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今年度は、以下の３つの研究をおこなったので、それぞれに関して別々に報告する。 

１ 温度、面積と閾値に関する予備実験 

２ ９５GHzのミリ波刺激での閾値の測定 

３ 皮下混合神経の深さに関する研究：ミリヤによる末梢神経直接刺激の可能性の検討 

（１） 温度、面積と閾値に関する予備実験 

これまで、２FAC 測定による面積と閾値の関係を調べた予備実験はあったが、恒常法の測定

での面積と閾値の関係を見た研究はなかった。そこで、今回本実験で用いる予定の恒常法

での両者の関係を、金属接触子による温度刺激を用いて検討した。 

図１，２のように、接触子に手をあてて、一定の温度刺激を 10秒間与えた。 

図１     図 2 

温感、冷感を感じる､感じない､どちらでもない の 3つの選択で回答いただいた。 

その結果から、曲線を用いて閾値を求めた。５０％の確率で感じる刺激強度を閾値とした。 

それぞれの面積での閾値を求める曲線は図３のようである。 
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     図 3 

 

黄色の縦線が入ったところが閾値となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 4 

閾値と面積の関係を図 4に示す。 

面積が狭いと、温感、冷感とも感じにくい温度が幅広く存在する（赤線）。これに対して､

広い範囲を刺激すると、温度感覚を感じない温度の幅は狭い。 
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恒常法を用いても､2FAC法同様に、面積が広い程閾値が低くなることが確認された。 

そこで、今後のミリ波閾値測定を、恒常法で行うと言う方針が決定された。 
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（２）９５GHzのミリ波刺激での閾値の測定 

 

15名の被験者について､このヘルツにミリ波に関する閾値を検討した。 

結果について､いくつかの方面から解析結果を示す。 

 

A 閾値と刺激面積の関連 

 

暴露 10秒での閾値を図 5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 5 

 

横軸に刺激面積、縦軸に閾値を示す。同じ色は同一被験者である。 

面積が広くなるほど､閾値が下がる傾向が解る。 

もともと個人差が大きいが、面積が広くなると個人差が小さくなる事が解る。 

予備実験とほぼ同様な傾向であった。 
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暴露 30秒での閾値を図６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 

 

10秒暴露と同様な傾向をしめすが、10秒では感じなった被験者が加わるためか、ばらつき

が大きくなる。特に、広い面積の刺激で､個人差が大きくなったように見える。一部、閾値

がゼロの近く､刺激していないのに感じたと言ってしまうことがあるようだ。 
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暴露 60，120 秒での閾値を図７，８に示す。 

図７ 図８ 

暴露時間 60秒でも、面積を閾値については、面積が広いほど閾値が低い傾向は認められた。

しかし、閾値がゼロ以下とか、ゼロの等しい人が増えてきていて､刺激が来ていないのに、

感じたと誤答する傾向が増えてきた。 

暴露時間 120 秒でも、面積に関しては同様な傾向が見られたが、かなりの確率で、刺激が

きていないのに感じたと答える人が増えてきて、閾値の信頼性が低くなると思われた。 

多くの被験者のデータを集める実験では、閾値の信頼性が高い、暴露時間 10，

30秒での検査を施行すべきと考える。 

以上の結論の確認をとるために、別の解析も行った。 
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B 閾値と誤答率の関連 

誤答率（刺激が来ていないのに、感じたと言う確率）と閾値の関係を検討した。 

図９ 図１０ 

暴露時間 10，30 秒の時の閾値と誤答率の関連を図 9，10に示す。 

縦軸が閾値、横軸が誤答率である。 

誤答を全くしない被験者、ほとんど間違えている被験者、半分位正解をする被験者の 3群

の被験者がいると解る。 

図１１ 図１２ 
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暴露時間 60.120秒の時の閾値と誤答率の関連を図 11，12に示す。 

この暴露時間でも､誤答率には 3群が有り、同じ被験者が同じ群に入る可能性が高かった。 

今後大規模試験の時は、誤答に関して解析して、誤答率の高い被験者のデータ

は正常値確率に組み入れない事も考慮する必要がある。 

C 閾値と年齢の関連 

閾値と年齢の関係を解析した 

図１３ 図１４ 

暴露時間 10，30 秒の時の閾値と年齢の関連を図 13，14に示す。 

暴露時間 10 秒では、年齢による影響は明かではいが、30秒では高齢になるほど、閾値が下

がる傾向が見られた。この結果は予想に反するものであった。 
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図１５ 図１６ 

暴露時間 60.120秒の時の閾値と誤答率の関連を図 15､16に示す。 

暴露時間、60秒、120 秒では、閾値が年齢と有意に相関していて、高齢になるほど閾値が

低くなる傾向が見られた。ただし、高齢になると閾値がゼロ、またはゼロ以下になること

が多く､誤答をする確率が増えていると判断した。 

この事実の確認のため、誤答率と年齢の相関を調べた。 
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誤答率と年齢の相関 

図１７ 

図 17に誤答率と年齢の関係を示す。 

高齢になるほど、誤答率が増加する事が解る。 

以上の結果より、高齢ほど閾値が下がるが、その理由が誤答して感じたと言って

しまう割合が高齢程多いためと結論した。 
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以上、９５GHz のミリ波刺激での閾値の測定の結果をまとめると、 

ミリ波の閾値は暴露面積に影響され、広い面積の刺激の方が、閾値が低く安定している。 

暴露時間を 60，。120 秒と長くすると､刺激されていないのに感じたと反応してしまう確率

があがり、データの信頼性が下がると考えられた。 

大規模実験においては、暴露時間 10秒、30秒で行う事を推薦する。 

高齢者ほど、誤答する確率があがり、そのため見かけ上閾値が低くなる傾向があった。 

同様な結果が、別の周波数刺激でも起きるかを検討し、その後は暴露時間 10秒、30秒で実

験を試行する事が妥当と考える。 
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（３）皮下を走る末梢神経の直接刺激の可能性 ミリ波閾値の意義を補完するために 

ミリ波が皮膚に当たるときに、直下に末梢神経が走っていると、神経を直接刺激する可能

性があり、その時は障害が起きやすく、閾値も低い事が予想される。そこで以下の実験を

行った。 

ミリ波の温熱知覚では皮下の free nerve ending が感覚センサーとされているが、皮下神

経に直接刺激が起きないかを確認する事がミリ波の安全性を確認し、ミリ波の閾値を測定

する本研究のデータの意味を確認するために重要である。ミリ波閾値の正常値を測定する

目的の補助になると考え、本研究を計画した。ミリ波が皮下どのくらいの深さまで到達す

るかの計算による予測はすでにある。そこで、皮下神経がどのくらいの深さに存在するか

を測定し、ミリ波の安全性の基準のための本研究で得られるミリ波の温熱閾値の意義を補

充するデータを提供できると考えている。 

皮下の浅い部位に末梢神経が走る、手首での正中神経の深さを測定した。 

皮下神経の深さを、エコー検査装置をもちいて検討した。 

検査の一例を以下に示す。 

正中神経 

一例の図  皮下から正中神経まで 1.4mm 

測定した例での結果を表に示す。 

多くの被験者で、皮下１-２ミリメートルに太い混合神経が存在すると思われる。 

ただし、0.7ミリメートルと１ミリ以下の人もおり、安全性を考える時に重要な情報である。 

更に、別の部位での検討も加える予定である。 
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年齢 男女 距離 mm 

28 f 2.5 

55 f 1 

38 m 1.6 

26 m 1.7 

28 f 1 

30 f 1.4 

42 m 1.9 

32 f 2 

34 f 1.7 

63 m 0.7 



（以下、東京工業大学 受託分） 
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1 まえがき 

近年、ミリ波帯における電波利用が拡大しているが、ミリ波帯における生体電磁環境研究は十分でない。すな
わち、 

 3GHz より高い周波数での温熱知覚閾値の特性が必ずしも明確でない。
 ミリ波帯の電波防護指針では入射電力密度の空間平均の定義が不明確。
 国際ガイドライン間で条件が異なっている。

そこで、ミリ波の温熱知覚閾値についての知見の蓄積が求められている。本研究は福島県立医科大学と東京
工業大学との共同研究（平成 27 年度から 29 年度までの 3 カ年で提案）により、ミリ波温熱知覚閾値実
験を系統的に行い、データ及び知見を蓄積する。その中で東京工業大学は実験装置の構築を主に担当する。
具体的には次の項目を行った。 

 95GH ミリ波ばく露装置の構築
 安全性への配慮
 レンズアンテナの特性把握
 恒常法の実験効率を高める刺激選択アルゴリズムの開発
 金属接触子による予備実験装置の構築

以下、各項目の内容を順に述べる。 

2 95GHZミリ波ばく露装置の構築 

Figure 1 はミリ波ばく露装置全体のブロック図であり、Figure 2は写真である。 
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Figure 1 95GHz ミリ波ばく露装置のブロック図 

Figure 2 95GHz ミリ波ばく露装置の写真 

ミリ波ばく露装置の構成と働きは次の通りである。 

 発信器から 15.833GHz の正弦波を出力し、同軸ケーブルで 6 逓倍器に導き 95GHz正弦波とする。これ
より先はW 帯標準導波管で接続する。
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 95GHz信号が 3W 級ミリ波電力増幅器で増幅された後、アイソレータ、方向性結合器を経由してレンズ
アンテナに導かれる。 

 方向性結合器に入射波用と反射波用にそれぞれミリ波パワーセンサを取り付け、レンズアンテナへの入射
電力と反射電力をパワーメータにより測定監視する。 

 ミリは電力の制御は発信器からの出力電力を変えることで行う。その際、6 逓倍器は強い非線形デバイス
であるため、入出力電力関係をあらかじめ測定し多項式表現し逆関数を用意したものを用いた。 

 6 逓倍器の直流電源は装置にダメージを与えることなく on/off できるので、安全装置の一部としても用い
た。 

 ミリ波をばく露する部位は香西らの先行研究に倣って掌とした。掌にはレンズアンテナからの集束ビームが
照射されるが、レンズアンテナとの相対位置を一定に保つために、Figure 3 に示すようにレーザ距離計を組
み込んだ位置合わせ装置を設計製作した。 

 ミリ波ばく露部位の温度変化を監視および記録するために、サーモグラフィをレンズアンテナの上に取り付け、
斜め上から掌を常時監視した。 

 実験者用の押し釦(Figure 4)、被験者用の押し釦(Figure 5)を、実験の進行や、緊急停止に用いた。 

 制御用 PC でこれらの装置を全体として制御するとともに、制御用 PC の異常を監視するマイコンを組み
込んだ。 

 

Figure 3 レーザ距離計と組み合わせた位置合わせ装置 
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Figure 4 実験者用押し釦 

 

Figure 5 被験者用押し釦 

3 安全性への配慮 

本実験装置は被験者が温熱感を感じる程度の電力のミリ波を人体に照射するものであるから、実験の安全
性に配慮した。なお、実験は福島県立医科大学において研究倫理審査を通ったうえで医師のコントロールの
もとに行われた。 

本実験装置の安全性への配慮は次のとおりである。 

 実験者はミリ波電力と照射部位の温度変化を常時モニターし、必要があればただちに緊急停止ボタンで
実験を止められるようにした。 

 制御用 PCはパワーメータで規定の電力の超過を監視、サーモグラフィで照射部位の過熱を監視、さらに
緊急停止ボタンの状態を監視する。異常があればただちに高周波出力を切る。配線が断線した際にもフ
ェイルセーフとなるように設計した。 
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 制御用 PC のハングアップや非リアルタイム性によるタイムラグの発生が考えられるため、制御用 PC の正常
動作をハートビート信号の発生で表し、それをマイコンボードで監視する構成とした。PC の動作に異常が
あればそれを感知し、6 逓倍器の直流電源を off にすることでミリ波を停止する。同時に、パワーメータお
よびサーモグラフィからも PC とは別系統の信号を受けて非常停止させる構成とした。

これら安全装置の動作のために、DAQ ユニットや Arduino マイコンボード、各種 I/F をまとめて筐体に収めたも
の(Figure 6)を外注により作成した。また、安全装置が正しく動作することを各種試験により確かめた。 

Figure 6 各種ボード統合筐体 

4 レンズアンテナの特性把握 

レンズアンテナに入力されるミリ波電力 Pin はパワーメータにより常に把握される。しかし、本実験ではレンズアン
テナから放射され掌に到来した時点でのミリ波の電力および最大電力密度を知ることが本質的に必要である。
また、実験においてはミリ波ばく露面積を制御変数（実験条件）としており、数通りの中から選択して実験を
行う必要がある。そこで、アンテナによる照射電力 Pirr, 横断面内の最大電力密度 Smax(z)と Pin との変換係
数、 ただし z はアンテナからの距離、ばく露面積 A(z)を明らかにするために、近傍界測定装置によるビーム電磁
界分布の測定及び、校正されたプローブによる最大電力密度の測定を行った。Figure 7は近傍界測定装置
による界分布測定の様子を示し、Figure 8は測定された界分布の一例を示している。なお、ビームの再構成
計算の方法およびばく露面積の定義については、香西らの論文(信学論 B, pp.90-100, pp.1456-1465, 2010)

に従った。 
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Figure 7 近傍界測定装置による集束ビームの界分布測定 

Figure 8 95GHz集束ビームの横断面内電界分布の例 

5 恒常法の実験効率を高める刺激選択アルゴリズムの開発 

本実験では、閾値の測定の効率を考慮して、恒常法を用いることにした。恒常法では一定の強さの刺激を被
験者に与え、感じるか感じないかの判断を求めるものであり、刺激強度の選択は基本的にはランダムとする。し
かし、仮に一様分布からランダムな刺激強度を与えるとすると、必ずしも試行回数に対する測定値取得の効
率が適切とはならない。心理物理実験は被験者を拘束するため被験者の集中力の持続には限りがある。集
中力を資源と考えればその有効利用に努めなければならない。そこで、刺激強度を単にランダムに選択するの
でなく、その場に応じた最適と考えられる強度を毎回選ぶことによる実験効率の向上を目指した。 
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まず、本実験では、一定の強度の刺激（＝ミリ波照射）が与えられた被験者は、制限時間内に感じたか感
じなかったかを押しボタンで回答する。実験データは、刺激強度 xi とそれを感じるまでの時間 ti の組が複数得
られる。そして、実験により求めたい温熱感閾値は、基準時間内に感じたか感じなかったかのレスポンス Ri(1 ま
たは 0)となる。実際には基準時間は複数設定されているが、簡単のため xi と Ri の組を実験データと考える。 

検討の結果、刺激をランダムに選ぶのではなく、その時点で閾値レベルと推定される刺激強度を毎回推定して、
それを与える実験をすることで、理論的には実験効率が向上することがわかった。Figure 9はモンテカルロシミュ
レーションの結果であり、横軸の試行回数に対し、縦軸の閾値推定不確かさがより早く減少することが示された。
この刺激選択アルゴリズムを実験制御プログラムに実装している。 

 

Figure 9 試行 11回目から従来の一様分布で刺激選択する場合（赤）と、提案する最適刺激を選択する場
合（青）とでの、閾値推定値の不確かさ減少のようすの比較 

6 金属接触子による予備実験装置の構築 

本年度のミリ波ばく露実験に先立ち、ばく露装置が準備できるまでの間に予備実験を行うことが求められた。そ
こで、金属接触子による実験装置を構築し、福島県立医大における予備実験に供した。 
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本装置は、GPIB 制御可能な定電圧電源装置、温度の加熱冷却ができるペルチエ素子と放熱器、温度をコ
ントロールして皮膚に接触させるための金属接触子（真鍮製、円柱形）、金属接触子の温度を常時測定
する温度センサーチップと DAQ ユニット、制御用 PC と GPIB インターフェースにより構成される。Figure 10 に装
置の写真を示す。同写真に見られるように、金属接触子には接触面積の異なるものを準備した。予備実験
（Figure 11 がイメージ図）では、金属接触子の温度を掌で触ったときに暖かくも冷たくも感じない程度の温
度に保ち、そこから一定の温度上下させて安定化させる。そして、一定時間（たとえば 10 秒間）掌を押し当
てた直後に、暖かく感じたか、冷たく感じたか、どちらでもないか、の 3 択で被験者に回答を求める。この試行を
繰り返すことで、最尤推定に必要なデータを得て、温感閾値と冷感閾値の両方を得る、というものである。同
装置を構築し福島医科大学において予備実験が行われた。これは、以前に行われた 2AFC 法による接触面
積依存性と同等の依存性が、恒常法による実験においても得られるかどうかを確認するために行われた。 

Figure 10 金属接触子による予備実験装置 
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Figure 11 予備実験のイメージ図 

7 むすび 

以上、本年度の研究で行った内容について項目ごとに述べた。平成 28年度にはミリ波周波数を変更するた
め、大幅な装置構成の変更がある。また、ミリ波の周波数が異なるため、レンズアンテナの特性の再測定や、
伝送路系の校正もあらたに必要である。さらに、実験の安全性の実現のための制御点が異なるため、制御プ
ログラムの修正が必要である。これらを計画通りに進めて、ミリ波温熱知覚実験を順調に実施することが来年
度の目標である。 

本研究に関する発表 

崎山大樹、西方敦博、``恒常法実験の効率を改善するミリ波温熱知覚実験アルゴリズム’’、電子情報通信
学会総合大会、B-4-16, 九州大学、2016年 3月． 
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