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日常環境における中間周波等のばく露の実態調査 
－WEB による質問票調査及び家庭訪問による実測調査― 

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，三重県の生殖年齢世代の女性を対象とし，WEB 調査によ
る中間周波発生機器使用状況と，各家庭を訪問しての IH クッキングヒーターを中
心とした，機器使用時の家庭環境からの磁界ばく露の実測を実施した．それらの結
果を用いて，質問票から家庭環境内における中間周波ばく露磁界の推定が行える推
定モデルの構築を目指した．研究室内におけるプレ計測からの質問票の開発及び推
定モデルの検討を行い，次の段階として，実際の家庭環境における磁界計測を行い
推定モデルの妥当性の検証と改良を行った．家庭環境の測定結果，家庭ごとの発生
磁界の大きさはばらつきが大きいものの，機器の寸法及び，鍋などの調理器具の寸
法がばく露の要因である磁束密度に寄与していることを見出し，その補正を行うこ
とで精度を向上させたモデルの構築を行うことができた． 

平成 30 年度研究期間延長分では，生活環境における中間周波ばく露量推定モデル
の精度を高めるべく，産業別の職域における環境測定調査を実施した．また，周産
期コホート研究においては，これまでの調査や協議に基づき，質問票の改良や調査
実施手順，必要資材等の検討を行った．令和元年 11 月に周産期コホート研究の倫理
審査が承認されたことに伴い，三重県内の産婦人科協力施設にて周産期コホート研
究を開始するための準備に着手し，同年 12 月にパイロット調査を開始した．令和 2
年 3 月 28 日現在，3 施設において調査を進めており，コホート登録者数は 237 名で
ある．他の協力施設においても近日中に調査を開始する予定である． 

今後は，さらに日常生活における中間周波ばく露量測定を継続し，推定モデルの
精度向上を目指す．さらにはウェアラブルセンサによる 24 時間磁界計測の結果との
フィッティングを行うことで，質問票によるばく露量推定の妥当性を評価していく
予定である．また，周産期コホート研究においては，引き続き協力施設数を拡大
し，コホート登録及びベースライン調査と追跡調査に注力しデータ収集を行い，周
産期における中間周波の健康影響を評価していく．

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

以下、三重大学受託分
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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，何らかの代替指標を用いて，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，周産期における中間周波の健康影響を検討するため，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．平成 30 年度は，三重県における
生殖可能年齢の女性を対象として，WEB を用いたアンケート調査及び各家庭における中間周波の訪
問実測調査を実施し，質問票から得られるばく露量の推定値と実測値を比較検討した．平成 30 年度
研究期間延長分では，産業別職域における環境測定調査を実施し，中間周波ばく露量推定モデルの
精度向上を図った．また，周産期コホート研究では，倫理審査の承認後，協力施設においてパイロッ
ト調査を開始した． 
 
Ｂ．研究方法 
①対象者の選定と調査方法 
１．三重県の女性における中間周波発生機器の使用状況（質問票調査） 
 調査会社（プライバシーマーク取得事業者）に委託し，業務委託会社の保持する女性のパネル
（WEB 調査回答者として調査会社に登録しているモニター）を対象に，WEB 上にて中間周波を発
生する機器 (IH クッキングヒーターを中心に) の使用状況と，使用者の基本属性を調査した． 
 質問票には，本研究で対象とする職業ばく露，及び経済・社会的要因が交絡となることを検討し，
年齢，居住地域，職業などの基本属性を項目として設けた．また，家庭内における主な中間周波ばく
露源として IH クッキングヒーターであることが先行研究で明らかとなっているため，IH クッキン
グヒーターの機種及び利用状況に関する質問項目を設け，磁界の大きさに大きく寄与する調理時の
筐体との距離に関する項目を設けた．とくにプレ計測においてばく露量が距離によって大幅に依存
する傾向が判明したことから，使用時の姿勢，距離に関する質問を加えた．さらに普段の生活環境
において，WHO より中間周波ばく露源であると確認されている機器との接触の有無を問う項目を
設けた．他に交絡を除くため，中間周波数帯以外の電磁波を発生させる機器との接触に関する項目，
及び家庭外，職場環境におけるばく露源となりえる産業機器との接触に関する項目を設けた（別添
１）． 
 基本的には，周産期コホートの設定に資するために生殖可能年齢層を設定し，三重県内の 20～54
歳の女性 1,000 名程度を対象とした．質問票調査は完全無記名で行い，後述の家庭における中間周
波の実測を希望する者を募った． WEB 調査の回答期間は平成 30 年 11 月 12 日～11 月 17 日であ
った． 
 
２．三重県内の家庭における中間周波発生磁界の調査・環境測定 
 上記 WEB 調査時に，家庭における中間周波の実測を希望する者を募り（アンケート内で計画説明
を行った），実測希望者については，実測日のスケジュール調整及び住所や連絡先などを研究事務局
（三重大学公衆衛生・産業医学分野）に知らせるよう，調査会社に依頼した．希望者の家庭におい
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て，IH クッキングヒーターを中心とした中間周波発生機器周辺での定点測定，個人ばく露測定など
を実施した．実測時間は，準備等を含め約 120 分である．家庭・被験者の承諾もしくは希望があれ
ば，ウェアラブルセンサを人体に装着し，24 時間後に回収する方法で長時間個人ばく露実測も実施
した．また，機器の使用者に，使用状況（時間や機器からの距離など）について，WEB 調査に準じ
て聞き取りや計測を実施した．家庭環境調査・測定については平成 30 年 11 月 17 日～12 月 28 日に
実施した． 
 
３．産業別の職域における中間周波等の環境測定 
 産業区分（1 次・2 次・3 次）別に職場環境の平均ばく露評価を行った．測定は，測定業者 2 社（株
式会社近畿エコサイエンス，株式会社東海テクノ）による業務請負及び三重大学公衆衛生・産業医
学分野で行った．測定を実施した事業所は，測定業者が通常の環境測定を行っている事業所であり，
今回の測定調査協力依頼に応諾があった 13 事業所及び三重大学生物資源学部附帯施設４か所 6 作
業場所，計 19 作業場所で行った．今回の測定は，作業環境測定法（A 測定）に則ったプロトコルを
応用して実施した（図１）．計測時間は各測定点において各周波数帯（1～1k, 1k～400k）につき 10
分間とした．測定の高さは，立位の業務を想定し，成人女子の平均的子宮位置にあたる高さ 90cm と
した．測定には EHP-50F（Narda 社製）を用いた（図２）． 

図１：作業環境測定（A 測定）における測定点の設定方法 
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図２：測定機器 EHP-50F を用いた溶接作業場測定の様子 
 

４．周産期コホート研究 
 令和元年 11 月の倫理審査承認後，（研究 3-3）周産期の成育リスク等に関するコホート調査を開
始した．上記 Web 調査の結果及び三重大学附属病院産科婦人科との検討を踏まえ，また倫理委員会
の指摘事項に応じながら，質問票や手順に改良を加え周到な研究開始準備を行った．令和元年 12 月
に三重大学附属病院産科婦人科の外来及び病棟でパイロット的に調査を開始し，その後，令和 2 年
1 月には県下最大規模の産婦人科診療所であるセントローズクリニック，さらには，大規模産婦人科
病院である白子ウィメンズホスピタルでも調査を開始した．今後，さらに 23 協力施設でも順次調査
を開始する予定である． 

本研究は，三重県内の産婦人科を受診する妊娠兆候のある女性を対象とする周産期コホート研究
である（令和 2 年 3 月末まではパイロット調査期間とし，妊娠週数 23 週までの妊婦を対象とした）．
調査期間は追跡調査を含め，令和元年 12 月～令和４年 2 月を予定している．手順としては，まず協
力施設の医師・看護師等が妊婦対象者に研究説明を行い，研究参加を依頼する．同意を得られた場
合は，コホートに登録し，登録時調査（ベースライン調査）及び分娩時調査（追跡調査）に協力して
いただく．登録者には，登録時・分娩時それぞれにアンケートに回答いただく．アンケートには，基
本的属性情報，中間周波発生機器等のばく露状況，生活習慣，健康情報，社会経済的指標となる教育
歴や職業・収入等に関する質問が含まれる．さらに，主治医からは登録者の産婦人科関連健康情報
調査票を登録時と分娩時に回答いただく．主要評価項目は，妊娠の帰結（分娩，流産，早産，死産）
とし，副次評価項目は，在胎期間，出生体重，児の転帰（正常，異常，死亡），APGAR スコア，妊
娠合併症等とする．また，登録者のうち自宅で IH クッキングヒーターを使用している場合は，家庭
内の中間周波実測調査（家庭環境測定調査）の希望者を募り，同意書を提出した登録者については，
後日訪問調査を実施する．希望者多数の場合は抽選にて決定する．登録者のうち，アンケートに回
答していただいた場合は，謝礼として 500 円分の QUO カードを登録時・分娩時それぞれで後日送
付する．主治医に対しても調査票の回答謝礼として，登録時・分娩時それぞれに 500 円分の QUO
カードを支給する．なお，一連の印刷・発送・回収・入力等の調査業務は業務請負として，調査会社
である株式会社ネオマーケティング（プライバシーマーク取得事業者）に依頼した．請負開始まで
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の期間は，研究事務局が一部の調査業務を行った． 
 
②目標数及び統計学的解析方法 
 集団を対象とした大規模疫学調査を実施するにあたり，研究の手順や分析方法の確認，サンプル
サイズの設計，調査項目について検討するため，予備調査（平成 29 年度実施）の結果を参考に(1,000
人の 5～10%が応諾と想定された)，機器の使用状況と基本属性の調査 (無記名調査)については
1,000 名以上を，家庭での環境測定については 50 か所の家庭を対象とした．  
 周産期コホート研究の登録目標数は，研究計画変更により，研究期間全体で 2,000 人とした（令
和 2 年 7 月までに 500 人，令和 2 年 8 月～令和 3 年 3 月に 1,000 人，令和 3 年 4 月～令和 3 年 7 月
に 500 人）．平成 30 年度研究はパイロット調査期間と位置づけ，登録の進捗状況を確認し，今後の
研究計画を立てるための参考とした．また，家庭環境測定調査の目標数は登録数の 5%を想定し，約
100 件とした． 
 職域環境測定の目標数は，予算やマンパワーを考慮し，約 30 件とした． 
 統計学的解析方法は，周産期コホート研究は多変量解析を用いた分析を行う予定である．家庭環
境測定及び職域環境測定については，各測定機器の専用ソフトを用い，ばく露量を計算した．デー
タクリーニング及び分析には SPSS ver.24，R 3.5.1 及び Excel 等を用いた． 
 
③磁界計測機器 
 IH クッキングヒーターを中心とした，中間周波発生機器からの磁界の測定には Narda 社の電界・
磁界測定機器，ELT-400 及び EHP-50F を用いた．EHP-50F を主として使用し，この計測機器は内
部に高速フーリエ変換機能を有しており，1Hz～400kHz までの磁界計測とその波形が持つ周波数成
分の解析が可能となる．周波数解析結果は光ファイバケーブルを通じて PC に随時転送され観測・
記録が可能であり，ばく露源は発生する磁界の大きさのみならず周波数が中間周波数帯(10k～
100kHz)に属するかを確認する．センサプローブの固定には三脚を用いた．図３に家庭環境測定にお
ける計測器使用時の様子を示す． 
 また，24 時間測定の承諾が得られた対象者には，ウェアラブルセンサである，Fleld at Work 社の
ExpoM ELF を用い 24 時間のばく露を計測した． 
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図３：家庭環境測定における計測器使用時の様子 

 
 
④家庭環境における中間周波のばく露推定モデル 
１．プレ計測による推定モデルの構築 
推定モデルは質問紙で得られた変数を入力し，磁束密度を得る設計を基本とした．磁束密度は導体
を流れる電流に依存するベクトル場であり，微小ループ区間Δl から r だけ離れた点における磁束
密度をΔB とすると，ΔB はビオ・サバールの法則より(1)式で表される．この微小区間を IH クッ
キングヒーターのコイルを想定して積分するとその点における磁束密度が求まる．ここで注目すべ
き点は電流と比例関係にあることで，推定モデルには電流に関する情報を含む変数を投入すること
が望ましい．よって IH クッキングヒーターの出力ワット数に注目し，加熱を行うエネルギーは電
流に依存するため磁束密度に寄与する変数として投入した．また，(1)式より距離に対して反比例
する性質を持つため，距離に関する変数も投入が必要となる．

 
 家庭環境の実地調査の前に研究室内において，市販の卓上型 IH クッキングヒーターを購入し，プ
レ計測を行った後に計測プロトコル及び質問票項目の検討を行うこととした．IH クッキングヒータ
ー筐体面からの水平距離 d 及び調理台平面高さを基準とした高さ h を定め，各要素 10 cm ごとに測
定点を設けた．図４にプレ計測の測定点を示す．加熱対象は 1 リットルの水を入れたステンレス製
のヤカンとし，各点において磁界の強さを示す磁束密度の計測を行う．また，IH クッキングヒータ
ーの火力調整機能を用いて 75W, 450W, 1400W の三段階のワット数でそれぞれの点の計測を行うこ
とにより，出力の異なる機器でも推定が行えるようにした． 
 

計測プローブ
(EHP 50F)IHクッキングヒーター

∆𝐵𝐵 =
𝜇𝜇𝑎𝑎
4𝜋𝜋 

𝐼𝐼
𝑟𝑟2 ∆𝑙𝑙 sin𝜃𝜃     (1) 

(𝑟𝑟 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2) 
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図４：プレ計測で定めた測定点の概略図 

 
 実験室でのプレ計測の結果，IH クッキングヒーターより発生する磁界は距離に対して非線形の特
性を示し，理論通り距離に反比例する傾向で磁界の大きさに非常に大きく寄与していることを確認
した．図５に 1400W 加熱時における測定結果の例を示す．最大の磁界の強さは高さ h = 0，水平距
離 d = 0 cm の点で観測した 11.1μT であった．一般環境が約 0.2μT であることから，30～40 cm
離れれば，一般環境と同等の磁界ばく露であると考えられた． 

 
図５：筐体面からの水平距離 d を変化させた場合の磁界の特性 
この例では 1400W の卓上型 IH クッキングヒーターを使用し，調理台
水平面高さ(h=0)における計測結果を示す． 

 
２．基となる推定モデルの検討 
 距離及び高さに対して指数関数的に反比例する特性を示したことから，基とする推定モデルを線
形多項式モデル（(2)式）と，対数線形モデル（(3)式）の 2 つとした．変数は家庭環境において IH
クッキングヒーターの最大火力で調理を行った際のばく露を想定し，調理台の水平面を基準とした
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高さ h，筐体からの水平距離 d，磁束密度が依存する電流の情報が含まれると考えられる IH クッキ
ングヒーターのワット数 W の 3 変数とした．多項式モデルでは距離の 2 乗に反比例する特性関数を
仮定し，多変数関数のテイラー展開を行うことで近似が可能であることから有用であると判断し，
今回の推定モデルの構築を試みた．また，4 次以降の項からは値が無視できるほど小さいことから，
推定モデルに含める高さ，及び水平距離の項は 3 次までとした．対数線形モデルでは，変化量の大
きさから 10 を底とした対数をとった場合に特性が線形に近くなることから，今回の磁界推定に適す
るモデルであると判断し，モデルの構築を試みることとした． 
 両モデルに対して変数の選択を行う際は総当り法によってすべての変数の組み合わせでモデル構
築を行い，赤池情報基準(AIC)が最も低くなるよう変数の組み合わせを用いることとした．2 つのモ
デルの中から残差平方和が小さいモデルを，当てはまりのよい推定モデルとして選択した． 

 
 (d:水平距離[cm], h:基準面からの高さ[cm], W:ワット数[W]) 

 
 多項式線形モデル，対数線形モデルでは共に高さ h(3 次)，距離 d(3 次)，ワット数 W の 3 変数を
用いた式が最も AIC が低い結果となった．さらに両モデルの残差平方和を比較すると，多項式線形
モデルの方が残差平方和は小さく，実測値との当てはまりは最も良い結果となった．これにより本
研究の磁界ばく露推定モデルは線形多項式モデルを基に構築していく方針とした． 
 
⑤家庭環境における中間周波のばく露推定のための実測 
１．IH クッキングヒーターと人体との距離 
 図６に調理台と被検者（機器使用者）の位置関係を示す概略図を示す．磁界はばく露源からの距
離によって大きく変動する性質を持つため，周産期の健康影響とくに胎児への影響を検討する場合，
対象女性の骨盤腔の位置は重要な要因となる．しかしながら質問票において骨盤の位置を正確に答
えることは困難であることから，比較的自己認知度が高いと考えられる身長から骨盤位置を推定す
る方式を試みる．家庭環境調査時に，身長の自己申告とともに，骨盤位置の評価対象には腸骨稜上
縁高を計測した．また，質問紙上の回答に記述してある調理台との距離と，実際の立位時における
距離を比較するため，アントロポメーターを用いて調理台側面と被検者体表前面・後面の距離，及
びコンロ中心から体表面前面・後面の距離を計測した．これにより体厚も計算により求めることが
可能となった． 
 
 

𝐵𝐵 ≅ 𝛽𝛽11𝑑𝑑 + 𝛽𝛽12𝑑𝑑2 + β13𝑑𝑑3 + β14ℎ + β15ℎ2 + β16ℎ3 + β17𝑊𝑊 + 𝜀𝜀1           (2) 
 

log10 𝐵𝐵 ≅ 𝛽𝛽21𝑑𝑑 + β22ℎ + β23𝑊𝑊 + 𝜀𝜀2            (3) 
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図６：調理台と被検者の体表面の計測 

 
２．家庭環境における IH クッキングヒーター使用時の磁界測定 
 最も使用頻度が高いコンロ(Hob)に対してコンロ中心の延長線上において 10 cm 単位のグリッド
を設け，調理台の高さを基準に h = 0 とし，±20 cm まで計測を行った．また，水平方向に対しては
調理台側面を距離 d = 0 とし，d = 30 cm まで計測を行った．これにより一軒の家庭につき計 20 点
の測定点を得た．各家庭で最もよく使用する調理器具（鍋，フライパンなど）に水を 3/4 程度入れ，
それぞれの測定点で，最大火力で１分間測定した．図７に測定点の概略図を示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 

図７：家庭環境測定における磁界測定点の概略図 

 
 
Ｃ．研究結果 
①三重県の女性における中間周波発生機器の使用状況（質問票調査） 
 三重県内 20～54 歳の女性モニター15,031 人に WEB 上で質問票を配信し，6 日間の間に 1014 人
から回答を得た．回答者は全員三重県在住の女性であり，平均年齢は 38.0 歳であった． IH クッキ
ングヒーターを所有している家庭は，2 台以上所有している家庭を含め 36.6%であり，うち，72.8%
がヒーターユニットを調理台に埋め込むタイプであるビルトイン型の IH クッキングヒーターを使

アントロポメーターで
体表面との距離を計測

腸骨稜上縁高をメジャーで計測

腸骨稜上縁

地面

cm

cm

cm

cm

𝑑𝑑ℎ

𝑑𝑑
上から見た図

横から見た図
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用していた．製造メーカー別では，パナソニック系が 40%を占めた（表１）．IH クッキングヒータ
ーは 80%以上が調理時に，立位で，年中使用すると回答した． 1 日平均使用時間は 70 分であった．
図８に年代別の IH クッキング保有率及び使用時間を示す．また，質問票より得られた IH クッキン
グヒーターと人体との距離は平均で 23cm であった．  
 

表１：メーカ別 IH クッキングヒーター保有数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８：年代別 IH クッキングヒーター保有率と使用時間 
 
②家庭環境における中間周波のばく露推定のための実測 
 WEB 回答者から希望者を抽出し，年齢，住所地，保有する IH 機器のメーカーなどで層別した後，
家庭環境の訪問実測対象者を 50 名選抜した．各家庭を訪問し，プロトコールに従って，中間周波発
生機器周辺の磁界を測定した．基本的には，定点測定は IH クッキングヒーターからの磁界測定であ
った．ウェアラブルセンサによる 24 時間磁界計測は 6 名にとどまったため，24 時間のばく露評価
は今後も計測数を増やした後に分析することとした． 
１．調理時の骨盤部位の位置推定 
 被験者 50 名に対して，身長は自己申告で，腸骨稜上縁高は実測により値を得，相関を示し，直線

メーカー 台数 割合(%)

パナソニック（松下） 148 40.0

日立 64 17.3

三菱 35 9.5

東芝 19 5.1

アイリスオーヤマ 19 5.1

その他 53 14.3

不明 22 5.9

合計 370 100
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回帰分析を行った．被検者腸骨稜上縁高と身長の関係を図９に示す．これにより身長からおおよそ
の腸骨稜高が推定できる．また，調理台の高さは平均 85.0cm であり，±3.0cm 間に収まる結果とな
った．よって，調理台面より 5.0cm～10.0cm 高い位置に腸骨稜高が位置し，今回の計測プロトコル
で設けたグリッドの間に一般女性の多くの骨盤腔が収まる結果となった．また，調理台側面から体
表面までの水平距離は平均 12.14cm であった．また，質問票の回答から得られた調理台との距離と
実測した距離との差をプロットした結果，平均+1.7cm であったが，正負ともに最大で 20cm ほど乖
離していた．  
 

 
図９：腸骨稜上縁高と身長の関係及び回帰式 

 
２．推定モデルの当てはまり評価 
 家庭環境調査で計測する IH クッキングヒーターはプレ計測で使用した卓上型 IH クッキングヒー
ターよりも電源容量やワット数の大きいビルトイン型のものが含まれる．したがって研究室内でプ
レ計測を行った際に使用した卓上型の計測結果と整合性をとる際，距離やワット数以外に発生磁界
に寄与する要因が存在する可能性がある．調理台の大きさや普段よく使用する調理器具などが寄与
する可能性があるため，磁束密度との相関がみられる要因を推定モデルに変数として選択し投入し
た．また，ばく露磁界の推定モデルに変数の選択等はピアソンの積率相関を用い，相関係数及び p 値
を参考に投入を検討した． 
 推定モデルの改良と構築には，プレ計測で構築したモデルと同様に AIC と残差平方和で評価を行
い，理論的な磁束密度の式を参考に当てはまりの良い組み合わせを決定した．また，残差平方和と
残差プロットで旧モデルと比較を行った． 
 プレ計測を基にしたモデルをモデル 1 とし，フィッティングを行った結果，残差は負の値をとる
傾向にあり，全体的に過大評価となった．図 10 に予想値-残差プロットを示し，図 11 に 3kW の火
力で加熱した際の基準面高さ h=0 の面における距離特性の推定結果例を示す．モデルの当てはまり
を示す AIC は 2798.6，残差平方和は 1347.18 であった． 
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図 10：モデル 1 の予測値-残差プロット 

 

 
図 11：3kW の IH クッキングヒーターからの推定ばく露磁界 

丸点は実測値，実践は推定値を示す． 
 
３．新規の投入変数の選択と推定モデルの改善 
 家庭環境調査の結果により，新たに投入すべき変数の検討を行うため，最も磁束密度が高い値を
観測する頻度の高い基準面高さ h = 0cm，水平距離 d = 0 cm の点における値に対して，質問票及び
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聞き取り調査の IH クッキングヒーターの筐体に関する項目と，普段使用する調理器具の項目で相関
のある変数（相関係数 0.2 以上）を探索した結果，調理台の幅，鍋などの普段使用する調理器具の直
径，調理器具の高さ，コンロ中心から筐体前面の距離が選択された．うち， p 値が 0.1 以下の変数
は調理台の幅と調理器具の直径の２つであった．表２に磁束密度に相関のある変数一覧を示す．磁
束密度の推定に距離の項目は必須であり，プレ計測では筐体からの水平距離 d を用いて，磁束密度
の推定を行っていたが，コンロ中心から調理台全面までの距離が家庭ごとに異なる，すなわち発生
源であるコイルの位置は機種によって異なるため，現実により近い環境を想定し，水平距離に関す
る変数はやや相関係数は低いがコンロ中心からの距離 dh を採用した．調理器具の高さについては除
外した． 
ここで新たに調理台の幅と調理器具の直径の 2 つの要因を変数として加えた推定モデルをモデル 2
とし，(4)式で表す．総当たり法で変数選択を行った結果，水平距離 dh，基準面からの高さ h，調理
器具の直径φc，ワット数 W の 4 変数を用いるモデルの AIC が最も低く，モデル 1 と比較しても残
差平方和が小さい結果となった．表 3 に変数の組み合わせと AIC 及び残差平方和を示す．またモデ
ル 1 に比べ，モデル 2 は予測値の偏りがなく，高い値の予測値あっても残差が小さい傾向であった．
図 12 にモデル 1,2 の予測値-残差プロットを示す． 
 
表２：家庭環境調査で得られた磁束密度と相関のある変数 

 
 

 
 (d:水平距離[cm], h:基準面からの高さ[cm], W:ワット数[W],φc:調理器具の直径[cm],  
 wc:調理台の幅) 
 
表３：各変数の組み合わせと AIC，残差平方和 
(比較のためモデル 1 の結果も示す) 
モデル 使用変数 AIC 残差平方和 
モデル 2 dh(3 次),h(3 次), W,φc, wc 2708.3 1204.16 
 dh(3 次),h(3 次),φc, 2708.5 - 
 dh (3 次), φc, wc 2718.1 - 
    
モデル 1 d (3 次),h(3 次), W 2798.6 1347.18 

 

磁束密度
(d=0,h=0)

調理台の幅
調理器具
直径

調理器具
高さ

コンロ中心から筐
体前面の距離

95％信頼
区間(-)

95％信頼区
間(+)

t-value p-value

磁束密度(d=0,h=0) 1.000 -0.318 -0.416 0.215 -0.232 ー ー ー ー

調理台の幅 1.000 -0.122 -0.097 0.526 -0.526 0.0347 -1.78 0.0818

調理器具直径 1.000 -0.171 0.035 -0.510 0.0491 -1.68 0.0997

調理器具高さ 1.000 -0.228 -0.104 0.4684 1.32 0.1947

コンロ中心から筐体面の距離 -0.228 1.000 -0.487 0.0802 -1.48 0.1476

𝐵𝐵 ≅ 𝛽𝛽31𝑑𝑑ℎ + 𝛽𝛽32𝑑𝑑ℎ2 + β33𝑑𝑑ℎ3 + β34ℎ + β35ℎ2 + β36ℎ3 + β37𝑊𝑊
+ β38𝜙𝜙𝑐𝑐 + β39𝑤𝑤𝑐𝑐 + 𝜀𝜀3           (4) 
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図 12：モデル 1 とモデル 2 の予測値-残差プロットの比較 

 
 次に，ワット数はコイルに流れる電流に影響し，磁束密度に電流に比例するという物理的な関係
や，IH クッキングヒーターの筐体そのものの大きさとコイル位置などの変数間の交互作用を考慮し
たモデル 3 の構築を目指す．総当たり法を用いて AIC による評価で最も当てはまりの良い変数選択
を行った．また，t 値及び p 値は回帰係数が 0 であるという帰無仮説に対する仮設検定結果を示して
おり，帰無仮説が棄却されると推定磁界に関与することを意味する．表４に，モデル 3 の回帰係数
と有意差検定の結果を示す．この結果によると IH 調理台の横幅 wc，基準面からの高さ h，キッチン
の横幅と wc とコンロ中心からの水平距離 dh の交互作用，ワット数 W と調理器具の直径φ，及びワ
ット数 W が推定磁束密度に強く関係する結果となった．しかし，このモデルは式の記述が複雑とな
るため，モデル 3 をベースとして優位に磁束密度に寄与する項を中心とした簡易版モデル 3 を同様
の方法で構築した．その結果，最良のモデル 3 との残差平方和の差が 49 程度の 17 項の多項式モデ
ルとなった．表５に簡易版モデル 3 の回帰係数及び有意差検定結果示す．残差プロットで評価を行
った結果，簡易版モデル 3 は，モデル 3 に比べ高い値の予測値に誤差が多く，近傍の磁束密度の値
をやや過少に評価する傾向にあることがわかった（表６）．図 13 にモデル 3，簡易版モデル 3 の残
差プロットを示す．また，図 14 にモデル 3 による磁束密度の推定結果の一例を示す． 
 これにより，本研究において構築したばく露推定モデルは身長，調理態勢時における IH コンロ中
心から体表面までの距離，IH クッキングヒーターのワット数，調理台の幅，鍋なのどの調理器具の
直径を入力することによって，瞬間の磁界ばく露量を推定することが可能となった．図 15 に本研究
で構築したモデルの全体システム図を示す． 
 
表４：モデル 3 の回帰係数及び有意差検定結果 
変数 回帰係数 標準誤差 t 値 Pr(>|t|)   
(Intercept) -4.88E+01 6.90E+01 -0.708 0.4794  

wc -8.27E-01 1.63E-01 -5.087 4.51E-07 *** 
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dh(1 次) 3.17E+00 5.71E+00 0.555 0.5788  

dh(2 次) -6.59E-02 1.50E-01 -0.439 0.6605  

dh(3 次) 4.28E-04 1.26E-03 0.34 0.7336  

h(1 次) 8.35E-03 8.39E-03 0.996 0.3197  

h(2 次) -1.02E-03 2.36E-04 -4.314 1.80E-05 *** 
h(3 次) -2.22E-05 2.33E-05 -0.953 0.3406  

Φc 4.78E+00 3.28E+00 1.459 0.1451  

W 5.45E-02 2.43E-02 2.245 0.025 * 
wc*dh(1 次) 5.81E-02 1.28E-02 4.544 6.35E-06 *** 
wc*dh(2 次) -1.35E-03 3.21E-04 -4.195 3.03E-05 *** 
wc*dh(3 次) 1.03E-05 2.59E-06 3.954 8.36E-05 *** 
dh(1 次)*Φc -3.00E-01 2.71E-01 -1.109 0.2676  

dh(2 次)*Φc 6.15E-03 7.08E-03 0.868 0.3858  

dh(3 次)*Φc -4.03E-05 5.92E-05 -0.68 0.4964  

dh(1 次)*W -3.68E-03 2.00E-03 -1.84 0.0661 . 
dh(2 次)*W 8.18E-05 5.23E-05 1.564 0.1183  

dh(3 次)*W -5.93E-07 4.37E-07 -1.355 0.1758  

Φc*W -2.31E-03 1.18E-03 -1.968 0.0494 * 
dh(1 次)*Φc*W 1.49E-04 9.66E-05 1.545 0.1228  

dh(2 次)*Φc*W -3.16E-06 2.52E-06 -1.253 0.2107  

dh(3 次)*Φc*W 2.16E-08 2.10E-08 1.029 0.3039   
‘***’: p<0.001 , ‘**’p< 0.01  ‘*’ p<0.05   ‘.’ p<0.1  
 
 
表５：簡易版モデル 3 の回帰係数及び有意差検定結果 
変数 回帰係数 標準誤差 t 値 Pr(>|t|)   
(Intercept) -2.13E+00 1.67E+00 -1.278 0.201749  

wc -4.40E-01 1.25E-01 -3.518 0.000458 *** 
dh(1 次) 8.35E-03 8.55E-03 0.977 0.328786  

dh(2 次) -1.02E-03 2.40E-04 -4.234 2.56E-05 *** 
dh(3 次) -2.22E-05 2.37E-05 -0.936 0.349677  

Φc 1.95E-01 8.11E-02 2.403 0.01648 * 
W 2.86E-02 4.86E-03 5.892 5.56E-09 *** 
wc*dh(1 次) 3.48E-02 1.03E-02 3.365 0.000801 *** 
wc*dh(2 次) -9.05E-04 2.71E-04 -3.339 0.000879 *** 
wc*dh(3 次) 7.59E-06 2.27E-06 3.34 0.000874 *** 
W*dh(1 次) -1.97E-03 3.99E-04 -4.926 1.02E-06 *** 
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W*dh(2 次) 4.65E-05 1.06E-05 4.393 1.27E-05 *** 
W*dh(3 次) -3.62E-07 8.98E-08 -4.031 6.08E-05 *** 
Φc*W -6.33E-04 1.69E-04 -3.745 0.000193 *** 
Φc*W*dh(1 次) 3.78E-05 1.35E-05 2.795 0.005308 ** 
Φc*W*dh(2 次) -8.38E-07 3.51E-07 -2.39 0.017079 * 
Φc*W*dh(3 次) 6.11E-09 2.91E-09 2.1 0.036 * 

‘***’: p<0.001 , ‘**’p< 0.01  ‘*’ p<0.05   ‘.’ p<0.1  
 
表６：モデル 3 の投入変数と AIC 及び残差平方和 
(比較のためモデル 1,モデル 2 の結果も示す) 
モデル 使用変数 AIC 残差平方和 
モデル 3 dh(3 次),h(3 次), W,φc, wc 2634.8 1069.65 
簡易版モデル 3 dh(3 次),h(3 次), W,φc, wc 2660.5 1118.68 
   - 
モデル 2 dh(3 次),h(3 次), W,φc, wc 2708.3 1204.16 
モデル 1 d (3 次),h(3 次), W 2798.6 1347.18 

 
 

 
 

図 13：モデル 3 及び簡易版モデル 3 の残差プロット 
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図 14：モデル 3 及び簡易版モデル 3 による磁束密度の推定結果の一例 
丸点は実測値実践は推定値，点線は 95%信頼区間を示す． 
(条件：基準面からの高さ h = 0 cm，調理器具の直径φc = 20 cm， 
調理台の幅 wc = 59.5 ㎝，ワット数 W = 3kW) 

 

 
図 15：本研究で構築したモデルの全体システム図 

 
③職域環境測定調査 

測定実施事業所・作業場所名及び中間周波実効値平均の一覧を表 7 に示す．それぞれの平均磁束
密度は 0.0408μT であった．中間周波が観測された環境（作業場所）は 1 か所のみで，溶接作業工
程を行うスペースだった．今回の職域環境測定調査は，定点計測であるものの全件全測定点におい
て ICNIRP 職域ガイドラインを超える値は観測されなかった． 
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表 7：測定を実施した事業所・作業場所名及び中間周波の実効値平均 

事業所 作業場所名 実効値平均[uT] 

A 社（2 次産業・製造業） レーザー加工場 0.0400 

B 社（2 次産業・製造業） 手挿工程（自動はんだ槽） 0.0398 

C 社（2 次産業・製造業） 営繕小屋 0.0397 

D 社（3 次産業・サービス業） 事務所 0.0382 

E 社（2 次産業・製造業） RZY-A ライン 0.0397 

F 社（2 次産業・製造業） 第一工場（溶接工程） 0.0447 

G 社（2 次産業・製造業） 実験室 0.0396 

H 社（2 次産業・製造業） ショット作業場 0.0377 

Ｉ社(３次産業・サービス業)tokaitech 事務室 0.0437 

Ｊ社(2 次産業・製造業 NCpile) セメント投入作業場 0.0439 

Ｋ社（２次産業・食品生産） 瓶詰めライン 0.0445 

Ｌ社（３次産業・運輸業） 塗装場 0.0394 

Ｍ社（2 次産業・製造業） 研磨・溶接工場 0.0390 

三重大学_演習林（1 次産業を想定） 間伐作業 0.0388 

三重大学_演習農場（1 次産業を想定） 出荷作業工程 0.0389 

三重大学_演習船（1 次産業を想定） 機関室 0.0397 

三重大学_演習船（1 次産業を想定） 操舵室 0.0442 

三重大学_水産実験場（1 次産業を想定） 養殖漁業作業場 0.0393 

三重大学_水産実験場（１次産業を想定） 桟橋 0.0442 

 
 
 
 
 
 
 
 
④周産期コホート研究 
 三重大学の倫理承認が遅れ令和元年 11 月になったため，コホート登録開始は令和 2 年 12 月から
となった．令和 2 年 3 月 28 日現在のコホート登録数は，237 件であった．平成 30 年度研究延長期
間中に，約 100 名分の登録時調査票が回収された．分娩は 5 例（生産 1，流産 4）観察されたが，妊
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婦本人の分娩時（流産時）の調査への回答を得るのは，困難な様子であった．また，家庭環境測定調
査希望者は 23 人であった．令和 2 年 1 月以降の新型コロナウイルス流行の影響により，家庭環境測
定調査（訪問調査）については，延期している．また，各協力医療機関が感染症対策に追われ調査協
力が難しくなっていることや受診者数の減少も報告されており，2 月以降登録者数の増加は停滞し
ている．現時点ではデータ収集を開始したばかりであり，解析には至っていない． 
 
Ｄ．考察 
①家庭環境調査・ばく露推定モデルの開発 
 今回の調査により，三重県内において約 3 割の家庭が IH クッキングヒーターを所有しており，8
割の家庭ではビルトイン型の IH クッキングヒーターを主に使用し，調理時 1 日平均 1 時間ほぼ毎
日使用していることがわかった．本調査の対象となった集団ではビルトイン型の IH クッキングヒー
ターを使用する割合が多いことから，必然的に立位姿勢による調理で使用する人物の割合が大きく
なり，今回の立位姿勢による調理を前提とした本研究の計測プロトコルは多くの家庭を対象に有効
であると考えられる．しかしながら，質問票による回答でえた調理姿勢時の IH クッキングヒーター
との距離と，実測した値の四分位範囲が-10 cm～+10 cm であることから，質問票の回答から得られ
た距離を補正無しに推定モデルに入力すると，実際のばく露とは乖離する可能性がある．したがっ
て質問文の改善及び IH クッキングヒーター筐体近傍における調理を前提とした最大ばく露を想定
した推定を検討する必要があると考えられた． 
 また，プレ計測を基にした推定モデルを改良するにあたり，新たに投入した変数に調理台の横幅
と調理器具の直径が検討された．これにより距離やワット数のみならず，調理に使用する鍋の種類
や筐体形状によって，ばく露する磁界が異なることが示唆された．また，コンロ中心から筐体全面
までの距離と調理台の横幅に相関があったことから，調理台筐体の大きさによってばく露量も変化
することも考えられる．今回モデル 3 の構築にあたりコンロ中心からの距離と調理台の幅に相互作
用も見られたことから，コンロの位置が調理台の幅によって前後する設計が要因でないかと考えら
れる．大型のシステムキッチンに内蔵される IH クッキングヒーターに比べ 1 人暮らし用のアパー
トなどに設備として内蔵されている小型の IH クッキングヒーターでは比較的磁界ばく露量が多く
なる可能性が示唆された．  
 コンロの中心を基準としたときの高さの変化に対し，水平距離の変化の方が磁束密度に対する寄
与が大きいことに関しては，IH クッキングヒーターのコイルの位置は調理台平面に渦巻状に巻かれ
ており，鍋の底面に磁力線が直交する設計になっていることから，磁力線はマクスウェル方程式((5)
式)の磁束密度の発散の式より図 16 に示すようなループ構造をとる．このとき IH クッキングヒー
ター近傍において測定器のような単位面を考えると，その面を透過する磁力線の数は高さを変化さ
せるよりも水平方向に変化させる方が少なくなる．よって今回の推定式においても水平方向に関す
る項が高く寄与すると考えられる．また，本来物理的に磁束密度は電流と比例関係であるため，電
流の情報が含まれるワット数 W が係数として扱われている点や，調理器具の直径φc と相互作用項
として扱ったものが高い寄与を示していたこと関して，物理的な理論式になるべく近づける方針が
反映されていると考えられる． 
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図 16：IH クッキングヒーターから発生する磁束の概略図 

 
 これにより，筐体の構造と調理器具による磁界ばく露量の相違を補正することが可能となったが，
今後の調査において被検者が答えやすい項目であるかは考慮していないため，質問内容の検討を行
う必要がある．また，推定値が高い値ほど誤差が大きくなる傾向にあるため，隠れた別の磁束密度
に係る要因が存在する可能性があるため，今後も調査を進める必要がある．したがって現状におい
て疫学研究に向けて応用するにあたり過少な評価は避けるよう調整を行う必要がある． 
 今後，被検者の腹部に装着したウェアラブルセンサによる 24 時間磁界計測の結果と今回の推定モ
デルを用いたばく露磁界のフィッティングを行い，質問票の回答から推定したばく露量の評価が妥
当であるかを確認したい． 
 
②職域のばく露調査 
 16 事業所 19 作業場所の作業環境測定を行った結果，中間周波ばく露源が確認された作業場所は
１か所であった．この事業所は大型建造物の送風機ダクトを製造する会社で，作業環境測定報告書
によると溶接作業・ガウジング（バリ取り）作業・研磨作業が行われていた．作業時稼働していた産
業機器として，溶接機(MAG 溶接), ガウジング装置, エアグラインダー，天井クレーンがあったが，
約 40kHz の交流大電流を要する機器を考慮すると溶接機がばく露源であると考えられた． 
 この結果より 10 kHz～100 kHz の大電流を要する産業機器（溶接機，鉄工所の誘導加熱式電気炉
等）が使用されている作業場にばく露源が存在することが示唆された．本調査の対象は 2 次産業に
偏っているものの，国内全体の産業で作業場内における著しい中間周波ばく露の機会は少ないと考
えられる． 
 
③周産期コホート調査 
 平成 30 年度は，COI(利益相反)委員会及び研究倫理委員会の承認遅延のため，周産期コホートの

div𝑩𝑩 =
𝜕𝜕𝐵𝐵𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝐵𝐵𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝐵𝐵𝑧𝑧
 𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0    (5) 

コイルに流れる電流

磁束
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構築までには至らず，ばく露推定式及び質問票の妊婦における妥当性検証は実施できなかった．平
成 30 年度計画の繰り越し延長を認めていただき，平成 31 年 1 月に，周産期コホートに関する研究
を倫理申請し，令和元年 11 月にようやく周産期コホート研究（分娩までのみ，出産後調査について
は別途の申請が必要と指示）の承認が下り，周産期コホートの構築及び妊婦の家庭環境実測に取り
掛かることができた．倫理委員会からは，個人情報保護法の改正や臨床研究法施行により，今回の
研究に対して，臨床研究相当の倫理的配慮等が求められた．そのため，当初計画からの実施方法の
大規模な変更や，各協力施設の倫理講習の必須化などが求められたこともあり，令和元年度計画を
予定通り進めることはできず，令和元年度計画も繰り越し延長を申請した．研究計画についても，
登録人数目標を下方修正し，出生後調査は実施しない，職場環境調査も追加しないなど，今後は周
産期コホート研究に集中し注力することとなった．しかしながら，令和 2 年初頭からの新型コロナ
ウイルス感染流行により，家庭環境調査は延期を余儀なくされており，各協力施設も感染症対策に
追われ，受診者や調査応諾者も減少していると予想されるため，今後のコホート研究についても順
調に推進できるかどうか，予想が困難な状態である． 
 
Ｅ．結論 
 平成 30 年度研究では，まず，生殖世代における現在の中間周波発生機器の使用状況の把握と，質
問票から家庭環境内における中間周波ばく露磁界の推定が行える推定モデルの構築を目指した．現
状として，家庭環境における中間周波ばく露源は主に IH クッキングヒーターであることが報告され
ており，研究室内におけるプレ計測作からの質問票の開発及び推定モデルの検討を行った．次の段
階として，実際の家庭環境における磁界計測を行い推定モデルの妥当性の検証と改良を行った．家
庭環境の測定結果，家庭ごとの発生磁界の大きさはばらつきが大きいものの，機器の寸法及び，鍋
などの調理器具の寸法がばく露の要因である磁束密度に寄与していることを見出し，その補正を行
うことで初期案に比べて精度を向上させたモデルの構築を行うことができた．今後は，実際の周産
期コホート調査を進めつつ，推定式に新たに投入した変数が，被検者にとって回答しやすいもので
あるかを検討するとともに，今回の推定に使用したもの以外の要因探索も行う必要性がある．さら
にウェアラブルセンサによる 24 時間磁界計測の結果とのフィッティングを行うことで，妥当性を評
価していく予定である． 
 周産期コホート調査そのものは，令和元年 12 月より開始し，現在のコホート登録数は 200 名を超
えたところである．今後は周産期コホート調査に集中して研究調査を実施する予定であり，順調に
コホート構築が進めば，1000 名以上のベースラインおよび追跡調査のデータを得て，妊産婦及び胎
児への中間周波ばく露の影響については，ばく露推定も含めて解析・評価を行う． 
 
Ｆ．健康危険情報 
なし 
 
Ｇ．研究発表 
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1.  論文発表 
なし 
2.  学会発表 
- ◯北島巧海，森田明美，向出貴裕，池田若葉，梶間望，Jennifer Xolali Amexo，Keokenchanh 

Sengtavanh，Kuurdor Elijah Deku-Mwin，Thida Win，笽島茂：「職場環境における中間周波磁
界計測結果の一例」第 71 回三重県公衆衛生学会総会，2019.1.18（津市） 

 
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 
 
 



 

【以下のアンケートへのご回答にあたっての注意】 

・この調査票は、家庭や職場における中間周波に関する使用実態や影響を把握するためものです。 

＊中間周波とは：私たちの身の周りには色々な電波（電磁界）があり、TV・ラジオや携帯電話、気象衛星

や電子レンジなどに利用され、生活に役立っています。電波は言葉どおり波の性質を持っており、周波数

という単位で区別されています。中間周波とは、このうち 300Hz～10MHz の部分の電波で、主に IH 調理

器などに使われています。総務省では、より安全で安心できる電波利用環境を整備するため、様々な施策

を実施しており、また、研究も続けています。 

・この調査は(株)ネオマーケティングに委託して匿名で実施しますので、皆様方の個人情報が三重大学研究

事務局やその他外部に出ることは一切ありません。 

・最後の設問で、ご家庭での中間周波の環境測定調査に参加する、とご回答いただいた方には、調査終了後

ネオマーケティングから、また、ご連絡を差し上げます。 

・ご回答は、WEB 画面上の各設問の指示に従って、該当する選択肢をクリックしていただくか、具体的な

数字や文字をご入力ください。 

・質問の中には、生活状況など、一部に答えにくい、または答えたくない質問もあるかもしれませんが、そ

の場合はご回答せず、次の設問に進んでいただいても結構です。 

 

・なお、ご回答いただいた方全員に、謝礼（クオカード 2,000 円分）をお送りします。 

 
 
  

回答に際して、ご不明な点やこの調査についてのお問い合わせは、下記へお願いいたします。 

調査実施委託先：株式会社ネオマーケティング 担当●● 

電話（フリーダイヤル）：●●●●●（平日 10：00～17：00） 

 

  

Ⅰ. 次の事項について記入してください。 
 
 

問１  本アンケート記載日：平成    年    月    日 
 

問２  あなたの現在の年齢をお書きください。 

   歳 

 
 

問３  あなたがお住まいの市区町村をお答えください。 

1 四日市市 2 桑名市 3 鈴鹿市 4 亀山市 5 いなべ市  

6 木曽岬町 7 東員町 8 菰野町 9 朝日町 10 川越町  

11 津市 12 松阪市 13 多気町 14 明和町 15 大台町   

16 伊勢市 17 鳥羽市 18 志摩市 19 玉城町 20 度会町  

21 大紀町 22 南伊勢町  23 伊賀市 24 名張市  25 尾鷲市  

26 熊野市 27 御浜町 28 紀宝町 29 紀北町  

30 その他の地域 （                       ） 

 

 

●●● 



 

 

問４ 勤務先でのあなたの現在の主な仕事内容は何ですか。以下の中から、あてはまるものを１つお

選びください。(〇は 1つ) 

 

 

 

 

 

 

 

主な仕事内容 具体的な内容 

1 管理的職業従事者…………… 管理的公務員、法人・団体役員、法人・団体管理職員、その他の管理的

職業従事者 

2 専門的・技術的職業従事者… 研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報

処理・通信技術者、その他の技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、

保健師、助産師、看護師、医療技術者、その他の保健医療従事者、社会

福祉専門職業従事者、法務従事者、経営・金融・保険専門職業従事者、

教員、宗教家、著述家、記者、編集者、美術家、デザイナー、写真家、

映像撮影者、音楽家、舞台芸術家、その他の専門的職業従事者 

3 事務従事者…………………… 一般事務従事者、会計事務従事者、生産関連事務従事者、営業・販売事

務従事者、外勤事務従事者、運輸・郵便事務従事者、事務用機器操作員 

4 販売従事者…………………… 商品販売従事者、販売類似職業従事者、営業職業従事者 

5 サービス職業従事者………… 家庭生活支援ｻｰﾋﾞｽ職業従事者、介護ｻｰﾋﾞｽ職業従事者、保健医療ｻｰﾋﾞｽ

職業従事者、生活衛生ｻｰﾋﾞｽ職業従事者、飲食物調理従事者、接客・給

仕職業従事者、居住施設・ビル等管理人、その他のｻｰﾋﾞｽ職業従事者 

6 保安職業従事者……………… 自衛官、司法警察職員、その他の保安職業従事者 

7 農林漁業従事者……………… 農業従事者、林業従事者 漁業従事者 

8 生産工程従事者……………… 生産設備制御・監視従事者、機械組立設備制御・監視従事者、製品製造・

加工処理従事者、機械組立従事者、機械整備・修理従事者、製品検査従

事者、機械検査従事者、生産関連・生産類似作業従事者 

9 運輸・機械運転従事者……… 鉄道運転従事者、自動車運転従事者、船舶・航空機運転従事者、その他

の運送従事者、定置・建設機械運転従事者 

10 建設・採掘従事者…………… 建設躯体工事従事者、建設従事者（建設躯体工事従事者を除く）、電気

工事従事者、土木作業従事者、採掘従事者 

11 運輸・清掃・包装等従事者…… 運搬従事者、清掃従事者、包装従事者、その他の運輸・清掃包装等従事

者 

12 分類不能 

（どれに当てはまるかわから

ない） 

具体的に仕事内容を記載して下さい 

（                              

             ） 

13 現在は仕事をしていない 主婦・休職中など 



 

 

Ⅱ． IHクッキングヒーターについてお答えください。 

 

問１ あなたのご自宅に、IHクッキングヒーターはありますか。 

１ あり ２ なし 

 

あり、と答えた方は問２以降の質問に答えてください、なし、と答えた方はⅢに進んでください。 

 

問２   あなたがお使いの IHクッキングヒーターについてお答えください。 

  （複数台お使いの方は、最もよく使用するものを１台目としてお答えください） 

１台目 

メーカー 1 Panasonic、2 日立、3 三菱、4 その他（              ） 

品番・型番 （                              ） 

製造年 西暦（        ）年製 

２台目 

メーカー 1 Panasonic、2 日立、3 三菱、4 その他（              ） 

品番・型番 （                                 ） 

製造年 西暦（        ）年製 

 

問３  お使いの IHクッキングヒーターについて設置タイプをお答えください。 

１台目 1 ビルトイン型、2 据え置き型、3 卓上型、4 その他（        ） 

２台目 1 ビルトイン型、2 据え置き型、3 卓上型、4 その他（        ） 

 

問４  お使いの IHクッキングヒーターについて使用状況をお答えください。 

１台目 1 調理の時、2 食事の時、3 その他（具体的に            ） 

２台目 1 調理の時、2 食事の時、3 その他（具体的に            ） 

 

問５  IHクッキングヒーターの使用時の姿勢についてお答えください（〇複数可）。 

１台目 1 立った状態、2 椅子に座った状態、3 踏み台に上った状態 

4 その他（具体的に            ） 

２台目 1 立った状態、2 椅子に座った状態、3 踏み台に上った状態 

4 その他（具体的に            ） 

 

問６  IHクッキングヒーターと使用時のあなたの腰との距離をお答えください。 

１台目 （        ）cm 

２台目 （        ）cm 

 

問７  お使いの IHクッキングヒーターの使用頻度をお答えください。 

１台目 1  毎日、2  週に 3～4日、3  週に 1日、4  2週に 1日、5  月に 1日、6  それ以下 

２台目 1  毎日、2  週に 3～4日、3  週に 1日、4  2週に 1日、5  月に 1日、6  それ以下 

 



 

 

問８  お使いの IHクッキングヒーターの使用時期をお答えください（〇複数可）。 

１台目 1 季節関係なく年中、2 春から夏、3 夏から秋、4 秋から冬、5 冬から春、

6 その他（                 ） 

２台目 1 季節関係なく年中、2 春から夏、3 夏から秋、4 秋から冬、5 冬から春、

6 その他（                 ） 

 

問９ IHクッキングヒーターの 1日の使用時間（平均した時間をお答えください）。 

１台目 （        ）時間  （         ）分 

２台目 （        ）時間  （         ）分 

 

 

Ⅲ．使用している IH炊飯器についてお答えください。 

 

問１ あなたのご自宅に、IH炊飯器はありますか。 

１ あり ２ なし 

 

あり、と答えた方は問２以降の質問に答えてください、なし、と答えた方はⅣに進んでください。 

 

問２  あなたがお使いの IH炊飯器についてお答えください。 

 （複数台お使いの方は、最もよく使用するものについてお答えください） 

メーカー 1 象印、2 タイガー、3 Panasonic、4 日立、5 東芝、6 三菱、 

7 その他（              ） 

品番・型番 （                                ） 

製造年 西暦（        ）年製 

 

問３  お使いの IH炊飯器とあなたの腰との距離をお答えください。 

               cm 

 

問４ お使いの IH炊飯器の使用頻度をお答えください。 

1 １日に３回以上 

2 １日に２回 

3 １日に 1回 

4 週に１回 

5 週に２～３回 

6 その他（                 ） 

 

問５ お使いの IH炊飯器のよく使用するコース 

1 白米コース 

2 早炊きコース 

3 無洗米コース 

4 その他 

 



 

 

Ⅳ IHクッキングヒーター、IH炊飯器以外に家庭内でどのような電化製品を使用されていますか。

（使用されているものずべてに〇をつけて下さい） 

 

エアコン 液晶テレビ 冷蔵庫 洗濯機 

ホットプレート 電子レンジ ミキサー・ブレンダー 電気ポット 

ホームベーカリー 電気こたつ ホットカーペット 電気ストーブ 

パソコン コピー機 ファクシミリ 電気掃除機 

デジタルカメラ デジタルビデオ デジタルオーディオ

プレーヤー 

電気自動車 

（ハイブリッド含） 

スマートフォン・ 

携帯電話 

スマートフォン・携

帯電話の無線充電器 

電話機の無線子機 監視装置 

（防犯カメラやぺット用

の室内監視カメラなど） 

加湿器 除湿器 アイロン ブラウン管テレビ 

ドライヤー ラジオ ICレコーダー ビデオ/DVD/BRなどの録

画・再生デッキ 

太陽光発電 

システム 

健康・美容機器   

その他、電磁波を発生していると思われる家電・機器があれば記入してください 

（                                        ） 

 

Ⅴ 職場や通勤途上で、下記の機器と接触もしくは近接する機会がありますか。 

（使用されているものずべてに〇をつけて下さい） 

 

ICカード改札、出入口、

近接リーダー（非接触型

のチップカード読み取

りシステム） 

盗難防止装置 

（レンタルビデオ店

などの入口にあるも

の） 

防犯カメラ・監視装置 電気自動車の充電器 

電子タグや電子商品監

視装置の読みとり装置 

 

金属探知機 放送用および通信用

送信機 

ワイヤレス充電（WPT）

装置 

IH調理器 誘電加熱シーラー 

（真空パック装置な

ど） 

太陽光発電システム 

パワーコンディショ

ナー、パワーコンバー

ター（GCPC） 

電力設備 

（変電設備、キュービ

クルなど） 

MRI システム 電磁神経刺激装置 

その他の電磁波を使

う医療用機器など 

誘導およびプラズマ

加熱装置 

 

その他、電磁波を発生していると思われる家電・機器があれば記入してください 

（                                         ）  
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I 要 旨

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。首都大学東京

が担当する研究の目的は、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。

基本計画に基づき、本研究の検討課題は次のア～ウの３項目である。

ア 中間周波の健康影響に関する疫学研究

イ 日常環境における中間周波等のばく露の実態調査

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

これらの検討課題に対し、実施計画として、以下の１～４の項目にしたがって研究を実施し

ている。各項目の本年度の研究成果の概要は以下の通りである。

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

２９年度に完了した項目と位置づけているが、新たに公表された研究報告を引き続き

レビューし、情報を更新することは必要であり、本年度も継続している。また、空港等

で利用されている金属探知機など、前年度の報告内容を更新した情報を本報告に含めた。 

1-2 ばく露計の開発

個人ばく露計として、スイスで開発された ExpoM-ELF の利用を前年度に決定していた

が、本プロジェクトでの利用可能性をさらに詳細に検討した。その結果、ハードウェア

の問題（サンプリング速度の不足）に起因するソフトウェアのバグを発見し、開発者に

指摘して修正がなされた。また、定点測定については、これまで用いてきた磁界計を用

いることが適当との結論を得た。以上より、「ばく露状況長期モニタリング調査」の予備

調査を行うためのばく露計の開発を完了した。

1-3 中間周波帯ドシメトリ手法の確立

計算コードとプリポスト処理のソフトウェアは前年度にほぼ完了していたが、いくつ

かの修正を加えて完成度を高めた。30 年度に新たに明らかになった課題点として、EAS

装置からの磁界が直線磁界ではなく回転磁界として扱う必要があることがわかった。こ

れに対応できるように測定法及びソフトウェアの変更を行った。また、非正弦波磁界の

取り扱いについては、定常波形の場合は周波数成分毎に重ね合わせるというシンプルな

手法を行うことにした。図書館 EAS の貸し出し・返却装置のように、単発パルスについ
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ては、ドシメトリ計算に必要な空間分布の測定が時間的な制約もあって不可能なため、

発生源のモデル化を行う必要があることがわかった。モデル化は個別の課題になるので、

今後、必要な場合に実施する予定とした。以上より、中間周波帯ドシメトリ手法を確立

した。  

 

1-4 電磁界ばく露の長期モニタリング手法の開発  

予備測定を通して次の結論を得た。すなわち、中間周波電磁界が支配的なのは、発生

源の近傍に限られており、定点で長期間測定を行うより、発生源の特徴付けを優先すべ

きである。長期モニタリングとしては発生源の特定と利用時間及び方法をモニターする

ことが有効である。また、製品間の違い、技術の進歩を考慮することが必要である。以

上により、今後も改良を加えることは想定されるものの、中間周波帯電磁界の長期モニ

タリング手法の開発を完了した。  

 

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  

個人ばく露計 ExpoM-ELF を用いた予備測定を行い、日常生活における中間周波電磁界

のばく露状況の概要を把握した。中間周波電磁界のばく露は環境ばく露より、発生源近

傍でのばく露にほぼ限られることが明らかになった。このため、本調査で多数のボラン

ティア参加者によるデータを集めたとしても発生源が特定されなければ意味のある情報

にならない。したがって、日常生活にある発生源を、研究者自身が体系づけて収集する

必要があることがわかった。  

 

2-2 国際的なリスク評価への貢献  

国際会議 BioEM に参加し、情報収集を行った。また、2018 年の GLORE 会議世話役を

務めた Paris Tech の研究者 Joe と Wiart 教授と今後の協力について検討を進めている。  

 

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  

東京女子医科大学が進めている、図書館の電子商品監視（EAS）装置の磁界測定を行

い、データの提供を行った。また、誘導電界の解析を行った。三重大学の測定に対して

は、個人ばく露計 ExpoM-ELF を紹介して試用してもらい、結果的に今後この測定器を導

入することになったことなど、協力を行った。  

 

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  

日常環境での測定結果に基づき考察を深めた。特に、EAS 装置からの磁界が楕円磁界

であることがわかり、楕円磁界に対する防護ガイドラインという新たな課題を明らかに

した。  
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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切で

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。  

 

基本計画に基づき、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。  

 

実施計画は検討課題ア～ウに対応して、次の 1～４の４つの項目からなる。  

４． 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  

1-2 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、
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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。首都大学東

京が担当する研究の目的は、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。  

 

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  
本項目は２９年度に完了した項目と位置づけているが、新たに公表された研究報告を引き続

きレビューし、情報を更新することが必要であり、本年度も継続している。特に、空港で利用

されている金属探知機についての情報など、前年度の報告内容を更新した情報を本報告に含め

た。  

 

1-1-1 中間周波電磁界に関する BfS 報告書  
2018 年 8 月、ドイツ連邦放射線防護局（BfS）は「中間周波領域における新規技術による電

磁界へのばく露および影響－系統的レビュー」のプロジェクト最終報告書を公表した  [1]。こ

のプロジェクトは、アーヘン工科大学生体電磁気相互作用研究所（ femu）とオーストリアの

Seibersdorf Labor GmbH が共同で BfS から受託し，実施したものである。この報告書の第 3 章

で、一般公衆および職業ばく露集団でのばく露に係る中間周波電磁界発生源が 11 のカテゴリ

ーに取り纏められ、カテゴリー別に、各発生源の一般公衆および職業ばく露集団での人体ばく

露に関する文献報告データが集約されている。発生源カテゴリーは、照明装置、電子商品監視

装置（EAS）、給電装置（充電器、無線電力伝送装置）、電気自動車、電熱装置および誘導加熱

機器、家庭およびオフィス用電気機器、金属加工装置、医用電気電子機器、RFID、溶接装置、

その他としている。  

総括として、一般公衆ばく露に関しては、「既に広く利用されてきた多くの装置の人体ばく露

レベルは現在の参考レベルと比較して低いが、その一方、現在利用が拡大しつつある装置、あ

るいは近い将来著しく利用が拡大すると予想される装置や技術の一部にばく露増加の傾向がみ

られる」とし、その傾向が高い順に、音響磁気式 EAS、無線電力伝送、電磁式 EAS、金属探知

機、電磁調理器を挙げている。特に金属探知機は、ばく露人口が多いのに対し、研究データが

乏しいと指摘している。職業ばく露に関しては、「特に金属加工産業のいくつかの装置、例えば

抵抗溶接機（スポット溶接）および誘導加熱装置などでばく露限度値を超過する可能性が高く、

またばく露人口の観点からは音響磁気式 EAS 用脱磁装置および電気メスも関心がもたれる」と

し、抵抗溶接機を除くものについての研究データが乏しいと指摘している。  

 

1-1-2 空港保安検査用金属探知機  
昨年度報告書で概要紹介した SCENIHR2015 報告書 [2]において、金属探知機への言及はなか

った。そこで、今年度、空港保安検査用金属探知機ゲート（AMDG）に関して文献情報を整理

した。主なものとして、米国食品医薬品局（FDA）の医療機器・放射線保健センター（Center for 

Devices and Radiological Health: CDRH）による研究報告が 4 件ある。対象とした AMDG は、ウ
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ォークスルー金属探知機（WTMD）およびハンドヘルド金属探知機（HHMD）である。4 件の内

訳は、２つのタイプの AMDG と能動的植込み型医用電子装置（AIMD）との電磁両立性（EMC）

の研究（Seidman ら[3]、Kainz ら [6]）と妊婦および胎児のドシメトリなどの人体ばく露評価研

究（Wu ら [4]、Kainz ら [5]）である。医用機器の EMC は、本研究の範疇外であるが、金属探知

機からの放射磁界のデータが報告されているため、レビューに含める。その他に、Boivin ら [7]

の研究も金属探知機の放射磁界特性を測定し、報告している。  

 

［金属探知機による放射磁界の特性］  

研究 [3][6]の磁界放射測定では、小型 3 軸磁界プローブ付き測定器（ Electric Research 

Management 社製：帯域幅 30 Hz ~ 300 kHz、感度 5 ボルト /ガウス、最小検出可能信号 0.1 A / m

（= 0.1257 µT））とリニア 3 軸メカニカルスキャナーを用いて、WTMD 送信機パイロンの内側

空間の磁界強度および波形を測定した。  

WTMD は、通常、ゲートの両側パイロンに送信コイルおよび受信コイルが取り付けられてい

る。一部の WTMD は、ゲートの両方の側に、送信コイルと受信コイルの両方が取り付けられて

おり、他のものはゲートの片側または両側に複数のコイルが取り付けられている。WTMD は、

パルス信号か正弦波信号のどちらかを放射する。パルス放射は、約 7－50 秒の範囲の立ち上が

りおよび立ち下がり時間を持つ単相または 2 相信号で、最大 70 kHz の成分を持つ周波数スペ

クトルが得られた。正弦波信号（CW 信号）放射は、約 270 Hz から 7400Hz の範囲の単一周波

数または複数周波数のいずれかの電磁界を放射した。  

一般的に、放射磁界が 1 つの送信機コイルで決まるような位置では、波形はこのコイルの放

射信号によって決まる。複数コイルによる磁界が重畳するような位置では、結果として得られ

る波形は、寄与するコイルそれぞれの成分をもつ。空間的位置により波形は異なり、非常に複

雑で、複数のコイルからのパルス信号の波形を識別することは困難であった（シミュレータの

設計では、異なる 2 つの波形の組み合わせを 3 組定義することで対応した。第 1 の波形は基本

パルスで構成され、より複雑な第 2 の波形は、複数の基本パルスまたはキャプチャフィールド

のベクトル振幅のいずれかで構成された）。  

32 個の HHMD も、WTMD 評価と同様の方法で評価した。3 軸スキャニングは、HHMD の放

射面の上方 1.5、2.0、2.5、3.0、5 cm で、放射面と平行な 5 つの水平面でスキャンした。また、

HHMD ハンドルと一直線および垂直な 2 つの垂直面でもスキャンした。その結果、パルス波形

を放射する 1 機種を除くすべてが、10 kHz から 1856 kHz の範囲の周波数の CW 波形を放射し

た。CW 放射 HHMD の最大磁界強度は 2.1 から 67.3 A / m の範囲であり、パルス放射 HHMD で

は、距離 2.0 cm で 600 A/m を上回る高い磁界強度を放射した。  

Boivin ら [7]の研究は、8 台の HHMD および 10 台の WTMD が生成する磁界を、金属探知機用

の特製した磁界プローブ、非金属製位置決め装置を用いて測定した。１台の HHMD は実験室で

測定したが、残りは、空港ターミナル、連邦政府および州政府の建物、高校の装置を測定した。  

WTMD の方が HHMD よりかなり高い磁界強度を示し、最大値は前者が 299 A/m p-p（3.741 

mG）、後者が 6 A/m p-p（76 mG）であった。磁界信号の周波数は、WTMD では 0.1 kHz - 3.5 kHz、
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HHMD では 89 kHz - 133 kHz であった。すべての HHMD の波形は正弦波であったが、WTMD

の波形は鋸歯状またはパルス波であった。WTMD は、その高い磁界強度と波形により、HHMD

より医用機器との電磁干渉のリスクが高い可能性はあるものの、p - p 値の二乗平均平方根の磁

界強度を一般公衆および職業ばく露のばく露限度値と比較した場合、これらの制限を超過して

はいないと述べている。  

 

［金属探知機による人体ばく露のドシメトリ研究］  

Wu ら [4]は、WTMD により生成される磁界の測定データから WTMD 内部空間の放射磁界を

表現する等価電流源を割り出し、最後にインピーダンス法により誘導電流密度と電界の分布を

計算した。WTMD 放射磁界および妊婦・胎児モデルでの体内誘導電界を、 ICNIRP ガイドライ

ン値および IEEE C95.6 ばく露安全基準と比較した結果、得られた計算値は ICNIRP ガイドライ

ンの基本制限ならびに IEEE C95.6 の最大許容ばく露（MPE）を満たした。また、特定の WTMD

において、1 - 5 ヶ月胎児モデルでは ICNIRP 基本制限が満たされるが、6〜9 ヶ月胎児モデルで

は妊婦と胎児の両方でばく露の超過が起きる可能性を指摘した。この場合でも IEEE C95.6 の

MPE および基本制限は超過しないと述べている。  

Kainz ら [5]は、HHMD からの放射磁界にばく露した妊婦・胎児モデルの体内に誘導された電

界および電流密度を、有限差分時間領域（FDTD）法と周波数スケーリング法により計算した。

妊婦・胎児モデルは、妊娠 34 週の妊婦の走査画像に基づいた 3 種の組織からなる解像度 10 mm

の半不均一モデルである。HHMD には、8 kHz - 2 MHz の周波数範囲で動作する 9 台の代表的

モデルを用いた。HHMD と妊婦・胎児モデル腹部表面との間隙を１cm とした。その結果、計算

された誘導電流密度および比吸収率（SAR）はどちらも、ICNIRP ガイドラインおよび IEEE C95.1

規格の一般公衆のばく露限度値を十分に下回った。このことから、HHMD により妊婦および胎

児で著しい体温上昇または神経刺激が生じる可能性は排除されると考察している。  

 

［金属探知機による医用機器の動作障害の可能性（参考）］  

 Seidman ら [3]、Kainz ら [6]）の研究動機は、1987 年－2003 年に、AMDG と植込み医用機器と

の EMI 問題 109 件が FDA に報告されたことであった（内訳は論文[6]の図 1、2 参照）。年次に

よる増加傾向は、保安システム採用の増加および能動的植込み型医用電子装置（AIMD）装着者

の増加を反映すると考えられ、EMI 研究が求められた。AMDG 実機の放射磁界測定データに基

づき設計された EMI 試験用シミュレータは、種々の医用機器、特に今後開発される機器での動

作障害の分析および対策に用いられるとしている。  

  一方、Kolb ら [8]は、標準的な AMDG（model 02PN10, C.E.I.A., Viciomaggio, Italy; この機種

は、U.S.、Canada、Europe の空港の大半で採用されていると、この時点で著者は述べている）

を用いて実験した。磁束密度、周波数、検出感度は、国際空港基準にしたがって各空港がプロ

グラムするが、この研究で使用したモデルからの放射磁界は、3 つのパルスレート 3.73、4.98、

5.98 kHz それぞれのピーク値で特性付けられ、最大磁束密度は 42 µT であった。   

 心臓ペースメーカ（PM）あるいは除細動装置（ ICD）装着患者にこの AMDG を通過させ、
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PM、 ICD 機能への影響を調査した。患者が通過時の行った動作は、1) 通常速度での前進およ

び後退、2) AMDG 内に最短でも 20 秒間滞在し、その場で体軸を中心に 360° 回転する、3) そ

の後、装置植込み側の胸部を AMDG の送信側パネルに可能な限り近づける、である。その結

果、PM 203 台、 ICD 151 台の試験において、1 台も機能障害は発生しなかった、実験中、患者

および植込み装置の監視は医師立ち合いの下で注意深く、十分行われた、と報告している。  

 なお、BfS 報告書（1.1.1 参照）およびこれに基づく総説論文 [9]は、金属探知機、EAS その他

の IF 発生源と医用機器との電磁干渉についてのインビボ研究、ファントム研究、ベンチマーク

試験をレビューしている。金属探知機に関しては 4 件の文献を総括し、「いずれも干渉の発生報

告無し」と結論している  [9]。4 件のうちの 2 件は、上述の Kainz ら [6]、Kolb ら [8]である。残

りの 2 件は時代的に古いものである。  

 

1-1-3 日常環境における IF 電磁界ばく露の評価研究  
欧州の GERONIMO プロジェクトの一環として、Aerts ら[10]は、中間周波帯（ IF：300Hz - 

10MHz）範囲の電界および磁界の住宅内レベルおよび多種多様な家電製品からの放射レベルを、

実際の生活環境下で測定調査した。ベルギー、スロベニア、英国の合計 42 戸（便宜的標本）に

おける 121 の部屋、279 台の家電機器を測定した。その結果として、スポット測定において、

住宅内の IF 電磁界レベルは全般的に低い：その一方、ある種の機器への接近により、相対的に

高めのばく露が生じる可能性がある（距離 20cm での電界および磁界強度の最大値は 41.5V/m

および 2.7A/m で、ともに IH 調理器からのものであった）：機器からの IF 放射は、全体的には、

周波数範囲 6kHz〜300kHz の基本周波数とその高調波信号を含むスペクトルである：時には、

ノイズ性で強度が高めの IF 領域が、あるいは 50 Hz 高調波群が支配的な特殊なスペクトルが付

随する場合もあった：距離 20cm 以遠においては、ICNIRP および IEC（ IEC 62233）のばく露総

和ルールに基づいて超過となる IF 範囲の機器放射レベルは一つもなかった（最大ばく露比は電

界が 1.0、磁界が 0.13 であった）、と報告している。  

 同じ研究グループの Van den Bossche ら [11]は、スマートボード、タッチスクリーン、省エネ

電球、蛍光灯、ポータブルヒアリングユニット、電気メス（ESU）からの中間周波の電界およ

び磁界を、それらが使用される環境（家庭、学校、チケット売り場、病院）で測定した。その

結果、これらの発生源の大半において、電界が支配的である：電界強度は、タッチスクリーン

（44 kHz：距離 5 cm で最大 155.7 V/ m）、省エネ電球（38-52 kHz：最大 117.3 V/ m）、蛍光灯（52 

kHz：最大 471 V/ m）および ESU（最大 920 kHz: 距離 0.5 cm で最大 792 V/m）で、 ICNIRP 参

考レベルを超過した：磁界強度は、ESU およびポータブルヒアリングユニットの近接距離でそ

れぞれ、最大で 1.8 A/ m および 10.5 A/ m であった、と報告している。ポータブルヒアリング

ユニットとは、難聴者の聞こえを支援する設備で、ループアンテナ内に誘導磁界による音声磁

界信号を生成し、それを補聴器あるいは専用受信機で受信させるものである。  

 

1-1-4 職場環境における IF 電磁界ばく露の評価研究  
昨年度の報告書においてレビューした INTEROCC 研究 [12][13]は、これまでの研究における



 

9 
 
 
 
 
 

職業ばく露評価を改善することを目的として、発生源  - ばく露マトリックス（SEM）を開発し

た [13]。この SEM は、調査参加者が申告した EMF 発生源についての、主に文献から収集され

た測定値データベース[12]からの信頼重み付き平均推定値で構成された。この 2 件の研究を踏

まえ、Vila ら[14]は、職場に存在する IF 発生源カテゴリー別のばく露レベルを、SEM に収載さ

れた磁界強度の算術平均値として算出した。合わせて、調査参加者全体において、その発生源

カテゴリーへのばく露歴（就業中の使用または近傍での作業）を報告した人数を集計した。そ

の結果、平均磁界強度が最も高かったカテゴリーは EAS（12.3 A/ m：ばく露歴報告者数 3 人）、

以下、ジアテルミー装置（5.09 A/ m：同 12 人）、金属加工用装置 3 種（4.99 - 3.1 A/ m：同 9 – 

32 人）が続き、平均磁界強度が 0.2 A/ m 以上の発生源カテゴリーは全部で 11 であった。誘導

加熱装置カテゴリー（0.73 A/ m：同 56 人）は報告者数が最も多かった。参加者全体における IF

ばく露歴（ラグ 1 年）ありの人の割合は 0.8 %であり、同様に調査された RF ばく露歴での 10 %

と比較すると極めて低値であった。  

 この研究の最終目的は、職業的 IF ばく露と神経膠腫および髄膜腫とのリスクとの関連性を調

査することである。そのため、ばく露歴などの詳細なインタビューデータと SEM を基に、個人

別化された総合累積ばく露を評価するアルゴリズムを開発し、個々人の職業人生における IF 総

合累積ばく露を推定した。最後に、これをばく露指標に用いて、神経膠腫または髄膜腫のリス

クを分析した結果、ばく露との明確な関連性は観察されなかった。  

 

1-1-5 中間周波電磁界による人体ばく露の整理（まとめ）  
今回新たに公表された BfS の報告書において、公衆の中間周波磁界ばく露の発生源として挙

げられたものは、本研究で着目している EAS 装置と IH 調理器に関しては共通であった。BfS

報告書では、これらに加えて、無線電力伝送と金属探知機を挙げている。無線電力伝送につい

ては今後の普及が予想されるが、現時点では疫学研究の対象にするほど普及していない。金属

探知機は空港等でばく露の機会が多いことからできるだけ詳細に調査したが、ばく露レベルは

余り高くないと判断した。金属探知機からの磁界は、複数の周波数を複合したパルス波である

場合があることなど、波形が複雑で、また感度の調整によって出力される磁界の強度も異なる

など、非常に複雑であることがわかった。また参考情報として金属探知機による医用機器への

干渉の可能性に関する文献についてもレビューした。  

欧州の GERoNiMO プロジェクトにおける中間周波電磁界ばく露の検討は、本研究に密接に

関係する内容であり、前年度もレビューしているが、追加的な情報を追記した。また、同じく

欧州の研究プロジェクトで職場でのばく露を対象にした INTEROCC プロジェクトの最新の報

告がなされたことから、職場での中間周波ばく露についてもレビューを行った。  

結論として、本研究で着目している中間周波帯発生源である IH 調理器（三重大学）、EAS 装

置（東京女子医科大学）は欧州等の諸外国の報告でも同様に主要な発生源であると認識されて

おり、日常生活で接する機会が多い点で、検討の対象として適切であることが確認された。    
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1－2 ばく露計の開発  
本研究で使用する磁界ばく露計については前年度に検討を行い、使用する機器の選定を終了

している。以下では本研究で使用する測定器について、追加情報に絞って記載する。  

 

1-2-1 磁界計  
磁界強度（磁束密度）の測定には FT3470-52 磁界測定器（（株）日置電機、長野県上田市）を

用いた。この測定器では 100cm2 の磁界センサと 3cm2 の磁界センサを目的に応じて使い分ける。

100cm2 の 磁界センサは、家電製品からの磁界を評価するための国際標準規格測定法

IEC62233[15]に基づく評価を行う場合に使用する。今回の測定では発生源付近の磁束密度分布

を測定しているので、空間分解能の高い 3cm2 の磁界センサを主に使用した。  

 

 
図１－１ FT3470-52 磁界測定器（3cm2 のプローブ装着時）  

 

ホトニクス社製の磁界計（PH317-122 株式会社ホトニクス，東京）は、携行型としても利用

できる機器であるが、波形の記録にも利用できる。今回の測定では、この波形記録機能を用い、

主に位相の基準信号を得るための測定器として使用した。  

 

 

図１－２ ホトニクス社製の磁界計（PH317-122）  

 

3cm2 磁界センサ  
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1-2-2 携行型個人ばく露計  
前年度に調達した ExpoM-ELF を主に使用した。ExpoM-ELF は、センサ（3 軸 TMR センサお

よびホールセンサ）内蔵型で、重量 320g で容易に携行でき、24 時間以上の連続測定・データ

保存が可能であること、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。  

測定周波数範囲は DC-100kHz（DC-1kHz、DC-10kHz、DC-100kHz および高強度（30 mT RMS）

での DC-1kHz の 4 帯域が選択可能）、任意指定の測定間隔（4 秒から 6000 秒まで）で時間領域

サンプリング（4096 サンプル）を帯域ごとに行い、サンプリングデータは時間領域データで保

存されるとともに、FFT 分析した周波数領領域データでも保存される。  

 

 

図１－３ ExpoM-ELF の外観。16 cm×8 cm×3.5 cm(L×W×H）  

 

ExpoM-ELF の仕様書では、4 つの測定帯域の名称は、LF 帯（DC-1kHz）、MF 帯（DC-10kHz）、

HF 帯 (DC-100kHz)、および高磁束密度帯（最大磁束密度 30 mT RMS の DC-1kHz）である。LF

帯、MF 帯、HF 帯の周波数分解能はそれぞれ、1 Hz、10 Hz、100 Hz で設計されていると記載

されていた。しかし、実際に予備測定を行うと HF 帯のサンプリング速度の不足が確認された。

表１－１に示す通り、最小の測定間隔 4 秒で順次実行される LF 帯、MF 帯、HF 帯それぞれ 4096

点のサンプリング時間は 1 秒、10 ミリ秒、13.33 ミリ秒であり、HF 帯のサンプリング周波数は

75 Hz であることが判明した。そこで、開発者にこの問題を指摘し、ユーティリティプログラ

ムは表１－1 を反映するように更新された。  

 

表１－１ ExpoM-ELF の各測定帯域での測定条件  
測定帯域  LF 

(DC-1kHz) 
MF 

(DC-10kHz) 
HF 

(DC-100kHz) 
High-B 

(DC-1kHz) 
測定間隔  4s 4s 4s 4s 

サンプリング周波数  4096Hz 40.96kHz 307.2kHz 4096Hz 
サンプリング時間  1s 100ms 13.33ms 1s 
サンプリング点数  4096 4096 4096 4096 

周波数分解能  1Hz 10Hz 75Hz 1Hz 
最大磁束密度  1000μT 1000μT 1000μT 30mT 
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1－3 中間周波帯ドシメトリ手法の確立  
 

入射磁界分布から人体内の誘導電界及び誘導電流密度を計算するための計算コードとプリポ

スト処理のソフトウェアは前年度にほぼ完了していたが、いくつかの修正を加えて完成度を高

めた。また、今年度に行った測定結果より、図書館用 EAS ゲートからの磁界が直線磁界ではな

く、楕円磁界として扱う必要があることがわかった。これに対応できるように測定法及びソフ

トウェアの変更を行った。  

磁界は、図書館 EAS ゲート内空間の各測定点で、3 方向の磁界ベクトルを位相を含めて測定

した。位相については、ゲートわきの床面の定点で同時測定した波形を基準として、その波形

との位相差を測定した。その結果、位相差が測定点によって異なり、ゲート内の磁界は磁界ベ

クトルの向きが回転する楕円磁界であることが明らかになった。  

磁界測定値については、本報告書の第 3 章で詳述する。ここでは、このような入射磁界に対

する誘導電界及び誘導電流密度のドシメトリ手法を検討した。各点の位相を考慮したドシメト

リでは、入射磁界を複素数として計算することが必要である。以下に、各点の位相を考慮した

ドシメトリ計算の一例として、図書館 EAS ゲートの磁界に対する体内誘導電界の数値計算につ

いて述べる。  

 

1-3-1 数値解析手法  
前年度に引続き、数値解析人体内誘導電界解析ソフトウェア QSD－T（我々の研究グルー

プで開発したコードを統合した準静的電磁界解析ツール）を使用し、入射磁界分布から人体

内の誘導電界及び誘導電流密度を導出した。計算手法は、磁界入射に対してインピーダンス

法 [16]を用い、逆行列計算については、逐次過緩和（SOR）法を用いて計算を行った。計算ソ

フトウェアの設定条件を表１－２に示す。  

100mm 間隔で測定した EAS ゲート内の磁束密度の空間分布データを双三次スプライン補

間し、人体数値モデルの分解能 2 mm と一致させた  [17]。  

 

表１－２ 数値解析人体内誘導電界解析ソフトウェアの計算条件  

計算領域  640×320×1732mm （320×160×866（ボクセル））  

周波数  366Hz 

分解能  2 ㎜  

人体数値モデル  日本人標準 20 歳男性全身モデル（RAW ファイル）  

磁界データ  hfe フォーマット形式の磁界データ（A/m）  

逆行列計算手法  逐次過緩和（SOR）法  

加速係数  1.4 

打切り閾値  1.0×10-5 
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1-3-2 数値解析モデル  
数値人体モデルは、情報通信研究機構（NICT）が開発した解剖学的不均一人体モデルの日本

人標準 20 歳男性の全身モデル（TARO）を使用した [18]。このモデルの分解能は 2 ㎜で、

640mm×320mm×1732mm ボリュームのモデルである。皮膚や筋肉、臓器などの組織で構成され

ている。組織の電気定数は Gabriel らのデータに基づくデータベース [19]から EAS ゲート装置

の周波数 366Hz に対応する値を取得し使用した。使用した人体数値モデルを図１－４に示す。

データベース[19]を用いた周波数 366Hz の人体組織の電気定数値を表１－３に示す。  

一例として、首都大学東京図書館のゲート内の磁界測定エリアに立った人体における、人体

中心冠状面および正中矢状面内の磁束密度分布を図１－５に示す。磁界測定エリアでの磁束密

度の最大値は 420 μT、最小値は 30 μT であった。また、人体が占める空間で平均した入射磁束

密度は 68.5 µT であった（第 3 章で詳述）。  

 

 

図１－４ 日本人標準 20 歳男性の全身モデル（ＴＡＲＯ）[18] 
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図１－５ ＥＡＳゲート内に立った人体内部の磁束密度分布。人体中心冠状面（左図）およ

び正中矢状面（右図）。  

 

 

 

 

 

 

 

表１－３ 366Hz における人体組織の電気定数（導電率 σ・比誘電率 εr） [19] 

Tissue 

name 

Conductivity 

[S/m] 

Relative 

permittivity 

Tissue 

name 

Conductivity 

[S/m] 

Relative 

permittivity 

Air 0 1 Lens 0.3235 196190 

Bladder 0.20615 84955 Liver 0.039883 162680 

Blood 0.7 5259.4 Lung (Deflated) 0.20849 393890 

Blood Vessel 0.30234 771460 Lung (Inflated) 0.075838 312290 

Body Fluid 1.5 98.996 Lymph 0.52282 109480 

Bone (Cancellous) 0.081236 30656 Mucous 

Membrane 

0.00055832 35494 

Bone (Cortical) 0.020085 4120.9 Muscle 0.30399 1631700 

Bone Marrow 0.00208 15752 Nail 0.020085 4120.9 
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Brain (GreyMatter) 0.095558 467340 Nerve 0.028328 98572 

Brain (White Matter) 0.061097 214970 Ovary 0.32278 103950 

Breast Fat 0.023775 45638 Pancreas 0.52282 109480 

Cartilage 0.17308 94273 Retina 0.50337 84860 

Cerebellum 0.11556 467630 Skin (Wet) 0.00055832 35494 

Cerebro Spinal 

Fluid 

2 109 Small 

Intestine 

0.52517 425280 

Colon 0.2176 2857300 Spleen 0.10051 360890 

Cornea 0.42237 131320 Stomach 0.52282 108980 

Dura 0.50061 8697.7 Tendon 0.371 1977500 

Eye Sclera 0.50337 84860 Testis 0.42282 111980 

Fat 0.02161 68435 Thyroid 0.52282 109480 

Gall Bladder 0.90001 877.23 Tongue 0.27282 110970 

Gall Bladder Bile 1.4 120 Tooth 0.020085 4120.9 

Gland 0.52282 109480 Trachea 0.30062 49902 

Heart 0.099972 624870 Uterus 0.45183 5265700 

Kidney 0.10891 493310 Vitreous 

Humor 

1.5 98.996 

 

 

 

 

1-3-3  EAS ゲート内に立った人体における体内誘導電界計算の結果  
EAS ゲートから発生する磁界により、ゲート内の中央に立った人体に誘導される体内誘導電

界分布の計算結果の一例を図１－６に示す。頭部体部全組織の 99 パーセンタイル値は 0.017 
Vm-1、頭部の CNS 組織での同値は 0.0071 Vm-1 であり、ICNIRP(2010)ガイドライン [1]の一般

公衆ばく露の 366 Hz における基本制限に対する比率はそれぞれ、4.2 %および 4.8 %であった。  
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(a) 正中冠状面       (b) 正中矢状面  

図１－６ 人体内誘導電界分布  

 

 

1-3-4 ドシメトリ手法に関するその他の検討  
中間周波数帯の電磁界ドシメトリでは、周波数が数 MHz 以下であれば、準静的近似を用いた

計算ができる。準静的な電磁界ドシメトリについてはこれまで多くの報告がある。しかし、今

回報告した EAS ゲートからの磁界は、回転磁界であるという特殊性があり、それに対応して、

複素数での計算を行う必要があった。但し、連続波でほぼ正弦波であるため、複素数計算を行

うことだけでドシメトリが可能であった。しかし、中間周波磁界の波形は多様であり、今後の

検討対象を広げた場合、ドシメトリの課題について解決が必要となる可能性は考慮する必要が

ある。  

今年度の報告で、３－５において図書館の貸出返却処理装置からの磁界の特性について報告

した。この装置では、非正弦波の単発のパルス磁界が発生する。ドシメトリとして、体内誘導

電界を求める場合、いくつかの課題がある。まず、磁束密度の空間分布を求める方法である。

2mm 分解能の全身人体モデルを用いて誘導電界を計算するためには、本報告の例のように 100 

mm 間隔での測定結果から 2mm の分解能に内挿するとしても、600 点以上の測定が必要である。

単発パルスに対してこの測定を行うことは極めて困難である。また、位相の情報を単発パルス

で精度よく測定することは難しい。コイルの形状がわかれば、発生源をモデル化することによ

って、少数の測定データから位相も含めた磁界の空間分布を求めることが可能になると考えら

れる。  
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1－4 電磁界ばく露の長期モニタリング手法の開発－長時間測定の予備測定  
 
1-4-1 個人ばく露計の装着方法及び測定方法  
日常生活環境での中間周波電磁界のばく露の実態を把握するための手法を開発することを目

的とし、個人ばく露計を携帯した長時間の測定を予備測定として行った。  

測定者は ExpoM-ELF をショルダーバッグに入れ、肩からバッグを提げて日常生活を過ごし

た（図１－７）。測定時にはその時の活動状況(Activity)（走行中の自動車内 /電車内 /歩行中 /屋

内静止 (自宅など狭い範囲の歩行も含む )/屋外静止）と、家庭電化製品の使用状況(Home 

appliances use)を記録した。  

 

 

図１－７ 個人ばく露計の装着方法  

 

1-4-2 長時間測定の測定結果  
ExpoM-ELF を携帯して、3 日間 (12 時間を越えて連続測定したものを 1 日分として、1 日分を

2 日間、半日分を 2 日間 )測定した。測定で得られたデータについて、3 つの測定帯域別に磁束

密度（実効値？）の時間変化をグラフ化した。3 つの測定帯域は以下の通りである。  

・Mains 帯(10-60Hz)：主に商用電源を対象とした周波数帯  

・LF 帯 (61-999Hz): 商用電源の高調波を含む、中間周波帯の低周波域  

・HF 帯 (1k-100kHz)：中間周波帯の本研究における主な対象である周波数帯  

また測定時の記録に基づいて、活動状況 (Activity)と家電の使用状況 (Home appliance use)につ

いてのタイムラインを表示した。   

 

【測定１】  

車や電車での移動と都心の街を散策、後半は自宅で 5 種類の家電製品 (ヘアドライヤー、ドラ

ム式洗濯機 (乾燥機 )、炊飯器、電子レンジ、食洗機 )を使用しながら、約 12 時間の測定を行っ

た。今回の測定は日常生活環境での中間周波電磁界のばく露の実態を把握することを目的とし

 

ExpoM 

地面からの高さ  

約 80cm 
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た予備測定と位置づけているため、家電製品を使用する測定については、元々家電を使用する

場所 (今回の場合キッチンと洗面所 )にて、普段の日常生活と同様に行った。このため、測定器

との距離は常に一定とは限らず、作業内容によっては 3cm 未満の至近距離から 80cm 程度離れ

ている場合もある。（図１－８及び図１－９を参照）。但し、同時に 2 種類以上の家電製品は使

用していない。測定の結果を図１－３、図１－４に示す。  

 

 
図１－８ キッチンでの家電製品の設置場所見取り図  

 

 

図１－９ 洗面所での家電製品の設置場所見取り図  

 

 

 

炊飯器  電子レンジ  

食洗機  

ガスコンロ  
 

255cm 

100cm 

冷蔵庫  

ヘアドライヤーから
頭までの距離は
10cm 以上離した。
測定器からドライヤ
ーの位置はおよそ
70～80cm で測定し
た。  

60cm 90cm 

70～80cm 
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測定（１）の測定結果を図１－１０(a)(b)に示す。  

 
図１－１０ (a) 測定１の結果（午前）  

 
図１－１０ (b) 測定１の結果（午後）  
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【測定２】  

電車での移動及び建物(病院)内での測定を行った (移動量は少なめ )。半日の測定を 2 日に分け

て実施した。結果を図１－１１に示す。なお、2 日目の 12：00～12：30 頃のデータはプラズマ

ディスプレイの前で測定した部分である。  

 

図１－１１ (a) 測定２の結果（１日目）  
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図１－１１ (b) 測定２の結果（２日目）  

 

【測定３】  

車・電車での移動とショッピングビル内を散策、途中 EAS ゲートの周りを通る等、約 12 時

間の連続測定を行った（図１－１２）。EAS ゲートについては、明確な磁束密度の大きさの変化

を捕らえることはできなかった。今回通ったゲートは高周波帯である電波方式のゲートである

可能性が高い。測定後半は測定１の時と同様に家電製品を使用しながら日常どおりに過ごした。 
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図１－１２ (a) 測定３の結果（午前）  

 

 

図１－１２ 測定３の結果（午後）  

 

今回の【測定 1】から【測定 3】において、電車に乗っている時の磁束密度が一番高く、商用
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周波を含む Mains の周波数帯で 20 μT 前後、LF 帯では 8 μT 以下、HF 帯では 1μT 以下であっ

た。いずれも ICNIRP ガイドラインの一般公衆ばく露の参考レベル(50･60Hz では 200 μT、20～

90 kHz では 27 μT)[20]と比べると十分小さい。  また、測定の場所に依らず、（居宅内で動く程

度であっても）磁束密度の大きさに変動が見られた。  

 

 

1-4-3 家電製品単体での磁界測定  
前項 1-4-2 の【測定 1】及び【測定３】においては、日常生活の中で家電製品を使用しながら

測定を実施している。しかし今回の予備測定では、家電製品を使用している時と使用していな

い時とで磁束密度に明確な違いは見られなかった。本測定において、家電製品 (磁界発生源 )と

測定器との距離は実生活に則した値であり、実態を表したものといえる。但し、今回の測定で

使用されていた IH 調理器は炊飯器のみであった。実生活では炊飯器に近づくことがないため

に、炊飯器からの磁界が記録されなかった可能性があるため、以下では家電製品 (発生源 )単体

を対象に磁界測定を行い、長時間測定の結果と比較する。  

 

■炊飯器の測定  

 測定１において炊飯器の測定をした際には、キッチンの作業台にて作業をしながらの測定だ

ったため、炊飯器から測定器までの距離は 100cm 程離れていた。そこで、測定器を炊飯器から

10cm 離した至近距離から測定した場合（図１－１３）と比較することとする。  

 

図１－１３ 炊飯器の至近距離での測定  

 

測定１で、キッチンにいて炊飯器を使用していた時間帯の ExpoM-ELF の測定結果を図１－

１４（LF 帯）、図１－１５（HF 帯）に示す。また、炊飯器から 10cm の距離で測定した際の測

定結果を図１－１６ (LF 帯 )、図１－１７(HF 帯 )に示す。発生磁界のスペクトル (それぞれ測定

中最も高かった値 )を見ると、測定 1 の実使用条件  (約 100cm の距離 )では、商用電源の整流波

形に起因する 100Hz で 0.310 μT、加熱周波数の 32.9 kHz で 0.0416 μT であった。一方、至近距

離 10 cm では 100 Hz で 4.83 μT、32.8 kHz で 0.670 μT となった。至近距離での測定は測定 1 と

比べると１０倍以上の値ではあるが、いずれも ICNIRP ガイドラインの一般公衆ばく露の参考

レベル [20]と比べると十分小さい結果となった。  

個人ばく露計をバッグに入れて携行して測定した結果は、炊飯器から 10cm の距離で測定し

炊飯器  

ExpoM 

10cm 
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た値の 10 分の 1 以下であったが、これは実生活では炊飯器に余り近づかないためか、あるい

は人体は炊飯器に接近しても測定器の保持位置が接近しないためなのか、区別が困難である。

個人ばく露計による測定では、発生源近傍で局所的に電磁界にばく露されることが想定される

場合には、結果の解釈において注意が必要である。  

 

図１－１４ 測定１での炊飯器の磁界測定（測定器との距離 100cm LF 帯）  
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図１－１５ 測定１での炊飯器の磁界測定（測定器との距離 100cm HF 帯）  
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図１－１６ 至近距離での炊飯器の磁界測定（測定器との距離 10cm LF 帯）  
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図１－１７ 至近距離での炊飯器の磁界測定（測定器との距離 10cm HF 帯）  
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■ヘアドライヤーの測定  

 発生源の近傍での局所ばく露という点で注意が必要な家電製品として、ヘアドライヤーがあ

る。測定１においてヘアドライヤーの測定をした際には、測定器の保持位置が図１－７に示し

たように肩から掛けたバッグ内であったことから、ヘアドライヤーまでの距離は 70～80cm 程

離れていた。しかし、頭部とヘアドライヤーの距離は 10cm 程度あるいはそれ以下に接近して

使用している。そこで、測定器をヘアドライヤーから 10cm の至近距離で測定した場合（図１

－１８）と比較する。  

 

 
図１－１８ ヘアドライヤーの至近距離での測定  

 

測定１での ExpoM-ELF の測定結果を図１－１９に、ヘアドライヤーから 10cm の距離で測定

した際の測定結果を図１－２０に示す。発生磁界のスペクトル (それぞれ測定中最も高かった

値 )を見ると、磁界の周波数は商用周波数のみが支配的で、測定 1(約 70～80cm の距離 )では 50Hz

で 0.0766 μT、至近距離 10 cm では 50 Hz で 1.37 μT となった。炊飯器のときと同様に至近距離

での測定は測定 1 と比べると 20 倍程度の値であった。局所での磁束密度と個人ばく露計に記

録される磁束密度に違いがあることに注意が必要である。  

 

ヘアドライヤー  

ExpoM 

10cm 
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図１－１９ 測定１での炊飯器の磁界測定（測定器との距離 70～80cm）  
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図１－２０ 至近距離でのヘアドライヤーの磁界測定（測定器との距離 10cm）  
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■電子レンジ、食洗機、ドラム式洗濯機の測定結果  

 測定１及び測定３において生活環境で使用していた、その他の家電製品に着目して測定を行

った。電子レンジ、食洗機、ドラム式洗濯機の測定結果を表１－４に示す。いずれも商用周波

の磁界は存在するものの、中間周波帯の磁界はほとんど雑音レベルであった。50Hz の磁束密

度については、炊飯器、ドライヤーと同様に、測定器との距離が近いほうが高値を示すが、い

ずれも ICNIRP ガイドライン一般公衆ばく露の参考レベル[20]と比べると十分小さい結果とな

った。  

 

表１－４  電子レンジ、食洗機、ドラム式洗濯機の磁界測定の結果  

家電の種類  測定器との距離  磁束密度（実効値） (μT) 

電子レンジ  10cm 4.3901(50Hz) 

30～40cm(測定１ ) 1.7354(50Hz) 

食洗機  0cm(作業台の上 ) 3.4697(50Hz) 

10cm(測定１ ) 1.4958(50Hz) 

ドラム式洗濯機  0cm(洗濯機の上 ) 1.3225(50Hz) 

20～30cm(測定１ ) 0.0343(50Hz) 

 

 

■IH 調理器の磁界測定  

 今回の予備測定の対象者は IH 調理器の利用者ではなかったので、結果には IH 調理器の使

用にともなう磁界のデータが含まれない。ビルトインタイプの IH 調理器の例は前年度の報告

書に含まれていたので、ここでは 1.4 kW の卓上型 IH 調理器（Panasonic KZ-PH30）の磁界測

定を実施した。測定には ExpoM-ELF を用いた。  

測定方法は、 IH 対応の鍋（直径 14 cm）に水を入れて加熱中に、 IH 調理器の①背面②右側

③正面④左側⑤上部⑥テーブル下の 6 箇所それぞれ 10cm の距離に ExpoM-ELF のセンサ部分

が来るように置いて測定した。  
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図１－２１ IH 調理器の磁界測定の概要図  

 

 測定結果は次の通りである。 IH 調理器の周辺 6 箇所を測定し、低周波帯、高周波帯の磁束

密度のスペクトルのピーク値とその周波数（カッコ内）を表１－５に示す。また ExpoM-ELF

で測定した波形の例（正面での測定結果）を図１－２２に示す。  

 

表１－５ IH 調理器周辺の磁界測定結果  

測定位置  低周波帯 (μT) 高周波帯 (μT) 

①背面  5.31 (100 Hz) 2.03 (27.4 kHz) 

②右側  7.44 (100 Hz) 2.21 (28.1 kHz) 

③正面  23.7 (100 Hz) 9.30 (27.7 kHz) 

④左側  11.8 (100 Hz) 3.86 (27.9 kHz) 

⑤上部  13.8 (100 Hz) 3.86 (27.5 kHz) 

⑥テーブル下  18.8 (100 Hz) 6.62 (27.5 kHz) 

 

＜正面図＞  ＜側面図＞  

10cm 10cm 

10cm 

10cm 

①背面  

②右側  

③正面  

④左側  
10cm 

⑥テーブル下  

10cm 

⑤上部  
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図１－２２ (a) IH 調理器の磁界測定 ③正面(低周波帯 ) 
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図１－２２ (b) IH 調理器の磁界測定 ③正面(高周波帯 ) 
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1-4-4 予備測定から得られた結論  
今回の予備測定を通して長時間測定の結果をまとめると、次のようになる。  

 日常生活において、中間周波数帯の電磁界発生源に近づかなければ、中間周波数帯磁界

のばく露はほとんどない。  

 中間周波電磁界の発生源の近くでは、中間周波数帯の磁束密度が検出される。但し、多

くの場合 1 マイクロテスラ程度以下である。  

 中間周波数帯磁界を利用する IH 調理器や EAS 機器の近傍では一定程度の中間周波数帯

の磁界ばく露が起こり得る。  

 電車内において、日常環境の中では比較的大きな中間周波数帯の磁磁束密度が検出され

る。一方、電車内では超低周波帯の磁束密度の方がはるかに大きい。  

 

これらのデータ及び発生源近傍での測定データから、中間周波電磁界が支配的なのは、発生

源の近傍に限られており、定点で長期間測定を行うより、発生源の特徴付けを優先すべきであ

ると考えられる。このため、長期モニタリングとしては、発生源の特定が困難な一般被験者に

よる測定を蓄積することで得られる情報は限られており、発生源の特定と利用時間及び方法を

モニターすることが有効である。また、製品間の違い、技術の進歩を考慮することが必要であ

る。以上より、中間周波帯電磁界の長期モニタリング手法としては、発生源の特徴付けを十分

に行った上で、発生源への接近などの行動を記録できる条件の下で、研究者の参加のもとでの

データを蓄積することが必要であり、一般の被験者を対象にする場合は、発生源を考慮した行

動の記録に限界があることから、蓄積されたデータを利用して限られた行動記録からばく露を

推定する必要があると考えられる。  

以上の結果より、本調査で仮に多数のボランティア参加者によるデータを集めたとしても発

生源が特定されなければ意味のある情報にならないと考えられることから。日常生活にある発

生源からの磁界特性の整理を十分に行い、研究者自身が関与して発生源との関連に注意した測

定を行い、測定時の行動と測定結果の関連に注意してデータを収集する必要があることがわか

った。  
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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  
  

個人ばく露計 ExpoM-ELF を用いた予備測定を行い、日常生活における中間周波電磁界のば

く露状況の概要を把握した。長期モニタリング調査は次年度から開始する予定であるが、１－

４で述べたとおり、中間周波電磁界のばく露は環境ばく露より、発生源近傍でのばく露にほぼ

限られる。このため、多数のボランティア参加者によるデータを大量に集めたとしても発生源

が特定されなければ意味のある情報にならない。したがって、日常生活にある発生源の磁界特

性のデータを、研究者自身が体系づけて収集する必要がある。  

このような知見を踏まえて次年度に開始するモニタリング調査に臨む予定である。  

 

 

2－2 国際的なリスク評価への貢献  
 

国際的なリスク評価として、欧州の研究プロジェクト GERoNiMO の Work Package 6（WP6）

で、中間周波帯電磁界のばく露評価研究が行われてきた。我々は GERoNiMO の会議に参加し、

また測定器としてこのプロジェクトの一環で開発された ExpoM-ELF を使用するなどの連携を

行ってきた。また、GERoNiMO では多くの研究成果が報告されており、BioEM 国際会議などで

関連の研究者から直接情報収集を行ってきた。これらの成果は本報告書の１－１で取りまとめ

ている。  

GERoNiMO は、2014 年から 5 年間のプロジェクトであり、2018 年 12 月に終了した。このた

め、新たな国際協力に向けて準備を進める必要がある。ばく露評価に関して欧州のプロジェク

トにおける中心的な役割を果たしている研究者は Paris Tech の Joe Wiart 博士であり、今後の協

力の在り方について、Wiart 博士との打ち合わせを予定している。その結果を踏まえて、次年度

以降の国際協力の再構築を図る予定である。  
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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  
 

図書館職員が EAS 装置の一種であるブックディテクションシステムからの磁界に日常的に

ばく露されていると考えられることから、東京女子医科大学では EAS 装置による磁界ばく露と

健康の関連についてのコホート研究を行う準備を進めている。首都大学東京では、ばく露評価

の担当機関として、図書館用のブックディテクションシステムからの磁界についての測定を行

った。  

 

3－1 対象とした EAS 装置  
 

今年度は、３つの大学の図書館で測定を実施した（首都大学東京（測定日 2019/01/25）、聖路

加国際大学（同 2018/12/25）、東京女子医科大学（同 2019/02/12））。具体的には、EAS ゲート通

路内の磁束密度分布の測定、EAS ゲート周辺での磁束密度と距離依存性の測定、図書館内の EAS

ゲートが設置されたがフロアにおける環境磁界レベルの個人ばく露計による測定、そして図書

の貸出返却処理装置からの発生磁界の測定を行った。併せて、EAS ゲート通路内の磁束密度分

布測定においては、EAS ゲートの人体ばく露評価方法を含む近距離デバイスに関する国際標準

規格 IEC62369-1 [21]に準拠した EAS ゲート発生磁界の評価も実施した。  

 

それぞれの図書館が採用している EAS 装置および貸出返却器の仕様を表３－１に示す。いず

れも磁気方式 EAS ゲートを採用しており、使用する周波数帯は 220-366Hz であった。  

 

表３－１ 3 大学の図書館の EAS ゲート装置の仕様  

 

大学  
首都大学東京南大沢キャ

ンパス  

東京女子医科大学

本館  
聖路加国際大学  

動作方式  磁気式  磁気式  磁気式  

使用周波数  366Hz 220Hz 366Hz 

ゲートパネル

寸法  
H1800×W790×D100mm －  H1490×W730×D20mm 

パネル間距離  900mm －  900mm 

メーカー  
IDEC ファクトリーソリ

ューションズ  
3M 

IDEC ファクトリーソリュ

ーションズ  

型式  BP2020 Model3501 DM BP3030 
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3－2 EAS ゲート通路内の磁束密度分布  
 
3-2-1 測定方法  
磁束密度の測定には、磁界測定器（FT3470:日置電機）、波形記録装置（メモリハイコーダ

MR8847A：日置電機）、SD 磁界計（ホトニクス）を用いた（各機器については、前年度報告書

で報告した）。磁界測定器、波形記録装置の測定条件設定を表３－２、表３－３に示す。波形記

録装置については、貸出機発生磁界測定の場合の測定条件設定も併記する。  

EAS ゲートの発生磁界波形の位相測定に必要な基準信号を得るために、EAS ゲート横の床面

に SD 磁界計の小型センサ（25 mm×27 mm×40 mm）を固定した。  

 

表３－２ 磁界強度測定器の測定条件設定  

磁界センサ  3 cm2 センサ  

測定帯域  10 Hz～400 kHz 

測定レンジ  ～2 mT 

 

表３－３ 波形記録装置の測定条件設定  

設定項目  EAS ゲート  カウンター据置型貸出機  自動貸出機  

時間軸レンジ  5 ms/div 5 ms/div 5 ms/div 

サンプリング速度  50 us 50 us 50 us 

記録長  125 msec 125 msec 125 msec 

トリガ設定  Off レベルトリガ  レベルトリガ  

プレトリガ  Off 20 % 20 % 

トリガレベル  Off 380 uT 380 uT・100 uT 

ローパスフィルタ  5 kHz 500 kHz 500 kHz 

スケーリング変換比  0.01 0.01 0.01 

 

空間測定のために、木製の位置決め装置を作成した。この位置決め装置により、EAS パネル

に平行方向 5 点（X 軸）、垂直方向 8 点（Y 軸）、高さ方向 18 点（Z 軸）で、測定点間隔 100 mm

の測定グリッドが得られた。EAS ゲートパネルと測定グリッドの位置関係を、首都大学東京で

の測定の場合について示す（図３－１）。ゲートパネルと測定グリッドの間の距離は 100 mm と

した。  

測定手順は、各測定点にプローブを固定し、磁界測定器のモニター画面で磁束密度の 3 軸成

分合成実効値を確認し、約 1 分間変化がないことを確認した後、SD 磁界計からの基準波形信号

とともに、磁界測定器の出力（3 方向成分出力波形および 3 軸成分合成実効値）を波形記録装

置に取り込んだ。  

測定領域（700 mm × 400 mm × 1800 mm）は、EAS ゲート中央を通過する人の全身を包含す
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る。このようにして得られた磁束密度ベクトルの空間分布データを、１－３で報告した人体内

誘導電界の数値解析によるドシメトリ－評価に使用した。  

首都大学東京の図書館で使用した位置決め装置を図３－２、位置決め装置の設置位置を決め

るため用いた位置決めシートを図３－３に示す。  

 

 

図３－１ EAS ゲートパネルと測定グリッドの位置関係（首都大学東京の測定の場合）  

 

 

     

 

図３－２ 位置決め装置と測定プローブ  図３－３ ゲート底面の位置決めシート  
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3-2-2 ゲート通路内磁束密度分布の測定結果  
EAS ゲート通路の測定エリア内の磁束密度分布の測定結果の一例として、首都大学東京図書

館での測定データを示す。図３－４は、EAS ゲート正面から見た磁束密度（合成磁界の実効値）

の分布を、入口（ｙ= 0 mm）から出口（ｙ= 400 mm）まで 100 ㎜刻みの断面で表したものであ

る。最大値は 420 μT、最小値は 30 μT であった。  

 

図３－４ EAS ゲート通路内の磁束密度分布（合成磁界の実効値）  

 

個人ばく露計で測定したゲート通過時のばく露磁界のスペクトルと時系列波形を図３－５に

示す。周波数は仕様の通り 366 Hz でほぼ正弦波である。時系列波形から、ゲート通過にともな

うコイルへの接近とともに、磁界が大きくなることがわかる。なお、個人ばく露計 ExpoM-ELF

は TMR センサを用いているため地磁気等の静磁界も含まれている。直流成分を除去して表示

することもできるが、合成磁界の瞬時値が正しく表示されなくなることに注意が必要である。  

 

 

(a) 
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(b) 

図３－５  ゲート通過時の時系列波形（a）とスペクトル（b）  

測定された磁界ベクトルの各成分は、ほぼ正弦波である。次に、磁界ベクトルの各成分の波

形について、SD 磁界計で測定した基準波形との位相差を求めると、各成分の位相は異なってい

た。すなわち、磁界ベクトルの向きが時間とともに変化する回転磁界になっている[22]。また、

位相差は測定点毎に異なる。回転磁界は楕円を描いて回転する。測定データから、EAS ゲート

から発生する磁界波形の楕円偏波の楕円率を算出した。

楕円率は次のように計算される。

( )
( )

2 2 2 2 2
min

2 2 2 2 2
max

x y z

x y z

E E E A BE
E E E E A B

+ + − +
=

+ + + +

ここで、
2 2 2cos 2 cos 2 cos 2x x y y z zA E E Eθ θ θ= + + 、

2 2 2sin 2 sin 2 sin 2x x y y z zB E E Eθ θ θ= + + であ

る。この式は以下より導出される。

( )

( ) ( ){ }

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

cos ( ) cos ( ) cos ( )
1 cos 2( )1 cos 2( ) 1 cos 2( )

2 2 2
1
2

1 cos 2 cos 2 cos 2 cos 2 sin 2 sin 2 sin 2 sin 2
2

1
2

x x y y z z

yx z
x y z

x y z

x x y y z z x x y y z z

x y

E t E t E t
tt tE E E

E E E

t E E E t E E E

E E

ω θ ω θ ω θ

ω θω θ ω θ

ω θ θ θ ω θ θ θ

= + + + + +

+ ++ + + +
= + +

= + +

+ + + − + +

= + +

E

( ) { } ( ) ( ){ }2 2 2 2 2 21 1cos 2 sin 2 cos 2
2 2z x y zE A t B t E E E A B tω ω ω φ+ − = + + + + +

EAS ゲート内における楕円率のヒストグラムを図３－６に示す。楕円率は空間的に一定でな

い。図３－７に y＝0～400 mm での xz 面内の楕円率分布を示す。ゲートの中心付近では、円に

近い楕円磁界となっている。



 

42 
 
 
 
 
 

 
 

図３－６ ＥＡＳゲートから発生する回転磁界の楕円率ヒストグラム  

 

 

 

図３－７ ＥＡＳゲートから発生する回転磁界の楕円率分布  

 

3 大学において、同様の測定を実施したが、EAS ゲート通路内の磁束密度分布に大きな違い

は見られなかった。比較のため、相対的に同じような地点での高さ方向の分布を３－８に示す。

選択した地点は、退出時の通過方向に見てゲート右側パネルから距離 D の面内で、奥行の中央

における高さ方向の分布である。3 大学でのそれぞれ一回測定による磁束密度分布には、外形

寸法やコイルの形状・配置の違いによる若干の差異がみられるものの、全体的には、高さ 1000-

1300 ｍｍの位置でピーク値 300 －  350 µT を示しており、分布の形状も似通っていた。  
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図３－８ 3 大学の図書館の EAS ゲート通路内の合成磁界空間分布の比較  

（パネル奥行の中央で、パネルからの距離 D の点での高さ方向の分布）  

 

3-2-3  IEC62369-1[21]に準拠した評価結果  
ばく露限度の基準値と比較するため、近距離デバイスの国際標準測定規格 IEC62369-1 の

4.2.3 に記載の方法に準拠した評価を、東京女子医科大学における測定結果を用いて実施し

た。  

規格では、測定グリッドは EAS パネルに平行方向 3 点、垂直方向 3 点、高さ方向 5 点（各

点の間隔  15 cm）からなり、EAS パネルとグリッドの間隙の距離は 20 cm, EAS 底面からグリ

ッド最下面までの高さは 85 cm とされている。  

各グリッド点での磁束密度の 3 軸成分合成値の算術平均を算出した結果、86.3 µT という値

が得られた。 IEC62369 に拠れば、この空間平均値は全身ばく露に適用可能である。 ICNIRP ガ

イドライン（2010）[20]の公衆ばく露参考レベルは、測定対象 EAS の動作周波数 366 Hz におい

て 200 µT であることから、この EAS ゲート発生磁界は基本制限を十分に満たすと評価された。  

 

3－3 EAS ゲート周辺での磁束密度とその距離依存性  
3-3-1 測定方法  
聖路加国際大学での測定においては、EAS ゲートから発生する磁束密度の距離による減衰を

測定した（図３－９）。測定には、磁界測定器 FT3470（日置電機）を用いた。測定条件を表３

－４に、図書館内の測定エリア全体図を図３－１０に示す。測定手順は、5 つの測定エリア（表

３－５）ごとに、磁界センサを約 0.2 m の刻みで移動して測定した。また図３－１０に示す×印

のポイントでも測定した。  
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表３－４   測定条件  

 

 

 

 

 

 

 
図３－９ FT3470 を用いた測定風景  

 

 

 

図３－１０ 測定エリアの全体図（聖路加国際大学での測定の場合）  

測定機器  Hioki 製 FT3470 

磁界センサ  100 cm2 磁界センサ  

磁界センサの位置  約 1 m の高さ  

測定周波数帯  10 Hz～400 kHz 

測定した磁束密度  3 方向の合成実効値  

×・・・ポイントでの磁束密度測定 
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表３－５ EAS ゲートと測定エリアの位置関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2 測定結果  
図３－１１に、定点（×印のポイント）で測定された磁束密度を示す。  

 

図３－１１  定点（図の×印のポイント）における合成磁束密度測定値の実効値  

 

測定１のゲート左からカウンター端まで距離に対する磁束密度のグラフを図３－１２に

示す。グラフ中の青い点線枠内では、付近に貸出機があるため、この貸出機から発生する

磁界の影響が含まれていると考えられる。また、同じ測定値について、両軸を常用対数と

したグラフを図３－１３に示す。傾きを求める際に、貸出機の影響と見られるデータを除

外すると傾きはほぼ -2 となり、決定係数も 0.98 となった。すなわち、距離の 2 乗に反比例

して磁束密度が減衰している。  

 

 測定エリアの説明  

測定１  ゲート左からカウンター端  

測定２  ゲート右から入り口  

測定３  ゲート中心から入り口  

測定４  ゲート左から入り口  

測定５  入館直後  
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図３－１２ 測定１の磁束密度の距離依存性  

 

 

図３－１３ 測定１の結果を両軸常用対数としたグラフ  

 

測定２～測定５の磁束密度の距離依存性のグラフを図３－１４～図３－１７に示す。  
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図３－１４ 測定２（ゲート右から入り口）の磁束密度の距離依存性

図３－１５ 測定３（ゲート中心から入り口）の磁束密度の距離依存性
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図３－１６ 測定４（ゲート左から入り口）の磁束密度の距離依存性  

 

 

 

図３－１７ 測定５（入館直後）の磁束密度の距離依存性  
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3－4 EAS が設置されたフロア内の環境磁界レベルの個人ばく露計による測定  
東京女子医科大学での測定において、個人ばく露計（ExpoM-ELF：詳細は昨年度報告書）

を用いた環境測定を実施した。EAS ゲートが設置されたフロア（事務室、閲覧室を含む）に

おける微小環境磁界レベルの空間的変動を把握するため、測定者が ExpoM-ELF を携行してフ

ロア内各所を移動し、移動の軌跡と ExpoM-ELF で収集された磁束密度の時間変動を突き合せ

た。  

測定時間は約 18 分間で、その間に EAS ゲートの通過、事務室周辺や閲覧室内各所の歩行な

どを行った。図３－１８に、測定時間中の磁束密度の変動を移動の軌跡のメモと共に示す。そ

の時の移動軌跡はフロアの図面に記した（図３－１９）。図中の [A]－ [D]は歩行のルートや範

囲、①－④は、一定時間、椅子に座る、立ち止まるなどした定点を表す。EAS ゲートを挟ん

で、図面上方が事務室エリア、下方が閲覧室エリアである。EAS ゲートと定点②の距離は約 8

ｍである。  

フロア内の磁界の支配的な発生源は EAS ゲートであるが、遠方ではそれ以外の磁界発生源も

あり、ゲートからの距離に対して、磁束密度は単調に減少しているわけではない。但し、ゲー

ト近傍を除けば、中間周波帯、超低周波帯の磁界はいずれも十分小さく、ゲートから 5－10 m

程度離れれば、ゲートから発生する中間周波磁界は 0.1 µT のオーダーである。  

 

図

図３－１８ EAS 設置フロア内での移動に伴う個人ばく露計で測定された磁束密度の変動  
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図３－１９ EAS 設置フロア内で個人ばく露計を携行した測定者が移動したルートや範囲お

よび一定時間滞在した定点

3－5 図書の貸出返却処理装置からの発生磁界の測定  
3-5-1 測定方法

図書館の貸出カウンターで使用されている貸出返却処理装置からの発生磁界を測定した。測

定には、EAS ゲートと同様に、磁界測定器（FT3470）と波形記録装置（MR8847A）を使用した。

測定器の測定条件設定は、本報告書 3-2-1 に記述した。首都大学東京での測定について、図３

－２０に貸出カウンター上の貸出返却処理装置、図３－２１に貸出返却処理装置と磁界センサ

の位置関係を示す。
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図３－２０ カウンター上の貸出返却処理装置  

 

 

 

図３－２１ 貸出返却処理装置と磁界センサの位置関係  

 

3-5-2 測定結果  
貸出返却処理装置は貸出処理や返却処理を行っていない場合でも磁界を発生している。ここ

ではこれをバックグラウンドと呼ぶ。バックグラウンド磁界の周波数は 50 Hz であった。  

貸出処理時、返却処理時にはパルス磁界が発生する。貸出処理時のパルス磁界波形を図３－

２２に示す。また、返却処理時のパルス磁界波形を図３－２３に示す。いずれも測定点におい

て 1.5mT 程度の非常に強いパルス磁界であることがわかった。  

 

 

図３－２２ 貸出処理時に測定された磁束密度の波形  
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図３－２３ 返却処理時に測定された磁束密度の波形

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

本項目は本研究の最終目標に位置づけられるものであるが、これまでの検討の過程でいくつ

かの課題が明らかになっている。

中間周波帯を含む低周波電磁界のガイドラインでは、基本制限は人体内誘導電界、参考レベ

ルは電界強度及び磁界強度で与えられる。これらの値は周波数の関数として、実効値で示され

ている。刺激作用を根拠に定められていることから、エネルギーを基礎とした実効値で表され

ることには意味がなく、ピーク値を考慮して適用する必要がある。しかし、非正弦波の場合に

波形のピーク値が得られても、ガイドラインのどの周波数の数値と比較すべきかは明らかでな

い。このため、周波数成分毎にガイドラインの値との比を求めてその総和が 1 を超えないこと

をもって適合とする方法、時間領域でガイドラインの周波数特性に基づくフィルタを用いる方

法が ICNIRP により示されている [23]。本検討で対象としている EAS 装置等で具体的に適用す

る際の課題点を明らかにしていきたい。

今回の測定で注目される磁界特性は、EAS ゲートからの磁界が回転磁界であったことである。

盗難防止の観点から、タグの向きによらずに検出するためには必要とされる特性であることか

ら、回転磁界を意図的に発生させていることは理解できる。参考レベルとの比較に関しては、

回転磁界の大きさは、合成磁界（ resultant magnetic field）を超えることはないので過大評価と

なり、安全側になる。しかし、基本制限との比較が必要な場合、誘導電界の解析は回転磁界で

あることを考慮して行う必要がある。このような回転磁界を考慮したドシメトリの報告はこれ
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までに見あたらない。本研究では入射磁界を、位相を考慮した複素変数で与えることで、回転

磁界の場合のドシメトリを行った。この場合、計算される誘導電界も回転電界になる。回転電

界の合成電界は、回転電界の大きさの最大値を超えないので基本制限との比較では安全側とな

る。回転磁界による人体ばく露のガイドライン適合性評価については、これまで測定標準規格

において考慮されていないので、今後取り上げる必要があると考えられる。  

測定器に関してもいくつか課題が見つかった。ExpoM-ELF は静磁界も測定できる TMR セン

サを使用している。直流成分がある場合、ExpoM-ELF の”Absolute”として計算される波形は、

合成磁界ではないことに注意が必要である。各成分から直流成分を除去してから合成磁界を求

める必要がある。さらに、回転磁界であることも考慮して大きさを評価しなければならない。

これらの課題については、より掘り下げて検討が必要であり、今後、本研究でも具体例を通し

て検討を行う予定である。  

 

IV  まとめ  
 

30 年度の本研究の成果は以下の通りである。  

中間周波電磁界の発生源、波形の整理に関して新たな文献の情報を追加し、また金属探知機

からの磁界ばく露について文献情報に基づき整理を行った。個人ばく露計を用いた長時間モニ

タリングの予備測定を行った。中間周波磁界へのばく露は、 IH 調理器や EAS 装置などの特定

の発生源の近くにいない限りほとんどないことがわかった。但し、電車内では超低周波磁界と

ともに、1μT 程度の中間周波磁界も測定されることがわかった。  

東京女子医大で準備している図書館職員の EAS 装置からのばく露に関するコホート研究に

備え、図書館用の EAS ゲート及び貸出返却処理装置からの磁界の測定を行った。これらから発

生する磁界は、商用周波数より高い周波数であるが、中間周波帯に含まれる周波数のものもあ

るが、1kHz 以下であり、今後の利用が想定される電気自動車用のワイヤレス電力伝送装置で使

用される 85kHz 等の周波数よりかなり低い周波数帯であった。但し、日常生活環境における中

間周波磁界としては非常に大きな磁界ばく露発生源であり、今後の調査を行う必要性は高いと

考えられた。  

図書館用の EAS ゲートの通路内の磁界は回転磁界であることが明らかとなった。ドシメトリ

の方法として、回転磁界を考慮した人体内誘導電界計算法を実現し、ドシメトリ計算を行った。

また、国際電気標準会議 IEC の標準規格で定められている EAS 装置のための簡易な評価法で

評価した結果は概ね妥当であることがわかった。  
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総務省受託研究 分担研究報告書 第 1章 

「産業別中間周波数帯電磁界（中間周波）発生機器の使用状況」調査（実施報告） 

Ａ. 研究目的 

電磁界のばく露による人への健康影響が社会的に議論されるようになり、世界保健機関におい

ても電磁界の健康影響について科学的に評価するプロジェクトが立ち上げられ、受け入れ可能な

電磁界ばく露制限基準の策定に向けた研究が奨励されている1）,2)。電磁界のうち、300Hzから1

0MHzまでの周波数域である中間周波帯電磁界（以降、中間周波）についてはHIクッキングヒータ

ーに関する疫学研究は散見されるがのみで、動物実験や細胞実験も非常に少ない。その健康影響

についてのデータは限定的であり、リスク評価を行うには不十分である3)。今後、ワイヤレス給

電システム（WPT）など、中間周波を利用した機器の普及に伴い、中間周波磁界のばく露機会が

増大する可能性があることから、SCENIHR（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）4)は長期利用による健康影響など健康リスクについてさらなる研究が必要であるとして

いる。 

本研究は、産業分野における中間周波を発生する機器としてどんなものがあるか現状を把

握するとともに、周辺の作業状況を勘案して健康影響に関する疫学調査の実行可能性を検討

することを目的とする。

Ｂ. 研究方法 

Ｃ．研究結果 

調査票を送付した 1,846事業場のうち 441ヵ所の事業場から回答があり、回答率は 23.9％であ

った。調査対象とした機器を使用していると回答した事業場は、128 事業場（29.0%）であった

（表 1）。1 日 30 分以上発生機器の周辺で作業する者がいると回答した事業場数は、175 ヵ所

（39.7％）であった。 

機器が使用する周波数帯（表 2）は、100kHz未満と回答したのが 67事業場、100kHz以上 1MHz

未満が 6事業場、1MHz以上が 7事業場あった。また、機器を使用するが、周波数帯について不明

と回答したのは 95事業場であった。 

表 3 に、中間周波数帯を発する機器周辺で 1 日 30 分以上作業する人数を示す。ばく露がある

と考えられたのは総従業員 9,244人の 2.6%に該当する合計 244名であった。使用機器で、最も人

数が多かったのが卓上ＬＥＤライトで 93人、以降順に、溶接機器 75人、RFID30人であった。 

Ｄ．考察および結論 

本調査の結果から、中間周波を発する機器の周辺で一日 30 分以上作業する者の割合は全体の

2.6％であった。機器別で最も多かったのが溶接機器であった。INTEROCC 研究の報告では、IH 機

器および溶接機器が中間周波を発する機器としては使用頻度が最も多かったと報告され、約１％



2 

と報告されている 5,6）。 

一般人口だけでなく産業保健分野においても中間周波のばく露者の割合は非常に少ないといえ

る。本研究においては、ばく露の強度については調査を行っていないが、INTEROCC研究７）にお

いて、ばく露レベルが最も強いとされているのが EAS であった。本調査では EAS を使用している

と回答した事業場はなかったが、商用施設、図書館など EAS ゲートを設置している施設の従業員

における健康影響について疫学研究を計画することが妥当と考えられた。 

Ｅ．研究発表 

なし 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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図１．調査票 
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表１ 業種別の機器使用状況（質問１）。 
業種 全く使用していない 1つ以上使用している 合計 

大分類 製造業 86 59 145 
農林漁業 7 0 7 
鉱業 1 0 1 
建設業 57 24 81 
電気/ガス/熱供給/水道業 2 1 3 
情報通信業 4 2 6 
運輸業 17 2 19 
卸売業 44 12 56 
小売業 35 10 45 
飲食店 5 2 7 
金融・保険業 1 1 2 
不動産業 10 2 12 
サービス業 38 10 48 
医療・福祉 2 1 3 
その他の産業 4 2 6 

合計 313 128 441 

（事業場数） 
表 2.  機器が使用する周波数帯（質問２）。 

周波数帯 
合計 

<100 kHz 
100kHz 以上 
1MHz 未満 

1MHz 以上 不明 

ワイヤレス充電システム 1 1 0 3 5 

非接触ＩＣカード 9 0 4 29 42 

ＲＦＩＤ 2 0 1 4 7 

ＥＡＳ 2 0 0 0 2 

誘導加熱による焼入機 1 0 0 4 5 

溶接機器 29 2 1 20 52 

誘電加熱装置 6 2 1 10 19 

ＩＨ調理器具 5 1 0 12 18 

卓上ＬＥＤライト 12 0 0 13 25 

合計 67 6 7 95 175 

(事業場数） 
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表 3  中間周波数帯を発する機器周辺で 1日 30分以上、作業する者の人数 

1日 30分以上機器周辺で作業する者 
人数（％） 

ワイヤレス充電システム 3（0.03） 

非接触ＩＣカード 25（0.27） 

ＲＦＩＤ 30（0.32） 

ＥＡＳ 0（0.00） 

誘導加熱による焼入機 3（0.03） 

溶接機器 74（0.80） 

誘電加熱装置 13（0.14） 

ＩＨ調理器具 3（0.03） 

卓上ＬＥＤライト 93（1.00） 

合計 244（2.64） 

カッコ内は 441 事業場の総従業員数 9244 名に占める割合を示す



6 

総務省受託研究 分担研究報告書 第 2 章 

中間周波帯電磁界の健康影響に関する縦断調査（研究計画）

Ａ. 研究目的 

平成 30 年度に行った「産業別中間周波数帯電磁界（中間周波）発生機器の使用状況」調査よ

り、中間周波の波源として WPT の寄与は少なく疫学研究のばく露源として実行可能性が低いこ

とが明らかとなった。INTEROCC 研究１、２）の結果から、産業保健と一般公衆における中間

周波の波源としては、IH クッキングヒーター、盗難防止装置（EAS）の寄与が大きいことが示

された。平成 31 年度から実施する前向きコホート研究として、盗難防止装置の一種である図書

館ゲートに注目し研究計画、実施体制の構築を進めることとした。

本研究では、中間周波を発生する図書館ゲートの機種、周波数を調査するとともに、周辺の作

業状況と機器周辺で就業する者および就業しない者の健康状況を Web 質問票調査によって中間

周波の健康影響を検討することを目的とする。

Ｂ．方法

１）研究対象

・日本国内の図書館に勤務する男女 約６００名

医学系の図書館協会に協力を依頼した。

【設定根拠】

日本医学図書協会、日本薬学図書館協議会および日本看護図書館協会に加入している図書館は

370 館ある。１図書館あたりの対象者 6 名、回収率を 30%として試算した。

２）選択基準

・同意取得時において年齢が 20 歳以上、かつ

・中間周波帯電磁界調査への参加に同意する者

３）除外基準

・今後 1 年以内に離職が決まっている方。

・その他、研究責任者が研究対象者として不適当と判断した者

４）研究の種類・デザイン

・前向き観察研究

(表1) 

(表2) 
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５）質問票調査

・本研究の広報・対象者募集のためのＨＰ作成（図 1）と、個人に対する Web 調査を行うため

アンケート収集・データ管理システムの構築を行った。

・2019 年 5 月に、中間周波帯発生機器の使用状況調査を図書館に郵送して行う。中間周波帯発

生機器の使用状況調査郵送時に、ウェブ上で行う個人調査に関する説明文書と調査票にリンクし

た QR コードを同封する。図書館員のうち調査に同意した人は、2019 年 6 月（8 月までを予

定）にウェブ上で健康状況調査に回答する。

1 年目 2 年目 3 年目 
参加者評価項目

年齢、性別、身長、体重 ● ● ●

既往歴、現病歴 ● ● ●

抑うつ調査 ● ● ●

妊娠歴、出産歴 ● ● ●

喫煙歴、飲酒歴 ● ● ●

HI 調理器など電化製品使用状況 ● ● ●

図書館での仕事の状況 ● ● ●

６）統計解析方法

・中間周波帯電磁界へのばく露による健康状態への影響を明らかにするため、ロジスティック回

帰分析にて交絡因子を調整した多変量解析を行う。IH クッキングヒーターの使用の有無につい

ては層化して解析を予定している。

７）倫理的配慮

・本観察研究は、東京女子医科大学倫理委員会で承認された（承認番号 ４９９７）

Ｃ．研究結果  

中間周波の波源に関して文献的考察を行った。

・INTEROCC study１，２）

・Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS)レポート３）

Ｄ．考察および結論  2019 年から実施 

Ｅ．研究発表

なし

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況

なし

Ｇ. 参考資料・文献リスト 
1. Vila L, Joseph D, Bowma JD, Figuero J, Morina D, Kincl L, Richardson L, Cardis E:
Development of a source-exposure matrix for occupational exposure assessment of
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electromagnetic fields in the INTEROCC study, J Exposure Science and Environmental 
Epidemlology 27,398-408 (2017). 
2． Vila J, et al. Occupational exposure to high-frequency electromagnetic fields and brain 
tumor risk in the INTEROCC 
study: An individualized assessment approach, Environment International, 119, 353-365 
(October 2018) 
3． Federal Office for Radiation Protection 38201 Salzgitter． Final report：Exposure and 
effects of electromagnetic fields of novel technologies in the intermediate frequency range - 
systematic review 2018 

図 1 研究 HP の作成 




