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総務省

はじめに
平成 23 年 12 月末時点の総務省の統計によれば、国内の携帯電話及び PHS の加入契約
数の合計は 1 億 2,986.8 万加入となった。人口普及率は初めて 100 %を超え 101.4 %とな
り、すべての国民が携帯電話・PHS を持つ時代が現実となった。また、国内では平成 13
年に世界に先駆けて高速データ通信を実現する第 3 世代携帯電話のサービスが開始された。
平成 23 年 12 月末時点で 国内の第 3 世代携帯電話の加入契約数は 1 億 2,495.9 万加入に
のぼり、携帯電話の総加入契約数 1 億 2,555.7 万加入に占める割合は実に 99.5 %に達して
いる。この第 3 世代携帯電話の普及により、従来の音声通話に加えデータ通信やインター
ネット接続へと携帯電話の利用形態が広がることとなった。さらに近年ではスマートフォ
ン等の新たな端末の登場等により、高速・大容量通信へのニーズが急速に高まっている。
一方、周波数の有効利用等を目的に進められている周波数再編に伴い、国内の第 2 世代
携帯電話サービスは平成 24 年 7 月 24 日をもって終了する。周波数再編に当たっては、世
界最先端のワイヤレスブロードバンドの実現が焦点となっており、携帯電話に関しても第
3.9 世代携帯電話等の高速・大容量通信を実現するサービスの展開を想定し、新たな周波
数帯が割り当てられる予定となっている。
こうした状況から今後も携帯電話による電波利用は拡大していくものと考えられる。
一方、近年心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器の装着者数は増加の一途を辿ってい
る。一般社団法人日本不整脈デバイス工業会の調べによれば、2011 年（暦年）に植込まれ
た植込み型心臓ペースメーカは 59,209 台、植込み型除細動器（両室ページング機能付き
植込み型除細動器含む）は 8,143 台であり（いずれも新規植込み及び交換の総数）、累計で
は国内に 30 万人～40 万人の装着者がいると推計されている。
そのため、各種の通信機器から発射される電波が心臓ペースメーカ等の植込み型医療機
器に及ぼす影響は社会的な関心を呼んでおり、最新の実証試験による情報を国民に提供し
ていくことが必要となっている。
電波が医療機器に及ぼす影響については、平成 9 年 3 月に不要電波問題対策協議会（現：
電波環境協議会）が「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使
用に関する指針」を策定した。その後、総務省は電波が植込み型医療機器に及ぼす影響に
関して、平成 12 年度から平成 22 年度まで、第 2 世代及び第 3 世代の携帯電話端末の各種

通信サービス方式及びその他各種電波利用機器から発射される電波による影響について調
査し、その結果を毎年公表してきた。その中で平成 17 年 8 月には平成 16 年度までに実施
された調査結果を基に、
「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止
するための指針」としての取りまとめを行った。同指針では携帯電話端末及び PHS 端末
に関して、植込み型医療機器の装着部位から 22 cm 程度以上離すことを推奨した距離指針
を示している。
しかし、この指針は平成 24 年 7 月にサービスが終了する第 2 世代携帯電話に対する調
査結果を基に決定されたものであるため、サービス終了に向けて指針見直しの必要性が議
論されていた。また、政府の行政刷新会議が取りまとめ、平成 23 年 4 月 8 日に閣議決定
された「規制・制度改革に係る方針」においても、同指針について、第 2 世代携帯電話サ
ービス終了時に合わせて見直しを行う方針が示された。
以上の背景から、本年度は、国内で利用される第 3 世代の携帯電話端末から発射される
電波が植込み型医療機器に及ぼす影響について、実証試験を含めた調査研究を行い、第 3
世代以降の携帯電話に対する新たな指針の検討を行った。
また、携帯電話によるインターネット接続の拡大に合わせてスマートフォン等に代表さ
れる複数の通信方式に対応した端末の普及が急速に拡大している状況を踏まえ、複数種類
の電波が植込み型医療機器等に及ぼす影響を調査するための測定方法についても初期検討
を行った。
本報告書は、これらの調査内容及び研究結果を取りまとめたものである。
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第I編 本年度の調査研究の全体像
本年度の調査研究は、平成 24 年 7 月 24 日に予定されている国内の第 2 世代携帯電話サ
ービスの終了を前に、
「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止す
るための指針」のうち、「1 携帯電話端末及びPHS端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼ
す影響を防止するための指針」を見直し、第 3 世代 ※以降の携帯電話に対する新たな指針
の検討を行うことを主な目的とした。新たな指針の検討のため、過去に実施した第 3 世代
携帯電話に対する調査試験を補完する位置づけにおいて本年度の調査試験を実施し、さら
に現在の携帯電話及び植込み型医療機器を取り巻く状況を踏まえて新たな指針の検討を行
った。また、今後複数の通信方式に対応した端末が普及することを見越して、複数種類の
電波が植込み型医療機器等に及ぼす影響を調査するための測定方法に関して検討を行い、
測定方法の案と予備試験の計画を取りまとめた。
なお、本調査研究会及び上記指針の対象としている植込み型医療機器は、植込み型心臓
ペースメーカ及び植込み型除細動器である。
■植込み型心臓ペースメーカ
心臓に電気刺激を周期的に与えて収縮させることにより心拍を正常に保つため、体内に植
え込んで使用する医療用電子機器。
■植込み型除細動器
心臓の拍動異常の原因となる心室細動・心房細動を除去し規則正しいリズムに戻すため、
体内に植え込んで使用する医療用電子機器。ペースメーカ機能を併せ持つ。
また、本調査研究会及び上記指針の対象としている電波利用機器は日本国内で用いられ
る機器であり、携帯電話に関しても国内で用いられていない方式（例：GSM 方式等）に
ついては調査研究の対象としていない。

「IMT-2000」規格に準拠したデジタル方式の携帯電話。一方、第 2 世代携帯電話は最
初のデジタル方式の携帯電話を指し、国内では PDC 方式、CDMA 方式（厳密には第 2.5
世代とされる）がこれに該当する。
※
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本編以降の本報告書の構成と、調査の全体像を以下に示す。
第Ⅱ編：

第 3 世代携帯電話方式の無線通信端末からの電波が植込み型心臓ペースメーカ
等に及ぼす影響の検討（調査試験）

第Ⅲ編：

第 3 世代以降の携帯電話方式の無線通信端末に対する新たな指針の検討

第Ⅳ編：

複数種類の電波が植込み型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響を調査するため
の測定方法の検討
本年度調査
過去(H12－H21)の
調査結果
（第3世代携帯電話方式）

補完

第Ⅱ編
第3世代携帯電話方式の無線通信
端末からの電波が植込み型心臓
ペースメーカ等に及ぼす影響の検討
（調査試験）

毎年の
調査結果
を反映
携帯電話端末及びPHS
端末の電波が植込み型
医療機器へ及ぼす影響
を防止するための指針
（現行指針）

見直し

第Ⅲ編
第3 世代以降の
携帯電話方式の無線通信端末に
対する新たな指針の検討

第Ⅳ編
複数種類の電波が植込み心臓
ペースメーカ等に及ぼす影響を
調査するための測定方法の検討
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検討結果

電波の医療機器等
への影響に関する
調査報告書（H23）

新たな指針の
案の取りまとめ

携帯電話端末及びPHS
端末の電波が植込み型
医療機器へ及ぼす影響
を防止するための指針
（新たな指針）

第II編 第 3 世代携帯電話方式の無線通信端末からの電波が植込み
型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響の検討
第１章 本年度調査対象
本年度の調査研究の主な目的は、第Ⅲ編に示す携帯電話に対する現行の指針「携帯電話
端末及び PHS 端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」を見
直し、新たな指針の検討を行うことである。新たな指針の検討においては、過去に実施し
た第 3 世代携帯電話方式に対する調査結果を根拠の 1 つとする。本年度の調査試験は過去
に実施した第 3 世代携帯電話方式に対する調査結果を補完するものとする。
本年度の調査試験の方針を以下に示す。
(1) 第 3 世代携帯電話方式のうち過去の調査試験で「最も大きな影響が確認された方式・
周波数帯」について、本年度の調査試験を実施する。
(2) 調査対象とする端末は、周波数再編後も利用されるものとする。
本調査研究会及び不要電波問題対策協議会が過去に実施した携帯電話方式に対する調査
結果の一覧を表 １-１に示す。調査結果から、第 3 世代の携帯電話方式において、最大の
影響が確認されたのは、平成 16 年度に実施した CDMA2000 1x / CDMA2000 1xEV-DO
（Rev.0）であり、最大 8 cm の距離で影響が確認されている。ただし、 総務省が進めて
いる 800 MHz 帯の周波数再編により、平成 16 年当時の 800 MHz 帯対応端末は、平成 24
年 7 月に予定される再編後は使用されなくなる。また、再編後の 800 MHz 帯では、当時
の方式は後継方式である CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式に移行している。これらの状
況を踏まえ、本年度の調査試験の対象は、以下のとおりとする。
平成 23 年度調査試験対象（携帯電話端末実機）
800 MHz帯（再編後）

CDMA2000 1xEV-DO Rev. A方式

※

調査端末の機種は、端末提供者と協議の上、入手可能かつ試験のための設定が可能なも
のを優先して選定する。

平成 22 年にサービスが開始された最大 3 キャリア同時送信が行われる CDMA2000
1xEV-DO MC-Rev. A は対象としていない。
※
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表 １-１

世代

2G

方式

PDC

W-CDMA
W-CDMA（HSDPA）
3G

PHS

W-CDMA（HSUPA）
CDMA/CDMA2000 1x
CDMA2000 1x /
CDMA2000 1xEV-DO
（Rev. 0）
CDMA2000 1xEV-DO
Rev. A
PHS

過去の携帯電話方式に関する調査結果

送信周波数

バースト
出力

800 MHz

800 mW

1.5 GHz

800 mW

ペースメーカ
（cm）
実機
DP
266 mW (full) 30※1 74※2
133 mW (half) 11.5
15.5
15
30
266 mW (full)
133 mW (half)
4
6
250 mW
3
16
1 未満
250 mW
3
250 mW
1
3.5
250 mW
2
250 mW
2
4
1 未満
250 mW
250 mW
200 mW
1.8
6
250 mW
8
11
300 mW
3(4)
13
150 mW
1(1)
2
平均出力

800 MHz
1.7 GHz
2 GHz
1.7 GHz
800 MHz
1.7 GHz
2 GHz
800 MHz
800 MHz
2 GHz
2 GHz
1.9 GHz

200 mW
80 mW

10 mW

30 cmが 1 機種、その他は 14 cm以下
※2
74 cmと 34 cmが各 1 機種、その他は 13.5 cm以下
・平成 7 年－8 年調査は不要電波問題対策協議会が実施
・網掛け部分は平成 24 年 7 月 25 日以降サービスが行われないもの
・( )内は外部アンテナの場合
・DP：半波長ダイポールアンテナ
・full：full rate codec, half：half rate codec
※1
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1

2
7
2.5

除細動器
（cm）
実機
DP

実施年
H7-8
H12-13
H7-8
H12-13
H17
H18
H12-13
H19
H21
H21
H21
H12-13
H16
H16
H16

5

6.5

1
2
2
-(1)
-(-)

2.5
3
3
2
2
-

-

-

H19

-

H7-8
H12-13

第２章 電波の植込み型心臓ペースメーカ等への電磁干渉試験
携帯電話端末（本報告書では携帯データ通信端末も含めて携帯電話端末と記す）から発
射される電波による植込み型医療機器への影響に関する調査方法は、平成 9 年 4 月の不要
電波問題対策協議会報告書 1、平成 13 年度総務省報告書 2、平成 16 年度総務省報告書 3、
平成 17 年度総務省報告書 4、平成 18 年度総務省報告書 5、平成 19 年度総務省報告書 6、平
成 21 年度総務省報告書 7及び平成 22 年度総務省報告書 8で扱われているデータとの整合性
を考慮し、これらの調査研究での調査方法と原則同じとした。
植込み型心臓ペースメーカ等が、人体内に装着された状態を再現するのに用いる人体フ
ァントムは、前述の調査報告書に示された人体ファントムと同様のものを使用した。
また本調査試験においては、植込み型心臓ペースメーカ等の医療機器及び携帯電話端末
実機の試験条件は、基本的にすべて最悪条件となるように設定した。なお、携帯電話端末
実機による試験は、半波長ダイポールアンテナによる試験で影響があったものに対しての
み、試験を実施した。

２.１. 試験対象機器
２.１.１. 植込み型心臓ペースメーカ等
本調査試験で対象とする植込み型心臓ペースメーカ等とは、植込み型心臓ペースメーカ、
心不全治療用の植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器及び心不全治療用の植込み
型除細動器である。本編では、植込み型心臓ペースメーカ及び心不全治療用の植込み型心
臓ペースメーカを「植込み型心臓ペースメーカ」、植込み型除細動器及び心不全治療用の植
込み型除細動器を
「植込み型除細動器」、これらを総称して
「植込み型心臓ペースメーカ等」
と記す。なお、指針で用いられている「植込み型医療機器」もこれらを総称する表現であ
るが、本章では本調査試験の試験対象（表 ２-１に示す）を参照する場合は「植込み型心
臓ペースメーカ等」と記す。
植込み型医療機器の平均寿命は 5～7 年であり、新世代機種の市場投入は 2 年以上の周
期が通例となっている。新世代機種が市場投入される場合、シングルチャンバー型、デュ
アルチャンバー型、レート応答機能の有無などの機能的な区分に従って数機種が 1 つのグ
ループとして同時に投入されるのが常であるが、同一グループ内の各機種は機能的にサブ
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セット構成をなすものであり、電気的な性能には差がないと考えられる。したがって、市
場に投入されている植込み型医療機器の網羅性は、各世代の代表的な機種を選定すれば確
保することができ、本調査研究においては国内製造販売承認時期によって、Ⅰ期（平成 7
年以前）、Ⅱ期（平成 8～10 年）
、Ⅲ期（平成 11～14 年）、Ⅳ期（平成 15 年～18 年）、Ⅴ
期（平成 19～22 年）、Ⅵ期（平成 23 年以降）と分類を行い、電気的性能の面から実際に
市場で動作しているすべての機器を可能な限り網羅し、かつ試験可能なすべての機種を試
験対象としている。
試験対象とする植込み型心臓ペースメーカ等は一般社団法人日本不整脈デバイス工業会
から提供を受けた。本年度の試験に用いた植込み型心臓ペースメーカ等の機種と国内製造
販売承認時期の一覧を表 ２-１に示す。
表 ２-１で、
「－」で表示された部分は、現在、試験に使用可能な機器がないことを意味
している。また、Ⅰ期の ICD-S 及び ICD-D の「－」及びⅠ期～Ⅲ期の CRT-P と CRT-D
の「－」で表示された部分は元々その時期には製品が発売されていないため、試験対象の
機器が存在しないことを意味している。
表 ２-１

国内製造
販売承認時期
(承認年)
Ⅰ期
(H7 以前)
Ⅱ期
(H8～H10)
Ⅲ期
(H11～H14)
Ⅳ期
(H15～H18)
Ⅴ期
(H19～H22)
Ⅵ期
（H23 以降）
合

計

植込み型心臓ペースメーカ等の機種台数と国内製造販売承認時期
機 種 分 類 略 称 名 (台)
植込み型心臓ペースメーカ
植込み型除細動器
CRT-P
SSI
DDD
VDD
ICD-S ICD-D CRT-D
(TDD)

合計

－

－

－

－

－

－

－

0

－

－

－

－

－

－

－

0

－

2

－

－

－

－

－

2

0

4

0

1

0

2

1

8

0

9

0

1

0

5

6

21

0

0

0

3

0

1

1

5

0

15

0

5

0

8
16

8

20

注：
［ － ］は、使用可能な試験機器がないことを示す。
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表 ２-１に示す植込み型心臓ペースメーカ等の略称の詳細は以下のとおりである。
SSI

：シングルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ

DDD

：デュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ

VDD

：シングルパス VDD 型植込み型心臓ペースメーカ

CRT-P(TDD)

：心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ

ICD-S

：シングルチャンバー型植込み型除細動器

ICD-D

：デュアルチャンバー型植込み型除細動器

CRT-D

：心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型除細動器

植込み型心臓ペースメーカ等は多くの機種において複数のペーシングモードを設定でき
る。本調査研究では、それぞれの植込み型心臓ペースメーカ等においてペーシングモード
を変えて試験を行った。
以下に植込み型心臓ペースメーカ等の機種及びペーシングモードについて解説する。
AAI：

心房電極を使用。設定された期間内に心房自己リズムがない場合、電気
刺激を発生して心房の収縮を促す。心房自己リズムがあった場合には刺
激を発生することを抑制する。

VVI：

心室電極を使用。設定された期間内に心室自己リズムがない場合、電気
刺激を発生して心室の収縮を促す。心室自己リズムがあった場合には刺
激を発生することを抑制する。

SSI：

AAI、VVI に用いるペースメーカ本体は同一であるため、製造販売業者
の呼称として用いられる。

DDD：

心房及び心室の電極を使用。AAI と VVI が合わさった機能をもち、AV
ディレイと呼ばれる心房心室のタイミングのずれを有した状態で作動
する。複雑な作動状態を示すが、生理的ペーシングが可能である。

VDD：

心房内に感知専用電極をもった 1 本の電極を用いて心室へ到達させ、
AV ディレイと呼ばれる心房心室のタイミングのずれを有した状態で心
室ペーシングを行う。心房内電極は心腔内に浮遊するため通常より高感
度の設定が可能である。

CRT-P (TDD)： 左心室と右心室の収縮タイミングがずれている心不全治療用の、両心室
を刺激して収縮の同期化を図るペースメーカで、動作の基本原理はデュ
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アルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカと同じである。
ICD-S：

心室細動（VF）・心室頻拍（VT）を自動的に認識して電気刺激により
これを治療する。
（SSI ペーシング機能付き）

ICD-D：

心室細動（VF）・心室頻拍（VT）を自動的に認識して電気刺激により
これを治療する。
（DDD ペーシング機能付き）

CRT-D：

心室細動（VF）・心室頻拍（VT）を自動的に認識して電気刺激により
これを治療する。
（CRT-P ペーシング機能付き）

２.１.２. 試験に用いた携帯電話端末
本年度の調査試験では、表 ２-２に示す方式の携帯電話端末を対象とした。
なお、本方式に対応した携帯電話端末は、すべて電波産業会 （ARIB: Association of
Radio Industries and Businesses）標準規格（STD-T64）に準拠しており、メーカや機種
による性能の差はないと考えられる。そのため、調査試験の電波発射源として用いる携帯
電話端末は、過去の調査研究と同様に、調査実施時点において入手可能であり、かつ試験
に用いた擬似基地局との通信が可能な機種から選定した。
過去に実施した携帯電話端末等に対する調査研究では、半波長ダイポールアンテナに標
準規格に規定された最大出力電力を給電した試験を実施し、この試験で影響を受けた植込
み型心臓ペースメーカ等に対して実機での試験を実施している 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。半波長ダイポ
ールアンテナとは、図 ２-１に示すように、給電点に対して対称に 1/4 波長のアンテナエ
レメント（全長は 1/2 波長）が配置された線状のアンテナである。アンテナエレメント上
には、電流の振幅が給電点で最大、両端で 0 となる定在波が生じ、空間に対して電磁波が
放射される。半波長ダイポールアンテナは放射効率が高く、その特性を精密に解析できる
ため、他のアンテナの特性の基準となる「標準アンテナ」としても広く用いられる。
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電流分布

電圧分布

½λ
給電点
アンテナエレメント アンテナエレメント
（¼λ）
（¼λ）

給電線

図 ２-１半波長ダイポールアンテナ
なお、携帯電話端末のアンテナ利得は、- 2 dBd（完全半波長アンテナに対する相対利得）
程度とされており 9、一般に半波長ダイポールアンテナの利得よりも低いと考えられる。こ
のため、半波長ダイポールアンテナを用いた試験は、植込み型心臓ペースメーカ等が最も
電波の影響を受けやすい条件となり、前述の過去の調査研究では携帯電話端末実機を用い
た試験を行うためのスクリーニング試験（事前試験）として実施した。
携帯電話端末の実機からの送信出力や電波の発射形態（連続発射、断続発射）及び周波
数などは擬似基地局からの指示により設定した。また、半波長ダイポールアンテナによる
試験の電波発射源としては、Agilent 社製のデジタル変調信号発生器（N5182A）を用い、
これを信号発生源として擬似携帯電話端末信号を発生させ、高周波増幅器を経由して所定
の電力で、本信号を半波長ダイポールアンテナに入力した。
試験に用いた電波発射源の主な無線諸元を表 ２-２に示す。また半波長ダイポールアン
テナの基本諸元を表 ２-３に、写真を図 ２-２に示す。また、スクリーニング試験及び実
機試験に用いた電波発射源は、表 ２-４に示すとおりである。
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表 ２-２

電波発射源の主な無線諸元

ARIB 標準規格名（規格番号）

IMT-2000 MC-CDMA システム（STD-T64）

方式名

CDMA2000 1xEV-DO Rev. A

サービス名又は通称

CDMA 1X WIN

送信周波数帯域

800 MHz 帯（再編後）

アクセス方式

CDMA

複信方式（デュープレクシング）

FDD

1 キャリアあたりの

可変

チャンネル数
キャリア占有帯域幅

1.25 MHz

変調方式

1 次変調：PSK（BPSK）

キャリア変調速度

1.2288 Mcps（チップレート）

最大空中線電力

250 mW

最大空中線の利得

2dBi※

送信電力制御
0.5 dB ステップ最大 73 dB
dBiは絶対利得を表し、すべての方向に均等に電波を放射する理想的なアンテナ（実際に
は存在しない）であるアイソトロピック・アンテナ（Isotropic Antenna）を基準とする。
※

表 ２-３試験に用いた半波長ダイポールアンテナの基本諸元

名称

製造メーカ

周波数範囲

利得

型名

（MHz）

（公称）

800～880

2 dBi

ダイポール

アンリツ

アンテナ

MA5612A1

図 ２-２

VSWR
2.0 以下

接栓及び
公称インピーダンス
SMA-J
50 Ω

試験に用いた半波長ダイポールアンテナ（アンリツ社製：MA5612A1）
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表 ２-４

試験に用いた電波発射源一覧
CDMA2000 1xEV-DO Rev. A

方式名
サービス名称

CDMA 1X WIN

又は通称

800 MHz 帯 （再編後）

送信周波数帯域
電波発射源の

デジタル変調信号発生器

種別

半波長ダイポールアンテナ

携帯電話端末実機
250 mW

最大空中線電力

２.２. 試験装置の構成
２.２.１. 人体ファントムと植込み型心臓ペースメーカ等の設置方法
植込み型心臓ペースメーカ等は、人体組織による電波の減衰、電磁干渉に起因する人体
内での電流の誘起等をシミュレーションするため、図 ２-３に示すような人体ファントム
内に、0.18 重量%の食塩水を内部に満たしてその中に設置した（0.18 重量%の食塩水を
用 い る こ と は 、 植 込 み 型 医 療 機 器 の 評 価 に つ い て 規 定 し た ISO 14708 10 , 11 , 12 /EN
45502 13, 14, 15が引用しているANSI/AAMI PC69 16, 17において、450 MHzから 3 GHzの植込
み型心臓ペースメーカ等へのイミュニティ試験時の条件として記されている）。植込み型心
臓ペースメーカ等には、通常どおり電極（リード線を含む）を接続し、水深 18 mm に置
かれたペースメーカ保持板上に設置した。また電極は、それぞれ専用電極の使用を原則と
し、専用電極を有していない機種の場合はMedtronic 社の電極を使用した。シングルチャ
ンバー型及びデュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ等の場合は、心房電極及び
心室電極をそれぞれ配した。トリプルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合は、
心房電極と心室電極に加えて心室電極に第 3 電極を沿わせて配置した。
携帯電話端末等の電波発射源が小型の場合の試験では基本的に横型のファントムを用い
ている。そこで、本調査試験でも過去の調査試験結果との整合性を考慮して、横型のファ
ントムを用いた。
なお、平成 14～15 年度の電子商品監視機器（EAS機器）を対象とした試験及び平成 15
～16 年度及び平成 18 年度のRFID機器を対象とした試験では、電波発射源となる機器が
大きく、人体ファントムの上部に接近させる事が不可能であるため、縦型の人体ファント
ムを用いている。この縦型ファントムに関しては、ISO/IEC TR 20017: 2011 18においても
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検証されており、国際的にその有効性が認められている。

植込み型心臓ペースメーカ
又は植込み型除細動器

心室電極
250

出力検出／擬似心電位注入電極

心房電極

ペースメーカ保持板
500
18
70
0.18重量％食塩水
単位：mm

図 ２-３

試験で用いた人体ファントムの構成

２.２.２. 測定装置類の接続
図 ２-４に本調査試験で使用した測定装置類とその相互接続を略図として示す。人体フ
ァントムのペーシングパルス検出擬似心電位注入兼用電極は、植込み型心臓ペースメーカ
等の動作監視、記録、及び植込み型心臓ペースメーカ等の動作モードによって必要になる
動作を制御するための擬似心電位信号を、植込み型心臓ペースメーカ等に注入するための
ものである。この電極は上記目的のために、心房側、心室側ともに差動増幅器によって信
号検出を行い、不平衡出力に変換した後、直記式記録計に接続した。また、擬似心電位信
号は、平衡出力増幅器の出力を 2 kΩ以上の抵抗（擬似心電位発生器内蔵）を介して、心
房側及び心室側のペーシングパルス検出擬似心電位注入兼用電極に接続することで、植込
み型心臓ペースメーカ等に注入した。この差動増幅器と平衡出力増幅器を用いたモデルで
は、一般的に用いられるモデルと比較して心房側と心室側の信号の相互漏洩が抑えられ、
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心房側、心室側の動作監視と信号注入をそれぞれ独立に実現することができる 19。
擬似心電位信号の波形は図 ２-５に示すものとし、その振幅は、植込み型心臓ペースメ
ーカ等が応答を始める最小の振幅の約 2 倍に設定した。

人体ファントム

直記式記録計

＋ －
*

＋ －
*

＋－
**

* 差動増幅器
＋－
**

図 ２-４

**平衡駆動器

擬似心電位発生器

測定装置類の接続構成

振幅

2 ms

図 ２-５

15 ms

擬似心電位信号の特性波形
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２.２.３. 試験環境
調査試験は、人体ファントムの周囲 2 m 以内に測定装置類以外の金属製の物体がない状
態で床面金属の電波暗室内において実施した。なお、人体ファントムは床面から高さが 0.8
m の FRP（Fiber Reinforced Plastics）製の作業台上に設置している。ただし、作業台や
床面からの電波反射の影響を無くすために、図 ２-６に示すように、作業台と人体ファン
トムの間及び作業台の下の床に電波吸収体を敷いている。

電波発射源支柱（FRP製）
電波発射源
擬似基地局
直記式
記録計

擬似基地局
アンテナ
擬似心電位
発生器

信号発生器
高周波増幅器

作業台（FRP製）

図 ２-６

電波吸収体

電波暗室内の測定装置及び電波吸収体の配置状況

２.３. 試験条件
２.３.１. 植込み型心臓ペースメーカ等のプログラム設定
試験時の植込み型心臓ペースメーカ等種別毎のプログラム設定は以下のとおりとした。
なお、以下に記す植込み型心臓ペースメーカ等のペーシングモード等の説明文章中の(R)
は、レート応答機能を有している事を表している。この機能は、運動などによって脈拍が
上昇する要因を機械的に補正及び補助する機能である。これは、植込み型心臓ペースメー
カ等にセンサーを取り付け、運動等による心拍出量を上げる必要が有る場合には自動的に
心拍数を増加させ拍出量を確保する機能である。なお、干渉試験実施時はこの機能は停止
状態としている。
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(1) シングルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合
動作モード

…

AAI(R)あるいは VVI(R)のいずれかで、より高い感度を設定
できるモードで試験を行う。

使用電極

…

人体ファントムの心室電極

電極極性

…

極性を選択できる場合、単極、双極の順で試験を行う。

レート

…

60ppm

不応期

…

最短設定

感度

…

試験手順に従う。ただし、一方のモードだけでは指定の感度
を選択できない場合は、途中でのモード変更も可とする。

その他の項目

…

その機種の標準設定

(2) デュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合
動作モード

…

AAI(R)及び VVI(R)の双方で試験を行う。

使用電極

…

人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常の DDD 接続
で使用する。

電極極性

…

極性を選択できる場合、心房側、心室側の双方について、単
極、双極の順で試験を行う。

レート

…

60ppm

不応期

…

心房、心室とも最短設定

感度

…

試験手順に従う。

その他の項目

…

その機種の標準設定

(3) シングルパス VDD 型植込み型心臓ペースメーカの場合
動作モード

…

VVI(R)及び VDD(R)モードの双方で試験を行う。VDD モー
ドでの試験では、同期信号として、レート 60ppm で振幅が
その機種が応答しうる最小振幅の約 2 倍の擬似心電位信号を
心房側に注入しながら試験を行う。

使用電極

…

専用電極

電極極性

…

極性を選択できる場合、単極、双極の順で試験を行う。
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VDD(R)モード時の心室側は双極とする。
レート

…

VVI(R) モード時 60ppm、VDD(R)モード時 50ppm

不応期

…

心房、心室とも最短設定

感度

…

VVI(R)モード時の心室側、VDD(R)モード時の心房側は試験
手順に従う。VDD(R)モード時の心室側は標準設定とする。

その他の項目

…

その機種の標準設定

(4) 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合
動作モード

…

AAI(R)及び VVI(R)の双方で試験を行う。

使用電極

…

人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常の DDD 接続
で使用する。

電極極性

…

極性を選択できる場合、心房側、心室側の双方について、単
極、双極の順で試験を行う。

レート

…

60ppm

不応期

…

心房、心室とも最短設定

感度

…

試験手順に従う。

その他の項目

…

その機種の標準設定

(5) シングルチャンバー型植込み型除細動器の場合
動作モード

…

VVI(R)で試験を行う。

使用電極

…

人体ファントムの心室電極

電極極性

…

極性を選択できる場合、単極、双極の順で試験を行う。

レート

…

60ppm

不応期

…

最短設定

感度

…

試験手順に従う。試験手順で指定した感度が選択できない機
種では、その機種で選択できる指定感度に最も近い感度にお
いて試験を行う。

その他の項目

…

植込み型除細動器の頻拍・細動検出機能を ON に設定する。
この時、実際の治療機能を OFF にできるものは OFF にする。
頻拍・細動の検出基準はその機種の標準設定とする。
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(6) デュアルチャンバー型植込み型除細動器の場合
動作モード

…

AAI(R)及び VVI(R)の双方で試験を行う。ただし、AAI(R)モ
ードでの試験の場合、心室側を標準設定感度に設定する。

使用電極

…

人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常の DDD 接続
で使用する。

電極極性

…

極性を選択できる場合、心房側、心室側の双方について、単
極、双極の順で試験を行う。

レート

…

60ppm

不応期

…

最短設定

感度

…

試験手順に従う。試験手順で指定した感度が選択できない機
種では、その機種で選択できる指定感度に最も近い感度にお
いて試験を行う。

その他の項目

…

植込み型除細動器の頻拍・細動検出機能を ON に設定する。
この時、実際の治療機能を OFF にできるものは OFF にする。
頻拍・細動の検出基準はその機種の標準設定とする。

(7) 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型除細動器の場合
動作モード

…

AAI(R)及び VVI(R)の双方で試験を行う。ただし、AAI(R)モ
ードでの試験の場合、心室側を標準設定感度に設定する。

使用電極

…

人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常の DDD 接続
で使用する。

電極極性

…

極性を選択できる場合、心房側、心室側の双方について、単
極、双極の順で試験を行う。

レート

…

60ppm

不応期

…

最短設定

感度

…

試験手順に従う。試験手順で指定した感度が選択できない機
種では、その機種で選択できる指定感度に最も近い感度にお
いて試験を行う。

その他の項目

…

植込み型除細動器の頻拍・細動検出機能を ON に設定する。
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この時、実際の治療機能を OFF にできるものは OFF にする。
頻拍・細動の検出基準はその機種の標準設定とする。左心室
と右心室への刺激は同時とする。

２.３.２. 植込み型心臓ペースメーカ等の動作状態
試験時の植込み型心臓ペースメーカ等の動作状態は以下のとおりである。
(1) 植込み型心臓ペースメーカ等が無信号入力で、設定レートのパルスを発生している
状態で試験を行う（Inhibit 試験）。この試験はシングルパス VDD 型植込み型心臓
ペースメーカの VVI モード時にも適用されるが VDD モード時は適用しない。
(2) 植込み型心臓ペースメーカ等がその設定レートより 10～20 % 高いレート（75 ppm）
の擬似心電位信号を感知し、出力パルスが抑制されている状態で試験を行う
（Asynchronous 試験）
。この時、擬似心電位信号の振幅は、植込み型心臓ペースメ
ーカ等が応答する最小振幅の約 2 倍とする。この試験はシングルパス VDD 型植込
み型心臓ペースメーカの VVI モード時にも適用されるが VDD モード時は適用しな
い。
(3) シングルパス VDD 型植込み型心臓ペースメーカの機種を、VDD モードで試験する
場合は、同期信号として、レート 60 ppm で振幅がその機種が応答しうる最小振幅
の約 2 倍の擬似心電位信号を心房側に注入する。
(4) 植込み型除細動器の場合は、Inhibit/Asynchronous 試験中に影響を受けた場合、細
動の誤検出（False Positive）が生じたか否かを点検する（False Positive 試験）。
(5) 植込み型除細動器の場合は、Inhibit/Asynchronous 試験に加え、除細動器の細動検
出範囲内の周期である擬似心電位信号（240 ppm）を加えながら、支障なく細動が
検出されるか否か（False Negative）を試験する（False Negative 試験）。ただし、
前記(4)で細動の誤検出が生じた（False Positive）植込み型除細動器の場合は、本試
験（False Negative 試験）をしない。

２.３.３. 発射電波と変調フォーマット
携帯電話端末実機を用いた試験では、植込み型心臓ペースメーカ等に対して厳しい条件
（評価としては安全性を重視した判断となる）でかつ試験データの再現性を確保するため
に、擬似基地局からの指示等によって携帯電話端末から発射される電波の空中線電力が常
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に最大となるように調整した。
また、擬似携帯電話端末信号による試験では、ベクトル信号発生器を用いて携帯電話端
末が発射する電波と同一の変調フォーマットの信号を発生させ、高周波増幅器で所定の電
力まで増幅して、半波長ダイポールアンテナに給電する方法で試験を実施した。なお、携
帯電話端末実機による試験は、半波長ダイポールアンテナによる試験で干渉を受けた植込
み型心臓ペースメーカ等に対してのみ実施した。
電波発射源の概要を図 ２-７に示す。

※ 送信電力測定のため測定器を接続する。
パワーメータ ：アンリツ 社製 ML2488A
パワーセンサ：アンリツ社製 MA2490A
50Ω
終端器
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A 方式
変調信号発生器
方向性結合器
Agilent社製： 773D
デジタル変調信号発生器
Agilent社製： N5182A

高周波増幅器
R&K社製： A0825-4343-R

半波長ダイポールアンテナ
アンリツ社製： MA5612A1

図 ２-７

ベクトル信号発生器による電波発射源構成概要

過去の調査研究から、干渉はペースメーカ本体のコネクター部での発射電波の強さ、発
射条件（連続発射、断続発射等）、偏波方向、搬送波周波数、変調フォーマットに依存する
ことが報告されている 。そこで、本調査試験の試験条件は次のとおりとした。
(1) 電波は、半波長ダイポールアンテナ、又は携帯電話端末実機から発射した。人体が
近傍にある場合にはその吸収効果により、放射方向でのアンテナ利得は自由空間の
場合より数十%以上低下することが確認されている。したがって、通常の通話状態
で人体が近傍にない条件は、過大側の評価を可能にする。また、直方体の人体ファ
ントムは過大側の評価を与える。
(2) 発射される電波の時間周期が植込み型心臓ペースメーカ等の動作周期（心拍周期）
やそれに近い場合には、電磁干渉（EMI）の影響が大きくなることが確認されてい
る 。そこで、過去の調査研究では、電波の発射条件として連続発射と、通常使用状
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況では起こりえないと考えられる周期約 1 秒で断続する断続発射の 2 つの条件を設
定している。ただし、CDMA 1xEV-DO Rev. AはEV-DOによるデータ通信中におい
ても、定期的に音声通信の着信有無や基地局パラメータ等確認のため 1Xへ切り替え
を行うため、EV-DOの電波が瞬時的に停止している。本調査試験では図 ２-８に示
すように 1Xへの切り替え期間を反映させた連続発射と、図 ２-９に示すように周期
約 1 秒で電波を断続する断続発射の 2 つの条件について試験を実施した。なお、1x
への切り替え時間は、約 98.0 %から 99.9 %の幅を持っているが、本調査試験では端
末提供者に指示された値 99.0 %で設定している。
(3) アンテナ給電電流方向が、人体ファントムに平行（x-y）面で x 軸に平行（ペースメ
ーカ端子軸方向）
、y 軸に平行（ペースメーカリード軸方向）及びその中間方向とな
るように半波長ダイポールアンテナ又は携帯電話端末実機を設定した。
(4) 電波の搬送波周波数については、周波数帯域内において、周波数による干渉影響の
差が殆どみられないことから、試験帯域内の 1 つの周波数とすることとし、次に示
す方針に従って試験を実施した。調査試験の評価上の観点から、半波長ダイポール
アンテナでの試験搬送波周波数と携帯電話端末実機での試験搬送波周波数は同一の
周波数とした。
(5) 発射する電波は ARIB 標準規格（STD-T64）に定められた諸元を適用した。
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図 ２-８電波の連続発射のイメージ

図 ２-９電波の断続発射のイメージ
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２.３.４. 植込み型心臓ペースメーカ等と電波発射源の配置
半波長ダイポールアンテナが電波を発射している場合、アンテナに定在波が発生してア
ンテナの給電点（中央部）では磁界、アンテナエレメントの先端部では電界が最も強くな
る。過去の調査では磁界による影響が支配的であったため、本調査試験でもアンテナ中央
部での磁界による結合に着目して試験を行った。
(1) 試験は半波長ダイポールアンテナ、携帯電話端末実機ともに、給電点（半波長ダイ
ポールアンテナでは中央部、携帯電話端末実機ではアンテナ近傍の筐体表面）を基
準点（基準点Ⅰ）とした。また、図 ２-１０に示すように、半波長ダイポールアン
テナと植込み型心臓ペースメーカ等の角度を、0 度 （ペーシング電極走行方向に平
行） から 90 度 （電極走行方向に直角） の範囲で変化させて試験を行った。
(2) 植込み型心臓ペースメーカ等の基準点 （基準点Ⅱ） は、単極コネクターの場合は
電極リードのピンとコネクターの接続部付近、双極コネクターの場合は 2 つの接続
部の中央付近とした。
(3) 植込み型心臓ペースメーカ等と半波長ダイポールアンテナ又は携帯電話端末実機と
の距離の基点は、植込み型心臓ペースメーカ等の基準点Ⅱの直上の人体ファントム
の食塩水表面とした。
(4) 半波長ダイポールアンテナ又は携帯電話端末実機が植込み型心臓ペースメーカ等に
影響を及ぼしたとする距離は、図 ２-１１に示すように、上記基点と基準点Ⅰの間
の距離とした。
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半波長
ダイポールアンテナ

90°

基準点Ⅰ

0°

基準点Ⅱ

植込み型心臓ペースメーカ等

図 ２-１０

半波長ダイポールアンテナと植込み型心臓ペースメーカ等の角度

基準点Ⅰ 植込み型心臓
ペースメーカ等
に影響を及ぼした
とする距離

基準点Ⅱの直上の
人体ファントムの
食塩水表面

植込み型心臓ペースメーカ等
基準点Ⅱ
人体ファントム
（食塩水で満たされている）

図 ２-１１

植込み型心臓ペースメーカ等に影響を及ぼしたとする距離

２.４. 試験の実施方法
２.４.１. 植込み型心臓ペースメーカ等の感度設定
植込み型心臓ペースメーカ等への電波による影響は、植込み型心臓ペースメーカ等の感
度が高い場合に発生しやすくなる。そこで、試験に先立って植込み型心臓ペースメーカ等
の感度を最高に設定した。以後、影響が発生する毎に、感度を 1.0、2.4、5.6 mV 及びそ
の植込み型心臓ペースメーカ等で設定できる最低感度で試験を行った（指定の感度に設定
できない機種の場合には指定値に最も近い感度に設定した）。
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２.４.２. 試験手順
２.１.２. でも述べたとおり、半波長ダイポールアンテナは、携帯電話端末実機のアンテ
ナと比較して電波の放射効率が高いと考えられるため、半波長ダイポールアンテナから発
射される電波が植込み型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響は、携帯電話端末実機から発射
される電波が及ぼす影響と比べて大きくなる。
そこで過去の調査研究の調査試験と同様に、半波長ダイポールアンテナによる干渉試験
をスクリーニングに用いた 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。具体的には、まず半波長ダイポールアンテナを用
いて下記の（１）試験１及び（２）試験２を行い、これらの試験において、植込み型心臓
ペースメーカ等の動作モードや電極極性等を変更した条件の中で、1 つの動作モードや電
極極性において影響が発生した植込み型心臓ペースメーカ等については、半波長ダイポー
ルアンテナでの試験で影響が発生しなかった動作モードや電極極性も含めて、携帯電話端
末実機を用いて半波長ダイポールアンテナでの試験と同様に、下記の（１）試験１及び（２）
試験２を行った。図 ２-１２に試験手順を示す。
半波長ダイポールアンテナを
用いた試験を実施

NO
影響発生か？
YES
携帯電話端末実機を
用いた試験を実施

試 験 終 了

図 ２-１２

試験手順

(１) 試験１
植込み型心臓ペースメーカ等の感度を最高に設定して電波発射源を基点（植込み型心臓
ペースメーカ等の基準点Ⅱの直上の人体ファントムの食塩水表面）に設定した状態から試
験を開始する。影響が発生したら、植込み型心臓ペースメーカ等の動作記録を最低 5 秒
間程度残す。次に、電波発射源を植込み型心臓ペースメーカ等から遠ざけていき、影響が
発生しなくなる距離を記録する。
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(２) 試験２
試験１で影響が発生した植込み型心臓ペースメーカ等に対して以下の試験を実施する。
影響が発生した植込み型心臓ペースメーカ等は、２.４.１. に示す最高感度の次に指定さ
れた感度に設定して、試験１の項目を再度行う。
さらに影響が発生した植込み型心臓ペースメーカ等に対しては、２.４.１. に示した感度
に従って順次指定された感度に設定して、試験１、試験２を繰り返し行う。
植込み型心臓ペースメーカ等の感度が最低感度に達した場合は、必要な記録が残された
時点で試験終了とする。

２.４.３. 干渉の有無の判定と影響度合いの分類
(１) 干渉の判定
植込み型心臓ペースメーカ等への干渉の有無の判定と影響度合いの分類は以下のとおり
である。
① 各試験終了後には、植込み型心臓ペースメーカ等の内部状態をプログラマーにより点
検し、設定値の変化や状態変化が認められた場合は、影響を受けたと判定する。
② Inhibit 試験及びシングルパス VDD 型植込み型心臓ペースメーカ専用機種の VDD
モードの試験では、植込み型心臓ペースメーカ等についての各試験の観察期間（最低
30 秒以上）にパルスの抑制、あるいはパルス間隔の変化が 1 周期でも認められた場合、
再度同一条件で試験を行い、再現性があれば影響を受けたと判定する。
③ Asynchronous 試験では、植込み型心臓ペースメーカ等についての各試験の観察期間
（最低 30 秒以上）に、パルスの発生が 1 パルスでも認められた場合、再度同一条件
で試験を行い、再現性があれば影響を受けたと判定する。
④ 植込み型除細動器の False Positive 試験では、上記 Inhibit/Asynchronous 試験にお
いて、ショック電流のためのコンデンサの充電が開始された場合、あるいは不整脈が
検出された場合には、影響を受けたと判定する。
⑤ 植込み型除細動器の False Negative 試験では、細動検出機能が失われた場合、影響
を受けたと判定する。
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(２) 電波による影響度合いの分類
本調査研究における電波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響度合いの分類は、
平成 16 年度総務省報告書 、平成 17 年度総務省報告書 、平成 18 年度総務省報告書 、平
成 19 年度総務省報告書 、平成 21 年度総務省報告書 、及び平成 22 年度総務省報告書 の
分類と同様とした。
影響度合いの分類を表 ２-５に示す。本調査試験で認められた影響はこれに従って分類
した。植込み型心臓ペースメーカに見られる具体的な影響と現象を表 ２-６、植込み型除
細動器に見られる影響と現象を表 ２-７に示す。
なお、表 ２-６及び表 ２-７の「影響状況」における「可逆的影響」と「不可逆的影響」
の定義は以下のとおりである。
可逆的影響 ：植込み型心臓ペースメーカ等における何らかの障害が、その原因となる電
波発射源を離せば（あるいは植込み型心臓ペースメーカ等を遠ざければ）、植込み型心臓ペ
ースメーカ等が正常状態に復帰する状態。
不可逆的影響：植込み型心臓ペースメーカ等における何らかの障害が、その原因となる電
波発射源を離しても（あるいは植込み型心臓ペースメーカ等を遠ざけても）、その障害が消
失せず、何らかの人的操作あるいは技術的手段を施さなければ、正常動作状態に復帰し得
ない状態（動作設定条件の消失や書き換え、内部の配線の焼損による治療出力の消失、半
導体の損傷による恒久的な機能停止など）。このうち、動作設定条件の消失や書き換え等、
外部から再設定することで回復できるものを「体外解除可」に分類し、恒久的な治療出力
の消失や機能停止を「要交換手術」に分類している。
表 ２-５

影響度合いの分類

レベル

影響度合い

0

影響なし。

1

動悸、めまい等の原因にはなりうるが、瞬間的な影響で済むもの。

2

持続的な動悸、めまい等の原因になりうるが、その場から離れる等、
患者自身の行動で原状を回復できるもの。

3

そのまま放置すると患者の病状を悪化させる可能性があるもの。

4

直ちに患者の病状を悪化させる可能性があるもの。

5

直接患者の生命に危機をもたらす可能性があるもの。
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表 ２-６

影響度合いの解説（植込み型心臓ペースメーカ）

影響状況

不可逆的影響
正常状態

物理的現象

生体への

可逆的影響
体外解除可

要交換手術

直接的傷害

レベル 0

－

－

－

－

－

レベル 1

－

－

－

－

レベル 2

－

－

－

－

－

レベル 3

－

－

持続的機能停止

－

－

レベル 5

－

－

恒久的機能停止

－

－

－

レベル 5

－

リードにおける起電力/熱の誘導

－

－

－

－

レベル 5

正常機能の維持
1 周期以内のペーシング/センシ
ング異常 （2 秒以内に回復）
1 周期（2 秒）以上のペーシング/
センシング異常
・ペースメーカのリセット
・プログラム設定の恒久的変化

注：［ － ］は、対応するレベルが存在しないことを示す。

表 ２-７

影響度合いの解説（植込み型除細動器）

影響状況
物理的現象

不可逆的影響
正常状態

生体への

可逆的影響
体外解除可

要交換手術

直接的傷害

レベル 0

－

－

－

－

－

レベル 1

－

－

－

－

レベル 2

－

－

－

一時的細動検出能力の消失

－

レベル 3

－

－

－

不要除細動ショックの発生

－

レベル 4

－

－

－

プログラム設定の変化

－

－

レベル 4

－

－

持続的機能停止

－

－

レベル 5

－

－

恒久的機能停止

－

－

－

レベル 5

－

リードにおける起電力/熱の誘導

－

－

－

－

レベル 5

正常機能の維持
1 周期以内のペーシング/センシ
ング異常 （2 秒以内に回復）
1 周期（2 秒）以上のペーシング/
センシング異常

注：［ － ］は、対応するレベルが存在しないことを示す。
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２.４.４. 試験手順のフローチャート
電波の植込み型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響の試験手順のフローチャートを以下に
示す。
なお、この項においては、植込み型心臓ペースメーカを「ペースメーカ」と、植込み型
除細動器を「ICD」と表記する。
(１) シングルチャンバー型ペースメーカ/ICD フローチャート
シングルチャンバー型
ペースメーカ/ICD

AAI(R)
AAI(R)に設定

ここに記したフローで Inhibit 、
Asynchronous の両試験を実施す
る。

*
AAI(R)、VVI(R)の
どちらの最高感度が
高い？

VVI(R)
VVI(R)に設定

単極に設定
＊ICDの場合はこの判断をせずに、
VVI(R)で試験をする。

距離 L=0m、
最高感度、
最短不応期に設定

影響を受けて
いるか？
感度を１段階鈍くする
（最高感度→1mV→2.4mV
→5.6mV→最低感度）

No

Yes
動作の記録, 影響の無くなる距離の記録
No
最低
最低感度か？
度か？
Yes
No

双極に設定

双極での試験
は済んだ？

・ 影響の現れた距離での動作の記録を 5 秒以上
残す。
・ 距離は上記の影響の現れない距離を記録す
る。
・ ICD の場合は頻拍/細動の検出の有無も点検。

Yes
終了
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(２) デュアル、トリプルチャンバー型ペースメーカ/ICD フローチャート
デュアル、トリプルチャンバー型
ペースメーカ／ＩＣＤ
VVI(R)に設定

ここに記したフローで Inhibit、
Asynchronous の両試験を実施す
る。

単極に設定

距離 L=0m、
最高感度、
最短不応期に設定

影響を受けて
いるか？
感度を１段階鈍くする
（最高感度→1mV→2.4mV
→5.6mV→最低感度）

No

Yes
動作の記録、影響の無くなる距離の記録

No
最低感度か？
Yes
No
双極に設定

双極での試験
は済んだ？
Yes

No
AAI(R)に設定

AAI(R)での試
験は済んだ？

Yes

・影響の現れた距離での動作の記録を 5 秒以上残
す。
・距離は上記の影響の現れない距離を記録する。
・ ICD の場合は頻拍/細動の検出の有無も点検。

終了

29

(３) シングルパス VDD 型ペースメーカフローチャート
シングルパス VDD 型
ペースメーカ

ここに記したフローで Inhibit,
Asynchronous の両試験を実施す
る。
ただし、VDD モードでは同期動
作での試験のみとする。

VVI(R)に設定

単極に設定

距離 L=0m、
最高感度、
最短不応期に設定

影響を受けて
いるか？
感度を１段階鈍くする
（最高感度→1mV→2.4mV
→5.6mV→最低感度）

No

Yes
動作の記録、 響の無くなる距離の記録
動作の記録、影響の無くなる距離の記録
No

最低感度か？
Yes

No
双極に設定

双極での試験
は済んだ？
Yes

No
VDD(R)に設定

VDD(R)での試
験は済ん ？
験は済んだ？
Yes
終了
・影響の現れた距離での動作の記録を 5 秒以上残す。
・距離は上記の影響の現れない距離を記録する。
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第３章 植込み型心臓ペースメーカ等への影響に関する試験結果
CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末から発射される電波が植込み型心臓
ペースメーカ等に及ぼす影響について、試験した結果を以下に述べる。

３.１. 植込み型心臓ペースメーカが受ける影響
CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末から発射される電波が植込み型心臓
ペースメーカに及ぼす影響についての調査試験は、半波長ダイポールアンテナ及び携帯電
話端末実機と植込み型心臓ペースメーカ 20 台を組み合わせて実施した。植込み型心臓ペ
ースメーカでは多くの機種が複数のペーシングモードを設定できるが、本調査試験におい
ては同一機種であってもペーシングモードを変えた場合には別機種としてカウントした。
したがって、実際の植込み型心臓ペースメーカは 20 台であるが、それらをペーシングモ
ードの設定別にカウントした結果、試験対象の植込み型心臓ペースメーカは 40 機種とな
った。
なおここで示す試験結果は、植込み型心臓ペースメーカの設定感度を各機種で設定でき
る範囲の中で最高感度に設定した時の結果である。

３.１.１. 植込み型心臓ペースメーカに対する試験結果
植込み型心臓ペースメーカの総機種数、影響を受けなかった機種数、影響を受けた機種
数、最も遠く離れた位置で影響を受けた機種の距離を表 ３-１に示す。
① CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末実機から電波を発射した場合の影
響は、植込み型心臓ペースメーカ 40 機種のうち 5 機種で発生し、総試験数に対する
影響発生試験数の割合は 3.8 %であった。また、最も遠く離れた位置で影響が発生し
た機種の距離は 1 cm 未満であり、その影響度合いはレベル 2（1 周期（2 秒）以上
のペーシング/センシングの以上）であった。なお、「1 cm 未満」とは、半波長ダイ
ポールアンテナを人体ファントムの食塩水表面に物理的に近づけられる最短の距離
である（半波長ダイポールアンテナと人体ファントムの食塩水表面との距離は、２.
３.４. の図 ２-１１を参照）
。また、ここでの影響は半波長ダイポールアンテナが植
込み型心臓ペースメーカに対して特定の角度となった時のみ発生するものであり、
非常に限られた条件下でのみ発生する影響と言える（半波長ダイポールアンテナと
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植込み型心臓ペースメーカの角度は２.３.４. の図 ２-１０を参照）。
② スクリーニングのための試験として、半波長ダイポールアンテナから電波を発射し
た場合の影響は、植込み型心臓ペースメーカ 40 機種のうち 6 機種で発生し、総試験
数に対する影響発生試験数の割合は 5.8 %であった。また、最も遠く離れた位置で影
響が発生した機種の距離は 3 cm であり、その影響度合いはレベル 2 であった。
表 ３-１

携帯電話端末による植込み型心臓ペースメーカへの影響

方式名

CDMA2000 1xEV-DO Rev. A

送信周波数帯域

800 MHz 帯

最大空中線電力

250 mW

電波発射源

半波長ダイポールアンテナ

携帯電話端末実機

40

40
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35

6

5

3 cm

＜1 cm

試験対象植込み型
心臓ペースメーカ
機種数
影響を受けなかった
機種数
影響を受けた機種数
最も遠く離れた
位置で影響を受けた
機種の距離

３.２. 植込み型除細動器が受ける影響
CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末から発射される電波が植込み型除細
動器に及ぼす影響についての調査試験は、半波長ダイポールアンテナ及び携帯電話端末実
機と植込み型除細動器 16 台を組み合わせて実施した。植込み型除細動器には除細動機能
とペースメーカ機能があり、しかも複数のペーシングモードの設定が可能である。本調査
試験においては、同一機種であってもペーシングモードを変えた場合には別機種としてカ
ウントした。したがって、実際の植込み型除細動器は 16 台であるが、それらをペーシン
グモードの設定別にカウントした結果、試験対象の植込み型除細動器は 30 機種となった。
なお、ここで示す試験結果は、植込み型除細動器の設定感度を各機種で設定できる範囲
の中で最高感度に設定した時の結果である。
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３.２.１. 植込み型除細動器のペースメーカ機能に対する試験結果
植込み型除細動器のペースメーカ機能への影響について、植込み型除細動器の総機種数、
影響を受けなかった機種数、影響を受けた機種数、最も遠く離れた位置で影響を受けた時
の距離を表 ３-２に示す。
CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末から発射される電波が植込み型除細
動器のペースメーカ機能に及ぼす影響については、表 ３-２に示すように、半波長ダイポ
ールアンテナ及び携帯電話端末実機から発射した電波は植込み型除細動器の 30 機種すべ
てに対して影響を及ぼさなかった。
表 ３-２

携帯電話端末による植込み型除細動器のペースメーカ機能への影響

方式名

CDMA2000 1xEV-DO Rev. A

送信周波数帯域

800 MHz 帯

最大空中線電力

250mW

電波発射源

半波長ダイポールアンテナ

携帯電話端末実機

30

30

30

30

0

0

－

－

試験対象植込み型
除細動器機種数
影響を受けなかった
機種数
影響を受けた機種数
最も遠く離れた
位置で影響を受けた
機種の距離

３.２.２. 植込み型除細動器の除細動機能に対する試験結果
植込み型除細動器の除細動機能への影響について、植込み型除細動器の総機種数、影響
を受けなかった機種数、影響を受けた機種数、最も遠く離れた位置で影響を受けた機種の
距離を表 ３-３に示す。
CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末から発射される電波が植込み型除細
動器の除細動機能に及ぼす影響については、表 ３-３に示すように、半波長ダイポールア
ンテナ及び携帯電話端末実機から発射した電波は植込み型除細動器の 30 機種すべてに対
して影響を及ぼさなかった。
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表 ３-３

携帯電話端末による植込み型除細動器の除細動機能への影響

方式名

CDMA2000 1xEV-DO Rev. A

送信周波数帯域

800 MHz 帯

最大空中線電力

250 mW

電波発射源
試験対象植込み型
除細動器機種数
影響を受けなかった
機種数
影響を受けた機種数

半波長ダイポールアンテナ

携帯電話端末実機

30

30

30

30

0

0

－

－

最も遠く離れた
位置で影響を受けた
機種の距離

３.３. 影響防止のための対応について
上記の結果を踏まえ、第Ⅲ編においては過去の試験結果も含めた第 3 世代携帯電話方式
の電波が植込み型医療機器等に及ぼす影響について分析を行い、電波が植込み型心臓ペー
スメーカ等に与える影響を防止するための対応として、第 3 世代以降の携帯電話方式の無
線通信端末に対する新たな指針の検討を行った。
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第III編 第３世代以降の携帯電話方式の無線通信端末に対する新
たな指針の検討
第１章 新たな指針の検討の背景・目的
現在、我が国では植込み型医療機器における電磁干渉防止のため「各種電波利用機器の
電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」が広く周知されている。同
指針の中で携帯電話に関しては、携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から 22 cm
程度以上離すこととした、いわゆる距離指針が示されている。本編３.１.１. に示すとおり
この距離指針は平成 7 年度から平成 8 年度にかけて不要電波問題対策協議会（現：電波環
境協議会）が実施した実証実験に基づいて策定されたものである。実験結果において最大
の影響が確認された 1.5 GHz 帯の PDC 方式（第 2 世代携帯電話方式の 1 つ）を利用する
国は世界において日本のみであったため、日本独自の指針を策定する必要があった。同指
針は医療機関、関係省庁、植込み型医療機器業界、携帯電話業界等を通じて幅広く周知さ
れており、現在まで国内において携帯電話を含め電波利用機器による植込み型医療機器に
おける電磁干渉問題は発生していない。
一方、現在国内では、電波の有効利用等を目的とした周波数再編が行われており、これ
に伴い国内の第 2 世代携帯電話方式のサービスは平成 24 年 7 月 24 日をもって終了し、国
内では第 3 世代以降の携帯電話のみが利用可能となる。距離指針の根拠となっていた第 2
世代携帯電話のサービスが停止されることで、今後の我が国の指針の在り方が問われるこ
ととなった。
一方、平成 22 年に政府の行政刷新会議に設置された「規制・制度改革に関する分科会」
は、国民生活や経済活動に影響を与える規制・制度について、その実状の検証とともに、
国民生活の安定や経済成長等に資する見直しと改革を行うという基本認識のもと、多分野
にわたる規制・制度に対し見直しの検討を行ってきた。平成 23 年 4 月 8 日に閣議決定さ
れた同会議の「規制・制度改革に係る方針」 1の中では、本指針に関しても、「ガイドライ
ン（各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針）の
記載について、第二世代携帯電話サービス終了時に合わせて見直しを行う。＜平成 23 年
度検討・結論＞」
（抜粋）という方針が示された。
こうした状況を踏まえ、本年度の調査研究会においては第 3 世代以降の携帯電話端末か
ら発射される電波が植込み型医療機器に及ぼす影響を防止するための検討を行い、第 3 世
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代以降の携帯電話に対する新たな指針を検討することを目的とした。
以下に現行の指針を示す。

1

携帯電話端末及び PHS 端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止する

ための指針

ア 植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話端
末を植込み型医療機器の装着部位から 22 cm 程度以上離すこと。
また、混雑した場所では付近で携帯電話端末が使用されている可能性があるため、十分
に注意を払うこと。
イ 植込み型医療機器の装着者は、PHS 端末の使用に当たっては、アの携帯電話端末と同
様に取り扱うこと。
PHS 端末を植込み型医療機器へ近づけた場合に全く影響を受けないわけではなく、また、
PHS 端末と携帯電話端末が外見上容易に区別がつきにくく、慎重に取り扱うという意味で、
携帯電話端末と同様に取り扱うことが望ましい。

ウ

携帯電話端末及び PHS 端末の所持者は、植込み型医療機器の装着者と近接した状態

となる可能性がある場所（例：満員電車等）では、その携帯電話端末等の電源を切るよう
配慮することが望ましい。

なお、本指針の対象としている植込み型医療機器は、植込み型心臓ペースメーカ及び植
込み型除細動器である。
■植込み型心臓ペースメーカ
心臓に電気刺激を周期的に与えて収縮させることにより心拍を正常に保つため、体内に植
え込んで使用する医療用電子機器。
■植込み型除細動器
心臓の拍動異常の原因となる心室細動・心房細動を除去し規則正しいリズムに戻すため、
体内に植え込んで使用する医療用電子機器。ペースメーカ機能を併せ持つ。
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第２章 新たな指針の検討
本章では新たな指針の検討結果を示す。検討は主に現行指針の項目ア及び項目ウに関し
て行った。なお、項目イに関しては項目アに付随する位置づけであるため、ここでは検討
を行っていない。
検討に当たっては以下の内容を考慮した。各内容については第 3 章に詳細を示す。


携帯電話の影響防止に関する日本の取り組みの経緯（３.１. ）



携帯電話の影響に関する調査結果（３.２. ）



植込み型医療機器の EMI 耐性に関する国際規格（３.３. ）



携帯電話の影響防止に関する指針の運用状況（３.４. ）



将来的な環境変化・新規技術への対応（３.５. ）

２.１. 距離指針(項目ア)に関して
２.１.１. 基本案
(１) 15 cm を新たな距離指針とする
現行の 22 cm の距離指針は、平成 7 年度から平成 8 年度に不要電波問題対策協議会が実
施した第 2 世代携帯電話端末を用いた実証実験において、日本独自の方式・周波数帯で大
きな影響が確認されたことから、それらを基に、携帯電話端末から発射された電波が植込
み型医療機器に及ぼす影響を防止するための指針として定められたものである。
現行の距離指針策定時には、植込み型医療機器の装着者自身の携帯電話の利用機会を逸
することなく、装着者が安全にかつ安心して携帯電話を利用できる環境を整備するという
根本的な前提があった。今回の新たな指針の検討においてもこの前提に変わりはない。
事実、現在まで国内で携帯電話による植込み型医療機器の電磁干渉の問題は発生してお
らず、この距離指針が植込み型医療機器の装着者の安全・安心な携帯電話利用に果たして
きた役割は大きい。今後も植込み型医療機器の装着者自身が携帯電話による電磁干渉につ
いて意識して影響を防止するためにも、距離指針を継続していくことは必要であると考え
る。
しかし、国内の第 2 世代携帯電話サービス終了により、22 cm という距離指針を決めた
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根拠がなくなるため、今後の携帯電話及び植込み型医療機器の双方の状況を踏まえた新た
な距離指針を考える必要がある。このことは、第 3 世代以降の携帯電話方式に対するこれ
までの調査試験によれば、平成 24 年 7 月 25 日以降もサービスが継続する方式・周波数帯
に関しては 3 cm が最大の影響であり、第 2 世代と比較してその影響は小さくなる傾向に
あることからも裏付けされる。しかし、今後次々と携帯電話の新たな方式、周波数帯及び
端末の導入が見込まれる中では、現時点で調査研究会が得ている調査結果だけではなく、
このような電波利用環境の変化も踏まえ慎重に検討する必要がある。
一方、日本で 22 cm の距離指針が策定された後、欧米では植込み型医療機器の EMI 耐
性に関する国際規格が策定され、製品として販売されるためにはこの規格に適合すること
が必要となった。その後、日本でも植込み型心臓ペースメーカ等の承認基準にこの規格が
採用されているが、実質的には植込み型医療機器はすべて欧米からの輸入品であるため、
現在稼働している殆どの植込み型医療機器はこの試験に適合していると推測される。国際
規格の導入に加え、より根本的な EMI 対策である高周波阻止フィルタが導入された機種
も増えており、植込み型医療機器の EMI 耐性は現行指針が策定された当時と比較して大
きく改善されている。
また、国際規格が採用している EMI 耐性の試験方法は、携帯電話等の電波発射源が植
込み型心臓ペースメーカ等から 15 cm 相当の距離に置かれた際に影響を受けないことを確
認するものであり、諸外国では植込み型医療機器の装着者向けの距離指針として、この 15
cm を推奨している。
植込み型医療機器がこの国際規格に適合している以上、日本も諸外国と同様に距離指針
を 15 cm に設定することは合理的な対応と考える。
一方で、携帯電話及び植込み型医療機器双方を取り巻く環境が変化し続ける限り、携帯
電話が植込み型医療機器に及ぼす影響に関する調査を継続していくことは必要であり、中
立的立場で調査研究を行う本調査研究会が果たす役割は大きい。
以上を踏まえ、本調査研究会では、携帯電話端末を植込み型医療機器から 15 cm 程度以
上離すように推奨する新たな距離指針を提案する。
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(２) 新たな指針の具体案
ア

植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話

端末を植込み型医療機器の装着部位から15 cm程度以上離すこと。
また、混雑した場所では付近で携帯電話端末が使用されている可能性があるため、十分
に注意を払うこと。

２.１.２. その他検討された案
基本案以外に本調査研究会において検討された案とその検討結果を以下に紹介する。
(１) 検討案１：距離指針を記載しない
携帯電話端末を植込み型医療機器等に近接させないように推奨するものの距離指針は示
さず、代わりに使用方法の例示等を示す案である。また、指針本文には距離に関する情報
は含めないものの、調査結果や国際規格の基準となる距離（15 cm）については別途情報
提供を行う。過去の調査からも第 3 世代携帯電話方式においては第 2 世代携帯電話方式と
比較して影響は小さくなる傾向にあり、また調査試験は通常では起こりえない厳しい条件
において行われているため、試験結果に基づいた距離指針は過度に安全側の対応と捉える
見方もある。本案によって、現行指針が策定された当時と比較して携帯電話と植込み型医
療機器の電磁干渉問題は改善されているというメッセージを伝えるという意図もある。
研究会の検討結果
本調査研究会の調査試験は安全側の試験であるとはいえ、実際に試験では影響が発生し
ていること、また植込み型医療機器は国際規格が定める試験によって 15 cm 相当の距離で
は携帯電話等の電波の影響を受けないことが確認されていることを考慮すれば、指針の中
に距離を明記しないことは影響の防止策としては不十分と考える。
(２) 検討案２：現時点の第 3 世代以降の携帯電話方式における最大干渉距離に安全マー
ジンを考慮した値とする
現行の指針と同様に、現時点の調査試験結果から得られている第 3 世代以降の携帯電話
方式における最大干渉距離に対し安全マージンを考慮した値とする案である。ただし、現
行指針の安全マージンは実験による検証に基づき決定されたものであり、本案を採用する
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ためには、追加の実験を行い、現在の最大干渉距離に対して適切な安全マージンを検証す
る必要がある。
研究会の検討結果
本調査研究会の調査試験は現在サービスが行われている第 3 世代以降のすべての方式を
網羅しているものではない。
今後新たな方式、周波数帯及び端末の導入が見込まれる中で、
現時点で調査研究会が得ている調査結果だけではなく、こうした電波利用環境の変化も踏
まえ慎重に検討する必要があると考える。
(３) 検討案３：現在の距離指針を維持する
これまで現行指針を運用してきたことにより、国内において携帯電話による植込み型医
療機器の電磁干渉問題は発生していないという事実は評価すべきである。調査試験結果に
示されるように第 3 世代携帯電話方式では影響が小さくなる傾向にあるものの、今後の電
波利用環境の変化を踏まえたより慎重側の対応をとるためにも、現在の距離指針を維持す
るという案である。
研究会の検討結果
22 cm の距離指針の根拠となってきた第 2 世代携帯電話サービスが終了する中で、世界
でも最も厳しい日本の距離指針を維持する根拠を見出すことは難しい。植込み型医療機器
の装着者に携帯電話と植込み型医療機器の電磁干渉問題の情報を正確に把握してもらうた
めにも、現在の状況に合わせた新たな指針を策定することは必要と考える。

２.２. 携帯電話端末及び PHS 端末の所持者に対する注意(項目ウ)に関して
(１) 見直しの考え方
現行指針の項目ウは、植込み型医療機器の装着者だけでなく携帯電話端末及び PHS 端
末等の所持者に対して注意を促すものであり、特に満員電車等の日本特有の交通事情も考
慮したものである。現在のように携帯電話がほぼすべての人に普及している状況において
は一般に向けた注意事項ともいえる。
２.１. で示した項目ア（及び項目イ）では、植込み型医療機器の装着者自身に対する注
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意を促しているものの、満員電車のように人と人が密着してしまう状況においては、個々
の人の努力で状況を変えられず、装着者の注意だけで防止策をとることは困難である。
植込み型医療機器の装着者は一般社会で日常生活を送っており、周りの人は誰が装着者
かを外見から判断することはできない。また、植込み型医療機器の装着者側からも、誰が
どのように携帯電話端末を使用・携行しているかは予測できない。さらに、携帯電話端末
は電源が入っていれば直接操作しているとき以外でも電波の送受信を行っており、どのよ
うな状況において電波が強くなるかを一概に判断することはできない。このため、人と人
が密着するような状況では携帯電話端末の所持者側が携帯電話端末の電源を切ることで、
影響が起こりうる状況自体を避けるという、予防原則に沿った対応が求められる。
国内では植込み型医療機器の装着者は増加傾向にあり、社会全体で装着者が安心して生
活できる環境を作っていくことが求められている。こうした環境作りの 1 つとして、植込
み型医療機器に対する電磁干渉に関する一般の理解を高め、装着者に自然に配慮する意識
を醸成するためにも、一般に向けた周知を徹底していくことは必要である。
このため、項目ウは基本的に維持すべきと考える。ただし、新たな指針の具体案では、
現行指針の「近接した状態となる可能性がある場所（例：満員電車等）では」という表現
を「密着した状態となる可能性がある場合（例：満員電車等）」に置きかえている。これは、
植込み型医療機器の装着者が、距離指針に沿った影響の防止策を取ることができない状況
をわかりやすく伝えるための変更であり、表現を変えたことで、携帯電話及び PHS 端末
所持者側に求められる対応に変わりはない。
(２) 新たな指針の具体案
ウ

携帯電話端末及びPHS端末の所持者は、植込み型医療機器の装着者と密着した状態と

なる可能性がある場合（例：満員電車等）、その携帯電話端末等の電源を切るよう配慮する
ことが望ましい。
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２.３. 新たな指針の案の取りまとめ

1

携帯電話端末及び PHS 端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止する

ための指針

ア 植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話端
末を植込み型医療機器の装着部位から 15 cm 程度以上離すこと。
また、混雑した場所では付近で携帯電話端末が使用されている可能性があるため、十分
に注意を払うこと。
イ 植込み型医療機器の装着者は、PHS 端末の使用に当たっては、アの携帯電話端末と同
様に取り扱うこと。
PHS 端末を植込み型医療機器へ近づけた場合に全く影響を受けないわけではなく、また、
PHS 端末と携帯電話端末が外見上容易に区別がつきにくく、慎重に取り扱うという意味で、
携帯電話端末と同様に取り扱うことが望ましい。

ウ

携帯電話端末及び PHS 端末の所持者は、植込み型医療機器の装着者と密着した状態

となる可能性がある場合（例：満員電車等）、その携帯電話端末等の電源を切るよう配慮す
ることが望ましい。
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第３章 検討内容
３.１. 携帯電話の影響防止に関する日本の取り組みの経緯
３.１.１. 不要電波問題対策協議会による実証実験と指針の策定
1990 年代半ば、携帯電話端末から発射される電波による植込み型心臓ペースメーカの電
磁干渉事例が欧米を中心に報告されるようになったことを契機に、平成 7 年不要電波問題
対策協議会（現：電波環境協議会）がイミュニティ委員会に「医用電気機器作業部会」を
設置し、平成 7 年度から平成 8 年度にかけて携帯電話端末から発射された電波が植込み型
心臓ペースメーカを含めた医療機器に及ぼす影響について大規模な実証実験を実施した。
この調査結果 2を基に同協議会は平成 9 年 3 月に「医用電気機器への電波の影響を防止す
るための携帯電話端末等の使用に関する指針」を策定している。
実証実験の中で植込み型心臓ペースメーカについては、800 MHz 帯及び 1.5 GHz 帯の
PDC 方式のデジタル携帯電話及び 1.9 GHz 帯の PHS 端末による植込み型心臓ペースメー
カ 228 機種（当時販売されていたほぼ全機種にあたる）に対する影響が調査された。なお、
試験は平成 7 年度と平成 8 年度の 2 回に分けて実施されており、平成 7 年度は 70 機種、
平成 8 年度は 158 機種に対し試験を実施した。試験方法は第Ⅱ編に示す方法と同様である。
表 ３-１不要電波問題対策協議会による試験結果（出典：不要電波問題対策協議会報告書）
PDC

方式
800 MHz

送信周波数

1.5 GHz

80 mW

ダイポール

デジタル

ダイポール

デジタル

ダイポール

アンテナ

携帯電話

アンテナ

携帯電話

アンテナ

228

試験対象機種数
干渉を受けなかっ

1.9 GHz

0.8 W

アンテナ入力
電波発射源

PHS

147

184

171

218

222

81

44

57

10

6

最大干渉距離
74※1
30※2
30
※1
74 cmと 34 cmが各 1 機種、その他は 13.5 cm以下
※2
30 cmが 1 機種、その他は 14 cm以下

15

7

た機種数
干渉を受けた
機種数
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実験結果では、デジタル携帯電話実機については 800 MHz 帯で 30 cm の影響が 1 機種、
他は 14 cm 以下あるいは影響は発生しなかった。また 1.5 GHz 帯では 15 cm の影響が 1
機種、他は 10 cm 以下の影響、あるいは影響は発生しなかった。800 MHz 帯で 30 cm の
影響が発生した 1 機種に対しては、取扱企業が全関連医療機関及び当該機種の装着者に対
して安全情報提供の周知徹底を行っている。そのため、
「医用電気機器への電波の影響を防
止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」における植込み型心臓ペースメーカに
対する指針の検討は、1.5 GHz 帯 PDC 方式における最大干渉距離 15 cm を最大の影響と
して、この基準を基に検討された。
距離指針の策定に当たっては、実験による検証を行った上で、最大干渉距離 15 cm に対
して、誘導磁界の強度が距離の 2 乗に反比例することに基づいて安全マージンを考慮し、
誘導磁界の強度が半分になる 22 cm を距離指針とした。上記指針は平成 9 年 3 月に公表さ
れた。

３.１.２. 総務省による調査研究と指針の策定
不要電波問題対策協議会の指針公表後、CDMA（符号分割多元接続）方式の新しい携帯
電話サービスが開始され、植込み型医療機器側のEMIに対する耐性も向上してきたことを
踏まえ、平成 12 年総務省は、これら新しい方式の端末を含む携帯電話端末等から発射さ
れる電波が医療機器等に及ぼす影響に関する調査研究をすることとし、
「電波の医用機器等
への影響に関する調査研究会」
（本調査研究会

※

）を設置した。平成 12 年度及び平成 13

年度の調査 3においては、携帯電話端末として従来のPDC方式に加え新しいCDMA方式の
携帯電話も用いることとし、植込み型医療機器についても植込み型心臓ペースメーカに加
えて植込み型除細動器も対象とした。調査では、800 MHz帯/1.5 GHz帯のPDC方式の携帯
電話端末、2 GHz帯のW-CDMA方式の携帯電話端末及び 800 MHz帯のCDMA/CDMA2000
1x方式の携帯電話端末及び 1.9 GHz帯のPHS端末による、植込み型心臓ペースメーカ 124
機種及び植込み型除細動器 21 機種に対する影響を調査した。この調査において、不要電
波問題対策協議会の実証実験における実機での最大干渉距離 15 cmを超えて影響を受けた
機種はなかったため、新しい方式の携帯電話端末及び植込み型除細動器について不要電波
問題対策協議会の指針は妥当であり、また同実証実験以降に発売された新機種の植込み型
心臓ペースメーカについても指針の妥当性が確認された。
※

現研究会の名称は「電波の医療機器等への影響に関する調査研究会」
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その後、調査研究会では携帯電話を含め各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器に
及ぼす影響について調査を継続し、平成 17 年 8 月に平成 16 年度までに実施した調査の結
果を基に、
「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指
針」として取りまとめた。平成 17 年度以降も調査を継続し、毎年の調査結果を踏まえ、
必要に応じて同指針の見直しを行っている。
携帯電話に関しては昨年度までに、平成 12 年度～13 年度 、平成 16 年度 4、平成 17 年
度 5、平成 18 年度 6、平成 19 年度 7及び平成 21 年度 8に調査を実施しているが、いずれに
おいても不要電波問題対策協議会の実証実験における第 2 世代の携帯電話端末実機での最
大干渉距離 15 cmを超える影響は確認されていない。また、第 3 世代の携帯電話方式では
第 2 世代携帯電話方式と比較して影響が小さくなる傾向が見られていたものの、国内で第
2 世代携帯電話サービスが継続されていることから、22 cmの距離指針が維持されてきた。

３.２. 携帯電話の影響に関する調査結果
３.２.１. 本年度調査結果
周波数再編に伴い平成 24 年 7 月 24 日をもって国内の第 2 世代携帯電話サービスが終了
することを受けて、本年度は過去に実施した第 3 世代以降の携帯電話方式による影響に関
する調査結果を根拠の 1 つとして、新たな指針の検討を行うこととした。本年度の調査は
過去に実施した第 3 世代携帯電話方式に対する調査を補完する位置づけであり、過去の調
査で「最も大きな影響が確認された方式・周波数帯」について再度調査試験を実施し、影
響を確認することとした。第 3 世代の携帯電話方式において、最大の影響が確認されたの
は、平成 16 年度に実施した CDMA2000 1x / CDMA2000 1xEV-DO（Rev. 0）に対する調
査であり、最大干渉距離 8 cm の影響が確認されている。ただし、周波数再編に伴い平成
16 年度当時の 800 MHz 帯対応端末は、再編後は使用できなくなり、また再編後の 800 MHz
帯では、当時の方式は後継方式に移行している。これらの状況を踏まえ、本年度の調査対
象は、800 MHz 帯（再編後）の CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式とした。
調査では、800 MHz 帯の CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末から発射さ
れる電波が、第Ⅱ編２.１.１. の表 ２-１に示す試験対象の植込み型心臓ペースメーカ 20
台（40 機種）及び植込み型除細動器 16 台（30 機種）に及ぼす影響について調査試験を行
い、以下の結果を得た。
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携帯電話端末実機を用いた試験においてが植込み型心臓ペースメーカ 40 機種中 5 機種
において 1 cm 未満の影響が発生し、その影響の度合いは最大でレベル 2（1 周期（2 秒）
以上のペーシング/センシングの以上）であった。また植込み型除細動器にはいずれも影響
を及ぼさなかった。

３.２.２. 第３世代携帯電話方式に対する調査結果
以下に第 3 世代携帯電話方式に対する本年度までの調査結果をまとめる。過去に調査を
実施した第 3 世代携帯電話方式における最も大きな影響は平成 16 年度に実施した 800
MHz 帯の CDMA2000 1x/CDMA2000 1xEV-DO（Rev.0）方式の 8 cm の影響であるが、
平成 24 年 7 月 25 日以降に国内で利用される方式では、平成 17 年度に実施した 800 MHz
帯の W-CDMA 方式の 3 cm が最大の影響となる。
ただし、これらの調査結果は現在サービスが行われているすべての第 3 世代以降の携帯
電話方式を網羅しているものではなく、例えば平成 22 年に国内でサービスが開始された
LTE 方式等に対しては調査を行っていない。
表 ３-２ 第 3 世代以降の携帯電話に対する調査結果

世代

2G

方式

PDC

W-CDMA
W-CDMA（HSDPA）
3G

PHS

W-CDMA（HSUPA）
CDMA/CDMA2000 1x
CDMA2000 1x /
CDMA2000 1xEV-DO
（Rev.0）
CDMA2000 1xEV-DO
Rev. A
PHS

送信周波数

バースト
出力

800 MHz

800 mW

1.5 GHz

800 mW

800 MHz
1.7 GHz
2 GHz
1.7 GHz
800 MHz
1.7 GHz
2 GHz
800 MHz
800 MHz
2 GHz
800 MHz
2 GHz
1.9 GHz

80 mW

ペースメーカ
（cm）
実機
DP
266 mW (full) 30※1 74※2
133 mW (half) 11.5
15.5
15
30
266 mW (full)
133 mW (half)
4
6
250 mW
3
16
1 未満
250 mW
3
250 mW
1
3.5
250 mW
2
250 mW
2
4
1 未満
250 mW
250 mW
200 mW
1.8
6
250 mW
8
11
300 mW
3(4)
13
150 mW
1(1)
2
1 未満
250 mW
3
200 mW
1
2
7
10 mW
2.5
平均出力

30 cmが 1 機種、その他は 14 cm以下
※2
74 cmと 34 cmが各 1 機種、その他は 13.5 cm以下
・平成 7 年－8 年調査は不要電波問題対策協議会が実施
・網掛け部分は平成 24 年 7 月 25 日以降サービスが行われないもの
・( )内は外部アンテナの場合
・DP：半波長ダイポールアンテナ
・full：full rate codec, half：half rate codec
※1
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除細動器
（cm）
実機
DP
5

6.5

1
2
2
-(1)
-(-)
-

2.5
3
3
2
2
-

実施年
H7-8
H12-13
H7-8
H12-13
H17
H18
H12-13
H19
H21
H21
H21
H12-13
H16
H16
H16
H23
H19
H7-8
H12-13

３.３. 植込み型医療機器の EMI 耐性に関する国際規格
３.３.１. 米国規格
(１) 規格策定の背景
不要電波問題対策協議会が最初の実証実験を行っていたほぼ同時期、米国においても欧
米の研究報告を契機とし携帯電話の電波が植込み型心臓ペースメーカに及ぼす影響につい
て研究が行われていた。平成 7 年 8 月米国の携帯電話業界団体が中心となって設立された
Wireless Technology Research, L. L. C（WTR）※は植込み型心臓ペースメーカ装着者 980
名の協力のもと、当時米国で利用中及び開発中の携帯電話 5 機種（アナログ方式 1 機種及
びデジタル方式 4 機種）を用いた臨床実験を実施した。WTRは独立性の高い研究プログラ
ムであったため、同研究には医療機器の規制当局である米国食品医薬品局（FDA）も協力
を行っている。臨床実験の結果、植込み型心臓ペースメーカ装着者の 50 %以上で何らかの
電磁干渉の影響が発生することが確認された。この結果を受けて、影響防止のための対策
が検討され、平成 8 年 9 月にWTR最終勧告 9として公表された。同勧告では植込み型心臓
ペースメーカの装着者に対して、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカから安全な距離に
離すよう勧告し、既存のデータから植込み型心臓ペースメーカと携帯電話の距離が大きく
なるほど干渉の危険が低くなり、大部分の植込み型心臓ペースメーカ装着者にとって 6 イ
ンチ（約 15 cm）が危険を最小化する距離であるとした。また、一部の植込み型心臓ペー
スメーカ装着者に残る危険については医師から危険の周知を徹底することで防ぐことがで
きるとしている。
さらに同勧告では、ペースメーカ業界に対して植込み型心臓ペースメーカ市場投入前の
審査を拡大することを勧告し、この審査過程により、ペースメーカ業界は携帯電話からの
電磁放射による干渉への耐性に関し、将来市場に出す植込み型心臓ペースメーカの適切な
試験が可能となると指摘した。
(２) 米国規格 ANSI/AAMI PC69 の策定
上記の流れを受け、米国医療器具開発協会（Association for the Advancement of

※

米国会計検査院の助言を受けて、携帯電話の業界団体が無線技術が人体に与える影響を
調べるために設立した独立法人
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Medical Instrumentation: AAMI）のペースメーカ委員会（Pacemaker Committee）の下
に医療関係者、植込み型医療機器メーカの関係者及びFDA担当者からなるペースメーカ
EMCタスクフォース（Pacemaker Electromagnetic Compatibility Task Force）が設置さ
れ、同タスクフォースによって植込み型医療機器のEMCの試験方法が確立された。その後、
米国の標準化機関ANSI（American National Standards Institute）によって規格化され
ANSI/AAMI PC69: 2000 10として発行された。同規格では、450 MHz～3 GHzにおける
EMI耐性評価の試験条件のうち電波発射源である半波長ダイポールアンテナへの実効入
力電力を、6 方式の携帯電話端末実機を用いた実験を基に決定している。この際、各携帯
電話端末実機と植込み型心臓ペースメーカ間の距離を変えて、携帯電話端末によってペー
スメーカコネクター端子に誘起される高周波電圧振幅と、ペースメーカから 2.5 cmの距離
に設置した半端長ダイポールアンテナによる誘起起電力が等しくなる半波長ダイポールア
ンテナの入力電力の関係を実験的に求め、携帯電話端末とペースメーカの距離が 15 cmに
相当する最大の入力電力（12 mW）に安全マージンを考慮して、3 倍値の 40 mWを入力
電力として設定している。つまり、この試験方法は携帯電話が植込み型医療機器に対して
WTR勧告で示された 6 インチ（約 15 cm）の距離に置かれた状況を想定しており、この試
験によって影響を受けないことが規格への適合の判断基準となる。
なお、2007 年に発行された第 2 版ANSI/AAMI PC69: 2007 11においては上記の半波長
ダイポールアンテナの入力電力が 40 mWから 120 mWへと引き上げられている。15 cm相
当の距離の影響を確認する基本的方針に変わりはないものの、実測値に対する安全マージ
ンの設定が引き上げられており、植込み型医療機器側により強いEMI耐性が求められる状
況となっている。

３.３.２. 欧州・国際規格
欧州の植込み型医療機器に関する規制の基本となる法律は、EC指令のCOUNCIL
DIRECTIVE 90/385/EEC 12であり、このEC指令の要求事項に対応するEMCの規格として
CEN/CENELEC規格のEN 45502-1: 1997 13（一般要求事項）、EN 45502-2-1: 2003 14（植
込み型心臓ペースメーカ）及びEN45502-2-2: 2008 15（植込み型除細動器）が策定されて
いる。これらの規格における電磁放射に対するイミュニティに関する項目では、450 MHz
～3 GHzの電磁界に対する試験方法として３.３.１. に示した米国ANSI/AAMI PC69:
2000 を引用している。

49

さらにこのEN45502 はISO 14708 として世界標準化され、ISO 14708-1: 2000 16がEN
45502-1: 1997、ISO14708-2: 2005 17 がEN 45502-2-1: 2003、ISO14708-6: 2010 18 が
EN45502-2-2: 2008 に対応している。また、現在（平成 24 年 3 月時点）PC69 の第 2 版
ANSI/AAMI PC69: 2007 に対応した国際規格ISO/PRF 14117 19も策定作業中である。つま
り 450 MHz～3 GHz帯におけるEMI耐性に関する規格はすべて、ANSI/AAMI PC69 の試
験方法を採用していることになる。
ただし、欧州・国際規格では、EMI の発生を抑える効果がある高周波阻止フィルタ
（feed-through filter）を外部との接続部に設置している機器に対しては、試験が免除さ
れている。

３.３.３. 日本における国際規格への対応状況
一方、日本においては、平成 14 年に厚生労働省が行政通知（医薬審発第 0830006 号）
20及び関係する通知 21において、医療機器のEMC規格への適合確認に関する方針を示して

いる。この中で植込み型医用電気機器のように、国際的に用いられている、より適切な規
格がある場合は、それらの規格への適合確認を持って電磁両立性規格への適合確認として
も差し支えないとし、特に欧州規格のprEN 45502-2-1 及びprEN 45502-2-2（この時点で
は両規格ともまだ規格案であった）に関しては適用妥当性が確認済みであるため、妥当性
を証明する資料の添付は不要とされた。さらに平成 19 年には厚生労働省より「植込み型
心臓ペースメーカ等承認基準」
（薬食発第 0302004 号）が制定された。同基準は上記の ISO
14708-1: 2000、ISO14708-2: 2005、EN 45502-2-1: 2003、ANSI/AAMI PC69: 2000 等を
引用しており、また引用する規格等がそれらの規格等と同等以上の場合には、それらの規
格等を使用することができるとしている。
実際には、平成 14 年の行政通知時点で植込み型医療機器はすべて欧米からの輸入品で
あり、その時点で製造国において有効であった規格に適合することが要求されていたため、
間接的には規格適合品が輸入、使用されていたと考えられる。
植込み型医療機器の電池寿命は一般に 5 年～7 年とされているため、現在国内で稼働し
ている大半の植込み型医療機器は、上記の規格に適合していると考えられる。しかし、機
器の設定等によっては電池寿命が持続し、通常よりも長期にわたって使用される場合もあ
り、規格が適用される以前に製造された機種の現在の稼働状況を正確に把握することはで
きない。
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以下に植込み型医療機器の EMC に関する国際規格の関係を示す。
★は日本の植込み型心臓ペースメーカ等承認基準（H19薬食発第0302004）でも引用

植込み型心臓ペースメーカ
国際規格
（ISO）

植込み型除細動器

ISO/PRF 14117

引用

ISO14708-1:2000 (一般要求事項)★
ISO14708-2:2005★
対応

ISO 14708-6:2010

(450MHz ～ 3GHzの試験方法はPC69:2000に準拠)

対応

EN 45502-1:1997（一般要求事項）

欧州規格
（CEN/CENELEC）

EN 45502-2-1:2003★
引用

EN 45502-2-2:2008

(450MHz ～ 3GHzの試験方法はPC69:2000に準拠)

引用

ANSI/AAMI PC69:2000（第1版）★
米国規格
（ANSI/AAMI）

改訂（ダイポールアンテナへの
実効入力電力が3倍に）

ANSI/AAMI PC69:2007（第2版）

図 ３-１植込み型医療機器の EMC に関する規格の関係

３.３.４. 欧米規格と本調査研究会の試験方法の違いについて
現在 EMI 耐性の適合評価においては 450MHz～3GHz の試験方法として ANSI/AAMI
PC69 で規定された試験方法が広く用いられている。しかし、ANSI/AAMI PC69 はあくま
で規格への適合の可否を判断するための試験方法であり、個別の電波発射源を想定して、
影響が発生する距離や影響の度合いを確認する本調査研究における調査試験とは趣旨が異
なる部分もある。
以下に日米の試験方法の違いを整理している。
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表 ３-３本調査研究会と ANSI/AAMI PC69 の主な試験方法の比較
日本：不要電波問題対策協議会（1996 年～）

米国：ANSI/AAMI PC69 （2000 年～）

総務省（2000 年～）
試験目的

影響が発生する最大距離と影響の度合いを確認

電波発射源

半波長ダイポールアンテナ（スクリーニング用） 半波長ダイポールアンテナ
無線通信端末実機

試験で適合基準を満たすかを確認

（携帯電話や無線機等、個人用のハンドヘルド
通信機器を想定している）

使用する

寸法：250×500×70（mm）

寸法：510×360×140（mm）※最低寸法

人体ファントム

水面-DUT 保持板間距離：18 mm

水面-DUT 表面間距離：5 mm

ファントム内は 0.18 %食塩水で満たす

ファントム内は 0.18 %食塩水で満たす

（RFID や EAS 等、物理的制約がある場合は、
縦型のファントムを用いる。
）
電波発射源への

40 mW （ANSI/AAMI PC69: 2000）

調査対象端末の最大出力

120 mW （ANSI/AAMI PC69: 2007）

入力電力
電波発射源への

調査対象の変調信号で連続発射と断続発射を行

バースト幅 25 ms・周期 500 ms・立上り/降下

入力信号

う

時間 0.5 μs 以下の信号

電波発射源と

電波発射源を動かし、距離を変化させる

2.5 cm の距離に固定

■共通：設定値の変化

■共通：設定値の変化

■植込み型心臓ペースメーカ

■植込み型心臓ペースメーカ

・擬似心電位信号 OFF(Inhibit)：

・擬似心電位信号 OFF：

DUT の配置
※

影響の判断基準

パルスの抑制、パルスの間隔変化あり
・擬似心電位信号 ON(Asynchronous)：
パルスの発生

設定レートに対する 10 %以上の変動あり
・擬似心電位信号 ON：
パルスの発生

■植込み型除細動器

■植込み型除細動器

・Inhibit/Asynchronous 測定中(False Positive)： ・擬似心電位信号 OFF：
ショック電流のコンデンサ充電開始、

高電圧電極へのパルス発生なし

不整脈の検出

又はペーシング電極への高頻度ペーシング

・細動検出範囲内周期の擬似心電位信号 ON
(False Negative)：

・細動検出範囲内周期の擬似心電位信号 ON：

細動検出機能が失われた場合

高電圧電極へ適切なショックを発生しない

（さらに、影響の度合いを影響状況と物理的現
象で 5 段階に分類）
※

パルス発生なし

DUT：Device Under Test（植込み型心臓ペースメーカ等を指す）
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３.４. 携帯電話の影響防止に関する指針の運用状況
３.４.１. 日本の状況
日本においては平成 9 年に不要電波問題対策協議会による指針が示されており、諸外国
の中でも最も早くから携帯電話による植込み型医療機器等に対する影響を防止するための
取り組みが開始されている。平成 12 年には本調査研究会が設置され、対象を携帯電話か
ら電波利用機器に拡大し継続的な調査が実施されている。平成 17 年 8 月には総務省が調
査結果を基に「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するため
の指針」を公表し、リーフレットの配布 22や電波の安全性に関する説明会等 23を通じて指
針の周知・啓発を行っている。さらに、調査結果において対応が必要な影響が確認された
場合は、関係機関と協力の上、影響防止のための対応を適宜行っている。
植込み型医療機器の装着者に対しては、植込み型医療機器等の植込みを行う医療機関か
ら、指針に基づき電波利用機器の使用に関する指導が行われている。さらに、植込み型医
療機器製造メーカや無線通信サービスを提供する通信事業者、各種通信端末メーカ等の各
関係者が自主的に製品・サービスの取り扱い説明書等への記載により情報提供を行ってい
る。
また、総務省の指針においては、携帯電話端末及び PHS 端末所持者、つまり一般の人
に対しても、植込み型医療機器の装着者と近接した状態となる可能性がある場所（例：満
員電車等）では、その携帯電話端末等の電源を切るよう配慮する指針が周知されてきた。
一例として、電車等の公共交通機関においては、優先席付近において携帯電話の電源を切
るよう協力を求める注意喚起がなされている。
こうした一連の取り組みにより、現在国内において、携帯電話を含め電波利用機器によ
る植込み型医療機器への影響は報告されていない。

３.４.２. 海外の状況
海外における携帯電話による植込み型医療機器への影響を防止するための取り組みを以
下に示す。なお、取り組みの現状を確認するため、米国食品医薬品局（Food and Drug
Administration: FDA ） の 医 療 機 器 放 射 線 保 健 セ ン タ ー （ Center for Devices and
Radiological Health: CDRH）及び英国医薬品庁（Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency: MHRA）の担当者に対してヒアリング調査を実施した。
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(１) 米国
３.３.１. に示すように米国では 1996 年の WTR 最終勧告において、植込み型心臓ペー
スメーカ装着者に対して、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカ等から 6 インチ（約 15 cm）
離すよう勧告されている。現在では 6 インチの距離指針は合意見解（consensus view）と
して広く認識されている。
また、同勧告においては、医師、植込み型心臓ペースメーカ業界及び携帯電話業界に対
しても、携帯電話と植込み型心臓ペースメーカの干渉に関する注意喚起をするように求め
ている。特に植込み型心臓ペースメーカの装着者に直に接する臨床医に対して、電磁干渉
の危険性や植込み型心臓ペースメーカの EMI 耐性に関する詳細な情報を把握し、装着者
に対して適切な移植やアドバイスを行うよう求めている。
このため FDA ではセミナー等を通じて臨床医に植込み型医療機器の電磁干渉に関する
情報を提供し、臨床医の植込み型医療機器の装着者に対する指導をサポートしている。
また、FDA/CDRHのホームページでは、ペースメーカ装着者に向けて以下のような情報
提供 24を行っている。
ペースメーカ装着者に対する注意喚起
EMI が発生した場合、以下の 3 つの影響のいずれかが発生する可能性があります。
 心臓リズムを制御する刺激パルスが発生しない。
 パルスの発生が不規則になる。
 心臓の自己リズムを検知せず、規定レートでパルスを発生してしまう。
しかし、現在の研究によると、携帯電話は大部分のペースメーカ装着者に対して健康上の
重大な問題を引き起こすものではないと考えられています。ペースメーカ装着者が携帯電
話による問題を確実に防ぐためには、以下の簡単な予防策をとってもよいでしょう。
 ペースメーカと携帯電話の間に付加的な距離を確保するために、携帯電話をペースメ
ーカが植込まれている側とは反対の耳にあてる。
 電源を入れた携帯電話をペースメーカの直近に位置しない。
（携帯電話をペースメーカ
の上に着ているシャツやジャケットに入れて携行しないこと。）
さらに植込み型医療機器業界、携帯電話業界においても、製品の取り扱い説明書に注意
事項を記載する等の自主的な対応が行われている。
FDA は医療機器の規制当局として医療機器の認可を行っており、必要な場合には医療機
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器及び電波を発射する電子機器の両方に対して、強制的な規格への適合を課す権限を有し
ている。なお、携帯電話に関してはこのような強制規格が策定されたことはない。強制規
格の策定以外にも、民間が行うコンセンサスベースの規格策定へ参加したり、こうした規
格を認可する権限も有しており、ANSI/AAMI PC69: 2000/2007 の策定作業にもこの枠組
みの中で FDA の担当者が参加している。
また、FDAは携帯電話を含め電子機器による植込み型医療機器への影響に関して、継続
的にモニタリングや研究を行っている 25。さらに、米国の放送通信分野の規制当局である
連邦通信委員会（Federal Communications Commission: FCC）とも緊密な連携関係にあ
り、携帯電話等の通信機器による植込み型医療機器のEMIの問題が発生した場合には、
FCCから携帯電話の端末メーカや一般向けに説明を行うことになっている。
(２) 英国
英国においても米国と同様、植込み型医療機器装着者に対して、携帯電話を植込み型医
療機器から 15 cm以上離すよう推奨している。植込み型医療機器の装着者に直接指導を行
うのは、国民保健サービス（National Health Service: NHS）等の医療機関である。MHRA
自体は医療機器の認可は行わないが、植込み型医療機器に関するインシデントを監視して
おり、医療機器メーカがインシデントをMHRAにレポートする強制及びボランタリーの仕
組みが構築されている。さらにNHSと密接に連携することで、医療関係者からもインシデ
ントのレポートが上がるようになっている。なお、MHRAは 1997 年に携帯電話等による
医療機器への影響に関する研究 26を実施しているが、この研究では植込み型医療機器は対
象としておらず、その後も研究は行われていない。現在、MHRAはホームページ上で植込
み型医療機器を含む医療機器のEMCに関する情報や予防策を提供しているが、特に重大な
問題があった場合には個別にガイダンスを公表することもある。MHRAによれば、現在ま
でに報告されているインシデントは非常に少なく、重大なものはないため、現時点では植
込み型医療機器のEMCに関する個別ガイダンスを出す必要はないとしている。ただし、空
港セキュリティで使用されるボディスキャナに関しては、実際のインシデントは確認され
ていないものの、予防的な措置として過去に以下のようなアドバイス 27を公表した事例が
ある。
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MHRAのアドバイス（空港セキュリティにおけるボディスキャナと植込み型電子医療機器
について）
MHRAは、空港セキュリティのボディスキャナと植込み型医療機器との干渉に関していか
なる証拠も確認していません。植込み型の心臓ペースメーカ、ICDや神経刺激装置を装着
していても、空港セキュリティのボディスキャナを利用することができます。ただし、金
属検知器内は通り抜け、検知ゾーンにとどまらないようにしましょう。携帯電話同様、ハ
ンディ型のスキャナは植込み型医療機器から 6 インチ（約 15 cm）離してください。植込
み型医療機器装着者はデバイスに関する詳細情報を記載した登録カードを携帯し、セキュ
リティチェックを通る際に空港スタッフに示してください。フライト自体は植込み型医療
機器の干渉リスクを高めるものではありませんが、搭乗時は地上に比べて無線技術と近接
しているということを意識してください。ご自身の植込み型医療機器に関する詳細情報は、
近くの心臓病センターや植込み型医療機器メーカに問い合わせてください。
MHRA では今後もインシデントのレビューを続け、対応が必要な場合には、個別のガイ
ダンスを公表するなどの対応を続けていくとしている。

３.５. 将来的な環境変化・新規技術への対応
３.５.１. 携帯電話
(１) 携帯電話の普及・進化
平成 23 年 12 月末時点における国内の携帯電話及びPHSの加入契約数の合計は 1 億
2,986.8 万加入となり、人口普及率は初めて 100 %を超えて 101.4%となった。この結果は、
すべての国民が携帯電話を持つ時代が現実化したことを示している。また、携帯電話の加
入契約数 1 億 2,555.7 万加入のうち、第 3 世代携帯電話の加入契約数は 1 億 2,495.9 万加
入で、その割合は 99.5 %に達している 28。高速・大容量データ通信を可能とする第 3 世代
携帯電話の普及により、携帯電話によるインターネット利用は拡大しており、平成 23 年
度の情報通信白書によれば、インターネットを利用する際に携帯電話、PHS及び携帯情報
端末（PDA）等のモバイル端末を利用する人の割合は平成 22 年末時点で、83.3 %（7,878
万人）に達している。
さらに、近年のスマートフォンやタブレット端末等の革新的な端末の登場により、動画
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や各種アプリケーションなどのリッチなコンテンツの利用に対する需要が急速に高まって
いる。そのため今後の携帯電話方式では広帯域化、複数帯域化の流れが進むものと考えら
れる。また第 3.9 世代以降の携帯電話方式においては、通信の高速化、品質向上の目的で
マルチアンテナ技術にも対応している。さらに、時と場所を選ばずにインターネットを利
用するため、携帯電話方式に加え、無線 LAN 等、他の通信方式を標準的に搭載している
端末も増えている。
過去の調査結果から第 3 世代以降の携帯電話方式については、それ単体の方式では第 2
世代と比較して影響は小さくなる傾向が確認されている。しかし、上記のとおり実際の携
帯電話端末から発射される電波は複雑化し、出力も端末全体では高くなる傾向にあるため、
調査においては各方式の影響に加え実際に携帯電話端末から発射される電波の総合的な影
響を確認していくことが重要となる。
なお、複数の通信方式に対応した端末を想定した、複数種類の電波の影響の測定方法に
ついては、第Ⅳ編において検討を行っている。
(２) 周波数再編
現在、総務省では電波の有効利用等を目的に周波数再編を進めている。携帯電話の利用
周波数も再編が進んでおり、特にこれまで携帯電話向けに使われていなかった 700 MHz
帯（2015 年以降利用開始予定）及び 900 MHz 帯（2012 年 7 月 25 日より利用開始予定）
の利用が予定されている。過去の調査結果においても携帯電話の利用周波数は GHz 帯に
比べ 800 MHz 帯における影響が大きい傾向が確認されているため、700 MHz 帯及び 900
MHz 帯の影響も注視していく必要がある。特に 900 MHz 帯は従来 RFID に用いられてい
た周波数帯であり、本調査研究会が平成 18 年度に実施した 950 MHz 帯の高出力据え置き
型の RFID 機器に対する調査では最大干渉距離 75 cm という非常に大きな影響が確認され
ている。この時は、この機器に対して 1 m の距離指針が策定されている。携帯電話とは電
波の方式や出力は異なるものの、900 MHz 帯に関しては改めて検証を行う必要がある。

３.５.２. 植込み型医療機器
国内の植込み型医療機器装着者は年々増加しており、一般社団法人日本不整脈デバイス
工業会の調べによれば、2011 年（暦年）に植込まれた植込み型心臓ペースメーカは 59,209
台、植込み型除細動器（両室ページング機能付き植込み型除細動器含む）は 8,143 台であ
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り（いずれも新規植込み及び交換の総数）、累計では国内に 30 万人～40 万人の装着者がい
ると推計されている。
現在植込み型医療機器は国際規格に定められた EMI 耐性の評価試験に適合することが
求められている。試験方法は携帯電話を植込み型医療機器から 15 cm 相当離した状況にお
いて影響を受けないことを確認するものとなっており、これは諸外国で推奨される 15 cm
の距離指針とも合致する。
新しい植込み型医療機器に関しては、EMI を根本的に取り除く高周波阻止フィルタの導
入が進んでいるもの、フィルタの導入は強制ではないため徹底はされていない。ただし、
米国規格の ANSI/AAMI PC69 の第 2 版（ANSI/AAMI PC69: 2007）では電波発射源であ
る半波長ダイポールアンテナの入力電力の値を 40 mW から 120 mW に引き上げており、
今後国際規格もこの方法を引用すると見られているため、植込み型医療機器側にさらに厳
しい EMI 耐性の向上が求められている。
なお、近年では植込み型医療機器の装着者の遠隔監視・管理を行う目的で植込み型医療
機器自体に無線によるデータ送信機能を持たせた機種も登場している。これは、携帯型の
モニターを使用して植込み型医療機器からデータを送信させ、モニターで読み取ったデー
タを、電話回線を通じてインターネット上のサーバに保存・管理することで、装着者の担
当医等がデータにアクセスし装着者の状態を遠隔で監視・管理する目的で用いられている。
植込み型医療機器からの送信電力はμW オーダと非常に小さいものではあるが、今後はこ
のような植込み型医療機器側の機能の多様化も踏まえた影響の検証方法も検討していく必
要がある。
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第IV編 複数種類の電波が植込み心臓ペースメーカ等に及ぼす影響
を調査するための測定方法の検討
第１章 検討の背景・目的
近年、携帯電話と PC のメリットを兼ね備えたスマートフォンやタブレット端末の普及
が急速に進んでいる。こうした端末には、時や場所を選ばずにインターネット接続を可能
にする目的で、携帯電話に加え無線 LAN や WiMAX 等、複数の通信方式が標準的に装備
されている。しかし、無線通信端末の筐体内のスペースは限られているため、端末内に様々
な種類・形状のアンテナが複雑に配置されることになり、特に多機能化が進む携帯電話に
おいてはこの傾向が顕著となっている。さらに、端末市場のグローバル化に伴い、国内・
海外製品問わず新しい端末が続々と市場に投入されており、端末の多様化が進んでいる。
本調査研究会は、無線通信機器から発射される電波が医療機器等に及ぼす影響について
調査する目的で設置されており、上記に示すような新たな無線通信機器についても随時調
査対象に含めていくことが求められる。また、調査試験においては、周波数再編、新たな
通信方式の登場、端末・アンテナの進化等、将来的な技術変化に合わせて、柔軟かつ持続
的に適応できる測定を行っていくことが重要である。
現在、本調査研究会の調査試験では 1 つの通信方式の電波のみを発射する通信端末を前
提に、実機試験と半波長ダイポールアンテナを用いたスクリーニング試験を行っているが、
これは 1 つの電波の発射源を想定した測定であり、また半波長ダイポールアンテナが対応
し得る周波数帯は非常に限定されるため、これを複数種類の電波の影響の調査にそのまま
適用することはできない。
以上のような状況を踏まえ、本年度は、来年度以降に複数種類の電波が植込み型心臓ペ
ースメーカ等に及ぼす影響の調査を実施することを長期的な目的として、そのために実現
可能な測定方法に関する検討を行った。
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第２章 想定する無線通信端末
本検討において想定する無線通信端末は、携帯電話端末等の携帯型の通信端末とする。
さらに、単一の端末で複数の通信方式・周波数帯に対応し、それらのうち複数種類の電波
が同時に発射（送信）され得るものとする。想定する通信方式は携帯電話等で用いられる
代表的な通信方式とし、周波数帯は現在及び今後携帯電話等で用いられる 700 MHz 帯以
上を想定する。なお、国内で用いられていない通信方式（例：GSM 方式等）は対象とし
ない。本検討において想定する方式と想定しない方式を以下に示す。
(１) 想定する方式


携帯電話：第 3 世代以降の携帯電話方式、LTE 方式等も含む
（現在利用されている 800 MHz 帯/1.5 GHz 帯/1.7 GHz 帯/2 GHz 帯及び今後利用が
開始される 700 MHz 帯/900 MHz 帯 等）



PHS（1.9 GHz 帯）



AXGP（2.5 GHz 帯）



WiMAX（2.5 GHz 帯）



無線 LAN（2.4 GHz 帯 / 5 GHz 帯）

(２) 想定しない方式
以下に示す方式に関しては、携帯電話等の端末側から発射される電波の強度が（１）と
比較して微弱であるため、本検討の対象としない。また、受信のみを行うワンセグや FM
ラジオ、GPS 等も対象とはならない。
 FeliCa（モバイル非接触 IC 技術）
（13.56 MHz 帯）
 FM（FM トランスミッター）
（76 MHz - 90 MHz）
 Bluetooth（2.4GHz）
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第３章 測定方法の検討・予備試験の計画
３.１. 測定方法の検討の視点
本調査研究会では、これまで 1 つの端末から単一の電波が発射された場合の電波が植込
み型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響について毎年継続的に調査及び分析を実施しており、
幅広いデータ・知見を有している。来年度以降、複数種類の電波が発射された際の影響に
ついて調査する上でも、これら過去の蓄積を有効に生かしていくことが重要となる。さら
に複数種類の電波が発射された際の影響をより正確に理解するため、電磁界分布に関する
新たな分析を実施し、影響メカニズムを明らかにしていく必要がある。そのため、今後は
実測のみならず、電磁界シミュレーション等の手法も活用することも想定される。本検討
で提案する測定方法でも、予備試験において電波が植込み型心臓ペースメーカ等に及ぼす
影響に関して要因別に基礎的な検証を行い、測定方法の検討に反映させることを想定して
いる。
加えて、通信方式の複合化のみならず、現在進められている周波数再編や新たな携帯電
話方式の導入、マルチアンテナ技術等の端末・アンテナ側の進化等、無線通信を取り巻く
環境は常に変化しており、今後さらに革新的技術が開発・導入されることも十分予測され
る。本調査研究会においては、第Ⅲ編で検討を行った「各種電波利用機器の電波が植込み
型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」の妥当性を継続的に確認するという役割
があるため、今回提案する測定方法に関してはこのような環境の変化や将来の技術にも対
応可能な柔軟性を持たせることが求められる。
以上を踏まえ、複数種類の電波の影響の測定方法について、以下のとおり検討を行った。
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複数種類の電波の影響の測定方法の検討（３．２．）
実機試験の検討
（３．２．２．）

スクリーニング試験の検討
（３．２．１．）

測定方法の案
（３．２．３．）
検討されたその他の測定方法
（３．２．４．）

予備試験の計画（３．３．）
（３．２．３．の測定方法の妥当性確認）
予備検証 （３．３．１．）
複数種類の電波の影響の
メカニズムの検証
（３．３．２．）
測定方法の検証 （３．３．３．）

３.２. 複数種類の電波の影響の測定方法の検討
従来の調査試験はスクリーニング試験と実機試験の 2 段階で実施されている。複数種類
の電波による影響を調査するための測定方法について、スクリーニング試験及び実機試験
に関する検討結果を以下に示す。

３.２.１. スクリーニング試験の検討
スクリーニング試験に関する主な検討項目と決定方針を表 ３-１に示す。
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表 ３-１

スクリーニング試験の検討

検討項目

従来の測定方法

実機の電

対象方式の変調

対象の各方式の変調フォーマットの信号を混合した上で、すべての方式の

波の模擬

フォーマットの

周波数帯に対応した広帯域の小型バイコニカルアンテナから発射させる。

信号を、半波長ダ
イポールアンテ
ナから発射させ
る。

検討した測定方法案における決定方針

理由：実機端末におけるアンテナの配置、形状は様々であり、実際の端末
のアンテナからの放射を忠実に模擬することは難しいと考えられる。その
ため、複数種類の電波が混合された状態で 1 つの発射源（端末）から発射
されるとみなし、その状態をスクリーニング試験で模擬する。このため混
合したすべての電波の周波数帯をカバーするアンテナが必要であり、広帯
域アンテナとして標準的に用いられるバイコニカルアンテナを採用する。

最悪条件

実機よりも放射

小型バイコニカルアンテナから混合電波を発射した際の植込み型心臓ペ

(安全側)

効率が高い半波

ースメーカ等付近の電磁界分布が、半波長ダイポールアンテナから各方式

の試験

長ダイポールア

の電波を最大出力で発射した際と同等になるようアンテナ入力の補正を

ンテナを用い、か

行う。

つ端末で規定さ
れた最大出力で
発射させる。

理由：小型バイコニカルアンテナは、半波長ダイポールアンテナに比べア
ンテナの放射効率が低く、またそれぞれのアンテナによって作り出される
電磁界分布が異なるため、アンテナ性能と電磁界分布の違いを踏まえた補
正が必要となる。半波長ダイポールアンテナと同等レベルへの補正を行う
ことでより安全側の試験とし、また過去の調査試験結果との間の整合性も
確保することができる。

アンテナ

植込み型心臓ペ

植込み型心臓ペースメーカ等に対して、小型バイコニカルアンテナの距離

の配置

ースメーカ等に

を固定し、出力を変化させて影響を確認する。（近接した距離における試

対して半波長ダ

験は実施しない）測定距離は予備試験で決定する。

イポールアンテ
ナの距離を変化
させる。

理由：小型バイコニカルアンテナの物理的形状から対象に近接させること
は難しい。また、スクリーニング試験では複数種類の電波が混合された状
態で 1 つの発射源から発射される状態、つまり端末内のアンテナの配置等
の影響が見えにくい距離における影響を想定している。アンテナを近接し
た状態では電磁界結合の影響が大きいため、この状態における小型バイコ
ニカルアンテナを用いた試験の信頼性は高くないと考えられる。近接した
状態における影響は、引き続き実機試験で確認するとともに、第Ⅲ編で検
討した新たな指針の中でも近接状態を避けるよう、継続的に周知を行うこ
とが重要となる。また、アンテナと試験対象の距離を固定した測定は、植
込 み 型 医 療 機 器 の EMI 耐 性 に 関 す る 国 際 規 格 ISO 14708 1 , 2 , 3 /EN
45502 4, 5, 6が引用するANSI/AAMI PC69 7, 8等、国際的にも広く用いられて
いる方法であり、これらの測定との比較検証を行うことも容易となる。
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３.２.２. 実機試験の検討
実機試験に関しては、基本的に従来の測定方法に準拠する。
一方、従来の測定方法と比較して、以下の点を考慮に入れる必要がある。
従来の測定方法においては、端末が 1 つの通信方式のみに対応していることを前提とし、
市場に流通する端末はすべて標準規格に準拠しているため、どの端末を用いても同様の結
果が得られると推測している。このため、調査試験の結果はスクリーニング試験で影響が
発生した植込み型心臓ペースメーカ等に対する実機試験の結果で判断され、指針の妥当性
の検討・見直しも実機試験の結果を用いて行われている。ただし、近年では通信端末のア
ンテナ性能が向上しており、より半波長ダイポールアンテナの性能に近づいていく可能性
も考えられるため、半波長ダイポールアンテナによる影響が特に大きい場合には、指針等
の見直しにおいて考慮することもある。
複数種類の電波の場合、同じ通信方式・周波数帯の組み合わせでも、端末によって様々
なアンテナの種類・形状が存在し、対象となる端末の種類は膨大となる。多くの端末を揃
えて試験をするには膨大な時間がかかるため、試験の実現性等の一定の条件の下にその時
点で代表的な端末を選定することが妥当と考えられる。一方で、実証試験としての実機試
験の実施は今後も必須である。このため、実機試験はスクリーニング試験の結果の妥当性
の確認や補完といった位置づけにおいて実施されるものと考えられる。

３.２.３. 測定方法の案
以上の検討結果を踏まえて、スクリーニング試験において、複数種類の電波が植込み型
心臓ペースメーカ等に及ぼす影響を調査するための測定方法を表 ３-２に示すように提案
する。なお、実機試験は、従来の測定方法と同様に実施する。
なお、ここでは調査対象とする通信方式の組み合わせを、仮に A 方式及び B 方式の 2
方式とする（例：A 方式：800 MHz 帯の第 3 世代携帯電話方式、B 方式：2.4 GHz 帯の無
線 LAN 方式 等）。
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表 ３-２スクリーニング試験の測定方法の案
項目

試験
対象
機器

試験
装置
構成

試験
条件

小項目

説明

植込み型心臓ペース
メーカ等

従来の調査試験と同様、植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器そ
れぞれについて、各世代の代表的な機種を選定する。

電波発射源

 小型バイコニカルアンテナ（対象方式の両方の周波数帯に対応したもの）
 半波長ダイポールアンテナ（対象方式の各周波数帯に対応したもの）
（スクリーニング試験は、広帯域に対応する小型バイコニカルアンテナを用
いる。小型バイコニカルアンテナの選定に当たっては、対象とする方式の両
方の周波数帯をカバーするもののうち、アンテナ性能が相対的に優れている
ものを選定する。また、小型バイコニカルアンテナの補正のため、各周波数
帯に対応した半波長ダイポールアンテナも用意する。）

人体ファントムと植
込み型心臓ペースメ
ーカ等の設置方法

従来の測定方法に準拠する。（第Ⅱ編２.２.１. 参照）

測定装置類の接続

従来の測定方法に準拠する。（第Ⅱ編２.２.２. 参照）

試験環境

従来の測定方法に準拠する。（第Ⅱ編２.２.３. 参照）

植込み型心臓ペース
メーカ等のプログラ
ム設定

従来の測定方法に準拠する。（第Ⅱ編２.３.１. 参照）

植込み型心臓ペース
メーカ等の動作状態

従来の測定方法に準拠する。（第Ⅱ編２.３.２. 参照）

アンテナ入力電力の
補正（新規項目）

A 方式及び B 方式の周波数帯において小型バイコニカルアンテナ及び半波
長ダイポールアンテナの電気特性とアンテナ周辺の電磁界分布を確認し、こ
れを基に、小型バイコニカルアンテナから混合電波を発射した際の植込み型
心臓ペースメーカ等付近の電磁界分布が、A 方式、B 方式の電波をそれぞれ
半波長ダイポールアンテナから最大出力で発射した際と同等になるよう、小
型バイコニカルアンテナの入力電力の補正を行う。

発射電波と変調フォ
ーマット

ベクトル信号発生器を用いて、A 方式及び B 方式と同一の変調フォーマット
の信号を発生させ、それらの信号を混合した上で、高周波増幅器で所定の電
力（上記項目で補正した値）まで増幅し、小型バイコニカルアンテナに給電
する。
（図 ３-１参照）
（通信端末実機を用いた試験では、植込み型心臓ペースメーカ等に対して厳
しい条件でかつ試験データの再現性を確保するために、擬似基地局からの指
示等によって、通信端末から送信する A 方式及び B 方式それぞれの電波の
出力が常に最大となるように設定する。）

植込み型心臓ペース
メーカ等と電波発射
源の配置

小型バイコニカルアンテナを、植込み型心臓ペースメーカ等から一定の距離
に固定する。
（測定距離は、予備試験で検証して決定する。）
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試験
実施
方法

植込み型心臓ペース
メーカ等の感度設定

従来の測定方法に準拠する。（第Ⅱ編２.４.１. 参照）

試験手順

試験１：植込み型心臓ペースメーカ等の感度を最高感度に設定して小型バイ
コニカルアンテナを所定の距離に固定する。出力を変化させ、影響
が発生しなくなる出力を記録する。
（影響が発生した場合は、個別の
電波の影響と混合した電波の影響を切り分けて確認する。その手順
については予備試験の中で検証する。）
試験２：試験１で影響が発生した植込み型心臓ペースメーカ等を、指定の感
度に順次設定し、試験１、試験２を繰り返し行う。植込み型心臓ペ
ースメーカ等の感度が最低感度に達した場合は、必要な記録が残さ
れた時点で試験終了とする。（図 ３-２参照）

干渉の有無の判定と
影響度合いの分類

影響が発生した出力から最大干渉距離を換算する。
影響の度合いの分類は従来の基準に準拠する。（第Ⅱ編２.４.３. 参照）

※ 送信電力測定のため測定器を接続する。
50Ω
終端器

信号発生器（A方式）

信号発生器（B方式）

方向性結合器
結合器
高周波増幅器

小型バイコニカルアンテナ

図 ３-１

ベクトル信号発生器による電波発射源構成概要案
小型バイコニカルアンテナを
用いた試験を実施

NO
影響発生か？
YES
無線通信端末実機を
用いた試験を実施

試 験 終 了

図 ３-２

試験手順案

３.２.４. 検討されたその他の測定方法（スクリーニング試験）
スクリーニング試験の検討においては、上記の小型バイコニカルアンテナを用いた測定
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方法以外に、以下の 2 つの案が検討された。
(１) 複数種類の電波を個別の半端長ダイポールアンテナから発射する方法
複数種類の電波を、各方式の周波数帯に対応した複数の半波長ダイポールアンテナから
それぞれ発射させる。アンテナの配置方法は、半波長ダイポールアンテナのアンテナエレ
メントを並行に配置する並行配置と、エレメントを直交に配置する直交配置が想定される。
この方法のメリットとして、各アンテナを独立に配置させることが可能なため、異なる方
向から発射される電波の影響が確認できる点が挙げられる。一方、アンテナを近接して配
置させるため、特に並行配置の場合はアンテナ間の干渉が発生すると考えられ、測定の信
頼性が低くなることが懸念される。また、直交配置の場合もアンテナの配置について物理
的な制限が多く、同時に測定可能な方式も限られる。さらに、直交配置の場合はアンテナ
の電波の偏波面が揃わないため、近接した場合に顕著となる角度の影響を把握することが
できない。その他、複数のアンテナを用いることで手順や測定装置が増え、測定の負荷が
高くなることも予想される。
以上の理由から、（１）案の採用は見送った。
(２) 複数種類の電波を混合して平面アンテナから発射する方法
複数種類の電波を混合して、両方の方式の周波数帯に対応した広帯域の小型平面アンテ
ナから発射させる。
この方法のメリットとして、アンテナが小型かつ平面形状であるため、
対象に対して近接できるという点が挙げられる。また、実際の携帯電話端末でも平面アン
テナは広く用いられており、実機に近い状態を模擬可能という点もメリットとして挙げら
れる。
一方、
このような平面アンテナは特定の端末や用途向けに設計されていることから、
汎用的な測定に用いる標準アンテナとしては適さない。また、アンテナ性能が既知ではな
く、測定の設定や結果の解析が容易でないと考えられる。調査試験では試験の再現性が求
められるため、スクリーニング試験では、標準アンテナを用いることが望ましい。また測
定方法案の固定距離での測定
（近接させた状態での測定を行わない）
という方針の下では、
アンテナ形状も必ずしも平面である必要はない。
以上の理由から、
（２）案の採用は見送った。
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３.３. 予備試験の計画
３.２.３. で提案した測定方法案の妥当性と実現性を確認するため、事前に予備試験を行
う必要がある。以下に予備試験の計画を示す。

３.３.１. 予備検証
(１) 複数種類の電波の影響に関する仮説の検討
実際に予備試験を実施する前に、複数種類の電波の影響の要因に関して以下のような仮
説をたて、実測による検証方法を具体化する。
複数種類の電波の影響は主に 3 つの要因から成ると仮定され、以下の検証が必要となる。
 電磁界結合の影響
アンテナを植込み型心臓ペースメーカ等に近接させた場合は、近傍界が支配的になるた
め、アンテナと植込み型心臓ペースメーカ等の間で電磁界結合が発生する。今回提案し
た測定方法では近傍界の電磁界結合の影響について信頼性の高い測定を行うことは難
しいため、この影響を極力避け、電波としての影響の確認を重視した測定距離を検証す
る必要がある。
 各方式・周波数帯における独立な電波の影響
 混合された電波の影響
アンテナから発射された電波によりペースメーカ筐体やリードに誘起された高周波電
圧が低周波能動素子に混入し、包絡線成分が検波されることで、低周波干渉成分が発生
し、これが植込み型心臓ペースメーカ等の感度範囲内の信号となった場合に、誤作動が
発生する。また、この影響は周波数や変調方式によって異なるため、混合された電波に
よる影響は個別の電波による影響からは推測できない場合もあり、両者を切り分けて検
証する必要がある。

３.３.２. 複数種類の電波の影響のメカニズムの検証
３.３.１. (１) において検討した検証を実施するため以下の手順で測定を行う。ただし、
測定の効率性、正確性を考慮し、詳細な手順は適宜変更されるものとする。
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(１) 電磁界結合の影響の検証・測定距離の決定
小型バイコニカルアンテナ及び半波長ダイポールアンテナから各方式の電波を発射し、
人体ファントム表面と同一の平面に配置した（実際には人体ファントム及び植込み型心臓
ペースメーカ等は配置しない）受信プローブによって電界強度を測定する。各アンテナと
測定面の距離を変化させ、電界強度の距離特性から支配的な界を考察する。近傍界では誘
導電磁界や静電界が支配的となり、電界強度は 距離の 2 乗あるいは 3 乗に反比例すると
考えられる。一方、遠方では放射電磁界とみなすことができ電界強度は距離に反比例する
と考えられる。測定のイメージを図 ３-３に示す。
次に、人体ファントムに植込み型心臓ペースメーカ等を設置し、小型バイコニカルアン
テナ及び半波長ダイポールアンテナから各方式の電波を発射させ、距離や出力を変化させ
た際の影響発生の傾向を確認する。上記の電磁界分布と影響発生の傾向から、近傍界の電
磁界結合の影響が小さく、かつ出力が他の EMC の問題が発生しないレベルに抑えられる
範囲において、相対的に信頼性が高い測定が可能な距離を決定する。
また上記の測定距離において、小型バイコニカルアンテナから発射した混合電波による
植込み型心臓ペースメーカ等付近の電磁界分布が、A 方式及び B 方式の電波をそれぞれ半
波長ダイポールアンテナから発射した場合と同等になるよう、電磁界分布やアンテナの電
気特性等を考慮しながら小型バイコニカルアンテナの入力電力の補正を行う。

A + B
（ A or B）

A or B
距離を変えて
分布の変化
を確認する。

電界受信プローブを
配置

測定エリアには受信プローブを設置するため、実際の人体
ファントム、植込み型心臓ペースメーカ等は設置しない。

図 ３-３

電磁界分布の検証（イメージ）

(２) 各方式・周波数における独立な電波の影響
人体ファントムに植込み型心臓ペースメーカ等を設置し、A 方式及び B 方式それぞれに
対応した半波長ダイポールアンテナを（１）で決定した固定距離に設置し、個別に電波を
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発射させた場合の影響を確認する。測定のイメージを図 ３-４に示す。
A or B

人体ファントム（植込み型心臓ペースメーカ等を設置）

図 ３-４ 独立な電波の影響の確認（イメージ）
(３) 電波が混合された状態における電波の影響
（２）同様、人体ファントムに植込み型心臓ペースメーカ等を設置し、小型バイコニカ
ルアンテナを用いて、2 方式の電波を混合して（１）で補正した電力で発射させた場合の
影響、さらに電波の断続状態を同期させるなどその条件を変えた場合の影響を確認する。
測定のイメージを図 ３-５に示す。

A ＋ B
※半波長ダイポールアンテナ
相当に入力電力を補正

人体ファントム（植込み型心臓ペースメーカ等を設置）

図 ３-５ 混合された電波の影響の確認（イメージ）

３.３.３. 測定方法の検証
３.３.２. （２）及び（３）の検証を通じて、個別の電波の影響と混合された電波の影響
を切り分けて、効率的に確認するための測定手順（各方式の信号の入力順序、出力の変え
方等）の検討を行う。
また、予備試験全体を通じて３.２.３. で提案した測定方法全体に関する実現性・妥当性
の検証を行い、必要な変更を反映させる。
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第４章 新たな指針への対応
最後に、今回検討した複数種類の電波が植込み型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響の測
定方法の案と、第Ⅲ編で検討を行った新たな指針の検討結果との対応関係を整理する。な
お、今回検討した測定方法案の有効性は、今後の予備試験を経て検証されるものであるた
め、その検証結果を踏まえて以下の項目を再度確認することが必要である。
(１) 携帯電話の新しい方式、周波数帯、端末への対応
本検討では複数種類の電波の影響を調査する方法として、スクリーニング試験において、
複数種類の電波を混合した上で小型バイコニカルアンテナから発射させ、植込み型心臓ペ
ースメーカ等に及ぼす影響を確認する測定方法の案を提案した。
本調査研究会は携帯電話の新たな指針に対しても継続的にその妥当性を検証していく役
割があり、そのためにも、携帯電話の新しい方式や周波数帯、他の通信方式との様々な組
み合わせについて調査可能な、柔軟な測定方法の確立が必要不可欠である。
今回提案した測定方法は試験対象やその組み合わせを自由に設定できることから、上記
の方針に合致する。
(２) 固定距離における測定への移行
第Ⅲ編で取りまとめた新たな指針の案においては、植込み型医療機器の装着者に対して
携帯電話端末を植込み型医療機器から 15 cm 程度以上離すよう距離指針を示し、引き続き
注意喚起を行う方針を示している。
今回提案した測定方法案では、従来の調査試験で採用していたアンテナと植込み型心臓
ペースメーカ等の距離を変化させる方法を、スクリーニング試験に関しては、両者の距離
を固定しアンテナの出力を変化させる方法へと移行している。これは、小型バイコニカル
アンテナの物理的形状による制約があるためと、アンテナと植込み型心臓ペースメーカ等
が近接した状態、つまり両者間の電磁界結合の影響が大きい状態においては、信頼性の高
い測定を行うことは難しいと考えるためである。なお、実機試験においては従来どおりア
ンテナを植込み型心臓ペースメーカ等に近接させた状態の測定を引き続き行う。
このため近接した状態での影響については、今後電磁界シミュレーション等の測定以外
の手法も用いることで、
より詳細な影響メカニズムを明らかにしていくことが求められる。
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また、運用面においても携帯電話端末と植込み型心臓ペースメーカ等を近接させた状態
で使用しないよう、引き続き注意喚起を行っていくことが重要であり、今回提案した新た
な指針の検討結果もこの方針と合致するものである。
また、固定距離における測定は国際規格の測定方法としても広く用いられており、国際
的な基準とのハーモナイゼーションという観点においても、今回、国際的に広く用いられ
ている 15 cm の距離指針を採用した新たな指針の案の方針に沿ったものである。
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おわりに
電波の医療機器等への影響に関する調査研究会では、国内で利用される無線システムか
ら発射される電波が医療機器等に及ぼす影響について調査研究を行い、その成果から新た
な指針等の策定に資することにより、安全に無線システムを利用できる電波環境を確保す
ることを目的としている。
なお、本調査研究会が実施する調査試験は、平成 23 年 12 月に発行された RFID 機器の
植込み型医療機器に対する EMI 評価に関する ISO/IEC のテクニカルレポート ISO/IEC
TR 20017: 2011 においても参照されており、植込み型医療機器の電磁干渉問題における
国際的な研究にも寄与している。
本年度の調査研究会は、第 3 世代の携帯電話端末から発射される電波が植込み型医療機
器に及ぼす影響について調査試験を含む調査研究を行い、その結果を基に第 3 世代以降の
携帯電話方式の無線通信端末に対する新たな指針の検討を行った。
調査試験においては、CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 方式の携帯電話端末から発射される
電波が植込み型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響を確認した。新たな指針に関しては、本
年度を含めた過去の調査試験結果をはじめ、現行指針の策定経緯・現在の運用状況、植込
み型医療機器の EMI 耐性に関する国際規格の状況、将来の環境変化や将来技術等、幅広
い観点から検討を行い、植込み型医療機器装着者に対して携帯電話端末を植込み型医療機
器から 15 cm 程度以上離すよう推奨する距離指針を含む新たな指針の案を取りまとめた。
この報告が国民の不安の軽減や、安心して携帯電話を利用できる電波環境の確保に寄与
できれば幸いである。
最後に、電波の医療機器等への影響に関する調査研究の実施に当たり、中心的役割を務
めていただいた東京女子医科大学 高倉公朋 顧問をはじめとする関係者の方々、及び一般
社団法人日本不整脈デバイス工業会をはじめとする調査にご協力頂いた団体・企業に厚く
御礼申し上げる次第である。
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