Wi-Fi と健康／
安全について
®

あらゆるモノがオンラインでつながっている今日、Wi-Fi® はその中心にあ
ります。全世界の4分の1の家庭で広く使われているWi-Fiは1、今も一般
家庭、政府官公庁、学校、企業などのネットワーク、またスマート エネル
ギー、交通・輸送、医療、エンターテインメントなどの業界に広がり続けて
います。今日世界で使われているWi-Fi機器の数は40億を超え2、Wi-Fi
テクノロジはライフスタイルの一部として、いつでもどこでも人と人とをつ
なぐ役割を果たすようになっています。このようにWi-Fiテクノロジが生活
のあらゆる場面に浸透してきたことで、無線環境やWi-Fi機器の安全性
に対する不安を気にする声も出るようになっています。ワイヤレス (無線
通信) 業界は、このような安全性に対する利用者の不安感を真剣に捉え
ています。このパンフレットでは、Wi-Fiテクノロジが人体に与える影響と
安全性に関する利用者の疑問に答えると共に、この点について権威あ
る公共の保健機関の見解を紹介します。

Wi-Fi の安全性に関する調査結果

私たちは無線電波によってテレビやラジオを楽しんだり、 う結果が示されました3。この結果は、Wi-Fiで使われて
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Wi-Fiネットワークの実地測定が行われました。たとえば
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を考慮した限界値が設けられています。WHOは、
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どもなどすべての社会構成員が含まれていること
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電離放射線防護委員会 (ICNIRP) や米国電気電子技術

Wi-Fi Alliance は、保健物理分野の調査研究と業界の

者協会 (IEEE) の国際電磁界安全委員会 (ICES) など、

科学論文誌の両方をサポートしています。前者は第三
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無線通信機器製造業者フォー
ラム (MMF) について

Wi-Fi アライアンスについて

その他の情報

Wi-Fi Alliance （ワイファイ アライアンス）は、

その他の詳細情報は、下記の各Webサイトでご覧いただけます。

無線通信機器製造業者フォーラム (MMF: Mobile

Wi-Fi を提供している世界中のメンバー企業の

Manufacturers Forum) は通信設備機器の製造

オーストラリア携帯電話通信協会 (AMTA) － Wi-Fiと健康について (英語)

ネットワークで構成された世界的な非営利団体で

www.emfexplained.info/?ID=24502

業者で構成されている国際的な団体で、世界各国

す。このコラボレーション フォーラムを構成してい

オーストラリア放射能保護核安全局 (APANSA) － Wi-Fiと健康について (英語)

の国レベルと国際レベルの両方の保健機関と連

る幅広いエコシステムからの企業は、あらゆる場

www.arpansa.gov.au/radiationprotection/FactSheets/is_wifi.cfm
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GSM アソシエーション (GSMA) について

®

®

は実証済の相互接続性、業界標準のセキュリティ
保護、最先端のテクノロジを実装した製品の証とし
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www.gsma.com/health

カナダ保健省 － Wi-Fi設備について (英語)

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/wifi/index-eng.php

国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) － 無線LAN (Wi-Fi) について (英語)
www.icnirp.org/en/applications/wi-fi/index.html

ニュージーランド保健省 － 学校におけるWi-Fiに関する研究 (2014年) (英語)

www.health.govt.nz/publication/snapshot-study-wifi-in-schools

無線通信機器製造業者フォーラム (MMF)
www.mmfai.org

英国公衆衛生局 － 無線電波と健康について、Wi-Fi (英語)
www.gov.uk/government/collections/electromagnetic-fields

米国連邦通信委員会
www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html

Wi-Fi アライアンス

www.wi-fi.org/wi-fi-and-health

世界保健機構 (WHO) － 基地局と無線技術について (英語)
www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en
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