
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。



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、

日々増え続けている幅広いモバイル通信サービスを利

用したりするなど様々なメリットを手にしていますが、 

Wi-Fiではこのように私たちが日常的に利用しているも

のと同じ無線電波が使われています。このような無線電

波の安全な使用法に関する調査研究は、60年以上にわ

たり行われてきています。

現在も世界中の科学専門家パネルや政府機関、標準

化団体、保健当局などにおいて、膨大な量の科学的調

査研究の検証が定期的に実施されていますが、どの組

織・団体も同じ科学的結論、すなわち現在のところ推奨

限度またはこれを下回る無線電波への曝露が健康に悪

影響を及ぼすことを示す根拠はない、という結論に達し

ています。近年、特にWi-Fiネットワークで使われている

無線電波への曝露レベルを計測することに焦点を当て

た、いくつかの研究が行われています。科学者と政府当

局によるこれらの調査では、学校や住宅、公共スペー

ス、オフィスなどWi-Fiが一般的に使われている場所で

Wi-Fiネットワークの実地測定が行われました。たとえば

英国の公衆衛生局 (元保健保護局) は、学校で使われ

ているコンピュータの無線ネットワーク機器への児童の

曝露についての調査を実施しましたが、Wi-Fi機器への

曝露は国際的な曝露基準に照らし合わせても低いとい

う結果が示されました3。この結果は、Wi-Fiで使われて

いる無線電波のレベルが例外なく国際的な曝露限界値

を大幅に下回っているという、Wi-Fiに関する他の様々な

調査結果にも一致しています4。この結果をさらに裏付け

るのが2013年の包括的な調査検証レポート「Wi-Fi and 

health: Review of current status of research」 (Wi-Fi

と健康： 調査研究最新状況の検証) で、数多くの質が高

い工学研究において、Wi-Fi信号が国際曝露限界値を大

きく下回っているという結果が示されています5。また国際

非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) は2014年のWi-Fi

に関する公式声明で、「Wi-Fiを含め、高周波 (HF) への

曝露による急性および長期的な影響の両方について数

多くの調査研究が行われているが、健康への悪影響を

示す決定的な証拠はない。これらの調査研究の多くは、

同様の曝露環境として携帯電話と基地局に関する文献

から推定されたものである」と述べています5。

Wi-Fi とは
Wi-Fi は近距離データ通信を実現する柔軟性に

富む技術で、ノートブック パソコンやタブレット、ハ

ンドセット、家電、スマート メーター (電気・ガスな

ど) をはじめとする多種多様な機器をつなぎます。

Wi-Fテクノロジは空港やホテル、ショッピング セン

ターといった公共の場での無線インターネット ア

クセス技術として広く利用されていると共に、一般

の住宅やオフィスでも特別なケーブルなしに多様

な機器がインターネットやネットワークへ接続する

環境を提供しています。

Wi-Fi 機器は2.4GHzと5GHzの省電力周波数帯

を使用して、データの無線送受信を行います。

Wi-Fi の安全性に関する調査結果



子どもの健康と安全を守り保護することは非常に

大切です。Wi-Fi機器および他の様々な無線製品

は、世界保健機構 (WHO) や世界各国の保健機関

が推奨する国際曝露基準に準拠しています。これ

らの基準は科学的根拠に基づき公共衛生保護の

ために規定された値で、安全のための大きな余裕

を考慮した限界値が設けられています。WHOは、

この安全余裕の幅には高齢者、傷病者、妊婦、子

どもなどすべての社会構成員が含まれていること

を確認しています。カナダでは学校でのWi-Fi利用

に関する質問に対し、カナダ保健省は一般的に

Wi-Fiへの曝露レベルはカナダおよび国際的な曝

露限界を大きく下回っており、健康にとって危険で

あることを示す証拠はないと回答しています6。 

このカナダ保健省の結論は、世界保健機構 

(WHO)、国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP)

、米国電気電子技術者協会 (IEEE)、英国公衆衛

生局を含む他の国際機関や規制当局の見解に一

致しています。 

学校や子どもに対するWi-Fiの安全性



無線電波の曝露限界値 
Wi-Fiは、無線を利用する他のすべての製品と同じ安全

基準に準拠しています。これらの基準によって科学的研

究に基づく曝露限界値が規定されますが、利用者と公

衆衛生の両方を守るために大幅な余裕を持った安全値

が設定されています。これらの暴露限界値は、国際非

電離放射線防護委員会 (ICNIRP) や米国電気電子技術

者協会 (IEEE) の国際電磁界安全委員会 (ICES) など、

科学分野の第三者機関によって設定されています。

Wi-Fi 機器は無線周波数 (RF) の曝露要件に準拠 
世界各国の規制当局は、様々な科学研究の結果に基づ

く無線周波数 (RF) への暴露限界についてポリシー (施

策) とガイドライン (指針) を適用しており、 Wi-Fi製品の

製造業者は、自社製品がこれらの限界値に準拠してい

ることを証明する証明書を認定試験所から入手しなけれ

ばなりません。これらの試験は、たとえば米国の連邦通

信委員会 (FCC)7 など、各国の規制当局が施行または推

奨している様々な規制や指針に従って行われます。

Wi-Fi 製品の継続的な安全性確保に対する無線
通信業界の取り組み 
無線通信業界は、最新の調査研究情報を確認す 

ると共に、Wi-Fi製品の安全性に対する市場の信頼 

性を確保するため、無線周波数の人体への影響と関連

法規や施策の変更などを常にチェックしています。また

Wi-Fi Alliance®は、保健物理分野の調査研究と業界の

科学論文誌の両方をサポートしています。前者は第三

者機関が4カ国の55カ所 (学校と病院を含む) で356の

計測を実施した曝露に関する調査で、計測を実施した

すべての場所においてWi-Fi信号レベルが国際的な曝

露限界値 (IEEE C95.1-2005とICNIRP) を大幅に下回っ

ていると共に、ほぼすべての計測結果が同じ環境下の

他のRF信号を大きく下回っているとの結論を示していま

す4。後者は無線通信機器製造業者フォーラム (MMF) 
が共同で実施し2013年に公開された調査報告で、調査

研究の最新状況を検証した同報告書では、非常に多く

の質が高い工学研究において、Wi-FiのRF信号の曝露

が国際的な限界値を大きく下回っていることが確認され

ていると結論付けています。

また同報告書では、特にWi-Fi信号の生物学的エンドポ

イントに焦点を当てた研究は数が限られていると共に学

術的な質にも限界があるものの、「より大規模な生物学

的効果に関する文献および機構的な考察からも、Wi-Fi
への曝露が利用者の健康に影響を与えるということを

予期するに足る論拠は一切ない」と述べられています5。

これらの調査研究に加え、前出のMMFとGSMアソシエ

ーション (GSMA) はRFの安全性に関する幅広い国際的

研究も支持しています。これらの研究プロジェクトの多く

は、国レベルと国際レベルの両方の保健機関が参加し

ています。



その他の情報

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。

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) 
www.emfexplained.info/?ID=24502

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) 
www.arpansa.gov.au/radiationprotection/FactSheets/is_wifi.cfm

GSM アソシエーション  
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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無線通信機器製造業者フォー 

ラム (MMF) について 
無線通信機器製造業者フォーラム (MMF: Mobile 
Manufacturers Forum) は通信設備機器の製造

業者で構成されている国際的な団体で、世界各国

の国レベルと国際レベルの両方の保健機関と連

携して、無線技術の安全性に関する継続的な国際

研究調査を支援することを目的に結成されました。

GSM アソシエーション (GSMA) について 
GSMアソシエーション (GSMA) は世界の移動体通

信事業者の利益を代表する業界団体です。現在

GSMAは世界220カ国を網羅し、800社近くの移動

体通信事業者、また250社を数える携帯端末メー

カー、機器メーカー、ソフトウェア企業、設備ベンダ

ー、インターネット企業など幅広いモバイル エコシ

ステムからの企業、さらに金融、医療、メディア、 

輸送・交通、公益事業 (電気・ガス・水道など) 

などの業界からの組織が参加しています。ま

た、GSMAは「Mobile World Congress」や

「Mobile Asia Congress」など業界をリードする 

様々なイベントも開催しています。

Wi-Fi アライアンスについて 
Wi-Fi Alliance® （ワイファイ アライアンス）は、 

Wi-Fi®を提供している世界中のメンバー企業の

ネットワークで構成された世界的な非営利団体で

す。このコラボレーション フォーラムを構成してい

る幅広いエコシステムからの企業は、あらゆる場

所ですべての人とモノをつなぐというビジョンを共

有しています。 2000年以来、Wi-Fi CERTIFIED™ 
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

て広く認められています。Wi-Fi Allianceが認定した

製品は23,000を超え、最高のユーザー エクスペリ

エンスを提供すると共に、すでに確立されている市

場と新しい市場の両方において、Wi-Fi製品とサー

ビスの一歩進んだ利用を促進しています。今日、

世界中で数十億のWi-Fi製品が、多種多様なアプ

リケーション環境でやり取りされている膨大なデー

タ トラフィックをサポートしています。 
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