が可能である。

レーザー波長を 0.01 nm ずつ変調し、周波数に換算すると約 1 GHz の変調となる。 
出力と周波数可変域については、以下の事由も重要な観点となる。すなわち、我々の見

識では、現在まで、ミリ波テラヘルツ波のいかなる非熱作用も確認されておらず、過去の

フレーリッヒ仮説を検証したとする実験もいずれも再現性が乏しく否定されている。マッ

クスプランクでかつてフレーリッヒ仮説を研究していたカイルマン博士、クレマー教授、

グルンドラー博士、らとも川瀬は 10 年来情報交換を行っている。当時世界的に研究された

30-70 GHz 帯では、十分に非熱作用の実験が行われた結果、再現性が確認されなかったこ

とは彼ら自身が認めている。ただし、70 GHz 以上の周波数帯は、当時周波数可変波源が乏

しかったため実験されていない。そのため、本研究の周波数可変域を 70-300 GHz と設定す

る。 
よって、精度良く約 1GHz のピッチで周波数を掃引できる 2 波長レーザー波源を導入し、

70-300 GHz 帯において周波数ホッピングの無い電波ばく露装置を開発する。 



 
図３−１. インキュベータ内に置かれた電磁周波数掃引型細胞用ばく露装置 

 

 
図３−２. 電磁周波数掃引型細胞用ばく露で使用する 96 well ディッシュ 

 
3.2. 電磁周波数掃引型細胞用ばく露システムのばく露評価準備 

超高周波でのばく露装置の評価を行う目的において、電磁界分布の計算速度を高速化す

るため、GPGPU に基づく 3 次元電磁界シミュレーター用アクセラレータ Schmid & 
Partner EngineeringAG, Acceleware Software Token License を導入し、Schmid & 
Partner EngineeringAG 社製 3 次元電磁界シミュレーターSEMCAD X 上での計算の高速

化を図った。メーカーのホームページ上で公開されている典型的な計算速度の向上は、

Fermi GPU NVIDIA Tesla C2070 を用いたとき 42 倍である。平成 26 年度には、平成 25
年度に整備した数値計算の環境を使用したデータ取得を行う。 
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