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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。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必要とされている。特に、次世代移動通信システムとし

て平成３２年の導入が見込まれている第５世代移動通信システム（5G）や、近年実用化が

進められている無線電力伝送（WPT）システムに対する検討が喫緊の課題となっている。

電波ばく露への人体防護のための指針については、現在、国際非電離放射線防護委員会

(ICNIRP)において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が進

められている。その中で、6 GHz 以上の高周波電磁界に対して、新たに体内の電力密度を

評価指標とする可能性が検討されている。各国規制値に対する適合性評価手法については、

国際電気標準会議（IEC）等において国際標準化が進められている。 
5G システム等の 6 GHz 以上の周波数で動作するミリ波帯無線通信に機器への適合性評

価手法について、平成３０年に IEC 技術報告書が発行され、平成３２年に国際標準規格の

発行が計画されている。一方、我が国では平成３０年度内に 5G システムの周波数割当て、

並びに平成３２年からの 5G システムのサービス開始が予定されていることから、IEC 国
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際標準規格の策定に先行して、我が国での適合性評価法を確立する必要がある。 
WPT システムに対しては、主に中間周波数帯を用いるシステムについては、平成２９年

度に IEC 技術報告書が発行され、平成３２年に国際標準規格の発行が計画されている。新

たな国際標準規格においては、我が国で世界に先駆けて答申された WPT システムに対す

る人体ばく露を想定した評価方法に含まれていない、数値解析を用いた適合性評価方法を

含む可能性が検討されている。また、近年、これまで電波防護指針透に対する適合性評価

手法がほとんど議論されていないマイクロ波帯を用いた WPT システムの研究開発および

実用化が急速に進んでいる。そのため、これら WPT 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。 
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、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。 
本調査により、電波の人体へのばく露量を高精度に評価する手法を確立し、当該手法を

用いた人体ばく露量特性の詳細な検討を行うことで、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。 
本調査における最終的な成果目標を以下に述べる。また、中期目標として、平成３０年

度末における達成目標も述べる。 
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。具体的には、電力密度および温度上昇を評価指

標とした評価手法の開発を行う。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。 
本課題における中期目標（平成３０年度末時点の達成目標）は、5G システムでの利用

の可能性が高いと見込まれている 30 GHz までの準ミリ波帯における人体ばく露特性、

具体的には電力密度、比吸収率、体内温度上昇の評価手法を開発し、人体ばく露量特性

データを取得することである。特に、当該周波数帯において、国内外のガイドラインの

根拠となる電波ばく露に起因する体内温度上昇と優れた相関を有するばく露評価指標

を明らかにすることで、最終目標である「準ミリ波・ミリ波帯における電波への人体ば

く露量を高精度かつ効率的に評価するための技術」のうち、準ミリ波帯において必要な

技術的要件を明確化するとともに、得られた人体ばく露量特性のデータを国内外の健



康リスク評価や電波防護ガイドライン(ICNIRP、IEEE C95.1 等)へ反映させる。 
本課題の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。5G システム等の 6 GHz 以上の周波数で動作する無線通信機器の実用化に対応

した電波防護指針の適合性評価方法については、平成３０年度内に IEC 技術報告書が

発行される予定であり、平成３２年に国際標準規格の発行が計画されている。また、平

成３０年２月の IEC 国際標準化会合において、規格策定のための具体的な課題につい

て議論が行われた。一方で、我が国では平成３０年度内に 5G システムの候補周波数で

ある 28 GHz 帯の周波数割当て、並びに平成３２年からの 5G システムのサービス開始

が予定されていることから、IEC 国際標準規格の策定に先行して、適合性評価法を確

立する必要がある。

これらを受けて、5G システムの国際標準化活動や国内制度化に適切に対応すべく、優

先的に検討すべき課題として、我が国での普及が想定される特定の周波数帯（周波数割

当が計画されている 28 GHz 帯を想定）について、適合性評価のための評価システムを

開発する。IEC 国際標準規格の策定においては、試作端末や試作アンテナを用いたラ

ウンドロビン評価や、端末／アンテナ近傍での電力密度評価手法および不確かさ評価

法など、評価手順を規定するための検討が課題として挙げられていることから、不確か

さ評価データの取得や高精度較正手法の開発等を行う。

本課題における中期目標（平成３０年度末時点の達成目標）は、我が国での 5G システ

ムに対する適合性評価法を規定するための基礎となる、測定システムの開発および電

力密度データの取得である。具体的には、準ミリ波・ミリ波帯における無線通信端末・

基地局等で使用されるアンテナ近傍の電力密度を効率的かつ優れた再現性にて取得す

るための評価法およびそのための測定システムを開発する。当該検討においては、平成

２９年度に設置された IEC/TC106/JWG12 にて審議されている電力密度評価手法の検

証データ等の取得を含む。また、本研究の成果を国内外の審議・報告書等（IEC 技術報

告や総務省生体電磁環境に関する検討会報告書等）に反映させる。

本課題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。

本課題における中期目標（平成３０年度末時点の達成目標）は、従来の SAR プローブ

をロボットで操作するタイプの SAR 測定装置を用いた高速 SAR 評価方法についての

検討を行い、成果の一部を平成３１年度中に予定されている次期 IEC 国際規格改訂版

に反映させることである。これにより、従来の SAR 測定システムを用いた最新携帯電

話システムの安全性評価の効率化・信頼性向上に貢献する。

本課題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。

そこで本課題では、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。必要に応じて、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。なお、本課題は平成３０年度までに完了する

見込みである。

本課題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、10 MHz 以下の WPT システム

に対する適合性評価方法に関する技術文書（TR62905）が平成２９年度に策定された。

さらに、上記技術報告書をベースとした国際標準規格の策定が進められることとなっ

た。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、さらに評価手法の改良に

取り組む。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。また、上記の新規

国際標準規格では、情報通信審議会答申にはない数値解析を用いた適合性評価法も含

まれる予定であることから、それに対応した適合性評価方法の妥当性の検証を行う。さ

らに、本研究の成果を国内外の標準規格や国内規制等に反映させる。

本課題における中期目標（平成３０年度末時点の達成目標）は実際に市販される WPT
システムに対して平成２９年度に策定された技術報告書に基づいた適合性評価データ

を取得すること、MHz 帯 WPT システムにおける局所 SAR 測定のための SAR プロー



ブ較正法の改良や不確かさの特定を行うことである。

本課題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 および H 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 300GHz 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。

本課題における中期目標（平成３０年度末時点の達成目標）は、中間周波数帯からミリ

波までの人体ばく露評価を可能とする高精細な表皮組織や神経組織を含むメッシュ構

造の数値人体モデルを構築し、メッシュ構造の数値人体モデルから対象とする周波数

帯や組織に最適なボクセル形状数値人体モデルの生成技術、様々な年齢および体型モ

デルを構築するためのメッシュ形状数値人体モデルの変形技術を確立することである。 
本課題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 および H 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明確化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、従来の測

定手法では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（平成２９年度達成済み）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。 
本課題における中期目標（平成３０年度末時点の達成目標）は中間周波数帯およびサブ

ミリ波帯における電気定数測定システムの開発を完了し、生体組織電気定数データを

取得することである。 
本課題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。本課題の成果

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） 
H) 次世代電波利用システムとして、近年、研究開発および実用化が急速に進んでいるマイ

クロ波帯を用いた WPT システムが挙げられる。これらのマイクロ波帯 WPT 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、本課題では、マイクロ波帯で利用される WPT システムの電波防護指針適合性

評価を確認する手法を開発するための知見を得ることを目標とする。具体的には、想定

される機器からのばく露特性の把握を通して、適合性評価方法の提案や較正手法の検

討を行い、実際の機器に対する適合性評価を実施する。 
本課題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、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。

平成２９年度に、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）での、準ミリ波帯・ミ

リ波帯での電波ばく露への人体防護のための国際ガイドラインの改定において、

新たに人体組織内部の電力密度を評価指標とする可能性が挙げられた。また、本

委託研究における平成２９年度の研究成果より、人体組織内部の電力密度が体表

での温度上昇と優れた相関を有することが明らかとなった。しかしながら、人体

組織内部の電力密度についてはその定義も含め、これまでに検討例がないことか

ら、詳細な検討を開始する。

ただし、本検討においては人体への入射電力密度の評価を前提とする技術が、例

えば後述の「電力密度の実験的評価法の検討」等も関係することから、入射電力

密度の評価法の検討についても必要に応じて実施する。

以上のことから、これまでの本委託研究での成果および国際動向を考慮し、当初



計画していた各評価指標に対する網羅的な検討から、電力密度および温度上昇を

評価指標とした評価手法に着目し、そのための検討手順を以下に述べる。 
 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(H32 年度完了予定)。 
 

 アンテナが人体から比較的遠方にある場合 
＜理論的手法＞ 
電力密度の理論的な評価手法について以下に記述する。人体組織内部の

電力密度の評価においては、人体を含む電磁界解析が必要となることか

ら、当該指標を理論的な評価手法で評価するための手段として、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 FDTD 法等の電磁界解析手法の利用

について検討する。 
上記の検討において、ビームフォーミングやフェイズドアレー技術を利

用した際のばく露量評価においては、想定する条件での正確な測定デー

タの取得が困難である可能性が想定される。例えば、フェイズドアレー

技術によって、特定の方向へ電力密度の人体への入射方向を変化させる

ためには、アレーアンテナを構成する各素子への給電において、正確な

電力制御および位相制御が必要となることが予測される。このような場

合での電力密度の評価では、必要に応じて、アンテナからのばく露量を

モーメント法等の電磁界解析手法を用いて評価する。本検討を必要とす

る場合には、平成２９年度までの成果を活用することで、効率的に実施

する。 
人体組織内部の電力密度は、過去に検討された例がないことから、特に

体表組織内での電力密度を上述の電磁界解析手法により適切に評価する

ための空間分解能等の条件について明らかにするための検討を開始す

る。本検討での評価方法として、平成２９年度までに実施してきた、幾

何光学近似解法や理論解析等に基づいた手法を利用することで、効率的

に実施する。 
＜実験的評価手法＞ 
入射電力密度から人体組織内部の電力密度を実験的に評価するための検

討を開始する（平成３２年度完了予定）。具体的には、比較的取り扱いが

容易な標準アンテナやファントムを利用し、ファントムの反射係数等を

評価することで、任意のアンテナからの入射条件（入射電力密度等）か

らファントム内の電力密度を推定するための技術開発を目指す。平成３

０年度には、上述の理論的な評価手法等を利用し、電力密度を効率的か

つ良好な精度で評価するための測定技術要件を明らかにするための検討

を実施する。当該検討においては入射電力密度の評価についても必要と

なるが、平成２９年度までの成果を活用することで、本調査研究を効率

的に推進する。 
＜理論と実験の比較＞ 
比較的単純な形状のアンテナ等を用いて、理論的評価と実験的評価を比

較し、両手法の妥当性を検証するための検討を実施する。特に、実験的

測定技術については、適用限界等を明らかにすることで、平成３１年度

以降の研究を効率的に実施するための検討を開始する。 



 
 アンテナが人体近傍にある場合 

＜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、SAR の評価手法として平成２８年度より検討してい

た、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を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等について検討する。 
＜実験的手法＞ 
実験的な評価手法として、電力密度を直接的に測定するための手段とし

て、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

分布から定量化するための検討を平成２９年度より引き続き実施する。

なお、上述したアンテナが人体から比較的遠方にある場合の電力密度の

実験的手法では人体等の損失性散乱体がない場合での計測量である入射

電力密度から散乱体内部の電力密度を推定するための検討を実施するの

に対し、本検討では損失性散乱体内部または表面で取得される計測量か

ら直接的に内部の電力密度を評価する点で異なる。 
平成３０年度は人体とアンテナとの相互結合や散乱特性を実験的に評価

するための人体ファントムの開発について、平成２９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標とする。一般的にファントムの

開発では、材料組成の選定・比率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。 
 

2. 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、この表皮組織を適切にモデル化するためには、

数 10 m オーダーの空間分解能を有する数値人体モデルを必要とする。しか

しながら、この数値人体モデルを利用したばく露評価の解析規模は膨大な計

算メモリを必要とすることから、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、数値人体モデルにおける皮膚組



織のモデル化や計算手法についての検討を平成２９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。本手法では、被験者もしくは実験

動物の温度計測を想定しているが、倫理上の問題回避と測定の再現性を確保

するために、体表または眼球の温度上昇を模擬したダイナミック人体ファン

トムを開発するための検討を開始する。なお、本検討では、他の検討におけ

る成果を活用・拡張することで、効率性に優れた検討を実施する。 
＜理論と実験の比較＞ 
平成２９年度までに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。平成３０年度は、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、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】 
前年度までに、準ミリ波帯（10GHz～30GHz）での一様平面波ばく露および不均

一ばく露時の電波ばく露量の周波数特性を明らかにした。平成３０年度も超高精

細数値人体モデル(平成２９年度課題 F の成果)を利用した大規模な数値シミュレ

ーションを前年度の引き続き検討し、人体内部の電波ばく露量を詳細に推定する。

また、平成３０年度は準ミリ波帯の電波ばく露時の生体内温度上昇の評価データ

を 6 周波数(10 GHz、13 GHz、16 GHz、20 GHz、25 GHz、30 GHz)取得する。

なお、我が国における最新の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帯の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、前年度に引き続き、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必要に応じて検討する。 
 
【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、人体組織内部の

電力密度に基づいた指標を定義するための検討を平成２９年度より引き続き実施

する。具体的には、温度上昇との相関が優れた人体組織内部での電力密度に基づ

いた評価指標や電力密度を規定する空間平均化領域等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 

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。平成 29 年度より、IEC での電力密度評

価のための国際標準規格策定に向けた活動（IEC/TC106/JWG11 および JWG12）
が活発化している。当該国際標準化会議では、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た

めの評価手法および手順（適合性評価手法）について検討している。一方で、わ

が国では IEC での国際標準規格の策定前に 5G システムが導入される見込みであ

ることから、国際標準規格策定に先駆けて、特に 5G システムでの利用が想定さ

れる周波数帯において、人体付近で利用する無線端末／機器の適合性評価技術を

確立する必要がある。また、携帯電話端末等の国際的に利用される無線通信機器

の適合性評価については、国際協調が重要であることから、我が国で構築する適

合性評価技術を IEC での国際標準規格に反映させる必要がある。以上の経緯か

ら、本研究では、準ミリ波帯・ミリ波帯における適合性評価法を開発する。なお、

平成３０年度においては、我が国での利用が想定される周波数帯（28 GHz 帯を

想定）を対象とした評価技術の検討を主に実施する。具体的な検討手法を下記に

述べる。 
 平成２９年度より引き続き、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する。端末やアンテナ等の電波放射源付近での電磁

界計測は、測定用プローブとの電磁的な結合や多重散乱等の影響により、精

密測定が困難である。そのため、本検討では電波放射源から数波長離れた領

域での電波強度計測（振幅および位相、または振幅）から、電波放射源付近の

入射電力密度を評価するための評価技術について検討する。また、当該技術

の利用可能性および条件について、電磁界解析等を用いた評価により明らか

にする。上記に挙げた評価技術では、電波放射源の極近傍での電磁界の評価

は困難である可能性がある。そこで、本検討では、平成３０年度内の検討結

果に基づき、必要に応じて、電波放射源近傍での適合性評価データを外挿等

により推定するための検討を実施する。 
 前項において構築した電力密度の評価法を利用し、試作端末や試作アンテナ

を用いた適合性データを取得する。具体的には、試作端末や試作アンテナ付

近の電力密度を評価する。なお、本検討においては、比較的優れた精度での

測定が期待される、CW 信号（連続波信号）を用い、ネットワークアナライザ

等を利用した測定を実施する。また、5G システム等の準ミリ波・ミリ波帯で

の無線通信技術では、フェイズドアレーやビームフォーミング技術の利用が

想定されることから、必要に応じて、ビーム方向等を変化させた場合の適合

性評価データを取得する。本検討では、当該周波数帯での測定において、利

用実績の優れた導波管プローブの利用を想定しているが、電波照射源とプロ

ーブとの電気的な結合がない（または小さい）、光電界センサや微小電界プロ

ーブ等の電界プローブを利用した評価技術の利用が可能な場合には、当該検

討において取得が見込まれる電波照射源付近での評価結果について、他の測

定技術と相互比較を実施する。さらに、取得された適合性評価結果の妥当性

を検証するために、複雑な構造を有する試作アンテナ等の数値モデルを構築

し、近傍での電力密度や空間平均電力密度を数値電磁界解析より評価し、実

測より評価された結果と比較する。 
 前項目では、評価技術を検証するために、アンテナ等への入力電力の計測が

必要な測定系での適合性評価装置を想定している。一方で、実際の適合性試

験の現場では、端末等の無線機器内のアンテナへの入力電力等の計測は困難

である。従って、入力電力の評価を必要とせず、実際の端末から放射される



ばく露量の評価が可能な測定系を構築する必要がある。従って、平成３０年

度は我が国での利用が想定される、28 GHz 帯での端末等からのばく露量の

評価を可能とする、すなわち入力電力の測定を必要としない装置を開発する。

本装置開発においては前々項にて検討する電力密度の評価法の適用を想定し

ており、この電力密度の評価法の適用においては、電界または磁界の振幅お

よび位相分布を必要とする。当該装置の開発において、入力電量の測定を必

要としない測定装置を想定していることから、特に計測する領域での位相分

布を取得することが課題としてあげられる。なお、当該装置の開発において

は、将来的な周波数利用の拡大／拡張を見据え、利用可能な周波数帯の拡張

性を考慮した装置開発を実施する。 
 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平成２９年度より引き続き検

討する。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。 
 上記の各項目の検討を踏まえ、準ミリ波帯において利用が想定される特定の

周波数帯（28 GHz を想定）に対して、人体と密着して利用する携帯無線機器

（またはアンテナ）について、入射電力密度の適合性評価データを取得する。 
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、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/JWG11 および JWG12）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年度に引き続き平成３０年度も検討を進める。 

 平成２９年度総務省公表の周波数再編アクションプランにおいて新たに利用

可能となった 3.7、4.5 GHz 帯を含むマイクロ波帯における携帯無線システ

ムの適合性評価手法の妥当性について検討を行う。具体的には SAR 測定シス

テムの総合評価試験(バリデーション)及びプローブ較正を行い、それらの不

確かさ評価データを取得する。得られたデータから各不確かさ要因の合成標

準不確かさへの寄与について検討する。 



 平成２９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、前年度に引き続き、これらの機器の再現性のある評価を可能とする

手法を通信システムの専門家の協力得つつ検討する。 

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

波への人体ばく露量について、より現実的な使用条件・環境条件を想定した

詳細な評価を実施する。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３０年度には第４世代の携帯無線端末、無線 LAN の電波放射源(10 以

上)を詳細にモデル化し、そのモデルの妥当性を測定実験等から検証する。さ

らに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

評価の検討を平成２９年度に引き続実施する。 

 前年度までに開発した心臓ペースメーカ（シングルチャンバ、デュアルチャ

ンバ）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）を用い

て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実施する。また、平成２９年度に引き続き、他

の体内埋め込み医療機器のモデル化についても検討する。 

 前年度までに医療用金属プレートが埋め込まれた人体に対するばく露評価の

シミュレーションおよび実験を行ってきた。平成３０年度はより現実的な医

療用プレートを模擬したシミュレーションモデルおよび物理ファントムを開

発し、数値シミュレーションおよびばく露実験をそれぞれ実施、数値シミュ

レーションと実験による比較検討を行う。なお、前年度までは 2 GHz 帯のみ

の検討であったが、平成３０年度は 2 GHz 帯に加えて、3.7 GHz 帯、4.5 GHz
帯の検討も開始する。 

 本研究の成果を国内外における評価手法として普及させるために、国内外の

標準規格に反映させる。このために、評価手法の信頼性（再現性・妥当性）、

実用性（簡便性・効率性）や国際的な認知度を向上させるための検討を行う。

具体的には、簡易な人体モデルや測定システムでの評価の可能性や測定時間

の短縮化等に関する検討による実用性の向上や国際ラウンドロビン試験によ

る国際的な認知度の向上等を図る。得られた成果を、国際規格標準化会議

（ITU、IEC、IEEE）等に寄書する。 
 

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

価手法に関する研究 

本研究では、中波・短波放送等のアンテナ設備の電波防護指針への適合性評価方

法の妥当性を検証し、評価方法の改良を行うために、以下の検討を行う。 

 頂冠アンテナ以外の中波放送アンテナ等の簡易評価式を開発し、５箇所以上

のアンテナ設備について、妥当性を検証する。例えば、中波放送アンテナの

ダウンリード線による効果を考慮するための簡易式を開発し、詳細にモデル



化した中波放送アンテナの数値シミュレーションで得られた結果との比較

を行い、簡易式の妥当性を確認する。 

 アンテナ設備周辺の電磁界強度分布を考慮した人体内誘導量（SAR、内部電

界強度、接触電流等）を用いた電波防護指針への適合性確認手法について検

討を行う。前年度までに取得した数値解析による人体内誘導量（SAR、内部

電界強度）と外部電磁界強度を関連付ける係数を導出し、それを用いて適合

性を確認する手法の妥当性を検証する。また接触電流についても前年度まで

に開発してき数値解析手法を用いて、金属板の大きさ、配置、地面からの高

さ等を変化させ、接触電流に対する適合性評価手法を開発する。 

 
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、中間周波数帯の 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。 

 これまでに実施してきた数値解析を用いたばく露評価法をベースとし、数値

解析による適合性評価法の妥当性について検討を行う。具体的には、WPT シ

ステム近傍の入射電磁界推定の不確かさ、近傍人体における体内誘導量の数

値解析手法による差異等を検討する。 

 局所 SAR の測定方法について検討を行う。前年度までに局所 SAR の不確か

さ 30%以内での測定を可能とするシステムを構築し，実際の WPT システム

近傍に配置されたファントム内での測定を実施した。平成３０年度には、こ

れまでに得られた局所 SAR データを分析し、測定手法を確立する。具体的に

は、測定に用いる液剤ファントム、ファントムの大きさ、設置方法等による

違いを検証する。 

 全身平均 SAR の測定方法について検討を行う。前年度までにモノポール等の

標準波源と人体等価アンテナを用いたクランプ型電流計による全身平均

SAR 測定系の構築および較正方法を検討した。平成３０年度は、実際の WPT
システムを対象とした全身平均 SAR 測定を実施し、測定精度や不確かさの要

因について検討を行う。 

 接触電流の評価方法について検討を行う。前年度までにモノポール等の標準

波源を用いた場合の実験的評価および数値解析による評価を実施した。平成

３０年度は、実際の WPT システムを対象とした接触電流を評価し、国際規

格標準化会議等で提案されている評価手法の妥当性の検証を行う。 

 本課題においては前年度までに 6 MHz 帯の SAR 測定を可能とするシステム

を構築した。一方、100 kHz 帯において防護指針の指標は SAR と内部電界強

度であり、これまで 100 kHz 帯における SAR や内部電界を実験的に測定す

る手法は確立されていない。前年度までに液剤中において電界の鉛直成分お

よび水平成分を測定するための光電界プローブを試作し、測定が可能なこと

を確認した。平成３０年度は、液剤中において 3 軸成分を測定可能な光電界

プローブを試作するとともに、較正方法の検討を開始する。 

本研究の成果を国内外における評価手法として普及させるために、国内外の

標準規格に反映させる。このために、評価手法の実用性（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。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 および H 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。 
 

 前年度までに生成したメッシュ構造の数値人体モデルを医用画像データや統

計データ等を参考にして、形状変形し、様々な年齢・体型のメッシュ構造数

値人体モデルを 12 体以上開発する。 

 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。前年度に引き続き、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 H29 年度に開発したメッシュ構造の小児モデル 3 体(3
歳、5 歳、７歳)とする。 

 前年度までに開発した成人男性および成人女性のメッシュ構造モデルの血管

（血液）組織は必ずしも全身に配置されていない。そこで平成３０年度は血

液組織を数値人体モデルの全身に配置し、血管組織の位置、太さ、捜査方向

をより正確に模擬した数値人体モデルに改良する。また、現在、血管と血液

は同一組織になっていることから、血液と血管組織の２種類を作成する。改

良モデルは H28 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実施しており、平成３０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電磁界解析手法の一つである FDTD
法で利用するためのデータ構造になっている。近年、有限要素法(FEM)を用

いた解析も盛んに行われるようになってきたことから、ボクセルまたはポリ

ゴンメッシュ構造のモデルを FEM で解析可能な四面体メッシュ構造を有し

たモデルへの変換方法について検討を開始する。 

 前項までの検討で開発した 12 体以上の異なる年齢・体型の人体モデルを用

いて、基本的なばく露条件(30 MHz-10 GHz)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、周波数特性について検討する。 

 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前年度に引続き、計算環境の増強および数値シミ

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。 

 サブミリ波帯での生体組織の電気定数測定システムでは、1 つの基本波発振

器とサブミリ波に変換する２つの変換器を利用して 0.1 から 3 THz までの

電気定数データを取得する構成となっている。周波数帯域毎に変換器を切り

替える作業が必要であり、測定に時間を要するため、当該周波数での大規模

な生体組織電気定数測定実験においては、作業の効率化が課題として挙げら

れる。そこで、本研究では装置の拡充を実施し、サブミリ波帯での生体組織

電気定数データ取得時間の短縮を図る。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。さらに、他の生体電磁環境

委託研究の実施機関より取得された電気定数測定データについて、可能な範

囲で相互比較を行うことで、異なる測定装置より取得される生体組織の電気

定数測定データの妥当性について考察する。 

 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、将来的なサブミリ

波帯までのばく露量評価を可能とするための、3 THz までの離散的な生体組

織の電気定数測定データ間を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２９

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２９年度までの検討により明らかとなった。

そこで、平成３０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。 

 生体組織等の系時的に組織の状態が変化する試料の電気定数測定において

は、効率的に電気定数データを取得する必要がある。前項に挙げた同軸プロ

ーブを用いた電気定数測定法においては、利便性に優れた等価回路モデルが

広く利用されており、この手法を利用することで、効率的に試料の電気定数

データの取得が可能である。一方、この測定法は回路近似による系統誤差が

生じることが知られており、この適用可能な周波数範囲を事前に明らかにす

る必要がある。そこで、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平

成２９年度に引き続き実施する。具体的には、上述の検討で開発した同軸プ

ローブの測定不確かさ要素として、プローブの校正不確かさや反射係数やイ

ンピーダンス等の測定器に起因する不確かさの最終的に得られる電気定数

への寄与を評価する。また、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利用した、各手法間での相互に

比較・検証についても必要に応じて実施することで、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参照可能な標準的な液体試料の電気定数

データがほとんどない。例えば、英国物理学研究所（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)の参照データの下限周波数は

100 MHz である。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。 
 

H) マイクロ波帯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、マイクロ波帯の WPT システムの電波防護指針への適合性評価手法

を確立するために、次に述べる検討を行う。 

 マイクロ波帯の電波を利用する WPT システムの国内外における開発状況、

システムの概要、ばく露評価事例、適合性評価手法の策定状況などについて

情報収集を実施する。 

 入手可能なマイクロ波帯 WPT システム等（３機種）に対して、近傍電磁界

および SAR 測定を行う。 

 前項目で用いるマイクロ波 WPT システム実機を想定した数値シミュレーシ

ョンを行い、測定結果との比較を行う。数値シミュレーションにおいては、

ファントム形状や距離を変更した検討を行い、ばく露評価の不確かさや妥当

性評価を開始する。 



 得られたばく露評価結果を電波防護指針と比較する。その際、個々のシステ

ムに対して想定される利用状況に対して、離隔距離や最大可能出力などの整

理を行う。 

以上、研究課題 A から H 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３０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（10GHz～30GHz）における生体内温度上昇の評価データを 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、生体内温度上昇の評価手法を

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、10GHz, 13GHz, 16GHz, 20GHz, 25GHz, 30GHz 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 

準ミリ波帯において利用が想定される特定の周波数帯（28 GHz を想定）に対し

て、人体と密着して利用する携帯無線機器（またはアンテナ）について、携帯無

線機器（またはアンテナ）近傍での入射電力密度の評価システムを開発し、入射

電力密度の適合性評価データを 10 条件取得する。 

（理由）関連研究課題 A)の研究成果および平成２９年度における入射電力密度の

適合性評価に関する検討に基づき、アンテナ近傍での入射電力密度の評価システ

ムを開発し、端末またはアンテナ近傍での入射電力密度の適合性評価データを取

得する。評価システムの妥当性を確認するために、統計的な信頼性評価が可能な

十分に多数の評価データを取得する必要がある。IEC 国際規格の標準化等では通

常数十機種のデータに基づいて検討を行っていることから、平成３０年度の 1 年

間の検討期間において、約４～５ヶ月の適合性評価システムの開発に関する検討

を経て、残りの期間において可能な最大評価数として 10 通りの周波数・使用状況

(頭部、腹部など)・評価方法・電波利用機器（またはアンテナ）等の組み合わせを

評価する（1 条件あたり 0.5～1 ヶ月と想定）。 

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 

現在利用されている様々な第４世代の携帯無線端末および無線 LAN の電波放射

源（１０以上）を詳細にモデル化し、そのモデルの妥当性を測定実験等から検証

する。 

（理由）現在使用されている様々な携帯無線端末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・環境条件等を想定した詳細な評価に用いる電波

放射源モデルを開発するため。開発されたモデルは、安全性評価のための簡易化

された電波放射源モデルの比較検証に用いる。比較検証の信頼性を確保するため

にはできるだけ多数のモデルを構築することが望ましく、一方で詳細モデルの開

発期間を確保する必要があることから、平成 30 年度までに 10 程度以上の電波放

射源モデルを構築することとした（１モデルあたり開発に 2～3 ヶ月、評価に１～

2 ヶ月と想定）。 

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 

頂冠アンテナ以外の中波放送アンテナ等の簡易評価式を開発し、５箇所以上のア

ンテナ設備について、妥当性を検証する。 

（理由）初年度に取得した実態把握データに基づき、評価式の開発・検証に２年

間程度の期間が必要であるため。また、平成２８年度および平成２９年度に取得

する予定の頂冠アンテナ以外の中波放送アンテナ設備等周辺のデータ数を考慮

し、評価対象とするアンテナ設備を５箇所以上とした。 

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 

10 MHz 程度以下を用いる WPT システムに対する適合性を統一的に評価する方

法（主に数値解析による方法）に関する検討を行い、国際標準化会議に提案（寄

書２件程度）を行う。 

（理由）10 MHz 程度以下を用いる WPT システムに対して新たに国際標準規格

を策定することとなったことから、適切かつ簡便な適合性評価を可能とするため

の検討を行った結果を国際標準化会議（これまでの開催状況から年２回を想定）

への継続的な寄書が必要である。 

F) 高精度な数値人体モデルに関する研究 

メッシュ構造数値人体モデルの変形技術を開発し、様々な年齢・体型の数値人体

モデルを 12 体開発する。 

（理由）平成２９年度までに開発した組織改良メッシュ構造数値人体モデルをベ

ースに、様々な年齢・体型の人体モデルを開発し、他の研究課題でのばく露量評

価に用いる必要があるため、平成３０年度に優先的に実施する。平均的体型の成

人男女モデルをベースに、小児（ICRP 標準モデル等で規定されている 1,5,10 歳）・

痩身・肥満・老人の男女の合計 12 体を開発する。 

G) 生体組織の電気定数データベースに関する研究 

サブミリ波帯(3 THz まで)における生体組織の電気定数のデータベース（４０組



織）を取得する。 

（理由）平成３２年度までに研究課題 A)を達成するために、平成３０年度までに

電気定数データベースを整備する。平成２８年度にサブミリ波帯電気定数測定シ

ステムを開発し、その後に２年間の測定期間を考慮し、サブミリ波帯で重要な組

織４０種類（１種類あたり 0.5 ヶ月で２０カ月の測定期間を想定）についてデー

タを取得する。 

H) マイクロ波帯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 

入手可能なマイクロ波帯 WPT システム等（３機種）に対して、近傍電磁界およ

び SAR 測定を行う。 

（理由）平成３２年度までにマイクロ波 WPT システムの実用化が想定されてお

り、一般に広く普及する市販品の適合性評価方法を検討する必要があるため。平

成３０年度は適合性評価方法を策定するための課題を抽出するための基礎検討用

データとして、入手可能なマイクロ波帯 WPT システムのばく露量（近傍電磁界

および SAR）を測定する。測定のための準備期間を３ヶ月と見込み、残りの期間

で３機種程度（１機種あたり３ヶ月と想定）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。 
平成２９年度に、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）での、準ミリ波帯・ミ

リ波帯での電波ばく露への人体防護のための国際ガイドラインの改定において、

新たに人体組織内部の電力密度を評価指標とする可能性が挙げられた。また、本

委託研究における平成２９年度の研究成果より、人体組織内部の電力密度が体表

での温度上昇と優れた相関を有することが明らかとなった。しかしながら、人体

組織内部の電力密度についてはその定義も含め、これまでに検討例がないことか

ら、詳細な検討を開始した。 
ただし、本検討においては人体への入射電力密度の評価を前提とする技術が、例

えば後述の「電力密度の実験的評価法の検討」等も関係することから、入射電力

密度の評価法の検討についても実施した。 
以上のことから、これまでの本委託研究での成果および国際動向を考慮し、当初

計画していた各評価指標に対する網羅的な検討から、電力密度および温度上昇を

評価指標とした評価手法に着目し、そのための検討内容を以下に述べる。 
 電力密度 

準ミリ波帯・ミリ波帯のアンテナからの電波はアンテナの形状・方角・距離

等により複雑に変化する。そこで、本研究では、アンテナが人体から比較的

遠方にある場合、または近傍にある場合のそれぞれについて、評価手法を検

討した(H32 年度完了予定)。 
 アンテナが人体から比較的遠方にある場合 

＜理論的手法＞ 
電力密度の理論的な評価手法について以下に記述する。人体組織内部の

電力密度の評価においては、人体を含む電磁界解析が必要となることか

ら、当該指標を理論的な評価手法で評価するための手段として、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 FDTD 法等の電磁界解析手法の利用

について検討した。具体的な成果を以下に述べる。 
図 A-1-1 では 28 GHz における 1x8 直線配列されたフェーズドアレーア

ンテナを用いた 4 層皮膚モデルへ透過する電力密度を FDTD 法を用い

て評価した（図 A-1-1）。ここでは、表皮(0.2 mm)、真皮(1.0 mm)、脂肪

(3.9 mm)、筋肉(14.9 mm)で構成された皮膚モデル（100mm x 100mm x 
20mm）を用いた。アンテナ入力電力は 1 mW に規格化した。図(a)と(b)
には、隣り合うアンテナ放射素子間の給電する位相差∆θをそれぞれ 0 度

及び 60 度とした結果を示す。 

   
図 A-1-1 28GHz におけるフェーズドアレーアンテナを用いた 4 層皮膚

モデルへ透過する電力密度の解析結果 

(a) 1x8 patch array (∆φ = 0deg) (b) 1x8 patch array (∆φ = 60deg)



 
人体組織内部の電力密度は、過去に検討された例がないことから、特に

体表組織内での電力密度を上述の電磁界解析手法により適切に評価する

ための空間分解能等の条件について明らかにするための検討を開始し

た。本検討での評価方法として、平成２９年度までに実施してきた、理

論解析等に基づいた手法を利用し実施した。具体的な成果を以下に記述

する。 
従来利用されている FDTD 法等の立方体格子（ボクセル）で数値シミュ

レーションによる解析領域をモデル化する手法を利用する場合には、散

乱体境界状の電力密度の導出は直接的に導出できず、前後のボクセル値

の平均値等から導出することになる。そこで、本検討では、透過電力密

度を FDTD 法を用いて評価する際に、要求される空間分解能を明らかに

するための検討を実施した。ここでは皮膚モデルとして、表皮、真皮、

脂肪および筋肉から構成される多層平板モデルを用い、平面波が皮膚モ

デルに垂直入射する場合の組織内での電力密度を評価した。その結果、

皮膚表面から 0.1 λg（λg：皮膚組織内における最短波長）の深さにおい

て、皮膚への透過電力密度は 17.5—37.5 %吸収されることが明らかとな

った。一方、皮膚表面から 0.01 λg の深さにおいて、皮膚への透過電力

密度の吸収は 4%以下となった。FDTD 法等の Yee 格子を用いた電磁界

解析手法を利用する場合には、皮膚境界面と FDTD 法によって得られる

ボクセル値は 0.5 ∆（∆は空間分解能）の距離のずれが生じる。以上の結

果から、FDTD 法等の従来の数値シミュレーション手法により適切に評

価するためには、0.02 λg程度の空間分解能で評価を実施しないと、推定

される透過電力密度は 10 %以上過小評価される可能性が示唆された。 
 
＜実験的評価手法＞ 
入射電力密度から人体組織内部の電力密度を実験的に評価するための検

討を開始した（平成３２年度完了予定）。具体的には、比較的取り扱いが

容易な標準アンテナやファントムを利用し、ファントムの反射係数等を

評価することで、任意のアンテナからの入射条件（入射電力密度等）か

らファントム内の電力密度を推定するための技術開発を目指す。平成３

０年度には、上述の理論的な評価手法等を利用し、電力密度を効率的か

つ良好な精度で評価するための測定技術要件を明らかにするための検討

を実施した。当該検討においては入射電力密度の評価についても必要と

なったため、平成２９年度までの成果を活用し、本調査研究を効率的に

推進した。具体的な成果を以下に記述する。 
本検討では散乱電磁界から透過電力密度を定量化する方法について検討

した（図 A-1-2）。図中では、一例としてファントムを散乱体としている。

遠方電磁界がファントムに入射する場合、透過電力密度𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡は境界面の法

線方向の入射電力密度𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖及び透過率1 − |𝑅𝑅(𝜃𝜃)|2を用いて下記の式から

求められる。ここで、R はファントム境界面での反射係数を示す。 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 cos𝜃𝜃 (1 − |𝑅𝑅(𝜃𝜃)|2) (A-1-1) 

入射電力密度は OTA（Over The Air）計測等によって取得することがで

き、また入射角度𝜃𝜃が入射電力密度と散乱体の構造から見積もることが可

能な前提において、境界面における複素数反射係数𝑅𝑅(𝜃𝜃)を導出すること

ができれば、透過電力密度を導出することが可能である。 
ここで、反射係数の大きさは入射電界|𝑬𝑬𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖|及び反射電界|𝑬𝑬𝑡𝑡|の比から導

出することができる。 



|𝑅𝑅(𝜃𝜃)| = |𝑬𝑬𝑟𝑟|
|𝑬𝑬𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖| , (|𝒓𝒓2| = 0)  (A-1-2) 

したがって、散乱体境界での反射電界強度を導出する手法について、下

記の検討を行った。送信アンテナからファントム表面までの離隔距離𝑟𝑟1
及び入射角度𝜃𝜃を固定し、受信アンテナは始点𝑟𝑟21から終点𝑟𝑟2𝑁𝑁間において

𝑁𝑁点の反射電界を観測し，最小二乗法に基づいたフィッティング関数を

用いてファントム表面における|𝐸𝐸𝑡𝑡|を外挿する。図 A-1-2(b)に反射電界の

解析結果および外挿結果を示す。図より、フィッティング関数を用いて

外挿した結果(fitting curve)が，|𝒓𝒓2| = 0でのフレネル反射係数を用いた

反射電界の理論値（target value）と良好に一致していることが分かる。

以上の結果から本提案手法が有効性を示唆された。 
 

図 A-1-2 反射電界の外挿法を用いたファントム内の電力密度を推定す

る方法（a）提案モデルの概念図、(b) フレネル反射係数を用いた反射

電界の理論値との比較 
 

＜理論と実験の比較＞ 
比較的単純な形状のアンテナ等を用いて、理論的評価と実験的評価を比

較し、両手法の妥当性を検証した。特に、実験的測定技術については、

適用限界等を明らかにし、平成３１年度以降の研究を効率的に実施する

ための検討を開始した。具体的な成果を以下に記述する。 
ファントムを用いて表面における反射係数の測定実験（図 A-1-3）を実施

し、理論的評価法と比較した。本検討では、皮膚と同程度の透過率を持

つファントムを用いた。送信側に 60 GHz の標準ホーンアンテナを設置

し、アンテナの中心軸とファントム表面の角度θを 45 度とした。反射電

界の測定に電界プローブを利用した。反射電界は 6 λ(30 mm)から 10 λ
（50 mm）までの測定範囲を 0.5 λ(2.5 mm)の測定間隔で測定した。測

定した電界強度を提案した反射電界外挿法を用いてファントム表面にお

ける反射係数|R(θ)|を推定した。送信アンテナの入力電力を変化させて

5 回測定した結果は 5 %以内でフレネルの法則によって導出される反射

係数と一致した。 



 
図 A-1-3 反射電界測定に基づいたファントム表面における透過電力密度

測定 
 

1. アンテナが人体近傍にある場合 
＜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した。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、SAR の評価手法として平成２８年度より検討してい

た、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

かにした。ここでは、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を明らかにすること

により、電波ばく露に対する指標としての適合可能性等について検討し

た。具体的な成果を以下に記述する。 
図 A-1-4 に 30 GHz での眼球表面での透過電力密度を示す。ここで、ア

ンテナは 4 素子の一次元アレーアンテナ(同相給電)とし、眼球からの 1 
mm の離隔距離にアンテナを配置している。アンテナ-眼球間の多重反射

を考慮するため、FDTD 法とモーメント法の混成手法を利用した場合（左

図）と自由空間中でのアンテナからの放射界を入射界として FDTD 法に

組み込み、眼球のみを FDTD 法で解析した場合（右図）、すなわち眼球

とアンテナ間の多重反射を考慮しない場合の結果を示す。混成手法と従

来の FDTD 法を用いたそれぞれの結果は良好な一致が観測されている。

同様の結果がアンテナ-眼球間を 5 mm に変化した場合にも観測されて

いる。また、アンテナの人体間の結合の程度は波長に依存することが想

定されることから、アンテナ-人体間の離隔距離が 1 mm 以上の場合、30 
GHz 以上の周波数においても、アンテナ-人体間の多重反射の影響は、図

A-1-4 の場合と同様の結果が得られるものと予測される。以上のことか

ら、人体とアンテナ間との多重反射の影響という観点から、入射電力密

度は温度上昇と優れた相関を有する透過電力密度と関連することが示唆

された。総務省情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会

報告書（２０１８年 9 月答申）においては、人体と皮膚間の多重反射の

影響について同様の結論が得られていることから、異なる組織を対象と

した、また異なる機関で取得された結果それぞれの結果を支持するもの

と考えられる。 
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図 A-1-4 30 GHz での眼球表面での透過電力密度。アンテナは 4 素子の

一次元アレーアンテナ(同相給電)。アンテナと眼球間の多重反射を考慮

した場合（左図）とアンテナからの入射条件のみを考慮した場合（右図）。 
 
＜実験的手法＞ 
実験的な評価手法として、電力密度を直接的に測定するための手段とし

て、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

分布から定量化するための検討を平成２９年度より引き続き実施した。

具体的な成果を以下に記述する。 
本検討では、平成２９年度で開発した 60 GHz 帯での温度上昇測定シス

テムを利用し、平面パッチアレーアンテナを用いて、グリセリンファン

トム内部表面の電力密度（透過電力密度、Str）を推定した。具体的には、

赤外線カメラによって計測されたファントム表面での 6 分間での最大温

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から

推定した。透過電力密度の推定には平成２９年度と同様、下記の式を用

いた。 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑡𝑡 |𝑡𝑡=0
𝜎𝜎

𝑅𝑅𝑅𝑅 � 1
𝑍𝑍𝑝𝑝∗
�  (A-1-3) 

ここで、𝜌𝜌、𝑍𝑍𝑝𝑝、𝜎𝜎、𝜌𝜌、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]である。 図 A-1-5 中の黒線は

平面パッチアレーアンテナ(2x2 素子)を用いて数回のばく露量評価実験

から求めた、温度上昇の平均値であり、エラーバーはその標準偏差を示

す。図中の青線は、数値シミュレーションによる解析値を示し、エラー

バーは外気条件（熱伝達係数）を変化させた場合の貝瀬吉への寄与を示

す。(A-1-3)式の温度の時間微分値は、平成２９年度までの検討結果から、

測定によって得られた時間応答を下記の式でモデル化し推定した。 
𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1− 𝑅𝑅−

𝑡𝑡
𝜏𝜏�       [℃]  (A-1-4) 

ここで、𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚は 6 分間ばく露実験における最大温度上昇であり、𝜏𝜏は熱時

定数を示す。なお、熱時定数は最大温度上昇の 63 %の値までに要する時

間を示す。そして、実験によって取得された測定結果から透過電力密度

を推定した。 
 
 



 
図 A-1-5 60GHz 電波ばく露による温度上昇からファントム内の電力密

度の推定結果。 
 

なお、上述したアンテナが人体から比較的遠方にある場合の電力密度の

実験的手法では人体等の損失性散乱体がない場合での計測量である入射

電力密度から散乱体内部の電力密度を推定するための検討を実施するの

に対し、本検討では損失性散乱体内部または表面で取得される計測量か

ら直接的に内部の電力密度を評価する点で異なる。 
平成３０年度は人体とアンテナとの相互結合や散乱特性を実験的に評価

するための人体ファントムの開発について、平成２９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標とする。一般的にファントムの

開発では、材料組成の選定・比率等に対して網羅的な検討が実施される

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を開発し

た。本検討では、周波数 30 GHz および 60 GHz において、4 層皮膚モ

デルと同程度の透過率を持つグリセリンファントムの含水率を算出し

た。得られた結果は図 A-1-6 に示す。結果より、30 GHz 及び 60GHz に

おいて 4 層皮膚モデルと同等の透過率を持つファントムの含水率はそれ

ぞれ 67.5 %と 77%となった。 

 
図 A-1-6 皮膚と同等の透過率を持つファントムの含水率特性（a）TE
波、(b)TM 波 
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 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、この表皮組織を適切にモデル化するためには、数

10 m オーダーの空間分解能を有する数値人体モデルを必要とする。しかし

ながら、この数値人体モデルを利用したばく露評価の解析規模は膨大な計算

メモリを必要とすることから、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、数値人体モデルにおける皮膚組織

のモデル化や計算手法についての検討を平成２９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

について明らかにすることができた。具体的な成果を以下に記述する。 
本検討では高精細腕部を想定した皮膚モデルである多層平板モデルを用い

て、人体皮膚へ入射角度（θ0）で平面波（TE 及び TM 波）が入射される際の

ばく露量評価を実施した。ここでは、表皮、真皮、脂肪および筋肉から構成

した４層モデルと皮膚の主成分である真皮、脂肪および筋肉から構成した３

層モデルの温度上昇量を評価した。各組織の厚さのばらつきをモンテカルロ

法によって発生した正規分布の乱数を用いて、平均値及び標準偏差等を含め

て皮膚表面温度上昇の統計特性を検討した。その結果、6 GHz から 1 THz ま

での周波数帯において、３層モデルを用いた場合の方が４層の詳細モデルを

用いた場合と比較して、入射角と偏波特性によらず表面温度上昇が小さく見

積もられることが明らかとなり、皮膚組織の詳細構造から電波ばく露による

定常状態の温度上昇に与える影響が明らかとなった。 
 
＜実験的手法＞ 
実験的手法としては赤外線カメラやファイバー温度計等の温度計測に基づい

た測定法の適用可能性について検討した。本手法では、被験者もしくは実験

動物の温度計測を想定しているが、倫理上の問題回避と測定の再現性を確保

するために、体表または眼球の温度上昇を模擬したダイナミック人体ファン

トムを開発するための検討を開始した。なお、本検討では、他の検討におけ

る成果を活用・拡張することで、効率性に優れた検討を実施した。具体的に

は、本検討では 60 GHz を対象とし、皮膚が電波にさらされた際の定常状態

での温度上昇と同程度の温度上昇が得られるファントムの開発を目指した。

平成２９年度までの検討成果および課題 G の成果を利用し、様々な配合のフ

ァントムに対して電気定数測定実験を実施し、得られたファントムの電気定

数の周波数特性から、目標とする温度上昇を得るために必要とするファント

ムの組成を数値シミュレーションを用いて推定した。その結果、60 GHz にお

いて利用可能な皮膚等価ファントム（表 A-1-1）が設計された。 
 

 



表 A-1-1 60 GHz におけるダイナミック人体ファントム 
イオン交換水 
[%] 

グリセリン [%] 寒天粉末 [%] 安息香酸 
ナトリウム [%] 

45.4 51.4 2.9 0.3 
 
＜理論と実験の比較＞ 
平成２９年度までに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。平成３０年度は、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、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っ

た（図 A-1-7）。ここで、図は上述した皮膚等価ファントムを用いた場合の、

ファントム表面での温度上昇を比較した結果であり、アンテナは標準ホーン

アンテナに 1W 入力（CW）した場合の結果を示している。 
 

 
図 A-1-7 皮膚等価ファントムを用いた数値シミュレーションと実験による

評価結果の比較。周波数は 60GHz、波源はホーンアンテナ（1W 入力、

CW） 
 

【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ことが

できた。具体的な成果を以下に記述する。 
透過電力密度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。特に本研究では設計した等価ファントムの含水

率が高いため、測定中にファントム表面での水分の蒸散等による電気定数の変化

が、最終的に取得される透過電力密度の誤差要因となる可能性がある。そこで、本

検討では、電波ばく露前後での電気定数の変化が反射係数に与える影響について、

理論的評価法を利用することで推定した。その結果、電波ばく露前後におけるフ

ァントムの電気定数の変化による反射係数の影響は 0.5 %以内であり、透過電力

密度へ与える影響は十分に小さくなることが示された。 
生体等価ファントムを用いた温度上昇測定においては、ファントムの温度が定常

状態にあることが測定における前提として挙げられる。しかしながら、ファント

ム内部も含め、その温度が定常状態にあることを保証することは現実困難である。

そこで、本検討ではファントムの初期温度の不確かさが最終的に取得される温度

上昇へ与える影響を評価した。その結果、上述の生体等価ファントムを用いた表

面温度上昇の測定結果について、ファントムの初期温度が室温環境下よりも低い



場合において、その結果に基づいて電波ばく露による表面温度上昇を導出した結

果は過大な温度上昇となることが明らかとなった。この不確かさ要因に対する解

決方策として、環境温度（定常状態において、皮膚等価ファントムの温度は環境

温度と同等となる）を用いて補正すれば、適切な温度上昇が得られることを確認

した。 
 

【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】 
前年度までに、準ミリ波帯（10GHz～30GHz）での一様平面波ばく露および不均

一ばく露時の電波ばく露量の周波数特性を明らかにした。平成３０年度も超高精

細数値人体モデル(平成２９年度課題 F の成果)を利用した大規模な数値シミュレ

ーションを前年度の引き続き検討し、人体内部の電波ばく露量を詳細に推定した。

また、平成３０年度は準ミリ波帯の電波ばく露時の生体内温度上昇の評価データ

を 6 周波数(10 GHz、13 GHz、16 GHz、20 GHz、25 GHz、30 GHz)取得した。

本解析では 0.125mm のボクセル形状の数値人体モデルの眼球中心の角膜表面か

ら 12.5 mm の位置に半波長ダイポールアンテナの給電点を配置した条件とした。

またアンテナ出力電力は１W で規格化した。図 A-2-1 に温度上昇分布図を示す。

温度上昇分布図から周波数が高くなるにつれて、眼球表面、すなわち角膜の温度

上昇が高くなる傾向を確認できる。そこで、図 A-2-2 に角膜における周波数と最

大温度上昇の関係を示す。本結果から、10 GHz に対して、30 GHz では最大温

度上昇は約 1.6 倍高くなることを確認した。以上により、平成３０年度における

課題 A の年次目標である、「準ミリ波帯（10GHz～30GHz）における生体内温度上昇

の評価データを 6周波数取得する。」は達成された。 

 
  



図 A-2-1 準ミリ波帯の温度上昇分布 
 

 

 
図 A-2-2 角膜の最大温度上昇と周波数の関係 

 
なお、我が国における最新の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帯の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、前年度に引き続き、超大規模データに対する計算前後の処

理（プリポスト処理）について、本年度は超大規模データの結果の効果的な表示

方法の検討を進めた。 
 
【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、人体組織内部の

電力密度に基づいた指標を定義するための検討を平成２９年度より引き続き実施

した。具体的には、温度上昇との相関が優れた人体組織内部での電力密度に基づ

いた評価指標や電力密度を規定する空間平均化領域等を明らかにするための検討

を実施した。具体的な成果を以下に記述する。 
従来では準ミリ波帯・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。平成３０年９月の電波防護指針の改訂において、局所に

おける入射電力密度のばく露評価指標としての適用性について指摘されている

（情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会 報告（案）—「電波防

護指針の在り方」のうち「高周波領域における電波防護指針の在り方」についてー

参照）。日本国内では、6 GH-300 GHz における準ミリ波帯・ミリ波帯の電波ばく

露による皮膚熱傷閾値として 5℃の温度上昇が考慮されている。なお、この皮膚熱

傷閾値は、ICNIRP および IEEE ICES/TC95 における電波への人体防護のための

国際ガイドラインの次期改訂案と整合している。 
図 A-4-1 に 5℃の温度上昇に対する必要な入射電力密度を示す。本検討では上述

した 4 層の皮膚モデルを用いている。図中では空間平均ノルム電力密度および空

間平均法線電力密度（情報通信審議会諮問第 2042 号「携帯電話端末等の電力密度

による評価方法」のうち「携帯電話端末等の電力密度の測定方法等」に関する一部

答申、参照）のそれぞれを指標として用いた場合の結果を示している。ここでは、

垂直入射の条件と透過率が最大となる入射角度で TM 波が入射する場合の結果を

示している。その結果、空間平均法線電力密度が指標として用いる際には、垂直入



射の場合よりも 5℃の温度上昇に必要な入射電力密度が小さくなることが示され

ているが、20 mW/cm2よりも小さくなることが示された。 

 
図 A-4-1 5℃の温度上昇に対して必要な入射電力密度 

 
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。平成 29 年度より、IEC での電力密度評

価のための国際標準規格策定に向けた活動（IEC/TC106/JWG11 および JWG12）
が活発化している。当該国際標準化会議では、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た

めの評価手法および手順（適合性評価手法）について検討している。一方で、わ

が国では IEC での国際標準規格の策定前に 5G システムが導入される見込みであ

ることから、国際標準規格策定に先駆けて、特に 5G システムでの利用が想定さ

れる周波数帯において、人体付近で利用する無線端末／機器の適合性評価技術を

確立する必要がある。また、携帯電話端末等の国際的に利用される無線通信機器

の適合性評価については、国際協調が重要であることから、我が国で構築する適

合性評価技術を IEC での国際標準規格に反映させる必要がある。以上の経緯か

ら、本研究では、準ミリ波帯・ミリ波帯における適合性評価法の開発を開始した。

なお、平成３０年度においては、我が国での利用が想定される周波数帯（28 GHz
帯を想定）を対象とした評価技術の検討を主に実施した。具体的な検討手法を下

記に述べる。 
 平成２９年度より引き続き、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。具体的には、端末やアンテナ等の電波放

射源付近での電磁界計測は、測定用プローブとの電磁的な結合や多重散乱等

の影響により、精密測定が困難である。そのため、本検討では電波放射源か

ら数波長離れた領域での電波強度計測（振幅および位相、または振幅）から、
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電波放射源付近の入射電力密度を評価するための評価技術について平成２９

年度より引き続き検討した。また、当該技術の利用可能性および条件につい

て、電磁界解析等を用いた評価により明らかにした。無線機器からの電力密

度の評価には、機器から数波長離れた領域での電界の計測結果から、機器近

傍の電力密度分布を推定する再構築手法の利用を想定している。平成３０年

度は当該技術を用いた際に、電界の測定精度が、最終的に適合性評価に利用

する最大空間平均電力密度へ与える影響を評価した（図 B-1-1）。その結果、

良好な精度で無線機器近傍での入射電力密度を推定するための測定の要件を

明らかにした。 

 
図 B-1-1 測定によって取得された電界計測の不確かさ（電界強度および位

相）が無線機器近傍（2mm）での最大空間平均電力密度の評価結果への寄

与（相対標準不確かさ）。周波数は 30GHz とする。 
 

上記に挙げた評価技術では、電波放射源の極近傍での電磁界の評価は困難で

ある可能性がある。そこで、本検討では、平成３０年度内の検討結果に基づ

き、必要に応じて、電波放射源近傍での適合性評価データを外挿等により推

定するための検討を実施した。図 B-1-2 は無線機器近傍において、入射電力

密度を上述する再構築手法（back-projection）および外挿法を用いてそれぞ

れ推定した結果を比較している。ここでは、アンテナから 5〜15 mm までの

電力密度分布を再構築手法を用いて推定し、5 mm 以下の領域の電力密度分

布を 4 次の多項式を用いて外挿した結果から、最大空間平均電力密度を導出

している。本結果により、外挿法を用いた場合、再構築手法と比較して、0.2 
dB 程度改善する場合も観測されたが、ほとんどの場合において、再構築手法

と同程度となることが明らかとなった。 

 
図 B-1-2 代表的なアンテナに対して、外挿法を用いた際の無線機器近傍で

の電力密度の評価結果。 
 

 前項において構築した電力密度の評価法を利用し、試作端末や試作アンテナ



を用いた適合性データを取得した。具体的には、試作アンテナ付近の電力密

度を評価した。なお、本検討においては、比較的優れた精度での測定が期待

される、CW 信号（連続波信号）を用い、ネットワークアナライザ等を利用

した測定を実施した。また、5G システム等の準ミリ波・ミリ波帯での無線通

信技術では、フェイズドアレーやビームフォーミング技術の利用が想定され

ることから、ビーム方向等を変化させた場合の適合性評価データを取得した。

当該周波数帯での測定において、利用実績の優れた導波管プローブ（図 B-2-
1 左図）と、電波照射源とプローブとの電気的な結合が小さい微小電界プロ

ーブ（図 B-2-1 右図）をそれぞれ利用し、電波照射源付近での評価結果につ

いて相互比較を実施した。平成 30 年度に試作した 28 GHz の 1x4 パッチア

レーアンテナを用い、アンテナ表面から d=5 mm における電力密度の評価面

において空間平均電力密度を評価した結果、２つの測定システム間で 18 %以

下で一致した。 

 
図 B-2-1 平面波展開法を用いた電力密度評価システム（左図）および

微小電界プローブによる電力密度評価システム（右図） 
 

さらに、取得された適合性評価結果の妥当性を検証するために、複雑な構造

を有する試作アンテナ等の数値モデルを構築し、近傍での電力密度や空間平

均電力密度を数値電磁界解析より評価し、実測より評価された結果と比較し

た。結果を図 B-2-2 に示す。図中において、測定によって得られた結果は、

数値解析結果に比べて、入射電力密度を過大に評価する傾向にあることが示

された。 

 
図 B-2-2 数値シミュレーションと実測による評価結果の比較。アンテナ入

力電力は 1 mW で規格化した際の 1 cm2における最大空間平均電力密度 
[W/m2]@60 GHz (平成 29 年度に試作したアンテナを利用) 
 

 前項目では、評価技術を検証するために、アンテナ等への入力電力の計測が



必要な測定系での適合性評価装置を想定している。一方で、実際の適合性試

験の現場では、端末等の無線機器内のアンテナへの入力電力等の計測は困難

である。従って、入力電力の評価を必要とせず、実際の端末から放射される

ばく露量の評価が可能な測定系を構築する必要がある。従って、平成３０年

度は我が国での利用が想定される、28 GHz 帯での端末等からのばく露量の

評価を可能とする、すなわち入力電力の測定を必要としない装置の開発を開

始した。本装置開発においては前々項にて検討する電力密度の評価法の適用

を想定しており、この電力密度の評価法の適用においては、電界または磁界

の振幅および位相分布を必要とする。当該装置の開発において、入力電量の

測定を必要としない測定装置を想定していることから、特に計測する領域で

の位相分布を取得することが課題としてあげられる。なお、当該装置の開発

においては、将来的な周波数利用の拡大／拡張を見据え、利用可能な周波数

帯の拡張性を考慮した装置開発を行った。具体的な成果を以下に記述する。 
平成３０年度は、前項の評価にも使用した微小電界プローブを用いた電力密

度評価システムを整備した（図 B-3-1）。この評価システムはアンテナ近傍で

の複数面の電界強度の測定結果から電界の位相情報を再構築することが可能

である。ただし、この評価システムはシールドルーム内で使用しているが、

シールドルーム内での電波の反射等を含めた環境ノイズの影響が、一般的に

アンテナ校正等が実施される電波暗室と比較して大きい環境にある。特に電

界プローブを校正する際には、環境ノイズを低減することが高精度な電力密

度評価システムの構築における課題として予測される。そこで、平成３０年

度は更に、環境ノイズの影響をできる限り削減することが可能な評価システ

ムとして、電波暗箱内で電力密度の評価を可能とし、なおかつプローブ校正

を可能とする、導波管プローブによる測定システムの開発を開始した。次年

度以降に、無線機器からの位相情報を２つのセンサを用いて取得するための

測定システムの構築を行う。 

 
図 B-3-1 電波暗室内で利用可能な電波ばく露量の適合性評価装置 

 
 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平成２９年度より引き続き検

討した。ここでは、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し、評価結果の信頼性の向上を図った。（図

B-4-1）。ここで、図 B-4-1 は開口導波管プローブ（WR-28）の 3 アンテナ法

によるアンテナ利得の校正結果を示す。図中において、”No. 1”は導波管ポー



ト(WR-28)を示し、”No. 2”は同軸ポート(K コネクタ)の場合のそれぞれの校

正結果を示す。 
 

 
図 B-4-1 開口導波管プローブ（WR-28）の 3 アンテナ法によるアンテナ利

得の校正結果。No. 1: 導波管ポート、No. 2: 同軸ポート。28 GHz におけ

る拡張不確かさは 0.10 dB (No 1)および 0.14 dB (No. 2)。 
 

 上記の各項目の検討を踏まえ、準ミリ波帯において利用が想定される特定の

周波数帯（28 GHz を想定）に対して、人体と密着して利用する携帯無線機器

（またはアンテナ）について、入射電力密度の適合性評価データを取得した

（表 B-5-1 および図 B-5-1）。具体的には、本年度試作した 28 GHz 帯でのフ

ェイズドアレーアンテナ等を用いた場合に、アンテナ近傍（アンテナ開口面

から 5 mm の離隔距離）における最大空間平均電力密度を評価した。以上に

より、平成３０年度における課題 B の年次目標である、「準ミリ波帯において

利用が想定される特定の周波数帯（28 GHz を想定）に対して、人体と密着し

て利用する携帯無線機器（またはアンテナ）について、携帯無線機器（または

アンテナ）近傍での入射電力密度の評価システムを開発し、入射電力密度の

適合性評価データを 10 条件取得する。」は達成された。 
 
表 B-5-1 図 B-5-1 の結果に対応する、28GHz における様々なアンテナ近傍

での入射電力密度の測定の条件の詳細 

 
 



 
図 B-5-1 最大空間平均電力密度の評価結果。5 mm の離隔距離において、

様々なアンテナ、ばく露、電力密度評価手法の条件による入射電力密度の

測定結果。アンテナ入力電力は 1mW で規格化、空間平均面積は 4cm2、

周波数は 28 GHz。 
 

 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行った。IEEE/ICES/TC34 および

IEC/TC106 による JWG12 では国際標準規格の策定よ 2021 年に予定されて

おり、平成３０年度中に委員会原案を作成した。本委員会原案において、電

力密度評価の信頼性に関わる部分の作成に貢献している。また、国内では総

務省情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会電力密度評価方

法作業班において、作業班主査および構成員として、わが国での 5G システ

ムの実用化に貢献した（2018 年 12 月に情報通信審議会より答申）。 
 

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

研究 

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

えた改善について検討した。特に、適合性評価手法の妥当性・信頼性の確保に関

わる課題について検討を行った。検討の詳細を下記に述べる。 

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

号は時間変動の大きい波形であることから、既存の評価方法では SAR 測定時

に大きな不確かさ要因となることが明らかにされている。そこで、本検討で

は、広帯域の変調信号波形に対する高精度 SAR 測定を可能とする較正手法に

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

の方法を明らかにするための検討を行った。 
平成３０年度においては、平成２９年度に引き続き、広帯域信号に対するプ

ローブの非線形特性を解明するための測定法等についての検討を実施した。

具体的には、図 A-1 に示す TEM セルを用いたプローブの非線形特性測定シ

ステムを構築し、無変調信号の校正曲線と広帯域信号の包絡線振幅の確率分

布関数からプローブの出力電圧を推定した。推定した結果は測定結果と良好

な一致を見せており、理論上の信号波形と一致しない広帯域信号（送信系の

非線形や帯域制限による波形のひずみ等）に対しても有効であることを確認



した。 

 
図 C-1 プローブの非線形特性測定システム 
 

 平成２９年度総務省公表の周波数再編アクションプランにおいて新たに利用

可能となった 3.7、4.5 GHz 帯を含むマイクロ波帯における携帯無線システ

ムの適合性評価手法の妥当性について検討を行った。具体的には SAR 測定

システムの総合評価試験(バリデーション)及びプローブ較正を行い、それら

の不確かさ評価データを取得した。表 C-1、C-2 に 3.7 GHz 帯及び 4.5 GHz
帯におけるプローブ較正の不確かさのバジェット表をそれぞれ示す。プロー

ブ較正における拡張不確かさは 3.6 GHz 帯と 4.5 GHz 帯でそれぞれ

11.55 %、15.20 %となった。また、不確かさの寄与について検討を行ったと

ころ、液剤誘電率測定、プローブ直線性、入力電力(進行電力)の順に大きな

寄与となっていることがわかった。 

 

表 C-1 4.5 GHz 帯におけるプローブ較正の不確かさバジェット 

 

 

 

 

 

 

 



表 C-2 4.5 GHz 帯におけるプローブ較正の不確かさバジェット 

 
 

 平成２９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。具体的には、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

ムを用いて、キャリア・アグリケーションの SAR 測定が可能な市販の端末を

用いて、SAR 測定を実施した。 

 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、前年度に引き続き、これらの機器の再現性のある評価を可能とする

手法を通信システムの専門家の協力を得つつ検討し、無線 LAN の SAR を測

定することが可能であることを確認した（図 C-2）。 

 

 
図 C-2 SAR 測定例 

 

 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、



平成３０年度には第４世代の携帯無線端末、無線 LAN の電波放射源(10 以上)
を詳細にモデル化し（図 C-3）、そのモデルの妥当性を測定実験等から検証し

た。自由空間中でのアンテナ反射係数およびフラットファントム近接時の

SAR 分布を算出した。図 C-4 は、その一例である。このモデルでは、端末の

対応周波数のひとつである 1950 MHz における反射係数が低い値をとり、ま

た、その周波数における SAR 分布計算結果が実機端末の SAR 測定結果とお

おむね一致した。さらに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開始した。以上により、平成３０年度にお

ける課題 C の年次目標である、「現在利用されている様々な第４世代の携帯

無線端末および無線 LAN の電波放射源（１０以上）を詳細にモデル化し、そ

のモデルの妥当性を測定実験等から検証する。」は達成された。 

 
図 C-3 モデル化した 10 機種の端末 

 

 
図 C-4 数値端末モデルの妥当性確認 

 

 前年度までに開発した心臓ペースメーカ（シングルチャンバ、デュアルチャ

ンバ）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）を用い

て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開始した。また、平成２９年度に引き続き、他

の体内埋め込み医療機器のモデル化についても検討し、人工内耳のモデル化

を実施した。図 C-5 に開発した人工内耳モデルを示す。 



 
図 C-5 人工内耳モデル 

 

 前年度までに医療用金属プレートが埋め込まれた人体に対するばく露評価の

シミュレーションおよび実験を行ってきた。平成３０年度はより現実的な医

療用プレートを模擬したシミュレーションモデルおよび物理ファントムを開

発し、数値シミュレーションおよびばく露実験をそれぞれ実施、数値シミュ

レーションと実験による比較検討を行った。図 C-6 に金属が埋め込まれた人

体を模擬したファントムと数値シミュレーションによる曝露評価例を示す。

なお、前年度までは 2 GHz 帯のみの検討であったが、平成３０年度は 2 GHz
帯に加えて、3.7 GHz 帯、4.5 GHz 帯の検討も開始した。実験および数値シ

ミュレーションのいずれにおいても金属製プレートの埋め込みの有無に起因

する局所的温度上昇が確認された．測定データはシミュレーション結果を支

持するものであり数値シミュレーションの妥当性が確認された。これら検討

結果より、5G 利用周波数帯における医療用金属プレート埋め込み人体の防護

指針適合性評価に資する有用なデータが得られた。 

 
図 C-6 金属が埋め込まれた人体を模擬したファントムと 

数値シミュレーションによる曝露評価例 

 

 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、最終国際規格原案を通じて寄

書した。 

 
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。 

 頂冠アンテナ以外の中波放送アンテナ等の簡易評価式を開発し、５箇所以上

のアンテナ設備について、妥当性を検証した。具体的には、中波放送アンテ

ナのダウンリード線による効果を考慮するための簡易式を開発し、詳細にモ

デル化した中波放送アンテナの数値シミュレーションで得られた結果との比

較を行い、簡易式の妥当性を確認した。具体的な検討結果を以下に述べる。 
まず日本各地にある中波送信所アンテナの種類について調べた。全体の送信

所数は 600 以上あり、そのうち NHK の所有する送信所の数が半数以上、残

りが民間の放送局であった。さらに NHK の送信所は 90 %以上が頂冠付きま

たは頂冠無しの非接地型モノポールアンテナで、約 3 %のみダウンリード付

き接地型アンテナであることがわかった。一方、民放では、約 30 %の送信所

がダウンリード付き接地型アンテナであった。ダウンリード付き接地型アン

テナの動作原理は折り返しダイポールアンテナと同じであり、この原理を用

いて簡易評価式を開発した。以下の手順に従って簡易評価式を用いた送信所

近傍の電界強度を算出することができる。 

1. 送信所の各パラメータを調べる。必要なパラメータは、動作周波数、空

中線電力、実際のアンテナインピーダンス、鉄塔半径、鉄塔長、ダウン

リードの半径・条数・高さ、鉄塔中心からダウンリードまでの距離であ

る。 

2. 各パラメータを用いて鉄塔の構造上の等価半径、アンテナの放射損・伝

搬損失を求める。 

3. 等価半径、放射損、伝搬損失が決定されたら、次にダウンリード及び鉄

塔上の電流分布を求める。 

4. 実際の構造を考慮して、ダウンリード及び鉄塔の電流分布から放射電界

を計算し、合成電界を算出する。 
上記の手順に従って、表 D-1 に示す本研究課題で実施してきた送信所 A~E の

5 ヵ所での測定電界強度の距離特性を比較した。 

 

 

 



表 D-1 対象とした送信所 

 アンテナ構造 

送信所 A 支線式ダウンリード型アンテナ 

送信所 B 支線式ダウンリード傘型アンテナ 

送信所 C 大型自立鉄塔のダウンリード型アンテナ 

送信所 D 中型自立鉄塔のダウンリード型アンテナ 

送信所 E 支線式ダウンリード型アンテナ（ただし、鉄塔高さは

λ/4の長さを有する） 

 

図 D-1 から図 D-5 に各送信所における電界強度分布を示す。図より、簡易評

価式によって計算した電界強度分布と測定した電界分布はよく一致している

ことが分かる。送信所 A 及び B はダウンリードがまっすぐ鉄塔の上まで伸び

ている。このように、等価半径が一定である場合には、評価式による結果は

モーメント法による解析結果とほぼ一致する結果となった。また送信所 C, D, 
E の結果より、アンテナからの距離が小さい場合、評価式による結果と一部

差が見られるが、遠方になればなるほど測定結果と一致するような傾向も見

られる。これは評価式においてダウンリードの高さによる等価半径の変化（送

信所 C, D）やフェンスの影響を考慮できなかったからと考えられる（送信所

E）。以上により、平成３０年度における課題 D の年次目標である、「頂冠ア

ンテナ以外の中波放送アンテナ等の簡易評価式を開発し、５箇所以上のアン

テナ設備について、妥当性を検証する。」は達成された。 

 

 

図 D-1 簡易評価式による送信所 A の電界強度分布 
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図 D-2 簡易評価式による送信所 B の電界強度分布 

 

 

図 D-3 簡易評価式による送信所 C の電界強度分布 
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図 D-4 簡易評価式による送信所 D の電界強度分布 

 

 

図 D-5 簡易評価式による送信所 E の電界強度分布 
 

 アンテナ設備周辺の電磁界強度分布を考慮した人体内誘導量（SAR、内部電

界強度、接触電流等）を用いた電波防護指針への適合性確認手法について検

討を行った。前年度までに取得した数値解析による人体内誘導量（SAR、内

部電界強度）と外部電磁界強度を関連付ける係数を導出し、それを用いて適

合性を確認する手法の妥当性を検証した。また接触電流についても前年度ま

でに開発してき数値解析手法を用いて、金属板の大きさ、配置、地面からの

高さ等を変化させ、接触電流に対する適合性評価手法を開発した。具体的な

検討内容は以下に述べる。 

例として、300 kW の空中戦電力を有する中波頂冠型アンテナから距離約 87 
m での検討結果を示す。まずアンテナ設備周辺の電界の振幅及び位相を光電
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界センサによって測定した。図 D-6 に測定したそれぞれ電界の x, y, z 成分を

示す。図から分かるように、一番支配的な電界成分は z 成分で、x 成分及び y
成分は比較的小さい。また z 成分の分布をみると、振幅と位相とともに、ほ

ぼ一様となっていることが分かる。 

 
図 D-6 送信所近傍の電界強度分布 

 

次に、測定した電界データを FDTD 解析の入射界として与え、内部誘導電界、

局所10g平均SAR、全身平均SARの解析を行った。計算ステップ数は150,000
ステップで、時間は GPU8 個で並列化した計算環境で、約 10 時間 21 分であ

った。算出した内部誘導電界強度、局所 10g 平均 SAR、全身平均 SAR はそ

れぞれ 1.14 V/m, 0.35 mW/kg, 0.025 mW/kg となった。この結果から人体誘

導量と外部電界強度と関連付ける結合係数を導出たところ、それぞれ 0.0175, 
0.203, 0.270 となった。従って、送信所近傍において、全身平均 SAR が比較

的には制約要因になり得ることが分かった。一方、Dimbylow の論文中の結

果から導出された結合係数は内部誘導電界強度を用いた場合、0.0191となり、

本研究で検討した結果の 0.0175 との差異は約 8.3%であったため、導出され

た結合係数は妥当であることが示された。 
接触電流については、前年度までに開発してき数値解析手法を用いて、金属

板の大きさの影響について検討を行った。2.5mのモノポールアンテナから 10 

cm 離れた位置に、金属床から 7.5 cm 浮かせて配置したときの接触電流を数

値解析によって求めた。金属板の大きさを 2m x 3m, 1m x 1.85m, 1.2m x 

1.2m, 1.85m x 1mとしたときの接触電流は、0.91 mA, 0.75 mA, 0.54 mA, 

0.50 mA となり、金属板が大きければ大きいほど、接触電流が大きくなってい

ることが分かった。 

 
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 

本研究では、中間周波数帯の 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。 

 これまでに実施してきた数値解析を用いたばく露評価法をベースとし、数値

解析による適合性評価法の妥当性について検討を行った。具体的には、WPT
システム近傍の入射電磁界推定の不確かさ、近傍人体における体内誘導量の

数値解析手法による差異等を検討した。まず入射電界推定の不確かさについ

て、スパイラル型 WPT システム近傍における実測電磁界分布と電磁界解析

Ex (V/m) Ey (V/m) Ez (V/m)-180 1800 4.1 -180 180 -180 1800 2.2 0 41(deg.) (deg.) (deg.)

x 成分 y 成分 z 成分



のモーメント法による解析結果を比較した。図 E-1 のようにスパイラル型

WPT システムを配置し、入力電力が 1W のときに、WPT システムから 0.3 
m の位置での電界及び磁界分布を測定した。図 E-2 及び図 E-3 はそれぞれ電

界及び磁界の振幅分布を示している。この結果から電界分布は両者ともほぼ

同じ形をしているが、振幅の大きさにかなりの差が生じていることが分かっ

た。最大値での差異は約 46 %程度である。この差の原因として考えられるの

は、WPT システムの製作上の誤差やモーメント法における低周波解析の問題

が考えられる。一方、磁界分布は両者ともよく一致していることが分かった。 

 

図 E-1 WPT システムの配置及び電磁界強度の測定位置 

 

   

図 E-2 測定及び解析による界分布  

 



 

図 E-3 測定及び解析による磁界分布 

 

一方、これまで開発してきた、WPT システムと人体の相互結合を考慮可能

な MoM-FDTD のハイブリッド法と相互結合を考慮しない 2 ステップ計算

法によるばく露評価を行い、体内誘導量の数値解析手法による差異を検討し

た。具体的には、スパイラル型 WPT システム近傍に距離 1 cm のところか

ら 50 cm までの局所 10g 平均 SAR, 全身平均 SAR を求めた。相互結合を考

慮した場合（MoM-FDTD）と考慮しない場合（2 ステップ法）の差異を図

E-4 に示す。この結果から、両者の差異は最大でも約 3 %とかなり小さいこ

とから、2 ステップ法で解析しても十分な精度が得られることが分かった。 

 

図 E-4 相互結合を考慮した場合と考慮しない場合の内部誘導量の差異 

 

 局所 SAR の測定方法について検討を行った。前年度までに局所 SAR の不確

かさ 30 %以内での測定を可能とするシステムを構築し，実際の WPT システ

ム近傍に配置されたファントム内での測定を実施した。平成３０年度には、

これまでに得られた局所 SAR データを分析し、測定手法を確立した。具体的

には、前年度まで構築した SAR 測定システムを用い、2 種類の WPT システ

ムについてファントム内の局所 10g 平均 SAR をこれまで開発した測定手法

で測定した結果と、モーメント法による解析結果を比較したグラフを図 E-5。
それぞれのシステムへの入力電力を 10 W とした。この結果より、両者の差
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異は最大で 26 %となり、本測定法の妥当性を示すことができた。 

 

図 E-5 実測及びモーメント法の解析で得られた局所 10g 平均 SAR 

 

また、測定に用いる液剤ファントム、ファントムの大きさ、設置方法等によ

る違いを検証した。具体的には、ファントムの形を直方体、楕円体（IEC62209-
2 規格内で規定されたファントム形状）及び人体の形をした均一人体ファン

トムの 3 種類について、ソレノイド型 WPT システム及びスパイラル型 WPT
システムの近傍に配置したときのファントム内部の局所 10g 平均 SAR をモ

ーメント法によって求め、比較を行った。配置条件はそれぞれの WPT シス

テムについて 3 条件検討した。またファントム近傍に WPT システムを置い

た場合、WPT システムの共振周波数がずれるため、本検討では、すべての条

件で、伝送効率が最大となる周波数で局所 10g 平均 SAR を求めた。一例と

して配置 C にスパイラル型 WPT システム近傍の直方体ファントム、楕円体

ファントム、均一人体ファントム内の局所 10g 平均 SAR の結果を図 E-6 に

示した。この結果より、直方体ファントムを用いた局所 10g 平均 SAR は他

の形状を持つファントムの結果よりも高いことが分かった。また楕円体ファ

ントムを用いてもほぼ直方体ファントムを用いた結果と同じ結果となること

が分かった。 

 

図 E-6 それぞれのファントム内の局所 10g 平均 SAR 

 

 全身平均 SAR の測定方法について検討を行う。前年度までにモノポール等の
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標準波源と人体等価アンテナを用いたクランプ型電流計による全身平均SAR
測定系の構築および較正方法を検討した。平成３０年度は、実際の WPT シス

テムを対象とした全身平均 SAR 測定を実施し、測定精度や不確かさの要因に

ついて検討を行った。具体的には，実際に製作したスパイラル型 WPT システ

ムを用い、近傍に配置した角柱の人体等価ファントム内の誘導電流分布を測

定した。WPT システムからファントムまでの距離は 0.315 m とした。入力電

力は 1 W で、周波数は 6.35 MHz である。モーメント法による誘導電流分布

の解析結果及び測定結果を比較した結果、最大の差異は最も地面に近い位置

で、約 158 %である。誤差が大きくなる要因として、以下のことが考えられ

る。①電流測定方法、②モーメント法によるファントムの数値モデル化の妥

当性、③地面（金属床）との接地による影響、④モーメント法による WPT シ

ステムのモデル化。それぞれについて以下のように検討した。①については、

モノポールアンテナ近傍に人体等価ファントムを配置し、測定した内部誘導

電流とモーメント法による解析で得られた内部誘導電流とを比較した。その

結果、両者の全身平均 SAR の差異は-0.75 %で、非常に小さいことから、測

定法は妥当であると考えることができる。②については、これまで用いた人

体等価ファントムを導線に変え、同様に誘導電流を測定した。モーメント法

によって得られた誘導電流の大きさが異なる結果となった。しかし、比較的

分布の傾向は同じであることから、数値解析におけるファントムのモデル化

の誤差は大きく影響しないと考えられる。③については、②において用いた

導線を金属床から浮かして、同様に誘導電流の分布を測定した。その結果、

②と同様に分布の傾向は同じである。したがって、数値解析における接地の

有無による影響はないと考えられる。最後に④WPT システムのモデル化によ

る誤差を検討するために、WPT システム近傍の電界分布を測定し、数値解析

結果と比較した結果、分布の傾向は同じであるが、大きさが最大値で比較す

ると、約 68.3 %の差異があった。②及び③で測定した結果を電界強度の差で

補正を行うと、概ね一致した結果が得られることから、主な不確かさの要因

として、WPT システムのモデル化による誤差が原因であることが分かった。 

 接触電流の評価方法について検討を行う。前年度までにモノポール等の標準

波源を用いた場合の実験的評価および数値解析による評価を実施した。平成

３０年度は、実際の WPT システムを対象とした接触電流を評価し、国際規

格標準化会議等で提案されている評価手法の妥当性の検証を行った。具体的

には以下のように検討した。 

100 kHz 帯で動作する実際の WPT システム近傍における電界分布をこれま

で開発した電界測定システムで測定した。その電界データを用い、開発した

接触電流の数値解析法により大きさ 1 m x 1.85 m の金属板、大きさ 4.65 m 
x 1.76 m x 1.47 m の乗用車、大きさ 11.26 m x 2.49 m x 3.10 m の大型バス

に人体が接触したときの接触電流を推定した。金属板モデルに接触したとき

の接触電流は 0.39 mA であるのに対して、測定電界を用いた数値解析による

接触電流は 0.32 mA である。両者が概ね一致していることから、本研究で開

発した数値解析による接触電流の推定法の妥当性を示すことができた。また

乗用車モデルでは、車が WPT システムに対して並行に駐車された場合（側

面入射）、接触電流は 0.69 mA と推定された。一方、車が WPT システムに対

して前向きまたは後ろ向きに駐車された場合（前面入射・後面入射）、接触電

流は 0.79 mA であり、側面入射の場合よりも大きいことが分かった。最後に

大型バスの場合の接触電流は約 1.25 mA（前面入射）となり、乗用車の結果



よりも 58 %高くなった。このことから、想定される金属物の大きさを国際規

格標準化会議等においては 1.2 m x 1.2 m 以上の金属板を用いることが好ま

しいと記載されているが、想定されるより大きめの金属体を用いる必要があ

ることが確認された。 

 本課題においては前年度までに 6 MHz 帯の SAR 測定を可能とするシステム

を構築した。一方、100 kHz 帯において防護指針の指標は SAR と内部電界強

度であり、これまで 100 kHz 帯における SAR や内部電界を実験的に測定す

る手法は確立されていない。前年度までに液剤中において電界の鉛直成分お

よび水平成分を測定するための光電界プローブを試作し、測定が可能なこと

を確認した。平成３０年度は、液剤中において 3 軸成分を測定可能な光電界

プローブを試作するとともに、較正方法の検討を開始した。図 E-7 に本研究

課題で製作した 3 軸成分の測定可能な液剤中光電界プローブを示す。 

 

図 E-7 製作した 3 軸成分測定可能な液剤中光電界プローブ 

 

また較正法については、これまで MHz 帯においてプローブの較正に用いた

短縮ダイポールアンテナを用いた標準電界法を kHz 帯に拡張可能か検討し

た。0.074 mol/l の食塩水の伝搬定数及び減衰定数を求めた結果、kHz 帯にお

いては導電率が支配的であることが分かった。またダイポールアンテナから

の放射界の理論式から、液剤中の電界は導電率に依存するが、周波数には依

存せず一定となる一方、液剤中の磁界は導電率・周波数とともに依存しない

ことが分かった。ダイポールの長さを 10 cm とし、50 kHz から 100 MHz ま

での周波数帯でダイポール間の S21 を数値解析によって求めた。その結果、

10 MHz まで S21 はほぼ変化しない結果となった。従って、kHz 帯において

も短縮ダイポールアンテナを用いた標準電界法を較正に用いることができる

と考えられる。 

 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った。得られた成果を、国際規

格標準化会議（IEC/TC106）等に平成３０年度内に 2 件寄書した。具体的に

は、kHz 帯無線電力伝送システム近傍の測定磁界データを用いたばく露評価

及び適合性評価法に関するもの及び人体と無線電力伝送システムとの結合を

正確に考慮できるハイブリッド手法によるばく露評価に関するものである。

以上により、平成 30 年度における課題 E の年次目標である、「10 MHz 程度

以下を用いる WPT システムに対する適合性を統一的に評価する方法（主に

数値解析による方法）に関する検討を行い、国際標準化会議に提案（寄書２

件程度）を行う。」は達成された。 
 

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 および H 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

行った。 

 前年度までに生成したメッシュ構造の数値人体モデルを医用画像データや統

計データ等を参考にして、形状変形し、様々な年齢・体型のメッシュ構造数

値人体モデルを 12 体以上開発した。図 F-1 に日本人成人男性モデル（TARO）

をベースにしたメッシュ構造モデルを示す。なお、本変形モデルは、各年齢

の平均モデルである。本変形においては、コンピュータグラフィックスの技

術であるブレンドシェイプを用いて、体表のみならず内部組織構造も同時に

変形している。ブレンドシェイプを用いた本変形技術は図に示したモデル以

外に任意の年齢モデルや体型モデルを従来の技術より容易に生成できるとい

う特徴がある。以上により、平成３０年度における課題 F の年次目標である、

「メッシュ構造数値人体モデルの変形技術を開発し、様々な年齢・体型の数

値人体モデルを 12体開発する。」は達成された。 

 
図 F-1 様々な年齢のメッシュ構造の数値人体モデル 

 

 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。前年度に引き続き、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２９年度に開発したメッシュ構造の小児モデル 3 体

(3 歳、5 歳、７歳)とした。図 F-2 に小児の神経改良モデルを示す。 

 



図 F-2 小児の神経改良モデル 

 

 前年度までに開発した成人男性および成人女性のメッシュ構造モデルの血管

（血液）組織は必ずしも全身に配置されていない。そこで平成３０年度は血

液組織を数値人体モデルの全身に配置し、血管組織の位置、太さ、捜査方向

をより正確に模擬した数値人体モデルに改良した。また、現在、血管と血液

は同一組織になっていることから、血液と血管組織の２種類を作成した。改

良モデルは H28 年度に開発したメッシュ構造の成人男女モデルの２体とし

た。図 F-3 に成人モデルの血管修正モデルを示す。 

 
図 F-3 成人モデルの血管修正モデル 

 

 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実施しており、平成３０年度

も調査、検討を継続して実施した。数値人体モデルの高精度化を進めるにあ

たり従来以上の超高精細データを医療画像データから入手することは困難で

あるが、超高精細な可視化人体画像データベース（米国、韓国、中国）を参照

することで、従来、医療画像等では抽出不可能な微細な組織を高精度にモデ

ル化することが可能であることを確認した。 

 これまで開発してきた数値人体モデルは電磁界解析手法の一つである FDTD
法で利用するためのデータ構造になっている。近年、有限要素法(FEM)を用

いた解析も盛んに行われるようになってきたことから、ボクセルまたはポリ

ゴンメッシュ構造のモデルを FEM で解析可能な四面体メッシュ構造を有し

たモデルへの変換方法について検討を開始した。図 F-4 にボクセルモデルか

ら生成した FEM モデルの例を示す。 



 
図 F-4 ボクセルモデルから生成した FEM モデル 

 

 前項までの検討で開発した 12 体以上の異なる年齢・体型の人体モデルを用い

て、基本的なばく露条件(30 MHz-10 GHz)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、周波数特性について検討した。図 F-5 に人体

前方から垂直偏波の平面波が入射した場合の全身平均 SAR の周波数特性を

示す。本検討では入射電力密度は 1mW/cm2とした。本結果から全身共振周波

数帯は年齢が高くなるにつれて低周波にシフトし、全身共振周波数帯におけ

る SAR は成人と比較して 3 歳児では約 1.5 倍であった。 



 
図 F-5 全身平均 SAR の周波数特性（人体前方から垂直偏波の平面波が入射） 

 

 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、年度に引続き、計算環境の増強および数値シミュ

レーション手法の高速化についての検討も進めた。具体的には、最新の

GPGPU 計算ノード(Nvida Tesla V100 x 6 台)を増強することにより、FDTD
計算を前年度までの環境と比較して、約 30 %高速で実行することを可能とし

た。 
 

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。 

 サブミリ波帯での生体組織の電気定数測定システムでは、1 つの基本波発振

器とサブミリ波に変換する２つの変換器を利用して 0.1 から 3 THz までの電

気定数データを取得する構成となっている。周波数帯域毎に変換器を切り替

える作業が必要であり、測定に時間を要するため、当該周波数での大規模な

生体組織電気定数測定実験においては、作業の効率化が課題として挙げられ

る。そこで、本研究では装置の拡充を実施し、サブミリ波帯での生体組織電

気定数データ取得時間の短縮を図った。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。具体的には、2 台のシステムに共通の周波数帯におけるデータを比較する

ことで、データが異なる主な原因が試料表面の水分量と温度，加える圧力で

あることを明らかにした。また、これらの条件を可能な範囲でそろえること

でデータが概ね一致することを確認した。 



 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、これらの組織の基礎的な電気

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。当該システムを用いて取得

した生体組織を表 G-1 に示し、その一例を図 G-1 に示す。以上により、平成

３０年度における課題 G の年次目標である、「サブミリ波帯(3 THzまで)にお

ける生体組織の電気定数のデータベース（４０組織）を取得する。」は達成さ

れた。 

表 G-1 本委託研究において電気定数を取得した生体組織 (3 THz まで) 

 

さらに、他の生体電磁環境委託研究の実施機関が異なる測定装置で取得した

電気定数測定データと相互比較を行うことで、眼球組織（角膜）の電気定数

のスペクトル形状が妥当であることを確認した。 



 
図 G-1 電気定数データ例 

 

 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、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として生理食塩水を測定することで、

サブミリ波帯における分散現象を明らかにすることを試みた。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、共振周波数等を含む、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、生体組織に多く含ま

れる水の共鳴周波数は約 5 THz であることから、サブミリ波帯(3 THz)まで

の電気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。しかし、約 1 THz より低周波側

においては、デバイ型モデルでフィッティングでき、図 G-2 のようなスペク

トルを有する脂肪等を除けば、生体組織は水のスペクトルが分子間の相互作

用により低周波側にシフトしたような形状になっていることが確認できた。 

 
図 G-2 電気定数データ例：牛の皮下脂肪組織 

 

 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２９年



度より引き続き実施した（ 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

を詳細に検証した。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２９年度までの検討により明らかとなった。そ

こで、平成３０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・開発を完了した。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検討した。開発したプローブ（図

G-3）は、従来の事実上のデータベースとして利用さている Gabriel らによる

大規模な電気定数データの取得に使用されたプローブと比較して、小型化が

達成された。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を用いて評価した結果、必要とする試料の組織

厚は 5 mm 以上であることが定量的に明らかになった。 

 
図 G-3 開発した同軸プローブ。同軸線路の直径は約 5mm。 

 

 生体組織等の系時的に組織の状態が変化する試料の電気定数測定において

は、効率的に電気定数データを取得する必要がある。前項に挙げた同軸プロ

ーブを用いた電気定数測定法においては、利便性に優れた等価回路モデルが

広く利用されており、この手法を利用することで、効率的に試料の電気定数

データの取得が可能である。一方、この測定法は回路近似による系統誤差が

生じることが知られており、この適用可能な周波数範囲を事前に明らかにす

る必要がある。そこで、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平

成２９年度に引き続き実施した。具体的には、上述の検討で開発した同軸プ

ローブの測定不確かさ要素として、プローブの校正不確とインピーダンスア

ナライザに起因する不確かさの最終的に得られる電気定数への寄与を評価し

た（表 G-2）。その結果、生体組織電気定数データの妥当性について明らかに

することができた。 

 

 

表 G-2 開発した同軸プローブによる筋肉の測定結果に対する不確かさ

の評価結果 



周波数 実部に対する不確かさ[%] 虚部に対する不確かさ[%] 

1 MHz 3.60 2.32 

10 MHz 0.23 0.18 

100 MHz 0.09 0.05 

 
H) マイクロ波帯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、マイクロ波帯の WPT システムの電波防護指針への適合性評価手法

を確立するために、次に述べる検討を行った。 

 マイクロ波帯の電波を利用する WPT システムの国内外における開発状況、

システムの概要、ばく露評価事例、適合性評価手法の策定状況などについて

情報収集を実施した。具体的な内容を以下に示す。 
Wireless power transmission (or transfer) (WPT) technology is considered 
nowadays as one of game changing technologies. We will be able to become 
free from lacking electric power when electric power will be supplied 
wirelessly. The idea of power transmission by radio frequency (RF) waves 
dates back to the early work of Nikola Tesla in 1899. The present 
development of the WPT via RF beam owes to William Brown in 1960s 
using microwave technology developed during the World War II. He 
transmitted the microwave power from a transmitter to a receiver (point-
to-point) with the overall (DC-microwave-DC) efficiency of 54%. When we 
use the microwave frequency, the WPT via microwave is called a microwave 
power transmission (MPT). A lot of the inductive WPT research projects for 
a wireless charging of EVs were carried out in 1980s and 1990s. A turning 
point of the inductive WPT was in 2006, when Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) demonstrated non-beam wireless power technology 
called resonance coupling WPT. Nowadays, resonant WPT technologies are 
coming out to consumer market. Automotive industry looks at WPT for EV 
applications in near future. After the MIT’s demonstration, a variety of 
WPT technologies including magnetic induction, resonance coupling, 
transmission via RF beam, MPT etc. are paid attention as game changing 
and promising technologies. 
This brief report provides basic information about the RF WPT and some 
technical data on microwave WPT applications. Further studies for the 
impact between such WPT systems and existing other systems, and safety 
aspects such as human exposure to electromagnetic fields are necessary in 
order to realize these applications. 

 
1. Characteristics of RF WPT Technologies  

Major characteristics of the WPT via radio frequency beam are: 1) long 
distance WPT, 2) no electromagnetic coupling between a transmitting 
antenna and a receiving antenna, which is different from an inductively 
coupled WPT and a resonance coupling WPT, and 3) various applications 
being proposed and developed, e.g. battery-free low power sensors, high 
power wireless chargers, very high power transfer from power station to a 



certain location, etc. 
 

2. Applications of RF WPT 

2.1 Wireless powered sensor network 
The ZigBee/IEEE802.15.4 sensor network represents a potential wirelessly 
powered sensor. The ZigBee network is configured as a coordinator, router, 
and an end device. The coordinator is just one device in the network and 
coordinates the network. The router has the function of relaying data from 
other routers and end devices as well as sensing information. The end 
device sends data only; otherwise it sleeps. Therefore, power consumption 
of the end device is lower than the other devices. This system has been 
proposed by the research group in Japan [1]. 

 
2.2 Wireless sensor with flying drone 
A wireless sensor application by using a flying drone is proposed in Japan 
in 2015. One of weak point of the WPT is a miss match between a required 
power and system size of the WPT which includes an antenna size and a 
transmitting radio wave power. When a distance between a transmitting 
antenna and a receiving antenna of the WPT becomes longer, beam 
efficiency becomes lower than a user expectation. Even for the WPT sensor, 
it sometimes happens. By using the flying drone, the distance between a 
transmitting antenna and a receiving antenna of the WPT becomes shorter 
and WPT system can be smaller than that without the drone. The proposed 
WPT system is named a ‘Multicopter Assisted Wireless Batteryless 
Sensing System (WBLS)”. The first experiment was carried out on July, 
2015 at Kyoto University by WiPoT, Kyoto Univ., Mini-Surveyor 
Consortium, and Autonomous Control Systems Laboratory Ltd. 5.8 GHz, 
8.74W microwave power was transmitted from 8 × 8 array antenna (21 dBi) 
on a flying drone (multicopter) as shown in Fig. 2.1.3. Received and 
rectified 6.1 mW DC power drives a sensor. Hopeful applications of the 
Multicopter Assisted WBLS are rescue of victims, WPT-powered sensors at 
volcano, and inspection of infrastructures (bridges, tunnels), etc. 

 
2.3 Wireless charger of mobile devices 
Sensors are suitable devices to take advantage of WPT via radio waves 
because they are very low power devices. However, various kinds of mobile 
devices exist that operate using battery storage and WPT should be applied 
for wireless power feeding or wireless charging of these various mobile 
devices. For this purpose, a concept termed ubiquitous power source (UPS) 
was proposed near the end of 1990s and is based on the concept that 
“microwaves are everywhere at all times” (ubiquitous) and are always 
available for WPT [2, 3]. The concept of UPS is shown in the figure below. 
Microwave power at 2.45 GHz is transmitted from the edges of a ceiling to 
charge mobile phones. It is quite possible to create a uniform microwave 
power density in a UPS room with antennas installed at the ceiling edges. 
Slot antennas are selected as the transmitting antennas because of their 
reduced cost. For the same reason, a frequency stabilized, and phase 
controllable magnetron is used. However, because the UPS concept is based 
on a “wireless power source all the time and everywhere,” the design of 
UPS is limited by safety issues associated with prolonged exposure to 
microwaves by human beings. The safety level set is under 1 mW/cm2 for 



continuous exposure over the entire human body. For an experimental 
room of 5.8 × 4.3 m, approximately 150 W of microwave power was 
transmitted from a magnetron to create a uniform microwave power 
density of 1 mW/cm2 or less. High-efficiency rectennas are also necessary 
for operation at a microwave power density of 1 mW/cm2 or less. Under 
these conditions, an experiment was successful at charging mobile phones. 
Furthermore, a mobile phone can still be used in the UPS room because of 
the difference between the 2.45 GHz microwave power and the 1.9 GHz 
communication system frequencies. 
As an extension of UPS systems, a phased array should be used to reduce 
the total transmitting power and to reduce unexpected radiation at 
positions where power is not needed as shown in the figure below. For 
directional UPS in a room size equivalent to the UPS experiment described 
above, only 22 W of microwave power (versus 150 W for the conventional 
UPS system) is required if the power density around a device is to be 1 
mW/cm2. 
 
2.4 Point-to-Point High-Power WPT 
It is easy to image a point-to-point WPT via radio waves in over km 
distance instead of a wired power transfer. In the 1960s, point-to-point 
WPT operating in the km range via microwaves was highly expected for 
WPT application. Brown and Dickinson carried out MPT experiments at 
JPL in 1975 [4]. However, the size of the transmitting and receiving 
antennas was decided by theory and they were too large to realize a 
commercial point-to-point MPT application with reasonable cost as an 
alternative to wired power transfer. Point-to-point MPT systems were 
revised and further experiments were proposed in the 1990s [5]. 

 
On February 2015, two long distance WPT experiments were carried out 
in Japan. One is 55 m distance WPT experiment with 5.8 GHz, 1.8 kW 
microwave. The microwave was transmitted from 2.5 cm thickness phased 
array with GaN MMIC amplifiers and 5-bit MMIC phase shifters. 
Efficiency of the GaN high power amplifier is approximately 70% at 7W, 
5.8 GHz. The thin phased array and GaN amplifiers were developed by 
Mistubishi Electric Corp and a rectenna was developed by IHI Aerospace. 
In this experiment, a recto directive target detecting and rotating 
electromagnetic vector (REV) method was adopted to detect a position of a 
rectenna and to control a microwave beam. The target detecting and beam 
forming system was developed by JAXA and Mitsubishi Electric Corp. The 
other long distance WPT was carried out at 500 m distance with 2.45 GHz, 
10 kW from magnetron phased array by Mitsubishi Heavy Industries. Both 
experiments were conducted by JSS (Japan Space Systems) and supported 
by METI (Ministry of Economy, Trade and Industry). 

 
3. RF WPT Frequency Bands and Space Coverage 

3.1 The following frequency bands are currently utilized for RF WPT in 
Japan and in another countries: 
- 913-915 MHz, USA; 916-920 MHz (920 MHz band), Japan 
- 2400-2499 MHz (2.4 GHz band), all countries 
- 5.725-5.770 GHz, 5.470-5.725 GHz (5.7 GHz band), all countries 

 



3.2 RF WPT systems can be classified by two methods of spatial coverage 
I. Wide-beam fixed radiation pattern for indoor/outdoor applications 
The radiation pattern covers an entire space where the receivers are 
located. If the power level exceeds the human safety level and a person is 
detected, the power transmission stops.  
II. Advanced beam-forming with scanning radiation pattern for 
indoor/outdoor applications 
Compared to the first method, the beam-forming systems are typically 
operating at higher transmitted power level and the advanced methods to 
detect and avoid the human bodies and other systems with the stop 
operation option are implemented. Further research on the human safety 
and human exposure to the main-lobe and side-lobes radiation of the beam-
forming high-power RF WPT are needed. 

 
4. Companies and RF WPT Systems for Commercial Purposes 

4.1 Ossia (USA). Ossia Cota system. 2.4 GHz and 5.7 GHz (announced in 
February 2019). Transmitted power: 15W. Adaptive beam forming 
with beacon communication from receiver to transmitter. Human body 
avoidance. Range up to 10 m. 

4.2 Energous (USA). WattUp system. 2.4 GHz and 5.7 GHz. Transmitted 
power: 15W. Wide-beam fixed radiation pattern with stop transmission 
option when human body is detected. Range up to 5 m. 

4.3 PowerCast (USA). Powercaster system. 915 MHz. Transmitted power: 
1W and 3W. Range up to 25 m. 

4.4 Panasonic and Omron (Japan). 920 MHz, Transmitted power: 1W. 2.4 
GHz, Transmitted power: 1W. 

4.5 Toshiba (Japan). 5.7 GHz, Transmitted power: 32W. Beam forming and 
beam focusing. Human body detection and avoidance. 
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 入手可能なマイクロ波帯 WPT システム等（３機種）に対して、近傍電磁界お

よび SAR 測定を行った。表 H-1 に対象としたシステムの特徴を示す。図 H-



1 にシステム近傍の電界分布測定の様子、図 H-2 に人体等価ファントムを用

いた SAR 分布測定の様子を示す。図 H-3 に各システム近傍の電界分布測定

例を示す。図 H-4 にこの測定系で得られたファントム内の電界分布を示す。

なお、システム C の結果については、システムの正面 1 m の地点にビームの

焦点がくるように設定した場合の結果を示している。この結果から電界がア

ンテナの放射素子付近に強く分布していることが確認できた。以上により、

平成３０年度における課題 H の年次目標である、「入手可能なマイクロ波帯

WPTシステム等（３機種）に対して、近傍電磁界および SAR測定を行う。」は

達成された。 

表 H-1 対象としたマイクロ波帯 WPT システム波源 

 周波数 アンテナ構造 備考 

システム A 900 MHz 帯 パッチアンテナ アンテナ単体 

システム B 900 MHz 帯 パッチアンテナ 人体検知機能有 

システム C 5 GHz 帯 アレイアンテナ ビーム調整機能有 

 

 
図 H-1 マイクロ波帯 WPT システムの近傍電界測定の様子 

 

 



図 H-2 マイクロ波帯 WPT システムによる SAR 分布測定の様子 

 

 
システム A      システム B     システム C 

（離隔距離 5 cm）    （離隔距離 5 cm）    （離隔距離 5 cm） 
図 H-3 マイクロ波帯 WPT システムの近傍電界分布測定例 

 

 
システム A     システム B     システム C 

（離隔距離 1 cm）    （離隔距離 1 cm）    （離隔距離 5 cm） 
図 H-4 マイクロ波帯 WPT システムの SAR 分布測定例 

 

 前項目で用いるマイクロ波 WPT システム実機を想定した数値シミュレーシ

ョンを行い、測定結果との比較を行った。数値シミュレーションにおいては、

ファントム形状や距離を変更した検討を行い、ばく露評価の不確かさや妥当

性評価を開始した。解析には表 H-1 に示す 900 MHz 帯 WPT 用のアンテナ

を用いた。図 H-5 に局所 SAR の数値シミュレーション結果を測定結果と併

せて示す。なお、局所 SAR は最大値で規格化した。数値シミュレーション結

果は同様の条件における測定結果と同様の傾向を示し、測定の妥当性を確認

することができた。 



 
図 H-5 局所 SAR の距離特性 

 

 得られたばく露評価結果を電波防護指針と比較した。前項に示した数値シミ

ュレーションにより、人体数値モデルとの離隔距離を変更した際の局所 SAR
及び全身平均 SAR について計算を行った。得られた結果をそれぞれの指針値

で規格化することにより両者の値が支配的となる領域について検討を行っ

た。図 H-6 に結果を示す。この図から今回のモデルでは離隔距離 100cm を境

界として支配的になる指針値が切り替わることを確認した。 

 

図 H-6 局所 SAR 及び全身平均 SAR の防護指針値に対する比率 
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