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Ⅰ 業務実施の背景・目的 

背景 

電波の人体への安全性に関して、我が国では国際ガイドラインと同等な電波防護指針を

策定するとともに、電波法令に基づく規制を行い、適切な電波利用環境を確保している。

世界保健機関(WHO)等の国際機関は、現在の国際ガイドラインの妥当性を認めているも

のの、信頼性をより高めるための更なる調査研究の必要性を提言している。また、国際非

電離放射線防護委員会(ICNIRP)における高周波電磁界の人体ばく露に関する国際ガイド

ラインの改訂作業や、国際電気標準会議（IEC）等において各国規制値に対する適合性評価

手法についての国際標準化が進められている。

一方で、電波を利用するシステムは技術の進展やサービスの開発がめざましく、これら

に対応した指針等や評価手法の確立あるいは改良が喫緊の課題となっている。

このような動向を踏まえつつ本調査を実施し、電波の人体へのばく露量を適切に評価す

る手法の確立や、電波防護指針との適合性評価を行う手法の確立・改良を行うことで、我

が国の電波防護指針の根拠を明確化し、電波防護指針の信頼性をより高める。また、人体

防護に関する国内法令・ガイドラインの妥当性検証や、ICNIRP 等の国際機関によるガイ

ドラインの見直し等に関する検討にも貢献する。さらに、電波防護指針に対する適合性評

価方法を策定することで、わが国における無線設備等の安全かつ効率的な利用を促進する。

これらを通じて、わが国の電波防護指針の科学的信頼性および国際的な整合性の向上を図

り、電波防護指針に基づく安全かつ健全な電波利用環境の構築に貢献する。

目的 

電波の人体への安全性に関して、我が国では国際ガイドラインと同等な電波防護指針を

策定するとともに、電波法令に基づく規制を行い、適切な電波利用環境を確保している。

世界保健機関(WHO)等の国際機関は、現在の国際ガイドラインの妥当性を認めているも

のの、信頼性をより高めるための更なる調査研究の必要性を提言している。また、国際非

電離放射線防護委員会(ICNIRP)における高周波電磁界の人体ばく露に関する国際ガイド

ラインの改訂作業や、国際電気標準会議（IEC）等において各国規制値に対する適合性評価

手法についての国際標準化が進められている。

一方で、電波を利用するシステムは技術の進展やサービスの開発がめざましく、これらに

対応した指針等や評価手法の確立あるいは改良が喫緊の課題となっている。

上記の動向をふまえ、本調査では、電波が人体に及ぼす影響に関し、国民の不安を解消

し、安全で安心に電波を利用する社会を構築するために、第５世代移動通信システム（5G）

等の次世代電波利用システムからの電波による人体へのばく露量を適切に評価する手法及

び指針値等への適合性を評価する方法を開発する。また、人体防護に関する国内法令・ガ

イドラインの妥当性検証や国際機関におけるガイドラインの検討にも貢献する。

本調査において、電波の人体へのばく露量を適切に評価する手法の確立や、電波防護指

針との適合性評価を行う手法の確立・改良を行うことで、我が国の電波防護指針の根拠を

明確化し、電波防護指針の信頼性をより高める。また、人体防護に関する国内法令・ガイ

（以下、情報通信研究機構　受託分）



ドラインの妥当性検証や、ICNIRP 等の国際機関によるガイドラインの見直し等に関する

検討にも貢献する。さらに、電波防護指針に対する適合性評価方法を策定することで、わ

が国における無線設備等の安全かつ効率的な利用を促進する。これらを通じて、わが国の

電波防護指針の科学的信頼性および国際的な整合性の向上を図り、電波防護指針に基づく

安全かつ健全な電波利用環境の構築に貢献する。

本調査における最終的な成果目標を以下に述べる。

A) 5G システムや WiGig（ミリ波帯無線 LAN）等の次世代無線通信システムでは、主に

10GHz 以上の準ミリ波帯・ミリ波帯の周波数が利用される。この周波数領域において

は、電波防護指針では入射電力密度に基づく指針値が示されている。しかし、入射電力

密度に基づく指針値は比較的遠方の電波放射源からの電波に人体がばく露する状況を

想定しており、携帯電話等の人体に近接（密着）して使用する無線通信端末からの電波

への人体ばく露を適切に防護できるかどうかについては明らかでない。また、準ミリ波

帯・ミリ波帯では、入射電力密度や比吸収率（SAR）、生体内温度上昇等の電波への人

体ばく露量を評価するための指標を正確に評価する手法も確立されていない。さらに、

準ミリ波帯・ミリ波帯における電波への人体ばく露量の詳細な特性も明らかにされて

いない。

そこで、本研究では、準ミリ波帯およびミリ波帯の電波への人体ばく露を高精度に評価

する手法を開発することを目標とする。この際、準ミリ波帯およびミリ波帯における電

波放射源に近接した人体のばく露量の評価指標が確立されていないことから、候補と

なりうる入射電力密度、比吸収率（SAR）、体内温度上昇の各指標に関する評価手法を

開発する。また、理論的な評価方法と実験的な評価方法を開発する。開発した評価手法

を用いて、信頼性の高い準ミリ波帯・ミリ波帯の電波への人体ばく露量データを取得す

る。また、得られた成果を国内外の健康リスク評価やガイドライン等に反映させる。

本提案の成果が優れている点として、1)複数の手法を開発することで、それぞれの手法

による評価結果を比較検証し、妥当性・信頼性に優れたばく露評価データが得られるこ

と、2)世界初の準ミリ波帯およびミリ波帯における超詳細全身数値人体モデルによるば

く露評価データ等を含む詳細かつ正確な人体ばく露量特性を明らかにすることで、電

波防護指針等の根拠の妥当性確認に貢献すること、3)5G システムや WiGig 等の次世代

無線通信システムからの電波への人体ばく露量データを取得することで、技術基準の

策定や妥当性の確認に貢献することが挙げられる。（基本計画書到達目標①、④、⑤、

⑥）

B) 前項で述べた通り、準ミリ波帯・ミリ波帯における次世代無線通信システムの開発・普

及が進みつつあり、これらの無線通信システムの電波防護指針に対する適合性評価手

法の確立が喫緊の課題となっている。適合性評価のためのばく露量評価では、適合性が

確認された無線通信システムの安全性を確実に確保する必要があることや国際的な整

合性の確保が必要とされる観点から、再現性および簡便性に優れた評価手法が必要で

ある。

そこで、本研究では、準ミリ波帯およびミリ波帯で利用されている電波利用機器の電波

防護指針適合性評価を確認する手法を開発することを目標とする。特に、評価手法の信

頼性を確保するために、高精度較正手法を開発し、不確かさ評価を行う。また、得られ

た成果を国内外の標準規格に反映させる。

本提案の優れている点として、高精度較正手法の開発が挙げられる。較正は評価測定の

信頼性を確保するために必須であるが、較正手法の開発には高度な計測技術に裏付け

られた検討が必要である。NICT は無線設備の測定器の較正に関して国内随一の実績を

有しており、本成果目標については国内では NICT でしか為し得ないものである。（基

本計画書到達目標①、④、⑤、⑥）

C) 最新の携帯無線通信システムである 4G システムや無線 LAN（主に 6GHz 以下）の普

及が急速に進んでいる。これらの無線通信システムでは、従来の 3G システム等で用い



られてきた W-CDMA 信号よりもランダム性の強い OFDM 等の変調信号が用いられて

おり、さらに複数周波数の信号を同時に発射するキャリア・アグリゲーション、アップ

リンクとダウンリンクで同じ周波数帯を共有する時分割通信方式、複数のアンテナで

通信信号を同時に送信・受信する MIMO 等のこれまでにない新しい技術が導入される。

一方で、これらの最新の無線通信技術を用いた携帯無線端末に対して、従来の適合性評

価方法では必ずしも効率的に評価できないことが指摘されている。

そこで、本研究では、4G システムや無線 LAN（主に 6GHz 以下）等の最新無線通信

システムの電波防護指針への適合性を適切かつ効率的に評価する手法を開発すること

を目的とする。特に、評価手法の信頼性を確保するための高精度較正手法を開発し、不

確かさ評価等を行う。また、得られた成果を国内外の標準規格に反映させる。

本提案の優れている点として、高精度較正手法の開発が挙げられる。較正は評価測定の

信頼性を確保するために必須であるが、較正手法の開発には高度な計測技術に裏付け

られた検討が必要である。NICT は SAR プローブ較正業務を国内で唯一実施しており、

本成果目標については国内では NICT でしか為し得ないものである。（基本計画書到達

目標②、④、⑤、⑥）

D) 中波・短波放送等のアンテナ設備の電波防護指針への適合性を評価するための算出方

法および測定方法が総務省告示 300 号（平成１１年）に定められている。一方で、平成

２７年に低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下）における電波防護指針の改定が行わ

れたため、従来の適合性評価手法の検証および改良が必要とされている。また、従来の

適合性評価手法では、中波放送アンテナに対しては頂冠アンテナの簡易評価式が示さ

れているが、それ以外のアンテナ形式に対する簡易評価式は示されていない。

そこで、本研究では、中波・短波放送等のアンテナ設備の電波防護指針への適合性評価

手法の妥当性を検証し、さらに評価方法を改良することを目的とする。特に、頂冠アン

テナ以外の中波放送アンテナの簡易評価式を開発する。得られた成果を国内外の標準

規格や国内規制に反映させる。

本提案の優れている点として、簡易評価式の開発が挙げられる。無線局の適合性確認に

おいては、信頼性が確保されているとともに簡便な手法による評価が望ましい。したが

って、簡易評価式の開発は、我が国のみならず、詳細な評価技術の利用が困難な途上国

をふくむ世界各国における放送施設の評価方法として広く普及することが期待できる。

（基本計画書到達目標③、④、⑤、⑥）

E) 無線電力伝送（WPT）システムの開発は進んでいるものの、実際に製品として実用化

されている例はまだ少ない。そのため、世界に先駆けて平成２６年度および平成２７年

度に総務省情報通信審議会より答申された適合性評価手法に基づく実際的な評価の実

績はほとんどない。一方で、平成２７年度より、IEC 国際標準化会議において、WPT
システムの適合性評価方法についての検討が開始され、情通審答申にはない新しい評

価手法等が提案されてきている。

そこで、本研究では、中間周波数帯等の電波を利用する無線電力伝送システム（WPT）
の電波防護指針適合性評価手法の妥当性を検証し、さらに評価手法を改良する。特に平

成２７年度までの委託研究成果である SAR 測定方法の信頼性をさらに向上させるため

に、SAR プローブ較正方法の拡張・改良を行う。得られた成果を国内外の標準規格や

国内規制に反映させる。

本提案の優れている点として、SAR プローブ較正手法の改良が挙げられる。較正は評

価測定の信頼性を確保するために必須であり、一方で、較正手法の開発には高度な計測

技術に裏付けられた検討が必要である。したがって、無線設備の測定器の較正に関して

国内随一の実績を有する NICT でしか為し得ない成果といえる。（基本計画書到達目標

③、④、⑤、⑥）

F) 成果目標 A～E の検討を行うために、高精度かつ高精細な数値人体モデルの開発・改良

が必要である。特に、電波防護指針の指標について必ずしも確立していない準ミリ波



帯・ミリ波帯やさらに電波防護指針が策定されていない 300 GHz 以上のサブミリ波帯

における人体ばく露量を高精度に評価するためには、波長がミリメートル程度以下と

なるため、従来の数ミリメートルの微小ブロックから構成される数値人体モデルでは、

適切なばく露量評価が行えない。

そこで、本研究では、これまでにない概念の新たなマルチスケール数値人体モデルを開

発する。先ず、従来のボクセル（微小ブロック）から構成されている数値人体モデル(ミ
リメートルオーダ)に対し、ばく露評価に重要な組織の分解能・解剖学的な正確性等を

改良したモデル、また、毛細血管等の微細組織や神経細胞やそのネットワーク等（マイ

クロメートルオーダ）を含むハイブリッドモデル、さらに細胞や分子モデル（ナノメー

タオーダ）のスケールでのばく露評価モデルを構築する。そして、数値人体モデルによ

るマクロドシメトリ、組織モデルや細胞モデルを用いたミクロドシメトリ、分子レベル

のナノドシメトリと、異なるスケールでのドシメトリの相互作用評価（マルチスケール

ドシメトリ）や各スケールモデルの連成解析を可能とすることで、これまでにない新し

い概念のマルチスケール数値人体モデルを開発する。得られた成果については、特許申

請や論文化等を行った後に、一般に広くデータ公開を行い、様々な分野での研究開発を

促す。

本提案の優れている点としては、マルチスケール数値人体モデルを用いることで、SAR
や内部電界強度といった物理的指標だけでなく、温度上昇による生理機能変化や神経

刺激応答等の生物学的な指標に関する定量的評価が可能となり、従来よりもさらに直

接的な電波の安全性評価が可能となることが挙げられる。近年、倫理的な要請から被験

者実験や動物実験は必要最小限にすることが求められており、数値シミュレーション

による直接的な安全性評価を可能とする本提案の意義は非常に大きいと考えられる。

（基本計画書到達目標⑤、⑥）

G) 成果目標 A～F の検討を行うために、ばく露量評価に用いる人体モデルまたは人体ファ

ントム等の電気的特性の把握が必要不可欠である。すなわち、電気定数は電波の人体ば

く露量評価において必須のパラメータであり、その精度はばく露評価結果の信頼性に

直結する。一方で、生体組織は損失の大きい高含水組織であり、高精度な電気定数測定

はしばしば困難である。平成２７年度までの電波の安全性評価技術委託研究において、

長波からミリ波帯までの生体組織の電気定数データベースを構築してきているが、本

委託研究では、更なる周波数拡張や生体組織数の拡充等が必要である。特に、中間周波

数帯では筋肉等の繊維状の生体組織には異方性があることが知られているが、これま

でに十分な検討は行われてきていない。また、サブミリ波帯における電気定数データに

ついては、先行研究がほとんどなく、また生体組織の電気定数を取得するための測定法

についても確立されておらず、更に生体組織の電気定数を決定づける主要な周波数分

散現象も解明されていないなどの課題を有する。

そこで、本研究では、生体組織の電気定数データベースの改良・拡張を行う。特に、電

気定数測定システムの改良を行い、中間周波数を含む低周波数領域における生体組織

の異方性についての詳細な評価とサブミリ波帯を含む超高周波領域における電気的特

性の支配要因の詳細評価を行う。NICT はこれまでに生体組織の電気定数測定において

国内外随一の研究実績を有しており、本研究課題の検討を効率的に推進することがで

きる国内唯一の研究機関である。得られた成果については、論文化等を行った後に、一

般に広くデータ公開を行い、様々な分野での研究開発を促すこととしたい。

本提案手法の優れている点として、これまでの研究では十分に検討されてこなかった

中間周波数帯とミリ波帯における電気定数メカニズムの解明が挙げられる。本提案の

成果に基づき、これまで以上に詳細かつ信頼性の高い電気定数予測モデルの構築が可

能となり、電波の安全性評価だけでなく、医療応用や生体工学等の様々な分野における

研究開発にも貢献が期待できる。（基本計画書到達目標⑤、⑥） 



（参考） 
基本計画書到達目標 

① 準ミリ波帯・ミリ波帯等の周波数帯について、人体ばく露量の評価技術及び電

波防護指針等との適合性評価手法を開発すること。

② 4G や無線 LANが利用する周波数帯（主に 6GHz 以下）における電波防護指針等

との適合性評価手法についての改良方策及び信頼性向上方策を示すこと。

③ 中波・短波放送等で用いる中間周波数帯について、電波防護指針等との適合性

評価手法を開発すること。

④ 基本的な電波ばく露条件下における人体ばく露量特性を高精度化すること。ま

た、電波防護指針や国際ガイドライン等の改定のための基礎データを取得する

こと。

⑤ データ取得等に必要となるばく露評価装置を開発すること。

⑥ 電波防護指針等に関する国内・国際ガイドライン等に研究成果を適切に反映さ

せるため、適切な分野の学術雑誌における論文掲載や国内外の関連会議に投稿

すること。



Ⅱ 今年度の実施内容及び成果 

２． 実施体制 

３． 業務の方法と実施状況 

業務計画の変更の有無 有 

○業務方法（計画）

A) 準ミリ波帯およびミリ波帯の電波への人体ばく露を高精度に評価する手法に関する研

究

超高速無線通信システム等の準ミリ波帯・ミリ波帯電波を利用した次世代電波利

用システムによる電波への人体ばく露量評価を実施するためのばく露評価手法

を開発するための検討を開始する（平成３２年度完了予定）。開発手順の概要を

以下に述べる。

1. 準ミリ波帯・ミリ波帯におけるアンテナ放射特性、体表付近に集中した電力

吸収特性、体表付近の温熱生理現象等を考慮することで、当該周波数帯に最

適化された実用性の高い評価手法を開発する。

2. 複数の手法やモデルを相互に比較することで、それぞれの手法・モデルの制

約・短所についての妥当性を検証し、評価手法の妥当性検証や適用限界の明

確化を図る。例えば、理論的手法では通常はブラックボックス化されている

携帯無線端末内の微細電子回路基板等を含む電波放射源を正確にモデル化す

ることは困難であるが、実験的手法では携帯無線端末実機を用いた評価が可

能である。一方で、実験的手法では、倫理的な制約から人体内部の電波吸収

量を直接観測することは困難であり、人体を模擬した人体ファントムにおい

ても、複雑な不均一組織・形状を有する人体を正確にモデル化することは困

難である。

3. それぞれのばく露評価手法について詳細な不確かさ評価を行い、定量的に信

頼性の高い評価手法を確立する。

4. 開発した評価手法を用いて、準ミリ波帯・ミリ波帯における電波への人体ば

く露量についてのデータを取得する。

【1. 「評価手法の開発」の詳細】 
準ミリ波帯・ミリ波帯における電波防護指針では入射電力密度が指針値として

用いられている。しかし、入射電力密度は一般に遠方の電波放射源からの遠方

界電波への人体ばく露の指標として用いられるものであり、5G システムや

WiGig 等で想定されている身体近傍にある電波放射源からの近傍界電波への

人体ばく露の指標については未だ確立されていない。そこで、本研究では入射

電力密度、比吸収率（SAR）、温度上昇を評価対象指標とする。各評価指標に関

する検討手順を以下に述べる。

 入射電力密度

準ミリ波帯・ミリ波帯のアンテナからの電波はアンテナの形状・方角・

距離等により複雑に変化する。そこで、本研究では、アンテナが人体か

ら比較的遠方にある場合、または近傍にある場合のそれぞれについて、

評価手法を検討する。

 アンテナが人体から比較的遠方にある場合

＜理論的評価手法＞

理論的な評価手法として、様々な電磁界解析手法の結合が可能な複

合電磁界解析システムを開発するための基礎的な検討を開始する。



具体的には、アンテナのモデル化に用いる手法にはモーメント法や

FDTD 法を利用する。また、人体・アンテナ間で散乱体等が想定さ

れる場合には、幾何光学近似解法・FDTD 法・モーメント法等で、

アンテナからの放射電磁界を 2 次的な波源とする電磁波散乱問題を

解き、得られた散乱体近傍の電磁界分布より、最終的に人体への入

射電力密度を定量化する。

＜実験的評価手法＞

実験的な評価手法として、これまでに提案者らが検討してきた準ミ

リ波帯・ミリ波帯電波強度測定システムに基づく計測手法の改良等

について検討する。具体的にはアンテナ近傍の電界(振幅及び位相)
を測定し、遠方における電磁界を再構成することにより最終的に遠

方における電力密度分布を推定するための手段について検討する。

この際に、電力密度の絶対値を較正するために、電力計等を用いた

測定器による近傍電界の実効値測定を行う。特に、準ミリ波・ミリ

波帯の電力標準とのトレーサビリティを確保した校正等を実施する

ことで、測定量の絶対値の精度が明らかなばく露量測定手法を確立

する。また、衛星通信等の周波数帯の電波強度測定で用いられてい

る電界プローブを用いて、遠方における電力密度を直接測定するた

め評価技術についても検討する。

改良対象となる電波強度測定システムは、ネットワークアナライザ

により取得された電界(振幅および位相)を取得する相対分布を取得

するものであり、主にアンテナの放射特性を評価するためのもので

ある。当該測定システムは NICT に整備されている施設および昨年

度までの電波の安全性評価技術委託研究により開発されたシステム

を含む。

5G システムの利用周波数の候補にもなっている、60 GHz よりも高

い周波数においては、現状では市販の電界センサはないため、5G 等

のミリ波帯電波利用システムの開発動向や利用可能な測定装置の状

況を考慮し、年度ごとに判断するものとする。さらに、110 GHz 以

上の周波数領域における検討では、電力標準やアンテナ較正技術の

確立が前提として挙げられるが、現状では 110 GHz 以上の電力標準

が確立されていない。従って、平成２８年度における検討では 60 
GHz 以下を対象とした評価を開始する。 

＜理論と実験の比較＞

比較的単純な形状のアンテナ等を用いて、理論的評価と実験的評価

を比較し、両手法の妥当性を検証する。特に近傍電磁界測定に基づ

いた測定手法については、適用限界等を明らかにすることで、評価

目的に応じ、効率的に評価を可能とするための検討を実施する。

 アンテナが人体近傍にある場合

＜理論的手法＞

理論的な手法として、モーメント法の適用について検討する。モー

メント法は複雑なアンテナ形状を考慮した高精度な評価が可能であ

り、アンテナ近傍における電力密度分布の評価に適している。また、

人体とアンテナとの相互結合を考慮した評価方法として、後述の

SAR 評価手法として用いる FDTD 法とモーメント法による混成手



法の適用について、基礎的な検討を開始する。

＜実験的手法＞

実験的な評価手法として、人体等の散乱体からの散乱電磁波を計測

し、再構成することで、入射電力密度を推定する実験的評価手法の

適用可能性について明らかにするための検討を開始する。アンテナ

と人体が相互結合した状態では、アンテナ近傍に人体（もしくはフ

ァントム）が存在するために測定センサを設置できず、入射電力密

度の実験的評価は困難であるためである。そこで、上述の理論的評

価手法を用いて、測定で得られた散乱電界強度から、電磁界の逆問

題を解くことで、入射電力密度を推定する再構成手法の開発を行う。 
次に、人体とアンテナとの相互結合や散乱特性を実験的に評価する

ための人体ファントムの開発について、基礎的な検討を開始する。

特に、後述の SAR 評価用人体ファントムに比べ、より単純な材料・

形状の人体ファントムの利用可能性について検討する。

 比吸収率（SAR）

本評価指標においても、アンテナが人体から比較的遠方にある場合、ま

たは近傍にある場合のそれぞれについて評価手法を検討する。

 アンテナが人体から比較的遠方にある場合

＜理論的検討＞

準ミリ波帯・ミリ波帯アンテナ等の電波放射源が人体から比較的遠

方にある場合、人体全身が電波にさらされる。この場合、アンテナ

および人体全身を含む領域を FDTD 法等の従来の数値シミュレー

ション手法により計算することは、準ミリ波帯・ミリ波帯で要求さ

れる空間分解能では非常に膨大な計算量となる。そこで、理論的な

手法として、幾何光学近似解法等に基づいた手法について検討を開

始する。当該手法では、人体を単純な形状・組織構造等でモデル化

することにより、細かな形状・構造に依存しない一般性の高い人体

ばく露量特性のデータ取得が可能である。

今年度は解剖学的構造を有する準ミリ波帯（10 GHz～30 GHz）の

人体ばく露評価に利用可能な超高精細全身数値人体モデルを生成す

る。また、わが国における最新・大規模スーパーコンピュータを占

有利用することにより、これまで不可能であった準ミリ波における

超大規模数値シミュレーションを実施し、準ミリ波帯における一様

ばく露の正確な周波数特性を明らかにする。また、本検討を効率的

に実施するために、計算前後の処理（プリポスト処理）の大規模化

および高速化等について検討を実施する。

＜実験的検討＞

実験的に SAR を測定する手法として、携帯電話等を対象とした小型

等方性電界プローブと液剤ファントムによる方法がある。しかし、

準ミリ波帯・ミリ波帯においては、ファントム表面に電力吸収が集

中するため、従来のプローブでの測定は困難であることが予測され

る。そこで、実験的な手法として、赤外線カメラやファイバー温度

計による温度計測に基づいた SAR 測定方法について検討を開始す

る。ただし、温度計測と比較して電界検出の方が計測の感度が良い

ため、電界計測に基づいた SAR 測定手法の開発についても必要に応



じて検討する。

＜理論と実験の比較＞

均一ファントムや比較的単純な人体モデル等を用いて、理論的評価

と実験的評価を比較し、妥当性を検証するためのばく露評価装置の

開発を開始する。本評価では前述の入射電力密度の評価結果を活用

するなど、効率的に評価を実施する。また、理論的検討において、

簡易形状人体モデルと詳細数値人体モデルを比較することで、人体

モデルの妥当性検証や必要条件の明確化を図る。

 アンテナが人体近傍にある場合

＜理論的手法＞

電波放射源が人体近傍にある場合には、電波放射源と人体が強く相

互結合する。一方で、人体全身がさらされる曝露環境は起こり得な

い。そこで、理論的手法として、電波曝露が集中される人体の一部

をモデル化した数値人体モデルを用い、人体とアンテナの相互結合

をシミュレートできる full-wave 解析手法の適用についての検討を

開始する。

人体ばく露量評価のための full-wave 解析手法としては、FDTD 法

が広く用いられている。FDTD 法では、計算領域全体を細かなブロ

ックで離散化して、計算を行う。しかし、人体を一部に限定したと

しても、準ミリ波・ミリ波帯では、計算領域を分割する空間分解能

が非常に細かくなるため、計算領域全てを FDTD 法で計算すること

は困難である。そこで、本研究ではアンテナ等の解析領域と人体へ

のばく露量の評価を切り分け、再構成する曝露評価手法を開発する。

手法の候補としてアンテナの解析に優れたモーメント法とFDTD法

のハイブリッド電磁界解析手法が挙げられ、現実的な計算規模(計算

メモリ・計算時間)での曝露評価を効率良く実施する。

＜実験的手法＞

アンテナ近傍の SAR を実験的に評価する手法として、アンテナ遠方

における評価手法と同様に、赤外線カメラやファイバー温度計等の

温度計測に基づいた SAR 測定法の適用可能性について検討を開始

する。特に、アンテナが近接していることによる加熱部位の赤外線

カメラによる計測が困難な場合に、赤外線反射鏡を用いた計測の可

能性について検討する。

＜理論と実験の比較＞

均一ファントムや比較的単純な人体モデル等を用いて、理論的評価

と実験的評価を比較し、妥当性を検証するためのばく露評価装置の

開発を開始する。また、簡易形状人体モデルと詳細数値人体モデル

を比較し、人体モデルの妥当性検証や必要条件の明確化を図るため

の検討を開始する。

 温度上昇

＜理論的手法＞

理論的手法として、生体熱輸送方程式に基づいた手法について検討する。

準ミリ波・ミリ波帯における電力吸収は体表組織において支配的である。



従って、人体体表を占める皮膚の熱輸送を精密にモデル化する必要があ

る。皮膚は解剖学的には表皮・真皮・皮下組織により構成されており、

現行の数値人体モデルでの皮膚は表皮・真皮の複合組織として扱われて

いるものと考えられる。表皮は主として角化細胞により構成されており、

毛細血管等の血流等により熱循環の影響を受けない。一方、真皮は血管、

皮脂線、汗腺を含み、発汗や血流により温度上昇を緩和する生体機能を

有する。体表における温度上昇を正確に評価するためには、表皮・真皮

を正確にモデル化された高分解能な数値人体モデルを必要とするが、表

皮の組織厚は部位によっては 0.1 mm よりも薄く、上述の SAR 評価と

同様にスーパーコンピュータを用いたとしても、従来の評価手法での適

用は不可能である。そこで、本研究では数値人体モデルにおける皮膚組

織のモデル化において、表皮・真皮それぞれの特性を考慮した熱輸送方

程式数値シミュレーション手法を開発するための基礎的な検討を開始す

る。

＜実験的手法＞

実験的手法としては前項の赤外線カメラやファイバー温度計等の温度計

測に基づいた測定法の適用可能性について検討する。他の検討における

成果を活用・拡張することで、効率性に優れた検討を実施する。本手法

では、被験者もしくは実験動物の温度計測を想定しているが、倫理上の

問題回避と測定の再現性を確保するために、体表または眼球の温度上昇

を模擬したダイナミック人体ファントムを開発するための検討を開始す

る。

【2. 「不確かさ評価」の詳細】 
各評価指標(入射電力密度、SAR、温度上昇)に対する評価手法に対して、詳細

な不確かさ評価を行い、主要な不確かさ要因を低減するための検討を開始す

る。得られたデータから、電波ばく露量の指標(入射電力密度、SAR、温度上昇

等)に対して支配的な要因を明確化し、準ミリ波帯・ミリ波帯における電波防護

指針の根拠となる信頼性の高い人体ばく露量特性を明らかにする。

【3. 「準ミリ波・ミリ波帯における人体ばく露量データの取得」の詳細】 
開発された評価手法を用いて、5G システムや WiGig 等の様々な準ミリ波帯・

ミリ波帯無線通信システムにおける電波への人体ばく露時のばく露量(入射電

力密度、SAR、温度上昇)特性を取得するための基礎検討を開始する。さらに、

本研究で提案する準ミリ波・ミリ波帯における評価手法を拡張する等により、

将来的に利用が想定される 100 GHz 以上のミリ波帯・サブミリ波帯の電波へ

の人体ばく露量データを取得する。評価手法は上述の準ミリ波・ミリ波帯技術

を拡張することで、効率性に優れた検討を実施する。得られたデータから、各

ばく露量に支配的な要因を明確化し、準ミリ波帯・ミリ波帯における電波防護

指針の根拠となる信頼性の高い人体ばく露量特性を明らかにする。

なお、平成３０年度末までに 30 GHz までの検討を行い、30 GHz までの準ミ

リ波帯における適切なばく露評価指標について検討するためのデータを取得

するとともに、30 GHz 以上のミリ波帯における適切なばく露評価指標につい

ての考察を行うこととする。

B) 準ミリ波帯およびミリ波帯で利用されている電波利用機器の電波防護指針適合性評価



を確認する手法に関する研究

なし

（理由）本研究課題の遂行においては、成果目標 A より得られる成果の利用を

前提としており、平成３０年度からの開始を予定としているため。

C) 4G システムや無線 LAN（主に 6 GHz 以下）の電波防護指針適合性評価手法に関する

研究

本研究では、総務省告示や国際規格等で規定されている 4G システムや無線 LAN
（主に 6 GHz 以下）等の電波防護指針適合性評価手法の、最近の技術動向を踏ま

えた改善について検討する。特に、適合性評価手法の妥当性・信頼性の確保に関

わる課題について検討を行う。検討の詳細を下記に述べる。

 4G/LTE 等の最新携帯無線システムや無線 LAN で用いられている広帯域信

号は時間変動の大きい波形であることから、既存の評価方法では SAR 測定時

に大きな不確かさ要因となることが明らかにされている。そこで、本検討で

は、広帯域の変調信号波形に対する高精度 SAR 測定を可能とする較正手法に

ついて検討する。特に、個々の携帯無線端末の回路特性の影響を受けた LTE
信号波形に対して、簡便かつ信頼性の高い較正（もしくは補正）を行うため

の方法を明らかにする。

 平成２７年度の総務省告示で新たに利用可能となった、従来の SAR 測定装置

を用いた高速 SAR 測定手法の不確かさ評価について検討する。特に、相対的

な SAR 測定時に不要となる不確かさ要因の明確化と各不確かさ要因の評価

結果への影響（感度係数）について詳細に検討する。

 昨年度までに検討を完了している簡易頭部ファントムを用いた SAR 測定の

高速化手順の IEC 国際規格への反映に向けた検討を行う。特に、提案手法の

妥当性・信頼性をより確実なものとするための、携帯電話端末の測定データ

等の追加取得を行う。

 キャリア・アグリゲーション等の新技術に対する適合性評価のための測定手

法等についての検討を開始する。

 現在、市販の基地局シミュレータや無線 LAN 評価装置では、無線 LAN 信号

を最大出力で一定時間にわたり継続的に放射するように制御することができ

ないため、携帯電話端末メーカーによる試験モードの設定（制御）の下で SAR
評価が行われており、第三者機関による客観的な評価が困難となっている。

そこで、これらの機器の再現性のある評価を可能とする手法について検討す

る。

 現在使用されている、様々な第 4 世代の携帯無線端末や無線 LAN からの電

波への人体ばく露量について、より現実的な使用条件・環境条件を想定した

詳細な評価を実施する。今年度は、評価対象とする第 4 世代の携帯無線端末、

無線 LAN を選定し、詳細な電磁波源のモデル化を開始する。また、簡易電磁

波源モデルと数値人体モデルを用いた数値シミュレーションを実施し、本周

波数帯における、大まかなばく露量特性を明らかにする。さらに、来年度以

降予定している数値シミュレーションによる人体ばく露量推定手法の妥当性

を確認するため、人体ファントムを開発し、簡易電磁波源を用いた数値シミ

ュレーションと実験による比較検証を行う。



 昨年度までの電波の安全性評価技術に関する委託研究成果（体内植え込み医

療機器等を考慮した人体ばく露量の評価や体内植え込み医療機器等への電磁

干渉に関する検討データ等）を活用しながら、体内埋め込み医療機器の数値

モデル化および高精度な数値人体モデルへの組込み方法についての検討を開

始する。 

本研究の成果を国内外における評価手法として普及させるために、国内外の標準

規格に反映させる。このために、評価手法の信頼性（再現性・妥当性）、実用性

（簡便性・効率性）や国際的な認知度を向上させるための検討を行う。具体的に

は、簡易な人体モデルや測定システムでの評価の可能性や測定時間の短縮化等に

関する検討による実用性の向上や国際ラウンドロビン試験による国際的な認知

度の向上等を図る。得られた成果を、国際規格標準化会議（ITU、IEC、IEEE）

等に寄書する。 
 

D) 中波・短波放送等で用いる中間周波数帯（～10 MHz）における電波防護指針適合性評

価手法に関する研究 

本研究では、中波・短波放送等のアンテナ設備の電波防護指針への適合性評価方

法の妥当性を検証し、評価方法の改良を行うために、以下の検討を行う。 

 中波・短波放送等のアンテナ設備からの電波への人体ばく露の実態把握を行

う。先ず、各アンテナ設備周辺の電磁界強度・接触電流等の測定を行う。併

せて、各アンテナ設備の構造や周辺環境等の電波への人体ばく露量に影響を

与える要因についての情報を取得する。この際に、入手可能な過去の測定デ

ータ等も収集する。この際に、前年度までの電波の安全性評価技術において

実施されてきた WPT システムのばく露量評価技術を応用することで、効率

的な検討を行う。これらの検討を通じて、従来の適合性評価方法の妥当性に

ついて考察する。 
 

E) 中間周波数帯等の電波を利用する無線電力伝送システム（WPT）の電波防護指針適合

性評価手法に関する研究 

本研究では、WPT システムの適合性評価手法を改良するために、次に述べる検討

を行う。 

 SAR プローブの較正方法の改良を行う。平成２７年度までの電波の安全性評

価技術委託研究の成果に基づき、温度上昇および液剤中アンテナを用いた較

正手法の不確かさ低減や較正周波数の拡張についての検討を行う。 

 全身平均 SAR 測定方法の改良を行う。平成２７年度までの電波の安全性評価

技術委託研究の成果に基づき、人体等価アンテナと誘導電流に基づく全身平

均 SAR 測定の改良を行う。今年度は、誘導電流計の較正方法に関する検討を

開始する。 

 実際に市販される WPT システム等に対する適合性評価方法による評価の妥

当性検証と改良についての検討を行う。特に、日本が世界に先駆けて導入し

た結合係数に基づく適合性評価方法や接触電流の評価方法についての妥当

性・有効性等について検証し、結合係数等の更なる改良（最適化）について

検討する。本検討を進めるにあたり、平成２７年度までの電波の安全性評価

技術委託研究の成果を活用する。今年度は、わが国では適合性評価が義務付



けられていない 50W以下の小電力WPTシステムを対象とした適合性評価方

法の妥当性検証を行う。

 昨年度までの電波の安全性評価技術委託研究において開発されてきた中間周

波数帯のばく露評価で用いられるインピーダンス法や FDTD 法等の数値計

算方法の改良を行う。今年度は、電気自動車用の WPT のばく露評価におい

て、電気自動車の車体等を考慮した大規模な数値計算法の検討や、これまで

主に実測で求められている接触電流の数値計算法の検討を行う。

本研究の成果を国内外における評価手法として普及させるために、国内外の標準

規格に反映させる。このために、評価手法の実用性（簡便性・効率性）や国際的

な認知度を向上させるための検討を行う。具体的には、簡易な人体モデルや測定

システムでの評価の可能性や測定時間の短縮化等に関する検討による実用性の

向上や国際ラウンドロビン試験による国際的な認知度の向上等を図る。得られた

成果を、国際規格標準化会議（IEC/TC106）等に寄書する。

F) 高精度な数値人体モデルに関する研究

研究課題 A-E の実施において高精度かつ高精細な数値人体モデルの開発・改良が

必要である。そこで、これまでにない概念の新たなマルチスケール数値人体モデ

ルを開発するために、下記に述べる検討を行う。

 現在、利用が進んでいる、4G システムや、今後利用が想定されている準ミリ

波帯・ミリ波帯（研究課題 A,C）においては、より体表面付近の組織・器官

が重要となる。また、低周波帯(研究課題 D,E)においては、神経組織が重要と

なる。そこで前年度までの電波の安全性評価技術の研究用に開発してきた全

身の数値人体モデル等をベースに、各周波数帯の人体ばく露量評価に重要な

組織についての分解能・解剖学的正確性等を向上させるため、対象組織、器

官の超高精細データや統計的なデータ等の入手法や、取得データの処理方法

についての検討を開始する。

 これまで開発してきた数値人体モデルはボクセル構造のモデルである。ボク

セル構造はモデル作成、電磁界解析において利点も多いが、その一方で、細

かな組織のモデル化が困難である。そこで、ボクセルとメッシュ構造の高精

度な相互変換技術やその関連技術について検討を行い、本研究における高精

度数値人体モデルのベースモデルとなるメッシュ構造の数値人体モデルを今

年度最優先で開発する。開発するモデルは、既存のボクセル数値人体モデル

の中で、それぞれ固有の組織を有する成人男女・妊娠女性の 3 モデルとする。

また、来年度開発予定の前項の高精細モデルの組込み方法についても検討を

開始する。

 前項までの検討で開発した人体モデルを用いて、基本的なばく露条件での、

電波への人体ばく露量の数値シミュレーションを実施し、評価結果を従来の

数値人体モデルによる結果と比較検証を行い、人体モデルの妥当性を評価す

る。

 人体モデルの高精度化に伴い、ばく露量の数値シミュレーションを効率的に

実施するための計算環境の構築および数値シミュレーション手法の高速化に

ついての検討も進める。



G) 生体組織の電気定数データベースに関する研究

本研究では、生体組織の電気定数データベースの改良・拡張を行うために、下記

に述べる検討を行う。

 テラヘルツパルスを用いた分光計測に基づいた生体組織に適したサブミリ

波帯電気定数測定システムを開発するための検討を開始する。この際に、透

過法や全反射法などの複数の測定手法間を比較することにより、測定手法の

妥当性等を明らかにする。

 前項で取得した測定データに基づき、サブミリ波帯を含む超高周波領域にお

ける電気的特性メカニズム解明ための基礎的な検討を開始する(平成３１年

度完了予定)。特に、サブミリ波帯における周波数分散現象を様々な生体組織

やそれらの擬似試料を用いることで、サブミリ波帯における分散現象明らか

にする。

また、サブミリ波帯における電気定数の分散現象を解析する上で、共振周波

数等を中心として、十分広い帯域の電気定数データを取得する必要があるも

のの、例えば水分子のように共鳴周波数が約 5 THz であることが報告されて

いるものもあり、サブミリ波帯(3 THz)までの電気定数特性では共鳴型分散

現象を十分に観測することができず、その現象の正確なモデル化が困難であ

る可能性がある。この場合、離散的な生体組織の測定値を忠実に内挿するこ

とが可能な電気定数モデルの開発を実施するものとする。

さらに、分子動力学シミュレーション等における理論的検討を実施する場合

には、分子動力学シミュレーションにより誘電分極効果の模擬が可能である

ことを検討する。分子動力学シミュレーションを用いた電気定数の評価は近

年、数件の検討が実施されており、今後の発展が見込まれる。平成２８年度

では分子動力学シミュレーションの適用可能性を明らかにすることで、次年

度以降における本提案を効率よく実施するための検討を実施する。

 中間周波数帯における電気定数測定方法を改良するための基礎検討を開始

する。特に、中間周波数帯用同軸プローブによる測定装置を開発し、生体組

織試料の測定における妥当性を詳細に検証する。具体的には以下の検討を行

う。

同軸プローブの回路近似による系統誤差を電磁界解析等の理論的評価手法

を用いて定量化し、測定データの確からしさについて詳細な評価を実施す

る。具体的には、原理の異なる複数の測定系例えば同軸線路に基づいた測定

系や 4 端子電極による測定系)を構築し、各手法間で相互に比較検証するこ

とで、測定系に含まれる系統誤差を明らかにする。

100 MHz 以下の周波数においては、NPL 等の標準機関が報告している標準

的な液体試料(メタノール等)の参照データに含まれていない。したがって、

標準試料の開発等、測定系の妥当性の検証や詳細な不確かさについて詳細な

検討を行う。

電気定数測定のおいて必要な生体組織試料の体積・形状等についても電磁界

解析等を用いることにより定量的に明らかにする。これにより、測定系の小

型化のための要件を明らかにする。また、商用の同軸プローブ等では、本検

討における必要条件を満たさない場合には、必要に応じて同軸プローブを開

発するための検討を開始する。



以上、研究課題 A から F までの研究を進めるにあたり、各研究課題の国際的な動向

調査および研究進捗・成果についての有識者からの助言等を得るために、平成２８

年度から平成 32 年度までの調査研究期間中に 2～3 回程度の国際ワークショップ

（またはシンポジウム）を開催する。また、必要に応じて諸外国の研究機関・研究

者等に対するインタビュー調査や関係文書のレビュー（翻訳・概要抽出等）を実施

する。また、調査結果の一部については広く公開し、国内外における関連研究活動

等の促進に貢献する。

４． 今年度における業務成果 

(1)（契約時における業務計画書の成果項目を転記）

（業務計画の変更手続を行った場合は、変更後の業務計画書の成果項目を転記） 

委託研究契約期間終了日を平成２９年３月３１日から平成３０年３月３１日に変更した。

業務計画書の成果項目は変更していない。

平成２８年度

A) 準ミリ波帯およびミリ波帯の電波への人体ばく露を高精度に評価する手法に関す

る研究

準ミリ波帯（10 GHz～30 GHz）における数値人体モデルを用いた一様平面波ば

く露時の SAR および生体内温度上昇の数値シミュレーションデータを 6 周波数

取得する。

（理由）準ミリ波帯における近似手法等による理論的評価方法や実験的評価方法

との比較検証のための参照データとして、数値人体モデルによるばく露量評価デ

ータを取得する必要があるため。ばく露量の正確な周波数特性を把握するために、

10 GHz から 30 GHz 間における対数軸上で一桁を 10 等分した間隔の周波数とし

て、10 GHz, 13 GHz, 16 GHz, 20 GHz, 25 GHz, 30 GHz のデータを取得する。

B) 準ミリ波帯およびミリ波帯で利用されている電波利用機器の電波防護指針適合性

評価を確認する手法に関する研究

なし

(理由) 本調査研究では最終目標 A の成果等を利用するため、研究開始時期を平

成３０年度と予定しているため。

C) 4G システムや無線 LAN（主に 6 GHz 以下）の電波防護指針適合性評価手法に関

する研究

簡易頭部ファントム等の新しいファントムを用いた SAR 測定の高速化手法の妥

当性・信頼性向上のために、複数の携帯電話端末・通信方式において 40 通りの測

定データを取得し、既存の測定データを含めた統計処理により、過小評価を防ぐ

ための測定方法や補正マージンの改良（統計的有意性の向上）を図る。

（理由）IEC 標準化会議における標準規格改定作業に間に合わせるために、初年



度に最優先に実施する。ただし、無線 LAN 通信の制御方法の確立は平成 30 年以

降を想定しているため、本年次目標の対象からは除外する。

D) 中波・短波放送等で用いる中間周波数帯（～10 MHz）における電波防護指針適合

性評価手法に関する研究

中波・短波放送等のアンテナ設備（５箇所）について、アンテナ設備周辺の電磁

界強度データを取得する

（理由）当該研究を実施するにあたり、参照情報となる実際のアンテナ設備周辺

の電磁界強度データが必要であるため、初年度に実施する。また、初年度の調査

研究期間を考慮し、測定対象のアンテナ設備数は５箇所（１箇所あたりの事前検

討・測定・データ解析に１～２ヶ月と想定）とした。

E) 中間周波数帯等の電波を利用する無線電力伝送システム（WPT）の電波防護指針

適合性評価手法に関する研究

50W 以下の小電力 WPT システム（３機種）について近傍電磁界強度分布の測定

を行い、結合係数の適用可能性を検証し、結合係数の適用が可能な場合には結合

係数を決定する。

（理由）我が国の適合性評価方法を IEC 国際規格に反映させるために、米国等の

わが国以外の諸外国で規制対象となっている小電力 WPT システムの適合性確認

に利用できることを示す必要があるため、初年度に最優先に実施する。また、初

年度の検討期間を考慮し、評価対象システムは３機種（測定システム構築に３ヶ

月、１機種あたりの測定期間を１～２ヶ月と想定）とした。

F) 高精度な数値人体モデルに関する研究

メッシュ構造数値人体モデルを 3 体開発する。

（理由）本研究における高精度数値人体モデルのベースモデルとなるため、初年

度に最優先で開発する。既存のボクセル数値人体モデルの中で、それぞれ固有の

組織を有する成人男女・妊娠女性の 3 モデルから、3 体のメッシュ構造数値人体

モデルを開発する。

G) 生体組織の電気定数データベースに関する研究

サブミリ波帯(3 THz まで)における生体組織電気定数測定システムの開発

（理由）生体組織の電気定数が欠落しているサブミリ波帯における生体組織電気

定数データを取得するため。上限周波数は電波法で定義されている電波の上限周

波数に合わせた。

○ 業務の成果

本報告書は基本的に平成２８年度中の成果を記載している。ただし、課題 A「準ミリ波帯



およびミリ波帯の電波への人体ばく露を高精度に評価する手法に関する研究」の一部につ

いて委託研究契約期間終了日を平成３０年３月３１日に延長して実施した成果を含む。

A) 準ミリ波帯およびミリ波帯の電波への人体ばく露を高精度に評価する手法に関す

る研究

超高速無線通信システム等の準ミリ波帯・ミリ波帯電波を利用した次世代電波利

用システムによる電波への人体ばく露量評価を実施するためのばく露評価手法

を開発するための検討を開始した（平成３２年度完了予定）。開発手順の概要を

以下に述べる。

1. 準ミリ波帯・ミリ波帯におけるアンテナ放射特性、体表付近に集中した電力

吸収特性、体表付近の温熱生理現象等を考慮することで、当該周波数帯に最

適化された実用性の高い評価手法を開発する。

2. 複数の手法やモデルを相互に比較することで、それぞれの手法・モデルの制

約・短所を検証し、評価手法の妥当性検証や適用限界の明確化を図る。例え

ば、理論的手法では通常はブラックボックス化されている携帯無線端末内の

微細電子回路基板等を含む電波放射源を正確にモデル化することは困難であ

るが、実験的手法では携帯無線端末実機を用いた評価が可能である。一方で、

実験的手法では、倫理的な制約から人体内部の電波吸収量を直接観測するこ

とは困難であり、人体を模擬した人体ファントムにおいても、複雑な不均一

組織・形状を有する人体を正確にモデル化することは困難である。

3. それぞれのばく露評価手法について詳細な不確かさ評価を行い、定量的に信

頼性の高い評価手法を確立する。

4. 開発した評価手法を用いて、準ミリ波帯・ミリ波帯における電波への人体ば

く露量についてのデータを取得する。

【1. 「評価手法の開発」の詳細】 
準ミリ波帯・ミリ波帯における電波防護指針では入射電力密度が指針値として

用いられている。しかし、入射電力密度は一般に遠方の電波放射源からの遠方

界電波への人体ばく露の指標として用いられるものであり、5G システムや

WiGig 等で想定されている身体近傍にある電波放射源からの近傍界電波への

人体ばく露の指標については未だ確立されていない。そこで、本研究では入射

電力密度、比吸収率（SAR）、温度上昇を評価対象指標とする。各評価指標に関

する検討手順を以下に述べる。

 入射電力密度

準ミリ波帯・ミリ波帯のアンテナからの電波はアンテナの形状・方角・

距離等により複雑に変化する。そこで、本研究では、アンテナが人体か

ら比較的遠方にある場合、または近傍にある場合のそれぞれについて、

評価手法を検討した。

 アンテナが人体から比較的遠方にある場合

＜理論的評価手法＞

理論的な評価手法として、様々な電磁界解析手法の結合が可能な複

合電磁界解析システムを開発するための基礎的な検討を開始した。

具体的には、アンテナのモデル化に用いる手法にはモーメント法や

FDTD 法を利用する。また、人体・アンテナ間で散乱体等が想定さ

れる場合には、幾何光学近似解法・FDTD 法・モーメント法等で、



アンテナからの放射電磁界を 2 次的な波源とする電磁波散乱問題を

解き、得られた散乱体近傍の電磁界分布より、最終的に人体への入

射電力密度を定量化する。

当該評価手法において、平成２８年度は 2 次的な電磁界波源をモデ

ル化するための評価技術について検討した。例えば FDTD 法によっ

て解析された散乱電磁界がアンテナへ入射される場合において、全

ての領域を FDTD 法で解析するのは、散乱体とアンテナ間の離隔距

離が長い場合には、解析空間の大規模化により、解析に必要とする

計算メモリおよび計算時間を考慮すると現実的ではない。そのため、

散乱体付近の散乱電磁界を利用して、アンテナへ入射される電磁界

を効率的に評価する手法が有効と考えらえる。そのための手段とし

て、幾何光学近似解法などの利用も考えられるが、本研究では電磁

界の一部を利用し、再構成手法を用いることで、簡易的に散乱電磁

界等を評価することが可能と考えた。

本検討では、代表的なアンテナに対して数値シミュレーションを実

施することで、再構成手法の妥当性を検証した。具体的な評価手法

について以下に記述する。評価に利用するアンテナとして、開口ア

ンテナである標準ホーンアンテナと平面アンテナであるパッチアン

テナを用い、60 GHz において、各アンテナより放射される電磁界分

布を取得した。得られた結果に対して、平面波スペクトル展開法に

より、放射電磁界を再構成する手法の妥当性を検証した。この平面

波スペクトル展開法は下記関係式を利用することで、電界ベクトル

の２成分(式中では Ex, Ey)の振幅・位相から、全電磁界成分を再構成

する手法である。

𝐄𝐄(𝐫𝐫) = �𝐀𝐀(𝐤𝐤)exp (−𝑗𝑗𝐤𝐤. 𝐫𝐫)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦

∞

−∞

 

𝐴𝐴𝑙𝑙(𝑑𝑑𝑥𝑥,𝑑𝑑𝑦𝑦) exp(𝑗𝑗𝑑𝑑𝑥𝑥𝑧𝑧) =
1

(2𝜋𝜋)2�
𝐸𝐸𝑙𝑙(𝑥𝑥,𝑦𝑦) exp(𝑗𝑗𝐤𝐤. 𝐫𝐫)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦

𝑆𝑆

,    𝑙𝑙 = 𝑥𝑥, 𝑦𝑦

𝐴𝐴𝑧𝑧(𝑑𝑑𝑥𝑥,𝑑𝑑𝑥𝑥) = −
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝐴𝐴𝑥𝑥(𝑑𝑑𝑥𝑥,𝑑𝑑𝑦𝑦)−

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝐴𝐴𝑦𝑦(𝑑𝑑𝑥𝑥 ,𝑑𝑑𝑦𝑦) 

磁界ベクトルについては Maxwell 方程式に上式を代入すること

で、同様に再構成が可能である。

結果を図 A-1-1-1(a)、(b)に示す。なお本検討ではアンテナからの離

隔距離 10 mm での 200×200 mm2領域の電界分布を予め MoM に

よって解析し、得られた結果を利用することで、アンテナからの離

隔距離 25 mm における電力密度分布を再構成した。図は、各アン

テナに対して、再構成した電力密度分布と MoM によって直接求め

た電力密度分布が良好に一致していることを示している。この時、

電力密度のピーク値の差異はホーンアンテナでは 0.1 dB、パッチ

アンテナでは 0.3 dB となった。これらの結果から、平面波スペク

トル展開法を利用することで、正確に散乱電磁界等の推定が可能で

あることが示唆された。



図 A-1-1-1 電力密度分布の比較 (a)ホーンアンテナ、(b)パッチア

ンテナ

＜実験的評価手法＞

実験的な評価手法として、これまでに提案者らが検討してきた準ミ

リ波帯・ミリ波帯電波強度測定システムに基づく計測手法の改良等

について検討した。具体的にはアンテナ近傍の電界(振幅及び位相)
を測定し、理論的評価手法においても利用している平面波ペクトル

展開法を適用することにより、最終的に遠方における電力密度分布

を推定した。この際に、電力密度の絶対値を較正するために、標準

機関で校正された電力計等を用いた測定器による近傍での電界強度

の測定を行った。特に、本検討では英国 NPL により校正された導波

管プローブを利用し、準ミリ波・ミリ波帯の電力標準とのトレーサ

ビリティを確保した測定等を実施したことで、測定量の絶対値の精

度が明らかなばく露量測定手法を確立した。改良対象となる電波強

度測定システムは、ネットワークアナライザによって電界(振幅およ

び位相)の相対的な分布を取得するものであり、主にアンテナの放射

特性を評価するためのものである。当該測定システムは NICT に整

備されている施設および昨年度までの生体電磁環境委託研究により

開発されたシステムを含む。

5G システムの利用周波数の候補にもなっている、60 GHz よりも高

い周波数を対象として評価技術の開発について、現状では市販の電

界センサはないため、平成２８年度は 5G 等のミリ波帯電波利用シ

ステムの開発動向や利用可能な測定装置の状況を考慮した。さらに、

110 GHz 以上の周波数領域における検討については、電力標準やア

ンテナ較正技術の確立が検討の前提として挙げられるが、現状では

110 GHz 以上の電力標準が確立されていない。従って、平成２８年



度における検討では 60 GHz 以下を対象とした評価を開始した。具

体的な成果について以下に記述する。

本検討では、代表的なアンテナとして開口ホーンアンテナを利用し、

60 GHz を対象とした。アンテナ開口面からの距離 25 mm における

電界ベクトル２成分の振幅・位相を導波管プローブによる測定シス

テム(NSI2000, Nearfield Systems Inc.)を利用し、測定した。図 A-
1-1-2 に再構成結果を示す。

図 A-1-1-2 ホーンアンテナからの電界ベクトルの開口導波管プロ

ーブによる測定結果に基づく電力密度の再構成結果

また、衛星通信等の周波数帯の電波強度測定で用いられている電界

プローブ(表 A-1-1-1 参照)を用いて、遠方における電力密度を直接測

定するため評価技術についても検討した。

本検討では、後述の 60 GHz 帯の信号出力系に基づいたばく露量評

価装置を構築し(図 A-1-2-7(d)参照)、電界強度から等価電力密度を計

測した。ホーンアンテナに対する測定結果を図 A-1-1-3 に示す。こ

こでは、図 A-1-1-2 に示される平面波スペクトル展開法による結果

と比較することで、両手法の妥当性を検証した。その結果、アンテ

ナ開口面からの離隔距離 50 mm 以下の領域については、偏差が大

きくなる傾向が得られたが、両結果は 10%以下で一致したことから、

本研究で提案する電力密度の測定手法の妥当性が示された。

表 A-1-1-1 電界プローブの仕様 

測定器 プローブ 周波数範囲 検出範囲

NBM-550 
(Narda 社) 

EF-6092 
(ダイオードセンサ) 

100 MHz 
〜60 GHz 

0.7〜400 
V/m  (CW) 



 
 

 
図 A-1-1-3 電界プローブによる測定(上図)および導波管プローブ

による測定との比較結果(下図) 
 
 
＜理論と実験の比較＞ 
比較的単純な形状のアンテナとして、ホーンアンテナを用いて、理

論的評価と実験的評価を比較し、両手法の妥当性を検証した。特に

近傍電磁界測定に基づいた測定手法については、計測に使用する導

波管プローブとアンテナ間の多重反射の影響等により、正確な電界

計測が困難となることが想定されることから、適用限界等を明らか

にすることで、評価目的に応じ、効率的に評価を可能とするための

検討を実施した。 
図 A-1-1-4 はホーンアンテナより放射される主偏波(Ey)の電界強度

の分布をモーメント法による解析結果と実測結果とで比較してい

る。この時、アンテナからの距離は 20 mm としている。図中に示

される通り、理論的評価手法による結果と実験的評価手法による結

果は良好に一致していることから、両手法の妥当性について確認さ

れた。 
 



図 A-1-1-4 電界強度の理論的評価手法による結果(上図)および実

験的評価手法による結果(下図) 

 アンテナが人体近傍にある場合

＜理論的手法＞

理論的な手法として、モーメント法の適用について検討を開始した。

モーメント法は複雑なアンテナ形状を考慮した高精度な評価が可能

であり、アンテナ近傍における電力密度分布の評価に適している。

また、人体とアンテナとの相互結合を考慮した評価方法として、後

述の SAR 評価手法として用いる FDTD 法とモーメント法による混

成手法（以下、MoM/FDTD 法）の適用について、基礎的な検討を開

始した。

MoM/FDTD 法ではアンテナ解析領域と人体等の損失性誘電体を含

む領域とを分け、下記の 3 つの工程に基づき、ばく露量を評価する

手法である。

1. アンテナからの放射界をモーメント法で解く。



2. アンテナからの放射界を FDTD 法領域における人体への

入射波源として与え、FDTD 法で解く。

3. 人体からの散乱電磁界をアンテナへの入射電界として与

える。本研究ではこの散乱電磁界を導出する手段として、

平面波スペクトル展開法を利用した。

この 1)〜3)の工程を、収束するまで試行することで、アンテナ・人

体間の結合や多重散乱を考慮した解析が可能となる。なお、本検討

での収束条件はアンテナインピーダンスの残差ノルムを指標として

用いた。

本検討では一例として、眼部を対象としたばく露量評価を実施した。

周波数は 35 GHz とし、ばく露アンテナとして開口導波管アンテナ

を使用した。なお、本研究で利用した眼部モデルは過去に開発した、

採取した眼部(ウサギ)の MRI 画像から得られたものである。 
アンテナ開口面と眼部(角膜頂点)間の離隔距離を 20 mm〜4 mm と

変化させた場合における開口導波管アンテナのアンテナインピーダ

ンスを表 A-1-1-2 に示す。

表 A-1-1-2 アンテナインピーダンス 
離隔距離 [mm] アンテナ

インピーダンス [Ω]
試行回数 [回] 

(自由空間中) 59.0-j16.6 
20 55.6-j10.1 2 
10 37.7-j20.5 3 
4 36.8+j9.2 4 

ここで、試行回数は上述の 1)〜3)の工程の繰り返し回数である。表

では比較のため、散乱体がない場合のアンテナインピーダンスも合

わせて示している。表に示される通り、離隔距離が短くなるにつれ、

試行回数が多くなっている。また、アンテナインピーダンスについ

ても離隔距離 10 mm 以下では、自由空間中のそれと異なることか

ら、アンテナ・眼部間での眼部で散乱された電磁界がアンテナ開口

へ入射していることを示す。このことから、アンテナ・眼部間で多

重反射が生じているものと考えられ、その結果、アンテナからの放

射、すなわち電波ばく露量が自由空間中のそれと異なっている可能

性を示唆している。図 A-1-1-5 には電力密度分布を示している。こ

の MoM/FDTD 法を利用することで、実測では評価が困難とされる、

体表等における電力密度分布を正確に取得することが可能となっ

た。



図 A-1-1-5 アンテナ・眼球間の離隔距離(a)4 mm、(b)10 mm にお

ける電力密度分布図（角膜頂点を原点とする、深部方向(z 軸)にお

ける電力密度分布(左図)及び、z=0 における x-y 断面に直交する断

面における電力密度分布(右図)） 

＜実験的手法＞

実験的な評価手法として、人体等の散乱体からの散乱電磁波を計測

し、再構成することで、入射電力密度を推定する実験的評価手法の

適用可能性について明らかにするための検討を開始した。これは、

アンテナと人体が相互結合した状態では、アンテナ近傍に人体（も

しくはファントム）が存在するために測定センサを設置できず、入

射電力密度の実験的評価は困難であるためである。そこで、上述の

理論的評価手法を用いて、測定で得られた散乱電界強度から、電磁

界の逆問題を解くことで、入射電力密度を推定する再構成手法の開

発を開始した。従来より、逆問題を解くための再構成手法について

多様な検討が実施されているが、平成２８年度の検討では再構成手

法として、利便性に優れた平面波スペクトル展開法に着目した。下

記に詳細について記述する。

本検討では基礎的な検討として、散乱電磁波の代わりに代表的な波

源からの入射界を用いて、平面波スペクトル展開法の適用可能性に

ついて検証した。前項との相違点としては、本検討では電波放射源



（またはアンテナ）から数波長離れた領域から、より近接した領域

の電力密度推定する点である。

本検討では、後述するばく露量評価用信号出力系 (図 A-1-2-7)およ

び、2×2 の方形パッチ素子からなるアレーアンテナ(図 A-1-2-4)を
利用し、導波管プローブを用いた測定システム(NSI2000, Nearfield 
Systems Inc.)を用いて、プローブ開口面に平行な電界ベクトル２成

分を評価した（図 A-1-1-6 参照）。そして、電力密度の空間平均値を

以下の定義に基づいて評価した。

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
1

2𝐴𝐴
� Re{𝐄𝐄 × 𝐇𝐇∗}.𝑛𝑛 𝑑𝑑𝐴𝐴
𝐴𝐴

 

ここで、A は平均化領域の面積、E, H は電界ベクトルを示す。式中

の「*」は複素共役を示す。n は平均化領域に直行する単位ベクトル

を示す。なお、磁界ベクトルは取得された電界ベクトルを自由空間

中でのマクスウェル方程式より導出している。

本検討では、平均化領域を 1 cm2、4 cm2とした場合において、SAVE
の最大値の平面アンテナからの離隔距離 d に対する依存性を評価し

た。上述の入射電力密度の再構成手法を利用して、d =10 mm から

25 mm までの距離(5 mm 間隔)において、d=25 mm の測定値から

再構成した場合と、各距離 d において開口導波管プローブで測定し

た結果から直接電力密度を導出した場合とで比較した。その結果、

SAVE の最大値は 10%以下の相対偏差で一致した。また、この結果は

電界計測における空間刻み幅を約 0.4 波長と大きく設定した場合に

おいても、再構成手法の利用が可能であることを示唆している。

携帯無線端末等への適合性評価試験においては、測定効率(測定時

間)も重要となる。本検討での測定時間は 30 分よりも短かったこと

から、6GHz 以下の携帯無線端末の局所 SAR 評価と同程度の適当

な測定時間での評価が可能であることが示された。

図 A-1-1-6 評価に使用したアンテナと測定の様子 

次に、人体とアンテナとの相互結合や散乱特性を実験的に評価する

ための人体ファントムの開発について、基礎的な検討を開始した。

特に、後述の SAR 評価用人体ファントムに比べ、より単純な材料・

形状の人体ファントムの利用可能性について検討した。

ファントムの開発においては、ファントム作成における再現性を保

つことが重要な課題とされる。そこで、本検討ではマイクロ波帯に

おいて利用してきたグリセリンファントムの利用可能性について検

討した。本検討ではグイセリンファントムの含水率(WC)56%を基準



(standard)とし、含水率を変化させた場合の電気定数への影響を評

価している; 63 %(Mid WC)および 67 %(High WC)。ここで、含水率

67%は皮膚のおおよその含水率である。図 A-1-1-7 に結果を示す。

本検討ではファントムの電気定数の目標値として皮膚の表面組織で

ある表皮とした（図の緑線）。図は含水率を大きくするに従って、電

気定数（複素比誘電率の実部および虚部）が大きくなることを示し

ている。図に示される通り、ファントムの電気的特性は表皮のそれ

とは異なることが示されている。一方で、後述の温度上昇測定で利

用している 60 GHz に着目した場合、高含水率のファントムの比誘

電率および誘電損失は表皮と 10%前後で一致したことから、配合の

微調整を行うことで、表皮の電気的特性を模擬したファントムの開

発が可能と思われる。

図 A-1-1-7 グリセリンファントムの電気定数(含水率依存性) 

 比吸収率（SAR）

本評価指標においても、アンテナが人体から比較的遠方にある場合、ま

たは近傍にある場合のそれぞれについて評価手法を検討した。

 アンテナが人体から比較的遠方にある場合



＜理論的検討＞ 
準ミリ波帯・ミリ波帯アンテナ等の電波放射源が人体から比較的遠

方にある場合、人体全身が電波にさらされる。この場合、アンテナ

および人体全身を含む領域を FDTD 法等の従来の数値シミュレー

ション手法により計算することは、準ミリ波帯・ミリ波帯で要求さ

れる空間分解能では非常に膨大な計算量となる。そこで、理論的な

手法として、幾何光学近似解法等に基づいた手法について検討を開

始した。当該手法では、人体を単純な形状・組織構造等でモデル化

することにより、細かな形状・構造に依存しない一般性の高い人体

ばく露量特性のデータ取得が可能である。 
本検討では幾何光学近似解法の適用可能性について検討した。二次

元腕部モデルを利用し、平面波ばく露時のSARを幾何光学近似(GO)
によって解析し、FDTD 法による解析結果と比較した。SAR の解析

結果を図 A-1-2-1 に示す。図中では、10 GHz および 20 GHz におけ

る SAR 分布を示している。図に示されるように、体表における SAR
値は FDTD 法による解析結果の方が幾何光学近似による解析結果

よりも大きくなる傾向が得られている。このことから、幾何光学近

似による解析では 10 GHz〜20 GHz においては、FDTD 法よりも

SAR を低く見積もっている可能性が指摘され、幾何光学近似解法の

適用可能性についてはより詳細な評価が必要と考えられる。 

 
図 A-1-2-1 幾何光学近似(GO)と FDTD 法による SAR の解析結果

の比較(a)10 GHz、(b)20 GHz 
 

 
今年度は解剖学的構造を有する準ミリ波帯（10 GHz～30 GHz）の

人体ばく露評価に利用可能な超高精細全身数値人体モデルを生成し

た。また、わが国における最新・大規模スーパーコンピュータを占



有利用することにより、これまで不可能であった準ミリ波における

超大規模数値シミュレーションを実施し、準ミリ波帯における一様

ばく露の正確な周波数特性を明らかにした。また、本検討を効率的

に実施するために、計算前後の処理（プリポスト処理）の大規模化

および高速化等について検討を実施した。 
まず、ばく露評価の事前準備として、大規模電磁界解析における数

値人体モデルの分解能および計算時間を確認した。準ミリ波帯で解

析に利用可能な 0.125 mm の成人男性モデルを生成したところ、モ

デルのデータ量が約 124 GB であることを確認した。さらに、この

モデルをスーパーコンピュータで計算したところ、10 GHz の計算

において、メモリが 7 TB 以上必要で、SAR の算出までに約１か月

程度を要した。また、30 GHz では、さらに数値人体モデルの分解能

を向上させる必要があることから、計算時間およびメモリ容量を考

慮して、NICT で開発しているモデルの中で最も小さい 1 歳児モデ

ルを用いて、準ミリ波帯（10 GHz～30 GHz）における数値人体モ

デルを用いた一様平面波ばく露時の SAR および生体内温度上昇の

数値シミュレーションデータを 6 周波数取得し、周波数特性につい

て把握した。図 A-1-2-2 に準ミリ波帯における人体の SAR 分布およ

び SAR のヒストグラムの一例として 13 GHz の結果を示す。SAR
分布およびヒストグラムで示す通り、準ミリ波帯では、体表面付近

でほとんどの電力エネルギーが吸収されており、電波が人体深部ま

でほとんど到達していないことが確認できる。また、16 GHz, 20 
GHz, 25 GHz, 30 GHz についても、より体表面付近でほとんどの電

力エネルギーが吸収されることが確認できた。この解析結果を用い

て温度上昇についても解析を行った。その結果、SAR が体表面付近

でのみ高くなることから、準ミリ波帯においては、電波ばく露に起

因する人体の深部温度の上昇は認められない（いずれも 0.001℃以

下）ことが確認された。本シミュレーションにおいて、10 GHz では

0.125 mm, 13 GHz および 16 GHz では 0.0625 mm,そして 20 GHz, 
25 GHz および 30 GHz では 0.03125 mm とした。0.03125 mm の

モデルのデータ量は 1TB を超えるため、スーパーコンピュータを用

いても全身を含んだ電磁界解析が困難である。そこで、本検討を効

率的に実施するために、計算前後の処理（プリポスト処理）の大規

模化および高速化等について検討を実施し、超大規模な数値人体モ

デルを分割、電磁界解析した後、統合する処理を確立した。 
以上により平成２８年度における課題 A の年次目標である、準ミリ

波帯（10GHz～30GHz）における数値人体モデルを用いた一様平面

波ばく露時の SAR および生体内温度上昇の数値シミュレーション

データの取得（6 周波数）は達成された。 
 



 
(a) SAR 分布       (b) SAR ヒストグラム 

図 A-1-2-2 準ミリ波帯における人体の SAR 分布および SAR のヒ

ストグラムの一例（13 GHz） 
 
 
＜実験的検討＞ 
実験的に SAR を測定する手法として、携帯電話等を対象とした小型

等方性電界プローブと液剤ファントムによる方法がある。しかし、

準ミリ波帯・ミリ波帯においては、ファントム表面に電力吸収が集

中するため、従来のプローブでの測定は困難であることが予測され

る。そこで、実験的な手法として、赤外線カメラやファイバー温度

計による温度計測に基づいた SAR 測定方法について検討を開始し

た。 
後述の 60 GHz 帯におけるばく露量評価装置(図 A-1-2-7(d))を利用

し、ホーンアンテナを利用して表面温度上昇を赤外線カメラで取得

した。この時、ファントム表面での温度上昇の時間応答を図 A-1-2-
3 に示す。赤外線カメラによって測定される温度はランダムノイズ

による影響により、0.1℃〜0.2℃程度のバラツキを示す。特に、瞬間

的な温度変化を評価する場合にはこのランダムノイズの影響が、最

終的に導出される SAR 値の誤差要因となる可能性がある。そこで、

本研究ではファントム表面の温度上昇特性を関数でモデル化し、測

定値に対して最適なパラメータを最小自乗法により導出(回帰分析)
し、これに基づいて SAR を推定した。提案手法を利用することで、

赤外線カメラによる温度計測におけるランダムノイズの影響を低減

することが期待される。本検討ではファントム表面の温度上昇を下

記の関数でモデル化し、パラメータ(α、τ)を回帰分析により導出し

た。 



Δ𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 𝛼𝛼(1 − exp (𝑡𝑡/𝜏𝜏)) 
図中ではばく露開始から N=600 秒までの測定値を利用して、回帰分

析を実施した場合と、N=120 秒及び 60 秒までのデータを利用した

場合の結果を合わせて示している。ここで、SAR は下記より導出さ

れる。 

SAR = 𝑐𝑐
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
∆𝑇𝑇(𝑡𝑡)�

𝑡𝑡=0
 

ここで、c はファントムの比熱を示す。上式から、SAR 値の推定に

おいては特に、t=0 付近での温度上昇を正確にモデル化する必要が

あるものと考えられる。図 A-1-2-3 において、N=600 における結果

は測定値との一致に乏しいことが定性的に見受けられる。これは、

使用する温度上昇のモデル化に起因する系統誤差によるものと想定

される。特に、準ミリ波・ミリ波帯において課題とされる表面温度

上昇の測定では、空気との熱交換の影響から、厳密にモデル化する

ためには上式よりもより複雑なモデルを用いる必要があるものと想

定される。従って、SAR の推定においては、適切なモデルの選定及

び、適当な評価区間について引き続き検討する必要があるものと考

えられる。 
 

 
図 A-1-2-3 表面温度上昇から SAR 値の推定手法 

 
＜理論と実験の比較＞ 
均一ファントムや比較的単純な人体モデル等を用いて、理論的評価

と実験的評価を比較し、妥当性を検証するためのばく露評価装置の

開発を開始した。本評価では前述の入射電力密度の評価結果を活用

するなど、効率的に評価を実施した。また、理論的検討において、

簡易形状人体モデルと詳細数値人体モデルを比較することで、人体

モデルの妥当性検証や必要条件の明確化を図った。 
具体的には、実際の高速通信を想定し、60 GHz を対象とした平面ア

レーアンテナを試作した。本検討では、4 素子(2×2)、および 16 素

子(4×4、及び 2×8)からなるアレーアンテナを試作した(図 A-1-2-4)。
試作したアンテナの特性について表 A-1-2-1 に示す。 
 



表 A-1-2-1 試作アンテナの特性 
 2×2 素子 4×4 素子 8×2 素子 

Gain [dBi] 11.8 17.5 17.0 
|S11| [dB] -16.3 -11.8 -11.5 

放射効率 [%] 86 83 82 
給電部 WR-15 WR-15 WR-15 

 
 

 
図 A-1-2-4 ばく露量評価のための試作アンテナ(60 GHz) 

 
 

 アンテナが人体近傍にある場合 
＜理論的手法＞ 
電波放射源が人体近傍にある場合には、電波放射源と人体が強く相

互結合する。一方で、人体全身がさらされる曝露環境は起こり得な

い。そこで、理論的手法として、電波曝露が集中される人体の一部

をモデル化した数値人体モデルを用い、人体とアンテナの相互結合

をシミュレートできる full-wave 解析手法の適用についての検討を

開始した。人体ばく露量評価のための full-wave 解析手法としては、

FDTD 法が広く用いられている。FDTD 法では、計算領域全体を細

かなブロックで離散化して、計算を行う。しかし、人体を一部に限

定したとしても、準ミリ波・ミリ波帯では、計算領域を分割する空

間分解能が非常に細かくなるため、計算領域全てを FDTD 法で計算

することは困難である。そこで、本研究ではアンテナ等の解析領域

と人体へのばく露量の評価を切り分け、再構成する曝露評価手法を

開発する。手法の候補としてアンテナの解析に優れたモーメント法

と FDTD 法のハイブリッド電磁界解析手法が挙げられ、現実的な計

算規模(計算メモリ・計算時間)での曝露評価を効率良く実施するこ

とが可能である。 
一例として、電力密度の評価にも利用した眼部を対象とした(図 A-1-



1-5)。解析条件は図 A-1-1-5 に示される評価と同様である。SAR の

解析結果例を図 A-1-2-5 に示す。従来の FDTD 法ではアンテナと散

乱体を含む全領域を解析領域として確保する必要があったが、

MoM/FDTD 法ではアンテナと散乱体間の領域を確保する必要がな

く、離隔距離が FDTD 法の分割数に対して大きい場合には、大幅な

メモリ削減が期待される。ただし、下記の点に注意する必要がある。

MoM/FDTD 法では異なる手法を結合しているため、これに起因す

る誤差を含むものと考えられる。したがって、アンテナ・散乱体が

極近接しており、FDTD 法でも十分に解析が可能な場合には、上述

の誤差要素を含まない FDTD 法を利用して評価することが適当と

予測される。 
 

 
図 A-1-2-5 眼部への解析結果例（開口導波管アンテナ(35 GHz)を
利用。アンテナから眼部(角膜頂点)間の利確距離 10 mm および 4 

mm における SAR 分布の断面図。） 
 
＜実験的手法＞ 
アンテナ近傍の SAR を実験的に評価する手法として、アンテナ遠方

における評価手法と同様に、赤外線カメラやファイバー温度計等の

温度計測に基づいた SAR 測定法の適用可能性について検討を開始

した。 
ホーンアンテナを用いた場合において、赤外線カメラを用いて直接

SAR を推定する場合の、ファントム・アンテナ間の離隔距離の最小

値はおよそ 20 mm 程度であった。これは、カメラの写角に起因する

ものであるが、ばく露量評価に使用するアンテナのサイズにも依存



する。したがって、多素子からなるアレーアンテナ等を利用する場

合には、アンテナから比較的近い領域における測定は困難になるも

のと想定される。そこで、平成２８年度についてはファイバー温度

計を用いた評価法の可能性について検証した。本検討では 60 GHz
帯における標準ホーンアンテナを利用し、ファイバー温度計(FS600-
2M, 安立計器)をファントム表面(ばく露面)のおよそ 8〜10 mm 深

部に挿入した。アンテナへの送信電力を 400 mW とした場合の測定

結果を図 A-1-2-6 に示す。ばく露後の温度上昇として最大 0.5 ℃程

度の温度上昇が観測された。ただし、ここで観測された温度は、ば

く露開始（図中の水平軸の原点）直後には、明確な温度の変化が観

測できなかったことから、ファイバー温度計での観測点での SAR に

起因する温度上昇ではなく、ファントム表面での熱伝導に起因する

ものと想定される。また、本検討で利用したファイバー温度計の感

度は 0.1 ℃程度であるが、ファイバー温度計を用いたファントム内

部での温度計測から SAR を正確に計測するためにはより高強度の

ばく露量をファントムへ照射する必要があるものと考えられる。フ

ァイバー温度計をファントム表面に配置することは、電波ばく露環

境が変化することが予測されるため、数 mm 深部で取得することが

望ましいと考えられる。本検討では後述のばく露評価装置を利用し、

比較的高強度のばく露条件で検討したが、SAR 測定に求められる温

度上昇は得られなかった。以上の理由から、ファイバー温度計によ

る SAR 測定は困難であることが示された。 
 

 
図 A-1-2-6 ファイバー温度計による測定結果 

 
＜理論と実験の比較＞ 
均一ファントムや比較的単純な人体モデル等を用いて、理論的評価

と実験的評価を比較し、妥当性を検証するためのばく露評価装置の

開発を開始した。これにより、簡易形状人体モデルと詳細数値人体

モデルを比較し、人体モデルの妥当性検証や必要条件の明確化を図

るための検討が可能となる。 
平成２８年度は信号出力系を構築した。ICNIRP や IEEE における

局所的な電波ばく露への人体防護のための指針は管理環境において

1000 W/m2である。この電力密度を確保するにあたり必要とされる

信号出力系の仕様として 1 W 以上と見積もった。ただし、準ミリ波・

ミリ波帯では信号出力系からアンテナまでの電力伝送の際の減衰が



大きいため、発信機や増幅器の仕様としては、より高い電力を必要

とする。本検討では高強度のばく露評価を実現するためのばく露量

評価装置を構築した。構築したばく露装置図 A-1-2-7 に示す。ここ

で構築した装置では、60 GHz 以下の周波数帯では信号増幅器から

33 dBm 以上の CW 信号の出力が得られており、また 100 GHz にい

ても 31 dBm 以上の CW 信号の出力が得られたことから、国際ガイ

ドラインに定められている程度のばく露量評価を可能とする信号出

力系が構築された。 
 

         
図 A-1-2-7 高強度のばく露量の発信が可能な信号出力系(a)10 
GHz〜26.5 GHz、(b)26.5〜32 GHz、(c)33〜40 GHz、(d)60 

GHz、(e)100 GHz 
 

 温度上昇 
＜理論的手法＞ 
理論的手法として、生体熱輸送方程式に基づいた手法について検討を開

始した。準ミリ波・ミリ波帯における電力吸収は体表組織において支配

的である。従って、人体体表を占める皮膚の熱輸送を精密にモデル化す

る必要がある。皮膚は解剖学的には表皮・真皮・皮下組織により構成さ

れており、現行の数値人体モデルでの皮膚は表皮・真皮の複合組織とし

て扱われているものと考えられる。表皮は主として角化細胞により構成

されており、毛細血管等の血流等による熱循環の影響を受けない。一方、

真皮は血管、皮脂腺、汗腺を含み、発汗や血流により温度上昇を緩和す

る生体機能を有する。体表における温度上昇を正確に評価するためには、



表皮・真皮を正確にモデル化された高分解能な数値人体モデルを必要と

するが、表皮の組織厚は部位によっては 0.1 mm よりも薄く、上述の SAR
評価と同様にスーパーコンピュータを用いたとしても、従来の評価手法

での適用は不可能である。そこで、本研究では数値人体モデルにおける

皮膚組織のモデル化において、表皮・真皮それぞれの特性を考慮した熱

輸送方程式数値シミュレーション手法を開発するための基礎的な検討を

開始した。 
皮膚の詳細構造について検討された例はほとんどない。本検討では、多

層平板モデルを対象とし、電波ばく露による温度上昇解析において、皮

膚のモデル化の影響について検討した。具体的には、表 A-1-3-1 に示さ

れる２種類の皮膚モデル（詳細皮膚モデル及び、均一皮膚モデル）に対

し、10 GHz から 30 GHz 間の 6 つの周波数において、温度上昇を評価

した。ここで、詳細皮膚モデルでは、皮膚を表皮と真皮のそれぞれの領

域で区別しているのに対して、均一皮膚組織では均一組織としている点

である。なお、従来の生体熱輸送方程式を用いた人体内部での温度解析

では、皮膚は均一な組織として用いられてきた経緯がある。多層平板モ

デルに対して、平面波を入射させ、体表での温度上昇を評価した。結果

を図 A-1-3-1 に示す。多層平板モデルを利用した場合に置いて、均一皮

膚モデルを用いた場合の体表における温度上昇は詳細皮膚モデルを用い

た場合と 10%以下の相対偏差で一致した。 
 

表 A-1-3-1 温度上昇解析に使用した多層平板モデル 
詳細皮膚 
モデル 

構造 表皮 真皮 皮下組織 筋肉 
血流の効果 
の有無 

× ○ ○ ○ 

代謝 
の有無 

○ ○ ○ ○ 

均一皮膚 
モデル 

構造 均一皮膚 皮下組織 筋肉 

血流の効果 
の有無 

○ ○ ○ 

代謝 
の有無 

○ ○ ○ 

備考 組織厚 [mm] 0.102 1.08 3.89 23.3 

 



 
図 A-1-3-1 多層平板モデルによる、皮膚のモデル化の影響 

 
＜実験的手法＞ 
実験的手法としては前項の赤外線カメラやファイバー温度計等の温度計

測に基づいた測定法の適用可能性について検討した。他の検討における

成果を活用・拡張することで、効率性に優れた検討を実施した。本手法

では、被験者もしくは実験動物の温度計測を想定しているが、倫理上の

問題回避と測定の再現性を確保するために、体表または眼球の温度上昇

を模擬したダイナミック人体ファントムを開発するための検討を開始し

た。 
ダイナミックファントムはその電気定数に加え、熱的な物理定数につい

ても、人体と同程度である必要がある。ただし、人体は血流による熱循

環や発汗等の代謝を含むが、ファントムにはこれらの機構は含まれてい

ない。したがって、人体ファントムの熱的な特性を決定づける比熱や熱

伝達係数を人体のそれと一致させることが、電波ばく露による人体の温

度上昇を模擬することと必ずしも一致しない。 
平成２８年度は皮膚を対象とし、60 GHz 帯電波ばく露による表面温度

上昇の模擬が可能なダイナミック人体ファントムの開発を目指した。本

検討では図 A-1-1-7 に示されるグリセリンファントムを利用し、ファン

トム表面での温度上昇と皮膚での温度上昇とを比較した。平成２７年度

までの総務省受託研究の成果から、入射電力密度 1 mW/cm2の平面波が

皮膚に入射した際の表面温度上昇は定常状態において 0.14〜0.15℃であ

った。本検討でははじめに、この定常状態における温度上昇を目標とし

た。ファントムの熱的なパラメータはマイクロ波帯において利用される

グリセリンファントムの数値を利用した。評価には一次元モデルを利用

し、ファントムを利用した際の温度上昇を解析的に導出した。結果を表

A-1-3-2に示す。図A-1-1-7の結果では、高含水率のファントム(High WC)
の電気定数が表皮の電気定数に近くなった。一方で、表 A-1-3-2 の結果

から、定常状態における評価においては、ファントムの電気定数を皮膚

のそれに近づけると、目標とする温度上昇から離れていくことが示され

ている。一方で、Standard タイプの人体ファントムを利用した場合に

は、目標とする温度上昇に対して、良い一致を示している。これらの結

果から、Standard タイプの人体ファントムを利用すれば、適当な温度上



昇が 60 GHz において取得できる可能性が示された。ただし、本検討は

1 次元モデルを利用した場合であり、実際のアンテナ等を利用した場合

の温度上昇の計測については、多次元モデルを利用し、詳細な検討を実

施する必要があるものと考えられる。 
 

表 A-1-3-2 ファントム表面での最大温度上昇 
(60 GHz, 1mW/cm2入射) 

ファントムタイプ 
温度上昇 [oC] 

表面 1 mm 深部 

Standard 0.140 0.144 

Mid WC 0.135 0.139 
High WC 0.129 0.133 

 
 

【２. 「不確かさ評価」の詳細】 
各評価指標(入射電力密度、SAR、温度上昇)に対する評価手法に対して、詳細

な不確かさ評価を行い、主要な不確かさ要因を低減するための検討を開始し

た。得られたデータから、電波ばく露量の指標(入射電力密度、SAR、温度上昇

等)に対して支配的な要因を明確化し、準ミリ波帯・ミリ波帯における電波防護

指針の根拠となる信頼性の高い人体ばく露量特性を明らかにする。 
本研究での実験的評価法では、赤外線カメラによる温度計測が、各評価手法に

おける基礎情報となっている。従来のマイクロ波帯において提案されたファン

トムを用いた SAR の測定手法であるサーモグラフィー法では、電波ばく露の

前後にファントムのばく露面と赤外線カメラを対向させる手段がしばし用い

られており、ばく露と温度計測を同時に実施することは殆どない。準ミリ波・

ミリ波帯ではファントム表面付近に熱源が生じるため、電波ばく露と熱計測を

並行して実施する必要がある。これは、電波ばく露を停止した際に、表面から

空気中への熱拡散が測定に大きく影響するためである。 
電波ばく露中に赤外線カメラでばく露面の温度計測を実施する際には、ファン

トムのばく露面と赤外線カメラを対向させることはできないため、図 A-2-1 に

示される様に、ファントム表面を斜めから取得する必要がある。平成２８年度

はこの温度測定法における問題点を明らかにするため、サーモカメラの測定角

度θが温度計測へ与える影響について評価した。検討方法の概要を図 A-2-1 に

示す。本検討では、電波ばく露時と非ばく露時それぞれにおいて、定常状態に

おける温度を測定した。サーモカメラの測定値は環境雑音により、計測値がバ

ラつくため、本検討ではこの環境雑音による影響を低減させるため、測定値の

時間応答の平均値を導出した。結果を表 A-2-1 に示す。 
ばく露時の計測温度の範囲は 32.5 ± 0.3 ℃であり、θに対する傾向も確認さ

れなかったのに対し、非ばく露時の計測温度はθの増加に伴い、計測温度が 1 ℃
程度増加していることが示されている。また、θの変化量に対する計測温度の変

化量に着目すると、ばく露時の 28°から 30°と非ばく露時の 28°から 36°
の場合において、変化量が大きくなっていることが明らかとなった。 
 

表 A-2-1 赤外線カメラによる温度計測のθ依存性 



ばく露時 非ばく露時

θ [°] 計測温度 [℃] θ [°] 計測温度 [℃] 

30 32.8 36 18.7 

28 32.2 28 18.2 

23 18.0 

14 32.4 17 17.8 

図 A-2-1 赤外線カメラの測定角度θが温度計測へ与える影響の評価の測定系 

【3. 「準ミリ波・ミリ波帯における人体ばく露量データの取得」の詳細】 
開発された評価手法を用いて、5G システムや WiGig 等の様々な準ミリ波帯・

ミリ波帯無線通信システムにおける電波への人体ばく露時のばく露量(入射電

力密度、SAR、温度上昇)特性を取得するための基礎検討を開始した。さらに、

本研究で提案する準ミリ波・ミリ波帯における評価手法を拡張する等により、

将来的に利用が想定される 100 GHz 以上のミリ波帯・サブミリ波帯の電波へ

の人体ばく露量データを取得する。評価手法は上述の準ミリ波・ミリ波帯技術

を拡張することで、効率性に優れた検討を実施する。なお、次年度以降に得ら

れたデータから、各ばく露量に支配的な要因を明確化し、準ミリ波帯・ミリ波

帯における電波防護指針の根拠となる信頼性の高い人体ばく露量特性を明ら

かにする。

なお、平成３０年度末までに 30 GHz までの検討を行い、30 GHz までの準ミ

リ波帯における適切なばく露評価指標について検討するためのデータを取得

するとともに、30 GHz 以上のミリ波帯における適切なばく露評価指標につい

ての考察を行うこととする。

C) 4G システムや無線 LAN（主に 6 GHz 以下）の電波防護指針適合性評価手法に関す

る研究

本研究では、総務省告示や国際規格等で規定されている 4G システムや無線 LAN
（主に 6 GHz 以下）等の電波防護指針適合性評価手法の、最近の技術動向を踏ま

えた改善について検討した。特に、適合性評価手法の妥当性・信頼性の確保に関

わる課題について検討を行った。検討の詳細を下記に述べる。



 4G/LTE 等の最新携帯無線システムや無線 LAN で用いられている広帯域信

号は時間変動の大きい波形であることから、既存の評価方法では SAR 測定時

に大きな不確かさ要因となることが明らかにされている。そこで、本検討で

は、広帯域の変調信号波形に対する高精度 SAR 測定を可能とする較正手法に

ついて検討した。特に、個々の携帯無線端末の回路特性の影響を受けた LTE
信号波形に対して、簡便かつ信頼性の高い較正（もしくは補正）を行うため

の方法について検討を開始した。 
平成２８年度においては、本検討に用いるデンジタル信号解析装置について、

市販品の性能等を調査・検討し、本検討に最適な装置を選定・調達を行い、

基本的性能についての確認を行った。 

 平成２７年度の総務省告示で新たに利用可能となった、従来の SAR 測定装置

を用いた高速 SAR 測定手法の不確かさ評価について検討した。特に、相対的

な SAR 測定時に不要となる不確かさ要因の明確化と各不確かさ要因の評価

結果への影響（感度係数）について詳細に検討した。 
平成２８年度においては、本検討に必要なデータ取得項目等についての検討

を行うとともに、関連事業者における高速 SAR 測定手法の利用状況について

調査した。 

 昨年度までに検討を完了している簡易頭部ファントムを用いた SAR 測定の

高速化手順の IEC 国際規格への反映に向けた検討を行った。特に、提案手法

の妥当性・信頼性をより確実なものとするための、携帯電話端末の測定デー

タ等の追加取得を行った。 
平成２８年度においては、表 C-1 に示す最新携帯電話端末 40 機種について

簡易頭部ファントム（ユニファントム）および従来手法で用いられている標

準頭部ファントムの SAR 測定データを取得した。図 C-1 に測定の様子、図

C-2 に頬の位置の条件における SAM ファントムの局所 10gSAR とユニファ

ントムにおける局所 10gSAR の比較を示す。これらデータを用いて、提案手

法に用いる補正係数の根拠データの拡張（信頼性向上）を図った。また、IEC
国際規格改訂版への反映に向けて、標準化会議への寄与文書等の作成を行っ

た。 

以上により平成２８年度における課題 C の年次目標である、簡易頭部ファン

トム等の新しいファントムを用いた SAR 測定の高速化手法の妥当性・信頼性

向上のために、複数の携帯電話端末・通信方式において 40 通りの測定データ

を取得し、既存の測定データを含めた統計処理により、過小評価を防ぐため

の測定方法や補正マージンの改良（統計的有意性の向上）は達成された。 

表 C-1 測定対象端末と測定条件（通信方式・周波数帯） 



 
 



 
図 C-1 頭部ファントムへの端末の設置（a）標準頭部ファントムに頬の位

置で設置（ｂ）標準頭部ファントムに傾斜の位置で設置（ｃ）簡易頭部フ

ァントムフラット部に設置（ｄ）簡易頭部ファントムコーナー部に設置 

 

 

図 C-1 SAM ファントムおよびユニファントムにおける局所 10gSAR の

比較 

 キャリア・アグリゲーション等の新技術に対する適合性評価のための測定手



法等についての検討を開始した。 
平成２８年度においては、キャリア・アグリゲーション時の通信信号発生装

置や同技術を可能とする基地局シミュレータの機能等について調査した。な

お、平成２８年度には、携帯電話端末（アップリンク）でキャリア・アグリ

ゲーション機能を搭載するものが市販されなかったため、本格的な検討は次

年度以降から実施する予定である。 

 現在、市販の基地局シミュレータや無線 LAN 評価装置では、無線 LAN 信号

を最大出力で一定時間にわたり継続的に放射するように制御することができ

ないため、携帯電話端末メーカーによる試験モードの設定（制御）の下で SAR
評価が行われており、第三者機関による客観的な評価が困難となっている。

そこで、これらの機器の再現性のある評価を可能とする手法について検討し

た。 
平成２８年度においては、無線 LAN の制御プロトコル開発のための事前調

査として、通信システムの専門家にヒアリングを行い、開発のための要件等

について検討を行った。 

 現在使用されている、様々な第 4 世代の携帯無線端末や無線 LAN からの電

波への人体ばく露量について、より現実的な使用条件・環境条件を想定した

詳細な評価を実施した。今年度は、評価対象とする第 4 世代の携帯電話端末、

無線 LAN を選定し、詳細な電磁波源のモデル化を開始した。また、簡易電磁

波源モデルと数値人体モデルを用いた数値シミュレーションを実施し、本周

波数帯における、大まかなばく露量特性を明らかにした。さらに、来年度以

降予定している数値シミュレーションによる人体ばく露量推定手法の妥当性

を確認するため、人体（物理）ファントムを開発し、簡易電磁波源を用いた

数値シミュレーションと実験による比較検証を行った。 
平成２８年度には、モデル化端末は計 5 機種を選定し、それぞれの SAR 分布

を DASY System により測定した。モデル化端末のうち 3 機種については、

図 C-2 に示す CAD モデルを作製した。図 C-3 に簡易波源のアンテナ位置と

腹部断面における SAR 分布を示す。波源は数値人体モデルの臍前方 10 mm
の位置に配置し，第四世代の通信システムで放射し得る最大電力を考慮し 0.2 
W で駆動させた．シミュレーションの結果より、第 4 世代の通信に用いられ

る周波数のうち、2 GHz と 3.5 GHz で局所 10 g 平均 SAR の値が同程度とな

り，900 MHz ではそれらより低値になることを確認した。次項においても、

数値シミュレーションによるばく露量推定手法が妥当か確認することが重要

であることから、図 C-4 に示す物理ファントムを新たに開発した。このファ

ントムの顎部分には、医療用金属プレートを埋め込むことが可能であり、本

検討では、基準アンテナを用いて、顎に金属プレートなしの場合のばく露実

験、および顎に金属プレートを埋め込んだ場合のばく露実験をそれぞれ実施

した。実験により得られたファントムの温度上昇特性に基づいた比吸収率の

評価より、埋め込み金属に起因した温度上昇の確認および数値シミュレーシ

ョン結果の妥当性検証が実現された。 



 

図 C-2 携帯無線端末の CAD モデル 

 

 

900 MHz        2 GHz       3.5 GHz 

図 C-3 解析モデルと SAR 分布 

 

  

図 C-4 数値モデルと物理ファントムとの比較検証モデル 

 

 昨年度までの電波の安全性評価技術に関する委託研究成果（体内植え込み医

療機器等を考慮した人体ばく露量の評価や体内植え込み医療機器等への電磁

干渉に関する検討データ等）を活用しながら、体内埋め込み医療機器の数値
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モデル化および高精度な数値人体モデルへの組込み方法についての検討を開

始した。

平成２８年度には、代表的な体内埋め込み医療機器である心臓ペースメーカ

のメッシュ構造の数値モデルを作成した（図 C-5）。また、作成した心臓ペー

スメーカモデルを数値人体モデルに埋め込むために、コンピュータグラフィ

ックスソフトウェア上で、メッシュ化した数値人体モデルの血管、心臓等の

位置を確認しながら、心臓ペースメーカの植え込み位置とリード線の挿入位

置を決定した（図 C-6）。さらに数値人体モデルを再ボクセル化し、その上に

心臓ペースメーカをオーバラップすることで、体内埋め込み医療機器等を含

んだ高精細数値人体モデルを開発することが可能であることを確認した。

図 C-5 心臓ペースメーカのリアル形状モデル 

図 C-6 数値人体モデルに対するペースメーカ配置（灰色：数値人体モデ

ルの心臓,水色：ペースメーカ）



本研究の成果を国内外における評価手法として普及させるために、国内外の標準

規格に反映させるために、評価手法の信頼性（再現性・妥当性）、実用性（簡便

性・効率性）や国際的な認知度を向上させるための検討を行った。具体的には、

簡易な人体モデルや測定システムでの評価の可能性や測定時間の短縮化等に関

する検討による実用性の向上や国際ラウンドロビン試験による国際的な認知度

の向上等を図った。得られた成果を、国際規格標準化会議（ITU、IEC、IEEE）

等に寄書した。 
平成２８年度においては、英国立物理学研究所との比吸収率測定用プローブの相

互比較試験を実施した。また、韓国電波研究院と電波の安全性評価技術に関する

合同ワークショップを開催し、次世代型超高速 SAR 測定システムの不確かさ評

価等に関する研究協力体制を構築した。さらに、研究成果を ITU, IEC, IEEE 等

の国際標準化会議に寄書（「５ 成果物のリスト」を参照）した。 

 
D) 中波・短波放送等で用いる中間周波数帯（～10 MHz）における電波防護指針適合性評

価手法に関する研究 

本研究では、中波・短波放送等のアンテナ設備の電波防護指針への適合性評価方

法の妥当性を検証し、評価方法の改良を行うために、以下の検討を行う。 

 中波・短波放送等のアンテナ設備からの電波への人体ばく露の実態把握を

行った。先ず、各アンテナ設備周辺の電磁界強度・接触電流等の測定を行っ

た。併せて、各アンテナ設備の構造や周辺環境等の電波への人体ばく露量に

影響を与える要因についての情報を取得した。また、入手可能な過去の測定

データ等も収集した。この際に、前年度までの電波の安全性評価技術におい

て実施されてきた WPT システムのばく露量評価技術を応用することで、効

率的な検討を行った。これらの検討を通じて、従来の適合性評価方法の妥当

性について考察を開始した。 
平成２８年度には、表 D-1 に示すように、接地状態、頂冠や傘の有無など

のアンテナ構造の違いを考慮した 8 箇所での測定を実施した。図 D-1(a)及
び(b)に、それぞれ近傍電磁界測定及び接触電流測定の様子を示す。接触電

流測定については、金属板の接地及び非接地した状態および実車を用いた

測定を実施した。今回測定を行った地点において、一般の人が立ち入る可能

性のある場所における電磁界強度の 6分間平均での測定値を図D-2に示す。

測定結果を中波放送の変調の最悪値を考慮して倍とした値は、電波防護指

針の電磁界強度指針をおおむね下回ることを確認した。接触電流について

も電波防護指針値をおおむね下回ることを確認した。 

以上により平成２８年度における課題 D の年次目標である、中波・短波放

送等のアンテナ設備（５箇所）について、アンテナ設備周辺の電磁界強度デ

ータを取得するは達成された。 

 
 

表 D-1 測定場所のアンテナ種別 
アンテナ種別 

非接地型 頂冠あり 
円管柱 

三角柱 



頂冠なし 
円管柱 

三角柱 

接地型 

傘あり 
円管柱 

三角柱 

傘なし 
六角柱 

八角柱 

 
 

 
(a) 近傍電磁界測定       (b) 接触電流測定（非接地） 

図 D-1 近傍電磁界測定及び接触電流測定の様子 
 

 
(a) 電界                 (b) 磁界 
図 D-2 近傍電磁界測定及び接触電流測定の様子 

 
 

E) 中間周波数帯等の電波を利用する無線電力伝送システム（WPT）の電波防護指針適合

性評価手法に関する研究 

本研究では、WPT システムの適合性評価手法を改良するために、次に述べる検討

を行った。 

 SAR プローブの較正方法の改良を行った。平成２７年度までの電波の安全性

評価技術委託研究の成果に基づき、温度上昇および液剤中アンテナを用いた

較正手法の不確かさ低減や較正周波数の拡張についての検討を行った。 
平成２８年度には、IEC 62209-1 改訂版で提案されている温度上昇を用いた

同軸型較正システムの同規格に基づいた方法で、較正周波数の拡張も考慮し

従来検討してきた 6.78 MHz の他に 13.56 MHz についても不確かさ評価を



行った。結果として、双方の周波数帯において、拡張不確かさが 10 %台であ

ることを確認した。また、液剤中アンテナを用いた較正手法の不確かさ低減

を目的として、従来用いていたループアンテナとは異なるアンテナ構造とし

て、ダイポールアンテナについても試作を行った。 

 全身平均 SAR 測定方法の改良を行った。平成２７年度までの電波の安全性評

価技術委託研究の成果に基づき、人体等価アンテナと誘導電流に基づく全身

平均 SAR 測定の改良方法の検討を行った。今年度は、誘導電流計の較正方法

に関する検討を開始した。 
平成２８年度には、まずモノポールアンテナの S パラメータ及びモノポール

アンテナ近傍に置かれた人体等価アンテナ内の誘導電流を測定し、数値解析

結果との比較を行った。図 E-1 にモノポールアンテナと人体等価アンテナの

距離が 0.6 m のときの実測及び FDTD 法による規格化された誘導電流分布

を示す。周波数は 6.78 MHz である。両者の分布はほぼ同じ形を示している

ことが確認された。 

 

 
図 E-1 実測及び解析による人体等価アンテナ内の誘導電流 

 

 実際に市販される WPT システム等に対する適合性評価方法による評価の妥

当性検証と改良についての検討を行った。特に、日本が世界に先駆けて導入

した結合係数に基づく適合性評価方法や接触電流の評価方法についての妥当

性・有効性等について検証し、結合係数等の更なる改良（最適化）について

検討した。本検討を進めるにあたり、平成２７年度までの電波の安全性評価

技術委託研究の成果を活用した。平成２８年度は、わが国では適合性評価が

義務付けられていない 50 W 以下の小電力 WPT システムを対象とした適合

性評価方法の妥当性検証を行った。 
平成２８年度には、実際に市販される WPT システム等に対する適合性評価

方法による評価の妥当性検証と改良についての検討を行った。まず、数 100 
kHz 帯の磁界結合及び電界結合型の WPT システム、MHz 帯の磁界結合型

WPT システムの 3 機種について、これまで開発した近傍電磁界測定システ

ムを用いて位相情報を含む近傍電磁界強度分布の測定を行った。図 E-2 に測

定対象となる 3 機種の WPT システムを示す。図 E-3、E-4 及び E-5 にそれ

ぞれ 100 kHz 帯磁界結合型 WPT システム、電界結合型 WPT システム及び
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6.78 MHz で動作する MHz 帯磁界結合型 WPT システムを用いて、測定した

電界及び磁界の分布を示す。 
 

 

図 E-2 測定対象となる WPT システム及び各システムの動作周波数 

 

(a) 測定電界分布 

 

(b) 測定磁界分布 
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図 E-3 100 kHz 帯磁界結合型 WPT システム近傍の電磁界分布 

 

 

(a) 測定電界分布 

 

(b) 測定磁界分布 

図 E-4 電界結合型 WPT システム近傍の電磁界分布 
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(a) 測定電界分布 

 

(b) 測定磁界分布 

図 E-5 MHz 帯磁界結合型 WPT システム近傍の電磁界分布 

 

また、測定した磁界分布をインピーダンス法への入射界として与え、システ

ム近傍（横）に人体が配置された場合の体内誘電界や SAR の解析を行った。

その結果、MHz 帯の磁界結合型 WPT システムについては、局所 10g 平均

SAR による制限が最も厳しいこと、その場合の基本制限と算出された局所

10g 平均 SAR との電力比は、約 1000 倍程度であるがわかった。一方で、100 
kHz 帯磁界結合型 WPT システム及び電界結合型 WPT システムについては

内部誘導電界強度が最も厳しい制限値となった。基本制限と算出された内部

誘導電界強度との比は、磁界結合型の場合、約 570 倍であるのに対して電界

結合型の場合、約 1000 倍程度である。また、測定に用いた WPT システムに

対して、結合係数を算出した。日本人男性モデル「TARO」を用いて算出した
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結果を表 E-1 に示す。 

表 E-1 測定データを用いたばく露評価結果より求めた結合係数 

 刺激作用に対する結合

係数 
熱作用に対する結合係

数 

100 kHz 帯磁界結合型

WPT システム 
(180 kHz) 

0.0536 0.00018 

電界結合型 WPT 
システム 
(230 kHz) 

0.0394 0.00020 

MHz 帯磁界結合型

WPT システム 
(6.78 MHz) 

0.0622 0.00700 

 

以上により平成２８年度における課題 E の年次目標である、50 W 以下の小

電力 WPT システム（３機種）について近傍電磁界強度分布の測定を行い、

結合係数の適用可能性を検証し、結合係数の適用が可能な場合には結合係数

を決定するという目標は達成された。 
 

 平成２７年度までの電波の安全性評価技術委託研究において開発されてきた

中間周波数帯のばく露評価で用いられるインピーダンス法や FDTD 法等の

数値計算方法の改良を行った。平成２８年度は、電気自動車用の WPT のば

く露評価において、電気自動車の車体等を考慮した大規模な数値計算法の検

討や、これまで主に実測で求められている接触電流の数値計算法の検討を行

った。 
低周波帯では、FDTD 法における必要な計算ステップ数が多くなり、計算時

間が増大するため、低周波帯におけるばく露解析の高速化が必要である。通

常、FDTD 法において定常解を求めるために、従来のピークサーチによる解

法では、2-3 周期以上の計算が必要である。本研究では、FDTD 法における

解の収束性を求める手法を新たに提案し、各計算ステップにおいて解の振幅

及び位相を求めることで、解の収束を判断できるようにした。その結果、低

周波帯における FDTD 解析に必要な計算時間は約 0.4 周期以下であることが

分かった。したがって、提案手法を用いることで、解が収束に達した後すぐ

に FDTD 計算を止めることができるため、計算ステップ数を少なくできる。

また計算高速化を図るため、東京工業大学が所有する大規模並列計算環境で

ある TSUBAME2.5 システムの GPU クラスタ上での並列化を行い、大規模

ドシメトリ問題の解析が可能となった。また、電気自動車用の WPT システ

ムのばく露評価において、電気自動車の車体等を考慮した大規模な数値計算

法の検討を開始した。具体的には、自動車モデルのメッシュ・データを FDTD
法の格子データへの変換するためのプログラムを開発した。さらに、これま

で主に実測で求められている接触電流の数値計算法の検討を行った。具体的

には、表面電荷法を用いた計算手法を新たに提案した。提案手法の妥当性を

検討するために、モノポールアンテナ及び kHz 帯 WPT システムからの近傍



電界を測定し、その電界を用いて計算した接触電流と、実測で得られた接触

電流を比較した。モノポールアンテナについては、実測による接触電流は、

入力電力 1 W のとき、6.59 A であるのに対して計算値は 6.04 A で約 8%の差

異であった。一方、kHz 帯 WPT システムの場合、接触電流の実測値及び計

算値はそれぞれ 0.30 A と 0.39 A であり、計算値は実測値に比べて約 1.3 倍

であった。 

本研究の成果を国内外における評価手法として普及させるために、国内外の

標準規格に反映させる。このために、評価手法の実用性（簡便性・効率性）

や国際的な認知度を向上させるための検討を行った。平成２８年度において

は、従来提案してきた結合係数を用いた評価の妥当性検証を実施した。また、

MHz 帯 WPT システム近傍における生体ファントム内 SAR の実験的評価法

の実用性の向上を図った。さらに、研究成果を IEC 等の国際標準化会議に寄

書（「５ 成果物のリスト」を参照）した。 
 

F) 高精度な数値人体モデルに関する研究 

研究課題 A-E の実施において高精度かつ高精細な数値人体モデルの開発・改良が

必要である。そこで、これまでにない概念の新たなマルチスケール数値人体モデ

ルを開発するために、下記に述べる検討を行った。 

 現在、利用が進んでいる、4G システムや、今後利用が想定されている準ミリ

波帯・ミリ波帯（研究課題 A,C）においては、より体表面付近の組織・器官

が重要となる。また、低周波帯(研究課題 D,E)においては、神経組織が重要と

なる。そこで平成２７年度までの電波の安全性評価技術の研究用に開発して

きた全身の数値人体モデル等をベースに、各周波数帯の人体ばく露量評価に

重要な組織についての分解能・解剖学的正確性等を向上させるため、対象組

織、器官の超高精細データや統計的なデータ等の入手法や、取得データの処

理方法についての検討を開始した。 
体表面付近の重要な組織である眼球については光干渉断層撮影装置ら前眼部

と眼底部の超高精細データを入手し、そのデータと MRI データ等を組合せる

ことで、従来より高精細かつ高精度のモデルを生成可能であることを確認し

た。また、低周波領域で重要な神経組織については、最新の MRI 撮像法を利

用することで、神経組織の３次元的な構造（太さや位置）を確認可能で、こ

のデータを利用することで、高精細な神経モデルを作成することが可能であ

ることを確認した。 

 これまで開発してきた数値人体モデルはボクセル構造のモデルである。ボク

セル構造はモデル作成、電磁界解析において利点も多いが、その一方で、細

かな組織のモデル化が困難である。そこで、ボクセルとメッシュ構造の高精

度な相互変換技術やその関連技術について検討を行い、本研究における高精

度数値人体モデルのベースモデルとなるメッシュ構造の数値人体モデルを開

発した。開発したモデルは、既存のボクセル数値人体モデルの中で、それぞ

れ固有の組織を有する成人男女・妊娠女性の 3 モデルである。また、平成２

９年度開発予定の前項の高精細モデルの組込み方法についても検討を開始し

た。 
図 F-1 に既存のボクセル形状の数値人体モデルから生成したメッシュ構造の

モデルを示す。また、メッシュ化に伴い、ボクセル構造では修正が困難であ

った解剖学的構造の不正確な箇所（不連続、凸凹、穴等）をすべての組織で



確認しながら図 F-2 のように修正した。図 F-3 に開発した 3 体のメッシュ構

造数値人体モデルの例を示す。 

以上により平成２８年度における課題 F の年次目標である、メッシュ構造数

値人体モデルを 3 体（図 F-3）開発するという目標は達成された。 

 
 

 

図 F-1 メッシュモデル生成 

 

図 F-2 組織構造の修正 

 



 

図 F-3 メッシュ構造数値人体モデルの組織（例：骨格データ） 

 

 前項までの検討で開発した人体モデルを用いて、基本的なばく露条件での、

電波への人体ばく露量の数値シミュレーションを実施し、評価結果を従来の

数値人体モデルによる結果と比較検証を行い、人体モデルの妥当性を評価し

た。 
図 F-4 に開発した人体モデルとオリジナルのモデル（従来モデル）を用いて、

30 MHz から 3 GHz までの平面波が人体の前方から入射した場合の全身平均

SAR の周波数特性を示す。30 MHz から 900 MHz までは従来モデルおよび

開発モデルともに 2 mm 分解能を用いた結果、従来モデルに対して開発モデ

ルの全身平均 SAR は最大で約 5 %差であった。また、1 GHz から 3 GHz ま

では、1 mm 分解能のモデルを用いた。従来モデルは 2 mm 分解能のモデル

を単純に 2 倍した 1 mm モデルである。その一方で開発モデルは、メッシュ

形状モデルをボクセル化しているため、各組織の表面形状は従来モデルより

滑らかになっている。モデルの滑らかさの影響により、GHz 帯においては、

従来モデルに対して開発モデルの全身平均 SAR は最大 9 %程度異なった。こ

れらの結果から、開発した数値人体モデルと従来モデルの全身平均 SAR は概

ね一致しており、メッシュ構造の数値人体モデルおよびボクセル化が妥当で

あることを確認した。 
 



 

図 F-4 開発モデルに対する平面波ばく露時の全身平均 SAR の周波数特性 
 

 人体モデルの高精度化に伴い、ばく露量の数値シミュレーションを効率的に

実施するため、計算環境の構築および数値シミュレーション手法の高速化に

ついての検討も進めた。 
最新の GPU 搭載(NVIDIA Tesla P100)のクラスタノードを整備した(図 F-
5)。このクラスタノードを用いた FDTD 法による数値シミュレーションの実

行速度を従来利用していた GPU クラスタノード（NVIDIA Tesla K40）と比

較した。妊娠女性モデルに対して、900 MHz および 2 GHz の平面波が入射

した場合の全身平均 SAR を１ノード(8GPU)にて実行速度を測定した。その

結果、最新の GPU ノードは従来の GPU ノードに対して、約 2.2 倍高速であ

ることを確認した。また、現状では、最新の GPU クラスタノードで計 512 
GB の GPU メモリが利用可能になった。さらに従来の K40 搭載のクラスタ

のノードと組み合わせて利用することにより、計 768 GB の GPU メモリが

利用可能となり、0.25 mm 分解能の数値人体モデルを用いた中規模程度の電

磁界解析を効率的に実施できることを確認した。また、大規模データに対し

ては、ベクトル型のスーパーコンピュータを用いて、超大規模データ(0.125 
mm 分解能の成人男性モデル)に対して電磁界解析が正常に動作する環境を

整備した。 



 

図 F-5 電磁界解析用 GPU クラスタシステム（左：従来 GPU ノード）、

右：最新 GPU ノード） 
 

G) 生体組織の電気定数データベースに関する研究 

本研究では、生体組織の電気定数データベースの改良・拡張を行うために、下記

に述べる検討を行った。 

 テラヘルツパルスを用いた分光計測に基づいた生体組織に適したサブミリ波

帯電気定数測定システムを開発するための検討を開始した。この際に、透過法

や全反射法などの複数の測定手法間を比較することにより、測定手法の妥当性

等を明らかにするための検討を行なった。 
平成２８年度には、サブミリ波帯(3 THz まで)における生体組織電気定数測定

システムの開発を行った。テラヘルツ時間領域分光法を基にした全反射減衰法

による電気定数測定が可能な構成とし、加工が困難な生体組織の測定に対応で

きるシステムとした。0.5 THz から 3 THz までの電気定数を測定可能なシス

テム（広域タイプ TDS）の外観写真および動作試験の結果を図 G-1 と図 G-2
に示す。システムの動作を確認するため、図 G-1（右）のようにシリコンプリ

ズムの上部に約 22℃の超純水(18 MΩ・cm 以上)をセットし、測定を行った。

その結果、2 つの文献値 (Ref. 1: M. R. QUERRY et al. HANDBOOK OF 
OPTICAL CONSTANTS OF SOLIDS, Ref. 2： C. RONNE et al., J. CHEM. 
PHYS., 107, 8,1997) ならびに約 1THz まで測定可能なシステム（低域タイプ

TDS）を用いて測定した値と概ね一致した。装置間誤差や試料の温度差等を有

するにも関わらず、1 THz においては、広域タイプ TDS の測定値からの相対

偏差は、実部虚部共に最大 10%程度であり、本測定システムを用いた測定の妥

当性を確認することができた。 
以上により平成２８年度における課題 E の年次目標である、サブミリ波帯(3 
THz まで)における生体組織電気定数測定システムの開発は達成された。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 G-1 サブミリ波帯(3 THz まで)における生体組織電気定数測定システムの写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (a)                                   (b) 

図 G-2 生体組織電気定数測定システムの動作試験の結果（複素誘電率の(a)実

部、(b) 虚部） 

 

 前項で取得した測定データに基づき、サブミリ波帯を含む超高周波領域にお

ける電気的特性メカニズム解明ための基礎的な検討を開始した(平成３１年度

完了予定)。特に、サブミリ波帯における周波数分散現象を様々な生体組織や

それらの擬似試料を用いることで、サブミリ波帯における分散現象明らかに

するための検討を開始した。 
また、サブミリ波帯における電気定数の分散現象を解析する上で、共振周波数

等を中心として、十分広い帯域の電気定数データを取得する必要があるもの

の、例えば水分子のように共鳴周波数が約 5 THz であることが報告されてい

るものもあり、サブミリ波帯(3 THz)までの電気定数特性では共鳴型分散現象

を十分に観測することができず、その分散現象の正確なモデル化が困難であ

る可能性がある。この場合、離散的な生体組織の測定値を忠実に内挿すること

が可能な電気定数モデルの開発を実施する。今回取得した測定データ(図 G-2)
は、サブミリ波帯における生体組織の電気的特性メカニズム解明ための基礎

情報として使用する予定である。特に、水分量が高い生体組織やそれらの擬似

試料のサブミリ波帯における周波数分散現象は、水分子の緩和現象がもとに

なると考えられるため、純水の誘電特性との違いから生体組織中の水分子の

運動抑制などについて検討し、サブミリ波帯における分散現象を明らかにす

る。また、デバイ型の緩和式を用いた文献値（Ref. 2： C. RONNE et al., J. 



CHEM. PHYS., 107, 8, 1997）と測定値との比較から、約 1.5 THz 以上では

共鳴吸収について考慮したフィッティングが必要である可能性が示唆され

た。そのため、今後、デバイ型緩和モデルにローレンツ型振動モデルを組み合

わせ、水分子の吸収端においてもフィッティング可能な複素誘電率スペクト

ルのモデル化を試みる。 
さらに、分子動力学シミュレーションによる理論的検討を実施する場合には、

この評価技術によって誘電分極効果の模擬の可否について調査した。分子動

力学シミュレーションを用いた電気定数の評価は近年、数件の検討が実施さ

れており、今後の発展が見込まれる。平成２８年度では分子動力学シミュレー

ションの適用可能性を明らかにすることで、次年度以降における本提案を効

率よく実施するための検討を実施した。 
平成２８年度は文献調査より、分子動力学シミュレーションによる電気定数

(誘電率、導電率)の評価手法について調査した。ミリ波帯までの生体組織の電

気的特性は電気双極子モーメントに起因する誘電分極によって決定づけられ

る。誘電率の解析については、純水を用いた詳細な検討が行われており、適切

な誘電率を推定するための評価法についても検証されている（Gariele Raabe 
and Richerd J. Sadus, The Journal of Chemocal Physics, vol. 134, 224501, 
2011）。誘電率は分子ごとのダイポールモーメントの総和𝐌𝐌 = ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 を用いて、

下記より導出される。 

𝜀𝜀𝑟𝑟 = 1 +
4𝜋𝜋

3𝑉𝑉𝑑𝑑𝐵𝐵𝑇𝑇
(〈𝑴𝑴2〉 − 〈𝑴𝑴〉2) 

ここで、< >は平均値を示し、𝑉𝑉、𝑑𝑑𝐵𝐵、𝑇𝑇はそれぞれ、体積、ボルツマン定数、

温度を示す。これらの結果から、分子動力学シミュレーションにより、単純

な分子構造であれば、適当な誘電率・導電率の推定が可能であると考えられ

る。一方で、導電率の導出については単位面積あたり通過する電荷の数から、

単位領域内に流れる平均的な電流密度を導出することで求められる。 

J(t) =
1

∆𝑡𝑡𝐿𝐿𝐴𝐴
�𝑞𝑞𝑖𝑖�𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡)− 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡)�
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

σ = �𝐽𝐽(𝑡𝑡) 𝐸𝐸(𝑡𝑡)� � 

ここで、L は単位領域の長さ、A は電荷が通過する領域の面積を示す。q は原

子の電荷を示し、σは導電率を表している。なお、導電率は異方性を有する場

合も想定されるため、上式においては x 軸方向に対する導電率と定義する。

導電率の解析については、塩化カリウム水溶液を用いた解析が報告されてお

り、静電界を印加した際の導電率について妥当性が示されている（C. Calero, 
et. Al., Molecular Simulation, vol. 2, pp. 123-134, 2011）。ここで着目すべき

は、上式において、電界の印加方向を y (または z)軸方向とすることで、導電

率の異方性について評価することが可能と予測される。ただし、分子動力学

シミュレーションによる複雑な高分子材料等に対する導電率の評価事例につ

いては先行研究がほとんどない。 

上記の分子動力学シミュレーションを実施するための計算環境について調査

した。分子動力学シミュレータとして薬学分野において一般的に利用されて

いる Nanoscale Molecular Dynamics ver.2(NAMD2)に注目した。この

NAMD2 は電界の印加の設定が可能であることから、上述の分子動力学シミ



ュレーションが可能であるものと考えられる。また、この NAMD2 は Graphic 
Processor Unit(GPU)による解析が可能であることから、解析の高速化につい

ても期待される。ただし、分子動力学シミュレーションは数 10〜100 ナノス

ケールの解析規模を対象とした時間領域におけるシミュレーション手法であ

り、時間刻み幅が 1 ps 程度である一方で、純水に対する誘電率を適切に推定

するためには 10 ns 程度まで、解析を追従する必要がある。誘電率・導電率

の生体組織に類する生体高分子材料等への導入実績もほとんどないため、分

子動力学シミュレーションによる適用可能性については、引き続き調査が必

要と考えられる。 

 中間周波数帯における電気定数測定方法を改良するための基礎検討を開始

した。特に、中間周波数帯用同軸プローブによる測定装置を開発し、生体組

織試料の測定における妥当性を詳細に検証する。具体的には以下の検討を行

った。 
同軸プローブの回路近似による系統誤差を電磁界解析等の理論的評価手法

を用いて定量化し、測定データの確からしさについて詳細な評価を実施し

た。具体的には、原理の異なる複数の測定系、例えば同軸線路に基づいた測

定系や 4 端子電極による測定系、を構築し、各手法間で相互に比較検証する

ことで、測定系に含まれる系統誤差を明らかにした。 
商用の測定システムに使用されている同軸線路構造から、測定系に含まれる

系統誤差を明らかにするための検討を実施した。本検討では 35 GHz を高次

モードのカットオフ周波数とする同軸線路(表 G-1 Type A 参照)を想定し、こ

の場合の中間周波数帯における電気定数測定への適用可能性について検証

した。なお、本構造は 10 MHz 以上の電気定数測定への適用が可能な、商用

の同軸プローブの構造を模擬している。 
同軸プローブによる電気定数測定法はプローブ開口面に測定対象物を接触

させ、反射係数等（またはインピーダンス）をネットワークアナライザ（ま

たはインピーダンスアナライザ）を用いて計測し、その計測量から測定対象

物の電気定数を推定する。この際に、計測量から電気定数を推定するための

手法が必要となるが、従来の商用の測定システムでは、利便性に優れた単純

な等価回路モデルが用いられてきた。本検討ではこの等価回路モデルに含ま

れる系統誤差を、解析的評価法に基づいた手法と比較することにより、系統

誤差について評価した。図 G-3 に比較結果を示す。本検討では Gabriel らに

よって公開されている皮膚(dry skin)の電気定数測定値を利用し、解析的モ

デルと等価回路モデルそれぞれにおけるプローブ端面における反射係数(振
幅および位相)を 1 MHz から 1 GHz の範囲において比較した。理論的には

解析モデルによる反射係数が適切な値と考えられるため、両者を比較するこ

とにより、この周波数範囲における等価回路モデルの適合性について明らか

にする。図に示される反射係数の振幅は 0.015 dB 以下(0.2 %以下)、位相は

0.1 度以下の偏差で一致した。ベクトルネットワークアナライザのスイーピ

ングノイズは振幅においては 0.1 %オーダーのバラツキを有し、位相につい

ては数度程度のバラツキを有する。また、実際の計測時には、プローブ校正

による不確かさも計上されるため、これらの結果から、本研究で適用を想定

する周波数においては、等価回路モデルによる電気定数の推定法が十分に適

用可能であることが示唆されたものと考えられる。 



 

図 G-3 理論モデルと回路モデルの比較結果（反射係数の振幅(上図)およ

び位相(下図)の解析結果） 

 
100 MHz 以下の周波数においては、NPL 等の標準機関が報告している標

準的な液体試料(メタノール等)の参照データに含まれていない。したがっ

て、標準試料の開発等、測定系の妥当性の検証や詳細な不確かさについて

詳細な検討を行った。 
前述の成果を踏まえ、本検討では一般に入手可能な表 G-1 に示される同軸

線路を対象とした。本検討では、図 G-3 における評価に利用した理論モデ

ルを使用し、感度解析により、中間周波数帯における同軸プローブによる

生体組織電気定数測定において、想定される不確かさを推定した。本検討

では、ベクトルネットワークアナライザにおける反射係数測定において生

じうるスイーピングノイズから、反射係数の振幅、位相の不確かさとして、

0.01%、1 度程度のバラツキを想定した。また、本検討では皮膚の測定を想

定し、Gabriel らによる皮膚の測定値を評価に使用した。Type A、Type B
の同軸線路を利用した場合の評価結果をそれぞれ図 G-4(a)、(b)に示す。図

は反射係数の標準不確かさが複素比誘電率の実部および虚部それぞれに対

する寄与をエラーバーとして示している。Type A および B の同軸プローブ

を利用した場合はいずれもカットオフ周波数から周波数が低くなるに伴

い、エラーバーが大きくなっている傾向が得られた。図中の結果から、Type 
B のプローブを利用すれば 10 MHz 程度までの計測が可能であることが示

唆されている。ただし、本研究で利用した評価法、具体的には反射係数から

電気定数を推定するための手法、では、プローブに無限のフランジが接続



されていることを前提としている。本検討で挙げたプローブ（Type B）は

絶縁体の外径が 21 mm 程度あり、過去の研究から、同軸プローブに必要と

されるフランジを外部導体内径の３倍程度と推定した場合、同軸プローブ

開口の接触面はφ60 mm となる。この場合、脳を構成する組織などの採取

量が制限される生体組織や骨組織などの試料の整形が非常に困難な生体組

織の測定は困難と予測される。したがって、同軸プローブの小型化が課題

として挙げられる。 

 

表 G-1 評価に利用した同軸線路の構造 

Type 中心導体外径 

[mm] 

絶縁体外径 

[mm] 

特性インピー

ダンス 

[ohm] 

カットオフ

周波数 

[GHz] 

A 0.919 2.985 50 34 

B 6 20.8 50 5 

 

 

図 G-4 同軸プローブ、(a)Type A、(b)Type B の反射係数計測による不確

かさに起因する電気定数(比誘電率および誘電損失)への寄与 

 



電気定数測定において必要な生体組織試料の体積・形状等について、電磁

界解析により定量的に明らかにするための検討を実施した。本検討に利用

した評価法を利用することでフランジサイズの設計等の理論的検討では明

確化が困難であった、実際の測定における要件等を明らかにすることが可

能である。ただし、商用の同軸プローブ等では、本検討における必要条件を

満たさない場合には、必要に応じて同軸プローブを開発するための検討を

開始する。 
平成２８年度はプローブを設計するための電磁界解析プログラムを構築し

た。本検討では、同軸プローブの軸対称性を利用し、効率的に電磁界分布を

取得するための２次元円筒座標系における FDTD法に基づいた解析プログ

ラムを構築した。特に、同軸プローブ内の電磁界の解析は、解析対象となる

構造体に対して波長が非常に大きくなる。また、同軸プローブの構造規模

は数ミリオーダーであることから、空間分割数は数 100 マイクロオーダー

で設定する必要がある。この準静的な電磁場の解析においては、特に吸収

境界条件の設定に注意する必要がある。 
近年での複雑な電磁波散乱現象の解析、例えば数値人体モデルを利用した

FDTD 法解析では PML などの吸収境界条件が一般的に利用されている。

しかしながら、PML は極低周波や evanescent な電磁界の吸収性能に問題

があることが知られている。本検討では開口終端同軸線路の検出側の吸収

境界条件として、1st-order Mur の吸収境界条件を設定した。この吸収境界

条件は、境界面に垂直に入射する場合には優れた吸収特性を示すが、それ

以外入射角からの吸収特性が悪いため、多次元問題を扱う場合に利用され

ることは近年では殆どない。同軸線路内の電磁波の進行は開口面の法線方

向(吸収境界面に対して垂直報告)に制限されることから、この吸収境界条件

を設定した。それ以外の解析領域の境界面については、上述の PML を利用

した。このような複雑な吸収境界条件の設定は汎用性に優れた商用のソフ

トウェアでは対応していないため、独自に構築する必要がある。 
図 G-5 には同軸プローブで測定時に、皮膚内の深さ方向に対する電界強度

の分布を示している。ここで同軸線路として、一般に調達可能な同軸線路

の公開されている構造(表 G-1 Type B 参照)から、同軸プローブを試作した

場合を想定した。図中の電界強度分布は周波数の増加に伴い、電界のより

深い領域まで侵入していくことが示されているが、周波数が 10 MHz から

1 GHz まで広く変化した場合でも、電界の侵入の程度は大きくは変化しな

いことが示されている。例えば、電界振幅の最大値から-30 dB となる深さ

の最大値は 10 MHz、100 MHz、1 GHz においてそれぞれ、4.7 mm、5.3 
mm、6.3 mm となった。一方で、同軸プローブによる電気定数測定におい

て、必要な試料厚 deffについて、下記の関係式がしばし用いられる。 

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝜆𝜆0

2𝜋𝜋|𝜀𝜀𝑟𝑟| 

ここで、𝜆𝜆0、|𝜀𝜀𝑟𝑟|はそれぞれ自由空間中の波長及び、試料の複素比誘電率の

大きさをそれぞれ示す。表 G-2 に、上式を利用して deff を導出した結果を

示す。ここでは参考値として、皮膚内での波長についても示している。表よ

り得られた試料の必要厚は周波数の増加に伴い小さくなる傾向を示してい

る。しかしながら、この傾向は、図 G-5 に示される電界強度の侵入深さの

傾向とは異なる。したがって、同軸プローブによる測定において必要とさ

れるサンプル厚は、上式では簡易には推定できず、電磁界解析により評価



する必要性があるものと想定される。また、本解析システムを利用するこ

とで、特に同軸プローブの小型化においてその構造を決定づけるフランジ

の設計への利用も可能である。 

表 G-2 皮膚を対象とした場合の deffの導出結果 

周波数 10 MHz 100 MHz 1 GHz 

皮膚内波長 [m] 1.6 m 0.41 0.047 

deff [mm] 11 6 1 

 

 

図 G-5 同軸プローブ設計のための電磁界解析プログラムによる解析結果

（図は円筒座標系における電界強度の分布を示す。図中の等高線は最大値

で規格化した電界強度[dB]を示す。） 

 

以上、研究課題 A から F までの研究を進めるにあたり、各研究課題の国際的な動向

調査および研究進捗・成果についての有識者からの助言等を得るために、平成２８

年度から平成 32 年度までの調査研究期間中に 2～3 回程度の国際ワークショップ

（またはシンポジウム）を開催する。また、必要に応じて諸外国の研究機関・研究

者等に対するインタビュー調査や関係文書のレビュー（翻訳・概要抽出等）を実施

する。また、調査結果の一部については広く公開し、国内外における関連研究活動

等の促進に貢献する。 
平成２８年度には、ICNIRP と共同で International Joint Workshop を開催した。

同ワークショップでは、ICNIRP 関係者から高周波ガイドラインの根拠や改定状況

について発表が行われるとともに、NICT 関係者の研究成果について発表を行い（別

紙ワークショッププログラムを参照）、有益な助言等を得ることができた。 
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