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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される状況

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 6 GHz 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 6 GHz 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（10 kHz 以上 10 MHz 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 6 GHz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 無 

○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

本研究では、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。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。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。

2. 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。

3. 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。

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

ばく露量として適切な指標を明らかにする。

【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人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(平成３２年度完了予定)。平成２９年度はアンテナが人体か

ら比較的近い領域に位置する場合の評価手法について検討する。



＜理論的手法＞ 
本検討では体表の電力密度を評価するための手法について検討する。本

評価において、人体とアンテナ間の多重散乱を考慮した解析が必要と考

えられる。そこで、後述の SAR の評価手法として平成２８年度より検討

している、FDTD 法とモーメント法による混成手法の適用可能性につい

て明らかにする。特に人体とアンテナ間の多重散乱が強く結合する条件

を想定し、人体がない場合の入射電力密度との違い明らかにすることに

より、電波ばく露に対する指標としての適合可能性について明らかにす

る。特に後述する、体内温度上昇の理論的評価技術を活用し、体表での

電力密度と体内温度上昇との相関について明らかにすることで、人体ば

く露量を本質的に理解する上で、電力密度の評価指標としての妥当性に

ついて明らかにするための検討を開始する。 
 
＜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

性について検討する。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。また、

体表組織の電力密度を直接的に測定するための手段として、体表での電

力密度の測定手法を開発するための基礎的な検討を開始する。具体的に

は、均一ファントム等を利用し、遠赤外線カメラ等から取得される温度

上昇分布から、体表での電力密度を推定するための検討を行う。 
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

の人体ファントムについて、平成２８年度より引き続き検討する。本検

討では皮膚等の生体組織と同程度の電気定数を有する、再現性に優れた

ファントムの開発を目指す。人体ファントムの開発においては、材料組

成の選定・比率最適化等に対して網羅的な検討が一般的であるが、本検

討においては、課題 G)の成果を利用し、効率的に生体ファントムを開発

する。具体的には、課題 G)で開発・改良した生体組織電気定数測定シス

テムを利用し、配合の異なるファントムの電気定数特性から分散特性を

取得し、課題 G)で明らかにした含水率等による電気的特性への効果等を

考慮し、目標とする電気定数を得るためのファントムの構成材料の配合

を推定する。 
 
＜理論と実験の比較＞ 
ホーンアンテナ等の代表的な開口アンテナやアレーアンテナ等を用い

て、アンテナ近傍の入射電力密度につ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。 
 

 比吸収率（SAR） 
＜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、理論的な評価手法として、幾何光学近似解

法等に基づいた手法について、平成２８年度より引き続き検討する。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。更に、アレーアンテナ等の 5G 端末などへの搭載が予測さ

れるアンテナの実測データを利用し、人体内部でのばく露量を評価するた

めの検討を開始する。本検討では、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。 
アンテナ等の電波放射源が人体から比較的近い領域にある場合には、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

用可能な超高精細数値人体モデル（課題 F の成果）を利用する。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。また、準ミリ

波・ミリ波帯ではファントム液剤を充填する容器の電気定数がばく露量

評価に影響を与えることが懸念される。そこで、実験的な手法として半

固体状ファントムと赤外線カメラによる温度計測に基づいた SAR 測定

方法について検討する。特に、赤外線カメラの温度計測における不確か

さは最低でも±１℃程度見込まれることから、表面 SAR を再現性よく、

かつ効率的に測定するための条件を明らかにするための検討を開始す

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。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。 
 

 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、平成２８

年度より引き続き検討する。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

により構成されているが、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。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、従来の評価手法は現実的で



はない。そこで、本提案では数値人体モデルにおける皮膚組織のモデル化

および計算手法についての検討を平成２８年度より引き続き検討する。特

に、体表組織における温度上昇解析において、皮膚の詳細構造の影響につ

いて明らかにする。 
 
＜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。本検討では実験動物

の比較的単純な形状の部位を用いて、体表組織の温度上昇を計測する。 
 
＜理論と実験の比較＞ 
実験動物の比較的単純な形状の部位を用いて、理論的評価と実験的評価を

比較し、妥当性を検証する。また、温度上昇の評価結果の妥当性検証のた

めの参照値を取得するために、被験者実験についても必要に応じて実施

し、各手法間で得られた結果と比較することで、人体モデルの妥当性検証

や必要条件の明確化を図る。 
 

【2. 「不確かさ評価」の詳細】 
電力密度、温度上昇に対する測定手法に対して、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行う。得られたデータから、電波

ばく露量の指標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、30 GHz までの凖ミリ波帯において、5G システ

ムや WiGig 等の無線通信システムからの電波への人体ばく露時のばく露量(入
射電力密度、SAR)特性を取得する。平成２９年度は不均一ばく露の際の正確な

周波数特性を明らかにする。 
 
【4.「人体ばく露量の指標の明確化」の詳細】 
評価手法の妥当性検証等を通じて、基本的なばく露条件および実際の準ミリ

波・ミリ波帯電波利用機器の典型的なばく露条件に対する人体ばく露量の詳細

データに基づき、国内外のガイドラインでは明確に定義されていない、電力密

度の定義について明らかにするための検討を開始する。具体的には、入射電力

密度または SAR の空間平均値と温度上昇との相関が優れたばく露評価指標を

明らかにするための検討を実施する。 
 

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 

本研究では、準ミリ波帯・ミリ波帯における電波利用機器が電波防護指針に適合

していることを確認する手法（適合性評価手法）を開発する。具体的な検討手法

を下記に述べる。 
 
 準ミリ波帯・ミリ波帯における電波防護指針や国際ガイドラインでは、入射

電力密度で示された指針値が示されている。そこで、準ミリ波帯・ミリ波帯

における電波利用機器からのばく露量が電波防護指針に適合しているかどう

かを確認する手法について検討を開始する。具体的には、前項の研究課題 A)



の成果に基づき、各種電波利用機器からの入射電力密度等のばく露指標につ

いて、電波防護ガイドライン等で規定されている空間平均値を簡便かつ再現

性良く評価するための測定手法の開発について検討を開始する。なお、準ミ

リ波帯・ミリ波帯の 5G システム端末の実用化は平成２９年度中には見込め

ないため、5G システムでの利用が見込まれているパッチアレーアンテナを試

作し、詳細な検討を開始する。 
 

 適合性評価手法の開発においては、電波防護指針を満足しない製品を適合と

誤判断することがないように、信頼性の確保が何よりも重要である。そのた

め、必要十分な安全率を考慮した評価条件について検討し、評価システムの

妥当性を確保するための不確かさ評価について検討を開始する。特に、準ミ

リ波帯・ミリ波帯における電界プローブ等の較正トレーサビリティを可能な

限り確保することで、評価結果の信頼性を向上させる。 
 

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、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

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 AHG10）等に寄書する。 
 

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２８年度にデジタル信号解析装置を調達し

ており、平成２９年度より検討を本格開始する。 

 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。平成２８年度から

引き続き、以下の不確かさ要因（IEC 62209-1:2016 で規定されている不確

かさ要因）についてのデータ取得を行なう。 

 軸・半球面内等方性 

 境界効果 

 直線性 



 検出限界 

 変調応答 

 積分時間 

 ＲＦ雑音 

 ポジショナー不確かさ 

 頭部ファントムに対するポジショニング不確かさ 

 端末設置 

 端末保持器 

 出力変動 

 頭部ファントム外殻 

 空間解像度（x,y 方向） 

 ポスト処理 

さらに、市販の携帯電話端末３０機種について、従来の SAR 測定装置を用

いた高速ＳＡＲ評価を実施し、従来手法による評価方法と比較を行う。従来

手法による評価結果からの偏差と高速ＳＡＲ測定方法の不確かさを比較す

ることで、不確かさ評価の妥当性（不確かさ要因の選定の妥当性）を検証す

る。 

 平成２８年度に引き続き、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。国際標準化会議での議

論の状況に応じて、妥当性検証・不確かさ評価等のデータを取得し、国際標

準化会議に寄書する。 

 平成２８年度に引き続き、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実施する。 

 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。平成２８年度に通信システムの専門家へのヒアリング等を行っ

てきたが、平成２９年度においても引き続き通信システムの専門家の協力を

得つつ検討を進める。 

 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。平成２８年度より、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しており、

H29 年度も引き続き開発を継続する。開発した詳細な電磁波源モデルと数値

人体モデルを用いた人体ばく露量評価の検討を本格的に開始する。平成２９



年度は、3 機種の携帯無線端末および 1 機種の無線 LAN と 2 体の数値人体

モデル（成人男女）を用いてばく露評価を実施し、平成２８年度に実施した

簡易電磁波源モデルとの比較検証を行う。 

 平成２７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、平成２９年度は代表的な

体内埋め込み医療機器である心臓ペースメーカを高精度にモデル化し、心臓

ペースメーカ使用者を模擬した高精度な２体の数値人体モデル（成人男女）

を構築し、数値シミュレーションによる無線通信機器からの電波に対する人

体ばく露量や電磁干渉に関する検討を本格的に開始する。また、他の体内埋

め込み医療機器のモデル化についても検討を開始する。さらに、数値シミュ

レーションの妥当性を評価するため、実験によってばく露量を評価するため

の人体を模擬した物理ファントムを開発し、数値シミュレーションと実験の

比較検証を実施する。 

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。前年度に取得したアンテナ設備５箇所について、モーメント法等に基づ

く数値シミュレーションや従来の適合性評価で用いられている簡易評価式

により、周辺電磁界強度の計算を行い、前年度に取得した測定結果と比較検

証を行うことで、数値シミュレーション手法および簡易評価式の妥当性検証

や不確かさ評価および計算手法（計算モデル）の改良を行う。 

 前項で得られるアンテナ設備周辺の電磁界強度分布を考慮した、人体ばく露

量（SAR、内部電界強度、接触電流等）の数値シミュレーション評価を行う。

数値シミュレーションでは、課題 F)の成果である詳細数値人体モデルおよび

課題 G)の成果である生体組織電気定数データベースの成果を利用し、有限差

分時間領域法（FDTD 法）等による大規模電磁界解析により、人体ばく露量

特性を詳細に明らかにする。 
 

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。さらに、

SAR プローブ較正を含む、局所 SAR 測定に対する不確かさ要因を特定し、

局所 SAR 測定の拡張不確かさ３０％以下を実現する。 

 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、モノポールアンテナ等の標準波源と人

体等価アンテナを用いた測定系を構築し、測定を行う。 

 昨年度に引き続き、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、これまでの検討で

得られた内部電界強度を用いて、神経系の詳細構造を考慮した解析法の検討

を行う。 

 kHz 帯における内部電界測定方法について検討を行う。今年度は、100 kHz
帯以上において液体ファントム内で測定可能な電界プローブの試作を行い、

WPT システムからの電磁界にばく露された液体ファントム中の電界強度測

定を実施する。また、較正手法について検討を開始する。 

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 

前述の研究課題 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、本研究課題では、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,B）においては、より体表面付近の組織・器官

が重要となる。そこで平成２９年度は準ミリ波帯・ミリ波帯において重要な

表皮組織である、皮膚（角質・表皮・真皮含む）および眼球（涙液、角膜、角

膜上皮、角膜実質、角膜内皮、網膜、脈絡膜含む）のメッシュ構造の高精細

モデルを医療画像データ、統計データ等に基づいて構築する。 

 低周波帯(研究課題 D,E)では刺激作用部位となる神経組織での評価が重要と

なる。平成２７年度までの電波の安全性評価技術研究において、数値人体モ

デルの中枢神経および脊髄付近の末梢神経の高精度化を実施してきている。

一方で、近年、医療画像上で人体内部の神経組織を広範囲で抽出することが

可能になってきた。そこで平成２９年度は、神経組織を数値人体モデルの全

身に配置し、神経組織の位置、太さ、走査方向等をより正確に模擬した数値

人体モデルに改良する。改良モデルは平成２８年度に開発したメッシュ構造

の成人男女モデルの２体とする。 



 前年度まで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ており、平成２９年度

も調査、検討を継続する。 

 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、平成２８年度はボクセルとメッ

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（成人男女、妊娠女性）を開発した。平成２９年度は３体の小児

（３歳、５歳、７歳）のメッシュモデルを開発する。また、平成２８年度お

よび今年度開発するメッシュ形状の数値人体モデルを用いて、来年度開発予

定の様々な年齢、体型モデルを生成するための、メッシュ構造数値人体モデ

ルの変形手法についても検討を開始する。 

 今年度開発する準ミリ波・ミリ波帯ばく露評価用のメッシュ構造の高精細組

織モデル（皮膚、眼球）をメッシュ構造数値人体モデルへの組込み方法を検

討し、２体の数値人体モデル（成人男女）へ組み込む。さらに、高精度組織

モデルと全身モデルの分解能が大きく異なるモデルに対する、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の検討を実施す

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、大規模データに対する数値シミュレーション

を効率的に実施するための平成２８年度に引続き、計算環境の整備および数

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。 

 平成２８年度に開発し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の改良を実施する。具体

的には、人体体温程度に生体組織の温度を効率良く制御するための温度制御

システムを、サブミリ波帯電気定数測定システムに組み込むものとする。ま

た、構築した測定システムにおいて、試料の必要量(厚さ・試料面等)の測定

条件について明らかにするための検討を実施する。これらの成果に基づき、

平成３０年度以降におけるサブミリ波帯における大規模な電気定数測定実

験において、信頼性に優れた生体組織の電気定数データを取得するための検

討を実施する。 

 前項で開発した電気定数測定システムを用いて、サブミリ波帯における生体

組織の電気定数を測定する。この際に、人体の電波吸収特性は体表組織(皮膚



や眼球)において支配的と考えられることから、これらの組織の基礎的な電気

定数データを優先的に取得する。また、基本的には動物組織を用いた測定実

験(in vitro 実験)にて電気定数データを取得する。 

 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検討を、平成２８年度より引き続き実

施する(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。 
また、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る評価手法の適用可能性について明ら

かにする。分子動力学シミュレーションはミクロな領域の解析手法であるた

め、特に現実的な解析時間において適当な電気定数(誘電率・導電率)の評価

の可否について検討するものとする。 

 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検討を平成２８

年度より引き続き実施する（平成３１年度完了予定）。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。 

 100 MHz 以下の周波数において、筋肉等の高含水組織は高損失かつ高

誘電体である。一方で、従来の同軸プローブはこれらの試料の測定にお

いて、不確かさが大きくなることが平成２８年度の検討により明らかと

なった。そこで、平成２９年度は、高損失かつ高誘電体である生体組織

の電気定数を精度良く測定するための同軸プローブの設計・開発を開始

する。また、従来の 100 MHz 以下で利用可能な同軸プローブは大型で

あり、試料の採取量が制限される脳組織等の試料の測定には適していな

かった。従って、本調査研究では、開発する同軸プローブの小型化につ

いても必要に応じて検討するものとする。具体的には電気定数測定のお

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、測定システム（測定

に必要な生体試料サイズ）の小型化を図る。 

 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、生体組織電気定数データの妥当性について明らかにする。 

 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



ついても必要に応じて検討する。

 電気定数の異方性データの取得では等電位かつ電界の方向が定まって

いる必要があるため、必要に応じて電極で試料を挟み込むセルタイプの

測定装置の開発について検討を行う。

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） 

平成２９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）における入射電力密度および SAR の評価データ

を 6 周波数取得する。

（理由）準ミリ波帯における人体ばく露量のうち、入射電力密度と SAR の評価手

法を確立し、開発した手法およびばく露評価データに基づき、次年度以降の生体

内温度上昇およびミリ波帯における評価手法を効率的に開発するため。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

準ミリ波・ミリ波帯の無線通信端末での使用が見込まれているパッチアンテナ（２

種）を試作し、近傍電磁界分布を取得する。

(理由) ５G システム等の準ミリ波・ミリ波帯で使用が見込まれているパッチアン

テナの適合性評価方法の検討を先行して開始する必要があり、近傍電磁界分布は

検討の基礎データとして必須のため。アンテナの試作期間を３カ月、測定データ

取得・解析期間として、３カ月を想定し、１年間で２種のアンテナの試作・デー

タ取得を行うこととした。

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

従来の SAR 測定装置を用いた高速 SAR 測定手法に関する統計的不確かさ要因

（Type A）の評価のための大規模測定データ取得を行う。統計的有意性を確保す

るために、取得するデータ数は 30 データ以上とする。



（理由）平成 27 年度の総務省告示改正に伴い、当該高速 SAR 測定手法を用いた

評価が本格化すると見込まれることから、初年度からデータ取得に向けた作業を

優先的に実施し、最短で平成２９年度中に詳細な不確かさ評価を完了することが

期待できるため。取得するデータ数は IEC 等で Type-A 評価で推奨されている 6
機種・波源・通信方式等×5 回 以上を根拠としている。 

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 

前年度に取得したアンテナ設備５箇所について、モーメント法等に基づく数値シ

ミュレーションや従来の適合性評価で用いられている簡易評価式により、周辺電

磁界強度の計算を行い、前年度に取得した測定結果と比較検証を行うことで、数

値シミュレーション手法および簡易評価式の妥当性検証や不確かさ評価および計

算手法（計算モデル）の改良を行う。 

（理由）既に電波防護指針が改定されていることから、次年度に引き続き、従来

の評価手法の妥当性の検証を優先的に実施する。また、前年度までに取得したデ

ータ数に基づき、本年度に実施するアンテナ設備は５箇所とした。 

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 

SAR プローブ較正手法を改良し、局所 SAR 測定の拡張不確かさ３０％以下を実

現する。 

（理由）IEC 国際標準化において SAR 測定方法の検討が本格化しているため、初

年度から 2 年間の検討期間において、SAR 較正手法の改良を優先的に実施するた

め。また、電磁界への人体ばく露評価に関する IEC の汎用製品規格において、評

価結果の拡張不確かさが３０％を超過する場合に評価結果に超過分のペナルティ

を課すことが規定されていることを考慮して、３０％以下に設定した。 

F) 高精度な数値人体モデルに関する研究 

準ミリ波帯・ミリ波帯の人体ばく露量評価に重要な組織 6 種について、メッシュ

構造数値人体モデルの該当部位における分解能および解剖学的正確性を改良す

る。 

（理由）研究課題 A)および研究課題 B)における検討に使用するため、準ミリ波

帯・ミリ波帯における数値人体モデルの改良を最優先に行う必要があるため、初

年度から 2 年の検討期間で、優先的に実施する。また、準ミリ波帯・ミリ波帯に

おいて重要な表皮組織として、初年度の検討期間も考慮し、皮膚および眼球を構

成する 6 種類の組織（提案段階では角質・表皮・真皮・涙液・・角膜・上皮・角

膜実質・角膜内皮を想定）について改良を行う。 

G) 生体組織の電気定数データベースに関する研究 

中間周波数帯電気定数測定システムを改良・開発し、中間周波数帯における電気

定数データベースのための追加組織・異方性等のデータを２０以上取得する。 

(理由)平成３１年度までに中間周波数帯に関する研究課題 E)を達成するために、

初年度から２年間の研究期間で、平成２９年度までに中間周波数帯における生体



組織の電気定数データベースの拡充を完了するため。測定装置改良後の電気定数

測定のための期間（１年弱）を想定し、取得データ数は２０（１データ数にかか

る期間は 0.5 ヶ月）とした。 
○ 業務の成果 

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 

本研究では、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平成２８年度に引き続き開発中である。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。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。 
2. 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。 
3. 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。 
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

ばく露量として適切な指標を明らかにする。 
 
【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人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 ICNIRP や IEEE/ICES 等の国際ガイドラインに

おいて、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(平成３２年度完了予定)。平成２９年度はアンテナが人体か

ら比較的近い領域に位置する場合の評価手法について検討した。 
 



＜理論的手法＞ 
本検討では体表の電力密度を評価するための手法について検討する。本

評価において、人体とアンテナ間の多重散乱を考慮した解析が必要と考

えられる。そこで、後述の SAR の評価手法として平成２８年度より検討

している、FDTD 法とモーメント法による混成手法の適用可能性につい

て明らかにする。特に人体とアンテナ間の多重散乱が強く結合する条件

を想定し、人体がない場合の入射電力密度との違い明らかにすることに

より、電波ばく露に対する指標としての利用可能性について明らかにす

る。特に後述する、体内温度上昇の理論的評価技術を活用し、体表での

電力密度と体内温度上昇との相関について明らかにすることで、人体ば

く露量を本質的に理解する上で、電力密度の評価指標としての妥当性に

ついて明らかにするための検討を開始した。本検討では前年度までに構

築したモーメント法と FDTD 法の混成手法を利用し、眼部モデルにおけ

るばく露評価数値計算を実施した。周波数は 30 GHz とし、ばく露用の

アンテナとして、4 素子の方形パッチアンテナによって構成される一次

元アレーアンテナを計算に用いた（図 A-1-1(a)参照）。アンテナ入力電力

を 0 dBm、アンテナの離隔距離 d = 0.5λ、λ、5 λとした場合の定常状態

における眼部内外の電力密度分布を図 A-1-1(b)に示す。 
 

 
(a)４パッチ素子の一次元アレーアンテナ 

 
(b) 

図 A-1-1 (a)ばく露に利用したアレーアンテナおよび(b)眼部内外での電

力密度分布 
 
＜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

性について検討する。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。 



また、体表組織の電力密度を直接的に測定するための基礎的な検討を開

始した。具体的には、均一ファントム等を利用し、遠赤外線カメラ等か

ら取得される温度上昇分布から、体表での電力密度を推定するための検

討を行った。  
当初の計画では、上記２通りのアプローチより、電力密度を評価する予

定であった。一方で、ICNIRP での準ミリ波・ミリ波帯を含む高周波ガ

イドラインの改定において、人体へ入射される浸透電力密度

(penetration power density)を指標とする可能性が明らかとなった。ま

た、後述の「4.人体ばく露量の指標の明確化」に関する検討では、理論的

な評価技術を利用した検討より、生体内温度上昇と体表での電力密度と

の間で良好な相関が得られることが示唆された。しかしながら、上記に

挙げられる「浸透電力密度」に関する具体的な定義、並びに評価技術に

ついての検討例はないため、この浸透電力密度に関連する評価技術につ

いて、早期からの検討を開始する必要がある。 
以上のこれまでの本調査研究における成果および、国際機関における議

論等を考慮し、本研究では生体内部の物理量である、「浸透電力密度」に

関連する評価技術を中心に検討を実施することとした。なお、上述の通

り、浸透電力密度の厳密な定義は与えられていないため、以下では体内

での電力密度とする。 
平成２９年度の検討では、後述する 60 GHz 帯での温度上昇測定装置（図

A-1-6）を利用し、円形ホーンアンテナを用いて、グリセリンファントム

内部表面の電力密度(sp)を推定するための検討を開始した。ここでは赤外

線カメラによって計測されたファントム表面での定常状態での最大温度

上昇が得られた観測点に着目し、取得された温度上昇の時間変化より推

定することとした。なおこの時、アンテナ開口面とファントム間の離隔

距離は 60 mm とした。具体的には下記の評価式より導出した。 
c 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑇𝑇�

𝜕𝜕=0
= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜎𝜎

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌{ 1𝑍𝑍∗}
𝑠𝑠𝑝𝑝 (A-1-1) 

 
ここで、c、Z、σ、ρ、spはそれぞれファントム内の比熱[J/(kg・K)]、イ

ンピーダンス[Ω]、導電率[S/m]、密度[kg/m3]、そしてファントム表面内

の電力密度[W/m2]をそれぞれ示す。本研究では温度上昇の時間微分値の

導出において、取得された温度上昇の時間変化を下記でモデル化するこ

とによって推定した。 
𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷𝜕𝜕 �1 − 𝑒𝑒−

𝑡𝑡
𝜏𝜏�       [℃]  (A-1-2) 

ここで、𝐷𝐷𝜕𝜕は定常状態の温度上昇であり、𝜏𝜏は時定数を示す。なお、平成

２８年度の検討では（A-1-2）式を用いた同様の検討を実施しているが、

本検討ではパラメータ推定に利用する温度上昇の時間変化データを 30
秒以下と、平成２８年度の 60 秒以上を対象とした評価条件よりも、短い

時間とした。得られた結果を表 A-1-1 に示す。表中では、5 回のばく露

量評価実験からそれぞれ電力密度を推定し、その平均値を示している。

また、(A-1.2)式に示されるパラメータの推定には、電波ばく露開始から

30 秒までの表面温度計測データを利用した。 
 
表 A-1-1 評価条件およびファントム表層での電力密度の推定結果。な

お、アンテナ入力電力 0dBm で規格化している。 
アンテナ入力電力 0 dBm 



比誘電率 6.6 
導電率 21 S/m 
密度 1100 kg/m3 
比熱 3300 J/(kg・K) 
SAR 0.94 W/kg 
sp 0.85 W/m2 

 
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

の人体ファントムについて、平成２８年度より引き続き検討した。本検

討では皮膚等の生体組織と同程度の電気定数を有する、再現性に優れた

ファントムの開発を目指す。人体ファントムの開発においては、材料組

成の選定・比率最適化等に対して網羅的な検討が一般的であるが、本検

討においては、課題 G)の成果を利用し、効率的に生体ファントムを開発

するための検討を実施した。具体的には、課題 G)で開発・改良した生体

組織電気定数測定システムを利用し、配合の異なるファントムの電気定

数の周波数特性の測定データから Cole-Cole モデル等により電気定数の

モデル化を実施することで、ファントムの持つ分散パラメータの水分量

等に対する依存性を定量化する。そして、含水率等による電気的特性へ

の効果等を考慮し、目標とする電気定数を得るためのファントムの構成

材料の配合を推定することが可能な、より高次のファントムの電気定数

モデルの開発を目指す。 
平成２８年度の検討では、本検討で取り扱うファントムの水分量に対す

る傾向について調査した。平成２９年度は様々な水分量を有するファン

トムを新たに作成し、それぞれの電気定数データを取得した。表 A-1-2
に異なる 10 種類のファントムの組成を示す。水分量 40、56.4、70、80
の場合のファントム電気定数の水分量依存性を図 A-1-2 に示す。図には

参考値として真皮の電気定数についても併せて示す。ただし、準ミリ波・

ミリ波帯での生体等価ファントムの開発における、目標とする電気定数

値を明らかにする必要があり、今後の検討課題として挙げられる。 
 

表 A-1-2 ファントムの組成 

水重量比 
[%] 

グリセリン 
[g] 

蒸留水 
[g] 

安息香酸 
ナトリウム[g] 

寒天粉末 
[g] 

20.0 569.6 148.3 

2.1 21.6 

30.0 495.4 222.5 
40.0 421.3 296.6 
50.0 347.1 370.8 
56.4 300.0 417.9 
60.0 272.9 445.0 
63.2 249.4 468.5 
70.0 198.8 519.1 
75.0 161.7 556.2 
80.0 124.6 593.3 

 



 
図 A-1-2 ファントム電気定数の水分量依存性（左図：複素比誘電率の実

部、右図：複素誘電率の虚部） 
 
＜理論と実験の比較＞ 
なお、平成２９年度の理論的・実験的評価技術の開発においては、人体

組織またはファントム内の電力密度を対象とした評価技術についての検

討を開始した。この技術開発においては、理論および実験的評価技術そ

れぞれで、詳細な検証を必要とすることから、双方の技術間の相互比較

については、平成３０年度に実施する。なお、不確かさ評価等の一部の

検討については、後述の通り検討を開始した。 
本検討項目に対する平成２９年度の検討では平成２８年度より引き続

き、ホーンアンテナ等の代表的な開口アンテナやアレーアンテナ等を用

いて、アンテナ近傍の入射電力密度につ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。なお、平成２８年度はアンテナか

ら比較的離れた領域での入射電力密度を実験的評価法と理論的評価法そ

れぞれより取得された結果と比較した一方で、平成２９年度はアンテナ

近傍（アンテナから 1 波長以下の離隔距離）における入射電力密度を、

両手法間で比較した点で異なる。平成２９年度における検討では、平成

２８年度と同様 60 GHz を対象とし、ホーンアンテナからのばく露量を

モーメント法によって得られた入射電力密度と実験的評価技術より得ら

れた結果とを比較した。 
実験的評価においては、アンテナ開口面より 25 mm（５波長）離れた平

面での、平面に平行する電界強度および位相を開口導波管プローブを用

いて測定した。得られた電界分布を平面波スペクトル展開法を用いて再

構成することによってアンテナ近傍での電磁界成分を推定した。結果を

図 A-1-3 に示す。図はアンテナ開口面からの離隔距離 d=5、 1、 0.1 mm
それぞれでの電力密度分布を示している。 
結果から、電力密度が低い領域の電力密度について、シミュレーション

結果と測定結果とで異なる分布を示しているが、最大値付近の電力密度

分布は良好に一致している。また、各離隔距離における 1 cm2 および 4 
cm2 での空間平均電力密度の最大値は、数値シミュレーション結果と測

定結果とで、0.4 dB 以下の差異で一致したことから、電力密度評価にお

ける数値シミュレーションによる理論的評価技術と測定に基づいた実験

的評価技術の双方の妥当性が確認された。 



 
図 A-1-3 電力密度の数値シミュレーションのよる結果(MoM)と測定に

基づいた近傍電力密度の再構成結果の比較（60 GHz でのホーンアンテ

ナからの各離隔距離において比較） 
 
 

 比吸収率（SAR） 
＜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、理論的な評価手法として、幾何

光学近似解法等に基づいた手法について、平成２８年度より引き続き検

討した。 
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。更に、アレーアンテナ等の 5G 端末などへの搭

載が予測されるアンテナの実測データを利用し、人体内部でのばく露量

を評価するための検討を開始する。本検討では、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。 
入射電力密度は開口導波管プローブを利用して 60 GHz の２ｘ２パッチ

アレーアンテナからの離隔距離 d=25 mm における電界の振幅および位

相を測定し、平面波スペクトル展開法を用いて d=60 mm での電力密度

分布を再構成することで取得した。算出した電力密度は体表への入射電

力密度を見なすことでき、２次波源として FDTD 法での数値計算プログ

ラムに組み込んだ。ここで、人体の皮膚組織を想定した三層平板モデル

を用いて FDTD 解析を行った結果を図 A-1-4 に示す。入射電力密度は 1 
mW/m2に規格した。 



 
図 A-1-4 60GHz２ｘ２パッチアレーアンテナを用いた 3 層平板モデル

における表面 SAR の分布の解析結果 
 
アンテナ等の電波放射源が人体から比較的近い領域にある場合の理論的

評価手法には、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数値人体モデル（課題 F の成果）

を利用した。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した。 
スーパーコンピュータは I/O が汎用のワークステーションより低速であ

ることから、準ミリ波およびミリ波帯の解析に利用する超大規模な数値

人体モデル等を作成するために、1.5 TB の実メモリを有するワークステ

ーションを整備し、データサイズが 1 TB 以上の数値人体モデルを短時

間で構築できることを確認した。 
 
＜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。また、準ミリ

波・ミリ波帯ではファントム液剤を充填する容器の電気定数がばく露量

評価に影響を与えることが懸念される。 
そこで、実験的な手法として半固体状ファントムと赤外線カメラによる

温度計測に基づいた SAR 測定方法について検討した。特に、赤外線カメ

ラの温度計測における不確かさは最低でも±１℃程度見込まれることか

ら、表面 SAR を再現性よく、かつ効率的に測定するための条件を明らか

にするための検討を開始した。 
ミリ波電波ばく露評価装置の構成を図 A-1-5 に示す。ここで、マイクロ

波帯において利用実績のあるグリセリンファントムを 60 GHz でのばく

露量評価に利用した。ホーンアンテナ及び２ｘ２パッチアレーアンテナ

の 2 種類のアンテナを利用してファントムに電波を照射し、ファントム

の表面温度上昇を赤外線カメラで測定した。電波ばく露時間を 1800 秒

とし、初期状態の温度と 1800 秒後での最大温度の差から、表面温度上昇

の最大値を測定した。このような高精度ミリ波ばく露の温度測定系で測

定した温度上昇量を（A-1-1）式を用いて、優れた再現性を持つ SAR の

導出が可能となった（表 A-1-1 参照）。 



 
図 A-1-5 グリセリンファントムを用いた電波ばく露実験の写真 

 
 
＜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。 
図 A-1-6 は平成２８年度に試作した２ｘ２素子の平面アレーアンテナを

用いて均一ファントムへのばく露量評価を実施した際の理論的評価（図

A-1-4 参照）および実験的評価（図 A-1-5 参照）によって得られた結果を

示している。この時、アンテナ入力電力は 1mW に規格化しており、フ

ァントムとアンテナ間の離隔距離は 60 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の評価手法による結果は良好

に一致しており、両手法の妥当性が確認された。 
 

 
図 A-1-6 FDTD 解析と温度測定による SAR の比較 

（アンテナ入力電力 1mW で規格化） 
 

 
 

 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、平成２
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８年度より引き続き検討する。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いるが、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。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、従来の評価手法は現実的ではない。

そこで、本提案では数値人体モデルにおける皮膚組織のモデル化および

計算手法についての検討を平成２８年度より引き続き検討した。特に、

体表組織における温度上昇解析において、皮膚の詳細構造の影響につい

て明らかにした。 
本検討では円筒状の高精細腕部モデルを利用し、平面波ばく露時の温度

上昇を評価した。本検討では腕部モデルの皮膚組織の領域を均一な組織

として扱ったモデル(均一皮膚モデル、homogeneous skin model)と皮膚

の領域を表皮と真皮に分けたモデル(詳細皮膚モデル、precise skin 
model)、そして単純な多層平板モデル(multilayer-plane model)の３つの

モデルを用い、数値シミュレーションによって定常状態での温度上昇を

各モデル間で比較した。結果を図 A-1-7 に示す。 
図中では入射電力密度を 50 W/m2とした場合での定常状態での最大温度

上昇を 10 GHz から 1 THz の範囲において示している。図中のエラーバ

ーは比較のため、±10%の範囲を示している。図中の結果は 20 GHz 以

上の周波数において、単純な多層平板モデルを用いることで、10 %以下

の相対偏差で、詳細皮膚モデルの温度上昇の推定が可能である、すなわ

ちモデルの形状に対する影響は 10 %以下であることを示している。 
次に、詳細皮膚モデルと均一皮膚モデルを比較する。図中に示される、

詳細皮膚モデルを用いて計算された温度上昇は、均一皮膚モデルによる

結果よりも高くなる傾向が得られた。400 GHz 以下では、両者の差異は

10 %以下であるが、400 GHz 超で両者の差異は 10 %以上であり、なお

かつ周波数の増加に伴い大きくなる傾向が図に示されている。これは、

実際の詳細皮膚モデルを構成する表皮組織には血管がないが、表皮と真

皮の領域を均一な組織としてモデル化している均一皮膚モデルでは、血

流の効果が考慮されているため、血流による熱循環効果によって、詳細

皮膚モデルを用いて計算された場合と比較して温度上昇が緩和されたも

のと考えられる。 
 



 
図 A-1-7 温度上昇解析結果 

 
 
＜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。本検討では実験動

物の比較的単純な形状の部位を用いて、体表組織の温度上昇を計測した。 
図 A-1-8 に採取皮膚組織（ブタ）を用いた表面温度上昇の測定時の外観

を示す。本検討では、ホーンアンテナを用いて、60 GHz 電波を採取皮膚

組織（ブタ）へ照射し、赤外線カメラによって取得された表面温度上昇

を赤外線カメラで測定した。ここで、採取皮膚組織表面とアンテナ間の

離隔距離は 60 mm、アンテナ入力電力は 1 W、ばく露時間は 1800 秒と

した。（図 A.1.9 参照） 
 

 
図 A-1-8 採取皮膚組織（ブタ）を用いた電波ばく露量評価実験の様子 
 
＜理論と実験の比較＞ 
実験動物の比較的単純な形状の部位を用いて、理論的評価と実験的評価

を比較し、妥当性を検証した。図 A-1-9 は 60 GHz における採取皮膚組

織（ブタ）表面での温度上昇を、理論的評価法および実験的評価法それ

ぞれより得られた結果とで比較している。ここで、アンテナ入力電力は

1mW に規格化している。 
図中に示される実験的評価法により取得された結果については前述（図

A-1-8 参照）の通りである。理論的評価法においては、多層平板モデルへ

の平面波入射時の解析結果を利用することで推定した。ここで、定常状



態での生体熱輸送方程式を用い、皮膚への入射電力密度を実験的評価よ

り得られた空間平均入射電力密度とした。 
ここで、入射電力密度の空間平均化領域は 1×1 cm2 としている。これ

は、Hashimoto ら(Phys. Med. Biol., vol. 62, pp. 3124–38,2017)による、

入射電力密度の平均化領域と表面温度上昇の相関関係に関する検討結果

に基づいて設定している。 
図は実験的評価法と理論的評価法との温度上昇の結果がそれぞれ

0.0126 ℃と 0.0128 ℃であることを示しており、両者で優れた一致が観

測された。 

  
図. A-1-9 60 GHz における豚皮膚を用いた温度上昇の測定と多層平板

モデルを用いた平面波入射する際の計算の結果 
 

【2. 「不確かさ評価」の詳細】 
電力密度、温度上昇に対する測定手法に対して、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行った。得られたデータから、電

波ばく露量の指標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

するための検討を行った。 
電力密度評価に対する測定手法の不確かさ評価に関する検討結果について以

下に記述する。平成２９年度はファントムへの電波ばく露時に、ファントム表

面温度計測からファントム内へ透過する電力密度を評価した際の（表 A-1-1 参

照）、不確かさについて評価した。本研究で提案するファントム内での電力密度

は(A-1-1)式および(A-1-2)式より導出される。表 A-1-1 に示される５回測定にお

ける電力密度の平均値の相対標準偏差は約 10%であった。表に示される結果

は、ばく露開始から 30 秒の温度上昇データを利用した場合の電力密度の推定

結果である。なお、本検討においては前述の温度上昇データの区間を 10 秒に

した場合においても検討した結果、各測定より得られた電力密度はその標準偏

差の範囲にて一致した。この結果から、本研究では評価に使用する温度上昇デ

ータの区間を 30 秒とした。 
更に、パラメータフィッティングにより得られる Dt およびτの不確かさ（∆Dt
および∆τ）が最終的に得られる、電力密度への寄与（電力密度評価における各

不確かさ要素に対する標準不確かさ）はそれぞれ（A-2-2）式および(A-2-3)式
より導出される。 

𝑠𝑠𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑒𝑒{1
𝑍𝑍

} 𝜌𝜌
𝜎𝜎

c 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑇𝑇�

𝜕𝜕=0
= 𝑆𝑆𝑒𝑒{ 1

𝑍𝑍∗
} 𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜎𝜎
𝐷𝐷𝑡𝑡
𝜏𝜏

 (A-2-1) 
 



�𝜕𝜕𝑠𝑠𝑝𝑝
𝜕𝜕𝐷𝐷𝑡𝑡
� Δ𝐷𝐷𝜕𝜕 = Δ𝐷𝐷𝑡𝑡

𝐷𝐷𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑝𝑝 (A-2-2) 

�𝜕𝜕𝑠𝑠𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜏𝜏
� Δ𝜏𝜏 = Δ𝜏𝜏

𝜏𝜏
𝑠𝑠𝑝𝑝 (A-2-3) 

表 A-1-1 に示される電力密度 sp の 5 回測定の平均値を導出するにおいて、得

られた１回の評価結果に対して、（A-2-2）式および（A-2-3）式を用いて、Dtお

よびτの不確かさ（∆Dt および∆τ）が最終的に得られる、電力密度への寄与（相

対標準不確かさ）を評価した。結果を表 A-2-1 となった。この結果から、パラ

メータフィッティングに起因する不確かさ要素は、前述の繰り替えし測定より

得られた標準偏差と比較して、十分に小さいことが示された。 
 
表 A-2-1 ファントム表層内での電力密度評価における、Dt およびτの不確かさ

が電力密度への寄与（相対標準不確かさ） 
不確かさ要因 分布 Dt およびτの不確かさの 

電力密度への寄与: 標準不確かさ  
（相対標準不確かさ） 

Dt =4.31±0.06[℃] 正規 0.0118 W/m2 （1%） 
τ =15.0±0.5[sec.] 正規 0.0284 W/m2 （3%） 

 
温度上昇に対する測定手法の不確かさ要素として、使用するファントムの電気

定数の経時変化が想定される。特に本研究では定常状態での温度上昇を計測し

ており、１回のばく露量評価実験に 30 分以上の電波ばく露を実施することか

ら、ファントム表面での水分の蒸散等による影響が予測される。 
そこで、本検討では初めに、電波ばく露前とばく露後のファントムの電気定数

を測定した。その結果、電波ばく露前後で複素比誘電率の実部、虚部はそれぞ

れ 2.3 %、4.8 %小さくなることが明らかとなった。 
次に、この電波ばく露前後での電気定数の変化が温度上昇へ与える影響につい

て、理論的評価法を利用することで見積もった。アンテナ入力電力を 1mW に

規格化した結果を図 A-2-1 に示す。図は電波ばく露前後での定常状態でのファ

ントム表面での温度上昇を示している。電波ばく露前後におけるファントムの

電気定数の低下による温度上昇の影響は 1.2 %高くなることが示された。 
 
 

 
図 A-2-1 ファントムを用いた電波ばく露実験における電気定数の変化による

表面温度上昇の影響（アンテナ入力電力 1mW で規格化） 
 



【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、30 GHz までの凖ミリ波帯において、5G システ

ムや WiGig 等の無線通信システムからの電波への人体ばく露時のばく露量(入
射電力密度、SAR)特性を取得する。平成２９年度は不均一ばく露の際の正確な

周波数特性を明らかにした。 
具体的には、準ミリ波帯の局所ばく露を想定して、数値人体モデルの頭部眼球

前方 20 mm に半波長ダイポールアンテナ(10 GHz-30 GHz 内の 6 周波数)を配

置した際の SAR を算出した。なお、本解析では、20 GHz 未満に対しては 0.25 
mm 分解能の数値人体モデルを、20 GHz 以上の解析においては、0.125 mm 分

解能の数値人体モデル用いた。 
図 A-3-1 にダイポールアンテナに対して水平断面上の頭部の SAR 分布を示す。

アンテナの出力電力は 1 W で規格化しており、SAR 値は対数表示である。ま

た、本図においては、SAR とモデルをブレンドして表示している。 
この図から、周波数が高くなると、人体内部での SAR は非常に小さくなるこ

とが確認できる。20 GHz 以上の周波数において、水晶体での SAR は 0.01 W/kg
以下であり、人体内部の脳組織においては、0.0001 W/kg 以下であり、人体深

部において電力吸収がほぼなく、体表面付近でのみ電力が吸収されていること

が確認できる。また、これらの結果から、体表面付近での SAR は数値モデル

の体表面および体表付近の解剖学的構造に依存していることも確認できるこ

とから、来年度以降、解剖学的な精度を向上させたモデルを利用したばく露評

価を継続して実施する。 
以上より平成２９年度における課題 A の年次目標である、準ミリ波帯（10 GHz
～30 GHz）における入射電力密度および SAR の評価データの取得（6 周波） 
は達成された。 

 
図 A-3-1 数値人体モデルの頭部眼球前方 20 mm に半波長ダイポールアン

テナを配置した場合の SAR 分布 
 



【4.「人体ばく露量の指標の明確化」の詳細】 
評価手法の妥当性検証等を通じて、基本的なばく露条件および実際の準ミリ

波・ミリ波帯電波利用機器の典型的なばく露条件に対する人体ばく露量の詳細

データに基づき、国内外のガイドラインでは明確に定義されていない、電力密

度の定義について明らかにするための検討を開始した。具体的には、温度上昇

との相関が優れた入射電力密度または SAR の空間平均値を明らかにするため

の検討を実施した。 
表皮、真皮、脂肪および筋肉から構成した４層の皮膚モデルである多層平板モ

デルを用いて、人体皮膚へ入射角(θ)で平面波(TE 波)が入射される際のばく露

量評価を実施した。本検討では理論解析により電磁界解析および温度上昇解析

を実施し、体表での温度上昇 1℃を得るために必要なばく露強度を評価した（図

A-4-1）。 
図 A-4-1 ではばく露強度の指標として、入射電力密度(s)、皮膚への入射電力密

度（sn=s×cosθ）、および皮膚表面内の電力密度(sp＝sn×|T|2:T は透過係数)を
導出した。各層での電磁界は、平面波の伝送線路理論に基づき、各境界面にお

いて境界条件を満たすように計算した。 
図は入射角度によって皮膚表面の反射係数が大きく変化するため、１℃の温度

上昇を得るための入射電力密度や皮膚への入射電力密度が入射角によって大

きく変動することが示されている。一方、１℃の温度上昇を得るための皮膚表

面内の電力密度は入射角によらないことが示されている。以上の結果から、6 
GHz および 30 GHz において、皮膚表面内の電力密度が温度上昇と優れた相

関関係を示していることが示唆された。 

 
図 A-4-1 TE 波入射時の体表で 1 ℃の温度上昇を得るために必要な入射電力密

度(s)、皮膚へ入射する電力密度(sn)、および皮膚表面内での電力密度(sp) 
 



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 

本研究では、準ミリ波帯・ミリ波帯における電波利用機器が電波防護指針に適合

していることを確認する手法（適合性評価手法）を開発した。具体的な検討手法

を下記に述べる。 
 準ミリ波帯・ミリ波帯における電波防護指針や国際ガイドラインでは、入射電力

密度で示された指針値が示されている。そこで、準ミリ波帯・ミリ波帯における

電波利用機器からのばく露量が電波防護指針に適合しているかどうかを確認す

る手法について検討を開始した。具体的には、前項の研究課題 A)の成果に基づ

き、各種電波利用機器からの入射電力密度等のばく露指標について、電波防護ガ

イドライン等で規定されている空間平均値を簡便かつ再現性良く評価するため

の測定手法の開発について検討を開始した。なお、準ミリ波帯・ミリ波帯の 5G
システム端末の実用化は平成２９年度中には見込めないため、5G システムでの

利用が見込まれているパッチアレーアンテナを試作し、詳細な検討を開始した。 
 本検討では、図 B-1 に示す位相変換器を含むパッチアレーアンテナ（28 GHz お

よび 60 GHz）を試作し、課題 A で開発した電力密度の再構成手法を利用し、ア

ンテナから数波長(5 波長)離れた距離における電界強度・位相の取得データから、

アンテナ付近の電力密度分布を評価した。図 B-2 には平成２８年度に試作した 60 
GHz 帯のアンテナ、および平成２９年度に試作した 28 GHz のアンテナ（図 B-1
参照）からの電力密度分布をそれぞれ示す。 
以上により平成２９年度における課題 B の年次目標である、準ミリ波・ミリ波帯

の無線通信端末での使用が見込まれているパッチアンテナ（２種）の試作および

近傍電磁界分布の取得は達成された。 
 

 
図 B-1 4 素子の一次元アレー構造を有する試作アンテナの外観（左図：28 GHz、
右図：60 GHz）。アレーアンテナの基板と位相操作用の基盤とに分離される構造

を有する。 
 



 
（a） 

 
（b） 

図 B-2 パッチアレーアンテナ近傍の電力密度分布。（a）60 GHz アレーアンテナ

(2×8 素子および 2×2 素子)および（b）28 GHz アレーアンテナ(4 素子の１次元

アレーアンテナ、各素子間の位相変化時) 
 
 
適合性評価手法の開発においては、電波防護指針を満足しない製品を適合と誤判

断することがないように、信頼性の確保が何よりも重要である。そのため、必要

十分な安全率を考慮した評価条件と評価システムの妥当性を確保するための不確

かさ評価について検討を開始した。特に、準ミリ波帯・ミリ波帯における電界プ

ローブ等の較正トレーサビリティを確保することで、評価結果の信頼性を向上さ

せた。 
図 B-3 に開口導波管プローブ（WR-28 および WR-15）の 3 アンテナ法による較

正結果を示す。図中におけるエラーバーは、5G システムの利用が想定される 28 
GHz および WiGig 通信が利用される 60 GHz での不確かさを示している。 



 

 
図 B-3 開口導波管プローブ（WR-28 および WR-15）の 3 アンテナ法による較正

結果。図中に示されるエラーバーは 28 GHz および 60 GHz での不確かさを示

す。 
 

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

規格に反映させた。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開始した。具体的には、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（ IEC 
TC106/AHG10 および JWG12）等において、３件の寄書を行い、本委託研究での

研究成果を含む IEC 技術報告書（IEC TC63170 ED1）の発行が決定した(2018 年

発行予定)。 
 

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 6GHz 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

ための方法を明らかにするための検討を行った。 
平成２９年度においては、較正手法検討の準備として、SAR 測定に用いるプ

ローブの変調信号に対する非線形特性についてプローブの等価回路モデル

を用いることで解析を行った。AM 変調信号をプローブで受信した際の入力

電圧対出力電圧特性は測定結果と回路モデルによる近似式が搬送波周波数

によらず良好な一致を見せており、回路モデルを用いることでプローブの非
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線形特性を再現できており、モデルの有効性を示した。 

 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ている。平成２８年度

から引き続き、以下の不確かさ要因（IEC 62209-1:2016 で規定されている

不確かさ要因）についてのデータ取得を行なった。 

 軸・半球面内等方性 

 境界効果 

 直線性 

 検出限界 

 変調応答 

 積分時間 

 ＲＦ雑音 

 ポジショナー不確かさ 

 頭部ファントムに対するポジショニング不確かさ 

 端末設置 

 端末保持器 

 出力変動 

 頭部ファントム外殻 

 空間解像度（x,y 方向） 

 ポスト処理 

さらに、市販の携帯電話端末３０機種について、従来の SAR 測定装置を用

いた高速ＳＡＲ評価を実施し、従来手法による評価方法と比較を行った。ま

た、従来手法による評価結果からの偏差と高速ＳＡＲ測定方法の不確かさを

比較することで、不確かさ評価の妥当性（不確かさ要因の選定の妥当性）を

検証した。 
表 C-1、C-2 に従来の SAR 測定と高速 SAR 測定による評価結果例をそれぞ

れ示す。これらの結果から双方の結果における最大 SAR の値が一致してお

り、高速 SAR を用いることで少ない手順で SAR の評価ができることがわ

かる。測定時間については、従来の測定時間が平均 13.2 時間であったのに

対し、高速 SAR 測定を用いることで平均 8.6 時間と約 65 %の時間で測定で

きることがわかった。 
また、高速 SAR の不確かさ評価の結果、合成標準不確かさは 10 %程度とな

ったが、その中でも上記の不確かさ要因の中の空間解像度及びポスト処理の

不確かさの寄与が大きく、感度係数等を考慮した値で 4 %程度となってい

た。これに対し、RF 雑音が 0.05 %、ポジショナー不確かさが 0.08 %と相



対的な寄与度が小さいことがわかった。これらの結果から各要因の不確かさ

評価結果への影響について明らかにした。 
高速 SAR 測定における測定数削減の判定には高速 SAR 測定の不確かさを

用いている。本検討では、従来手法と高速手法の評価結果が一致することか

ら、本検討で実施した高速 SAR 測定における不確かさ評価の妥当性につい

ても確認できた。 

以上により平成２９年度における課題 C の年次目標である、従来の SAR 測

定装置を用いた高速 SAR 測定手法に関する統計的不確かさ要因（Type A）

の評価のための大規模測定データ取得（30 データ以上）は達成された。 

 
表 C-1 従来の SAR測定による評価結果例 

 
 

表 C-2 高速 SAR測定による評価結果例 

 

 

 平成２８年度に引き続き、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。国際標準化会議での

議論の状況に応じて、妥当性検証・不確かさ評価等のデータを取得し、国際

標準化会議に寄書し、その結果が最新の改定版で反映される見込みである。 

 平成２８年度に引き続き、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実施した。キャリア・アグ

リケーションに対応した無線機テスタ(基地局シミュレータ)と１回の測定で

局所 SAR の複数周波数データを同時取得可能な SAR 測定システム（図 C-
1）を整備し、キャリア・アグリケーションの SAR 測定が可能であることを

確認するとともに、データ取得を開始した。 

1 2 3 4 5 6
0.287 0.207 0.245 0.182 0.243 0.154
0.166 0.121 0.156 0.105 0.086 0.050
0.394 0.128 0.288 0.291 0.180 0.116
0.134 0.127 0.111 0.089 0.137 0.084

通常SAR測定 (ピーク10g平均SAR [W/kg])

テスト構成
通信モード

1
2
3
4

1 2 3 4 5 6
0.207 0.245 0.243 0.154

0.394 0.288 0.291

高速SAR測定 (ピーク10g平均SAR [W/kg])
通信モード

テスト構成

1
2
3
4



 

図 C-1 複数周波数同時測定可能な SAR 測定システム 

 

 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、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を行

った。 
平成２８年度に通信システムの専門家へのヒアリング等を行ってきたが、平

成２９年度においても引き続き通信システムの専門家の協力を得つつ検討

を進めた。現在のところ、無線 LAN 端末の制御について検討を行っている

が、制御が可能となった項目としては 
・チャネル選択 
・パケットペイロード長(信号送信時間) 
・パケット送信タイミング 
となっている。これらはトランスポート層に属するものであり、送信電力制

御等を行う物理層については未だに制御が困難な状況である。そのため、引

き続き検討を進めていく予定である。 

 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

詳細な評価を実施した。平成２８年度より、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しており、

平成２９年度も引き続き開発を継続してきた。また、開発した詳細な電磁波

源モデルと数値人体モデルを用いた人体ばく露量評価の検討を本格的に開

始した。 
具体的には、3 機種の携帯無線端末および 1 機種の無線 LAN と 2 体の数値

人体モデル（成人男女）を用いてばく露評価を実施し、平成２８年度に実施

した簡易電磁波源モデルとの比較検証を行った。本解析に利用した端末モデ

ルを図 C-2 に示す。各端末は第４世代移動体通信システム中で対応する全て

の周波数バンドで駆動させ、端末の出力は 0.2 W を想定して解析を実施し、



ピーク 10g 平均 SAR を算出した。 
図 C-3 に第４世代移動体通信システムに定められたバンド 1(1950 MHz)の
周波数帯で駆動させた端末を、成人男性モデルの腹部近傍に配置した際の腹

部における SAR 分布を示す。さらに、バンド 1 での動作を想定して実施し

た解析結果と簡易波源モデル（半波長ダイポール）を用いた結果と比較した

ところ、詳細な端末モデルのピーク 10g 平均 SAR は簡易波源モデルより低

値になる傾向を確認した。 

 

 

図 C-2 端末モデル 

 

 

図 C-3 腹部 SAR 分布 

 

 平成２７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、平成２９年度は代表

的な体内埋め込み医療機器である心臓ペースメーカを高精度にモデル化し、

心臓ペースメーカ使用者を模擬した高精度な２体の数値人体モデル（成人男



女）を構築し、数値シミュレーションによる無線通信機器からの電波に対す

る人体ばく露量や電磁干渉に関する検討を本格的に開始した。具体的には、

図 C-4 に示すように、シングルチャンバとデュアルチャンバ型のペースメー

カを埋め込んだ数値人体モデルを開発した。 
また、他の体内埋め込み医療機器のモデル化についても検討を開始した。今

年度は図 C-5 に示すように脊髄刺激装置および脳深部刺激装置のモデル化

について検討した。 
さらに、数値シミュレーションの妥当性を評価するため、実験によってばく

露量を評価するための人体を模擬した物理ファントムを開発し、数値シミュ

レーションと実験の比較検証を実施した。今年度は数値シミュレーションで

利用した頭部モデルと同じ形状を有した半透明の材料を用いた頭蓋骨を含

む人体頭部形状ファントム（図 C-6）を新たに開発し、医療用金属プレート

を頸部に埋植した上で、それら金属周辺の温度上昇を高精度に測定すること

により、埋め込み金属に起因した SAR 上昇について明らかにするとともに、

その実験結果が、数値シミュレーション結果と同様の傾向を示した。 

 

デュアルチャンバ        シングルチャンバ 

図 C-4 数値人体モデルに対する心臓ペースメーカの埋込 

 

脊髄神経刺激装置           脳深部刺激装置 

図 C-5 他の体内埋め込み医療機器モデル化 

 



 

図 C-6 数値人体モデル形状を有した半透明ファントムを用いた実験の様

子 

 

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を図った。得られた成果を、国際規格標準化会

議（ITU、IEC、IEEE）等の投票用委員会原案、最終国際規格原案と通じて意見

提出した。 

 
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、以下の検討を行った。 
 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。前年度に取得したアンテナ設備８箇所について、モーメント法等

に基づく数値シミュレーションや従来の適合性評価で用いられている簡易

評価式により、周辺電磁界強度の計算を行い、前年度に取得した測定結果

と比較検証を行うことで、数値シミュレーション手法および簡易評価式の

妥当性検証や不確かさ評価および計算手法（計算モデル）の改良を行った。

具体的な検討結果を下記に述べる。 
各送信所設備の構造や周辺環境等についての情報を収集し、鉄塔の直径，

全長，周波数，空中線電力をモデル化し、シミュレーションを行った。８箇

所のうち、２箇所の頂冠ありの送信所の場合は、計算モデルにおいて、鉄

塔の実効的な長さを考慮して解析を行った。図 D-1 に前年度までに各送信

所で実測して得られた測定電界強度データ及び数値シミュレーションによ



る解析結果例を合わせて示した。なお、平成２９年度に測定した結果も合

わせてグラフに赤点として示した。グラフの中には，簡易式によって求め

た電界強度、モーメント法によって求めた電界強度（FEKO）、平成２７年

度に Narda 社製電磁界プローブ EHP-200A によって測定された電界強度

(EHP200A(H27))、平成２８年度に測定された電界強度（EHP200A(H28)），
平成２９年度に測定された電界強度（EHP200A(H29)）及び平成２８年度

に NBM550 を用いた測定電界強度（NBM550(H28)）を示す。送信所 A～

Ｄは比較的構造が簡易な非接地アンテナであるが、簡易式もしくはモーメ

ント法による解析結果が測定結果と概ね一致することが分かる。ダウンリ

ード型である送信所 E については、簡易式の計算結果と電界強度の測定結

果にかなりの乖離が生じていることが示されている一方、モーメント法に

よって得られた計算結果は測定値と傾向が一致する。このことから、アン

テナ構造によっては、簡易式による評価の改良の可能性が示され、次年度

以降引き続き検討することとする。 
 

 

(a) 送信所 A (空中線電力 100 kW，頂冠あり) 

EHP200A(H28)

NBM550(H28)

EHP200A(H27)



 

(b) 送信所 B(空中線電力 20 kW，頂冠あり)  

 
(c) 送信所 C (10 kW，頂冠なし) 

 

NBM550(H27)

EHP200A(H28)

NBM550(H28)

EHP200A(H28)

NBM550(H28)

EHP200A(H27)



  

(d) 送信所 D (空中線電力 50 kW，頂冠なし) 

 

 

(e) 送信所 E(500 W，ダウンリードあり，傘型) 

 

EHP200A(H28)

NBM550(H28)

EHP200A(H27)

EHP200A(H29)

EHP200A(H28)

NBM550(H28)

EHP200A(H27)

EHP200A(H29)



 

(f) 送信所 F(300 W，ダウンリードあり，傘型) 

 

 

(g) 送信所 G(5 kW，ダウンリードあり) 

 

EHP200A(H28)

NBM550(H28)

EHP200A(H28)

NBM550(H28)



 

(h) 送信所 H(20 kW，ダウンリードあり) 
 

図 D-1 各送信所における実測及び数値シミュレーションで得られた電界強

度の距離特性 
 
また、測定の不確かさについて評価を行った。電界測定に用いた Narda 製

の EHP-200A のプローブの線形性、等方性、楕円率等についての不確かを

合計した結果、約 12.8%であることが分かった。また、光電界センサを用い

た場合、1MHz における較正の不確かは電界センサの位置のずれや電力計

の不確かさ等を考慮して約 2.1%であるので、電界センサの等方性による不

確かさを加えると、測定不確かさは 12.4%となる。 
次に、水平方向のみの測定距離を固定した場合の、測定面（縦 1.8 m、横 0.8 
m）における測定電界強度の不確かさを図 D-2 に示した。本検討では測定距

離が 4 m 以上である場合、測定面での測定不確かさは最大で 15%である。

図 D-2 の中で赤い円で囲まれた点において測定面内の測定不確かさが増大

したが、これは測定距離 16-17 m のときであり、測定電界強度が小さく、

プローブの測定できる電界強度の限界値に近い値である原因と考えられる。

赤い線で囲まれた点を除き、面内の測定不確かさも考慮に入れると、それぞ

れのセンサでの標準不確かさは 19.9%(EHP-200A)及び 13.3%(光電界セン

サ)であることが分かった。 
 
 

 

EHP200A(H28)

NBM550(H28)



 
図 D-2 測定距離に対する測定不確かさ 

 
 

以上により平成２９年度における課題 D の年次目標である、平成２８度に

取得したアンテナ設備５箇所について、モーメント法等に基づく数値シミュ

レーションや従来の適合性評価で用いられている簡易評価式により、周辺電

磁界強度の計算を行い、前年度に取得した測定結果と比較検証を行うこと

で、数値シミュレーション手法および簡易評価式の妥当性検証や不確かさ評

価および計算手法（計算モデル）の改良を行うは達成された。 
 

 前項で得られたアンテナ設備周辺の電磁界強度分布を考慮して、人体ばく露

量（SAR、内部電界強度、接触電流等）の数値シミュレーション評価を行っ

た。数値シミュレーションでは、課題 F)の成果である詳細数値人体モデル

および課題 G)の成果である生体組織電気定数データベースの成果を利用

し、時間領域有限差分時間領域法（FDTD 法）等による大規模電磁界解析に

より、人体ばく露量特性を詳細に明らかにした。 
先ず、本検討では，均一電界による電界ばく露を数値シミュレーションによ

って求めた。周波数は 954 kHz で，入射電界強度が 100 V/m のときの体内

誘導電界強度の 99 パーセンタイル値，局所 10g 平均 SAR 及び全身平均

SAR はそれぞれ 8.75 V/m, 0.019 W/kg, 0.0054 W/kg と計算された。 
次に送信所アンテナをモデル化し，モーメント法によって得られた電界分布

を用いて数値シミュレーションを行い、各距離における人体ばく露量

（SAR、内部誘導電界）を求めた。送信所から人体が遠くに存在する場合，

電界分布が一様に近づくため、一様ばく露と同じような結果となる。一方，

人が送信所の近くにいた場合、より不均一なばく露になる。そこで、人体ば

く露が距離の違いによりどの程度で変化するかを検討するために、送信所か

らの距離を 1 m～57 m まで変化させ、電界強度の最大値を一定とし、人体

ばく露量の解析を行った。 
結果を図 D-3 に示す。図から分かるように、距離が遠くなればなるほど、平

面波によるばく露量で規格化したばく露量は 1 の値に近づくため，より一
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様なばく露となることが分かる。また人体から送信所までの距離が 10 m 以

上離れた場合、規格化したばく露量は 0.9 以上となり、概ね一様ばく露と考

えられることが分かる。 
次に２箇所の送信所において、光電界プローブによって電界強度分布及び位

相分布を取得した結果を用いて、FDTD 法によるばく露量の解析を実施し

た。両送信所における測定点は送信所から 10 m 以上離れた位置で行われた

ため、概ね一様であると考えられることから、大きさ 0.8m x 1.8m の平面

内に 9 点のみ測定し、間の点における電界強度を内挿によって求めた。また

奥行（送信所から離れる方向）の電界強度は一様として解析を行った。 
体内誘導電界，局所 10g 平均 SAR 及び全身平均 SAR の解析結果を表 D-1
にまとめた。本研究で，実測電界を用いた体内誘導量の評価ができるように

なった。 

 
図 D-3 人体への入射する電界強度の最大を一定とした場合の規格化したば

く露量の距離特性 
 

表 D-1 各送信所における測定電界分布データを用いたばく露量の解析結果 
 体内誘導電界 

E99 (V/m) 
局所 10g 平均

SAR 
(mW/kg) 

全身平均 SAR 
(mW/kg) 

送信所 D 1.70 0.71 0.020 
送信所 E 0.255 0.016 0.00046 

 
 

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。さらに、SAR プローブ較正を含む、局所 SAR 測定に対する不確かさ要
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因を特定し、局所 SAR 測定の拡張不確かさ３０％以下を実現した。 
具体的には、SAR プローブの較正方法を改良するために、水槽の底に穴を

あけ、下から較正用アンテナ（今回はダイポールアンテナ）を配置できるよ

うにし、較正用ダイポールアンテナを上下で対向配置可能とした。従来は、

横並びでダイポールアンテナを配置して較正しており、この場合、較正する

プローブの等方性やケーブルの引き回し等によって測定不確かさが増加し

てしまうためである。 
図 E-1 に製作した液剤中較正用ダイポールアンテナを示す。先ず、送信ア

ンテナのアンテナ係数を求めるため、製作した２個のダイポールアンテナ

を対向させ、アンテナ間距離に対する透過係数の測定を行った。理論的な検

討から透過係数はアンテナ間距離が 8～10 cm のときに良く一致すること

から、この範囲内で電界プローブを配置させ、較正値を算出した。本検討の

較正に用いた SAR プローブ(ET3DV6)は先端部の大きさが 6.8 mm である。

また、較正時に用いた液剤は 0.04 mol/l の濃度を持つ食塩水である。 
上記の条件で較正を実施した結果、ET3DV6 の較正値は 6.9 と求まった。

この較正値を用いて水槽内でのダイポールアンテナからの電界強度分布を

測定した。このとき、入力電力は 17.5 W、周波数は 6.78 MHz であった。 
図E-2に各較正法で較正したSARプローブによる測定電界強度分布を示し

た。同図には電界の理論値も示してある。図 E-2 から本較正法によって得

られた結果はアンテナからの距離が10㎝以下において理論値と良く一致し

ているため、本手法の妥当性を確認することができた。 

 

図 E-1 製作した較正用ダイポールアンテナ 



 

図 E-2 測定した液剤ファントム内の電界強度分布 

次に、本検討で用いた較正法の不確かさを評価した。評価項目としてアンテ

ナからの距離（較正位置）、導電率、比誘電率、周波数、S パラメータ、電

力等の不確かさから電界への変換するための感度係数を求め、各要因に対す

る不確かさを評価した。 
その結果、距離に対する感度係数が一番大きい(2.33)ことが分かった。次に

感度係数が大きい要因は，導電率の感度係数及び電力の感度係数であり，そ

れぞれの値は 0.55 及び 0.5 である。これらの感度係数を考慮した距離，導

電率及び電力に対する不確かさはそれぞれ 4.37 %，0.665 %及び 0.866 %と

なった。 
各要因に対する標準不確かさを求め、合成標準不確かさ及び拡張不確かさを

求めた結果、それぞれ 4.3 %及び 8.6 %となり、温度較正法による較正の拡

張不確かさである 13 %よりも小さくなった。 
さらに、SAR プローブの較正及び外挿法を含んだ局所 SAR10g の算出に対

する不確かさを求めた。その結果、局所 SAR 測定に対する不確かさの主な

要因としては、較正における不確かさ、外挿法を含む局所 SAR の算出法に

対する不確かさそして導電率の順番である。 
それぞれ標準不確かさを求めて最終的に拡張標準不確かさを求めた結果

13.4 %となった。 

以上により平成２９年度における課題 E の年次目標である、SAR プローブ

較正手法を改良し、局所 SAR 測定の拡張不確かさ３０％以下を実現するは

達成された。 

 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 測定の改良を行った。平成２９年度は、モノポールアンテナ

等の標準波源と人体等価アンテナを用いた測定系を構築し、測定を行った。 
本検討では、人体等価アンテナ内に誘導される電流を正確に測定するため

にまずクランプ電流計の較正を実施した。本検討で用いた較正法は、モノポ

ールアンテナの給電点付近における電流を測定し、その測定結果をモーメ
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ント法によって得られた結果との比較を行い、クランプ電流計の較正値を

決定した。較正値は高さ 2.5 cm のところのモノポールアンテナ内の電流値

を用いた。較正した周波数は 1 MHz から 10 MHz までとした。 
図 E-3(a)に、短縮モノポールアンテナ上にクランプ電流計を設置した状態

での様子を示している。図 E-3(b)にはクランプ電流計で測定した 6.352 
MHz におけるモノポールアンテナ上の電流分布を示す。アンテナ給電点の

電流値によってクランプ電流計を較正してモノポール上の電流分布を測定

した結果とモーメント法で得られた解析結果はよく一致していることを確

認した。 

     

  (a) 電流分布測定の様子         (b) モノポールアンテナ上電流分布 

図 E-3 (a)モノポールアンテナ上の電流分布を測定している様子及び(b)そ
の測定結果 

次に、全身平均 SAR の測定方法の妥当性を検討するために、標準波源（モ

ノポールアンテナ）の近傍に置かれた人体等価ファントム内の内部誘導電流

の測定を実施した。測定周波数は 6.352 MHz で、モノポールアンテナへの

入力電力を 1 W とした。 
人体等価ファントム内での誘導電流を測定している様子を図E-4(a)に示し、

その測定結果を図 E-4(b)に示した。図 E.1.4(b)に示されているように、測定

して得られた誘導電流はモーメント法によって求めた結果と一致している。

両者の差異は 1 %未満である。従って、本検討で用いた SAR 測定方法の妥

当性を確認した. 



    

(a) 電流分布測定の様子   (b) ファントム内の電流分布 

図 E-4 (a) モノポールアンテナ近傍における人体等価ファントム内の電流

分布を測定している様子及び(b)その測定結果 

 

 昨年度に引き続き、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。また、これまでの検討で得

られた内部電界強度を用いて、神経系の詳細構造を考慮した解析法の検討を

行った。 
具体的には，これまで提案された低周波帯 FDTD 法による数値解析の残留誤

差を求めるための計算式をプログラム内に組み込んだ。この手法を用いるこ

とで、FDTD 法における数値誤差がどの程度解析結果の中に内在されている

かを確認することができる。 
図 E-5 は 100 MHz における平面波が 2/3 筋肉の誘電率を持つ誘電体球へ入

射したときに得られた FDTD 法による解析結果及びその解析結果の残留誤

差を示している。残留誤差はどの場所で数値解析による誤差が大きくなるか

を示している。図 E-5 から分かるように、誘電体球の中心付近において、誤

差が大きくなることが分かる。これは FDTD 法において，誘電体内での電磁

波の波長が小さくなることで、分散性誤差が大きくなることが原因である。 

   

図 E-5 左図：Mie の解析解、中央図：提案手法による解析結果（残留誤差が

10-5のとき）、右図：解析結果の残留誤差 

 

Mie

Mie R = 10-5



また、神経系の詳細な構造を考慮した解析法を検討するために、Hodgkin-
Huxley(HH)の（無髄）神経モデル及び Frankenhaeuser-Huxley(FH)の（有

髄）神経モデルの数値解析を行った。神経を刺激するための電流波形は正弦

波で、周波数は 124.5 kHz とした。これはこれまで電気自動車用の WPT シ

ステムに対してばく露評価を行った周波数である。 
図 E-6(a)及び(b)はそれぞれ HH モデル及び FH モデルを用い、124.5 kHz の

正弦波の刺激電流に対して、発火閾値における神経の発火する様子を示して

いる。その結果、刺激電流の閾値はそれぞれのモデルで、50 nA 及び 28.3 µA
となった。FH モデルでの電流閾値は HH モデルの閾値よりも約 566 倍であ

った。 

 

(a)  Hodgkin-Huxley モデルによる発火様子 

 

(b) Frankenhaeuser-Huxley モデルによる発火様子 

図 E-6 124.5 kHz におけるそれぞれの神経モデルでの神経発火の様子 
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次に WPT システムに対するばく露評価で得られた詳細人体モデル内部の誘

導電界強度でどれぐらいの神経組織が発火するかの試算を行った。内部誘導

電界強度と刺激電流 Istimとの関係は以下のような式で与えられる。 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐺𝐺𝑟𝑟𝑟𝑟�𝑉𝑉𝑠𝑠−1 − 2𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑠𝑠+1 + (𝐸𝐸𝑠𝑠−1𝜌𝜌 − 2𝐸𝐸𝑠𝑠𝜌𝜌 + 𝐸𝐸𝑠𝑠+1𝜌𝜌 )𝑑𝑑� 

ここで、Graはノード間コンダクタンス、Vi は i 番目のノードにおける神経細

胞の軸索内部のポテンシャル、Ei は i 番目のノード i における内部誘導電界

強度、d はノード間距離である。 
人体モデルの解像度を 2 mm としたため、本検討ではノード間距離も 2 mm
とした。一方、Graは神経細胞の軸索の太さに関係しており、それぞれの神経

モデルで異なる値を持つ。無髄神経の太さは約 0.3 から 1.3 µm であるため、

本検討の HH の無髄神経モデルでは、神経の太さを 1 µm とした。また有髄

神経の太さは約 1 から 22 µm であるため、FH の有髄神経モデルでは、神経

の太さを 20 µm とした。その結果、ノード間コンダクタンスはそれぞれのモ

デルで、13.1 nmho と 70 µmho と求まった。

これまでの WPT システムに対するばく露評価で得られた内部誘導電界強度

を上式に適用し、発火する可能性のある神経の数を計算した。その結果、伝

送電力が 7.7 kW の WPT システムにおいては、成人男性モデル、成人女性モ

デル、７歳子供モデル、５歳子供モデル、３歳子供モデルのいずれでも、ど

ちらの神経モデルを用いても、発火する神経はなかった。今後、詳細な神経

網を組み込んだ詳細人体モデルでの検討を行う予定である。

 kHz 帯における内部電界測定方法について検討を行った。平成２９年度は、

100 kHz 帯以上において液体ファントム内で測定可能な電界プローブの試作

を行い、WPT システムからの電磁界にばく露された液体ファントム中の電界

強度測定を実施した。また、較正手法について検討を開始した。製作した電

界プローブを図 E-7(a)及び(b)に示す。図 E-7(a)は鉛直方向の電界成分を測定

できる光電界プローブであり、図 E-7(b)は水平方向の電界成分を測定できる

光電界プローブである。お互いに直交しているため、プローブの回転等によ

ってすべての電界成分 x, y, z を測定できる。

(a) 水平方向の電界プローブ (b) 鉛直方向の電界プローブ

図 E-7 製作した光電界プローブ 

先ず、100 kHz 帯で作製した光電界プローブによる液剤ファントム内の電

界強度測定の可能性検証のため、図 E-8 のような測定システムを構築した。

液剤ファントムは 0.04mol/l の濃度を持つ食塩水を使用した。また本検討で



用いた波源は短縮ダイポールアンテナとした。入力信号の周波数は 85 kHz
で、ダイポールアンテナへの入力電力が 1 W のとき、反射電力は約 0.03 W
となった。 

アンテナによって液剤ファントム内で生じた電界を製作した水平方向の光

電界プローブによって測定を実施した。アンテナから離れる方向（z 方向）

でアンテナからの距離を 3 cm から 15 cm まで 0.5 cm ずつ変化させて、測

定して得られたスペクトラムアナライザの出力を図 E-9 に示す。光電界プ

ローブから得られたスペクトラムアナライザの出力は-50 dBm 以下であり、

非常に小さいが、かなり安定して測定ができた。またアンテナから距離が大

きくなるにつれて、受信電力は小さくなっていることが示されている。従っ

て、本開発システムを用いて WPT システムに利用される 100 kHz 帯にお

いて、液剤ファントム内の電界強度を測定することができると考える。 

 

図 E-8 測定システムの概要図 

 

図 E-9 測定した電界強度分布 

次に、本検討で製作した光電界プローブを較正するためのシステムの検討を

開始した。これまで検討してきた２アンテナ法による較正法を用いる。較正

するために性能が同じである２つの短縮ダイポールアンテナを用いて、アン

テナ間距離を変化させて透過係数（S21）を測定した。その測定結果を図 E-
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10 に示す。その結果、|S21|の値はアンテナ間距離が大きくなるにつれ、小

さくなった。次年度では、|S21|の結果を用いることで、アンテナ近傍界ゲ

インを求め、同様に標準電界法によって光電界プローブを較正することがで

きると考える。

図 E-10 短縮ダイポールアンテナ間の透過係数（S21） 

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２９年度において

は、IEC TR62905 の取りまとめを実施した。 

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,B）においては、より体表面付近の組織・器官

が重要となる。そこで平成２９年度は準ミリ波帯・ミリ波帯において重要な

表皮組織である、皮膚（角質・表皮・真皮含む）および眼球（涙液、角膜、角

膜上皮、角膜実質、角膜内皮、網膜、脈絡膜含む）のメッシュ構造の高精細

モデルを医療画像データ、統計データ等に基づいて、分解能と解剖学的正確

性を改良した。図 F-1、図 F-2 に構築した皮膚モデルおよび眼球モデルを示

す。

以上により平成２９年度における課題 F の年次目標である、準ミリ波帯・ミ

リ波帯の人体ばく露量評価に重要な組織 6 種について、メッシュ構造数値人

体モデルの該当部位における分解能および解剖学的正確性を改良するは達成

された。
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図 F-1 皮膚モデル 

 

 

図 F-2 眼球モデル 

 

 低周波帯(研究課題 D,E)では刺激作用部位となる神経組織での評価が重要と

なる。平成２７年度までの電波の安全性評価技術研究において、数値人体モ

デルの中枢神経および脊髄付近の末梢神経の高精度化を実施してきている。

一方で、近年、医療画像上で人体内部の神経組織を広範囲で抽出することが

可能になってきた。そこで平成２９年度は、神経組織を数値人体モデルの全

身に配置し、神経組織の位置、太さ、走査方向等をより正確に模擬した数値

人体モデルに改良した。改良モデルは平成２８年度に開発したメッシュ構造

の成人男女モデルの２体であり、図 F-3 に示すように MRI データや解剖図

等を参考にして、全身の神経を生成した。 



 

図 F-3 数値人体モデル（女性）全身にわたる神経組織 

 

 前年度まで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ており、平成２９年度

も調査、検討を継続して行っている。 

 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、平成２８年度はボクセルとメッ

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（成人男女、妊娠女性）を開発した。平成２９年度は３体の小児

（３歳、５歳、７歳）のメッシュモデルを開発した。図 F-4 に３歳児のメッ

シュ構造データを示す。また、平成２８年度および今年度開発したメッシュ

形状の数値人体モデルを用いて、来年度開発予定の様々な年齢、体型モデル

を生成するための、メッシュ構造数値人体モデルの変形手法についても検討

を開始した。 

 



 

図 F.4 ポリゴンメッシュモデル（例：３歳児） 

 

 平成２９年度に開発した準ミリ波・ミリ波帯ばく露評価用のメッシュ構造の

高精細組織モデル（皮膚、眼球）をメッシュ構造数値人体モデルへの組込み

方法についても検討した。メッシュ構造の高精細組織モデルを数値人体モデ

ルに組み込む際の最大の問題点は、高精細モデルのメッシュ数が膨大になり、

高精細モデルの形状変形する場合、計算機に対する負荷を無視できなくなる

ことである。そこで、高精細モデルの外部形状に合致したメッシュ数の非常

に少ないダミーモデル作成し、ダミーモデルと高精細モデルをペアリングし、

移動、形状変形、回転等を継承するように設定し、このダミーモデルを数値

人体モデルの組織モデルの位置、形状に合わせて、ペアリングを解除、ダミ

ーモデルを削除することで、高精細モデルを効率的に調整できることを確認

した。そして、上記の方法を用いて、２体の数値人体モデル（成人男女）へ

の組込みを試みた。さらに、高精度組織モデルと全身モデルの分解能が大き

く異なるモデルに対する、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の検討を実施した。 

 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-5 にメッシュ化した３歳児小児モデルとオリジナル(2 mm 分解能の

ボクセル)モデルを用いて、30 MHz から 10 GHz までの平面波が数値モデル

の前方から入射した際の全身平均 SAR の周波数特性を示す。なお、入射電力

密度は 1 mW/cm2である。また、本解析において、30 MHz から 900 MHz ま

では 2 mm 分解能モデル、1 GHz から 4 GHz は 1 mm 分解能モデル、5 GHz
から 8 GHz は 0.5 mm 分解能モデル、9 GHz から 10 GHz は 0.25 mm 分解

能モデルを利用した。 
オリジナル数値モデルは、2 mm 分解能のボクセルモデルを単純拡大するこ

とにより、高分解能モデルを作成した。その一方でメッシュモデルは分解能



を合わせて、メッシュモデルからボクセルモデルに変換した。そのため、分

解能が向上すればするほど、メッシュモデルから作成したボクセルモデルの

ほうが、オリジナルモデルを単純拡大したモデルより、各組織の境界は滑ら

かになっている。 
結果から、MHz 帯では、オリジナルモデルおよびメッシュモデルの全身平均

SAR は合致している。その一方で、表面での SAR 吸収が大きくなる GHz 帯

では、モデルの表面形状の滑らかさの違いから SAR はメッシュモデルの方が

高くなる傾向があり、最大 35%程度異なることを確認した。この傾向は先行

研究でも確認されていることか、メッシュ構造の数値人体モデルをボクセル

化した数値モデルが、SAR 計算に利用できることを確認した。 

 

 

図 F-5 メッシュ化した数値モデルとオリジナルモデル（ボクセル）の全

身平均 SAR の比較 

 

 人体モデルの高精度化に伴い、大規模データに対する数値シミュレーション

を効率的に実施するための平計算環境の整備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を、平成２８年度に引続き進めた。最新の GPU 搭

載（NVIDIA Tesla P100）のクラスターノード（４ノードから 7 ノードに）

を増強した（図 F-6）。クラスターノードを増強したことにより、従来、計算

メモリは 521 GB までであったが、この増強により 896 GB までの計算に対

応することが可能になった。 
従来のクラスターノードでは成人男性モデルを用いた場合、0.5 mm 分解能

のモデルまでしか解析できなかったが、クラスターノードを増強したことに

より、0.25 mm 分解能モデルまで解析を実施することが可能となった。また、

0.25 mm の成人男性モデルを用いた 10 GHz の平面波ばく露の計算時間は約

40 分であり、全身モデルを用いた準ミリ波帯の電磁界解析を効率的かつ高速



(ベクトルスーパコンピュータに対して 1/10 以下)に実施を可能にした。 

 

図 F-6 電磁界解析用 GPU クラスタシステム (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。 

 平成２８年度に開発し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の改良を実施した。具体的には、人

体体温程度に生体組織の温度を効率良く制御するための温度制御システムを、サ

ブミリ波帯電気定数測定システムに組み込んだ。また、構築した測定システムに

おいて、試料の必要量(厚さ・試料面等)の測定条件について明らかにするための検

討を実施した。これらの成果に基づき、平成３０年度以降におけるサブミリ波帯

における大規模な電気定数測定実験において、信頼性に優れた生体組織の電気定

数データを取得するための検討を実施した。 
図 G-1 に構築したサブミリ波帯電気定数測定システムと温度制御システムを示

す。試料の温度は、放射温度計および試料に接するシリコンプリズムに設置した

表面温度計で測定し、約 35℃で制御できることを確認した。また、内径 10 mm
のスペーサー（試料ホルダー）を用いて、温度を効率的に制御するための厚さは

約 0.5 mm であること、また、測定面を平面にするために上部より一定圧力で試

料を抑えることが必要であることを確認した。 



 

図 G-1 サブミリ波帯電気定数測定システムと温度制御システム 

 

 前項で開発した電気定数測定システムを用いて、サブミリ波帯における生体組織

の電気定数を測定した。この際に、人体の電波吸収特性は体表組織（皮膚や眼球）

において支配的と考えられることから、これらの組織の電気定数データを優先的

に取得した。また、基本的には動物組織を用いた測定実験（in vitro 実験）にて電

気定数データを取得した。図 G-2 に一例を示す。2 台のサブミリ波帯電気定数測

定システムを用いることにより、約 80 GHz から 3 THz においてブタの角膜の電

気定数を取得した。 

 

図 G-2 ブタ角膜の電気定数測定の結果 

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検討を、平成２８年度より引き続き実施した

（平成３１年度完了予定）。特に、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行った。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、その現象の正確なモデル化が困難である可能性がある。パラメ



トリックモデルを構成する共鳴周波数等の正確なモデルパラメータを把握する

ことは、生体組織の電気定数の温度依存性等を推定するにあたり、重要な必要な

知見である。一方で、本委託研究の実施においては、正確なばく露量評価を実施

する上で使用する、正確な電気定数データの取得を目標としていることから、離

散的に取得される電気定数の測定データ間を補間するパラメトリックモデルの

パラメータを取得することで、測定データの周波数区間内の任意の周波数での電

気定数データを取得することを目指した。すなわち、3 THz までの測定データで、

THz 帯での正確なパラメータの取得が困難な場合には、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。 
平成２９年度はサブミリ波帯でのモデル化を選定するための検討を実施した。

100 GHz 以下の生体組織電気定数のモデル化においては、Cole-Cole モデルがし

ばし利用される。これは、生体組織電気定数の誘電緩和現象をモデル化するもの

である。一方で、THz 帯では共鳴型の分散現象が生じるため、Cole-Cole モデル

では適切に電気定数の周波数特性を模擬することはできない。そこで、本検討で

は THz 帯での生体組織電気定数モデルとして、純水等のモデル化に利用される

Lolentz モデルを利用した。 
本検討では、はじめに前項において取得された 0.1〜3 THz までの角膜（ブタ）

データを利用し、Lolentz モデルによるパラメトリックモデルを開発について検

討を実施した。しかしながら、本研究より取得された 3 THz までの電気定数測定

データでは、Lolentz 分散をモデル化するためのパラメータの最適解が取得でき

なかった。これは、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、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ためである

（図 G-3 参照）。例えば、最も低い周波数で観測されると予測される水分子の共

鳴周波数は約 5 THz であることが報告されている。そこで、当初の計画の通り、

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

発を実施した。 
本研究では、上記検討で利用した 0.1〜3 THz までの電気定数測定値に加え、過

去に取得した 100 GHz 以下の測定データを統合し、500 MHz から 3 THz まで

の電気定数データを利用し、パラメトリックモデルの開発の検討を実施した。こ

こで利用したバラメトリックモデルは約 20 GHz を緩和周波数とする水分子の誘

電緩和も合わせてモデル化するため、Cole-Cole モデルと Lolentz 分散を合成し

たパラメトリックモデルを利用した。その結果、最終的に取得されたパラメトリ

ックモデルと測定された角膜(ブタ)組織の電気定数は良好な一致が観測された

（図 G-3）。 
 



 

図 G-3 角膜(ブタ)組織電気定数のパラメトリックモデル。 

 

 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検討を平成２８年度よ

り引き続き実施する（平成３１年度完了予定）。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。 

 100 MHz 以下の周波数において、筋肉等の高含水組織は高損失かつ高誘

電体である。一方で、従来の同軸プローブはこれらの試料の測定において、

不確かさが大きくなることが平成２８年度の検討により明らかとなった。

そこで、平成２９年度は、高損失かつ高誘電体である生体組織の電気定数

を精度良く測定するための同軸プローブの設計・開発を開始した。 
また、従来の 100 MHz 以下で利用可能な同軸プローブは大型であり、試

料の採取量が制限される脳組織等の試料の測定には適していなかった。従

って、本調査研究では、開発する同軸プローブの小型化についても必要に

応じて検討した。具体的には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

にした。これにより、測定システム（測定に必要な生体試料サイズ）の小

型化を図った。 
本研究の実施において、目標とする生体組織電気定数測定における測定不

確かさを設定するにあたり、過去の Gabriel らによって実施された電気定

数測定の測定不確かさを見積もるための検討を実施した。従来、高周波帯

での電気定数測定では反射係数計測に基づいた電気定数測定法が利用さ

れている。実際、現在事実上のデータベースとして利用されている S. 
Gabriel (1996)らによる大規模な電気定数測定実験では、300 kHz から 20 
GHz までの電気定数測定において、反射係数計測に基づいた２種類の同

軸プローブ（300 kHz から 3 GHz および 130 MHz から 20 GHz 用の異

なる口径の同軸プローブ）を用いた大規模な電気定数測定が実施されてい

る。 
そこで、Gabriel らによって実施された電気定数測定手法、すなわち反射

係数から電気定数を導出するための手法を利用し、測定に利用された測定



装置（ネットワークアナライザ）の反射係数測定における不確かさの電気

定数測定不確かさへの寄与を解析的手法により実施した。ここで、本研究

では Gabriel らによる測定に利用された測定装置の反射係数測定におけ

る不確かさデータ(カタログ値)の取得ができなかったため、使用された装

置の後継機のデータを参照し、反射係数の振幅の不確かさとして 1%、反

射係数の位相の不確かさとして 1 度と仮定し、感度解析を実施した。ま

た、Gabriel らによって実施された生体組織電気定数測定実験の反射係数

データについては公開されていないため、公開されている電気定数データ

から反射係数データを推定することとした。 
結果を図 G-4 に示す。図中には不確かさ伝播則を仮定し、反射係数の振幅

および位相のバラツキが複素比誘電率へ与える相対合成標準不確かさを

示したものである。なお、図中では Gabriel らによって報告されている筋

肉の測定時の合成標準不確かさを想定している。ただし、ここでは測定機

の確度のみを仮定した合成標準不確かさである。一方で、実際の Gabriel
らによる測定においては、使用した試料の不確かさ、プローブの校正不確

かさ等の不確かさ要素が含まれるため、実際の Gabriel らによって実施さ

れた測定の測定不確かさは、本研究で見積もった合成標準不確かさよりも

同等またはそれ以上となることが予測される。 
これらの検討結果を踏まえ、平成３０年度以降に設計する生体組織電気定

数測定用の同軸プローブの技術要件を設定し、過去に取得された電気定数

データベースと比較して優れた測定技術を構築する。 

 

図 G-4 筋肉測定における測定装置の確度に起因する複素比誘電率への寄

与（合成標準不確かさ）の推定値（(a)複素比誘電率の実部、(b)複素比誘電

率の虚部） 

 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、

生体組織電気定数データの妥当性について明らかにした。 
図G-5は電気定数の測定法として同軸プローブを利用する場合を仮定し、

反射係数から電気定数を取得するための測定法として、利便性に優れた

近似的な等価回路モデルと積分方程式を含む解析的モデルとで比較した

結果を示している。ここでは、理論的には解析的モデルの方が正確なイン

ピーダンスを導出することから、両者を比較することにより、等価回路モ

デルの適用可能な周波数範囲について検討した。図中では等価回路モデ



ルと解析的モデルそれぞれを用いて、筋肉測定時の反射係数の振幅の比

（右図）および位相差を示している。また、図中の赤線および黒線は２つ

の異なる口径の同軸プローブ（図 G-4 中の２種類の同軸プローブと同等）

を用いた場合の評価結果である。図の横軸は同軸線路の TEM モードの遮

断周波数（fc）で規格化した周波数を示している。 
測定装置の性能から、インピーダンス計測における不確かさとして、振幅

0.1 dB、位相 1°を仮定した場合、等価回路モデルの適用範囲はおよそ

0.02fc 以下となった。 

 

図 G-5 筋肉を想定した反射係数計測における等価回路モデルと解析的モ

デルの偏差（左図：振幅、右図：位相） 

 電気定数の異方性データの取得では等電位かつ電界の方向が定まってい

る必要があるため、必要に応じて電極で試料を挟み込むセルタイプの測定

装置の開発について検討を行った。 
図 G-6 に開発したセルタイプのシステムを示す。本システムはセル部分

に測定対象物を挿入し、下側と上側の電極で挟み込むことで測定を行う。

上下電極を用いた 2 端子での測定だけでなく、サイドに設けられた小型電

極を用いた 4 端子での測定も可能である。 
図 G-7 に本システムを用いた生理食塩水の導電率の測定結果を示す。開

発したシステムを用いることで、市販品に比べて広帯域での測定が可能と

なることを確認した。 

 

図 G-6 セルタイプ測定システム 



 

図 G-7 生理食塩水の導電率の測定結果 

 
 これらの検討より、中間周波数帯電気定数測定システムを改良・開発し、中間周波

数帯における電気定数データベースのための追加組織・異方性等のデータを２０

以上取得した。なお、本検討では組織の温度は人体体温程度（約３５℃）に調整

し、測定した。 
図 G-8-1〜G-8-10 に導電率の異方性データの結果を示す。図 G-8-1〜G-8-10 の黒

線および赤線は直方体形状に試料を整形し、90 度回転させる前後の導電率を示し

ている。図 G-8-10 に示される皮膚の異方性については、皮膚を表皮・真皮の積層

構造を持つものとし、過去に取得したそれぞれの電気定数測定データと人体の各

組織の厚さから、推定した結果を示している。図 G-8-11〜G-8-20 に平成２９年度

に取得した追加組織のデータ（誘電率（参考）および導電率）を示す。 
 
以上により平成２９年度における課題 G の年次目標である、中間周波数帯電気定

数測定システムを改良・開発し、中間周波数帯における電気定数データベースの

ための追加組織・異方性等のデータを２０以上取得するは達成された。 
 

 

 
図 G-8-1 乳腺（ブタ） 



 
図 G-8-2 心臓-右心室(ウシ) 

 
図 G-8-3 心臓-左心室(ウシ) 

 
図 G-8-4 心臓-左心房(ウシ) 



図 G-8-5 顎下腺（ブタ） 

図 G-8-6 肺（ブタ） 

図 G-8-7 肝臓（ブタ） 

図 G-8-8 心臓（ブタ） 



 
図 G-8-9 精巣（ブタ） 

 

 
図 G-8-10 皮膚: 表皮・真皮の積層構造を想定 

 
図 G-8-11 腱（ウシ） 

 



図 G-8-12 大動脈（ウシ） 

 
図 G-8-13 食道（ウシ） 

 
図 G-8-14 脾臓（ウシ） 

 
図 G-8-15 膵臓（ウシ） 

 
図 G-8-16 子宮（ウシ） 



 
図 G-8-17 副腎（ウシ） 

 
図 G-8-18 心臓-右心房（ウシ） 

 
図 G-8-19 胸部脂肪（ブタ） 

 
図 G-8-20 内蔵脂肪（ブタ） 
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