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あらまし 近年，新しい周波数帯を主とする第 5 世代移動通信システムの導入など，電波の利用形態が急速に
変化している．その動向を受け，電波防護指針，国際ガイドラインが相次いで改定された．本論文では，今後の
利用が期待される 6 GHz 超の周波数帯に着目し，電波への人体ばく露の防護について数値ドシメトリ評価の観点
から議論する．はじめに，人体防護ガイドラインの改定点について焦点を当て，その課題点について述べる．更
に，短時間ばく露，全身ばく露に関するドシメトリ評価を行い，その課題点の一部について言及した．
キーワード
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改定が行われ [2]，2020 年には ICNIRP (International

1. ま え が き

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) によ

近年，第 5 世代移動通信システム（5G）に代表され

る高周波ガイドラインの改定版が発行された [3]．

る次世代移動通信システムの導入や自動運転などで用

本論文では，今後の利用が期待される 6 GHz 超の

いられるレーダなど，新たな周波数帯電波の導入やそ

高周波数帯に着目し，電波への人体ばく露の防護につ

の利用形態が急速に変化している．5G の主要周波数

いて数値ドシメトリ評価の観点から議論する．はじめ

帯として，3.5 GHz，28 GHz が割り当てられ，更に，

に，近年改定された国際ガイドラインについて，その

300 GHz 程度までの周波数の利用を想定した次世代通

変更点を概説し，課題について述べる．次に，上述し

信システムの構想も進んでいる．

た課題の一部である短時間ばく露と全身ばく露につい

一方，この動向を受けて，新しい周波数帯の電波へ
の人体ばく露について，人体をより適切に防護するた
めの人体防護ガイドラインの改定等が進められた．総
務省が定める電波防護指針においては，2018 年に「高

て，数値ドシメトリによる評価結果を示す．

2. 高周波数帯における人体防護ガイドライ
ンの改定と課題

周波領域における電波防護指針の在り方」の一部答

電波の生体影響は，刺激作用と熱作用に大別する

申がなされた [1]．国際的な動向としては，2019 年に

ことができ，それぞれのしきい値の周波数特性から，
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評価指標とその変更点について述べる．

2. 1 局所ばく露における安全性評価
携帯無線端末などからの局所的なばく露からの防護
No. 5 pp. 132–138 © 一般社団法人電子情報通信学会 2022
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には，局所的な熱定常状態における温度上昇と相関が

的評価は，平面波ばく露を模擬した 1 次元解析 [11], [12]

よいことから，評価指標として局所 10g 平均 SAR（以

と 3 次元解析 [13] の比較による手法の有効性が示され

下，局所 10gSAR）が用いられている．従来の国際ガ

たのみであり，その検討は限定的である．熱損傷は，

イドラインでは，局所 10gSAR の適用上限周波数は，

ばく露強度，組織の熱耐性，ばく露時間に依存する [14]

10 GHz [4] ないしは 3–6 GHz [5] までとされ，それ以

ため，これらを包括的に考慮した短時間ばく露におけ

上の周波数帯では入射電力密度が基本制限値として用

る安全性評価が必要である．

いられていた．この局所 10gSAR から入射電力密度と

2. 3 全身ばく露における安全性評価

いった異なる物理量に評価指標が遷移する周波数（以

全身ばく露に対する評価指標には，深部体温上昇と

下，遷移周波数）の国際ガイドライン間の不整合と制

よい相関があることから，全身平均 SAR が用いられて

限値の不連続性が問題とされていた [6]．

いる．従来の国際ガイドラインでは，局所ばく露と同

改定版の国際ガイドラインにおいては，これまで異

様，3 ないし 10 GHz まで全身平均 SAR が適用され，そ

なっていた局所 10gSAR の平均化領域が 10 g 立方体に

れ以上の周波数帯では，全身ばく露，局所ばく露といっ

統一され，遷移周波数も 6 GHz に統一された．6 GHz

た明確な区別はなかった．改定版の ICNIRP ガイドラ

超から 300 GHz までの周波数では，新たな物理指標

インでは，全身平均 SAR の適用上限周波数を 300 GHz

[W/m2 ] が導入

まで拡大，IEEE 国際標準規格では，全身平均 SAR の

された [3]．なお，ICNIRP 国際ガイドラインで定義

適用上限周波数を局所ばく露と同様の 6 GHz までと

された APD は IEEE 国際標準規格の改定版 [2] では

し，それ以上の周波数においては，入射電力密度を全

Epithelial Power Density として定義されている．APD

身ばく露の参考レベルとして従来よりも引き下げられ

は 6 GHz 超局所ばく露における温度上昇との相関がよ

るなど，両者異なる制限値を定めた．これは，6 GHz

く [7]，また局所 10gSAR との連続性を保つ（10 g 組織

以上の全身ばく露における深部温度上昇の知見が不足

平均の立方体の一辺はおおよそ 22 mm）ために，平均

していることに起因する．全身ばく露における深部温

化面積は 4 cm2 とされた．更にアンテナ形状の縮小化

度上昇を決定づける主な要因は，体重あたりの体表面

によるビーム形成にも対応できるよう，30 GHz 超で

積と発汗が挙げられる [3]．しかしながら，6–10 GHz

は，APD の 1 cm2 平均値が 2 倍の値を超えないようと

以上の全身ばく露に対する生物学的・工学的根拠は，

の追加制限も定められた．しかしながら，人体が極小

未だ不足している．

として Absorbed Power Density (APD)

半径ビームなど局所的な電波にさらされた際の人体温

2. 4 数値ドシメトリ評価の問題点

度上昇特性に関する詳細な評価や，300 GHz における

SAR や APD 等の電波ばく露によって体内に誘導さ

ICNIRP レーザーガイドライン [8] との整合などが検

れる物理量の評価においては，人体を対象とした実験

討課題として挙げられる．

的な検討が容易ではないことから，数値シミュレー

2. 2 平均化時間と短時間ばく露からの防護

ションを用いた評価（数値ドシメトリ評価）が広く用

改定版国際ガイドライン [2], [3] において，6 分間以

いられている．遷移周波数帯以上のドシメトリ評価の

上の定常ばく露からの防護で使用される制限値の平

問題点の一つに，人体モデリングの信頼性が挙げられ

均化時間は，全身ばく露で 30 分，局所ばく露で 6 分

る．遷移周波数帯以上では，ほぼ皮膚組織に電波が吸

間とされる．しかしながら，非常に短い時間に高い

収されるため，皮膚の厚み，皮膚のモデル化が重要と

強度の電波に人体がさらされた際には，過度な温度

なる．皮膚の厚みについては，ボクセルモデルを用い

上昇を引き起こす可能性がある [9], [10] ことから，改

た場合，その厚みは分解能の整数倍として表される．

定版 ICNIRP ガイドラインでは，短時間ばく露からの

一方，実際の人体では，0.5 mm から 2.0 mm 程度と部

防護を目的に，Specific Energy Absorption (SA) [J/kg]，

位ごとによって厚みは異なる [15], [16]．また，皮膚組

[J/m2 ] に対しても

織は，角質を含む表皮と真皮から成り，それぞれ電気

ばく露時間に依存した制限値が改定された [3]．IEEE

定数が異なる．また，現在主流となっている人体モデ

国際標準規格の改定版 [2] では，fluence（パルスあた

ルは，組織の種類ごとにセグメンテーションされてい

りの局所入射エネルギー密度）を高強度パルスに対す

るため，モデリングによって生じた組織間層内で定在

る制限値としている．

波が発生する．そのため，より高精度な皮膚モデリン

Absorbed Energy Absorption (AED)

しかしながら，短時間ばく露における温度上昇の数値

グに基づく遷移周波数帯以上のドシメトリ解析が求め
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られている．
また，改定版の ICNIRP [3] によると，組織温度な
どのベースライン条件の変動，環境要因の変動，ばく

3. 解 析 手 法
3. 1 電磁界解析手法

露量導出に関連する数値ドシメトリ評価の不確実性な

電磁界解析には，FDTD 法 (Finite-Diﬀerence Time-

ど，高周波電波への人体ばく露の防護に関する包括的

Domain method) [20] を用いた．また，平面波の計算に

なデータの蓄積が求められている．特に，ベース温度

は，全電磁界・散乱界領域分割法 (Total-Field Scattered-

や環境温度の変動，個人の活動状況を考慮した電波の

Field Formulation: TF/SF) [21] を用いた．生体組織の

安全性評価には，温熱生理応答のモデル化が不可欠と

電気定数は 4-Cole-Cole モデル [22] に基づいて決定し

なる．電波ばく露など，外部からの物理的刺激によっ

た．また，解析領域を終端する吸収境界として，CPML

て温度上昇が生じると，発汗，血管拡張といった温熱

(Convolutional Perfectly Matched Layer) [23] を用いた．

生理応答が生じる．現在の電波の安全性評価において

SAR は，正弦的に変化する電界に対して以下の式で

は，電波ばく露によって生じる温度上昇が十分小さ

表される．

いため，温熱生理応答による影響が無視できる，また
は，より安全側での評価となるよう，ほとんどの報告
で考慮されていない．しかしながら，環境温度の変動
など，別の熱源との複合的なドシメトリ評価を行う場
合，温熱生理応答の考慮が不可欠となる．今後の包括
的なデータの蓄積には，この数値ドシメトリ評価にお
ける解析手法の高精度化も重要となる．

2. 5 適合性評価における課題
6 GHz 超の周波数の電波を利用する無線端末や携帯

いるかを確認する必要がある．無線設備が人体から比
較的離れた距離で利用される場合には，入射電力密度
や入射電界強度等の自由空間中での物理量を指標とす
る制限値（参考レベル）に対して適合性を確認すれば良
い．しかしながら，人体にごく近接して利用される無

(1)

ここで， |E(r)| は位置ベクトル r における電界の実効
値 [V/m]，ρ は組織の密度 [kg/m3 ]，σ は組織の導電率

[S/m] を表す．密度 ρ は，文献 [24] の値を用いた．
また，本論文では，6 GHz 以上における APD の空
間平均値は改定版の ICNIRP [3] で示された以下の式
を用いた．

∬

電話基地局などの無線設備からの人体ばく露量が，電
波防護指針や国際ガイドライン等の制限値に適合して

σ(r)
|E(r)| 2,
ρ(r)

SAR =

Sab =

zmax
∫

ρ(x, y, z)·SAR(x, y, z)dz/A, (2)

dxdy
A

0

ここで， z = 0 はモデル表面， zmax はモデル深さ， A
は平均化領域を示す．なお，zmax は侵入長に対して十
分に大きいものとする．

3. 2 温度上昇解析手法

線設備に対しては，本論文で概説した全身平均 SAR や

電磁界解析において得られた SAR を熱源とした生

吸収電力密度といった生体内の物理量である指標につ

体熱輸送方程式（式 (3)）を解くことにより，電磁波ば

いて，適合性を確認する必要性が挙げられている [3]．

く露による体内温度上昇を数値的に解析する．本論文

局所ばく露の評価指標である APD の測定方法につ

では以下の式を離散化し，逐次計算を行うことで生体

いては，局所 SAR の評価方法に基づいた測定方法が提

内の温度分布を算出した．また，外気と接する組織に

案されているが，10 GHz を上限としており，10 GHz

対しては，式 (4) の境界条件を適用した．

超については将来課題として挙げられている [17]．ま
た，全身平均 SAR の評価方法については，局所 SAR

C(r)ρ(r)

の評価方法を拡張した測定方法等が携帯電話基地局を

∂T(r, t)
= ∇ · (K(r)∇T(r, t)) + ρ(r)SAR(r)
∂t
+ M(r, t) − B(r, t)(T(r, t) − TB (t)),

対象とした適合性評価のための国際標準規格 [18] に

(3)

示されている．当該国際標準規格は 300 GHz までの
携帯電話基地局を対象としたものであるが，その評価
方法の妥当性に関する検討は遷移周波数程度までであ

− K(r)

∂T(r, t)
= H(r) · (Ts (r, t) − Ta )
∂n

(4)

り [19]，より高い周波数については，その評価方法の

ここで，t は時間 [s]，T は温度 [℃] を示し，C は比

詳細な検証が課題として挙げられる．

熱 [J/kg/℃]，K は熱伝導率 [W/m/℃]， M は代謝熱

[W/m3 ]， B は血流定数，TB は血液温度 [℃]，H は熱
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伝達率 [W/m2 /℃]，Ta は外気温 [℃] を示す．各組織

とし，平均化面積は，1 cm2 (1 cm × 1 cm) とした．図

における熱定数は，文献 [25], [26] の値を用いた．

より，ビーム径が小さくなるほど最大温度上昇は増加

4. 短時間ばく露における温度上昇解析
本章では，3 次元皮膚均質モデルを用いて，ビーム
径を変化させた場合の短時間ばく露の安全性について
議論する．

し，特に，ビーム面積が 1 cm2 以下になると最大温度
上昇は急激に増加する．また，ばく露時間を短くする
ほど，最大温度上昇は増加するが，その差は徐々に小
さくなる．
次に，各ガイドライン管理環境下における最大温度

4. 1 解 析 条 件

上昇を示す．各ガイドラインの短時間ばく露における

解析モデルは，皮膚均質直方体モデルを用いた．周

参考レベルを表 1 に示す．図 1 の結果を，管理環境下

波数は 30，300 GHz とし，分解能は，それぞれ 0.25，

の参考レベルにおける最大温度上昇に換算する（図 2

0.025 mm とした．波源は Gaussian ビームとし，ビーム

参照）
．平均化面積は，表 1 の値とした．図より，レー

径は，最大値の 1/e 以上となる領域の直径とした [27]．

ザーガイドラインと ICNIRP ガイドラインの指針値に

また，温度上昇に伴う温熱生理応答は，短時間ば

おける最大温度上昇はおおむね一致しており，IEEE

く 露においては有意に働 か な い た め ，よ り 安 全 側

規格では他のガイドラインの 1/10 以下の温度上昇と

の検討となるよう，外気との熱交換がない断熱状態

なった．また，ばく露時間が，IEEE 規格 [2] では 1

（H = 0 W/m2 /℃，式 (4)）を想定した．なお，短時間

秒，ICNIRP2020 [3] 及び ICNIRP レーザーガイドライ

ばく露における過渡応答における本手法の有効性につ

ン [8] では 0.1 秒のときに，温度上昇が最大となった．

いては，文献 [13] に示されている．

ICNIRP レーザーガイドライン [8] によると，組織内

4. 2 結果と考察

の散乱による影響から，ビーム開口平均の最小値は直

図 1 に，ビーム径とばく露時間を変化させた場合の温

径 1 mm であり，皮膚では更に散乱の影響が大きくなる

度上昇を示す．ここで，AED は 36 kJ/m2 (= 100 W/m2

ことから，開口平均の最小値は 3.5 mm とされている．

（管理環境における定常ばく露制限値）× 360 s) で一定

図2
図1

パルスばく露における最大温度上昇のビーム径依存
性 (AED = 36 kJ/m2 ，平均化面積 1 cm2 )
表1

ビーム径を変化させた場合の各ガイドライン参考レ
ベル（図中の IEEE2019 [2]，ICNIRP2020 [3] では管
理環境）における最大温度上昇

短時間ばく露（6 分以下）における参考レベル
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300 GHz–3 THz では，開口平均は 11 mm (0.95 cm2 ) を
想定しており，それ以上小さいビーム径については，注
意書きのみにとどめている．また，ダイポールアレー
アンテナのビーム径（最大値の 1/e 以上となる領域の
直径とした場合）は 300 GHz を想定した場合でも平面
モデルで 5 mm 以上，人体などの曲面モデルではそれ
以上となり，その場合，1 秒以下の短時間ばく露でも
安全側の評価であることが示された．なお，ここで想
定されたばく露強度は，実際の無線通信機器よりもは
るかに強い強度であることを付記する．

5. 全身ばく露におけるモデリングの影響
全身ばく露による全身平均 SAR の評価においては，
人体の組織構造を忠実に模擬した数値人体モデルを用
いた数値ドシメトリ評価が有効である．本章では，日
本人成人男性モデル (TARO) [28] をベースに，高周波
領域における皮膚モデリング方法が全身平均 SAR に
及ぼす影響について示す．

図 3 (a) 全身平均 SAR，(b) モデル (ii) を基準とした場合
の差異．(i) 単純分割モデル，(ii) 皮膚厚み等価モデ
ル，皮膚厚み (iii) 1 mm，(iv) 1.5 mm，(v) 2 mm モデル

5. 1 解析モデル
TARO モデルは 51 種類の組織によって構成されて
おり，一辺が 2 mm の立方体でセグメントされたボク

5. 3 結果と考察

セルモデルである．FDTD 法の安定化確保のために高

図 3 に，構築した各モデルにおける全身平均 SAR の

分解能化をする際，従来モデルを基準とした場合，皮

比較結果を示す．また，モデル (ii) を基準とした場合

膚厚みは 2 mm または 4 mm となる．数 GHz 以上の周

のそれぞれの差異も同様に示す．図より，1 GHz にお

波数では，体表組織である皮膚による吸収が支配的で

いては，全身平均 SAR におけるモデル間の差異は小

あることから，本論文では皮膚厚みに着目し，文献 [29]

さく，皮膚厚みの影響は，3 GHz で最大となり，周波

と同様の手法を用いて，ボクセルモデルからポリゴン

数の増加に伴い小さくなった．これは，人体モデルの

モデルを介することで，任意の皮膚厚み，分解能をも

層構造によって定在波が生じていることを示唆する．

つモデルを構築し，全身平均 SAR に及ぼす影響を評

モデル表面のスムージングの影響が強くなる傾向と

価する．ここでは，TARO モデルから，(i) オリジナル

なった．また，GHz 帯においては，電力吸収量は体表

モデルを単純分割したもの（単純分割モデル）
，(ii) 皮

面積による影響をうけるため [30]，皮膚厚み等価モデ

膚厚みを従来モデルと等価にし，スムージングを施し

ル（モデル (ii)）の全身平均 SAR の周波数特性は，単

たもの（皮膚厚み等価モデル）
，全身の皮膚厚みをそれ

純分割モデル（モデル (i)）よりも平均 12% 高くなっ

ぞれ (iii) 1 mm，(iv) 1.5 mm，(v) 2 mm で均一にしたも

た．特に，電波の浸透深さが 1 mm 以下となる 25GHz

の，の 5 種類を構築した．

以上においては，スムージングを施した高解像度モデ

5. 2 解 析 条 件

ルでは，全身平均 SAR は皮膚の厚みによらず，ほぼ

解析対象モデルは，5.1 で構築した 5 種類のモデルと

一致しているが，単純分割モデルでは，10–17% 高い

し，各モデルを自由空間に配置し，モデル正面から平

値となった．これらの結果は，ミリ波帯ドシメトリ評

面波を照射した際の全身平均 SAR を計算した．平面

価における数値モデル表面のスムージングの重要性を

波は，入射電力密度 10 W/m2 の垂直偏波とし，周波数

示唆している．

は 1，3，6，10，25，100 GHz，それぞれの周波数にお
けるモデル分解能は，1–10 GHz では 0.5 mm，10 GHz
以上では皮膚組織内波長の 10 分の 1 以下になるよう
に調整した (25 GHz：0.22 mm，100 GHz：0.1 mm)．
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6. む す び
本論文では，ドシメトリ評価の観点から主に遷移周
波数以上における電波の安全性について議論した．
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