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第 1 章 ⽇常環境における中間周波等のばく露の実態調査

Ａ．研究⽬的
健康影響に関する疫学研究において、ばく露評価はきわめて重要である。⾝の回りには
さまざまな電磁界の発⽣源があり、また機器から発⽣する電磁界も、技術の変化ととも
に、⼤きく変化している。また、使⽤条件によっても、ばく露量は⼤きく変化する。こ
のため、疾病との関連が電磁界ばく露によるものであるかどうかを論じるためには、対
象機器からのばく露及びその他の発⽣源からのばく露について⼗分な検討を⾏う必要
がある。⼀⽅、⼤規模な疫学調査においては、ばく露評価をすべて実測で⾏うことは、
困難であり、何らかの⼤体指標を⽤いて、ばく露量を推定するのが現実的である。そこ
で、本研究においては、IH クッキングヒーターを中⼼とした、⽇常における中間周波
発⽣機器の使⽤状況などを調査して、それらを⽤いた質問票を開発し、ばく露の推定値
を得ることを⽬標とする。最終的な⽬標は、⽇常環境における⼈体への中間周波ばく露
の実態を把握することである。本年度は、環境ばく露計を⽤いた中間周波の実測値と、
開発した質問票から推定される中間周波ばく露状況の⽐較検討を⾏い、その質問票調査
の妥当性を検証することを⽬的とした。

Ｂ．研究⽅法
①中間周波ばく露の実測
本年度購⼊した、中間周波帯域の、電界・磁界測定機器、ELT-400 および EHP-50F を
⽤いて、⼀般⽣活環境中および職域環境（⼀般道路・公園・海岸・港湾・公共交通機関・
病院・厨房施設・⼯場など）の中間周波ばく露状況について、測定を実施した。

研究要旨
⽇常環境における⼈体への中間周波ばく露の実態を把握するために、本研究では、 
IH クッキングヒーターを中⼼とした、⽇常における中間周波発⽣機器の使⽤状況な
どを調査して、それらを⽤いた質問票を開発し、ばく露の推定値を得ることを⽬的と
した。本年度は、⼀般⽣活環境中および職域環境において、中間周波の実測を開始し
た。また、質問票開発のためのアンケート調査および家庭での中間周波ばく露の実測
調査の設計を⾏うために、予備調査を実施した。現在までの測定では、⼀般⽣活環境
中および職域環境での、中間周波のばく露強度は⾮常に低いと考えられたが、⼀部の
盗難防⽌装置からは、やや⾼いばく露を受ける可能性が⽰された。 

（以下、三重大学　受託分）



特に、⽇常⽣活・家庭での使⽤頻度が⾼いと思われる卓上 IH クッキングヒーターお
よび IH 炊飯器については、調理器からの距離や調理⽅法・調理時間など様々な条件に
よって、ばく露が変動するかどうかを実測した。IH クッキングヒーター⼆種類(⼀⼝型
タイプ 700W、⼆⼝型タイプ 1400W)を計測した。⼤⼩⼆つのコンロをもつ⼆⼝型の電
磁調理器に関しては、図６に⽰すように 1 ⼝がけ時と 2 ⼝がけ時に分けて計測を⾏い、
プローブの位置は１⼝がけ時ではコンロの中⼼で⾏い、２⼝がけ時は調理器本体の中⼼
で⾏った。炊飯器は、出力が異なる IH 炊飯器⼆台(700W、1400W)に対して、机上 IH 釜
を採⽤している炊飯器で⽶１合をデフォルト設定で炊飯し、炊き上がるまでの磁界を計
測した。距離は、正⾯から 0cm、10cm、20cm、30cm で計測をおこなった。

職域環境では、従業員が⽐較的⻑い時間滞在する箇所にセンサを設置した。滞在時間
が⻑くなくとも、⼤型機器のパネル操作など測定対象機器の直前における作業を想定し
た場合、機器側⾯から 20cm 離れた場所に設置した。また、⾼さは妊婦の腹部位置を想
定して 100cm とした。
②中間周波発⽣機器の使⽤状況
IH クッキングヒーターなどの使⽤状況については、2014 年全国消費実態調査などの統
計情報や三重県内での予備調査により把握した。予備調査は、質問票開発のためのアン
ケート調査および家庭での中間周波ばく露の実測調査に協⼒してくれる⼈数を推測し、
調査設計を⾏うために、WEB 調査業者に委託し無記名で、三重県内の 20〜54 歳の⼥
性 482 名について実施した。

Ｃ．研究結果
①中間周波ばく露の実測
１．産業機器の計測

県内で協⼒の得られた⼯場、および病院厨房に存在する産業機器に対して計測を⾏っ
た。ここでは EHP50 で測定した値のなかで、最も強い磁界スペクトルとその周波数を
ピーク磁界と表記する。例として厨房 IH クッキングヒーター(3kW)の発⽣磁界スペク
トルを⽰す(図１)。また、各々の結果を表１に⽰す。太字のものは中間周波数帯に属す
る磁界を発⽣していることを⽰す。計測した産業⽤機器のなかで、発⽣磁界が中間周波
数帯に属するものは IH クッキングヒーター2 種類と盗難防⽌ゲートであった。スポッ
ト溶接機に関しては作業従事者から約 1m 離れた場合であっても 325μT を記録し作業
員の前では更に⾼い磁界が分布していることが予測されるが、主な周波数成分は商⽤周
波数帯(Power Frequency)であり中間周波数帯では著しく⾼い磁界は観測されなかった。 
中間周波帯域の発⽣を⽰した機器の、特徴を以下に⽰す。
・病院厨房電磁調理器

IH クッキングヒーターはコイル交流電流を流し、電磁誘導によって⾦属を⾃⼰発熱



させることで加熱を⾏う器具である。今回計測した IH クッキングヒーターは病院の厨
房に設置された業務⽤の電磁調理器であり、最⼤出⼒は 3kW、5kW と⼀般家庭⽤の卓
上電磁調理器よりも⾼出⼒である。図２に発⽣磁界スペクトルの時間変化を⽰す。
・盗難防⽌ゲート

書店、CD ショップや、図書館に設置されている、不正持出しを知らせるゲートであ
る。本に貼付された磁化された特殊なテープがゲート内を通過すると、発⽣磁界の波形
の変化から不正な持ち出しを検知する。図 3 に発⽣磁界スペクトルの時間変化を⽰す。 
２．屋外⼀般環境における計測

EHP50 で測定した値のなかで、最も強い磁界スペクトルとその周波数をピーク磁界
と表記する。例として三重県南部港湾の発⽣磁界スペクトルを⽰す（図 4）。また、各々
の箇所の結果を表 2 に⽰す。

船舶の充電設備がある箇所を除き、南北港湾、⼤学構内、内地に⼤きな差はみられな
かった。また、どの地点においても 380〜390kHz に⽐較的⼤きな値がみられたが、著
しく強い磁界強度でない。

屋外環境における磁界スペクトルの時間変化を⽰す（図５）。
３．家庭内誘導加熱機器製品の計測

表 3 に IH クッキングヒーターおよび炊飯器のピーク磁界強度とその周波数を⽰す。
いずれも中間周波数帯の磁界を発⽣していた。また、この表における値は、距離 0cm に
おける最⼤出⼒時の値である

IH クッキングヒーターは、両機とも周波数帯は 20〜30kHz であった。また、両機と
も、保温のような低出⼒時は、断続的に誘導加熱をオン・オフさせることで、出⼒調整
を⾏っていた。図７は、⼀⼝型タイプの電磁調理器において、７段階⽕⼒のうち、１段
階と３段階で磁界の変化を記録したものである。また、両機とも調理器からの距離によ
って磁界強度は指数関数的な減衰をみせることがわかった。図 8 に IH クッキングヒー
ターからの距離による磁界強度の変化を⽰す。

IH 炊飯器の加熱パターン(誘導加熱の ON-OFF)は機種によって異なった（図 9）。両
者とも蒸らしの時間、保温の時間は殆ど強磁界を発⽣させていない。また、発⽣させて
いる磁界の周波数帯は両者とも⼤差なかった（図１０）。調理器からの距離による減衰
も機種による違いが明らかであった(図１１)。

②中間周波発⽣機器の使⽤状況
2014 年全国消費実態調査から、IH クッキングヒーターの、地域別 1000 世帯当たり

の普及率を総世帯で⾒ると、三重県の普及率は 23.2％であり、全国平均の 20.7％より
は⾼い値を⽰していた。WEB 調査の結果では、IH クッキングヒーター保有率は、調査
対象者全体では 39.2％(189 ⼈)と⾼い値を⽰した。年代別に⾒ると、20 代、30 代で保



有率が⾼く、50 代は低い値を⽰した（図１２）。三重県内を北勢、伊賀、中勢、南勢、
東紀州の 5 つの地域に分けて、保有率を⽐較したところ、南勢で 32.7％やや低い値を
⽰した。東紀州は、対象者が 6 名と少なく、保有者はいなかった（図１３）。IH クッキ
ングヒーター保有者に、合計使⽤時間を聞いたところ、平均 67 分であり、年代別では、
20 代の使⽤時間やや短かった（図１４）。⾃宅以外での IH クッキングヒーター使⽤者
は、53 名で、IH クッキングヒーター保有者の 15％、⾮保有者の 8％であった。⾃宅以
外では、職場（13 名）や実家（16 名）という回答が多くみられた。中間周波の家庭で
の環境測定調査への協⼒の可否を聞いたところ、4％が参加したい、16％⽇程が合えば
参加したいと回答した。

Ｄ．考察
①中間周波ばく露の実測
１．産業機器の計測

電磁調理器では 20〜30kHz 付近でピークを観測し、⽕⼒（出⼒）を上げるほど、周
波数は低くなる傾向がみられた。これは出⼒に対して調理器内部インバーターのスイッ
チング損失や表⽪効果によるコイルの発熱の懸念から、⾼出⼒の場合は周波数を下げる
設計がなされていると考えられる。

ペースメーカー装着者に注意喚起がなされている盗難防⽌ゲートに関しては、不正な
持ち出し検出に磁界パルス波形の変化を⽤いるため出⼒は常に⼀定になるよう設計さ
れていると考えられる。
２．屋外⼀般環境における計測

屋外フィールドでは中間周波数帯において著しく⼤きい磁界が観測されない理由と
して、強磁界を発⽣させるような⼤電流を必要とする施設・設備が存在しなかったこと
が考えられる。また、周波数帯に関して、送電系統は主に商⽤周波数(50/60Hz)であり、
携帯電話基地局で扱う電磁波周波数に関しては 700〜900MHz もしくは 1.5〜2.5GHz
と中間周波数帯より離れた周波数帯である。

380〜390kHz 付近に⽐較的⼤きな値が観測された点に関しては、電⼒線上において
450kHz 以下の周波数で通信を⾏う低速 PLC（Power Line Communication）による影
響ではないかと考えられ、三重県を管轄する電⼒会社もスマートメーターの通信に低速
PLC を採⽤している。
３．家庭内誘導加熱機器製品の計測

IH クッキングヒーターのピーク磁界に関しては距離が離れるにつれ指数関数的に減
衰する。そのため家庭内⽇常⽣活における中間周波数帯の磁界曝露を評価するにあたり、
電磁調理器が設置されている調理台に密着している時間に注⽬し、調理台から適度に離
れている間の磁界曝露は無いと考えるべきであることが⽰唆された。



 また、IH 炊飯器では、出⼒の⼩さい 700W の⽅が、瞬間的に発⽣磁界が多いという
結果について、機器本体の磁気シールド性能の違いが考えられる。これらの結果よりメ
ーカーによって⽕⼒調整の⽅法が異なるうえ、炊飯過程によって出⼒が全く異なる為、
質問票による磁界曝露の評価は困難であることが⽰唆された。 
 
②中間周波発⽣機器の使⽤状況 
 今回の調査は、あくまでも、本調査の計画作成のための予備的な調査であり、三重県
全体や各地域の傾向を⽰すものではないと考える。しかしながら、2015 年国税調査か
ら、三重県の市区町村別の 20〜54 歳⼥⼦の⼈⼝構成をみると、20 代：30 代：40 代：
50〜54 歳の割合と、今回の参加者の割合をみると、図１５のようになり、参加者は 20
代がやや少なく 30 代が多かったが、⼤きな偏りはみられなかった。三重県内 5 地区の
⽐は、おおよそ、北勢：中勢：南勢：伊賀：東紀州が 16：9：4：3：1 であり、今回の
対象者は東紀州在住者が少なかったが、⼤きく分布から外れているということはなかっ
た。したがって、今後の、質問票開発のための使⽤状況の本調査の設計には、⼗分役⽴
つデータであると考えられた。IH クッキンングヒーターの保有率は、全国消費実態調
査の普及率よりはかなり⾼く、参加者はこのような調査に興味がある⼥性であるため、
⾼頻度になったのではないかと考えられる。同様に、家庭での環境測定調査への協⼒の
可否も、参加したい、⽇程が合えば参加したいを合計すると、20％となり、こちらも参
加者の興味の⾼さを⽰唆していると考えられた。 
 
 本年度は、COI(利益相反)委員会および研究倫理委員会の承認が間に合わず、質問票
開発のための、中間周波発⽣機器に関する詳しいアンケート調査、および、協⼒者を募
っての、家庭での中間周波の環境測定調査の実施は、達成できなかった。 
 今回の、⼀般環境測定の結果や、予備アンケート調査の結果を踏まえて、詳細な本ア
ンケート調査や家庭環境測定調査の実施計画はすでに作成済みであるので、来年度は、
倫理審査の承認が下り次第、中間周波発⽣機器使⽤状況調査、各家庭での中間周波の実
測調査を実施し、それに基づいて、中間周波ばく露を推定できる質問票の開発およびそ
の妥当性検証を⾏う予定である。 
 
Ｅ．結論 
 現在までの測定では、⼀般⽣活環境中および職域環境（⼀般道路・公園・海岸・港湾・
公共交通機関・病院・厨房施設・⼯場など）の中間周波ばく露状況について、測定を実
施したところ、ほとんどの状況で、中間周波の発⽣は⾮常に低いと考えられた。ただし、
盗難防⽌装置で中間周波を⽤いたタイプについては、ゲートの中央においては、⽐較的
強いばく露を受ける可能性が⽰された。IH クッキングヒーターおよび IH 炊飯器につ



いては、調理器に接触するような近さでは、使⽤していない時よりも、わずかながら、
強いばく露があると推定されたが、調理器より 20cm 程度離れれば、使⽤していない時
とほぼ同じ、低いばく露強度となった。 
 中間周波ばく露を推定するための質問票を開発するにあたり、調査設計のための予備
調査を実施したところ、調査参加者においては、IH クッキングヒーターの保有率は⾼
く、今後の詳細なアンケート調査や家庭での環境測定調査にも、⼗分な協⼒が得られる
と考えられた。 
 
Ｆ．健康危険情報 
なし 
 
Ｇ．研究発表 
1.  論⽂発表 
なし 
2.  学会発表 
なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 
1. 特許取得 
 なし 
 

  



 
 表１ 産業機器のピーク磁界強度とその周波数 
  ピーク磁界[μT] @周波数 

厨房 IH クッキングヒーター(3kW) 0.96 @26.3kHz 

厨房 IH クッキングヒーター(5kW) 1.07 @24.4kHz 

スポット溶接機* 325.9 @60Hz 

TIG 溶接機 1.84 @170.9Hz 

盗難防止ゲート 62.4 @366Hz 

ディーゼルエンエンジン発電機 0.74 @11Hz 

金属プレス機 0.1936 @60Hz 

シーラー調理器 5.08 @60Hz 

真空調理機 1.14 @60Hz 

* 従業員の業務に⽀障が出ないよう，作業員から 1m 離れた位置にセンサを設置 
 
 表２ 屋外⼀般環境のピーク磁界強度とその周波数 
  ピーク磁界強度[μT] @周波数 

南部港湾 0.0123 @395.5kHz 

南部港湾(船舶用充電機付近) 0.1546 @60Hz 

南部市民体育館 0.0127@395.5kHz 

北部港湾付近公園 0.0117 @374.0kHz 

三重大学内廊下 0.0122 @380.9kHz 

南部平地県道（携帯基地局付近） 0.0150 @379.8kHz 

 
 表３ 誘導加熱家電のピーク磁界強度およびその周波数 

 
  

  ピーク磁界[μT] @周波数 

IH クッキングヒーター(一口型最大出力) 6.9152 @23.44kHz 

IH クッキングヒーター(二口型 1 口最大出力) 10.19 @23.44kHz 

IH クッキングヒーター(二口型 2 口がけ最大出力) 5.2862 @28.32kHz 

IH 炊飯器(700W) 36.78 @27.34kHz 

IH 炊飯器(1400W) 7.5858 @34.18kHz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 厨房内電磁調理器の発⽣磁界スペクトル 
主たる成分は 26.3kHz において 0.96μT の値で存在していることがわかる．ここでは
ピーク磁界と表記する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ IH 調理器(5kW)のスペクトルの時間変化 
縦軸は周波数を⽰し、横軸は計測当時の時刻を⽰す。カラーバーは磁界強度を⽰して
おり対数表⽰となっている。計測中に 10 段階ある⽕⼒を 2 段階ずつ下げている。
3kW の調理器と同じく⽕⼒が強い(出⼒が⼤きい)ほど発⽣磁界の強度は強くなる。ま
た、出⼒が⼤きいほど周波数は⼩さくなるが、中間周波数帯を逸脱する変化ではな
い。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３ 盗難防⽌ゲートのスペクトルの時間変化 
縦軸は周波数を⽰し、横軸は計測当時の時刻を⽰す。カラーバーは磁界強度を⽰して
おり対数表⽰となっている。発⽣磁界の主な成分は 366Hz で出⼒は⼀定であった。⼈
が通過した場合も出⼒に変化はなかった。 また、ゲート内 150cm で最も⾼い磁界強
度となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 三重県南部港湾の磁界スペクトル 
どの周波数帯においても 0.1μT を超える磁界は存在しなかった．350〜400kHz の帯
域にピークが存在する。 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 屋外環境における磁界スペクトルの時間変化 
北部、南部、学内問わず特徴的な変化は観測されなかった。いずれも 350〜400kHz の
帯域に⽐較的⼤きい値をとる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ ⼆⼝型電磁調理器計測時のプローブ位置 
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図７ 低出⼒時における IH クッキングヒーターの磁界の変化 
値は実効値である。７段階中１段階(保温)時は断続的に加熱を⾏うことで、低出⼒を
実現している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8  IH クッキングヒーターからの距離による磁界強度の変化 
値は実効値である。両機とも最⼤出⼒で加熱を⾏っている。⼆⼝型タイプの調理器は
２⼝がけを⾏ったときの値である。両機とも距離が離れるごとに磁界強度は指数関数
的に減衰する。 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

(a) 700W 

 
 
 
 
 
 
 

(b)1400W 

 
図９ IH 炊飯器の発⽣磁界(実効値) 
⽣⽶投⼊後から炊飯完了まで ELT400 で計測した磁界である。IH ヒーターの ON 時
間は出⼒の⼩さい 700W のほうが⻑かった。当然ながら、⽶が炊けるまでの時間は
1400W のほうが短い。両機とも蒸らし時間は加熱しないためか、後半は著しく強い磁
界は発⽣していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 700W 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 1400W 

 
図１０ IH 炊飯器の発⽣磁界スペクトルの時間変化（正⾯距離 20cm） 
700W、1400W 両機とも発⽣周波数帯は⼤差なかった。また、両機とも炊飯課程で発⽣
磁界の周波数帯が変化することはなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１１ IH 炊飯器の距離によるピーク磁界強度の変化 
0〜10cm の距離において瞬間的な発⽣磁界のピーク値は 700W の IH 炊飯器のほうが
⾼かった。減衰勾配は 700W のほうがきつく、1400W の⽅は距離による磁界の変化は
⼩さかった。 

  



 

 
 
図 1２ 年代別 IH クッキングヒーター保有率 
 

 
 
図１３ 地区別 IH クッキングヒーター保有率 

  



 

 
 
図１４ 年代別 IH クッキングヒーター平均使⽤時間 
 
 

 
 
図１５ 三重県全体と予備調査参加者の年代⽐率 
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I  要 旨 

（１）測定対象とする中間周波電磁界の整理 (研究項目 1-1) 

中間周波帯を利用する機器から発生する電磁界は、正弦波ではなく、さまざまであるこ

とから、対象機器に固有の波形についての情報を整理し、非正弦波に対するばく露評価の

評価量に関する方針を明確にすることが目標である。 

本項目に関して、文献を精査し、対象とすべき発生源の整理を行った。また、実測も踏

まえて、IH 調理器は商用周波と中間周波の磁界が重畳しており、これらを適切に分離して

評価することが必要なこと、図書館等に設置されている EAS 装置からは超低周波（200Hz 等）

の非常に強い磁界が発生するもの、中間周波帯のパルス状の磁界が間欠的に発生するもの

など、外見からは判断の困難な多様な波形を生じることなど、対象機器に固有の情報の整

理を行った。これらの多様な波形に対応できるように、ばく露計の開発（研究項目１－２）

に反映した。 

 

（２）ばく露計の開発（研究項目 1－2）  

項目 2-1 においてばく露状況の長期モニタリング調査を行うためには、適切な仕様のば

く露計が必要である。本研究では、携行型の個人ばく露計①と定点測定用のばく露計②を

開発することが目標である。 

本項目に関して、携行型個人ばく露計については、特注品によって必要な機能を備える

べく開発の準備を行ってきたところ、スイスの Fields at Work 社より、中間周波及び超低

周波領域用の ExpoM-ELF が発売された。この機材は、わが国でも使用実績があり、欧州の

GERoNiMO プロジェクトでも使用された高周波電磁界用の個人ばく露計 ExpoM-RF の中間周

波版であり、軽量性、長時間記録性能、GPS による位置情報記録など、特注品で現在まで

に目処の立っていない優れた機能を有している。この製品の導入により、別の面で必要な

機能を有する特注品、及び新たに調達することにした定点測定用磁界計及びデータロガー

を合わせて、必要とされる各種の測定機能を満たすばく露計の開発、調達の課題は解決さ

れた。 

 

（３）中間周波帯ドシメトリ手法の確立（研究項目 1－3）  

中間周波帯ドシメトリについては、これまでは主に対象としていた正弦波だけでなく、

非正弦波電磁界のばく露も考慮した手法の開発を行うことが目標である。 

本項目に関して、準静的近似による中間周波帯ドシメトリの技術的な側面については、

既に本研究グループは多くの経験を有しており、実質的には開発済みであった。これをシ

ステムとして実装するための数値解析用サーバを調達し、計算システムとしての運用の準

備を進めた。システムの本格的な実装とチューニングは、当初の予定通り次年度の予定で

ある。 
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（４）電磁界ばく露の長期モニタリング手法の開発（研究項目 1－4）  

研究期間内で長期モニタリングを実施するためには、そのための手法を早期に開発する

必要がある。初年度である 29 年度は、手法についての見通しを示すことが目標である。 

この項目に対し、携行型個人ばく露計及び定点測定用磁界計の調達ができたことで、見

通しは得られた。 

 

（５）国際的なリスク評価への貢献（研究項目 2-2）  

国際的なリスク評価への貢献は、欧州の GERoNiMO の Work Package 6（WP6）で行われて

いる中間周波帯電磁界のばく露評価研究とできる限り連動しつつ行われる必要がある。欧

州のプロジェクトが先行して行われていることから、初年度から取り組むことを目標とし

た。 

本項目について、GERoNiMO の研究調整会議に参加し、意見交換を行うことで目標はほぼ

達成した。しかし、GERoNiMO プロジェクトに対する欧州連合からの資金提供が 2018 年末

に終了することになっており、後継のプロジェクトについては、現時点では未定であるこ

とから、次年度以降に向けての国際共同研究については、どこまで継続が可能であるか不

透明である。国際共同研究として、日本と韓国の 2 国間の共同研究の枠組みは、あるので、

これを継続する。また、これまでの国際共同研究の枠組みで作られた研究者間のネットワ

ークは引き続き活用できるので、国際的なリスク評価への貢献は引き続き行えると考えて

いる。 

 

（６）中間周波の健康影響に関する疫学研究（検討課題ア）への寄与（研究項目 3）  

本研究では、疫学研究グループとの密接な協力のもとで、ばく露評価を実施することが

重要な使命である。このため、工学的な上記検討課題を踏まえて、疫学研究への寄与を初

年度から研究期間を通して継続的に行うことを目標とした。 

三重大学、東京女子医大との打合せ会議を計８回開催し、連携を進めた。 

 

（７）人体防護ガイドラインの妥当性評価と標準化への寄与（研究項目 4）  

本研究の最終目標に位置づけられるものであり、次年度以降に実施することを目標とし

ているが、29 年度においてもできる範囲で準備を進めた。  

人体防護ガイドラインについては、総務省の委員会等への参加、寄与を通して状況の理

解を深めている。また、GLORE 会議への出席、海外の研究者との意見交換などを通して、今

後に向けての準備は進めた。 
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II  研究目的 

本研究課題「中間周波に係る疫学調査及びばく露量モニタリング調査」では、以下の検討課

題を通して、電波防護指針の基準値の妥当性及び指針改訂の必要性等について検証を行うこと、

また、わが国の電波防護指針及びこれと同等の国際非電離放射線防護委員会（ ICNIRP）が策定

した国際的ガイドラインが、中間周波電磁界への人体ばく露に対する人体防護において適性で

あり、日常環境での人体ばく露がガイドラインに対して整合していることを確認することを目

的とする。  

全体研究は次の３つの検討課題からなる。  

  

ア  中間周波の健康影響に関する疫学研究  

誘導加熱（IH）調理器  や無線電力伝送（  WPT） 等の機器についてコホート研究を行い、

中間周波の健康影響に関する総合的なリスク評価を行う。  

イ  日常環境における中間周波等のばく露の実態調査  

国際的なリスク評価に貢献するため、日常環境における中間周波等のばく露状況について、

研究期間内で実施可能な範囲の長期でのモニタリング調査を行う。  

ウ  ばく露評価手法、評価装置及びモニタリング手法の開発  

生体影響を評価するためのドシメトリ手法を確立するとともに、実際に測定・評価を行う

ための評価装置を開発する。また、日常環境における中間周波等の電磁界ばく露量  の長期

的なモニタリングを行うための手法を開発する。  

 

本研究は三重大学医学部及び東京女子医科大学医学部と首都大学東京の共同研究であり、首

都大学東京は、全体計画のうち、ばく露評価に関する工学的な分野を担当する。疫学研究にお

いて、ばく露評価はきわめて重要である。疫学研究では、対象となる電波発生源（例えば誘導

加熱調理器、携帯電話端末など）の使用の有無、累積使用時間などをばく露の指標として、電

磁界ばく露と疾病の関連を評価し、電磁界による影響が論じられる。しかし、身の回りにはさ

まざまな電磁界の発生源があり、また機器から発生する電磁界も、技術の変化とともに、大き

く変化している。また、使用条件によっても、ばく露量は大きく変化する。このため、疾病と

の関連が電磁界ばく露によるものであるかどうかを論じるためには、対象機器からのばく露及

びその他の発生源からのばく露について十分な検討を行う必要がある。工学の観点からの本研

究の目的は、疫学研究で必要とされる電磁界ばく露を客観的に把握し、工学的な立場から定量

的に評価することである。  

 

首都大学東京で行う研究は次の４つの項目からなる。  

１． ばく露評価手法、評価装置及びモニタリング手法の開発（検討課題ウ）  

1-1 測定対象とする中間周波等の電磁界の整理  
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1-2 ばく露計の開発  

1-3 中間周波帯ドシメトリ手法の確立  

1-4 電磁界ばく露の長期モニタリング手法の開発  

２．日常環境における中間周波等のばく露の実態調査（検討課題イ）  

2-1 日常環境における中間周波等のばく露状況の長期モニタリング調査  

2-2 国際的なリスク評価への貢献  

３．中間周波の健康影響に関する疫学研究（検討課題ア）への寄与  

４．中間周波電磁界の評価手法の開発を通した人体防護ガイドラインの妥当性評価と標準化へ

の寄与  

  

本研究の具体的な目標は以下の通りである。  

 項目１は検討課題ウに関するもので、日常生活における人体周辺の中間周波帯電磁界を、長

時間にわたり測定・記録するための評価装置として、①携行して人体周辺の電磁界を測定でき

る携帯型の個人ばく露計、及び②定点で長時間にわたり電磁界強度を記録できる電磁界記録計

をそれぞれ開発する。また、中間周波帯電磁界による生体影響を評価するためのドシメトリ手

法として、人体周辺の電磁界分布が与えられたときの、人体内の誘導量（誘導電界及び誘導電

流密度）の解析を、高度な解剖学的数値人体モデルを用いて、高速に数値解析できる手法を確

立する。また、開発した個人ばく露計及び電磁界記録計を用い、中間周波帯の電磁界ばく露を

モニタリングする手法を開発する。  

 項目２は検討課題イに関するもので、上記で開発した手法を用いたモデルケースとして、日

常環境における人体ばく露の実態調査を研究期間内で長期にわたり行う。また、このモデルケ

ースに基づき、今後の人体ばく露に関する中間周波帯及び他の周波数帯の電波環境に関する長

期モニタリングのための手法を示す。また、共同研究機関との連携のもとで、国際的なリスク

評価に貢献を図る。  

 項目３は検討課題アに関するもので、本検討で得られた成果を、疫学を担当する共同研究機

関が実施する疫学研究のためのばく露評価として適用し、中間周波の健康影響に関する総合的

なリスク評価に寄与するものである。  

さらに、項目４として、中間周波帯電磁界ばく露の評価方法に関する成果を通して、中間周

波帯における人体ばく露ガイドラインの妥当性を工学的な立場から検証し、評価方法の国際標

準化に寄与する。これらを通して、国際的なリスク評価に貢献する。長期モニタリング手法に

関する成果については、日常生活環境におけるさまざまな電磁界ばく露がどのように年次推移

しているかを示すデータを蓄積するモデルケースとして、今後の長期モニタリングの在り方を

示す。  
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III 研究方法および結果 

１．ばく露評価手法、評価装置及びモニタリング手法の開発（検討課題ウ）  

1-1 測定対象とする中間周波等の電磁界の整理  

1-1-1 中間周波電磁界発生源の測定評価研究  

これまでに健康影響・生体影響研究に関連して実施された中間周波（IF）電磁界の発生源調

査は限られている。IF 領域を含む大規模調査としては、例えば EU の研究枠組みプログラム

EFHRAN1で実施された ELF および RF の電磁界測定キャンペーンのような国際共同測定調査

もある [1, 2]。しかし、IF 電磁界に焦点を当てた綿密な調査は少ないことが、EU の  SCENIHR2

による報告で指摘されている。  

SCENIHR2009 報告書[3]は、「ELF、RF に比し、IF においてはリスク評価に必要なエビデ

ンスは非常に少数で不十分である。（中略）IF の現在のばく露限度値は、ELF および RF への

短期ばく露の既知の影響からの外挿に基づいているが、このようなばく露限度値の妥当性を判

断するために、IF のばく露特性記述が必要である」と述べた。それに続く SCENIHR2015 報

告書[4]では、前回報告書で推奨した疫学研究が一件も公表されていないなど研究進捗の乏しさ

を指摘し、「新規疫学研究の前提条件として、十分なばく露をもつ合理的規模の職業集団の同定、

およびばく露の十分な特性記述」の必要性について再び強調している。  

SCENIHR2015 報告書 [4]でレビューされた IF 電磁界発生源は、（１）セキュリティ装置、

（２）産業用誘導加熱装置、（３）太陽光発電装置、（４）交通機関、（５） IH 調理器である。

これらの発生源の特徴および発生レベルの報告例を要約するとともに、2015 年以降の文献情

報を追加して以下にまとめる。なお、SCENIRHR 報告書には含まれなかったが、（６）非接触

電力伝送装置を加えた。  

（１） セキュリティ装置  

盗難防止、接近防止などセキュリティ関連の装置は、店舗、図書館、空港、居住区域で利用

が増加している。技術によって異なる周波数が用いられている。100kHz 以下のものの他に、

RFID は 120-154kHz を利用したものがある。  

電子商品監視システム（Electronic Article Surveillance (EAS) systems）は、連続的な掃引

周波数および検出器のパルス周波数とも、通常 MHz 帯で動作する。一回の通過によるばく露

はガイドライン遵守の上で問題とはならないが、装置の近くに常在する職業者については遵守

の確認を要する。EAS ゲートの磁界測定報告は数が少ない。電磁システム  (10 Hz－20 kHz)、

音響磁界システム  (20 －  135 kHz)、無線周波システム (1 －  20 MHz) の 3 方式がある。  

                                                   
1 DG Sante 助成の欧州共同アクション・第 7 次研究枠組みプログラムである European 

Health Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields Exposure（電磁界ばく露に関

する欧州健康リスク評価ネットワーク） , 2008-2013 年 . 
2 SCENIHR: Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks（新興

及び新規に同定される健康リスクに関する科学委員会）：新興のまたは新たに同定された健

康・環境リスクについて科学的見地から評価を行い、欧州委員会に提言を行う機関。電磁界に

ついても、定期的に健康リスク評価の結果を報告している。  
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Trulsson et al. (2007) はスウェーデンの店舗において 11 台の EAS の周辺磁界を測定し、

最大値として、電磁システムで 536 A/m (673 μT)、音響磁界システムで 118 A/m (148 μT) と

いう、ICNIRP ガイドライン (1998; 2004)[5, 6]の公衆ばく露参考レベルを超過する値を報告し

た [7]。  

Joseph et al. (2012) も同様に、６台の EAS 周辺で測定を行い、電磁システムで 13.8 倍、音

響磁界システムで 1.8 倍の参考レベルを上回る値を報告した。また３方式の実効値での最大値

として、それぞれ 148 A/m (186 μT)、42.4 A/m (53.3 μT)、0.14 A/m を報告した [8]。  

（２） 産業用誘導加熱装置  

金属の溶解や加工に用いられる誘導炉および誘導加熱装置からのばく露は高い。1－10 kHz

装置から１m の距離で 0.03－0.5 mT、10 cm の距離で 5 mT に達する。ちなみに ICNIRP ガ

イドライン (2010)の公衆ばく露参考レベル（3 kHz －  10 MHz で 27 μT）を超過する。   

最大 1 kA の電流を用いるアーク溶接装置の溶接ケーブルおよび給電部の表面での ELF 帯の

磁束密度は 1－2 mT である。インバータ制御による 10－500Hz の中間周波パルス溶接などが

ある。  

（３） 太陽光発電装置  

 DC 太陽光発電モジュールの大規模設備についての磁界測定は米国で比較的早く実施され

（Jennings et al., 1993）、変圧器およびインバータの直近での最大値は 60 Hz で 18.3μT、広

帯域(40 －  800 Hz)では 27.4μT であった[9]。AC 太陽光発電モジュールの場合、インバータ

装置表面から 2.5 cm 以内では、この周波数範囲で 0.2 mT を上回る値が報告された  (Jennings 

et al., 1997)[10]。住宅屋根設置型モジュールの構成装置からの発生磁界の報告は数が少ない。 

（４） 交通機関  

 電車のモータから発生する ELF 磁界の運転士の位置でのレベルは瞬時値で数 μT－10 μT、

就労日の平均値で 2－15 μT と比較的高いという報告（Nordenson et al. (2001）[11] がある一

方、イタリアの報告では、平均ばく露レベルは 1－2 μT であった [12]。  

 スウェーデン放射線安全庁（Swedish Radiation Safety Agency）は、交通機関からの低周波

磁界についての大規模で包括的な報告を公表した（Anger, 2010） [13]。それによれば、バス、

自動車、長距離および近距離電車、トラム、地下鉄、船舶、航空機の客室内における電磁界測

定を実施したが、全ての測定値は公衆のばく露限度値を十分に下回った。最大レベルは電車内

にて見られ、電車および車両のタイプによって 2－27 μT に範囲にあった。唯一の例であるが、

近距離電車で最大 80 μT が測定された。  

 スチールタイヤから発生する磁界の車両内測定を Vedholm and Hamnerius (1997)が初めて

報告した [14]。タイヤ内の磁化されたスチールワイヤが原因となりタイヤ回転時に通常 20 Hz

以下の ELF 磁界が発生する。基本周波数はタイヤの回転速度で決まり、波形は高調波成分を含

む正弦波で、磁界強度はシート位置で 2.0 μT を上回ることもある。  

 Tell et al. (2012)は、電気自動車（7 台）とガソリン駆動車（4 台）の車両内磁界を測定した。

幾何平均±標準偏差はそれぞれ、0.095±2.66 μT、0.051±2.11 μT であった [15]。  

（５） IH 調理器  
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家庭用および業務用の誘導加熱調理器（IH 調理器および IH 炊飯器）は、主として IF 領域

の 20 kHz から 100 kHz までの磁界を発生させ、電磁誘導により専用鍋の金属部分に渦電流を

生じさせて発熱させ、鍋の中の食材を加熱する。IH 調理器周辺の磁界は、電源周波数に由来す

る磁界と加熱用コイル由来の 20 kHz から 100 kHz までの磁界が重畳した複雑な波形となる。

また、出力は、典型的には 0.5 Hz の ON-OFF パルス変調で制御されることが多い。  

家電製品の磁界測定法に関する規格（EN 62233）では、コイルゾーンより十分に大きな径の

鍋をコイルゾーンの中心に置いた場合に、コイルゾーンの端から 30cm の位置（調理者）で

ICNIRP ガイドライン (1998)の公衆ばく露参考レベル（3－150 kHz で 6.25 μT）を満たすこと

が定められている [16]。  

しかし、調理器の傍に妊婦、子供および身長の低い人が立つ状況では、この距離を保つこと

が常に可能ではない。そのため、Christ et al.(2012)は、より近い距離での測定を実施し、調理

キャビネット前面での磁界が ICNIRP ガイドライン (1998)の職業ばく露参考レベル（20 kHz

で 30.7 μT）を上回る可能性を示した [17]。また構造の異なる 3 タイプの IH 調理器について詳

細な測定を実施した技術報告書も公表されている [18]。  

（６）非接触電力伝送装置  

 非接触電力伝送（WPT）には、RF 方式、磁界結合方式、電界結合方式などいくつかの伝送

方式があり、用途も様々である。電気自動車充電用 WPT 装置は特に出力が大きく、送受信コ

イルの空隙から周囲への漏洩磁界に関心がもたれている。この用途には、100kHz 以下（85 kHz

など）の周波数での電磁誘導方式の採用が多い。このような実機周辺の電磁界および磁界によ

る体内誘導電界の評価研究によれば、周辺の磁界が参考レベルを超過しても、基本制限を超え

ないことが示された [19]。また伝送コイルのタイプを変えた場合のシミュレーション研究で、

漏洩磁界が参考レベルを超過しないことも示された [20]。  

 

なお、国際共同研究 GERoNiMO の Work Package 6（WP6）で行われている中間周波帯電

磁界のばく露評価研究は 300Hz から 30MHz を対象とし、周波数領域別に、3－30MHz：中波

放送、13－56MHz：RFID、100kHz：ナビゲーションシステム、58kHz：EAS システム、20－

100kHz：IH 調理器、IH 炊飯器、7－8kHz：EAS システム、4kHz：誘導加熱装置と区分けし

て代表的発生源の測定評価が実施されていることも整理法として考慮したい。  

 

1-1-2 疫学の予備的検討としての中間周波ばく露評価研究  

 中間周波電磁界の疫学研究に備えるために、そのばく露特性を評価する研究がいくつか報告

されている。全ての周波数範囲を評価対象としていても、その中で中間周波を区別して評価し

た研究も含め、以下の通り整理した。  

 

（１）職業ばく露  

 Floderus et al.(2002)は、300 Hz–10 MHz の電磁界発生がある職業環境を同定し、その職業

ばく露特性を調査した。職場でのスポット測定、長時間測定、必要に応じて四肢電流を記録し
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た。測定対象は、誘導炉、誘導加熱装置、表面加工装置、電子商品監視（EAS）装置、医用装

置などであった。誘導炉（480 Hz–7 kHz）の最大値は電界 512–2093 V/m、磁界 10.5–87.3 A/m

の範囲で変動した。誘導加熱装置（3.8 kHz–1.25 MHz）が電界、磁界ともばく露が最大であっ

た。EAS ゲートの場合、電界は 658–1069 V/m、磁界は概して低いが、5 または 7.5 kHz のゲ

ートで最大 27.2 A/m であった [21]。  

 Roivainen et al.(2014)は、電子商品監視（EAS）装置の近くで働くレジ係の IF 磁界ばく露

についての疫学調査の予備的検討として、レジ係の磁界ばく露特性について測定を実施した。

調査対象の職場の EAS 機器は 5－7.5 kHz または 58kHz で動作するものであった。その結果、

レジ係の椅子での IF 磁界のピーク値は 0.2－4 μT、ELF 磁界は 0.03－4.5 μT、EAS ゲート通

過時には最大で 189 μT（ICNIRP ガイドラインの職業ばく露参考レベル（141μT）を短時間

ではあるが上回る）と報告した。参考レベルの遵守について、ピーク値の広帯域測定および

ICNIRP の複数周波数の合算ルールを適用して評価したところ、複雑な波形の 58 kHz 信号を

用いた EAS システムの場合、この 2 つに大きな差（10 倍以上）が見られるとの問題を指摘し

ている [22]。ちなみに同研究グループの Khan et al.(2018)はこのばく露評価を踏まえたパイロ

ット的な疫学調査の結果として、IF 磁界ばく露に関連するレジ係女性の生殖への影響を分析

し、参照群に比べて生殖リスクに差異がなかったことを報告した [23]。  

 INTEROCC 研究の一環として、静電磁界、3–3000 Hz (ELF)、3 kHz–10 MHz (IF)、10 MHz–300 

GHz (RF)別に電磁界の職業ばく露（12 職種）についての測定（3000 件）および文献調査に拠っ

た発生源別測定値ベータベース（発生源数 312）が開発されている [24]。その情報を発生源–ば

く露マトリクス（SEM）にまとめる統計的手法の検討が報告された。IF 領域の発生源である誘

導炉など数種の産業用装置からのばく露レベルの中央値と四分位範囲が示されている [25]。  

 

（２）公衆ばく露  

 生活環境における IF 電磁界の測定調査が国内で比較的早く実施された。送電線、鉄道、家電

機器の周辺で IF 磁界の波形を記録し、磁束密度最大値とその時間微分が生体との相互作用を

引き起こすレベルよりはるかに低いと報告した [26]。  

 スペインの INMA（小児と環境保健）プロジェクトは 5 県の出生コホートでの前向きコホー

ト研究で、電磁界ばく露と小児期および思春期の健康との関連性の分析を困難にする要因であ

るばく露評価の改善に取り組んだ。調査参加者（7－18 歳）のばく露特性記述のために、間接

的方法（発生源への接近度、発生源の使用に関する質問票、地理空間的伝搬モデル）および直

接的方法（スポット測定、定点での長期測定、個人ばく露計での測定）を組み合わせ、多様な

地域での多様な発生源による個々の参加者の電磁界ばく露を的確に捉える方法を提案した  

[27]。このプロトコルを用いた一例として、居間と小児寝室で長時間測定された ELF および IF

の磁界および電界への小児のばく露特性が報告されている [28]。また別のコホートからの報告

では、IF 磁界および電界の四分位範囲は、それぞれ 0.02－0.23 μT および 0.2－0.5 V/m、最大

値は住居での 0.03 μT および 1.51 V/m であった。また、全ての測定状況（住宅、学校、公園な

ど）において IF ばく露は同等であった [29]。   

https://www.emf-portal.org/ja/glossary/term/9
https://www.emf-portal.org/ja/glossary/term/21
https://www.emf-portal.org/ja/glossary/term/2956
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1-1-2 中間周波電磁界による人体ばく露の整理  

 以上の文献的なレビューを踏まえて、中間周波電磁界ばく露については、周波数範囲が広く、

特定の波形を想定することができないという問題が明確になった。すなわち、携帯電話端末か

らの電波ばく露の場合は、周波数が決まっており、波形もいくつかの異なる方式に留意すれば

既知と考えることができる。また、超低周波の商用周波電磁界の場合は、周波数は 50Hz また

は 60Hz で決まっており、波形も正弦波である。これに対し、中間周波電磁界という場合には、

多様な波形、さまざまな周波数を考える必要がある。  

このため、周波数領域での測定と時間領域での測定を組み合わせた測定が必要である。これ

らを踏まえて、ばく露計の開発及び測定機器の調達を進めた。  

  

 

 

1-2 ばく露計の開発  

1-2-1 ばく露計の要件  

 中間周波数帯を 300Hz－10MHz と広く捉えると、この周波数帯の電磁界すべてを測定する

ことは困難である。400kHz 以上の周波数では放送波が比較的有意な発生源となることを考慮

し、400kHz までの周波数を主な対象とした。但し、50/60Hz の商用周波数は直接の対象に含

めない。なお、6.7MHz 帯の無線電力伝送、13.56MHz の利用も考慮する必要があるので、今

回の測定対象に含めないが、これらの周波数帯も念頭に置いて、今後の研究を進める。ここで

は電界は直接の対象とせず、磁界を主な対象とする。  

測定器として、使用形態から、携行してばく露をモニターするための個人ばく露計と、定点

での測定を行うことを前提とした磁界計が必要である。また、測定を時間領域で行うものと、

周波数領域で行うものを適切に使い分ける必要がある。  

 

1-2-2 携行型個人ばく露計  

（１）携行型の個人ばく露測定器  

ExpoM-ELF（Fields at Work  

 2017 年 9 月に開発完了が発表された ExpoM-ELF は、重量 300g で、24 時間以上の連続動

作が可能であること、GPS を内蔵し、位置情報を記録できることなどの特徴がある。この測定

器に勝るものを新たに開発することは時間的にも予算的にも不可能と判断し、この測定器を調

達した。  
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図１－１ ExpoM-ELF の外観  

 

SD 磁界計 PH317-122（特注品）（(株)ホトニクス，東京） 

 ExpoM は軽量で非常に有用な測定器であるが、周波数領域の測定に特化した機器である（短

時間の波形の観察は可能）ため、時間領域での測定を行うことが必要である。そこで、特注に

より、時間領域での測定用の個人ばく露計を調達した。本装置の特徴は、センサが空心で磁界

を乱すことがなく、またセパレートであることから測定したい位置に任意の向きで固定できる

こと、センサを脱着できるため、柔軟な測定が可能なことである。  

 

 

図１－２ SD 磁界計（特注品）の外観  

 

（２）携行型個人ばく露計による測定データの例  

開発、調達された携行型個人ばく露計である ExpoM-ELF および SD 磁界計を測定者が身につ

けて、IH 調理器の近くに立った場合の測定データ例を以下に示す。 

 

1) 携行型個人ばく露計の装着方法  

測定者は、ExpoM-ELF および SD 磁界計の２機種を同時に装着して測定を実施した。ExpoM-ELF

 
表示窓 

磁 気 検 出 ヘ
ッド 

コントロールスイッ
チ 左 か ら POWER   
BATT   HOLD 

 
電池収納部 

SD カードスロット 
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および SD 磁界計本体はショルダーバッグに入れ（写真１）、測定者のウエスト左体側位置に固

定した（写真２）。SD 磁界計の 3 軸型センサは、測定者のウエスト正面位置に両面テープで固

定した（写真２、軸方向は下記参照）。IH 調理器のコイルゾーンの中心に向い、キャビネット

のフロントパネル面上でトッププレートからの高さ 10 cm の位置（測定位置の原点）に立ち、

測定を開始した（写真３）。 

 

写真１        写真２         写真３ 

 

2) 測定対象：IH 調理器（首都大学東京の研究棟給湯室のビルトインタイプの一口ヒータ型調

理器。製品名：パナソニック社製 CH-11B）。IH 対応の鍋に水を入れて、加熱した。 

 

3) 測定位置の座標：      

 

 図１－３ IH 調理器各部の名称と測定位置の座標（x, y, z 軸は SD 磁界計のセンサの軸に対

応）  

 

測定位置（SD 磁界計のセンサの位置）は以下の 9 点。  

      原点から前方向へ 0 cm、10 cm、20 cm、30 cm の 4 点  

      原点から横方向へ 10 cm、20 cm、30 cm の 3 点  

      原点から上方向へ -10 cm、30 cm の 2 点（測定者が腰を低くする、台に上がる） 

 

              コイルゾーン 

          コイルゾーン中心 

         調理器トッププレート 

調理器キャビネットフロントパネル 

         

                                        

座標原点（トッププレートからの高さ 10 cm） 

 

横方向（y 軸） 

前方向（x 軸） 

上方向（z 軸） 
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4) 測定条件  

・加熱強度：強（200 ℃）、中（170 ℃）、弱（140 ℃）  

      強レベルは上記 9 点での測定を行い、中、弱レベルは原点でのみ測定。  

・鍋の位置ずれ（調理ゾーン中心と鍋底中心との距離）：0 cm、5 cm、10 cm。  

      測定位置は原点、加熱強度は強レベルで測定。  

 

5) 測定手順  

以下の順に合計約 15 分間、連続的に測定した。  

①  加熱レベル強で、原点から前方向および横方向へ約 10 cm 刻みで移動した 7 点でそれ

ぞれ約 1 分間測定。  

②  続いて、原点に戻り、加熱レベル（3 段階）を変えて、それぞれ約 1 分間測定。  

③  続いて、加熱レベルを強に戻し、コイルゾーンからの鍋のずれ（3 段階）を変えて、そ

れぞれ約 1 分間測定。  

④  続いて、加熱レベル強で、原点から上方向へ -10 cm、30 cm の 2 点で 1 分間測定。  

 

6) 結果  

[ExpoM の測定データの 1 例 ] 

ExpoM は 4 秒毎に 4096 サンプリングを行い、そのデータを FFT 分析する。  

図 2 の上は、測定手順①から④の連続測定（約 15 分間）とその前後の時間を合わせた約 19 分

間の、4 秒毎サンプリングした磁界強度の時間変化を表す。下は、上図の赤いラインで表示さ

れたタイミングでのサンプリングデータを FFT 分析した、3 軸成分別及び合成値のスペクトル

を表す。スペクトルは、合成値あるいは各軸成分を別個に表示することも可能である。  

図 3 の上は、図 2 と同じ。下は、図 2 と同じタイミングのサンプリングデータを時間領域で表

す。  

予備測定のため実験条件の統制は十分でないが、原点からの距離、および加熱レベルに伴う

磁界強度の低下、鍋にずれによる磁界強度の上昇などが確認された。併せて、日常環境での測

定への参加者に用いてもらう携行型個人ばく露計として、非常にコンパクトで扱いやすいこと

が確認された。  

ウエスト位置の体側に装着しているため、磁界発生コイルとの距離は常に遠くなり、以下に

述べる SD 磁界計の測定データより、磁界強度レベルは全般的に低い。  
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図１－４ ExpoM のデータ表示の画面キャプチャ（１）  

 

図１－５  ExpoM のデータ表示の画面キャプチャ（２）  

 

[SD 磁界計の測定データの 1 例 ] 

SD 磁界計は、3 軸磁界センサからの 0-1kHz（低域バンド）、1kHz-100kHz（高域バンド）の

出力を SD カードに各軸成分および実効値別に書き込み記録する。この書き込み間隔（記録ス

パンと称する）を 5 秒に設定した。  

図 3、4 は、ExpoM と同様、測定手順①から④の連続測定（約 15 分間）とその前後の時間を

合わせた約 19 分間の記録データを図示したものである。  

ExpoM より磁界センサの位置を磁界発生コイルの近くに固定した場合でも、動作への影響が

少なく測定できることが確認された。身体前面中心の磁界発生コイルに最も近づきやすい位置

でのばく露が行動測定できる。  
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図１－６ SD 磁界計による測定データ（低域）  

 

 

図１－７ SD 磁界計による測定データ（高域）  

 

 

1-2-3 定点測定型磁界測定器・ばく露計  

Hioki の磁界計です。測定データは昔のものを流用しておこうと思います。  

 

1-3 中間周波帯ドシメトリ手法の確立  

中間周波帯ドシメトリについては、これまでは主に対象としていた正弦波だけでなく、非正

弦波電磁界のばく露も考慮した手法の開発を行うことが目標としている。  

準静的近似による中間周波帯ドシメトリの技術的な側面については、既に本研究グループは

多くの経験を有しており、実質的には開発済みである。これをシステムとして実装するための

数値解析用サーバを調達し、計算システムとしての運用の準備を進めた。システムの本格的な
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実装とチューニングは、当初の予定通り次年度の予定である。  

 

1-4 電磁界ばく露の長期モニタリング手法の開発  

モニタリング手法については、次年度以降に共同研究を行っている三重大学、東京女子医大

と協力して開発を進める予定である。今年度の成果としては、ExpoM-ELF 等の機器の特徴が

整理できたことで、手法について、今後検討を行う基礎的な手段が明確になったことである。  

 

 

２．日常環境における中間周波等のばく露の実態調査（検討課題イ）  

2-1 日常環境における中間周波等のばく露状況の長期モニタリング調査  

 本項目は次年度以降に実施する。  

 

2-2 国際的なリスク評価への貢献  

国際的なリスク評価への貢献は、欧州の GERoNiMO の Work Package 6（WP6）で行われ

ている中間周波帯電磁界のばく露評価研究とできる限り連動しつつ行われる必要がある。欧州

のプロジェクトが先行して行われていることから、初年度から取り組むことを目標とした。  

本項目について、GERoNiMO の研究調整会議に参加し、意見交換を行うことで目標はほぼ

達成した。しかし、GERoNiMO プロジェクトに対する欧州連合からの資金提供が 2018 年末に

終了することになっており、後継のプロジェクトについては、現時点では未定であることから、

次年度以降に向けての国際共同研究については、どこまで継続が可能であるか不透明である。

国際共同研究として、日本と韓国の 2 国間の共同研究の枠組みは、あるので、これを継続する。

また、これまでの国際共同研究の枠組みで作られた研究者間のネットワークは引き続き活用で

きるので、国際的なリスク評価への貢献は引き続き行えると考えている。  

 

３．中間周波の健康影響に関する疫学研究（検討課題ア）への寄与  

 

本研究では、疫学研究グループとの密接な協力のもとで、ばく露評価を実施することが重要

な使命である。このため、工学的な上記検討課題を踏まえて、疫学研究への寄与を初年度から

研究期間を通して継続的に行うことを目標とした。三重大学、東京女子医大との打合せ会議を

計８回開催し、連携を進めた。  

 

４．中間周波電磁界の評価手法の開発を通した人体防護ガイドラインの妥当性評価

と標準化への寄与  

 

本研究の最終目標に位置づけられるものであり、次年度以降に実施することを目標としてい

るが、29 年度においてもできる範囲で準備を進めた。  

人体防護ガイドラインについては、総務省の委員会等への参加、寄与を通して状況の理解を
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深めている。また、GLORE 会議への出席、海外の研究者との意見交換などを通して、今後に

向けての準備は進めた。  

IV  まとめ 

本研究の初年度にあたる、29 年度の成果は以下の通りである。  

 まず、中間周波電磁界の発生源、波形の整理を行い、疫学のための予備調査としてのばく露

評価に関する文献を整理した。これらを踏まえて、今後のばく露評価に使用するために必要な

測定機器を調達した。さらに、これらの機器を用いた予備測定を行った。  
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第1章 我が国におけるIHクッキングヒーターの普及と出産アウトカムに関する

地域相関研究 

研究要旨 

本研究の目的は、IH クッキングヒーターの普及と出産アウトカムとの間に関連

があるかどうかを、都道府県レベルの地域相関研究によって検討することである。IH ク

ッキングヒーターの普及率は、2009 年および 2014 年の都道府県別 2 人以上世帯普及割

合を用いた。出産アウトカムは、都道府県別の自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週

以降の死産率、低体重児出生（2500g 未満）の割合を用いた。分析は、2009 年の横断デ

ータ、2014 年の横断データ、2009 年から 2014 年の変化量データの 3 つのデータセット

を作成して実施した。2009 年から 2014 年の変化量データにおいて、アウトカムに妊娠

満 22 週以降の死産率を用いた時に IH クッキングヒーターの普及率との間に有意な正の

関連が観察された（p=0.044）。地域相関研究で観察された関連性は、他のデザインの疫

学研究を実施することで、観察された関連性が真実であるのかを検討する必要がある。今

後は、我が国における IH クッキングヒーターの利用動向をモニタリングしつつ、人体へ

の健康影響に関するエビデンスを蓄積していく必要がある。 

Ａ．研究目的 

中間周波（IF）電磁界の健康影響に関する研究は、現段階ではまだ少ない状況であ

る。一方で近年、家庭や産業の現場において、IF 電磁界の発生源になる機器が増えつつあ

り、中間周波（IF）電磁界の健康影響に関して注目されつつある。我が国における家庭での

代表的な IF 電磁界の曝露発生源として、IH クッキングヒーターがあげられる。本研究で

は、IH クッキングヒーターの普及と出産アウトカムとの間に関連があるかどうかを、都道

府県レベルの地域相関研究によって分析することを目的として実施した。 

Ｂ．研究方法 

IH クッキングヒーターの普及率は、2009 年および 2014 年の全国消費実態調査よ

り、都道府県別 IH クッキングヒーターの 2 人以上世帯普及割合を用いた。出産アウトカム

は、同年の人口動態統計から都道府県別の自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週以降の

死産率、低体重児出生（2500g 未満）の割合を用いた。交絡因子には、女性喫煙率および母

（以下、東京女子医科大学　受託分）



親の年齢（35 歳以上の割合）を用いた。女性喫煙率は、2010 年および 2013 年に実施され

た国民生活基礎調査の都道府県別の結果を用いた。母親の年齢（35 歳以上の割合）は、人

口動態統計の都道府県別の結果を用いた。 

分析は、2009 年の横断データ、2014 年の横断データ、2009 年から 2014 年の変

化量データの 3 つのデータセットを作成して実施した。2009 年から 2014 年の変化量は、

2014 年と 2009 年の差を求めることで作成した。解析では重回帰分析を実施した。初めに

IH クッキングヒーターの普及率と出産アウトカム（自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22

週以降の死産率、低体重児出生（2500g 未満）の割合）との関連を単変量モデルで検討した。

続いて交絡因子として、女性喫煙率および母親の年齢（35 歳以上の割合）をモデルに組み

込んで、IH クッキングヒーターの普及率と出産アウトカムとの関連を多変量モデルで検討

した。 

Ｃ．研究結果 

初めに 2009 年の IH クッキングヒーターの都道府県別の普及率を示した（図 1）。

普及率の高い都道府県は、30%程度となっており、岡山県 31.5%、石川県 30.1%、和歌山県

29.6%、福井県 29.1%、広島県 28.7%の順になっていた。普及率の低い都道府県は、10%程

度となっており、岩手県 12.5%、千葉県 11.1%、神奈川県 10.2%、東京都 7.7%、沖縄県 7.3%

の順になっていた。 

図 1 IH クッキングヒーターの都道府県別普及率（2009 年） 

次に、2014 年の IH クッキングヒーターの都道府県別の普及率を示した（図 2）。

普及率の高い都道府県は、40%程度となっており、福井県 44.1%、石川県 42.1%、和歌山県

41.1%、徳島県 39.2%、富山県 39.0%の順になっていた。普及率の低い都道府県は、10%程



度となっており、千葉県 15.1%、青森県 14.9%、神奈川県 13.3%、沖縄県 10.0%、東京都

9.1%の順になっていた。 

図 2 IH クッキングヒーターの都道府県別普及率（2014 年） 

続いて、IH クッキングヒーターの都道府県別普及率の変化量（2009 年から 2014

年の変化量）を示した（図 3）。変化量（%の差）の大きい都道府県は、徳島県 18.2、福井

県 15.0、岐阜県 14.3、佐賀県 14.2、山梨県 13.9 の順になっていた。変化量（%の差）の小

さい都道府県は、奈良県 2.5、青森県 1.8、東京都 1.4、大阪府 1.2、京都府 1.1 の順になっ

ていた。 

図3 IHクッキングヒーターの都道府県別普及率の変化量（2009年から2014年の変化量） 

2009 年の横断データの分析結果を表 1 に示した。単変量解析では、IH クッキン

グヒーターを目的変数、自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週以降の死産率、低体重児

出生割合のそれぞれを説明変数に分析を行った。単変量モデルでの分析の結果、自然死産率



（p=0.241）、周産期死亡率（p=0.333）、妊娠満 22 週以降の死産率（p=0.245）、低体重児出

生割合（p=0.116）となり、どのモデルにおいても有意差は観察されなかった。多変量解析

では、IH クッキングヒーターを目的変数、自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週以降の

死産率、低体重児出生割合のそれぞれに、女性喫煙率と 35 歳以上の出産割合を説明変数に

加えて分析を行った。多変量モデルでの分析の結果、IH 普及率は、自然死産率のモデルで

は p=0.607、周産期死亡率のモデルでは p=0.725、妊娠満 22 週以降の死産率のモデルでは

p=0.568 となっており有意差は観察されなかった。低体重児出生割合のモデルにおいては、

IH 普及率は p=0.041 となり、統計的に有意な負の関連が観察された。 

 

 

 

図 4 には、IH クッキングヒーターの普及率と低体重児出生の割合の関連（2009

年、単変量解析）の結果を示した。IH クッキングヒーターの普及率が上昇するほど、出生

時体重 2500g 未満の割合は減少する、負の相関が観察された。決定係数 R2＝0.0541 であ

り、相関係数 r=0.23 であった。 

 

 

 

 

 

 

表1　IHクッキングヒーターの普及と出産アウトカムの関連（2009年）

偏回帰係数 p値 偏回帰係数 p値
自然死産率

IH普及率 -0.042 0.241 -0.023 0.607
女性喫煙率 0.248 0.070
35歳以上の出産割合 -0.176 0.063

周産期死亡率
IH普及率 -0.014 0.333 -0.007 0.725
女性喫煙率 0.033 0.569
35歳以上の出産割合 0.005 0.892

妊娠満22週以降の死産率
IH普及率 -0.015 0.245 -0.010 0.568
女性喫煙率 0.016 0.761
35歳以上の出産割合 0.014 0.692

低体重児出生割合
IH普及率 -0.026 0.116 -0.044 0.041
女性喫煙率 -0.106 0.101
35歳以上の出産割合 0.018 0.679

多変量解析単変量解析



図 4 IH クッキングヒーターの普及と低体重児出生の割合の関連（2009 年、単変量解析） 

 

 

2014 年の横断データの分析結果を表 2 に示した。単変量解析では、IH クッキン

グヒーターを目的変数、自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週以降の死産率、低体重児

出生割合のそれぞれを説明変数に分析を行っている。単変量モデルでの分析の結果、自然死

産率（p=0.120）、周産期死亡率（p=0.391）、妊娠満 22 週以降の死産率（p=0.598）となっ

ており有意差は観察されなかった。低体重児出生割合（p=0.038）においては、統計的に有

意な負の関連が観察された。多変量解析では、IH クッキングヒーターを目的変数、自然死

産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週以降の死産率、低体重児出生割合のそれぞれに、女性喫

煙率と 35 歳以上の出産割合を説明変数に加えて分析を行った。多変量モデルでの分析の結

果、IH 普及率は、自然死産率のモデルでは p=0.078、周産期死亡率のモデルでは p=0.473、

妊娠満 22 週以降の死産率のモデルでは p=0.651 となっており有意差は観察されなかった。

低体重児出生割合のモデルにおいては、IH 普及率は p=0.006 となり、統計的に有意な負の

関連が観察された。 

 



 

 

図 5 には、IH クッキングヒーターの普及率と低体重児出生の割合の関連（2014

年、単変量解析）の結果を示した。IH クッキングヒーターの普及率が上昇するほど、出生

時体重 2500g 未満の割合は減少する、負の相関が観察された。決定係数 R2＝0.0923 であ

り、相関係数 r=0.30 であった。 

 

図 5 IH クッキングヒーターの普及と低体重児出生の割合の関連（2014 年、単変量解析） 

 

表2　IHクッキングヒーターの普及と出産アウトカムの関連（2014年）

偏回帰係数 p値 偏回帰係数 p値
自然死産率

IH普及率 -0.036 0.120 -0.056 0.078
女性喫煙率 -0.022 0.841
35歳以上の出産割合 -0.117 0.164

周産期死亡率
IH普及率 -0.010 0.391 -0.012 0.473
女性喫煙率 0.003 0.964
35歳以上の出産割合 -0.014 0.748

妊娠満22週以降の死産率
IH普及率 -0.006 0.598 -0.007 0.651
女性喫煙率 0.001 0.986
35歳以上の出産割合 -0.009 0.829

低体重児出生割合
IH普及率 -0.022 0.038 -0.040 0.006
女性喫煙率 -0.052 0.291
35歳以上の出産割合 -0.069 0.068

多変量解析単変量解析



 

2009年から 2014年の変化量データの分析結果を表 3に示した。単変量解析では、

IH クッキングヒーターを目的変数、自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週以降の死産

率、低体重児出生割合のそれぞれを説明変数に分析を行っている。単変量モデルでの分析の

結果、自然死産率（p=0.616）、周産期死亡率（p=0.114）、低体重児出生割合（p=0.866）と

なっており有意差は観察されなかった。妊娠満 22 週以降の死産率（p=0.036）においては、

統計的に有意な正の関連が観察された。多変量解析では、IH クッキングヒーターを目的変

数、自然死産率、周産期死亡率、妊娠満 22 週以降の死産率、低体重児出生割合のそれぞれ

に、女性喫煙率と 35 歳以上の出産割合を説明変数に加えて分析を行った。多変量モデルで

の分析の結果、IH 普及率は、自然死産率のモデルでは p=0.605、周産期死亡率のモデルで

は p=0.153、低体重児出生割合のモデルでは p=0.896 となっており有意差は観察されなか

った。妊娠満 22 週以降の死産率のモデルでは IH 普及率は p=0.044 となり、統計的に有意

な正の関連が観察された。 

 

 

 

図 6 には、IH クッキングヒーターの普及率の変化量と妊娠満 22 週以降の死産率

の変化量の関連（2009 年から 2014 年の変化量、単変量解析）の結果を示した。IH クッキ

ングヒーターの普及率の変化量が上昇するほど、妊娠満 22 週以降の死産率の変化量が上昇

する正の相関が観察された。決定係数 R2＝0.0941 であり、相関係数 r=0.31 であった。 

表3　IHクッキングヒーターの普及と出産アウトカムの関連
（2009年から2014年の変化）

偏回帰係数 p値 偏回帰係数 p値
自然死産率

IH普及率 0.029 0.616 0.030 0.605
女性喫煙率 -0.103 0.656
35歳以上の出産割合 0.248 0.503

周産期死亡率
IH普及率 0.042 0.114 0.037 0.153
女性喫煙率 0.085 0.410
35歳以上の出産割合 0.327 0.052

妊娠満22週以降の死産率
IH普及率 0.049 0.036 0.048 0.044
女性喫煙率 0.001 0.987
35歳以上の出産割合 0.173 0.242

低体重児出生割合
IH普及率 0.003 0.866 0.002 0.896
女性喫煙率 -0.005 0.944
35歳以上の出産割合 0.115 0.279

多変量解析単変量解析



 

図 6  IH クッキングヒーター普及率の変化量と妊娠満 22 週以降死産率の変化量の関連 

    （2009 年から 2014 年の変化量、単変量解析） 

 

 

図 7 には、妊娠満 22 週以降の都道府県別死産率の変化量（2014 年の率と 2009 年

の率の差）を示した。2009 年から 2014 年に妊娠満 22 週以降の死産率の増加が大きかった

のは、福井県 1.3、新潟県 0.9、三重県 0.9、佐賀県 0.8、岩手県 0.8 の順になっていた。2009

年から 2014 年に妊娠満 22 週以降の死産率の減少が大きかったのは、島根県-1.1、沖縄県-

1.1、神奈川県-1.1、和歌山県-1.1、広島県-1.2 の順になっていた。 

 

図 7 妊娠満 22 週以降の都道府県別死産率の変化量（2009 年から 2014 年の変化量） 

 

 

 



Ｄ．考察 

本研究は IH クッキングヒーターの普及と出産アウトカムの関連性を都道府県別

の集団レベルのデータで検討したものである。出産アウトカムには、自然死産率、周産期死

亡率、妊娠満 22 週以降の死産率、低体重児出生（2500g 未満）の割合を用いた。分析の結

果、2009 年から 2014 年の変化量において、アウトカムに妊娠満 22 週以後の死産率を用い

た時に有意な正の関連が観察された。しかし、この結果は直ちにリスクを示すものではない。 

地域相関研究においては、集団レベルの統計解析を実施して交絡因子を調整する

が、厳密に調整することは難しい。そのため関連性が観察された場合、それが目的とする要

因の影響なのか、他の要因（交絡因子）の影響なのかを区別することは難しくなる。また、

地域相関研究で観察された関連性は、集団を対象とした結果であり、これがそのまま個人に

適用できるとは限らない。そのため、地域相関研究において関連性が見られた場合は、他の

デザインの疫学研究（症例対照研究やコホート研究など）を実施することで、観察された関

連性が真実であるのかを検討する必要がある。今後の疫学研究では、アウトカムとして妊娠

22 週以後の死産に注目して IH クッキングヒーターの普及との関連を分析していくことが

考えられる。 

本研究により示された統計学的な有意差は、2009 年および 2014 年の横断データ

においては、アウトカムを低体重児出生割合とした場合であり、負の関連となっていた。 

2009 年から 2014 年の変化量データにおいては、アウトカムを妊娠満 22 週以降の死産率と

した場合であり、正の関連となっていた。横断的な分析と縦断的な分析において、有意差が

見られた出産指標は異なり、方向も正負と正反対であり、分析結果は安定していなかった。

この理由としては、集団レベルのデータ解析であること、47 都道府県の分析であり観察数

が少ないことがあげられる。詳細を明らかにするためには、個人レベルのデータを対象に研

究を今後実施する必要がある。 

Ｅ．結論 

都道府県レベルの地域相関研究において、IH クッキングヒーターの普及と妊娠満

22 週以降の死産率との間に正の関連が観察された。本研究からは、関連が観察された詳細

な理由はわからない。今後は、我が国における IH クッキングヒーターの利用動向をモニタ

リングしつつ、疫学研究を実施することで、人体への健康影響に関するエビデンスを蓄積し

ていく必要がある。 
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