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Ⅰ 要 旨 
 

1）市販の 95 GHz 帯ばく露装置の動物実験適応可否の検討の結果、本装置を

一部改良することにより、動物実験に使用して眼障害発生閾値検索が可能であ

った。本装置の最大出力により実験家兎眼に再現性良く眼障害を誘発すること

が可能であった。2）40 GHz ばく露による眼障害発生について、眼組織内温度

およびばく露による眼障害発生の有無を指標に、閾値検索を行った。その結果、

電波ばく露による健康障害（ばく露翌日まで残る障害と定義）発生閾値は

100-200 mW/cm2 の範囲内にあることが明らかとなり、電波防護指針の根拠と

なるデータが得られた。3）環境湿度と眼障害関連検索のシステム構築について、

室温、湿度調整はエアーコンディショナー＋加湿器 2 台により 24℃、60%およ

び 24 ℃、40%の条件で実験が可能となった。眼障害発生における気流の関連実

験条件策定には、風速計＋扇風機により、0.4 m/s (労働安全基準 0.5 m/s 以下）

の条件で実験可能であった。 
 
 

Ⅱ 研究目的 
 
ミリ波帯電波の利用が広がる趨勢のもとで、日常生活環境におけるミリ波ば

く露からの人体防護を考慮した電波利用の開発が求められている。しかし、ミ

リ波帯電波の生体作用については、これまで日常生活で利用された事例がほと

んどなく、人体防護ガイドラインが示されているものの、各国のガイドライン

には細かい点での不一致が残されており、安全性に関する具体的根拠の拡充が

求められている。ミリ波帯電波は、体表でほとんどのエネルギーが吸収される

ので、生体影響を考慮すべき部位は、体表に露出する皮膚および眼部である。

本研究では、眼部への影響の閾値を明らかにし、ミリ波帯電波の利用において

考慮すべきばく露ガイドラインの根拠を具体的、定量的に明らかにする事を目

標とする。 
ミリ波帯電波のばく露量は入射電力密度で評価される。人体防護のためには、

さらに照射面積と時間も考慮する必要がある。現在の防護ガイドラインでは、

入射電力密度についてはほぼ同一の数値であるのに対し、照射面積および時間

については十分に統一されていない。眼部へのばく露の照射面積はほぼ一定な

ので、本研究では、ミリ波ばく露による眼部への障害の入射電力密度および照

射時間依存性に特に注目して、定量的なデータを示すことを目標とする。 
 
本研究は以下の検討項目を明らかにすることを目的とした。 
1．95 GHz 帯汎用ばく露装置の動物実験適応可否についての評価 
2．40 GHz 帯電波の眼部ばく露による眼障害発生閾値検索 
3．環境条件と眼障害発生の関連実験のシステム構築 
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Ⅲ 試験方法 
 
1. 実験動物 
 

Specific Pathogen Free（特定の病原菌がいない環境で飼育された動物）の有

色家兎（Dutch 種（ダッチ：家兎の種類）、体重：1.90-1.99kg、平均体重：1.94 
kg、週令：13-15 週令）79 羽を実験に供した。 
実験は金沢医科大学（以下、「金沢医大」という。）動物実験施設（基礎研究

棟地下 1 階 実験室 104 号室、105 号室）または首都大学東京（以下、「首都大」

という。）実験室（首都大学東京 南大沢キャンパス 10 号館 201 号室）で行

った。金沢医大の実験では、実験開始の少なくとも 3 日前に家兎を搬入し、実

験開始日まで飼育環境（温度：24±2ºC、湿度：50±10%）に順化させた。家兎に

は γ線滅菌した飼料および紫外線 C 波で滅菌、フィルターろ過した水道水を飲

料水として自由に摂取させた（図 1）。また、一部の実験は、金沢医大 総合医

学研究所 プロジェクト研究センター 環境原性視覚病態研究部から実験機材

を首都大に搬入して行った。首都大実験室（室温 24ºC にエアーコンディショナ

ー設定）に動物飼育ケージを搬入し、実験動物は少なくとも実験開始日の 3 日

前に動物専門業者（三協ラボサービス）が首都大に輸送し、実験開始日まで環

境順化させた。家兎には通常飼料および水道水を自由に摂取させ、実験動物の

汚物は動物用ペットシーツを使用して処理を行った（図 2）。 
 
 

 
図 1：金沢医大の SPF 環境動物飼育装置（A:104 号室、B:105 号室） 
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図 2：首都大での動物飼育状況 

 
 
家兎は実験開始前に細隙灯顕微鏡（SL-130、Zeiss、Germany、図 3）で眼部

に異常がないことを確認した後に実験に供した。 
環境順化後の家兎の約半数に軽度の角膜上皮障害を認めたため、実験開始時

に外傷または角膜乾燥による角膜上皮障害がある家兎は、実験を一旦中止し、

抗生剤（タリビット® 0.3%点眼液およびタリビット® 0.3%眼軟膏、参天製薬）

を投与し、角膜上皮障害が治癒後に実験に供した。なお、動物実験は金沢医大

動物実験指針[1]および眼科・視覚研究における動物実験指針（Statement for the 
Use of Animals in Ophthalmic and Visual Research）[2]を順守して行った。 
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図 3：細隙灯顕微鏡 

 

 

2. ばく露装置 
 

95 GHz 信号発振器（QBO-9530WSOGE、Quinstar、USA）の電波はレンズ

アンテナを介して家兎眼にばく露した（図 4）。ばく露装置の詳細は首都大の報

告書を参照されたい。 
ばく露実験は図 5 のような簡易ばく露室を設置し、室温 24ºC、湿度 60%前後

を目安にエアーコンディショナーと加湿機 2 台で調整した環境でばく露した。 
 

 
 

図 4：95 GHz 帯ばく露装置構成図 
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図 5：簡易ばく露室 

 
 
3. 95 GHz 帯汎用ばく露装置の動物実験適応可否についての評価 
 
実験家兎は塩酸メデトミジン（Domitor® Orion Corporation、Espoo、Finland） 

0.3-0.5 mg/kg を筋肉内に注射することにより全身麻酔を行い、プラスチック製

の固定器（本実験用にデザインした特注品）で保持した（図 6）。電波ばく露時

には全ての家兎に、眼部局所麻酔として 2%塩酸リドカイン液（キシロカイン®

注射液 2%、アストラゼネカ）を点眼した。 
ばく露中の家兎の瞬目は眼内への電波の進入を妨げるため、ばく露直前にガ

ムテープで両眼瞼を固定した（図 6）。瞬目抑制による角膜の乾燥を防止する目

的で生理食塩水を適宜点眼した。 
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図 6：家兎のばく露風景 

 
 

レンズアンテナの焦点距離135 mmに家兎角膜の頂点を合わせるにはKojima
らの方法[3]に準じた。すなわち、1）レンズアンテナの焦点距離の位置に仮の標

的を置き、レンズアンテナの両側から赤と緑の 2 種類のレーザーポインターを

用い前述の仮の標的に 2 つのレーザーポインターの焦点を合わせた（図 7A）。2）
標的を除去し、レーザーポインターが交差する位置（図 7B）に家兎角膜頂点が

くるように、家兎固定器を XYZΘ ステージ（図 8：本実験用に特注）により位

置合わせを行った。 
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図 7：家兎眼のばく露位置の設定 

 

 
図 8：家兎のばく露位置を合わせる XYZΘステージ 
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本装置の最高出力パワーである 200 mW/cm2を 4 羽の家兎の片眼に 6 分間ば

く露し、眼障害の発生有無および障害の時間推移を細隙灯顕微鏡（前述）で観

察、画像記録した。電波ばく露の反対眼をばく露対照眼とした。 
電波ばく露後の家兎の眼部障害の観察と写真撮影は、ばく露直後、ばく露 1

日後、ばく露 2 日後に行った。蛍光染色所見の観察には、家兎の眼球を充分量

の生理食塩水で洗浄後、0.05%フルオレセイン溶液（蛍光色素の名称）30μl を
結膜嚢内にマイクロピペットで点眼、一回閉瞼を行って蛍光色素を眼球表面に

拡散後、充分な生理食塩水で余剰のフルオレセインを洗浄除去してから同様の

観察と画像記録を行った。蛍光色素観察の蛍光励起フィルターは従来のものと

同様であるが、励起光カットフィルターを挿入することにより、蛍光沈着部位

をより明確にした（図 9）。 
 

 
図 9：蛍光観察方法（A：蛍光励起フィルターのみ（従来の観察方法） 

B：蛍光励起フィルター＋励起光カットフィルター（今回使用方法）） 
 

補足的な実験として、100 mW/cm2（3 羽）、50 mW/cm2（2 羽）、10 mW/cm2

（2 羽）の 6 分間ばく露および 200 mW/cm2 30 分間ばく露（1 羽）を上記と

同様の方法で行った。 
上記の実験モデルの日差再現性を確認する目的で、200 mW/cm2 6 分間ばく露

の実験を 3 羽の家兎で施行し、同様の観察法で両者の比較検討を行った。 
 
ばく露中の角膜表面温度（ばく露開始直前およびばく露終了 5 秒前）をサー

モグラフィカメラ（R300、NEC Avio、以下、「サーモカメラ」という。）で測定、

画像記録を行った。 
蛍光染色による角膜上皮障害の検討では、電波ばく露による障害以外に、全

身麻酔による瞬目の抑制が原因の乾燥による角膜障害や、家兎の体毛が眼内に

入ることによる角膜上皮障害が生じる。これら電波ばく露以外の原因による角

膜上皮障害を除去するため以下の除外基準を設けた[4]。 
ばく露眼、ばく露対照眼の両方に蛍光染色を認めるものは除外した。体毛等

による擦過が原因と思われる障害は線状の障害痕は形状から判定し、除外した

（図 10）。 
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図 10：擦過（外傷）による角膜上皮障害 

 
 

4. 95 GHz 帯汎用ばく露装置の動物実験適応可否についての評価 
 
4.1 95 GHz 帯ばく露による眼内温度変化の検討 
前述の実験と同様に全身麻酔下の家兎はプラスチック製の固定器で保定後、

点眼による眼部局所麻酔を施行し、直径 0.5 mm の蛍光式温度計（Luxtron790 
Luxtron Santa Clara、CA、USA）のプローブを角膜、水晶体に顕微鏡下で挿

入した [3]。 
眼球組織への温度プローブの設置は以下の手順で行った。1）右眼角膜中央よ

り 1.5 mm 耳側に 26 G 注射針（gauge（注射針の直径の単位））で角膜実質部（角

膜厚の中央部分）に穴をあける。2）前述の穴をスパーテルで直径 0.5 mm、長

さ 3 mm（温度計プローブのセンサー部分の長さ）のポケット（トンネル）を作

成し、温度計プローブを刺入する。この部位を角膜中央部の温度測定部位とし

た（図 11A①）。3）上記のポケットの 3 mm 上方位置に同様のポケットを作成

し、プローブを刺入した。この部位を角膜中央より 3 mm 上方の温度測定位置

とした（図 11A②）。4）眼球の上方（12 時の位置）より、18 G 注射針で角膜輪

部から 3 mm 後方の強膜部に穴を開け、水晶体前嚢部近くで、かつ温度測定プ

ローブが瞳孔領の中心にくるようにプローブを刺入後、強膜部にグラスファイ

バープローブを瞬間接着剤で固定した（図 11B③）。 
ばく露中の角膜表面温度（ばく露開始直前およびばく露終了 5 秒前）をサー

モカメラで測定、画像記録を行った。 
温度測定プローブを装着した家兎は、レンズアンテナから 135mm 離れた焦

点位置に前述のレーザーポインターを用いた位置決め方法により、家兎を設置

し、95 GHz 帯電波を 50、115 mW/cm2 10 分間ばく露を 1 家兎について 2 回行

った。また、環境条件と眼障害の関連についての予備実験として、上記と同様

の実験を室温 24ºC、湿度 40%の環境で行い、室温 24ºC、湿度 60%の条件と比

較した。 
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 金沢医大のばく露実験はすべて、図 13 のシールドルーム内で行い、エアーコ

ンディショナー、加湿器 2 台により室温 24ºC、湿度 60%前後に調整して実験を

行った。ばく露時の実験家兎の眼部には、エアーコンディショナーや種々の機

器の冷却ファンの風が当たらないのを風速計（アネモマスター®風速計 Model 
6004、KANOMAX）で確認した。 
 

 
図 13：ばく露実験室（シールドルーム） 
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5.2 ばく露方法 
全身麻酔下の家兎を前述の方法でレンズアンテナの焦点位置に設置し、10、

50、100、200、300、400、500、600、800、1000 mW/cm2の 40 GHz 帯電波

を家兎の角膜中心に 1 分から 30 分間ばく露した。なお、標準的なばく露時間設

定については、我が国の防護指針[5]に従い、6 分間とした。 
家兎眼部の観察は細隙灯顕微鏡検査（図 3）および蛍光染色所見（図 9 参照）

の観察を、ばく露開始直前、ばく露直後、ばく露 1 日後、ばく露 2 日後に行っ

た。 
 
5.3 40 GHz 帯ばく露による眼内温度変化の検討 

95 GHz 実験と同様に全身麻酔下の家兎はプラスチック製の固定器で保定後、

点眼による眼部局所麻酔を施行し、直径 0.5 mm の蛍光式温度計（Luxtron790 
Luxtron Santa Clara、CA、USA）のプローブを 95 GHz ばく露による眼内温

度変化測定実験と同様の方法で、角膜、水晶体に刺入し計測した。40 GHz 帯の

実験では、球後にもプローブを顕微鏡下で挿入した [3]。すなわち、右眼の鼻側

の位置（3 時方向）の位置から 18 G 注射針で眼球と眼窩骨の間にトンネルを作

成し、温度プローブを設置して、眼球球後測定（深部体温）位置とした（図 11A
④）。また、ばく露中の角膜表面温度（ばく露開始直前およびばく露終了 5 秒前）

をサーモカメラで測定、画像記録を行った。 
1 羽の家兎に対して、電波ばく露は 100、150、200、300、400 mW/cm2を各々

10 分間行った。ばく露とばく露の間はばく露によって上昇した温度が定常状態

に戻ったことを確認後に次のばく露を行った。同様の実験を 4 羽の家兎を使用

して行い、その平均値を求めた。 
 

5.4 40 GHz 帯ばく露による水晶体障害の検討 
40 GHz ばく露による水晶体の障害の有無を検討する目的で種々の電波ばく

露後（1 W/cm2 1 分間、800 mW/cm2 1 分間、600 mW/cm2 6 分間、300 mW/cm2 
30 分間）に水晶体を摘出し、水晶体上皮伸展標本を作成した。ばく露 3 日後に

水晶体を摘出後、100 %エタノールと 100 %酢酸の混液（3:1 体積比率）で固定

した。固定後の水晶体は赤道部分より先端が鋭利な鑷子で水晶体嚢を花弁のよ

うに剥離し、水中で顕微鏡用プレパラートに伸展し、マイヤーズ・ヘマトキシ

リン染色液で 20-30 分染色後、所定の処理を経て、顕微鏡で観察した。 
 

5.5 感温液晶カプセルによる前房対流の可視化 
温度により色調が変化する感温液晶カプセル（日本カプセルプロダクツ）を

生理食塩水で 0.2 %懸濁液にし、30 G 注射針を装着した 1 ml シリンジで家兎前

房内に注入した。ばく露中の前房観察には、図 14 に示すようにレンズアンテナ

から家兎角膜の軸を 0 度とし、その左右 45 度方向にスリット光源とビデオカメ

ラを配置し、画像記録を行った。ばく露は 200 mW/cm2 のばく露の 3 羽の家兎

で行った。 
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図 14：前房対流観察用光学システム 

 
 

6. 環境条件と眼障害発生の関連（環境湿度と眼障害関連検索のシステム構築） 
 
電波ばく露による眼障害に気流の及ぼす影響について検討するように、評価

委員会より指示があり、本年度はシステム構築を目標に検討を行った。 
 電波ばく露による眼障害発症の有無に、気流がどの程度影響するかについて

検討した。屋外を想定すると気流の程度、方向等が非常に複雑となるため、取

りかかりとして、屋内での気流＋電波ばく露を想定し、実験システムを組んだ。 
 我が国の労働安全衛生法[6]では、「事業者は、前項の設備により室に流入する

空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を

〇・五メートル（報告者注：ママ）毎秒以下としなければならない。」と定めら

れている。従って、0.4 m/秒の気流が眼部に当たるように条件を設定した。気流

は前述の風速計（アネモマスター®風速計 Model 6004、KANOMAX）で測定し

た。レンズアンテナの焦点部分に風速計を設置し、0.4 m/秒の風が当たるように

小型扇風機を設置した（図 15、図 16A）。次いで、レンズアンテナの焦点部分

に家兎の角膜頂点が来るように位置合わせを行った（図 15、図 16B）。 
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図 15：気流ばく露システム(1) 

 

 
図 16：気流ばく露システム(2) 

 
 

7. 統計処理 
 
 有意差検定は、Student-t 検定を行い、有意水準は p<0.05 とした。 
 
 

Ⅳ 試験結果および考察 
 
1. 95 GHz 帯ばく露装置の動物実験適応可否についての評価 
 

汎用に設計された 95 GHz帯ばく露装置では図 17に示したように電波の出力

部（図 17A）と電波の出力を制御するアッテネーター（図 17B）が発振器前面

の操作パネル上にあった。現状の出力制御の方式では低出力の電波を出力する
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際にアッテネーターによる出力調整に時間を要し、誤差が生じる可能性が高い

こと、金沢医大のばく露室の環境では電波発信源とレンズアンテナを直線的に

つなぐにはスペース的に問題があったことから以下の改良を首都大で行った

（図 17）。図 17 に示したように、電波出力部（図 17A）の導波管からターミネ

ーター（図 17C）の導入により、狭いスペース内でもばく露装置の設置が可能

となった。また、導波管スイッチ（図 17D）を導入したことにより、ばく露開

始前に予定ばく露強度に出力を合わせることができるようになったため、改良

前よりも精度の高いばく露が可能となった。 
 

  
図 17：改良後の 95 GHz ばく露装置 

 
 
2. 95 GHz 帯ばく露による眼内温度変化の検討 
 
 95 GHz の家兎眼ばく露による影響の目安を得る予備実験として、ばく露中の

眼内温度を測定した。 
図 18 に 50 mW/cm2および 115 mW/cm2 10 分間を同一家兎に 2 回ばく露し

た時の眼内温度変化の平均を示す。測定した眼組織のなかでは、角膜中心部の

温度上昇が最も高く、次いで角膜中央部より 3 mm 上方、水晶体前皮質部の順

であった。 
ミリ波、特に高周波のミリ波は生体組織のごく表面に吸収されることが知ら

れている。本予備実験により、95 GHz ばく露では角膜だけでなく、水晶体にも

温度変化が認められたため、角膜周辺で吸収され、発熱した熱が水晶体にも輸

送されることが明らかとなった。 
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始から角膜中央部での温度上昇が観察され、ばく露終了 5 秒前では角膜中央部

から上方が高い温度を示し、角膜の最高温度は 42.7ºC を示した。 
 

 

図 20：95 GHz 200 mW/cm2 6 分間ばく露による角膜表面温度変化 

 

 図 21 に 200 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移を示す。ばく露直後の

前眼部所見では、眼内の炎症を思わせる縮瞳（角膜炎や虹彩炎では三叉神経刺

激によるプロスタグランディンの作用で瞳孔が小さくなる現象）、毛様充血（角

膜輪部を囲む毛様血管系の充血）、前房内のフレア（細隙灯顕微鏡で観察される

散乱。虹彩や毛様体の血管透過性が亢進し前房タンパク質の濃度が増加してい

るときに観察される）や細胞の浮遊は観察されなかった。蛍光染色所見では、

ばく露眼の右眼瞳孔領中央部分に染色が観察され、ばく露対照眼（左眼）には

染色所見が観察されなかったことより、右眼の蛍光染色は電波ばく露による角

膜上皮障害と判定した。ばく露 1 日後の蛍光染色所見では、ばく露直後に認め

た蛍光染色部分の一部に境界鮮明な染色部分が観察された。ばく露 2 日目の前

眼部所見では、ばく露 1 日後に認めた蛍光染色部位に弱い角膜障害が観察され

た。蛍光染色所見ではこの部位に境界不鮮明な弱い染色を認めた。なお、ばく

露 1 日後、2 日後ともにばく露対照眼（左眼）では如何なる異常所見も認めなか

った（図 21）。同様の実験を 4 羽の家兎で行ったが、眼障害発生の程度、障害の

推移はほぼ同程度のものであったため、図 21 の経過が 95 GHz 200 mW/cm2 6

分間ばく露による眼障害の典型例とした。 
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図 21：95 GHz 200 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 
 

レンズアンテナを介したミリ波ばく露による典型的な角膜上皮障害は瞳孔領

中央部に認められる円形の蛍光所見である[3]（図 9B 参照）。しかしながら、95 
GHz 200 mW/cm2 6 分間ばく露では瞳孔領に円形の角膜上皮障害は誘発されな

かった。本ばく露装置では 200 mW/cm2 ばく露が最大パワーとなるため、より

強いばく露条件で実験は出来なかったため、200 mW/cm2 30 分間ばく露を行っ

た。図 22 に 200 mW/cm2 30 分間ばく露による眼障害の程度を示した。ばく露

直後の前眼部の所見では 200 mW/cm2 6 分間ばく露と大差はない。ばく露直後

の所見では瞳孔領周辺（耳側上方）に境界が鮮明で円形の蛍光染色所見が観察

された。スリット観察では瞳孔領周辺の角膜の散乱光が増加していた。ばく露 1
日後の前眼部所見では蛍光染色が見られた部位に一致して、角膜混濁を認めた。

蛍光染色では境界が鮮明な角膜上皮障害所見が観察された（図 22）。 
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図 22：95 GHz 200 mW/cm2 30 分間ばく露による眼障害 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 
 

 
本条件（95 GHz 200mW/cm2 6 分間ばく露）で再現性ある眼障害が誘発され

たので、ここでみられた障害を電波ばく露による典型的な眼障害の基準として

暫定的な眼障害発生閾値検索を行った。 
図 23 は 100 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の典型例を示す。ばく露直

後の蛍光染色観察において、200 mW/cm2 ばく露群より障害の程度は弱いが同

様の眼障害の推移を認めた。 
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図 23：95 GHz 100mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 
左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 
 

95 GHzの 50 mW/cm2 6分間ばく露による典型的な眼障害の推移を図 24に示

す。ばく露直後にばく露部位と一致した場所（瞳孔領中央部）に角膜上皮障害

所見である蛍光染色（図 24、ばく露直後黄色矢頭）が見られた。 
前眼部の細隙灯顕微鏡所見では、縮瞳、前房中への細胞遊出等の眼内炎症惹

起を示す所見はなく、ばく露対照眼と差はなかった。ばく露 1 日後には角膜上

皮障害は消失し、明らかな異常所見は認めなかった。 
95 GHz 10 mW/cm2 6 分間ばく露では、観察期間を通して、ばく露眼、ばく

露対照眼に差はなく、本条件での眼障害の誘発は認めなかった（図 25）。 
200 mW/cm2 6 分間ばく露実験で 4 羽中 4 例全例に再現性良く眼障害を誘発

できたこと、200 mW/cm2 30 分間ばく露実験で、60 GHz 眼部ばく露により認

められた急性眼障害と同一の所見が得られたことから、200 mW/cm2 6 分間ばく

露の条件で得られた眼障害の推移を 95 GHz 眼部ばく露による基準モデルとし

た。 
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図 24：95 GHz 50 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 
左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 矢頭：蛍光染色部位、矢印：角膜障害部位 

 

 

図 25：95 GHz 10 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 
左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部
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像と蛍光染色像 
 
 
 図 26 に 95 GHz 200 mW/cm2 6 分間ばく露による再現性実験データ 3 羽の中

で典型的な眼障害の推移を示す。 
 ばく露直後の前眼部の観察では軽度の充血およびスリット観察では角膜の散

乱光の増加が観察された。蛍光染色所見では、瞳孔領中央部に境界が不鮮明な

楕円形の蛍光染色所見を認めた。ばく露 1 日後では境界が鮮明な蛍光染色所見

を認めた。ばく露 2 日目では、蛍光染色部の境界は不鮮明ながら、角膜上皮障

害の残存を思わせる染色所見を認めた。 
本実験終了後に本実験のばく露量は使用したレンズアンテナの通過損失のデ

ータの取り違えが原因で、実際のばく露量は 230 mW/cm2 6 分間ばく露の条件

であったことが判明した。95 GHz 230 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の程

度は、200 mW/cm2 6 分間ばく露群と 200 mW/cm2 30 分間ばく露群の中間に位

置するものであった。 
200 mW/cm2 6 分間ばく露と 230 mW/cm2 6 分間ばく露では、ばく露量が異な

るために厳密な意味では、両者の比較は意味がないが、200 mW/cm2 6 分間ばく

露実験で 4羽中 4例全例に再現性良く眼障害を誘発できたこと、200 mW/cm2 30
分間ばく露実験で、60 GHz 眼部ばく露により認められた急性眼障害と同一の所

見が得られたこと、230 mW/cm2 6 分間ばく露の混濁形態が 200 mW/cm2 6 分

間ばく露群と30分間ばく露群の眼障害の中間に位置したことから総合的に判断

して、本ばく露システムを用いて、今後の動物実験が可能と判断した。 
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図 26：95 GHz 再現性実験 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 

 

4.  40 GHz 眼部ばく露による眼組織障害を指標にした閾値検索 
  

家兎の片眼に 40 GHz 600 mW/cm2 6 分間ばく露を行ったところ、角膜表面温

度（サーモカメラによる測定）は、ばく露開始 5 秒前の 32.7ºC からばく露終了

5 秒前の 49.6ºC に上昇した。 
図 27 に眼障害発症およびその経過を示す。ばく露直後の前眼部所見は、縮瞳

を認めた。蛍光染色ではばく露部位に一致した蛍光染色所見が得られた。ばく

露１日後には角膜混濁が発現し、著しい結膜浮腫を認めた。蛍光染色部位は角

膜の 80%程度が染まり、角膜障害は広範囲に及んでいた。ばく露 2 日後には、

眼内の炎症を示す前房フレアの上昇および結膜充血を認め、角膜混濁も増悪し

ていたが、蛍光染色面積は縮小傾向にあり、角膜上皮障害は治癒が始まってい

ることが観察された。ばく露対照眼（左眼）は、ばく露のどの時点でも、前眼

部、スリット像ともに異常所見は認めなかった。 
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図 27：40 GHz 600 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移およびばく露中

の角膜表面温度 
左からばく露眼の前眼部像と蛍光染色像、ばく露対照眼の前眼部像と蛍光染色

像 
 

 ばく露 3 日後の所見を図 28 に示す。角膜混濁、結膜充血は依然強く残ってい

た。蛍光染色所見は縮小傾向になり上皮障害は治癒に向かっていたが、著明な

角膜混濁部に一致して高度の角膜実質浮腫があり、本障害が不可逆性である可

能性が示唆された。ばく露対照眼には異常所見は認めなかった。 
 40 GHz 600 mW/cm2 6分間ばく露の条件は非常に重篤な眼障害を惹起したの

で、動物愛護の観点より、1 羽のみの観察に止めた（金沢医科大学実験動物委員

会からの勧告）。 
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図 28：40 GHz 600 mW/cm2 6 分間ばく露 3 日後の所見 
 

 40 GHz 500 mW/cm2 6 分間ばく露実験は動物愛護の観点から 2 羽に限って実

験を行った。ばく露 5 秒前、ばく露終了 5 秒前の 2 羽の家兎の角膜表面温度（サ

ーモカメラによる測定）の平均はそれぞれ、35.8ºC から 45.2ºC に上昇した。眼

障害の所見を図 29 に示す。 
 眼障害の程度は 600 mW/cm2 6 分間ばく露よりも軽度であったが、ばく露後

の眼障害の進行過程はほぼ同等であった。すなわち、ばく露直後の縮瞳、境界

が不鮮明な蛍光染色所見、ばく露 1 日後の軽度の角膜混濁と境界が鮮明な円形

の蛍光染色所見等である。角膜混濁はばく露 3 日目がもっとも重篤になり、蛍

光染色所見はばく露 1 日後をピークに、ばく露 3 日後には蛍光染色所見は認め

なかった。これら角膜所見を含む眼障害の推移は、Kojima ら[3]の 60 GHz 家兎

眼ばく露による急性眼障害の推移と同様であった。 
 

 
図 29：40 GHz 500 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 
 

 40 GHz 400 mW/cm2 6 分間ばく露実験は 6 羽の家兎で行った。電波ばく露の

有無による角膜表面温度（サーモカメラによる測定）の平均値は、ばく露開始

前が 33.4±1.8ºC でばく露終了 5 秒前が 45.8±1.3ºC であった。電波ばく露による
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眼障害の経時変化を図 30 に示す。6 羽中 3 羽は眼障害を発生し、6 羽中 1 羽は

眼障害の発症を認めなかった。6 羽中 2 羽のばく露眼（右眼）には電波ばく露部

位に特徴的な眼障害を示したが、ばく露対照眼（左眼）に軽度の角膜上皮障害

が現れたために、判定基準[4]に従って、除外した。 

 
図 30：40 GHz 400 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 
 

 40 GHz 300 mW/cm2 6 分間ばく露による角膜表面温度（サーモカメラによる

測定）の変化は、ばく露開始前が 31.2±2.6ºC でばく露終了 5 秒前が 42.4±0.7ºC
であった（表 1）。眼障害の発生は 5 羽中 3 羽に見られ、他の 2 羽には障害を認

めなかった（表 1、図 31）。 
300 mW/cm2 6 分間ばく露により若干の球結膜充血は認めたものの、眼内の炎

症を示唆する縮瞳や前房内フレアの上昇は認められなかった。蛍光染色ではば

く露部位に一致した個所に境界の不鮮明な染色を認めた（図 31 ばく露直後、矢

頭）。ばく露 1 日後には蛍光染色部位は認めなかったが、スリット観察では微か

な変化を認めた（図 31 ばく露 1 日後矢頭）。ばく露 2 日後には前述の障害は消

失していた。ばく露対照眼に異常所見はなく、電波ばく露による角膜温度上昇

と眼障害発生の有無の明らかな関連は認められなかった（表 1、図 31）。 
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準に従って除外した。除外したもう 1 羽の家兎はばく露直後に一過性の角膜染

色所見を両眼に認めたため、除外した。この上皮障害はばく露 1 日後には治癒

していた。 
 

 
図 32：40 GHz 200 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 矢印：角膜障害部位 
 

 40 GHz 100 mW/cm2 6 分間ばく露実験は 7 羽の家兎で行った。7 羽中 2 羽の

家兎はばく露直後のみに見られる一過性の角膜上皮混濁を発症した（図33）。100 
mW/cm2 6分間ばく露による角膜表面温度の変化は、ばく露開始前が 32.3±1.7ºC
でばく露終了 5 秒前が 38.6±1.0ºC であった。この角膜上皮障害は、ばく露 1 日

後には消失していた。7 羽中 1 羽の家兎は全観察期間を通して異常所見は認めな

かった。残りの 7 羽中 4 羽はばく露対照眼にも蛍光染色所見を認めたために除

外したものであるが、蛍光染色部位の形状、ばく露量と蛍光染色面積等から総

合判断すると、この異常所見はばく露に直接関連したものとは考えにくいもの

であった。 
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図 33：40 GHz 100 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像 矢頭、矢印：蛍光染色

部位、角膜混濁部位を示す 
 

 40 GHz 50 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害発症有無の検討を 3 羽の家兎

で行った。50 mW/cm2 6 分間ばく露による角膜表面温度（サーモカメラによる

測定）の変化は、ばく露開始前が 30.0±1.2ºC でばく露終了 5 秒前が 34.9±0.8ºC
であった。3 羽中 2 羽の家兎は全実験期間を通じて異常所見は認めなかったが、

1 羽の家兎で図 34 に示すような一過性の角膜上皮障害が観察された。蛍光染色

所見では、明らかな染色ではなかったが、スリット観察において、ばく露部位

である瞳孔領中央部分に、ばく露前には観察されなかった角膜上皮障害を認め

た。ばく露中の角膜温度の最高温度の平均が 34.9±0.8ºC と家兎の体温

（37.3-39.8ºC）より考えると、ばく露による熱障害によって誘発された角膜上

皮障害とは考えにくい。 
 Kuesらは家兎眼またはサル眼に 60 GHz 10mW/cm2の電波を単回または 5日

間以上繰り返しばく露した際の角膜の内皮細胞障害、虹彩血管の浸透性の変化、

水晶体混濁の有無を検討し、本条件のばく露では眼障害は生じないことを報告

している。一方で、ばく露 1 日後の観察では角膜内皮細胞の異常所見があった

ことも報告しているが、これは角膜内皮細胞観察時の機械的な障害（報告者注：

具体的な記載なし）によるものと結論付けている[7]。 
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図 34：40 GHz 50 mW/cm2 6 分間ばく露による眼障害の推移 

左からばく露眼の前眼部像、蛍光染色像、スリット像、ばく露対照眼の前眼部

像と蛍光染色像 
 

 図 35 はばく露直後に認められた角膜上皮障害発生をまとめたものである。除

外基準[4]より除外したデータは白○（ばく露眼には異常は認めなかったが、ば

く露対照眼に障害を認めたもの）または白◇（ばく露眼に障害を認めたが、ば

く露対照眼にも障害を認めたもの）で示した。 
 一過性の角膜上皮障害は電波ばく露以外で生じる可能性のある障害であり、

除外しなければならないデータが多く見られた。ばく露中は眼瞼をガムテープ

で開瞼することにより家兎の瞬目が抑制されるため、通常の状態より乾燥によ

る角膜上皮障害が発生し易い状況にある可能性も否定できない。この状態での

電波ばく露により多少とも角膜の温度が上昇することで涙液中の液層の含水率

が低下し、涙液層 Break up の継続による角膜上皮障害が発生するものと考える。

これらのことを考慮すると、6 分間の電波ばく露により、ばく露直後に発生する

角膜上皮障害の閾値は、50-300 mW/cm2間にあると考える。 
 



31 
 

 
図 35：ばく露直後の角膜上皮障害発生の有無 

 
Rosenthal らは 35、107 GHz の 2 つの周波数を家兎眼にばく露し、ばく露

24 時間後の角膜の急性障害を蛍光染色による角膜上皮障害のスコア評価および

角膜実質の散乱光のグレード分類を用いて評価している[8]。35、107 GHz の

10-50 mW/cm2を家兎眼にばく露することにより、一過性の障害が発生すること

を報告している。 
我が国の「電波利用における人体の防護指針、諮問第 38 号」では前述の

Rosenthal らの報告を受けて、「一過性の障害は、電磁波を照射しなくても検出

される程度のもので重大なものではない」としている[9]。 
以上のことより、ばく露翌日まで残る障害を眼障害発生閾値の指標とすると、

図 36 になる。ばく露 100-200 mW/cm2の間に眼障害発生閾値が存在すると考え

る。 
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図 36：ばく露 1 日後の角膜上皮障害発生の有無 

 
 

5. 40 GHz 帯ばく露による水晶体障害の検討 
 
図 37 に 40 GHz 300 mW/cm2 30 分間ばく露による角膜障害および水晶体上

皮細胞伸展標本を示す。電波ばく露直中の角膜表面温度（サーモカメラによる

測定）の最高温度は 41.6ºC であった。ばく露直後には蛍光染色が見られ、角膜

上皮障害が誘発された。ばく露 3 日後の水晶体上皮伸展標本ではばく露部位に

相当する水晶体中央部に円形の上皮細胞の配列異常所見が見られた（図 37A 矢

頭）。強拡大による観察では分裂期の細胞が多数観察された（図 37C 矢印）こと

より、水晶体に何らかの障害を生じたことを示唆する所見である。同様の所見

は、ばく露対照眼では観察されなかった。 
 水晶体は生涯にわたって成長する特異な器官であるが、水晶体の上皮細胞が

分裂するのは水晶体赤道部周辺に限定される[10]。ばく露眼の水晶体中央部の水

晶体上皮細胞に正常時では見られない増殖期の細胞が見られたことにより、角

膜周辺で発生した熱が何らかの方法で水晶体に輸送され上皮細胞障害を生じた

ものと考える。Kojima ら[3]は 60 GHz の 1,898 mW/cm2 6 分間ばく露 3 日後の

水晶体上皮細胞に今回認めたものと同等の増殖期細胞を観察したと報告してい

る。 
水晶体上皮細胞の障害に関して、Kojima らは家兎に 300 mJ/cm2の紫外線 B 波

をばく露することにより、水晶体の上皮細胞が障害されることを報告している

[11]。この上皮細胞障害は紫外線ばく露時に生き残った細胞が、アポトーシスに

よって死亡した細胞を貪食しながら増殖し、約 1 週間で紫外線ばく露による障

害部位は修復され、水晶体上皮障害単独では白内障の発生には至らない[11]。し
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かしながら、水晶体上皮細胞が慢性的に障害される場合には、白内障を発生す

る可能性も否定でない。来年度に予定されている 40 GHz ばく露実験の補足実

験としてさらに詳細な検討を行う必要があり、また、角膜、水晶体細胞の培養

実験において、熱障害により角膜または水晶体細胞がアポトーシスを生じる温

度を検討する必要がある。 
 Guy らは[12]白内障が発症する温度は 41ºC と報告している。今回の検討では

サーモカメラで測定した角膜表面温度は 41.6ºC であり、この温度がどのように

水晶体に輸送されるかについて今後詳細に検討する必要がある。 
 

 
図 37：40 GHz 300 mW/cm2 30 分間ばく露による角膜、水晶体障害所見 

A-D：水晶体上皮伸展標本（A,C：ばく露眼、B,D：ばく露対照眼） 
 
 

6. 40 GHz 帯ばく露による眼内温度変化の検討 
 
図 38 は 40 GHz 400 mW/cm2 10 分間ばく露による眼内温度変化の典型的な

グラフを示している。ばく露前の最も高い眼内温度の平均は球後（眼窩内）で

38.4ºC、次いで水晶体前皮質が 33.1ºC、角膜中央部、角膜中央部 3mm 上方は

ともに 32.3ºC であった。角膜と水晶体の温度はばく露開始直後から急激に上昇

し、ばく露開始 6-7 分で定常状態に達した。球後の温度はばく露開始 2 分頃よ

りわずかに上昇傾向を示したが、大きな変化はなかった。ばく露による最高到

達温度の平均は角膜中央部が 55.0ºC で、角膜中央部 3mm 上方が、50.0ºC、水

晶体前皮質部 48.9ºC、球後 39.2ºC であった。 
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図 38：40GHz 400 mW/cm2 10 分間ばく露による眼内温度変化典型例 

 
図 39 は 100、200、400 mW/cm2 10 分間ばく露による 4 羽の家兎の眼内温度

の平均値をプロットしたものである。高い入射電力密度によるばく露は、高い

角膜、水晶体温度の変化を示した。球後の温度は 100 mW/cm2ばく露では明ら

かの温度上昇は認められず、200、400 mW/cm2ばく露でのわずかな温度上昇を

示すのみであった。40 GHz の眼部ばく露は、少なくとも水晶体までは、熱が到

達することが明らかとなった。 
 100 mW/cm2ばく露の角膜中央温度は、角膜中央 3mm 上方よりも有意に高か

った（図 39、表 2、p<0.05）。一方、400 mW/cm2ばく露群では角膜中央温度と

角膜中央 3mm 上方の温度には差が見られなかった（図 39、表 2、p=0.82）。 
 
 

表 2：100 または 400 mW/cm2 10 分間ばく露による最高眼内温度の比較 

温度測定部位 
最大温度（ºC） 有意差検定 

家兎数
100 mW 400 mW 100 mW 400 mW 

角膜中央 6.21 18.56   4 
角膜中央 3mm 上方 5.40 18.17 0.03 0.82 4 

水晶体前皮質 3.46 10.81 0.01 0.0004 4 
球後 0.15 0.70 0.001 0.013 3 
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図 39：100、200、400 mW/cm2 10 分間ばく露による眼内温度変化 

①：角膜中央、②：角膜中央 3 mm 上方、③：水晶体前皮質、④：球後（眼窩

内） 
 

5.1 感温液晶カプセルによる前房対流の可視化 
図 40 に 40 GHz 200 mW/cm2をばく露したときの感温液晶カプセルによる前

房対流変化の時間経過を示す。ばく露前に前房対流は虹彩、水晶体側から立ち

上がり、上部隅角から角膜に沿って下降するものであったが、ばく露開始 3 秒

後では角膜直下の感温液晶カプセルに色調変化が生じ角膜に沿って上部隅角へ

向かう、ばく露前とは反対の対流が生じた。ばく露開始 10 秒後では前房のほぼ

半分の領域に熱が輸送されていることが伺える。ばく露開始 20 秒では角膜直下

と水晶体前面の温度はほぼ同等になっていることが示唆された。 
報告者と首都大との共同研究において、75 GHz ばく露中の家兎眼内の熱輸送

について、金沢医大で撮像した感温液晶カプセルの動態を首都大で解析した結

果、低ばく露強度の際の熱輸送は熱伝導が主体であるが、ある一定のばく露レ

ベルを超えると、角膜から水晶体へ向かう対流が生じ、この対流により熱輸送

が行われることを報告している[13]。 
生体眼による眼障害発生を指標とした検索、蛍光温度プローブ、赤外線サー

モカメラによる眼表面温度の測定、水晶体上皮細胞伸展標本による水晶体障害

の検索、上記の温度測定からの数値計算により、さらに詳細な閾値を示すこと

ができると考える。 
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図 40：感温カプセルによる前房対流の可視化 

40 GHz 200 mW/cm2 ばく露 3、10、20 秒後の所見 
 
 

Ⅴ まとめ 
  

1） 汎用に設計された 95 GHz ばく露装置を改良することにより、ばく露

翌日まで障害が残る重篤な眼障害モデルの作成が再現性良く行えるこ

とが明らかとなった。 

2） 環境湿度 40%と 60%での 95 GHz 50 および 115 mW/cm2 10 分間ばく

露による眼内温度変化には有意な差があり、ばく露環境により眼障害

発生の有無に違いが生じる可能性が示唆された。 

3） 環境湿度と眼障害関連検索のシステム構築について、室温、湿度調整

はエアーコンディショナー＋加湿器2台により24℃、60%および24℃、

40%の条件で実験が可能となった。眼障害発生における気流の関連実

験条件策定には、風速計＋扇風機により、0.4 m/s (労働安全基準 0.5 m/s
以下）の条件で実験可能であった。 

4） 40 GHz 6 分間ばく露によるばく露直後に発生する角膜上皮障害の発

生閾値は 50-300 mW/cm2の範囲内にあると考える 

5） 電波ばく露翌日まで残る障害を指標とすると、6 分間ばく露による角

膜上皮障害の発生閾値は 100-200 mW/cm2の間に眼障害発生閾値が存

在すると考える。 

6） 40 GHz 300 mW/cm2 30 分間ばく露において、ばく露眼の水晶体上皮

細胞に異常増殖した細胞が確認されたことにより、角膜周辺で発生し

た熱が水晶体に輸送されていることが示された。 

 



37 
 

Ⅵ 文 献 
 
1. 金沢医科大学動物実験指針（アクセス日：2012 年 3 月 14 日）

http://www.kanazawa-med.ac.jp/~mri-cfak/Shishin.html 

2. Statement for the Use of Animals in Ophthalmic and Visual Research（アクセス

日：2012 年 3 月 14 日） 
http://www.arvo.org/eweb/dynamicpage.aspx?site=arvo2&webcode=AnimalsRes
earch#Recommended%20References 

3. M. Kojima, M. Hanazawa, Y. Yamashiro, H. Sasaki, S. Watanabe, M. Taki, Y. 
Suzuki, A. Hirata, Y. Kamimura, K. Sasaki: Acute ocular injuries caused by 
60-GHz millimeter-wave exposure. Health Physics 97:212-218, 2009 

4. 山田裕一、佐々木洋、小島正美、山代陽子、佐々木一之、他：「ミリ波、準ミリ波

帯電波の眼部ばく露による影響の指針値妥当性の再評価」平成 21 年度研究成果報

告書、財団法人 テレコム先端技術研究支援センター, 2010 

5. 郵政省 電気通信技術審議会：「電波利用における人体防護の在り方」電気通信審

議会 89 号答申（1997）（アクセス日：2012 年 3 月 17 日）

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide89.pdf  

6. 労働安全衛生法（アクセス日：2012 年 3 月 1 日）

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html 

7. H.A. Kues, S.A. D’Anna, R. Osiander, W.R. Green, J.C. Monahan: Absence of 
ocular effects to 10mW/cm2 from a 60GHz CW source. Bioelectromagnetics 20: 
463－473, 1999 

8. S.W. Rosenthal, L. Birenbaum, I. T. Kaplan, W. Metlay, W. Z. Snyder, M. Zaret: 
Effects of 35 and 107GHz CW microwaves on the rabbit eye. In. Biological 
effects of electromagnetic waves. HEW Publication （FDA）, Rockvill, MD, pp 
110－128, 1976 

9. 総務省（旧郵政省）電気通技術審議会答申電波防護指針. 諮問第 38 号「電波利用

における人体の防護指針」.（アクセス日：2012 年 3 月 23 日）

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide38.pdf 

10. A.C. Paterson, N.A. Delamere: The lens. In: Adler’s physiology of the eye. St. 
Louis: Mosby; 348-390, 1992 

11. M. Kojima, Y. Yamada, Y.B. Shui, I. Hata, Y. Sakamoto, H. Sasaki, N. 
Takahashi, K. Sasaki: Ultraviolet exposure as a risk factor in cataract 
formation. Environmental Science 7; 269-280, 2000 

12. A.W. Guy, J.C. Lin, P.O. Karamar, A.F. Emery: Effect of 2450-MHz radiation on 
the rabbit eye. IEEE Trans. Bio-Med. Eng., MTT-23, 492-498, 1975 

13. A. Koike, Y. Suzuki, M. Kojima, T. Sakai, K. Wake, S. Watanabe, M. Taki, H. 
Sasaki, K. Sasaki: An investigation of the heat transport mechanism under the 
millimeter-wave exposure considering the convection in the anterior chamber of 
rabbit’s eye. K06.10 (139K06.10) URSI GA 2011 

 



 

 1

 

 

 

眼部への電波ばく露の定量的調査に関

する研究 

報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 3 月 

 

 

首都大学東京 

 
 

  



 

 2

Ⅰ 要 旨 

 本研究では、眼部への影響のしきい値を明らかにし、ミリ波帯電波の利用におい

て考慮すべきばく露ガイドラインの根拠を具体的、定量的に明らかにする事を目標

とする。本研究課題において平成２３年度は以下の項目に関して研究開発を実施し

た。 

 

1. 眼障害の閾値検索の動物実験 

3-300GHz の防護指針値の検討のために、実験的データが必要な個所と数値計算に

よる補完作業が必要な箇所を検討した。また、95 GHz ばく露による眼障害閾値検索

を行う手法をドシメトリの立場から検討を行った。 

 

2. ミリ波帯電波のばく露装置開発とばく露評価 

動物実験用ばく露装置の開発とばく露評価及びばく露装置の保守管理とし 40GHz

動物実験（時間依存性実験）用ばく露装置が適正に動作するよう保守・管理を行っ

た。また 95GHz 動物実験用ばく露システムの基礎検討を行い、実装を行った。さら

に、時間依存性実験などに関するばく露条件を精確に把握するためのばく露評価手

法を確立した。 

 

3. 細胞用ばく露装置の開発とばく露評価 

60GHz 細胞用ばく露装置を、ポスト壁導波路型の装置など、生物学研究者にも容易

に取り扱うことができるように開発した。細胞用ばく露装置のばく露評価を、数値

解析と実験の両面から行った。 

 

4. ドシメトリによる眼障害閾値の考察 

ドシメトリによる眼障害閾値の考察のための100GHzまでの電磁界解析システムの

開発を行い行った。また熱伝導のみの場合と熱対流を考慮した場合の２通りの温度

上昇に関する簡易的な考察を行い、熱輸送シミュレータ開発のための基礎検討を行

った。熱対流の効果に関しては、ばく露実験を行い、その検証を行った。 

 

5. ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験 

細胞実験の工学的評価として、長期ばく露の評価に対するフィージビリティ評価

を行い、細胞周期以上の長時間のばく露でも、ばく露条件を安定的に維持できるこ
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とを確認した。 
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Ⅱ 研究目的 

本研究では、眼部への影響のしきい値を明らかにし、ミリ波帯電波の利用におい

て考慮すべきばく露ガイドラインの根拠を具体的、定量的に明らかにする事を目標

とする。 

眼部へのばく露による障害として、短期の急性ばく露による角膜の障害が報告さ

れている。本研究では、照射時間と障害のしきい値の関係を明らかにする。 

ミリ波帯電波の周波数範囲は、30GHz から 300GHz と広範囲であり、波源の入手が

困難なこと、動物実験の個体数の制約から、この広い波長範囲をすべてカバーする

実験研究は、実際上は不可能である。このため、ミリ波帯電波のエネルギー吸収を、

モデルを用いて理論的に解析し、波長依存性の特性を明らかにし、代表的な周波数

での実験結果との比較により、ミリ波帯の広い範囲でのしきい値特性を推定し、携

帯電話や電子レンジなどを対象に多くの研究が行われてきた800MHzから 2.45GHzの

周波数帯とミリ波帯との間で一貫性のあるばく露ガイドラインのありかたを検討す

る。 

しきい値以下の低レベルのばく露については、これまでに確立された生体作用は

知られていない。しかし、ミリ波帯電波についての研究例が少ないことから、その

可能性の探索が必要である。動物実験では実験条件や実験個体数が限られるため、

細胞レベルの実験により、ミリ波帯電波が非熱的な作用を及ぼす可能性を探索する。 

以上の検討を通して、マイクロ波帯からミリ波帯の眼部ばく露に関する防護ガイ

ドラインのあり方について提言を行う。 

 

平成２３年度は以下の項目を目的とし、研究開発を行った。 

 

1. 眼障害の閾値検索の動物実験 

(ア) 眼障害閾値検索の体系化 

・ 3-300GHz の防護指針値の検討をする前に実験的データが必要な個所と

数値計算による補完作業の部分を明らかにする。 

・ 95 GHzばく露による眼障害閾値検索を行う手法ドシメトリの立場から検

討する。 

 

2. ミリ波帯電波のばく露装置開発とばく露評価 

(ア) 動物実験用ばく露装置の開発とばく露評価及びばく露装置の保守管理 



 

 5

・ 40GHz 動物実験（時間依存性実験）用ばく露装置が適正に動作するよう

保守・管理する。 

・ 95GHz 動物実験用ばく露システムの基礎検討を行い、実装する。 

・ 時間依存性実験などに関するばく露条件を精確に把握するためのばく

露評価手法を確立する。 

 

(イ) 細胞用ばく露装置の開発とばく露評価 

・ 60GHz 細胞用ばく露装置を、ポスト壁導波路型の装置など、生物学研究

者にも容易に取り扱うことができるように開発する。また、他の周波数帯

での細胞実験を行うための装置開発として、数値解析等による設計を行い、

60GHz より高い周波数として、95GHz、60GHz より低い周波数として 40GHz

を想定して、細胞用ばく露装置の設計を行う。 

・ 細胞用ばく露装置のばく露評価を、数値解析と実験の両面から行う。 

 

3. ドシメトリによる眼障害閾値の考察 

(ア) 100GHz までの電磁界解析システムの開発を行う。 

(イ) 熱解析による考察 

・熱伝導のみの場合と熱対流を考慮した場合の２通りの温度上昇に関する簡

易的な考察を行い、熱輸送シミュレータ開発のための基礎検討を行う。熱対

流の効果に関しては、ばく露実験を行い、検証を行う。 

 

4. ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験 

(ア) 細胞実験（工学的評価） 

・ 長期ばく露の評価に対するフィージビリティ評価を行い、細胞周期以上

の長時間のばく露でも、ばく露条件を安定的に維持できることを確認する。 
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Ⅲ 試験方法 

１ 眼障害の閾値検索の動物実験 

１.１ 眼障害閾値検索の体系化 

3-300GHz の防護指針値をシームレスに接続できるような検討を行う準備として、

実験的データが必要な個所と数値計算による補完作業の部分を明確にする事が必要

である。過去に行われた実験は 2.45GHz, 18GHz, 26GHz, 40GHz, 60GHz,76GHz であ

るが、閾値を策定するという観点から実験データの整理が必要である。2.45-40GHz

の範囲は過去の文献から検討を行う。 

また95 GHzばく露による眼障害閾値検索を行う手法をドシメトリの立場から検討

を行う。実験的な手法としては、赤外線サーモグラフィー、蛍光式光ファイバー温

度プローブ、度感温液晶マイクロカプセル法などの手法が挙げられる。また数値ド

シメトリとしてのアプローチとして、電磁界解析のシステムの開発、対流熱輸送を

含めた熱輸送シミュレータの開発が必要である。これらが具体的に 95GHz の閾値検

索に適用できるかどうかを調査する。 
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２ ミリ波帯電波のばく露装置開発とばく露評価 

２.１ 動物実験用ばく露装置の開発とばく露評価及びばく露装置の保守管理 

２.１.１ ばく露の環境制御 

これまでの実験でばく露実験時の室温、湿度が結果に大きく影響をあたえること

がわかってきた。このためばく露時には空調機による温度制御と加湿器による湿度

の制御を行う。加湿器による湿度の制御では 40〜60 %程度の湿度管理が可能である。 

 

２.１.２ 40GHz ばく露装置の保守管理 

眼障害の時間依存性に関する実験を行うために図１のようなばく露装置を開発し

その特性について調べ、ばく露強度の管理と装置の保守を適切に行えるようにする。

図２に実際に開発したばく露装置の外観を示す。今年度はこのようなばく露装置を

金沢医科大学に設置した。 

 

 

 

 

 
図１  40 GHz ばく露装置 
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図２  40 GHz ばく露実験外観 
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２.１.３ 95GHz 動物用ばく露システムの基礎検討 

今回、基礎検討を行った 95GHz 動物ばく露要システムの構成図を図３に示す。今

年度は図３に示すような構成となるように構成部品を準備し、ばく露装置の実装を

行う。また閾値検索が可能であるかどうかの検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３  95 GHz ばく露装置 
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２.１.４ 時間依存性実験などに関するばく露条件を精確に把握するための

ばく露評価手法の確立 

 

これまで開発してきた実験的なばく露評価手法として赤外線サーモグラフ法、蛍

光式光ファイバー温度計、感温液晶マイクロカプセル(MTLC)法がある。今年度はば

く露実験時にこれらの手法を適用しそれぞれの手法が本研究の目的に使用できるか

どうかを確認する。MTLC 法の詳細に関しては 3.2 節にて述べる。 

また数値計算においては、入射電磁界の３次元再構成法、数値的家兎目モデル、散

乱界表示の FDTD 法をそれぞれ開発し、これらを組み合わせる事により家兎目のばく

露評価のための数値ドシメトリシステムを確立する事を目指す。これらの詳細につ

いては 3.1 節にて詳細を述べる。数値的なばく露評価については 終的に熱輸送解

析シミュレータが必要になるが、熱輸送に関する数理モデルを実験データから構築

を行う必要がある。今年度は熱輸送モデルの把握のための実験データを収集する。 

 

  



 

 11

２.２ 細胞用ばく露装置の開発とばく露評価 

ここではミリ波ばく露の細胞に関する研究のために、生物学研究者にも容易に扱

えるポスト壁導波路型ばく露装置の開発について述べる。 

２.２.１ 半円盤型ポスト壁導波路による給電線路 

ポスト壁導波路は既存のプリント基板加工技術で製作ができるため、比較的費用

がかからず、加工が容易な伝送路として用いられている[1]。ミリ波帯は波長が細胞

培養容器の大きさに対して非常に短いため、大きな培養容器のばく露が困難である

が、ポスト壁導波路の加工性を活かして電波を拡散すると、大きな培養容器のばく

露が出来ると考えられる。これまでのポスト壁導波路を用いた平面アンテナとして

は、平行平板スロットアレー[1]や、セクタアンテナ[2]などが検討されている。特

に給電線路に着目すると、直線状である給電線路を図５のように半円盤型に曲げる

と、円盤状に電波を拡散できる。培養容器より曲率半径の大きな半円盤型とすれば、

統計処理を行う上で十分な細胞数 106 cell 以上[3]を培養可能な 100mmφペトリディ

ッシュを用いたばく露が出来ると思われる。 

 

図５  ばく露装置実モデル図(t:thickness) 
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２.２.２ 半円盤型ポスト壁導波路の設計 

細胞培養における要件項目では、培地内の電磁界分布を定量的に把握し、その均

一性を相対標準偏差で 0.3 以下とすることを求めている[4]。半円盤型導波路の中心

点を原点とする径軸方向に対しては、その軸方向に定在波が立つことで培地内電磁

界分布の均一性を高めることが可能である[5]。xy 軸と同一平面内の角度方向に対し

ては、半円盤型の給電線路上での結合窓それぞれで、均等に電力が透過されれば均

一性が向上すると考えられる。そのためには給電線路終端まで十分に電力が達する

必要があるので、各結合窓における反射波を抑圧し、結合窓の透過電力が均等とな

るよう検討する。尚、ポスト壁導波路の各パラメータは文献[6]を参考とし、導波路

幅のみ 2.8mm とする。管内波長λg=4.6mm とし、以後用いる。数値電磁界解析手法に

は FDTD 法を使用した。波源には散乱界表示として方形導波管内に TE10を励振し、接

続されているポスト壁導波路へ伝送される。 

図６(a)では二つの結合窓があり、wa,daの長さにより結合窓の特性インピーダンス

が変化するため、波源から見た電力反射率を抑圧できる。ポスト直径、ポスト間の

距離がともに 0.5mm であることから、ポストが 4,5,6 個のときそれぞれ

da=3.5,4.5,5.5mm(or 0.76,0.98,1.20 1/λg)となる。誘電体内の波長が約 3.4mm で

あること、結合窓の数を極力増やすことから、daはこれらの値を用いた。wa=0.2〜0.55 

1/λgで変化させたとき、電力反射率の特性は図７のようになる。各ポスト数のとき

にそれぞれ極値ができ、da1=0.76 1/λgのとき wa1=0.39 1/λg,da2=0.98 1/λgのとき

wa2=0.28 1/λg,da3=1.20 1/λgのとき wa3=0.5 1/λgとなる。次に、図６(b)のように

半円盤型線路の 1/4 円周分の結合窓を並べて各結合窓で分配される電力が均等かど

うか検討を行う。db1=db2=da1,2,3,wb1=wb2=wa1,2,3のとき、基板内での電界実効値分布は図

８となる。しかしこれらの図及び表 1 の各値を見ると均等に電力が分配出来ている

とは言い難い。db1=da2,db2=da1,wb1=wa2±0.1mm,wb2=wa1±0.1mm を偶数個入れ、そのとき

の相対標準偏差を図９に示す。b1とb2がそれぞれ6つずつ,wb1=0.33 1/λg,wb2=0.39 1/

λgとなったとき も均等に電力が分配され、合計の透過電力も大きい。この結果か

ら半円盤型導波路の設計が行えた。 
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表１  媒質の電気定数 

 petridish medium PTFE bonding sheet 

比誘電率εr 2.58 12.1 2.17 2.35 

導電率σ 0.05 69.4 0.0035 0.003 

 

表２  基板内各値(1W 入力) 

 ポスト 4 個 ポスト 5 個 ポスト 6 個 

S11[dB] -19.9 -3.63 -16.4 

透過電力 合計値[W] 0.989 0.549 0.936 

相対標準偏差 0.64 0.21 1.05 
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図６  数値解析モデル   図７  da,waの変化による電力反射率特性 

 

 (a) ポスト 4 個(b) ポスト 5 個(c) ポスト 6 個 

図８  基板内電界実効値分布 

 

 

図９  相対標準偏差と総透過電力 
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３ ドシメトリによる眼障害閾値の考察 

３.１ 100GHz までの電磁界解析システムの開発 

ミリ波は侵入深度が短く、生体内では表面にてほとんどのエネルギーが吸収され

る。この特徴的なエネルギー吸収によるSAR分布を求める為に、まずレンズアンテナ

から照射される電界分布を求める必要がある。 初にレンズアンテナから照射され

る電界分布を2次元平面で測定し、レンズアンテナ特有の電界分布を得た。更にこの

実測データである2次元電界分布を PWS(Plane Wave Spectrum) 法を用いて3次元電

界分布に再構成する。この再構成された3次元電界分布を波源とし家兎眼モデルを用

いて眼内に生じるSAR分布を求めるシステムを構築する。 

 

３.１.１ レンズアンテナからの2次元電界分布測定方法 

レンズアンテナからの3次元電界分布を求める為に、2次元電界分布の測定を行っ

た。[7] 近傍界測定装置 NSI2000(Nearfield Systems Inc.) を図１０に示す。この

装置の導波管プローブを操作する事によって、電界の振幅と位相を測定する。またz

軸を中心に導波管プローブを90度回転 させる事によって Ex、Ey の振幅と位相を測

定することが出来る。レンズアンテナを z<0 方向に固定した。測定条件を表２示す。

またVバンド75GHzにおける測定結果を図１１に示す。 

 

 

 

 

 

 

  

表３  レンズアンテナからの 2次元電界分布の測定条件 
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３.１.２ PWS 法 [8] 

測定した2次元電界分布 Ex、Ey の振幅と位相のデータを用いて、3次元の電界分

布の再構成を行う。 

電界ベクトル Ex(x,y,0) の2次元フーリエ変換を Ax(kx,ky) とすると、順変換と

逆変換は 

 

(1) 

 

(2) 

 

となる。積分範囲は (-∞、∞) であるが省略する。式(4.2)で求まった Ax(kx,ky) は

波数ベクトル成分の関数である。Ax をまたフーリエ変換することによって、任意の

位置の Ex が求まる。 

  



 

 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

図１１  測定結果:75GHz(左図:Ex、右図;Ey) 

図１０  レンズアンテナからの 2 次元電界分布の測定系 
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(3) 

 

Ey についても同様の事が言える。また kz は 

         (4) 

から求まる。ここから Ez 成分を算出する。真空中におけるガウスの法則に対し

て下記の式が成り立つ。 

 

 

この式より式 (3) を代入する事によって Ez を算出する式が求まる。 

 

 

 

 

３.１.３ 散乱界 FDTD(Finite Difference Time Domain) 法 

レンズアンテナから照射される電界分布が家兎眼内にどのように吸収されるか求

める為に、本研究では散乱界FDTD法を用いた。散乱界FDTD法を用いる事によって、

レンズアンテナを散乱体として扱わずに済むので波源のモデル化が不要になる。ま

た本研究ではレンズアンテナと家兎眼との間の多重散乱は無視出来ると仮定した。

散乱界FDTD法では入射界が分かっている状 態で散乱界を求める事によって全電磁

界を求める方法である。散乱電磁界を求める式を下記に示す。[9] 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 

 

また式 (8) より解析領域全体がμ=μ0ならば入射磁界を与える必要がない事がわ

かる。 

 

 

 (5) 

 (6)
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３.１.４ 家兎眼モデル 

30GHzにおける角膜での生体波長は約0.2mmだが、図１２のように周波数が高くな

ると生体波長は短くなる。[10] 通常FDTD計算では波長の1/10のメッシュサイズが必

要とされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究では文献 [8]に基づいて開発された0.1mmおよび0.05mmメッシュの家兎眼

モデルを用いた。画像解析 [11]から幾何学的に作成した家兎眼モデルを図１３に示

す。このモデルは皮膚(乾)、強膜、角膜、硝子体、水晶体、前房水、虹彩の7つの要

素から成り立っている。計算に用いた比誘電率と導電率は文献[10]の値を用いてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２  角膜内部の波長の周波数依存性 

 

図１３  家兎眼モデル 
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３.２ 熱解析による考察 

家兎眼へのミリ波ばく露実験を通して、眼にばく露された時の房水の対流と眼の

中の温度上昇を調べ、熱輸送メカニズムを解明する。眼内の温度上昇と流速分布を

同時に計測する為に温度によって色の変化する感温液晶マイクロカプセル( MTLC : 

Micro - encapsulated Thermo-chromic Liquid Crystal )[12]を用いた。このカプ

セルは微小であり、液体等に分散させる事によって温度を分布で測定する事が出来

る。また本研究では微細であるMTLCの構造を利用して、対流によるカプセルの動き

を追跡する事によって眼内の流速分布も測定している。温度の定量化や流速分布の

測定にはCCDカメラから撮影された画像による画像解析を用いた。この実験を行う事

によってミリ波ばく露による熱輸送メカニズムを解明すると共に、数値シミュレー

ションコードを開発する際の参考とする。 

 

３.２.１ MTLC を用いた温度と速度分布測定の原理 

MTLCは感温液晶(コレステリック液晶)をゼラチン又は尿素樹脂によりマイクロカ

プセル化 したものである。図１４にMTLCの構造を示す。直径20-30μm、密度は

1.01g/cm3である。このようにマイクロカプセル化されていることによって外部の物

質との化学反応などの相互作用をなくす事が出来る。MTLCに封入されているコレス

テリック液晶はらせん状の分子配列構造を有し、温度によってらせん間距離(ピッ

チ)が変化する[13]。光を入射した時の散乱光の波長がブラッグ反射に似た法則で変

化するので、液晶の温度が色によって可視化される。また図１４のようにMTLCは微

細な構造であることから温度変化に対する応答性が高く、適切な濃度で測定対象に

分散させることにより、温度における高空間分解能が期待出来る。更にこの微細な

構造からMTLCをトレーサー粒子として挙動を追跡し、移動量を測定することによっ

て速度の計測も可能である。以上の要素からMTLCは透明な媒質での温度と速度の同

時計測にて非接触・非破壊・リアルタイムでの計測が可能であり、本研究の測定手

法に起用した。 

入射光にスリット光を用いる事によって温度を分布で測定することが出来る。本

研究では入射光にハロゲンランプを、ディテクターに CCD カメラを使用した。ミリ

波をばく露した際の家兎眼内の MTLC 発色例と温度分布解析例、流速分布解析例を図

にそれぞれ示す。また各分解能を表４に示す。 

  





 

 23

 

 

 

 

 

 

３.２.２ 眼内の温度定量化手法  

較正データの取得方法 

実験結果の画像であるMTLCの発色している画像から温度を定量化する必要がある。

その為、取得した色情報と温度を 1 対 1 で対応付ける色-温度較正法が必要となる。

まず、温度と MTLC の発色程度を対応付ける為にキュベットを用いて較正データを取

得する。この較正データの取得は実際の家兎眼へのばく露実験と同様の実験環境で

行う。MTLC を分散させた水溶液をキュベットに入れラップで蓋をし、電子レンジで

数秒加熱する。温度が下がり MTLC の発色が変移していく様子を撮影する。また撮影

と並行して、キュベット内の温度を光ファイバー温度プローブで測定する。このよ

うにして温度と MTLC の色の対応データを取得し、このデータを元に眼内の温度の定

量化を行う。 

 

  

表４ 本研究での MTLC を用いた画像解析による温度と速度分布測定の分解能
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３.２.３ 色-温度較正法 

 本研究では MTLC の発色傾向を RGB(Red,Green,Blue)空間に示し、図１６のような

較正曲線を得る[14]。このように温度による MTLC の発色の軌跡は輪を描くように変

移する。この RGB 空間にてオイラー角による回転変換の考えを元に座標変換を行う

事によって図１７のような較正パラメータ θ を得る。このように較正パラメータ θ

と温度を 1対 1で対応づける事によって MTLC の色から温度を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６  MTLC の時間発展による発色の RGB 分布。この得られた較正曲線によって温

度を定量化する。 

 

図１７  MTLC の時間発展による発色の RGB 分布。この得られた較正曲線によって温

度を定量化する。 
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式(9)にて求めた輝度値LのMTLC濃度依存性を図１９に示す。この線形性を利用し

て、MTLC分散濃度0.07%の結果の輝度値を眼内の輝度値に合わせる事によって新しい

較正曲線を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.２.５ PIV法[17] 

家兎眼へのミリ波ばく露実験で得たデータを解析し時間発展の流束データを取り

出す。画像解析には Dipp-Flow(ディテクト製)を用いた。このソフトウェアは、眼

内の房水の速度分布を求める画像解析手法に PIV(Particle Image Velocimetry) 法

を用いている。PIV法の概要を図２０に示す。 左図のように観測対象物にスリット

光を照射し、照らし出された領域の速度分布を求める。時刻 t0 における画像(フレ

ーム0)と時刻 t1 における画像(フレーム1)間のMTLCの局所的な濃度パターンの類

似性から相関係数の高い位置を探し、速度を計測する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９  輝度値 Lの MTLC 濃度依存性 
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３.２.６ 輝度差累積法[17] 

PIV法の一種である画像相関法によってトレーサー粒子の速度を求めた。画像相関

法は異なる2時刻間の輝度値パターンを見つけ、これを対応させることによって速度

を求める計算方法である。家兎眼前房をメッシュで細分化してメッシュ毎に速度を

求めた。画像相関法の中でも以下に示す輝度差累積法を用いた。まず1次元の類似し

た輝度値を識別する方法を図２１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図２０  PIV 法概要
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 破線はいま元となる検査領域内の輝度値パターンである。この分布パターンが実

線で示した輝度値パターンのどの部分と一致するか調べる。検査領域Aでは輝度値パ

ターンの類似性が小さく、破線と実線の差の面積は大きい。一方、検査領域Bでは輝

度値パターンの類似性が大きいので破線と実線の差の面積は小さくなる。よって分

布パターンの類似性の指標として、輝度値の差を有限領域内で積算したものが利用

できる事が分かる。この方法を2次元に拡大したものを輝度差累積法と言う。時刻 t0 

の第1画像中にある N×N[pixel]内の注目している1つのセルの輝度値パターンをf、

第2画像の中に設定した多数の候補領域における輝度値パターンをgとすると輝度差

累積値Caは 

 

(10) 

 

と与えられる。第2画像中の候補領域内において、輝度差累積値Caが 小値を取るよ

うな候補領域が選択されるべき候補領域となる。 

  

図２１  輝度差累積法の概要
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３.２.７ 実験概要 

 金沢医科大学の協力の元、家兎眼へのミリ波ばく露実験を行った。MTLCを用いて

眼内の温度 上昇と流速の同時計測を行った。まず、約300μlある家兎眼の前房水か

ら注射器を用いて前房水を約100μl抜き、同量のMTLC分散濃度0.2%の生理食塩水を

注入した。家兎の実験中の痛みの緩和の為麻酔を施した。ばく露条件を表５に示す。

ばく露時間はばく露によってMTLCが発色し、発色範囲から外れて呈色されなくなる

までとした。 

 

表５ ばく露条件 
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４ ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験 

４.１ ミリ波 in vitro 用ばく露実験装置 

ミリ波in vitro 用ばく露実験装置のブロック図を図２２に示す。また、外観を図

２３、図２４に示す。発振器からアイソレータ、アッテネータ、二つの方向性結合

器を経由して電力をインキュベータ内に設置された円錐ホーンアンテナに供給、円

錐ホーンアンテナから照射されたミリ波は90 mm の自由空間を伝搬し、カルチャー

ディッシュの底面に接着している細胞にばく露するものである。 

 

 

図２２  ミリ波in vitro用ばく露実験装置のブロック図 
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図２３  ミリ波in vitro用ばく露実験装置の全体の外観 

 

 

 

 

図２４  ミリ波in vitro用ばく露実験装置の全体の外観(上面から) 
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４.１.１ 発振器 

Virginia Diodes Inc製のDRO(誘電体発振器) を利用した発振器である。DROの出

力はUser Controlled Attenuationを経由し、マイクロ波増幅器にて電力増幅され、

バラクターにより周波数が倍加、 終的に60 GHz のミリ波が出力される。 

この発振器はUser Controlled Attenuation に直流電圧を印加することで、出力

パワーを制御することができる。発振器はウォーミングアップを必要とするため、

発振器のスイッチをばく露開始のスイッチとして用いることはできず、この素子の

減衰量の設定値を下げることでばく露開始のスイッチとしている。User Controlled 

Attenuation [V] に対する今回の実験系におけるパワーメーターから読み取った入

射電力と反射電力の測定結果を図２５に示す。第1軸は入射電力(Incident Power) に

対応しており、第2軸は反射電力(Reflected Power) に対応している。 

 

図２５ User Controlled Attenuation による出力特性 
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発振器が長時間連続運転に対して安定であることを確認するため、１時間連続で

発振器を動作させ、その際のアンテナへの入力を60 秒おきに測定した。結果を図２

６に示す。第1 軸は入射電力(Incident Power) に対応しており、第2軸は反射電力

(Reflected Power) に対応している。結果より、およそ5 分ほどで、出力は安定し

始め、1 時間で入力105 mW程度に対して高々1 mW、1%程度の変化であることを確認

した。ウォーミングアップとして電源を入れて10 分後にばく露を開始すれば出力の

安定性については問題ないと考える。 

 

図２６  発振器の安定性の確認 

 

４.１.２ アイソレータ 

一方向のみに電力を伝送する素子である。ここでの用途は、反射波による発振器

の破壊の可能性を防ぐために接続している。挿入損は-1.8 dB、アイソレーションは

-27 dB となる仕様である。 

４.１.３ 方向性結合器 

入射電力と反射電力を測定するために、二つの方向性結合器が連続して接続され

ている。発振器側の方向性結合器(NA) は入射電力を、アンテナ側の方向性結合器

(NB) は反射電力を測定するためにそれぞれにパワーセンサが接続されている。60 

GHz での結合度はNA,NB それぞれ約-20.6 dB, -20.4 dB である。挿入損はそれぞれ

約-0.9 dB, -0.7 dB である。 
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４.１.４ パワーメータ、パワーセンサ 

Agilent 社製パワーセンサV8486A を方向性結合器に接続し、Agilent 社製パワー

メータE4419Bでアンテナへの入射電力および反射電力を測定している。実験前にゼ

ロ校正および、50 MHzの基準信号によるキャリブレーションを実施している。キャ

リブレーションの際にはパワーセンサに表示されている校正係数(CF:Calibration 

Factor) をパワーメータに設定する必要がある。 

 

４.１.５ CO2インキュベータ 

三つのCO2 インキュベータ、BNR-110(エスペック社製) １台とBL-321(十慈フィー

ルド社製)２台を実験に用いた。１台目は電磁波シールド内にあり、インキュベータ

内にはばく露装置が設置されており、ばく露環境下としている。２台目は設定温度

を37 ℃としており、ばく露時以外の細胞の培養環境下としている。３台目は設定温

度を38 ℃としており、温度ばく露環境下としている。それぞれ、水銀温度計を用い

た温度校正を行い、温度統制がとれていることを確認した。また、それぞれのイン

キュベータは湿度95%以上、CO2 濃度5%に維持されている。 

 

４.１.６ ばく露環境下のインキュベータ内の構成およびアンテナ周辺 

ばく露環境下におけるインキュベータ内の構成の外観を図２７に示す。従来では、

一つの装置だけを用いてディッシュを差し替えることで偽ばく露を行っていたが、

今回新たに同一のインキュベータ内に同様の材質からなる偽ばく露装置を構築する

ことで、同じ時刻、同じ条件でのばく露、偽ばく露が可能となっている。インキュ

ベータ内では、ばく露環境と偽ばく露環境が存在し、両者は電波吸収体により区切

られている。図２７において、ミリ波は左側の装置にのみ給電され、右側の装置は

偽ばく露装置として使用している。円錐ホーンアンテナおよびアクリル板で固定さ

れたシャーレの位置はxy ステージ、z ステージ、傾斜ステージによって調節され、

シャーレ底面からアンテナ開口面までの水平をとり、距離を90 mmに設定されている。

また、アンテナとアクリル板の間には、アクリル板底面の下2 mm の位置にポリガー

ボネード製のインピーダンスマッチング層が挿入されている。これは、分布の均一

性と反射波の低減、定在波が原因で生じるアンテナの開口部とシャーレ底面の距離

に大きく依存するばく露強度への影響を低減させる目的で挿入されている。 
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図２７ ばく露環境下のインキュベータ内の構成及びアンテナ周辺の外観図 

 

４.２ 計算モデルおよび計算条件 

FDTD 法によりばく露装置のばく露評価を行い、培地底面における電磁界分布、SAR、

電力密度を計算する。計算モデルを図２８に示す。ここで、アンテナ開口面とカル

チャーディッシュ底面の距離は90.0 mm、マッチング層とカルチャーディッシュ底面

の距離は2.0 mm、培地の厚みは2.0 mm、インピーダンスマッチング層の厚みは2.0 mm 

としている。計算条件を表６に示す。周波数は60 GHz、導波管の伝搬モードは円形

TE11 モードとした。また、計算に用いた物理パラメータを表７に示す。カルチャー

ディッシュの電気定数は実測値である(関西電子応用開発によるデータ提供)。培地

は、Ham’s F-12 を用いており、電気定数の値は導波管貫通法による実測値である

[18]。マッチング層として用いているポリカーボネートは橋本らの報告[19]の値を

用いた。 
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図２８  円錐ホーンアンテナ型ばく露装置の電磁界解析モデル 

表６  計算条件 

 

表７ 電磁界解析に使用した物理パラメータ 
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４.３ 培地内温度解析 

ミリ波の非熱的影響を評価するためには、生体試料のエネルギー吸収による温度

上昇によって生じる熱作用をなるべく抑える必要がある。本研究では、ミリ波長時

間ばく露による温度上昇を 大で+1 ℃程度とした実験を行うよう決めた。そのよう

な条件となるホーンアンテナへのアンテナ入力電力の推定には、FDTD 法による熱伝

導方程式を差分法によって解く熱解析を組み合わせて用いた。次に、蛍光式光ファ

イバー温度計を用いて実際に長時間ばく露したときの温度上昇を観測し、数値計算

との比較も行った。 

熱の輸送が温度勾配による熱移動(熱伝導) のみによって起こると仮定し、適切な

初期値および境界条件を設定し式4.1 に示される熱伝導方程式を解くことにより境

界内の温度分布を時間的、空間的に解析することができる。 

 

 

                              （１１） 

 

ここで、T[℃] は温度、_[kg/m3] は密度、c[J/kg·K] は比熱、k[W/m·K] は熱伝

導率を表している。また、フーリエの法則から熱流速q[W/m2] はq = −k∇T である。 

電磁界のばく露においては比吸収率SAR[W/kg] を用いて式（１１）は式（１２）

のようになる。右辺の第一項は熱の拡散項であり、第二項は熱源の項となっている。 

 

 

                              （１２） 

 

これまで、この式（１２）を陽解法を用いて差分化して解くことで温度場解析が

行われてきた[20]。この手法の場合、セルサイズとタイムステップはクーランの安

定条件式（１３）を満たすように選択しないと解が発散してしまう。 

 

 

                              （１３） 

 

 

                              （１４） 
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ここで、Δt はタイムステップを表しており、Δx、Δy、Δz はそれぞれx、y、z 軸

方向の単位セルの長さを表している。また式（１４）のkは温度拡散率を表している。

ミリ波ばく露の温度場解析においては、ミリ波の侵入深さが水や皮膚で数百マイク

ロメートルと非常に浅いことからSAR 分布も深さ方向に急な勾配を持つため、セル

サイズを百マイクロメートルレベルかそれ以下にしなくてはならない。この式4.3 

を見てわかるように、セルサイズを小さくとるとタイムステップも小さくとる必要

があり、計算時間が増えることを意味する。さらに、今回のように長時間のばく露

による温度上昇を追跡する場合はより計算時間は膨大となる。また、空気や金属の

ような物理パラメータを用いる場合は式（１４）の温度拡散率が大きくなるためさ

らにタイムステップは小さくしなくてはならない。 

そこで本研究では、条件のいかんに関わらず安定であると言われているクラン

ク・ニコルソン法による差分化を行った。 

 

４.３.１ 差分式の導出 

本論文では差分化を三次元の直交座標系で行った。差分化にはコントロールボリ

ューム法を用いた。コントロールボリューム法とは、ある微小検査体積を仮定し、

その要素内の熱量保存を直接適用することで差分式を導き、定式化する手法である。

式（１２）に示される熱伝導方程式の熱拡散項∇ · (−k∇T) を第n と第n+1 時刻に

関する差分の平均値で近似すると式4.5 のようになる。 

 

                                  （１５） 

 

 

ここで、B は0 と1 の間の重み係数である。特に、B ＝ 0 の場合は陽解法、B=0.5 

の場合はクランク・ニコルソン法、B=1 の場合は完全陰解法となる。 

 

４.３.２ 境界条件 

固体壁面に沿う流れがあり、流体と固体壁面の間に温度差があると対流伝熱がお

こる。今、固体壁面表面から十分離れたところで測った流体の温度ををTair とする

と、移動する熱量はTair と境界における温度の差に依存すると考えられる。そこで、

固体表面の境界における熱流速qnを 

 

                                  （１６） 
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のように仮定する。この式はニュートンの冷却則として知られている。この式で

定義されるh[W/m2·K] を熱伝達率と呼ぶ。熱伝達率は物性値ではなく、流れの速度、

流れの様式、固体表面の形状、性質、温度差などの条件によって変化する値である

[21]。 

 

４.３.３ 計算モデルおよび計算条件 

図２９に温度場解析のモデルを示す。計算に用いたカルチャーディッシュは60 × 

15 mm dish(Becton Dickinson and Company Falcon) を参考に作成した。カルチャ

ーディッシュの厚みは全面1 mmとした。また、培地の厚みは実験条件に合わせて2 mm 

としている。モデル周囲には式（１６）の境界条件でおいた。表８、表９に計算条

件および計算に用いた物理パラメータを示す。培地の物理パラメータには水の値を

代用し、カルチャーディッシュには[22]よりポリスチレン値を用いている。一般に、

自然対流する空気との境界における熱伝達はh = 5 ∼ 30 の値を取ることが知られて

おり[21]、ここではh = 5,10,15,20 の場合で計算を行った。アンテナ入力電力には

100 mW、66 mWにおける計算を行った。 

 

 

 

 

表８  温度場解析に使用した物理パラメータ 

 

表９  計算条件 
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図２９  温度場解析の計算モデル 
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４.４ 細胞ばく露実験条件および実験手順 

実験系のブロック図を図３０、光ファイバー温度プローブの設置の様子を図３１

に示す。連続ばく露のアンテナ入力電力は66 mW、100 mWの場合で行った。同時に偽

ばく露の培地内の温度も測定した。以下に手順を示す。 

1. 蛍光式光ファイバー温度計のプローブの先端をディッシュの中心に設置 

2. 恒温槽にて37 ℃に温めた培地を約4.25 ml 注入し、リアルタイム計測開

始 

3. リアルタイム計測で培地の温度が定常状態に達したと判断し、計測を停止 

4. カルチャーディッシュと同じ高さに設置された水銀温度計の温度が37 ℃

であることを確認し、光ファイバー温度計の校正を行う 

5. User Controlled Attenuation に5 V を印加し、発振器のスイッチをon、

約10 分間ウォーミングアップする 

6. 温度計の記録開始と同時にストップウォッチをスタート 

7. 10 秒後にUser Controlled Attenuation を調整し任意のアンテナ入力電

力にあわせばく露開始 

8. １時間後に発振器のスイッチをoff 

9. さらに10 秒後に温度計の記録停止 

 

図３０  光ファイバー温度計を用いたミリ波ばく露時の温度上昇の測定実験の

ブロック図 
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図３１  光ファイバー温度計の設置の様子 
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４.４.１ 材料および実験方法 

材料 

実験に用いたCHO-K1 細胞はHam’s F-12 培地(日研生物医学研究所) を用いて湿

度95%以上の状態においてCO2 濃度5%、37 ℃で培養した。培地には10%ウシ胎児血清

(MP Biomedicals, LLC)を添加した。実験時に使用したディッシュには60 mmディッ

シュ(Becton, Dickinson and Company)を用いた。細胞をディッシュから剥がす際に

は、リン酸緩衝生理食塩水(PBS：Phosphate buffered saline) と0.05% Trypsin(0.25% 

Trypsin-EDTA をPBS で5 倍希釈したもの) を用いた。また、細胞数および生存率の

測定にはフローサイトメータ(Guava EasyCyte Mini,Guava Technologies) を用いた。 

実験手順 

実験手順を以下に示す。また実験時の時系列を図３２に示す。 

1. CHO-K1 細胞を60 mmディッシュに0.30 × 106 cells/dish の濃度で播く。

培地厚みは2 mmとした(1 ディッシュあたり約4 ml)。ディッシュ枚数は12 枚用

いた(1 ディッシュあたり1 サンプルとしてサンプル数n=4 で実験を行い、

exposure, sham, 37 ℃ control の3 パターンで評価するため)。 

2. 培養環境下のインキュベータ内で一晩培養。 

3. 細胞を播いてから24 ∼ 40h 後の間に各サンプル4 時間ごと順にミリ波ば

く露。 

4. ばく露後、培養環境下のインキュベータ内で培養。 

5. 細胞を播いてから48 ∼ 54h 後、に細胞数および生存率を測定し、倍加時

間を算出する。 

以上の手順で、ばく露時間を1 時間および4 時間の2 パターンで行った。 

 

図３２  CHO-K1 細胞へのミリ波ばく露実験における時系列 
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倍加時間の算出について 

培養時間T の間に細胞の個数がc0 からc1 まで変化したとき、細胞の倍加時間tDT 

(DT : DoublingTime) は式（１７）で表される。 

    （１７） 

ここで、T は細胞を捲いてから細胞数測定までの時間、c0 は1 ディッシュあたり

の細胞の播き数、c1 は測定結果の値として倍加時間の算出を行った。 
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Ⅳ 試験結果と考察 

１ 眼障害の閾値検索の動物実験 

１.１ 眼障害閾値検索の体系化 

過去に行われた 2.45GHz の実験結果とドシメトリによる評価データ、またミリ波

帯域での過去に行われた実験を調査した。その結果、40GHz 以下では熱輸送のメカニ

ズムは熱伝導が支配的であり、過去の文献などから閾値検索を体系化できると推測

できる。また遠赤外線の領域（例えば CO2 レーザ：波長 10.6µm）の閾値のデータを

整理し、それを参考にすればミリ波帯の高い周波数側（300GHz）の閾値を遠赤外線

領域の閾値と接続が出来る。過去のミリ波帯の実験データから 40GHz 以上の熱輸送

に関しては，侵入長が角膜の厚み程度になり、また前房水における対流熱輸送のた

め非線形な現象となり、閾値検索のための数理モデルの構築のために実験データに

よる裏付けが必要になる。このことから、実験としては 40GHz, 75GHz，95GHz の実

験が必要であると考えた。 

これらの実験データをもとに熱輸送形態の変化が予測される 40GHz 以上の熱輸送

の数理モデルを構築し、40GHz から 100GHz までを数値ドシメトリにより補完するこ

とを計画する。 

また 95GHz 帯のドシメトリに関して、実験的な手法として実験的な手法としては、

赤外線サーモグラフィー、蛍光式光ファイバー温度プローブ、度感温液晶マイクロ

カプセル法を複合的に組み合わせて使用可能であることが、後述の試験結果からわ

かった。また数値解析的な手法として、３章３節で述べた電磁界解析システムが有

効であることが、95GHz 帯の計算結果からわかった。95GHz 帯のドシメトリとして、

熱輸送解析シミュレータの開発は今後の課題である。 
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２ ミリ波帯電波のばく露装置開発とばく露評価 

２.１ 動物実験用ばく露装置の開発とばく露評価及びばく露装置の保守管理 

２.１.１ 40GHz ばく露装置の保守管理 

40GHz ミリ波ばく露装置に関する入射電力密度分布の測定結果を図３３に示す。こ

のように入射電力密度を測定し、適切なばく露強度となるようにばく露管理を行っ

た。また金沢医科大学での家兎目へのばく露実験が滞りなく行えるようにばく露装

置の保守を行った。 

 

図３３  40GHz ばく露装置の入射電力密度測定結果 
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２.１.２ 95GHz 動物用ばく露システムの基礎検討 

95GHz 帯の動物用ばく露システムの基礎検討として、予備検討のための装置の仮組

を行った。図３４にその外観図を示す。この装置のレンズアンテナへの入力電力の

大値は 450mW である。そのとき家兎眼への 大入射電力密度は 200mW/cm2である。

また導波管スイッチにより on/off 制御を行う。実際に家兎眼へのばく露実験を実施

する事により、ばく露装置として機能する事を確認した。平成 24 年度以降、固定治

具を導入し完成版として金沢医科大学に設置する予定である。 

 

 

 
図３４  95 GHz ばく露装置外観 
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図３６  角膜表面温度の 大値の追跡 

 

 

 

 
図３７  サーモグラフ法からの閾値の推測方法の例 
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２.２ 円盤型ポスト壁導波路を用いた細胞用ばく露装置の検討 

円盤形ポスト壁導波路を用いた細胞用ばく露装置の概要について述べる。給電線

路内側の銅箔面上には、それぞれが正方形で、波長より短い周期のメッシュ状にな

っている結合窓があり、この直下の導波路をアンテナ部とする。給電線路からアン

テナ部へ透過した伝搬波は、銅箔面で漏洩するエバネッセント波が培地及び細胞を

ばく露する。半円盤型を二つ組み合わせた円盤形導波路は、x 軸に平行して y 軸の中

心でポスト壁によって短絡されており、二つの給電線路からの伝搬波は基板内では

ほぼ干渉しない。基板と培養容器の隙間には、PTFE を用いたペトリディッシュ底部

程度の径を持つ円筒形の台がある。このメリットとして、メッシュ状の結合窓同士

の間隔による不均一性を改善出来る、温度コントロール時に伝熱しやすい、容器の

位置ずれがしにくいなどが挙げられる。図３８数値計算モデルでは、実モデルと異

なり、給電線路とアンテナ部のみモデル化し、対称境界条件を用いた[23]。対称境

界を除き、解析領域との境界面は PML 境界とした。電磁界の各値は誘電体境界面に

て特異な値となるので、培地内側二、三ボクセル目の値から減衰定数を考慮して外

挿した値を培地内底面の値として用いた。メッシュの間隔及び大きさ、半円盤型導

波路の曲率半径は培地内底面の電磁界分布が均一となるよう適切に値を選んだ。 

数値計算結果から図３９に基板内電界実効値分布,培地底面における電界実効値分

布を示した。図４０では x 軸沿いの、培地底面における電界実効値のプロフィルグ

ラフを示した。図３９(a)では培地円周状の拡散が行われていることが確認出来る。

培地外での電界値が比較的大きいが、これは電波インピーダンスの大きさの違いに

よるものであり、電力で考えれば放射損失は小さい。 

次に培地内底面におけるばく露量各値の評価を行う。表 3 に培地内底面における各

値の平均値、 大値と相対標準偏差を示した。100mmφの培養容器であっても、培地

内底面における電界実効値の相対標準偏差は 0.35 程度となった。培地内底面におけ

る電界実効値ヒストグラムは、横軸に 大値で規格化された電界実効値をとると図

４１となった。この均一性は要件項目の要求値を満たすものではないが、要求値に

ほぼ近い値とすることが出来た。培地中心からの任意の径 r 内で、培地内底面にお

ける電界実効値の相対標準偏差と平均値を求めると、図４２のように各変動値は小

さい。例えば細胞実験で中心近傍のサンプルのみを採取しても、全体の評価と同様

の結果が期待出来る。電力効率の面では、電力密度を培養容器の底面積で面積分を

行い、培地の受け取る電力量が 1W 入力に対し約 0.77W となった。また反射電力

S11=-8.85dB であった。比較的入手しやすい 500mW の発振器を用いれば、職業的ばく

露許容値を超えるばく露量が可能である。培地での平面波の電波インピーダンスは
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√ .
≅ 108であり、計算結果による培地内底面での電波インピーダンスは 105.8±

25.1(±は 標準偏差)Ωとなった。値に少々バラつきは生じているものの、培地には

おおよそ平面波が入射していることが確認された。以上、非熱的な生体影響評価の

ためのミリ波 in vitro ばく露装置の開発を行った。 

 

 

表１０  培地内底面でのばく露量各値(計 1W 入力) 

 相対標準偏差 平均値 大値 

電界実効値[V/m] 0.355 103.0 223.5 

磁界実効値[H/m] 0.380 1.11 2.50 

電力密度[mW/cm2] 0.758 13.4 59.8 

 

 

図３８  数値解析モデル図 
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(a) 基板内                                 (b)培地底面 

図３９  電界実効値分布(0dB: 大値) 

 

 

図４０  培地底面での電界実効値分布(0dB: 大値) 

 



 

 53

 

図４１  培地内底面各点における電界実効値ヒストグラム 

 

 

図４２  中心から任意の径 r 内までの培地内底面における、電界実効値 

の相対標準偏差(左縦軸)、平均値(右縦軸) 
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既存のミリ波 in vitro ばく露装置の課題を改善するべく、ポスト壁導波路を用い

たばく露装置の開発を行った。FDTD 法を用いた設計を行い、60GHz 帯において 100mm

φ培養容器をばく露可能な円盤型ポスト壁導波路を用いたばく露装置を検討した。

培地内底面における電磁界分布の均一性は要求値に近い値となった。また入力電力

に比べ、十分なばく露量を得ることが出来た。この方法は 40GHz,95GHz 帯などの他

の周波数でも適用可能であり、60GHz 以外の周波数帯でも細胞用ばく露装置の設計が

行える事がわかった。しかし 95GHz 帯のような周波数が高い領域ではポスト壁導波

路の加工精度に問題が生じる事が懸念される。今後、高い周波数帯でのばく露装置

の開発においては、この加工精度に関する課題の解決が必要である。 
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３ ドシメトリによる眼障害閾値の考察 

３.１ 100GHz までの電磁界解析システムの開発 

３.１.１ レンズアンテナから照射される 3次元電界分布の再構成結果 

 レンズアンテナから照射される2次元での電界分布からPWS法を用いて3次元での

電界分布を再構成した。一例として計算条件が表１１の時の再構成結果を図４３に

示す。電界強度の 大値で規格化しデシベル化した。この図より周波数が高くなる

に連れて電力強度の等高線が密になっている。また測定面とした焦点距離 k=135mm 

は 40GHz における使用したレンズアンテナの焦点距離なので周波数が高くなるに

連れて、本来の各周波数での焦点の位置がレンズアンテナから遠ざかっている事が

分かる。このように電力強度分布の周波数依存性が確認出来た。 

またVバンドにて実際に熱輸送計算に使用するよりも粗いメッシュにて3次元での

再構成結果 と実測値を比較した。比較する測定データの条件と再構成計算結果を表

１２と表１３に示す。誤差は以下の式より求めた。 

 

（１８） 

Emは計測した電界のxy成分、Erは再構成された電界のxy成分である。周波数

50,55,60,65,70,75GHzで検証を行った結果を図４４に示す。この結果より z=0 から 

2.5cm 離れていても再構成結果の誤差は10%程度に抑えられている事が示された。 

 

３.１.２ 3次元SAR計算結果 

 PWS法による3次元電界分布の再構成結果を入射波源とし、家兎眼に吸収される電

磁界分布をFDTD法の散乱界表示を用いて求めた。実際の家兎眼へのばく露実験では

どの周波数においても家兎眼とレンズアンテナの距離を使用するレンズアンテナの 

40GHz における焦点距離である 135mm に設定している。実験結果と合わせる為に数

値シミュレーションにおいても同様の条件で計算を行った。計算に使用した 

40GHz,75GHz,100GHz における物理定数を表１４[10]に、更に計算条件を表１５に示

す。 

 

表１１  ３次元電界分布再構成計算条件 
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図４３  40GHz,75GHz,100GHz における 3 次元電界分布再構成結果:左図)レンズアン

テナから 135mm 離れた箇所の xy 面での電界分布、右図)x=0 における電界強度分布 
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表１２ 実験条件（Vバンド）     表１３  計算条件（Vバンド） 

 

 

 

 

 

表１４  眼部各組織の比誘電率 

 

 

 

 

 

表１５  ３次元FDTD法の散乱界表示における計算条件 

 

 

 

 

 

 

以上の計算条件より入射電力密度を1mW/cm2に規格化した時の眼内のSAR分布を図

４５に示す。図４５に示すように本研究で開発した電磁界解析システムは100GHzま

での電磁界解析が可能である事がわかる。 
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図４４  V バンドにおける電界強度の誤差の z軸方向距離依存性 

 

図４５  SAR 分布計算結果:左から 40,75,100GHz 
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３.２ 家兎眼へのミリ波ばく露実験結果  

３.２.１ 温度·速度解析結果 

 75GHz、入射電力密度 50,150mW/cm2における家兎眼へのばく露による温度上昇分布

と速度分布を求めた。50mW/cm2の解析結果を図４６に、150mW/cm2の解析結果を図４

７に示す。 入射電力密度 50mW/cm2では温度上昇において前房全体が暖まっている事

が分かる。一方速度分布にて大きな房水の流れは観測されなかった。前房が全体的

にほぼ均一に暖まっていることで著しい温度勾配がなく、大きな対流が生じなかっ

た為と考えられる。また入射電力密度150mW/cm2では著しい温度上昇と速度上昇を観

測した。これらの分布よりミリ波ばく露によって角膜表面中央部で生じた熱が房水

の対流によって前房上部へ輸送されている事が分かる。このようにばく露する入射

電力密度によって角膜表面で吸収される温度が変わるので前房内の房水の対流パタ

ーンが変化し熱輸送形態が異なってくると考えられる。 
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図４６  75GHz,50mW/cm における家兎眼 のばく露実験結果:右図)温度上昇分布、左図)

速度分布 
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図４７  75GHz,150mW/cm2 における家兎眼へのばく露実験結果:右図)温度上昇

分布、左図)速度分布 
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ばく露前では家兎の体温の方が外気温より温度が高い為に水晶体近傍から角膜近

傍へ生理的な対流が生じている。ここから眼部ばく露によって房水に対流が生じる。

50mW/cm2ばく露では、房水の流れは図のような混沌とした流れになった。これはレン

ズアンテナによる眼部ばく露によって角膜近傍の温度が家兎の体温まで上昇した為

に生じた流れと思われる。一方150mW/cm2では角膜近傍から水晶体近傍に向けて対流

が生じている。これはミリ波ばく露によって角膜近傍の温度が体温よりも高くなり、

温度勾配によってこのような対流パターンになったと考えられる。よって以上の結

果から75GHzでは50mW/cm2では房水の流れが小さい為熱伝導が、150mW/cm2では房水の

流れによる熱輸送が確認された為熱対流が主な熱輸送パターンとなると推測した。 

 

３.２.３ 眼部ばく露による1次元温度上昇の時間発展 

 先の考察で熱輸送パターンの違いは角膜表面中央部と水晶体との温度勾配が重要

になる事が判明した。よって蛍光式光ファイバー温度プローブを用いてこれらの温

度上昇の時間発展を測定する事にした。更にMTLCで測定した前房内部の温度上昇と

併せて各位置での温度上昇の入射電力密度依存性について考察する。測定結果を図

４９に示す。 

測定点は図における(i)角膜近傍、(ii)前房上部をMTLCを用いて、(iii)角膜表面

中央部(内部)、(iv)水晶体内部を蛍光式光ファイバー温度プローブを用いて測定し

た。左図が50mW/cm2の結果、右図が150mW/cm2の結果である。50mW/cm2では各組織が

(iv)付近まで温度が上昇している事が分かる。この結果からも熱伝導によって(i)角

膜表面中央部から前房全体が徐々に暖まった事が分かる。また150mW/cm2による結果

では、(i)角膜表面中央部にてミリ波ばく露直後に著しい温度上昇が観測された。ま

た(i)(ii)房水内の温度上昇は(iv)角膜表面中央部の温度上昇よりも小さくなった。 



 

 64

 

図４９  蛍光式光ファイバー温度プローブとMTLCを用いた眼部ばく露による温

度上昇の時間発展:右図)50mW/cm2、左図)150mW/cm2 
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４ ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験 

４.１ ミリ波in vitro 用ばく露実験装置 

４.１.１ 電磁界分布の計算結果 

培養細胞が付着している培地内底面における電界および磁界の実効値分布とSAR 

分布、電力密度の結果を図５０〜図５３に示す。ここでの培地内底面とは、培地と

して定義しているボクセルモデルの 下層の面である。60 GHz におけるミリ波の培

地内への侵入深さは約0.32 mm と非常に浅いが、それに対して培養容器の底面に接

着している細胞のサイズは直径約0.01 mmと十分に小さいことから先ほど定義した培

地内底面における電磁界の値が細胞が受ける電磁界であると予想される。結果はア

ンテナ入力電力66 mWとしたときの値を示している。第4 章で詳細に述べるが、アン

テナ入力電力66 mWのときに培地内の 大温度上昇が＋ 1 ℃となるため、この条件

のもと細胞ばく露実験を行っている。 

 

図５０  培地内底面における電界実効値分布(アンテナ入力電力66 mW) 



 

 66

 

図５１  培地内底面における磁界実効値分布(アンテナ入力電力66 mW) 

 

図５２  培地内底面における電力密度分布(アンテナ入力電力66 mW) 
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図５３  培地内底面におけるSAR 分布(アンテナ入力電力66 mW) 

 

４.１.２ 連続ばく露のばく露評価 

細胞存在位置である培地内底面における連続ばく露時のばく露評価の結果を表１

６に示す。結果は、アンテナ入力電力と66 mWとしたときの値を示している。また、

細胞ばく露実験では評価対象としている細胞はカルチャーディッシュの中心から半

径6∼8mm のドーナツ状のエリア内に存在しているため、その範囲内でのばく露評価

の結果を表１７に示す。電磁界分布の均一度に対する指針の1 つとして相対標準偏

差は0.3 以下であることが望ましいとされており[24]、電界、および磁界において

はそれを上回る均一度となっていることがわかる。SAR および電力密度に関しても

約0.4 となり、ミリ波による培地底面の温度上昇に対しても許容できる範囲の均一

度であることがわかった。また、先行研究[25]よりも電磁界の相対標準偏差が約0.1 

低くなっており、先行研究[26]においてばく露強度の距離依存性を低減する目的で

開発されたインピーダンスマッチング層は、均一度の向上にも役立っていることが

わかった。表１７より、測定対象となる細胞は平均1 mW/cm2 の電力密度でばく露さ

れると推定され、これは第1 章で述べた電波防護指針で定められている公衆のばく

露の基本制限値と同等であることがわかる。 
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表１６  アンテナ入力電力66 mW時の培地内底面における電磁界の大きさ 

 

表１７  アンテナ入力電力66 mW時の実験時の測定範囲内の培地内底面における 

電磁界の大きさ 

４.１.４ 計算結果 

培地底面中央付近における温度上昇の結果を図５４、５５に示す。培地底面中央

付近の温度は、カルチャーディッシュ底面の中心点から高さ2 mm、10 mm 角の領域

で温度を平均化したものである(図５６)。蛍光式光ファイバー温度計のプローブの

空間分解能および熱容量を適当に考慮するためにこのような領域をとった。また、

アンテナ入力電力66 mW とした時のばく露開始4 時間後の培地底面における温度分

布を図５７に示す。結果より、境界条件における熱伝達率の値によって大きく結果

が変わることがわかる。しかし、およそ50 mW ∼ 150 mWの間には温度上昇がありそ

うであることが予想できだろう。したがって、実測により温度上昇を確かめること

とした。また、定常状態に達してからはほぼ温度は上がらないことが確認できたた

め、実験では４時間程度温度計測をすれば充分であるとわかる。分布に関してはお

よそ均一であることがわかる。 



 

 69

 

図５４ 数値解析によるアンテナ入力電力100 mW時の培地底面中央付近の温度上

昇(青：h=5、赤：h=10、緑：h=15、紫：h=20) 

 

図５５ 数値解析によるアンテナ入力電力66 mW時の培地底面中央付近の温度上昇

(青：h=5、赤：h=10、緑：h=15、紫：h=20) 
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図５６ 蛍光式光ファイバー温度計の測定領域を模擬した数値計算による温度上

昇の平均化範囲 

 

図５７  アンテナ入力電力66 mW時の4 時間ばく露後の培地底面における温度分布 
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４.１.５ 実験結果および数値計算結果との比較 

平均アンテナ入力電力66 mWの実験結果と数値計算結果を図５８に示す。また、平

均アンテナ入力電力100 mWの実験結果と数値計算結果を図５９に示す。数値計算結

果に関しては、アンテナ入力電力66 mW、100 mWともに連続ばく露時であり、境界条

件の熱伝達率h は10 W/m2·Kとしている。結果より、平均アンテナ入力電力が66 mW の

とき 大温度上昇約1 ℃となっており、平均アンテナ入力電力を一致させた連続ば

く露とパルス波ばく露では温度上昇がほぼ一致していることがわかる。また、偽ば

く露はどの場合でも37 ℃一定となっていることがわかる。数値計算との比較では、

平均アンテナ入力電力66 mW、100 mWともに、温度上昇の傾きおよび定常状態での温

度がh = 10 W/m2·K での計算結果とおよそ一致している。 

以上より、連続ばく露、パルス波ばく露ともに平均アンテナ入力電力66 mW とす

れば 大温度上昇が約1 ℃となることが明かになった。また、実験結果と数値計算

結果の一致したことを確認でき、数値解析の妥当性を示すことができた。 

 

図５８  平均アンテナ入力電力66 mW時の培地底面中央付近の温度上昇の結果と

数値計算の結果(赤：連続ばく露、橙：パルス波ばく露、青：連続ばく露測定時の偽

ばく露、紫：パルスばく露時の偽ばく露、緑：数値計算結果（連続ばく露、境界条

件の熱伝達率h=10）) 
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図５９  平均アンテナ入力電力100 mW時の培地底面中央付近の温度上昇結果と

数値計算の結果(赤：連続ばく露、橙：パルス波ばく露、青：連続ばく露測定時の偽

ばく露、紫：パルスばく露時の偽ばく露、緑：数値計算結果（連続ばく露、境界条

件の熱伝達率h=10）) 
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４.１.６ 実験結果および考察 

実験結果を図６０に示す。また、生存率測定の結果を表１８に示す。グラフの値

は倍加時間の平均値を表しており、エラーバーは標準偏差を表している。結果の検

定にはスチューデントのt 検定を両側検定で行った。結果より、有意水準5%でばく

露群と偽ばく露群の間に有意差は見られず、ミリ波4 時間ばく露による増殖への影

響はなかった。また、表１８よりミリ波ばく露による生存率への影響はなかった。 

以上のように長期ばく露の評価に対するフィージビリティ評価を行い、細胞周期

以上の長時間のばく露でも、ばく露条件を安定的に維持できることが確認できた。 

 

 

図６０  CHO-K1 細胞を用いたミリ波長時間連続ばく露による増殖への影響評

価実験の結果(赤：exposure、青：sham、緑：37 ℃ control)、エラーバー：± SD) 

表１８  生存率の結果 
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Ⅴ まとめ 

平成２３年度は以下の事項に関して研究開発を行った。 

 

(1)眼障害の閾値検索の動物実験に関して、3-300GHz の防護指針値の検討のために、

実験的データが必要な個所と数値計算による補完作業が必要な箇所を検討した。そ

の結果、対流等を含む熱輸送等の観点から実験としては、40GHz,75GHz,95GHz の周波

数で行うのが望ましいと考えた。また数値シミュレーションとしては 27GHz 以上で

実験を補完する予定である。さらに 95 GHz ばく露による眼障害閾値検索を行う手法

をドシメトリの立場から検討を行った。その結果、眼障害の所見とともに、光ファ

イバー温度プローブ、赤外線サーモグラフィー、感温液晶マイクロカプセル法での

温度測定を行い、95GHz の計算機シミュレーションによる熱輸送の定量評価を参考に

して、総合的に閾値検索を行う手法を採用することとした。 

 

(2)ミリ波帯電波のばく露装置開発とばく露評価として 40GHz 動物実験（時間依存

性実験）用ばく露装置が適正に動作するよう保守・管理を行った。また、95GHz 動物

実験用ばく露システムの基礎検討を行い、実装を行った。その結果、今回開発した

装置が、眼障害の閾値検索に有効である事がわかった。さらに、時間依存性実験な

どに関するばく露条件を精確に把握するためのばく露評価手法について検討し、光

ファイバー温度プローブ、赤外線サーモグラフィー、感温液晶マイクロカプセル法

での温度測定による評価手法を開発した。それに加え数値シミュレーションによる

ドシメトリシステムの開発も行った。 

 

(3)60GHz 細胞用ばく露装置を、ポスト壁導波路型の装置など、生物学研究者にも

容易に取り扱うことができるように開発した。また、細胞用ばく露装置のばく露評

価を、数値解析と実験の両面から行い、60GHz 用のばく露装置として使用可能である

事がわかった。 

 

(4)ドシメトリによる眼障害閾値の考察を行う準備として 100GHz までの電磁界解

析システムの開発を行った。数値シミュレーションにおける検討から開発したシス

テムが 100GHz までの計算に使用可能である事がわかった。また、眼内の熱輸送とし

て、熱伝導のみの場合と熱対流を考慮した場合の２通りの温度上昇に関する簡易的

な考察を行った。その結果、熱輸送シミュレータとして。対流現象を計算モデルの
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中に含む必要があることがわかった。 

 

(5)ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験として、CHO-K1 細胞を用いて長期ばく

露の評価に対するフィージビリティ評価を行い、細胞周期以上の長時間のばく露で

も、ばく露条件を安定的に維持できることを確認した。 
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