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1．要約 

複数電波ばく露の脳の発達及び機能、さらには生殖能力への影響を検討する目的で、母動物の妊娠

期間中から児動物の生後 6週齢にいたるまで、8種類の電波を全身に照射し、F1の行動機能（オー

プンフィールド検査）及び学習･記憶テスト（モーリス水迷路検査）及び生殖能力検査を実施する

実験を行った。動物実験は 3回繰り返して行う方式で実施し、平成 24年 5月に第 3回目の実験（電

磁波ばく露）を終了し、データ解析を行った。実験およびデータ解析については DIMS 医科学研究

所で実施したが、プロジェクト責任者として、必要に応じて対応した。その結果複数の周波数成分

を有する混合電波を妊娠･授乳期から生後 6週齢に至るまで全身ばく露することによる、児動物の

多世代にわたる脳の発達・機能へはこの実験条件下で明らかな健康障害となる影響はみられなかっ

た。さらに共同研究者の名古屋工業大学の藤原 修・王 建青両教授と連携して、DIMS医科学研究

所で行った全実験期間中のラットへのばく露量のモニタリングデータを解析し，得られた結果を参

考に実環境下の子供と妊婦に対する電磁ドシメトリを行い，(1)実際のばく露量及びばく露量の変

動を統計的に明らかにした． DIMS医科学研究所での動物実験のばく露量の統計変動を明らかにし，

ヒト環境における複数ばく露量が動物実験のラットへのばく露量よりかなり小さいことを示した。 

 

２．研究目的 

現在ヒトは単一の電波にばく露されているのではなく、多種の電波に同時にばく露されている。従

来の研究は単一電波へのばく露による健康への影響を検討するものであり、複数電波へのばく露の

健康への影響を追究したものはほとんど見られない。本研究では本邦における電波環境を考慮しつ

つ、研究実施可能な複数の周波数成分を設定した混合電波（UHF帯、SHF帯等）を小動物に照射し、

その生体への影響を明らかにすることを目的とした。ばく露条件についてもわが国のばく露環境を

考慮している。従って妊娠期から誕生までを含めた生体の発育と脳機能および生殖機能への影響を

検討する。定めたばく露条件下で、妊娠母動物に複数・混合電波を全身ばく露し、妊娠母動物から

の児動物に対しても同じく、複数・混合電波を全身ばく露する。これにより、妊娠中の母動物及び

児動物の成長及び生殖能力への影響を明らかにする。得られた結果をヒトに外挿するための、人体

に対する数値ドシメトリを実施し電波複合ばく露の生体への影響を総合的に評価する。この研究実

施を行うために名古屋工業大学の藤原修教授及び王建青教授らのグループにてばく露装置の開発

やばく露条件の設定、ばく露量など物理的側面について研究を行い、㈱DIMS 医科学研究所にて実際

にラットを用いた複数混合波ばく露の動物実験を実施した。名古屋市立大学では全体の研究計画と

その取りまとめを担当した。 

 

３．内容 

事前会合による協議によって使用電磁波として次の 8 つの電波を同時に照射することを決定した。

すなわち、1: 800 MHz帯の IMT-2000 DS-CDMA System (ARIB STD-T63)、2: 800 MHz 帯 IMT-2000 MC-CDMA 

System (ARIB STD-T64)、3: 2 GHz帯 IMT-2000 DS-CDMA System、4: 2 GHz帯 IMT-2000 MC-CDMA System、

5: 2.4 GHz帯無線 LAN (IEEE 800.11b/g)、6: 2.5 GHz 帯 Mobile WiMAX、7: 2.5 GHz帯 Next Generation 

 ２ 



PHS そして 8: 5.2 GHz帯無線 LAN (IEEE 800.11a) である。この 8つの電波を効率よく、また予定

通りの SARにてばく露するために名古屋工業大学の藤原修教授及び王建青教授らのグループの協力

を得て、発信器およびアンテナを工夫した上、動物実験を行った。に入る前に、実験条件の是非や

実験装置の作動確認のために予備試験を行った。名古屋工業大学の研究と DIMS医科学研究所での

研究の進捗状況の確認と総合的な指導ならびに監督を行った。 

４．結果 

母動物の一般状態及び体重いずれにおいても異常はみられず、分娩後の母動物の肉眼的病理学検査

及び器官重量においても電波ばく露の影響はみられなかった。さらに、母動物の生殖能力において

も電波ばく露の影響はみられなかった。F1動物では、一般状態、体重、4日生存率、発育分化、反

応性検査、オープンフィールド検査、モーリス水迷路検査、生殖能力検査、肉眼的病理学検査及び

器官重量のいずれにおいても、電波ばく露の影響はみられなかった。また、F2動物においても電波

ばく露の影響はみられなかった。これらの結果から、複数の周波数成分を有する混合電波を妊娠･

授乳期から生後 6週齢に至るまでの全身ばく露による児動物の多世代にわたる脳の発達・機能への

健康影響は発育、行動、学習･記憶及び生殖機能のいずれに対しても、電波ばく露の健康影響はな

かったと結論づけた。さらに、H22-23年度 DIMS医科学研究所で行った動物実験におけるラットへ

のばく露量のモニタリングデータを名古屋工業大学で解析し，得られた結果を参考にヒト環境下の

子供と妊婦に対する電磁ドシメトリを行なった。その結果 DIMS医科学研究所での動物実験での実

際ばく露量の統計変動を明らかにでき、さらにヒト環境における複数ばく露量が動物実験でのばく

露量よりかなり小さいことが明らかになった。 

２
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1 要約 

母動物の妊娠期間中から児動物の生後 6 週齢にいたるまで、8 種類の複数電波を同時に全身照

射し、F1動物の行動機能（オープンフィールド検査）、学習･記憶テスト（モーリス水迷路検査）

及び生殖能力検査を実施することにより、複数電波ばく露の脳の発達及び機能、さらには生殖能

力への影響を検討する目的で実施した。 

実験は母動物に妊娠 7 日から分娩後 21 日（離乳）まで、また児動物については生後 0 日から 6

週齢に達するまで複数の周波数成分を有する混合電波（UHF 帯、SHF 帯）の全身ばく露を 1 日 20

時間、毎日行った。ばく露群として胎児及び児全身平均 SAR が 0.08W/kg を超えないように設定

する群（低ばく露群）及び胎児及び児全身平均 SAR が 0.4W/kg を超えないように設定する群（高

ばく露群）を設けた。対照群としてばく露箱に入れるのみで、実際にばく露を行わない偽ばく露

群を設けた。F1出生児についてばく露期間中及びばく露期間終了後に各種検査を実施し、10 週齢

より同じばく露群内で交配を行い、F2出生児は分娩 4 日まで母動物と共に飼育した。 

その結果、母動物の一般状態及び体重いずれにおいても異常はみられず、分娩後の母動物

の肉眼的病理学検査及び器官重量においても電波ばく露の影響はみられなかった。さらに、

母動物の生殖能力においても電波ばく露の影響はみられなかった。 
F1動物では、一般状態、体重、4 日生存率、発育分化、反応性検査、オープンフィールド

検査、モーリス水迷路検査、生殖能力検査、肉眼的病理学検査及び器官重量のいずれにおい

ても、電波ばく露の影響はみられなかった。また、F2動物においても電波ばく露の影響はみ

られなかった。 
以上、複数の周波数成分を有する混合電波を妊娠･授乳期から生後 6 週齢に至るまで全身ば

く露することによる、児動物の多世代にわたる脳の発達・機能への影響について検討した結

果、発育、行動、学習･記憶及び生殖機能のいずれに対しても、電波ばく露の影響はみられな

いと結論した。 

2 研究目的 

ヒトの環境中では実際に人は多数の電波にばく露されている。複数電波の同時ばく露の安全性

についてはほとんど研究成果がない。本研究では、ラットを用いて複数電波の健康への影響を追

究することを目的としている。 

具体的には複数の周波数成分を有する 8 種類の混合電波（UHF 帯、SHF 帯）を妊娠母動物及び

出産された児動物に対して全身ばく露し、妊娠中の母動物及び児動物の成長、行動機能、学習･

記憶及び生殖能力への影響を追求した。なお、本研究は名古屋市立大学、白井智之教授（現在名

誉教授、名古屋市総合リハビリテーションセンター長）を代表研究責任者とし、複数混合波に対

する数値ドシメトリに関する研究を名古屋工業大学、藤原修教授及び王建青教授らのグループ、

また複合電波に対する動物実験を㈱DIMS 医科学研究所にて実施した。 
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3 動物愛護 

「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和 48 年 10 月 1 日 法律第 105 号、最終改正 平成 23

年 8 月 30 日 法律第 105 号）、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（平成

18 年 4 月 28 日 環境省告示第 88 号）、「動物実験に関する指針」（昭和 62 年 5 月 22 日承認 社団

法人日本実験動物学会）及び㈱DIMS 医科学研究所実験動物指針（平成 22 年 9 月 1 日）に従って

実施した。 

4 予備試験 

本試験実施に先立ち、電波ばく露中のばく露箱内の温湿度、照度、騒音を測定して、ばく露箱

内部の飼育環境を確認する目的で予備試験を行った。 

動物及び飼育条件は本試験と同様に、電波ばく露は複数波高ばく露群(0.4 W/Kg)及び偽ばく露群

(0 W/Kg)の 2 群とした。 

実験を開始する前日に群分けを行った後、母動物を妊娠 7 日から分娩後 21 日（離乳）まで電波

ばく露箱にセットした照射用ケージで照射した。出生児については生後 0 日から 21 日（離乳）ま

で母動物と一緒にばく露箱内の照射用ケージで照射し、生後 4 日に同腹児数を無作為に各 8 匹（雄

4、雌 4）に無作為に調整して、照射用ケージ内の動物を母動物 1 匹及び児動物 8 匹とした。電波

照射は 1 日 20 時間行った。照射期間中は一般状態の観察及び体重測定を実施し、ばく露箱内の温

度を温湿度データロガーSP-2000 を用いて 10 分間隔で記録した。照射開始時及び終了時に騒音及

び照度を測定し、さらに、ばく露箱内部の電界測定及びばく露箱内外及び建物外部の計 12 箇所に

ついて漏洩電力の測定を NTT アドバンステクノロジ株式会社に依頼して行った。 

その結果、電波ばく露期間中、母動物、児動物共に一般状態及び体重の推移に異常はみられな

かった。ばく露箱内の騒音は照射開始時が 55.7 dB、照射終了時が 58.1 dB であり、動物飼育室内

の許容範囲内（60dB 以下）であった。照度は照射開始時が 154～172 ルクス、照射終了時が 173

～211 ルクスで許容範囲内（150～300 ルクス）であった。ばく露箱内部の温度は、電波ばく露期

間中 22～26℃で推移し、設定温度の 22±3℃より 1℃高い結果であったが、本試験時には飼育室

内の設定温度を 1℃低くし、さらに動物の入れ替え時にばく露箱の扉を全開にして放置する時間

を長くすることで対応可能であると判断した。その他、ばく露箱内部の電界測定に問題はみられ

ず、ばく露室内外で電力の漏洩はみられなかった。 

以上のことから、本試験を実施するにあたり、飼育条件及び電波照射条件等に問題はないこと

が明らかとなった。 

5 本試験 

5.1 試験実施日程 

第 1 回目 

動物入荷日 ： 2011 年 1 月 13 日 

群分け実施日 ： 2011 年 1 月 17 日 

電波照射開始日 ： 2011 年 1 月 18 日 
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電波照射終了日 ： 2011 年 3 月 16 日 

最終屠殺日 

（分娩 4 日） 

： 2011 年 5 月 31 日 

第 2 回目 

動物入荷日 ： 2011 年 7 月 14 日 

群分け実施日 ： 2011 年 7 月 19 日 

電波照射開始日 ： 2011 年 7 月 20 日 

電波照射終了日 ： 2011 年 9 月 15 日 

最終屠殺日 

（分娩 4 日） 

： 2011 年 12 月 9 日 

第 3 回目 

動物入荷日 ： 2012 年 1 月 12 日 

群分け実施日 ： 2012 年 1 月 17 日 

電波照射開始日 ： 2012 年 1 月 18 日 

電波照射終了日 ： 2012 年 3 月 16 日 

最終屠殺日 

（分娩 4 日） 

： 2012 年 5 月 22 日 

5.2 電波照射条件 

照射レベル ： 下記の 8 種類の周波の曝露を合計してラットの全身平均 SAR

（Specific absorption rate, 比吸収率）が 0.08 及び 0.4 W/kg 以下 

 

 信号 周波数 

① IMT-2000 DS-CDMA System (ARIB STD-T63) 800 MHz 帯 

② IMT-2000 MC-CDMA System (ARIB STD-T64) 800 MHz 帯 

③ IMT-2000 DS-CDMA System 2 GHz 帯 

④ IMT-2000 MC-CDMA System 2 GHz 帯 

⑤ 無線 LAN (IEEE 800.11b/g)  2.4 GHz 帯 

⑥ Mobile WiMAX  2.5 GHz 帯 

⑦ Next Generation PHS 2.5 GHz 帯 

⑧ 無線 LAN (IEEE 800.11a)  5.2 GHz 帯 

5.3 ばく露装置 

全身ばく露実験システムを使用した。ばく露箱内上部にアンテナを設置し、ばく露箱は昼夜を

付けるため 1 日 12 時間サイクルで照明をコントロールした（5.5 飼育条件参照）。一つのばく露箱

内には 4 つの飼育ケージ（扇型）を配置した。 
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5.4 供試動物 

動物種 ： ラット 

系統 ： Crl:CD(SD)（SPF 動物） 

性 ： 雌 

入荷時週齢 ： 10 週齢で交配を確認し、1 回目は入荷時妊娠 2 日、2 及び 3

回目は入荷時妊娠 1 日（実験開始時妊娠 7 日） 

購入（使用）匹数 ： 各実験 14 匹（12 匹） 

供給源 ： 日本チャールス・リバー株式会社 

所在地 ： 〒529-1633 滋賀県蒲生郡日野町下駒月 735 番地 

検疫・馴化期間 ： 1 回目は 5 日間、2 回目及び 3 回目は 6 日間 

検疫･馴化期間中の検査 

 

： 体重測定（少なくとも 2 回、群分け体重を含む） 

一般状態の観察（1 日 2 回） 

群分け後の余剰動物の処置 ： 試験系から除外 

試験系選択理由 ： Crl:CD(SD)系ラットは、生殖毒性試験に一般に使用されてい

ることから本試験に適しており、微生物学的に統御され、遺

伝的に安定であることから選択した。 

5.5 飼育条件 

飼育室 ： 第 12 飼育室（検疫及び馴化期間も第 12 飼育室で飼育） 

照射期間中は第 13 飼育室 

温度 ： 設定温度；22±3℃ 

相対湿度 ： 設定範囲；55±15% 

照明時間 ： 12 時間／日(7:00~19:00) 

換気回数 ： 10 回以上／時間 

飼育 ： P 及び F1母動物：1 匹／ケージ 

F1, F2出生児：哺育期間は母動物と同ケージ内で飼育 

F1離乳後照射期間中は 4 匹／ケージ 

F1照射終了後は 2 匹／ケージ 

ケージ（床敷）交換頻度 ： 1 回／日（照射期間） 

1 回以上／週（上記以外の期間） 

給餌器交換頻度 ： 1 回以上／週 

給水瓶交換頻度 ： 2 回以上／週 
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5.6 収容ケージ及び床敷 

［照射期間］ 

［照射以外の期間］ 

ケージ ： プラスチック製ケージ（W257×D426×H200mm） 

ケージ蓋 ： ステンレス製 

消毒方法 ： プラスチック製ケージは常圧蒸気殺菌 

ケージ蓋は高圧蒸気滅菌 

   

床敷 ： ソフトチップ（有限会社 原商店） 

消毒方法 ： 高圧蒸気滅菌 

床敷中の環境汚染物質 ： 中部科学資材㈱より分析値を入手し、当研究所で定める最大許容

濃度以下で、試験への影響がないことを確認した。 

5.7 飼料及び給餌方法 

［検疫･馴化期間及び照射期間］ 

飼料 ： オリエンタル酵母工業㈱製粉末飼料 MF  

給餌方法 ： ケージ内に設置した給餌器（CL-0921：日本クレア㈱製）に入れて、

自由摂取 

給餌器の消毒方法 ： 給餌器蓋はソフト酸化水あるいはピューラックス（㈱オーヤラック

ス製）消毒、給餌器の容器は高圧蒸気滅菌 

飼料中の汚染物質 ： オリエンタル酵母工業㈱よりロットごとに分析値を入手し、当研究

所における最大許容濃度以下で、試験への影響がないことを確認し

た。 

［上記以外の期間］ 

飼料 ： オリエンタル酵母工業㈱製固形飼料 MF 

給餌方法 ： ケージ蓋に設置したステンレス製給餌器に入れて、自由摂取 

給餌器の消毒方法 ： 高圧蒸気滅菌 

飼料中の汚染物質 ： オリエンタル酵母工業㈱よりロットごとに分析値を入手し、当研究

ケージ（蓋つき） 

 

： 照射用ケージ 

（H200×D210×W 外周 82.5πの扇型、床面積 538.5 cm2） 

消毒方法 ： ソフト酸化水あるいはピューラックス（㈱オーヤラックス製）消

毒 

   

床敷 ： ソフトチップ（有限会社 原商店） 

消毒方法 ： 高圧蒸気滅菌 

床敷中の環境汚染物質 ： 中部科学資材㈱より分析値を入手し、当研究所で定める最大許容

濃度以下で、試験への影響がないことを確認した。 
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所における最大許容濃度以下で、試験への影響がないことを確認し

た。 

5.8 飲料水及び給水方法 

飲料水 ： 一宮市上水道水 

給水方法 ： 透明な給水瓶を用いて自由摂取 

給水瓶の消毒方法 ： 給水瓶及び給水栓ともにソフト酸化水あるいはピューラックス（㈱

オーヤラックス製）消毒 

飲料水中の汚染物質 ： 下記の分析機関に分析を依頼し、当研究所における水質基準に適合

していることを定期的（年 2 回）に確認し、試験への影響がないこ

とを確認した。 

株式会社 環境科学研究所  

名古屋市北区若鶴町 152 

5.9 群分け方法 

群分け方法 ： コンピューターによる体重に基づく乱塊法 

統計方法 ： Bartlett 法による等分散検定（5%水準）及び Tukey 検定（両側 5%水準） 

群分け実施日 ： 電波照射開始予定日の前日 

5.10 ケージの識別 

入荷動物の検疫及び 

馴化期間中 

： ケージラベルに試験番号、仮ケージ番号、仮動物番号及び動物管

理責任者名を明記した。 

照射期間中（離乳まで） ： ばく露箱に試験番号、群番号、照射レベル（照射レベル毎に異なっ

た色を用いて識別する）、母動物番号、照射開始及び終了予定年

月日、試験責任者名を表示した。 

照射期間中（離乳後） ： ばく露箱に試験番号、群番号、照射レベル（照射レベル毎に異なっ

た色を用いて識別する）、動物番号、照射開始及び終了予定年月

日、試験責任者名を表示した。 

照射終了後（検査期間） ： ケージラベルに試験番号、性別、群番号、ケージ番号、照射レベ

ル（照射レベルごとに異なった色を用いて識別する）、動物番号、

試験責任者名を明記した。 

5.11 個体識別 

入荷動物の検疫及び馴

化期間中 

： ケージラベルの仮動物番号にて個体識別を行った。 

照射期間中（母動物） ： 動物の被毛には群毎のマジックインキにより色をつけた。 

尾及び右耳介に 1-4 の群内番号をつけ、左耳介には群番号をつけ

た（マジックインキ法及びイヤーパンチ法）。 

照射期間中（児動物） ： F1出生児は、生後 4 日の調整後にマジックインキ法で個体識別し
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た。それ以前については個体識別を行わなかった。離乳後は、動

物の被毛には群毎の色をつけ、さらに尾に赤マジックでケージ内

動物番号をつけた（マジックインキ法）。 

照射終了後（検査期間） ： 動物の被毛には群毎の色をつけ、さらに尾に黒マジックでケージ

内動物番号をつけた（マジックインキ法）。 

6 試験方法 

6.1 照射期間 

母動物を妊娠 7 日から分娩後 21 日（離乳）まで第 13 飼育室内の電波ばく露箱にセットした照

射用ケージで飼育した。F1出生児については生後 0 日から 21 日（離乳）まで母動物と一緒に、そ

の後は児動物のみを生後 6 週齢に達するまで電波ばく露箱内の照射用ケージで飼育した。電波照

射は 1 日 20 時間（午前中の作業終了後開始）行った。照射終了後（生後 7 週以降）は第 12 飼育

室内で飼育し、10 週齢から交配を行った。F2出生児は分娩 4 日まで母動物と共に飼育した。電波

ばく露箱内の温湿度については、温湿度データロガーSP-2000 を用いて記録した。 

6.2 群構成 

第 1 群 ： 電波照射を行わない群（偽ばく露群） 

第 2 群 ： 胎児及び児全身平均 SAR が 0.08 W/kg を越えないように設定した群 

第 3 群 ： 胎児及び児全身平均 SAR が 0.4 W/kg を越えないように設定した群 

6.3 第 1 回目 (1101A) 動物番号表 

6.3.1 P 母動物 

群 照射レベル(W/kg) 動物数 動物番号 

1 0 (Sham) 4 1101A001-004 

2 0.08 4 1101A005-008 

3 0.4 4 1101A009-012 

6.3.2 F1出生児（生後 21 日以降） 

 照射レベル 雄  雌 

群  (W/kg) 動物数 動物番号  動物数 動物番号 

1 0 (Sham) 8 1101A101-108  8 1101A201-208 

2 0.08 8 1101A109-116  8 1101A209-216 

3 0.4 8 1101A117-124  8 1101A217-224 
離乳動物数が不足あるいは多い場合は、動物数に合った動物番号とした。 
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6.4 第 2 回目 (1101B) 動物番号表 

6.4.1 P 母動物 

群 照射レベル(W/kg) 動物数 動物番号 

1 0 (Sham) 4 1101B001-004 

2 0.08 4 1101B005-008 

3 0.4 4 1101B009-012 

6.4.2 F1出生児（生後 21 日以降） 

  雄  雌 

群 照射レベル(W/kg) 動物数 動物番号  動物数 動物番号 

1 0 (Sham) 8 1101B101-108  8 1101B201-208 

2 0.08 8 1101B109-116  8 1101B209-216 

3 0.4 8 1101B117-124  8 1101B217-224 
離乳動物数が不足あるいは多い場合は、動物数に合った動物番号とした。 

6.5 第 3 回目 (1101C) 動物番号表 

6.5.1 P 母動物 

群 照射レベル(W/kg) 動物数 動物番号 

1 0 (Sham) 4 1101C001-004 

2 0.08 4 1101C005-008 

3 0.4 4 1101C009-012 
 

6.5.2 F1出生児（生後 21 日以降） 

  雄  雌 

群 照射レベル(W/kg) 動物数 動物番号  動物数 動物番号 

1 0 (Sham) 8 1101C101-108  8 1101C201-208 

2 0.08 8 1101C109-116  8 1101C209-216 

3 0.4 8 1101C117-124  8 1101C217-224 
離乳動物数が不足あるいは多い場合は、動物数に合った動物番号とした。 

6.6 電波照射方法 

共同研究者である名古屋工業大学の藤原修教授及び王建青教授らにより設計された全身ばく露

装置（NTT アドバンステクノロジ株式会社製）を用い、照射を行った。複数電波のばく露を実施

するため、アンテナ入力電力は信号毎に設定し、妊娠期は一定値、出産後は児ラットの成長に合

わせて調整した。制御ソフトウエアの操作方法は全身ばく露実験システム操作説明書に従った。 

P 母動物は離乳まで各群 4 匹（親子）を 1 つのばく露箱に入れて照射を行った。 
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離乳後の照射は児動物のみとした。一腹から離乳までの一般状態及び体重変動に異常のない動

物、雌雄各 2 匹を選び、雌雄毎に 4 匹ずつ 1 つの照射用ケージに入れて照射を行った。 

6.6.1 電波ばく露設定の理由 

電波防護指針の基礎指針で全身平均SARが0.4 W/kg以下と規制されていることに基づいて設定

した。 

7 妊娠・授乳期間中の観察及び測定項目 

7.1 母動物(P)の検査 

7.1.1 一般状態 

1 日 1 回（午前）、全ての動物について一般行動、生死等について観察し、個体別に記録した。

妊娠 21 日から 24 日までは分娩の状況を午前に 1 回観察し、分娩が完了した日を分娩後 0 日とし

た。 

7.1.2 体重 

妊娠期間中は妊娠 7, 14, 17, 20 日、また分娩後は 0, 4, 7, 14, 21 日に電子天秤 LA4200 型（ザルト

リウス㈱）を用いて測定した。 

7.1.3 肉眼的病理学検査  

F1出生児の離乳後（分娩 22-25 日）に、エーテル麻酔下で腹部大動脈より採血することにより

安楽殺し、全身諸臓器の詳細な肉眼的観察を行い、子宮内着床痕数の観察を行った。 

また、下記の臓器を摘出し、重量を測定して 10%緩衝ホルマリン液にて保存した。 

脳、下垂体*、甲状腺*、胸腺、副腎、心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓、卵巣、子宮 

*：ホルマリン固定後測定した。 

7.2 F1出生児の検査 

7.2.1 一般状態 

1 日 1 回（午前）、全ての動物について一般行動、生死等について観察し、生後 4 日の調整前ま

では腹単位で、調整後は個体別に記録した。生後 0 日（分娩後 0 日）には出産児数、死産児数、

性別及び外表異常について観察し、個体別に記録した。 

7.2.2 体重 

生後 0（雌雄別に腹単位で測定）、4（匹数調整後）、7, 14 及び 21 日に電子天秤 LA4200 型（ザ

ルトリウス㈱）を用いて個体毎に測定した。 

7.2.3 発育分化検査 

あらかじめ設定した下記に示す日以降に、毎日、以下の項目について全ての生存 F1出生児につ

いて検査し、その項目が発現するまで（耳介展開を除く）観察を続けた。なお、耳介展開につい

ては匹数調製前の全動物について、その他の検査は児数調整後の全動物について実施した。 
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耳介展開：生後 2、3、4 日（4 日は匹数調整前に実施した） 

背部毛生：生後 7 日 

歯牙萌出：生後 7 日 

眼瞼開裂：生後 7 日 

膣開口：生後 28 日 

陰茎亀頭と包皮分離：生後 35 日 

精巣下降：生後 21 日 

7.2.4 反応性検査 

以下の項目について全ての生存出生児について検査した。平面正向反射、背地走性及び空中正

向反射については、下記に示す日に全匹検査を行った。痛覚反応、耳介反射、聴覚反射、瞳孔反

射及び角膜反射については検査日に反応がみられなかった場合、その動物について確認できるま

で検査を継続した。 

痛覚反応：生後 5 日 

平面正向反射：生後 6, 7, 8, 9, 10 日 

背地走性：生後 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 日 

空中正向反射：生後 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 日 

耳介反射：生後 14 日 

聴覚反射：生後 14 日 

瞳孔反射：生後 21 日 

角膜反射：生後 21 日 

8 F1動物離乳後の観察及び測定項目 

8.1 一般状態 

1 日 1 回（朝）、全ての動物について一般行動、生死等について観察し、個体別に記録した。 

8.2 体重 

毎週 1 回、全動物について電子天秤 LA4200 型（ザルトリウス㈱）を用いて個体別に測定した。

また、剖検時にも剖検日体重を測定した。 

8.3 オープンフィールド検査 

7 週齢時に、各群の雌雄各 4 匹について実施した。 

オープンフィールド検査には天井のない黒色の立方体の箱（60 cm×60 cm×30 cm）を用いた。 

室内を暗くした状態で、ラットをフィールド中央に置き、箱の上から 40 W の白熱球（2 個）で

フィールド全体を照射（フィールド床面の中央で 200~300 lux）した。また、フィールド中央で約

60 dB となるようにノイズ音を流した。照度及び音量については検査開始時及び終了時に測定し記

録した。 
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この検査は、1 日 1 回（10 分間）、3 日間連続して行った。 

中央潜時（秒）、区画移動数、立ち上がり回数、身づくろい回数、脱糞個数及び排尿回数につい

て観察し、記録した。 

オープンフィールド検査まで、動物を作業従事者に慣れさせる目的で、1 日 1 回、5 日間連続し

て軽くハンドリングした。検査中は人の姿が見えないようにフィールドの周囲を囲った。 

8.4 モーリス水迷路検査 

9 週齢時に、オープンフィールド検査に使用した各群の雌雄各 4 匹について検査を実施した。 

8.4.1 装置 

水迷路検査には内径 147 cm、壁の高さ 43 cm、水深 30 cm の円形プール（室町機械株式会社製）

を用いた。 

これを 4 分割し、その 4 分円の中央部の 1 つに目標台（直径 12 cm）を設置した。動物を約半

数ずつに分け、半数を目標台の設置場所に、他の半数を対面からスタートさせた。なお、目標台

の位置は動物ごとに試行を通じて固定した。 

プール内の水には墨汁を加え、水面下の目標台（水深約 1 cm）が視覚的手がかりとならないよ

うにした。 

プールの周囲には目印を設置し、水温は 23~27℃とした。 

ビデオカメラをプールの中央上部に設置し、ビデオトラッキングシステム（CompACT vas/dv）

に接続した。 

8.4.2 訓練試行 

1 日 3 回（2 分間）、5 日間連続して行った。 

プール内 4 箇所の出発位置のうち、目標台が含まれていない領域の任意の位置で壁面に向けて

ラットを放すことにより試行した。出発点は試行ごとに変更した。 

試行時間は最大 120 秒とし、ラットが時間内に目標台に到達した場合は、そのまま 30 秒間目標

台上にとどめた後に、布で水分を軽く拭き取りケージに戻した。120 秒以内に到達しない場合は

観察者がラットを目標台上に移動させ、30 秒間目標台上にとどめた後に、布で水分を軽く拭き取

りケージに戻した。 

試行間隔は約 30 秒～60 秒とした。 

測定は、目標台までの到達時間（120 秒以内に到達しない場合は 120 秒とした）とした。 

8.4.3 テスト試行 

最終の訓練試行終了約 30 分後に 1 回（1 分間）実施した。 

目標台を取り除き、目標台を設置していた 4 分円の対面の 4 分円の壁面から出発させ、60 秒間

プール内を自由に探索させた。 

測定は目標台が設置されていた位置に相当する直径 12 cm 円形領域に、ラットの頭部が進入す

る回数（横断回数）を測定した。また、目標台が設置されうるそれぞれの 4 分円での滞在時間を

測定した。実際に目標台が設置された 4 分円での滞在時間を訓練 4 分円滞在時間とした。 
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8.5 病理学的検査 

オープンフィールド検査及びモーリス水迷路検査に使用した動物を、11 週齢時にエーテル麻酔

下で腹部大動脈より採血することにより安楽殺し、全身諸臓器の詳細な肉眼的観察を行い、子宮

内着床痕数の観察を行った。 

また、下記の臓器を摘出し、重量を測定して 10%緩衝ホルマリン液にて保存した。 

脳、下垂体*、甲状腺*、胸腺、副腎、心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓、精巣、精巣上体、前立腺

（腹葉）*、卵巣、子宮 

*：固定後測定した。 

肉眼的異常部位についても 10%緩衝ホルマリン液にて保存した。 

8.6 生殖能力に関する検査 

生殖能力の検査は、前述の各種検査に使用しなかった各群の残りの雌雄各 4 匹を用いて実施し

た。 

8.6.1 性周期検査  

9 週齢から毎日、交尾成立まで膣垢塗抹標本を作製し、発情周期の観察を行った。なお、交配

期間中の膣垢塗抹標本は交配能力検査における交尾確認のための膣垢塗抹標本を兼ねた。 

膣垢塗抹標本は試験終了後廃棄した。 

8.6.2 交配能力検査  

11 週齢に達した時点で、同一群内で（ただし、兄妹交配を避けた）雄と雌を、同一の組み合わ

せで 14 日間を限度として同居させて交配させた。 

交配は雌のケージに夕方同群の雄を 1 匹ずつ入れ、一晩同居させた。翌朝雄を元のケージに戻

し、膣垢塗抹標本を作製し、スメア中の精子の有無を観察し交尾を確認した。 

スメア中に精子を確認した雌動物は交尾成立したものとして、その日を妊娠 0 日として記録し、

個体別に飼育した。 

交尾所要日数、交尾率及び受胎率を算出した。 

8.6.3 分娩日の検査  

妊娠動物の全例を自然分娩させた。分娩完了の確認は午前の観察時（午後 11 時ごろ）までに営

巣し、授乳を開始した状態、または膣周囲の状態を確認し、腹部を触診することで行った。交尾

を認めた日から分娩完了までの日数を妊娠期間とした。1 匹以上の生存児を出産したものを正常

出産とした。正常児を出産したものであっても、難産などの分娩異常がみられた場合や、分娩完

了の確認ができない場合は異常出産とした。 

8.6.4 分娩が確認されない雌動物の検査 

交尾確認後 25 日を経ても分娩開始が確認されない雌は、妊娠 25 日相当日に（土、日曜日の場合

は月曜日に実施）、体重を測定した後、エーテル麻酔下で腹部大動脈より採血することにより安楽
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殺し、腹腔内及び胸腔内の詳細な肉眼的病理学的検査を実施し、子宮内着床痕数を確認した。電

波照射による影響はみられなかったことから、得られたデータは参考データとして取り扱った。 

8.6.5 全腹児が死亡した母動物の検査 

発見次第、体重を測定した後、エーテル麻酔下で腹部大動脈より採血することにより安楽殺し、

腹腔内及び胸腔内の詳細な肉眼的病理学的検査を実施し、子宮内着床痕数を確認した。電波照射

による影響はみられなかったことから、、得られたデータは参考データとして取り扱った。 

8.6.6 交配に使用した雌動物の病理学的検査 

分娩 4 日にエーテル麻酔下で腹部大動脈より採血することにより安楽殺し、腹腔内及び胸腔内

の詳細な肉眼的観察を行い、子宮内着床痕数の観察を行った。 

8.6.7 交配に使用した雄動物の病理学的検査 

分娩 4 日にエーテル麻酔下で腹部大動脈より採血することにより安楽殺し、全身諸臓器の詳細

な肉眼的観察を行った。 

9 F2出生児の検査 

9.1 一般状態観察 

1 日 1 回（朝）、全ての動物について一般行動、生死等について観察し、腹単位で記録した。生

後 0 日（分娩後 0 日）には出産児数、死産児数、性別及び外表異常について観察し、個体別に記

録した。分娩 1 日から 3 日までは生児数及び死亡児数、また分娩 4 日の屠殺日には生児数、死亡

児数及び外表異常の有無について観察した。 

9.2 体重測定  

出生日は腹単位で雌雄毎に測定し、生後 4 日（屠殺日）は個体別に測定した。 

9.3 病理学的検査 

生後 4 日に全ての生存 F2出生児をエーテル麻酔下にて安楽死させ、胸腹部の肉眼的観察を行い、

内生殖器で性別を確認した。臓器の保存は行わなかった。 

9.4 死亡又は瀕死期動物の処置 

体重を測定した後に肉眼的病理学的検査を実施し、雌雄の確認を行い記録した。 

10 統計処理  

各検査項目について、対照群と各照射群との間の統計学的な有意差検定を行い、危険率 5% ま

たは 1%のレベルで判定した。両側、片側の区別のある検定はいずれも片側で判定した。一般状態

及び性周期については統計処理を行わなかった。 
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10.1 各データ間の比較 

1101A、1101B 及び 1101C 間におけるロットの違いによる差を確認する目的で、1101A、1101B

及び 1101C それぞれの第 1 群間における P 母動物の体重、着床痕数及び産児数について、F 検定

により、等分散の場合は Student の t-検定を用い、等分散でない場合には Welch の方法により行っ

た。 

10.2 各データの比較 

以下の統計は実験する 3 回それぞれについて行い、さらに全てを合わせたデータについても

行った。 

P, F1母動物：体重、妊娠期間、着床痕数、器官重量 

F1出生児：産児数、出産児数、死亡児数、体重、発育分化検査、反応性検査における時間、オー

プンフィールド検査、水迷路検査、器官重量、交尾所要日数 

F2出生児：産児数、出産児数、死亡児数、体重 

5%有意水準で Bartlett 法による等分散検定を行った。等分散の場合は、一元配置分散分析を行

い、群間に有意性が認められた場合は、パラメトリックの Dunnett 法による検定を行った。不等

分散の場合は、Kruskal-Wallis 順位検定を行い、群間に有意性が認められた場合、ノンパラメトリッ

クの Dunnett 法による検定を行った。 

 

P, F1母動物：出生率 

F1出生児：性比、外表異常率、型別外表異常率、4 日生存率、離乳率、発育分化検査及び反応性

検査における出現率 

F2出生児：性比、外表異常率、型別外表異常率、4 日生存率 

Kruskal-Wallis 順位検定を行い、群間に有意性が認められた場合、ノンパラメトリックの Dunnett

法による検定を行った。 

 

P, F1母動物：出産率 

F1妊娠動物：交尾率及び受胎率 

カイ二乗検定（ただし、いずれかの周辺度数が 10 以下なら Fisher の直接確率検定）を行った。 

 

P, F1母動物及び F1, F2出生児：肉眼的病理学検査結果 

肉眼的病理学検査の発生頻度の差の検定については、Fisher の直接確率検定を、程度のある病

変については Wilcoxon 検定を行った。 

11 試験結果 

11.1 1101A, B 及び C ロット間の比較 (TABLE P-1, 2 (Control)) 

1101A、1101B及び1101C間におけるロットの違いによる差を確認する目的で、1101A、1101B
及び 1101C 間のそれぞれの偽ばく露群における母動物の体重、着床痕数及び産児数について、
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F 検定により、等分散の場合は Student の t-検定を用い、等分散でない場合には Welch の方法

を用いて統計解析を行った。 
その結果、母動物の体重では、妊娠期間中、1101B の 14 日目が 1101A と比較して有意な

高値、1101C の 14 日目が 1101B と比較して有意な低値、1101C の 20 日目が 1101B と比較し

て有意な低値がみられた。また、授乳期間中では 1101B の 0、7 日目が 1101A と比較して有

意な高値、1101C の 0、7 及び 21 日目が 1101A と比較して有意な高値がみられた。着床痕数

及び産児数においてはロット間に有意差はみられなかった。体重の有意差は散発的であり、着床

痕数及び産児数においては差がみられなかったことから、1101A、1101B 及び 1101C における

実験ロットの違いはないと判断した。従って、結果の評価は 1101A、1101C 及び 1101C を合わせ

て行った。 

11.2 母動物 

11.2.1 一般状態 (TABLE P-1, APPENDIX P-A) 

母動物の妊娠期間及び授乳期間中の一般状態に、著変はみられなかった。 

11.2.2 体重 (TABLE P-2, APPENDIX P-B) 

母動物の体重は、妊娠期間中から授乳期間中を通して、偽ばく露群と電波ばく露群との間

に統計学的な差異はみられなかった。 

11.2.3 生殖能力検査 (TABLE P-3, APPENDIX P-C) 

高ばく露群において、産児数及び出産生児数が偽ばく露群と比較して有意な高値を示した。

妊娠期間、着床痕数、出産率、出生率、死亡児数、性比及び外表異常率においては、偽ばく

露群と電波ばく露群との間に統計学的な差異はみられなかった。 

11.2.4 肉眼的病理学検査 (TABLE P-4, APPENDIX P-D) 

高ばく露群において、子宮の拡張（両側）がみられたが、性周期による生理的な変化と考えら

れた。その他の動物において、著変はみられなかった。 

11.2.5 器官重量及び器官重量体重比 (TABLE P-5, 6, APPENDIX P-E, F) 

いずれの組織･器官においても偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的な差異はみられ

なかった。 

11.3 F1動物 

11.3.1 一般状態 (TABLE F1-1, APPENDIX F1-A) 

生後 6 日より 10 日まで雄の低ばく露群の 1 例にラッセル音がみられたが、その後は消失した。

また、生後 6 日より雌の低ばく露群の 1 例に削痩がみられ、生後 8 日に死亡した。その他の動物

において、著変はみられなかった。 

 22 



  

11.3.2 体重 (TABLE F1-2, APPENDIX F1-B) 

F1動物の体重では、妊娠期間中から授乳期間中、偽ばく露群と電波ばく露群との間に統計

学的な差異はみられなかった。 

11.3.3 4 日生存率 (TABLE F1-3, APPENDIX F1-C) 

F1動物の 4 日生存率及び離乳率において、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的差異

はみられなかった。 

11.3.4 発育分化検査 (TABLE F1-4, APPENDIX F1-D) 

耳介展開、背部毛生、歯牙萌出、眼瞼開裂、膣開口、陰茎亀頭と包皮分離、精巣下降はい

ずれも、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的差異はみられなかった。 

11.3.5 反応性検査 (TABLE F1-5, APPENDIX F1-E) 

低ばく露群及び高ばく露群において、背地走性の生後 7 日で偽ばく露群と比較して有意な

高値がみられた。その他の検査項目では、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的差異は

みられなかった。 

11.3.6 オープンフィールド検査 (TABLE F1-6, APPENDIX F1-F) 

3 日間実施した検査において区画移動数、中央潜時、立ち上がり回数、身づくろい回数、脱糞

個数及び排尿回数のいずれにおいても、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的な差異はみら

れなかった。 

11.3.7 モーリス水迷路検査 

11.3.7.1 訓練試行 (TABLE F1-7, APPENDIX F1-G) 

全動物が目標台を認識し、目標台までの到達時間は日を追うごとに短縮される傾向が確認

された。5 日間の到達時間において、雌雄とも偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的な

差異はみられなかった。 

11.3.7.2 テスト試行 (TABLE F1-8, APPENDIX F1-H) 

プールを 4 分割した 4 分円ごとの滞在時間及びゴール横断回数は、雄の高ばく露群で、目

標台の設置された区分での滞在時間の低値、目標台が設置された左側の区分の滞在時間の高

値がみられた。その他の群では雌雄とも偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的な差異は

みられなかった。 

11.3.8 肉眼的病理学検査 (TABLE F1-9, APPENDIX F1-I) 

雄の高ばく露群で脾臓の変色域（1 個）が 1 例みられたが、偽ばく露群と電波ばく露群の間に

統計学的な差異はみられなかった。その他の動物において、著変はみられなかった。 

なお、生後 8 日に死亡した低ばく露群の雌の 1 例について剖検を実施したが、死因は不明であっ

た。 
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11.3.9 器官重量及び器官重量体重比 (TABLE F1-10, 11, APPENDIX F1-J, K) 

前立腺（腹葉）において、雄の高ばく露群で絶対及び相対重量の有意な低値、雄の低ばく露

群では絶対重量の有意な低値がみられた。肺では雌の高ばく露で相対重量の有意な高値がみら

れた。その他の組織･器官では、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的差異はみられな

かった。 

11.3.10 生殖能力検査 

11.3.10.1 妊娠動物の一般状態 (TABLE F1-12, APPENDIX F1-L) 

F1動物の妊娠期間中及び授乳期間中の一般状態に、著変はみられなかった。 

11.3.10.2 妊娠期間及び授乳期間中の体重 (TABLE F1-13, APPENDIX F1-M) 

F1動物の妊娠期間中及び授乳期間中を通して、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的な差

異はみられなかった。 

11.3.10.3 性周期検査 (TABLE F1-14, APPENDIX F1-N) 

低ばく露群及び高ばく露群で、検査期間の間で 1 回のみであるが性周期の異常（性周期が 3 日）

を示す動物が各 1 匹みられた。 

11.3.10.4 受胎能力検査 (TABLE F1-15, APPENDIX F1-O) 

偽ばく露群及び電波ばく露群の交尾率はいずれも 100%であった。偽ばく露群では 2 例、高ばく

露群では 1 例に着床痕がみられなかったことから、受胎率が 83%及び 92%であった。低ばく露群

の受胎率は 100%であった。交尾所要日数においては群間に差異はみられなかった。 

11.3.10.5 生殖能力検査 (TABLE F1-16, APPENDIX F1-P) 

妊娠期間、着床痕数、出産率、出生率、産児数、出産生児数、死亡児数、性比及び外表異

常率のいずれにおいても、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的差異はみられなかった。 

11.3.10.6 肉眼的病理学検査 (TABLE F1-17, APPENDIX F1-Q) 

精巣（片側）の小型化及び肝臓の変色が雄の低ばく露群で各 1 例にみられたが、偽ばく露群と

電波ばく露群の間に統計学的な差異はみられなかった。その他の動物において、著変はみられ

なかった。 

11.4 F2動物 

11.4.1 体重 (TABLE F2-1, APPENDIX F2-A) 

出生時及び生後 4 日の体重において、偽ばく露群と電波ばく露群との間に統計学的な差異は

みられなかった。 

11.4.2 4 日生存率 (TABLE F2-2, APPENDIX F2-B) 

F1動物の 4 日生存率において、偽ばく露群と電波ばく露群の間に統計学的差異はみられな

かった。 
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12 考察 

母動物の妊娠期間中から児動物の生後 6 週齢にいたるまで、8 種類の複数電波を同時に全身照

射し、F1の行動機能（オープンフィールド検査）、学習･記憶テスト（モーリス水迷路検査）及び

生殖能力検査を実施することにより、複数電波ばく露の脳の発達及び機能、さらには生殖能力へ

の影響を検討した。 

実験は妊娠確認動物（妊娠 2 又は 1 日）を購入し、妊娠 7 日から分娩後 21 日（離乳）まで、ま

た児動物については生後 0 日から 6 週齢に達するまで 8 種類の周波数成分を有する混合電波（UHF

帯、SHF 帯）の同時全身ばく露を行った。ばく露群として胎児及び児全身平均 SAR が 0.08 W/kg

を超えないように設定する群（低ばく露群）及び、胎児及び児全身平均 SAR が 0.4 W/kg を超えな

いように設定する群（高ばく露群）を設けた。対照群としてばく露箱に入れるのみで、実際に電

波ばく露を行わない偽ばく露群を設けた。ばく露は、ばく露箱内上部に直交させたダイポールア

ンテナで行い、ばく露期間中、ラットはばく露箱内で飼育した。また、ばく露箱内は昼夜環境を

つけるため 1 日 12 時間サイクルで照明により明暗をコントロールした。出生児(F1)について電波

ばく露期間中及びばく露期間終了後に各種検査を実施し、11 週齢より同ばく露群内で交配を行っ

た。出生児(F2)は分娩 4 日まで母動物と共に飼育した。 

［母動物に及ぼす影響］ 

母動物には妊娠 7 日から分娩後 21 日（離乳）まで電波ばく露を行った。その結果、高ばく露群

において産児数及び出産生児数の有意な高値がみられたが、F1動物において同様の影響がみられ

ていないことから、偶発的な変化と考えられた。その他、電波ばく露期間中の母動物の一般状態

及び体重いずれにおいても異常はみられず、分娩後の母動物の肉眼的病理学検査及び器官重量に

おいても電波ばく露の影響はみられなかった。さらに、母動物の妊娠期間、着床痕数、出産率、

出生率、死亡児数、性比及び外表異常率のいずれにおいても電波ばく露の影響はみられなかった。 

［F1及び F2動物に及ぼす影響］ 

F1児動物出生後から 6 週齢にいたるまで電波ばく露を行ったが、ばく露期間中の体重、4 日生

存率、離乳率及び発育分化検査のいずれにおいても電波ばく露の影響はみられなかった。また、

ばく露終了後に実施したオープンフィールド検査及び肉眼的病理学検査においても、電波ばく露

の影響はみられなかった。 

F1動物の一般状態では、雄の低ばく露群の 1 例でラッセル音がみられ、また雌の低ばく露群の

1 例では削痩がみられ、その後死亡したが、各群とも 1 例のみであることから、電波ばく露の影

響ではないと判断した。 

F1動物の反応性検査では、低ばく露群及び高ばく露群において、生後 7 日に実施した背地走

性で有意な高値がみられたが、用量相関性がなく、その後 12 日まで差がみられなかったこと

から、偶発的な変化と考えられた。 

F1動物の学習能検査として、空間認知の記憶学習を調べるモーリス水迷路検査では、雄の高ば

く露群のテスト試行で、目標台が設置された区分の滞在時間の有意な低値、目標台が設置され

た左側の区分での滞在時間の有意な高値がみられたが、目標台横断回数に有意差はみられず、
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また、訓練試行では、目標台までの到達時間が雌雄とも偽ばく露群とばく露群の間に統計学的

な差異がみられなかったことから、偶発的な変化と考えられた。

F1動物の器官重量で、雄の高ばく露群で前立腺（腹葉）の絶対及び相対重量の有意な低値、

雄の低ばく露群では前立腺（腹葉）の絶対重量の有意な低値がみられたが、ばく露群では最終

体重の低値傾向がみられており、生殖能力においては異常がみられていないことから、電波

ばく露の影響ではないと判断した。また、雌の高ばく露では肺の相対重量の有意な高値がみら

れたが、高ばく露群では最終体重の有意な低値に起因した変化と考えられた。

F1動物の生殖能力検査では、性周期の異常を示した動物が、低ばく露群で 1 例、高ばく露群で

1 例みられたが、いずれも 1 例のみであり、生殖能力検査で異常がみられなかったことから、ば

く露の影響ではないと考えられた。その他の生殖能力検査において、電波ばく露の影響はみられ

ず、F2動物においても異常はみられなかった。 

以上の結果から、8 種類の電波を妊娠･授乳期から生後 6 週齢に至るまで同時に全身ばく露する

ことによる、児動物の脳の発達及び機能、さらには生殖能力への影響について検討した結果、発

育、行動、学習･記憶及び生殖機能のいずれに対しても、電波ばく露の影響はみられないと結論し

た。
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要旨

複数周波数帯の電波に曝された場合の生体安全性を評価するための動物実験を行う

ために，複数周波ばく露装置を開発・整備し，ラットに対する長期ばく露実験に供与す

るとともに，ばく露量を適切にモニタリング・管理・制御することが本研究グループの

役割である．本年度では，全実験期間中のラットへのばく露量のモニタリングデータを

解析し，得られた結果を参考に実環境下の子供と妊婦に対する電磁ドシメトリを行い，

電波複合ばく露の生体への影響の総合的評価にフィードバックした．即ち，

①全実験期間中のばく露量のモニタリングデータの解析と評価を実施した．実際のば

く露量及びばく露量の変動などを統計的に明らかにし，生体影響の評価へフィードバッ

クした．

②電波複合ばく露評価のための生体組織電気定数を実験的に検討すると共に，子供と

妊婦に対する数値ドシメトリを実施し，リスク評価やリスクコミュニケーションへフィ

ードバックした．

よって，本年度の研究目標は達成できた．
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Ⅰ 研究目的・目標

近年の無線通信技術の飛躍的進歩に伴い，携帯電話，無線ローカルエリアネットワー

ク（LAN），ディジタルテレビなどは爆発的に普及している．一方，これらの利用者の

急増に伴い，その基地局の設置が急増しているため，公共の間で基地局からの電波が引

き起こす人体影響への関心が高まっている．また，これらの通信システムはそれぞれ異

なる周波数の電波を利用しているため，人体が複数の電波に曝されている状況にあり，

その生体影響については未解明な部分が多い．世界保健機関は日常生活空間において各

種の基地局からの微弱電波による人体への影響の科学的な根拠はないとしながらも，十

分な知見が得られているとはいえない状況から，更なる研究の推進を進めると同時に長

期的な電波ばく露に対する動物実験の必要性を指摘している．このためには実験動物を

用いた数多くの研究の積み上げが急務であり，複数電波を用いる小動物に対する全身ば

く露実験が必要である．

本研究では，複数の周波数成分を有する混合電波（UHF 帯，SHF 帯等）を小動物に

照射した場合の生体への影響を明らかにするため，わが国のばく露環境を考慮したばく

露条件を定めた．また，定めたばく露条件下で，妊娠母動物に複数・混合電波を全身ば

く露し，妊娠母動物から出産された児動物に対しても同じく，複数・混合電波を全身ば

く露するシステムの開発を行った．これにより，妊娠中の母動物及び児動物の成長及び

生殖能力への影響を調べることが可能となり，それを用いたラットへの長期ばく露実験

を実施してきた．また，得られた結果をヒトに外挿するための人体に対する数値ドシメ

トリ（単位質量当り吸収される電力，すなわち SAR の定量化）も実施し，電波複合ば

く露の生体への影響に対する総合的評価を進めてきた．

本年度の年次目標は次の通りである．

①全実験期間中のばく露量のモニタリングデータの解析と評価を実施する．実際のば
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く露量及びばく露量の変動などを統計的に明らかにし，生体影響の評価にフィードバッ

クする．

②電波複合ばく露の子供と妊婦に対する数値ドシメトリを実施し，リスク評価やリス

クコミュニケーションにフィードバックする．

本報告書の構成は以下の通りである．第Ⅱ章では複数周波ばく露システムの概要につ

いて述べる．第Ⅲ章では，複数周波ばく露システムの日常ばく露量のモニタリングデー

タを統計解析し，その結果をまとめる．第Ⅳ章では，複合ばく露評価のための生体組織

電気定数を実験的に検討すると共に，実環境下における複数周波による子供と妊婦に対

する数値ドシメトリを実施し，リスク評価を行う．第Ⅴ章では，ドシメトリ解析に不可

欠な電気定数の妥当性検証を行う．第Ⅵ章は本年度の研究結果のまとめである．
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Ⅱ 複合周波ばく露システムの概要と基本性能 

電波の生体影響を議論する場合には，ばく露量の定量化が不可欠である．人体へのば

く露量は一般に単位質量当り吸収される電力，すなわち SAR の全身平均値で評価され

る．また，日常生活で曝される電波の周波数は広帯域に亘り，それらを同時に模擬でき

るばく露システムを設計するには，広帯域の照射アンテナが必要である．さらに，基地

局からのばく露を想定すれば，ヒトが立つ・寝る等の日常生活動作により多様な偏波ば

く露となり，且つばく露範囲は全身で，ばく露時間も一日中である．これを模擬するた

めに，ラットへのばく露が長時間となり，ラットのストレスを考慮するとそれを固定で

きず，それ故にケージ内にできるだけ均一なばく露環境を作り，ラットの全身平均 SAR

を各々の周波数において一定値に保つように工夫する必要がある．また，通信基地局だ

け限定して考えると，800MHz から 5.2GHz までに亘る広い周波数帯域をカバーする

ことが要求される． 

これらの基地局の現状及び特徴から，本研究では，広帯域ばく露システムに対する基

本要求は次のように定めた． 

 

①ラットに人体安全指針値 0.4W/kg の全身平均 SAR が実現できること． 

②無拘束曝露であること． 

③800MHz から 5.2GHz までの広い周波数帯域を有すること． 

④多様な偏波が模擬されること． 

⑤ラットの活動習性を考慮し，全身 SAR の変動を統計的に把握されること． 

 

これらの基本要求を基に検討を行い，昨年度開発した複数周波ばく露システムの基本

仕様は下記のとおりである． 
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①複合ばく露の混合波は，現行の八つの基地局周波数を使用する．その詳細は表１に

示す． 

②対象動物は，妊娠ラットと仔ラットとする． 

③ばく露条件は２ドースで行う．高ばく露では全身平均 SAR=0.4W/kg，低ばく露で

は全身平均 SAR=0.08W/kg とする．つまり，１波当たり全身平均 SAR=0.05W/kg

或いは 0.01W/kg である． 

④ばく露期間については，妊娠期，離乳前，離乳後の３つの時期を想定し，妊娠期を

フェーズ１，離乳前をフェーズ２，離乳後１週目（出生４週間）をフェーズ３，離乳後

２週目（出生５週間）をフェーズ４，離乳後３週目（出生６週間）をフェーズ５とした．

即ち， 

 妊娠期：妊娠から出産までの母ラットへのばく露． 

離乳前：出生３週間までの離乳前の仔ラットへのばく露． 

離乳後：出生４週間から６週間までの仔ラットへのばく露． 

 

 

表１ 複合ばく露周波数と信号方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMT-2000 DS-CDMA System (ARIB STD-T63) 800 MHz帯

IMT-2000 MC-CDMA System (ARIB STD-T64) 800 MHz帯

IMT-2000 DS-CDMA System 2 GHz帯

IMT-2000 MC-CDMA System 2 GHz帯

無線LAN (IEEE 800.11b/g) 2.4 GHz帯

Mobile WiMAX 2.5 GHz帯

Next Generation PHS 2.5 GHz帯

無線LAN (IEEE 800.11a) 5.2 GHz帯
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図１に複数周波ばく露システムの構成を示す．本システムは，各種携帯電話や無線

LAN，広帯域ワイヤレス通信などの変調信号を発生できる信号発生器（SG），分配装置，

複数電波増幅装置，通過型電力計（パワーセンサー），ディスクダイポールアンテナ，

ばく露箱，制御用ＰＣから構成される．信号発生器５台で生成した変調波を信号分配装

置で合成し３台の複数電波増幅装置に入力し，増幅された電力は通過型電力計を通って

ばく露箱内のディスクダイポールアンテナからラットに均一にばく露する装置である．

制御ＰＣは専用のソフトにより，通過型電力計で読み込んだ値から目的の電力値が±

５％以内に収束するように制御し，データを保存する機能を持つ．安定的に電力を制御

することで実験精度を上げることができるシステムである．

図２に複数の電波を同時に入力し増幅出力する複数電波増幅装置の構成を示す．本複

数周波増幅装置では，周波数の異なる８種類の信号を混合し，所要レベルまで増幅して

ばく露アンテナに供給できる．増幅する周波数，周波数帯域幅及び出力電力は表２の通

りである．ここで，SG は信号発生器の略称，ATT は減衰器の略称である．本増幅装置

３台の線形特性について，試験ソフトを用いた測定結果によれば，増幅装置の設定値に

対して出力（アンテナへの入力電力）が線形的に変化し，良好な線形増幅特性有するこ

とが確認済みである．また，主な性能としては，

①入力電力精度

0dBm±0.5dB 以内（8 波合成電力）

②利得フラットネス

信号周波数帯域内において±0.3dB 以内

③利得制御

増幅装置 1 台毎に個別電力制御と合計電力制御ができる．0.1dB 単位で制御できるプ

ログラマブルアッテネータを使用している．合計電力制御は可変範囲 3dB 以上，個

別電力制御は可変範囲 0～32dB としている．また，8 つの電波を出力するユニット
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毎にRF SW ON/OFF制御及び一つのコマンドで全ユニットのRF SW ON/OFF制御

ができる． 

       ④電圧定在波比（VSWR） 

入力 1.5（Max），出力 1.5（Max） 

⑤電力安定度 

温度±0.013dB/℃ (20～50℃) 

⑥漏洩電界  

微弱電波法（３ｍ）時点で 35uV 以下 

が挙げられる． 

一方，複数周波ばく露システムのばく露箱は，４つのケージを設置している．ラット

への電波ばく露ができるだけ遠方界となるようにばく露箱の高さを 58cm にし，照射用

広帯域楕円ディスクダイポールアンテナを１周／６分の速度で回転させることによっ

て，電界分布の均一化を図り，ばらつきの小さい全身ばく露を目指した．また，ラット

が任意の向きが取れることから，円偏波を用いることで多様な電界方向とラットとの結

合関係に対応させた． 

図３にばく露箱の詳細構造を示す．ばく露箱の寸法は 90cm × 90cm × 58cm である．

金属天井の中心に楕円型ディスクダイポールアンテナが取り付けられ，天井を除く 5 面

には平面状の電波吸収体が張られている．また，新鮮な空気をラットへ送風するために

ばく露箱の中央下部に換気扇，左右 2 面に小さな換気窓が 2 つずつ設置されている．さ

らに，ばく露箱内の中央部に高さを調節するプラスチック製の円盤状支持台が設置され

ている．  
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図１ 複数周波ばく露システムの構成 
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図２ 複数電波増幅装置の構成 
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表２ 複数電波増幅装置の周波数・周波数帯域幅と出力電力 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

G

台

数 

規格 

周

波

数

呼

称 

周波数 

/帯域 

照射電力

(パワーセ

ンサー入

力電力) 

 

合計電力

制御用初

期 ATT 

 

 

増幅装置 

出力電力 

(Ave) 

[W] 

1 

IMT-2000 MC-CDMA System  

CDMA 1x (ARIB STD-T64) 

 

f1 

870MHz 

/1.25MHz 
1.0W 

1.5dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 

IMT-2000 DS-CDMA System  

(ARIB STD-T63) 

 

f2 

880MHz 

/5MHz 
1.0W 5.0 

2 

IMT-2000 MC-CDMA System  

CDMA 3xMC (ARIB STD-T64) 

f3

 

2120MHz 

/3.8MHz 
1.5W 10.0 

IMT-2000 DS-CDMA System  

(ARIB STD-T63) 

f4 

 

2140MHz 

/5.0MHz 
1.5W 10.0 

3 

2.4GHz 帯 第二世代小電力データ通信シス

テム/ワイヤレス LAN システム  2437MHz 

ch6 (ARIB STD-T66）IEEE802.11g 

f5 
2437MHz 

/20MHz * 
2.0W 9.0 

4 

 

Next Genaration PHS OFDMA / 

TDMATDDBroadband Wireless 

Access System  (ARIB STD-T95) 

 

f6 

 

2560MHz 

/10MHz 
2.0W 11.5 

OFDMA Broadband Mobile Wireless 

Access System(WiMAXTM applied in 

Japan)  (ARIB STD-T94) 

IEEE802.16e-2005 

f7 

 

2610MHz 

/10MHz 
2.0W 11.5 

5 

5.2GHz 帯広帯域移動アクセスシステム

(ARIBSTD-T71) IEEE802.11a 

5180/5200/5220/5240MHz 

 

 

f8 

 

5180MHz 

/20MHz* 
8.0W 68.0 

 合計電力 19.0W  130W 
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図３ ばく露箱の詳細構造（上：上面図，下：側面図） 
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 本複数周波ばく露システムにおけるばく露量の設定について，妊娠中の場合には母ラ

ット，出産後には仔ラットを対象とするが，ばく露箱内でのラットの動きにより，SAR

値は変動するため，本複数周波ばく露システムでは，昨年度の検討結果を基にラット

SAR の中央値をばく露量の設定に用いた．表３に各ばく露時期（フェーズ）における

0.05W/kg の全身 SAR 中央値となるアンテナ入力電力の設定値，表４にその設定時の

ラット全身 SAR の中央値を示す．その結果，いずれのばく露時期（フェーズ）におい

ても，高ばく露群の対象ラットについては，１波でのばく露量は 0.05W/kg，８波によ

る複合混合ばく露量は 0.4W/kg となるようにＰＣにより制御されている． 

 

表３ 各ばく露時期における 0.05W/kg の全身平均 SAR の中央値となる 

アンテナ入力電力[W]の設定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 表３のアンテナ入力電力設定時の各ばく露時期における 

ラット全身 SAR[W/kg]の中央値 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 MHz 2 GHz 2.45 GHz 5.2 GHz
1．妊娠中 母ラット 0.240 2.732 2.577 16.234

胎児 0.219 2.273 3.650 142.857
２．離乳前 母ラット 0.213 4.854 3.597 16.234

仔ラット 0.125 1.000 1.053 5.000
３．離乳後 生後4週間 0.226 1.222 1.299 6.494

生後5週間 0.249 1.344 1.429 7.143
生後6週間 0.269 1.453 1.543 7.692

800 MHz 2 GHz 2.45 GHz 5.2 GHz

妊娠中 母ラット 0.050 0.050 0.050 0.050 

胎児 0.055 0.060 0.035 0.006 

離乳前 母ラット 0.029 0.010 0.015 0.015 

仔ラット 0.050 0.050 0.050 0.050 

離乳後 生後４週間 0.050 0.050 0.050 0.050 

生後5週間 0.050 0.050 0.050 0.050 

生後6週間 0.050 0.050 0.050 0.050 
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Ⅲ ばく露実験におけるラットばく露量の統計解析 

複数周波ばく露実験システムの安定運用及びラットへのばく露量の信頼性を向上さ

せるために，２年間に亘りばく露実験中のシステム保守及びばく露量の常時モニタリン

グと管理を行った．本章では，予備実験を除いたこれまでに実施された２回の長期ばく

露実験（以降第２回目実験と第３回目実験と称する）中のばく露量モニタリングデータ

の統計解析を行い，ばく露データの不確かさを明らかにし，本ばく露実験が設計通り行

われたのか検証する． 

 

【第２回目実験】 

（１） ばく露量誤差率のＰＣ制御回数に対する推移 

 

 

図から，いずれのばく露箱においても，アンテナ入力電力，即ちラットへのばく

露量は１日を除いて設定値±５％以内の誤差率に制御できたことがわかる．ただし，

誤差率が±５％の目標値を超えたのはその１日中９回があり，最大誤差が８%にな

った． 
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（２） 実験期間中の平均誤差率 

 

 

 

   平均誤差率の推移をみると，第２回目の実験においては，１日を除いて±５％の精

度でラットへのばく露量が制御・管理でき，当初の保守・管理目標を達成した．管理

目標値を超えた日のばく露量の平均誤差は＋６％であり，目標値より僅かに大きかっ

た． 

 

【第 3 回目】 

（１） ばく露量誤差率のＰＣ制御回数に対する推移 
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図から，いずれのばく露箱においても，アンテナ入力電力，即ちラットへの

ばく露量は１日を除いて設定値±５％以内の誤差率に制御できたことがわか

る．しかし，誤差率が±５％の目標値を超えたのはその１日中２０回もあり，

最大誤差が２６%にも達した． 

 

（２） 実験期間中の平均誤差率 
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平均誤差率の推移をみると，第３回目の実験においては，常に±５％の精度

でラットへのばく露量が制御・管理でき，当初の保守・管理目標を達成した． 

 

長期ばく露におけるばく露量の不確かさは主に二つのことに起因する．一つは，被ば

くラットがばく露箱内のケージ内で自由に動けることであり，もう一つは，アンテナ入

力電力の時間変動である．前者は，ＷＥＢカメラでラットのケージ内での滞在場所をモ

ニタリングし，それを基にラットの場所的滞在率を求め，各場所でのＳＡＲ値に式（１）

のように滞在率で重み付けすることにより全身平均ＳＡＲのばく露目標値を決定して

いた．一方，後者については，アンテナ入力変動を常時モニタリングし，それが前述設

定目標値の±５％以内に抑えられるようにＰＣで制御していた． 

 

    

A A B B C C D D

E E F F G G

H H I I

SAR w SAR w SAR w SAR w SAR

w SAR w SAR w SAR

w SAR w SAR

   
  
 

        (1) 

 

ラットのばく露箱内における滞在場所の確率密度関数を p(x)，アンテナ入力電力変

動の確率密度関数を p(y)とし，両者は統計的に相関がなく，互いに独立と考えられる

ので，長期ばく露中におけるラットの実際の全身平均ＳＡＲは， 

        ( , ) ( ) ( )aveSAR SAR x y p x p y dxdy         (2) 

と表せる．ここで，SAR(x,y)は全身平均ＳＡＲがラットの滞在場所とアンテナ入力電力

の関数であることを意味する．式(2)において，ラット滞在場所によるＳＡＲ変動は設

計段階において既に考慮され，その統計平均値 

                       _ ( ) ( , ) ( )ave xSAR y SAR x y p x dx                (3) 
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をばく露量目標値としていたので，実際の全身平均ＳＡＲは 

            _ ( ) ( )ave ave xSAR SAR y p y dy           (4) 

と表せる．本実験では，アンテナ入力電力の時間変動をモニタリングしていたので，そ

のデータから p(y)が求められ，長期ばく露中におけるラットの実際の全身平均ＳＡＲ

の統計平均及び統計変動を解析することができる． 

 図４と５に第２回ばく露期間中におけるアンテナ入力電力変動によるばく露量変動

の確率密度関数と累積分布，図６と７に第３回ばく露期間中におけるアンテナ入力電力

変動によるばく露量変動の確率密度関数と累積分布を示す．これらのばく露量の相対誤

差は，式（３）における _ ( )ave xSAR y の変動に相当している．図から，全身平均ＳＡＲ

は，第２回ばく露時には８％の相対誤差に達した場合，第３回ばく露時には２５％の相

対誤差に達する場合があったが，そのいずれもばく露箱１で発生しており，統計的には

極めて低い割合を示している．全体からみると，ばく露量が±５％以内に制御できてお

り，その変動も正規分布に近い統計特性を示していることが言える． 

表５に，図４と６に示す全身平均ＳＡＲ変動の確率密度関数 p(y)を用いて式(4)から

求めた全身平均ＳＡＲ設定値からの相対誤差の統計平均値を示す．これらの値は，ラッ

トが自由に動けることによるばく露量の不確かさとアンテナ入力電力の時間変動によ

る不確かさの両方を考慮した結果である．また，同表にラット全身平均ＳＡＲの設定値

からの相対誤差の中央値と最頻値も合わせて示している．表から，実際のばく露量の統

計平均値，中央値及び最頻値は全てばく露目標値２％以内に抑えられており，設計通り

の安定した長期ばく露が実現できたことがわかる． 
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図４ 第２回ばく露期間中におけるアンテナ入力電力変動によるばく露量変動の確率

密度関数 

（左上：ばく露箱１，右上：ばく露箱２，左下：ばく露箱３，右下：全ばく露箱） 

 

 

 

 

-4 -2 0 2 4 6 8
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Relative error (%)

D
e
n
si

ty

 

 

Dev1

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Relative error (%)

D
en

si
ty

 

 

Dev2

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Relative error (%)

D
e
ns

it
y

 

 

Dev3

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Relative error (%)

D
e
ns

it
y

 

 

All Dev



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

図５ 第２回ばく露期間中におけるアンテナ入力電力変動によるばく露量変動の累積

分布（左上：ばく露箱１，右上：ばく露箱２，左下：ばく露箱３，右下：全ばく露箱） 

 

 

 

 

 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Relative error (5%)

C
um

u
la

ti
ve

 p
ro

ba
b
ili
ty

 

 

Dev2

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Relative error (%)

C
u
m

u
la

ti
v
e
 p

ro
b
a
b
ili
ty

 

 

Dev3

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Relative error (%)

C
u
m

u
la

ti
v
e
 p

ro
b
a
b
ili
ty

 

 

Dev1

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Relative error (%)

C
u
m

u
la

ti
v
e
 p

ro
b
a
b
ili
ty

 

 

All Dev



 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

図６ 第３回ばく露期間中におけるアンテナ入力電力変動によるばく露量変動の確率

密度関数 

（左上：ばく露箱１，右上：ばく露箱２，左下：ばく露箱３，右下：全ばく露箱） 
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図７ 第３回ばく露期間中におけるアンテナ入力電力変動によるばく露量変動の累積

分布（左上：ばく露箱１，右上：ばく露箱２，左下：ばく露箱３，右下：全ばく露箱） 
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表５ 全身平均ＳＡＲ設定値からの相対誤差の統計値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばく露箱 平均値 中央値 最頻値
1 0.87 0.88 0.45
2 0.09 0.02 -0.75
3 0.1 0.1 -1.35

全ばく露 0.35 0.38 -0.7

ばく露箱 平均値 中央値 最頻値
1 0.5 0.5 0.75
2 0.13 0.12 -1.1
3 0.5 0.62 1.95

全ばく露 0.37 0.37 0.7

第3回ばく露

第2回ばく露
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Ⅳ 実環境における複数周波ばく露の全身平均 SAR 解析 

 

１．はじめに 

近年の無線通信端末の急増により電波利用が拡大し，それに伴い電波の人体影響に対

する関心が高まっている．特に，妊娠女性や子供に対する電波ばく露へのドシメトリ評

価の必要性が WHO により挙げられている．電波ばく露による人体影響として，体内深

部の温度上昇が引き起こされるため，その評価量として熱発生源となる比吸収率の全身

平均 SAR と局所平均 SAR とで評価される．全身平均 SAR や局所平均 SAR を基に世界

各国では電波ばく露に対する安全指針が構築・運用されており，わが国の電波防護に対

する基礎指針においては全身平均 SAR の閾値は 0.4W/kg，局所平均 SAR では四肢と体

表を除き 1g 組織あたり 8W/kg 以下と規定されている．前者は動物実験に基づくが，後

者はポイント SARで WBA-SARの 20 倍を超えないという判断から定められたものであ

る． 

本章では，ラットばく露実験への関連付けのための人体全身平均 SAR の定量的解析

を目的とする．人体の全身平均 SAR は，実測が困難であるため，近年では精巧な解剖

学的人体数値モデルに対して FDTD(Finite-Difference Time-Domain)法による大規模計算

が世界中で行われている．しかしながら，それらは防護指針レベルに則した単一周波数

の電波ばく露に対するワーストケースの計算であり，実環境下での複数ばく露を想定し

た計算例は殆どない． 

そこで，実環境下での複数周波数電波の同時ばく露を想定したシナリオとして，地下

街と小学校での携帯電話・PHS 端末及び基地局周波数に対する電界強度の総務省による

測定結果( 総務省: 「閉空間等の電波伝搬環境下における電界強度測定等の調査報告

書」, 2008, http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/body/report/pdf/19-1.pdf (accessed on 
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January 30, 2013) )を参考に，実環境における複数周波電界強度を求め，26 週妊婦と 3 歳

児の解剖学的人体数値モデルに対する全身平均 SAR を解析する． 

 

２．解析方法 

図８と表６には，計算に用いた情報通信研究機構と千葉大学の共同開発になる 26 週

妊娠女性のモデル，および情報通信研究機構開発になる 3 歳児モデルの解剖学的人体数

値モデルの諸元を示す．どちらのモデルも 2mm の空間分解能で構成されており，妊娠

女性モデルの 56 種類の生体組織には，胎児（眼球，脳，その他，総ボクセル数：1.1×

105）を含んでいる．ここでは，自由空間中に直立した人体モデルを想定し，遠方界ば

く露として人体モデルの正面から電界成分が身長方向に平行である垂直偏波の平面波

を電力密度 1mW/cm2で照射した場合の全身平均 SAR およびボクセル SAR を FDTD 法

により解析した．図９には計算条件となる FDTD 計算領域とモデル配置図を示す．本計

算では，吸収境界条件として 12 層の UPML(Uniaxial Perfect Matched Layer)を用い，吸収

境界から人体モデルまでの距離は 30 セルとした．また，各組織の電気定数は Gabriel

氏のデータを用いた．しかし，妊娠女性内の胎児の電気定数は，現時点では不明である

ので，ここでは脳と眼球は成人の電気定数を割り当て，その他は 2/3 筋肉組織のそれを

用いた． 

図 10 は FDTD 法により求めた入力電力密度が 1mW/cm2における妊娠女性および 3 歳

児の全身平均 SAR の周波数特性である．  
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図８ 解剖学的妊婦・小児数値モデル 
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表６ 解剖学的人体数値モデルの諸元
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図 10  妊娠女性および 3 歳児の全身平均 SAR の周波数特性 
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３．実環境における電界強度解析

2008 年，総務省は，携帯電話と PHS 端末及び基地局からの 800MHz，1.5GHz，1.7GHz，

1.9GHz，2GHz の 5 波を測定周波数として，実環境での最大電界強度の測定結果を公表

している．図 11 は，地下街(東京駅八重洲)における 800MHz，1.5GHz，1.9GHz，2GHz

の 4 波に対する電界強度の測定地点（約 160 地点）と基地局アンテナの位置を示す．図

12(a)には，小学校(埼玉県の都市地域)周辺における広域図と基地局アンテナの位置を示

し，図 12(b)には同小学校周辺の詳細図と 800MHz，1.5GHz，1.7GHz，1.9GHz，2GHz

の 5 波に対する電界測定地点（約 60 地点）を示す．地下街と小学校のどちらにおいて

も，測定地点は隣り合うものでも 4m 程度離れている．測定方法は，測定地点において，

測定用受信機( 3 軸電界プローブ ) を地上高 0.1~2m まで上下方向走査を 2 回繰り返し，

その間の最大電界強度を測定したものである．電界強度の測定結果を，図 13 には地下

街において，図 14 には小学校周辺においてを示す．図には，左図に電界強度の測定結

果を示し，右図にそれらの累積相対度数を示す．累積相対度数の図中の太い実線は最大

値を示し，細い実線で平均値を，破線は中央値を示している．測定結果の統計量を纏め

たものを，表７には地下街において，表８には小学校周辺においてそれぞれ示す．表７

と表８から，電界の平均値に対する中央値の比は地下街では 0.23~0.69，小学校では

0.83~0.97，平均値に対する最大値の比の場合は地下街では 5.3~15，小学校では 1.5~3.4

であり，各統計量は小学校に比べ地下街のほうが大きくばらついていることがわかる．

この理由としては，小学校周辺においては最も近い基地局アンテナでも測定地点からお

よそ 250m 離れているのに対し，地下街においては測定地点から数メートル以内に基地

局アンテナが存在している場所も多いため，基地局近傍の電界強度の影響を受けている

ことによるものと考える．
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図 11 地下街での電界測定地点と基地局アンテナ
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(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

図 12 小学校周辺の(a) 電界測定地点と基地局アンテナおよび 

(b)詳細図と電界測定地点  
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図 13 地下街における電界強度の測定結果  
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図 14 小学校周辺における電界強度の測定結果  
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表 7 地下街における電界強度の統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8 小学校周辺における電界強度の統計量 
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４．地下街・小学校における複数周波電波ばく露の全身平均 SAR の推定 

表７と表８に示した電界の統計量から最大値と中央値を等価平面波に対する電力密

度に換算し，同平面波を人体正面から浴びた場合（ワーストケース）の全身平均 SAR

を計算した．計算に用いた人体モデルおよび FDTD 解析条件は，平面波の電力密度を

除いて２節のものと同様に計算した．その結果を，地下街での妊婦と 3 歳児の全身平均

SAR を図 15 に，小学校のそれは図 16 にそれぞれ示す．図中の●と○はそれぞれ電波

防護指針の一般環境レベルでの妊婦と 3 歳児の全身平均 SAR の計算結果を示す．▲と

■はそれぞれ電界の最大値と中央値から求めた妊婦の全身平均 SAR の結果を，△と□

は 3 歳児の全身平均 SAR の計算結果を同様に示す．また図中の実線は妊婦と 3 歳児の

それぞれの周波数の全身平均 SAR を足し合わせた結果を示す．図から，実環境のどの

全身平均 SAR の計算結果においても一般環境に適用される ICNIRP の基本制限

（0.08W/kg）に比して低く，全身平均 SAR が最も高値となっている電界の最大値から

計算した地下街での 3 歳児の４波の電波同時ばく露でさえ 0.082×10-2W/kg であり，基

本制限の百分の１程度であること，などがわかる． 
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図 15 地下街における全身平均 SAR 
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図 16 小学校周辺における全身平均 SAR 
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５．むすび 

 実環境における複数周波数電波同時ばく露に対する妊婦および 3 歳児の全身平均

SAR を，4 波の地下街と 5 波の小学校周辺での電界強度の公表測定結果の最大値と中

央値から，人体正面からの垂直偏波平面波同時ばく露に対して計算した．その結果，全

身平均 SAR の値は妊婦と 3 歳児モデルとも一般環境に適用される ICNIRP の基本制限

（0.08W/kg）に比して低く，地下街での４波の電波同時ばく露でさえ基本制限の百分

の 1 程度であることがわかった． 

これらの結果により，本受託研究におけるラットへのばく露量は，0.4W/kg の全身平

均 SAR を用いたため，実際の電磁環境におけるヒトへのばく露量の５百倍以上と考え

られる． 
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Ⅴ 電気定数の不確定性に対する実験的検証 

 

１．はじめに 

人体のＳＡＲ解析には，生体組織の電気定数が不可欠であり，現在殆ど Gabriel 氏の

データを流用している．本研究では，その不確かさを検証するために，血液の電気定数

を対象に，複数のヒトの血液を採取し，その電気定数の測定結果を Gabriel 氏のデータ

と比較することで，その変動範囲を明らかにする． 

測定に用いた開放終端型同軸プローブは，試料（サンプル）の複素比誘電率を手軽に

測定できる電気定数測定器として市販され，多くの分野において頻用されている．しか

しながら，同プローブは半無限均質媒質を測定対象としているため，プローブのサイズ

やフランジの測定結果に及ぼす影響の検討は数多くなされてはいるものの，プローブ端

面から測定サンプルの厚さや端面に対するサンプルの大きさが測定精度に及ぼす影響

については不明の部分がある．我々は，ヒトの血液の複素誘電率の測定を目的として，

開放終端型同軸プローブによる測定を考え，血液そのものの入手は容易ではなく，しか

も採血量も限られるため，どの程度のサンプル量で確度の高い測定結果が得られるかを

予め把握することが必要である． 

この観点から，まず開放終端型同軸プローブを用いて，純水を対象として複素比誘電

率を 200MHz から 6GHz の周波数範囲に亘って測定し，Udo の実験式による計算値を真値

とした相対誤差を求めた．その結果，測定容器の口径が測定結果に及ぼす影響は小さく，

測定容器の底面までの距離が数 mm 以上あれば測定結果に及ぼす影響は小さいこと，例

えば，測定容器の口径を 35mm とした場合は容器底面との距離を 2 mm 以上に取れば，

1.9 ミリリットルの液量で真値に対する実数部の相対誤差は±0.5%，虚数部のそれは±

7%以内に収まること，などがわかった． 
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上述の知見に基づき，健常な被験者の限定された採血量の血液を対象として，アジレ

ント社製のネットワークアナライザと開放終端同軸プローブによる複素比誘電率の測

定結果を Gabriel データと比較して示す．  

 

２．測定方法 

図 17 は血液を対象とした測定配置図と開放終端同軸プローブを示す．一般に血液の

採血量は，1 回あたり数ミリリットル程度とされる．限定された液量の開放終端同軸プ

ローブによる電気定数の測定誤差は，容器口径よりも容器底面までの距離に影響される

ため，採決容器の口径はプローブ外径程度として，容器底面までの距離を長めに取って，

数ミリリットルの採血量を確保した．血液の容器として用いた口径 20mm のシリンジと

プローブの配置寸法を図 18 に示す．このとき，シリンジの採血量は，底面までの距離

を 8mm として，2.5 ミリリットルとなる．電気定数測定には，Agilent Technologies, Inc

製（以下，アジレント社製と呼ぶ）の Network Analyzer と付属の開放終端同軸プロー

ブ（以下，プローブと呼ぶ）を用いた．測定に際しては，付属の校正キットを用いてア

ジレント社提供のソフトウエアでプローブ面の校正を行った．表 9は 19 名の被験者の

性別，年齢，血液温度を纏めて示す．血液採取にあたり病院内に設置されている倫理員

会の承諾のもと，血液採取をお願いした方に対し同意書をとり，血液の処理は院内感染

対策マニュアルに従って処理した． 

 血液に対する電気定数の測定結果の妥当性については，Gabriel が構築した生体組織

の電気定数の計算式による計算値と比較することで検証する．Gabriel は，ヒトや動物

の各組織に対する数多くの電気定数の10Hzから100GHzという超広帯域の周波数範囲に

亘る測定値から人体組織に対する電気定数に関し，4個の緩和時定数をもつ分散特性を

表す計算式を構築している． 
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図 17 血液を対象とした測定配置図と開放終端同軸プローブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 血液の容器として用いた口径 20mm のシリンジとプローブの配置寸法 
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表 9 被験者の性別，年齢，血液温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察 

図19に4名の健常者の血液に対する複素比誘電率の測定結果例として血液のGabriel

データと比較して示す．図 19(a)には複素比誘電率の周波数特性を，同図(b)には

Cole-Cole plot (複素比誘電率の実数部を x 軸，虚数部を y 軸に取り，周波数をパラメ

ータとしてプロット)をそれぞれ示す．なお，図中の●，○は文献のヒトの血液の測定

結果を参考に示している．図(a)から，被験者とも周波数特性はほとんど一致している

こと，実数部は Gabriel データとよく一致しているが，虚数部は 3GHz 以下では周波数

の低下と共に Gabriel データよりも小さくなっていること，などがわかる．図(b)から，

3GHz 以上の分散特性は被験者毎のばらつきはほとんどなく，Gabriel データともよく一

致していること，3GHz 以下では被験者によってばらつきが認められ，Gabriel データに

対する相対誤差は 200MHz から 6GHz では実数部で-0.6%～+0.2%と極めて小さいが，虚数
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部では最大+13%程度みられること，などがわかる．なお，血液に対する測定結果の虚数

部が 3GHz 以下で周波数の低下と共に Gabriel データのそれよりも小さくなっている理

由は，つぎのように考える．Gabriel の計算式による血液の数値結果（Gabriel データ）

が 10Hz から 100GHz の周波数範囲に亘って 37℃の血液に対する測定結果並びに文献デ

ータと比較されている．それにより，200MHz から 6GHz の周波数範囲では Gabriel デー

タの実数部は，測定結果よりも高いことに対して，虚数部は 3GHz 以下では周波数の低

下と共に測定結果よりも低くなっているが，それらの差異は周波数の上昇と共に小さく

なり，3GHz 以上の周波数では虚数部も測定結果と文献データにほぼ一致していること

が知られる．よって，今回の血液に対する測定結果は，実数部は Gabriel データとよく

一致しているが，虚数部は 3GHz 以下では周波数の低下と共に Gabriel データより若干

小さくなっているものと考える． 

これらの結果より，本研究のばく露量解析に用いた Gabriel の電気定数データは，最

大でも 10%程度以下の不確かさしかもたらしておらず，解析されたＳＡＲ値は十分な精

度を有することが言える． 
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図 19 ヒトの血液に対する複素比誘電率の測定結果例及び Gabriel データとの比較 



 
 

44 
 

Ⅵ まとめ 

わが国のばく露環境を考慮したばく露条件下で，妊娠母ラットに，複数・混合電波を

全身ばく露し，妊娠母ラットから出産された仔ラットに対しても同じく，複数・混合電

波を全身ばく露し，それによる妊娠中の母動物及び児動物の成長及び生殖能力への影響

を解明することが本研究の目的である．そこで，今年度では，下記年次目標 

①全実験期間中のばく露量のモニタリングデータの解析と評価を実施する．実際のば

く露量及びばく露量の変動などを統計的に明らかにし，生体影響の評価にフィード

バックする． 

②電波複合ばく露の子供と妊婦に対する数値ドシメトリを実施し，リスク評価やリス

クコミュニケーションにフィードバックする． 

に沿って研究を遂行した．その結果， 

①複数周波ばく露実験中のラットへのばく露量の解析結果より，ラット全身平均ＳＡ

Ｒの統計特性と統計平均値を明らかにできた．これらの統計量は，ラットが自由に

動けることによるばく露量の不確かさとアンテナ入力電力の時間変動による不確

かさの両方を考慮した結果であり，実際のばく露量の統計平均値，中央値及び最頻

値は全てばく露目標値２％以内に抑えられており，設計通りの安定した長期ばく露

が実現できたことを確認し，生体影響評価の確度向上にフィードバックできた． 

②実電磁環境における複数周波ばく露による小児及び胎児を含む妊婦数値モデルに

対する全身平均ＳＡＲ解析を行い，実環境における人体全身平均ＳＡＲの複数周波

ばく露特性を明らかにでき，本受託研究におけるラットへのばく露量は，実際の電

磁環境におけるヒトへのばく露量の５百倍以上と示した．また，ばく露評価に用い

た生体組織電気定数の妥当性を実験的に検証でき，本受託研究で用いたばく露量に

よる生体影響への知見は，実環境・実人体に対するリスク評価やリスクコミュニケ

ーションへフィードバックできることを示した． 
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以上により，本年度の目標は達成できた．
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Soichi Watanabe, Member, IEEE, and Osamu Fujiwara, Member, IEEE

Abstract—In view of actual electromagnetic environment of
multiple-frequency exposure, we have developed a whole-body
exposure system for a multigeneration bio-effect test with rats
at frequencies between 800 MHz and 5.2 GHz. We first exper-
imentally evaluated the system performances such as antenna
performance, electric field distribution, and specific absorption
rate (SAR) in the exposure system. Then, after an experimental
validation of the finite-difference time-domain modeling of the
exposure system, we employed it to make a statistical SAR
analysis for anatomical rat models. We first took documentary
photographs of rat activity inside the exposure system every 5
min in real time. Then, by identifying the rat positions in each
photograph, we derived the frequency of rats staying in various
positions in the exposure system. Using the stay frequency as a
weighting factor, we derived the whole-body average SAR statis-
tical characteristics for the multiple-frequency exposure system
during the entire multigeneration experimental period. The devel-
oped system and demonstrated approach provide a high-quality
means for biological effect test of radio frequency exposure in
wide frequency bands.

Index Terms—Animal experiment, biological effect of electro-
magnetic field, exposure system, multiple-frequency exposure, sta-
tistical analysis.

I. INTRODUCTION

W ITH the progress of ubiquitous society, communica-
tion frequencies have ranged in a wide band so that

the human is exposed to multiple frequencies electromagnetic
fields. To ensure protection for public against radio frequency
(RF) exposure, various international organizations have issued
some guidelines for limiting daily electromagnetic field expo-
sure [1], [2]. They define basic restrictions that specify a specific
absorption rate (SAR) not to be exceeded and reference levels in
terms of an electric field, magnetic field, or power density. How-
ever, the basic restrictions are derived mainly from single-fre-
quency exposure to animals. In view of the actual environments
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of RF utilization such as cellular phone base stations and wire-
less local area networks (LANs), multiple-frequency exposure
is attracting a great deal of attention in biological effect studies.
Animal experiments may effectively survey possible effects for
a multiple-frequency and prolonged exposure on reproductive
outcome. Although a direct extrapolation of the outcome of an-
imals to humans may be limited because of species differences
such as lifespan or tumor susceptibility, the animal experiments
are still considered to be essential tool in evaluating potential
effects on humans [3]–[7].
Lee et al. has reported a pilot study on two-frequency expo-

sure to rats [8]. However, there are not only two frequencies in
the real environment. Everyday expsoure consists of the electro-
magnetic fields resulting from different technologies operating
at different frequencies. The exposure over a lifetime should
thus include the exposure during pregnancy of the mother, birth,
and the entire lifespan. This requires the exposure system to
allow the exposure of rats at all different stages. A broadband
antenna characteristic is also necessary for applying different
frequencies simultaneously.
In this paper, we describe a new broadband-multigener-

ation whole-body exposure system for rats. The exposure
system covers the main frequency bands of cellular phones
and wireless LANs, from 800 MHz to 5.2 GHz, and provides
a long-term exposure function from the pregnant period of
mother rats to the weaning period and growth phase of young
rats. The system consists of a wideband exposure antenna and
a RF-absorber-paved exposure box. Compared with the use of
reverberation-chamber-based exposure systems [6], [9], our
exposure system provides a better approximation to the actual
exposure environment, because a reverberation chamber actu-
ally simulates the electromagnetic wave incident to the exposed
animal in all directions with an equal level on time average so
that the simulated field is significantly different from a far-field
situation. Moreover, all details of our developed exposure
system can be modeled by using the conventional finite-dif-
ference time-domain (FDTD) method in dosimetry, while it is
difficult to use the FDTD method to analyze a reverberation
chamber because of the limitation of computation convergence.
In Sections II–V, we first detail the exposure system and give

a basic evaluation for the system performance such as antenna
performance and electric field distribution. Then, we will make
a statistical analysis for the SAR of rats under the multiple-fre-
quency exposure for our ongoing animal experiment. The sta-
tistical SAR analysis is based on documentary photographs of

0018-9480/$31.00 © 2012 IEEE
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TABLE I
EIGHT SIGNAL FORMS AND CORRESPONDING FREQUENCY BANDS OF THE

EXPOSURE SYSTEM

Fig. 1. Block diagram of the exposure system.

rat activity in the exposure box and acts as an efficient approach
to obtain a high-quality SAR evaluation during the long-term
experimental period.

II. EXPOSURE SYSTEM AND EXPOSURE PROTOCOL

Based on a review of frequency bands being used by cellular
phones and wireless LANs, the multiple-frequency and multi-
generation whole-body exposure system is designed to have
eight signal forms ranging between 800 MHz and 5.2 GHz.
Table I shows the eight signals and corresponding frequency
bands and communication schemes. As shown in Fig. 1, the
eight communication signals are generated by five signal gener-
ators and are then mixed into a multiple-frequency signal. The
multiple-frequency signal is divided into three components, and
the three components are input to three amplifiers with different
gains, respectively. The three different-level signals are respec-
tively provided to the wideband antennas in three different ex-
posure boxes, which correspond to a high-level multiple-fre-
quency exposure, a low-level multiple-frequency exposure and
a sham exposure with an exposure level of zero, respectively.
Between each amplifier and antenna, there is a power sensor to
monitor the power supplied to the antenna in order to set a re-
quired SAR level in the rats.
The exposure box is made of metal with dimensions of 90

cm 90 cm 58 cm. The inside, except for the roof, is paved
with 6-cm-thick planar RF absorber. The reflection loss of the
absorber is more than 20 dB and the shielding effectiveness is
nearly 80 dB within the working frequency bands for approxi-
mating a free-space environment as much as possible. The wide-

Fig. 2. Exposure box with rats.

TABLE II
THREE STAGES FOR THE MULTIGGENERATION EXPOSURE

band antenna is designed to have an elliptic disc dipole structure
with a major radius of 5.2 cm and a minor radius of 4.8 cm. The
antenna is set on top of the exposure box and is rotated slowly
(one turn per second) to stir the internal field distribution for
improving the uniformity of the electromagnetic field inside the
exposure box. The exposed rats are kept in four plastic cages
at the bottom of the box with a distance of 38–44 cm under the
antenna. This is more than one wavelength even for the lowest
frequency of 800 MHz, and the exposure can therefore be ap-
proximately considered as a far-field exposure. In each cage,
the rats can move freely without stress caused by restraining the
animal. In addition, four plastic bottles of water are set in the
middle of the exposure box, and fresh air is provided from the
bottom of the box. Fig. 2 shows a photograph of the inside of
the exposure box with rats.
In order to investigate a long-term biological effect of multi-

generation exposure, the exposure experiment to rats is divided
into three stages as shown in Table II. The first stage is the pe-
riod from pregnancy to birth. There is one pregnant rat in each
cage. The second stage is the period from birth until the newborn
rats are weaned. Each cage contains one mother rat and eight
newborn rats. The exposure in this stage continues about three
weeks after birth. The third stage is the period after weaning.
In this stage, there are four young rats in each cage. This ex-
posure stage continues from the fourth week to the sixth week
after birth.

III. SYSTEM PERFORMANCE EVALUATION

The main performances of the exposure system, such as an-
tenna performance, electric field distributions, and rat SARs
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Fig. 3. (a) Wideband antenna structure (top: side view; bottomo: top view).
(b) VSWR. Line: measured; square: FDTD-simulated.

were evaluated by measurements and FDTD numerical simu-
lation. Since the amplifiers have a sufficiently good linearity at
the considered three exposure levels, the experimental evalu-
ation was conducted only in one multiple-frequency exposure
box.

A. Antenna Performance

Fig. 3 shows the wideband antenna realization and measured
voltage standing-wave ratio (VSWR). Also shown with squares
are the FDTD-simulated VSWR results, which agree with the
measured ones. The VSWR is found to have a level smaller than
2.2 for all of the considered frequencies. Such a VSWR suggests
that more than 80% of power can be supplied to the exposure
antenna in the wide band. Fig. 4 shows measured antenna direc-
tivities at 860 MHz, 2 GHz, and 5.2 GHz. It seems that the an-
tenna provides a directivity towards the bottom of the exposure
box, i.e., the rat’s activity area, at all of the frequencies. The di-
rectivity is smoother at lower frequencies. Although some nulls
are observed with the increasing frequency, the degradations in
the nulls are within 6 dB so that a relatively small field variation

in the rat’s activity area can be expected in the entire frequency
band.

B. Electric Field Distribution

The electric fields inside the exposure box were measured in
the rat’s activity area using an electric field probe (ETS-LIND-
GREN, HI-6005) at 860MHz, 1.95 GHz, and 5.2 GHz as shown
in Fig. 5. The electric field probe has a spatial resolution smaller
than 7 mm, and isotropy (the difference in directivity) within
0.3 dB. The electric fields were scanned in the absence of the
rats or phantom with a spatial scanning interval of 3 cm. Since
the antenna is stirred to improve the uniformity of electric field
distribution, we made the electric field measurements two times
for two different antenna directivities (0 and 90 with respect
to the door of box) and used the averaged electric fields as the
electric field strength at each frequency. Fig. 6 shows the cu-
mulative distribution function (CDF) of the measured averaged
electric fields at the three representative frequencies. They ex-
hibit a similar distribution to the normal distribution, and the
statistical mean values are very close to the median values. The
electric fields in the rat’s activity area are found to vary mainly
within 6–36 V/m at 860 MHz, 12–24 V/m at 1.95 GHz, and
7–21 V/m at 5.2 GHz for an antenna input power of 1 W. All
of them fall in the range of the mean value of 60% at all of the
frequencies. These results suggest a good uniformity of electric
field in the rat’s activity area.

C. SAR Validation

Since the system is for a multiple-frequency exposure, the
SAR is produced by a combined multiple-frequency signal. In
view of the linear addition feature of power, the actual SAR due
to the multiple-frequency exposure can be obtained by summing
the SARs at each single frequency. In order to examine this con-
sideration, we conducted the SAR measurements for a homoge-
neous gel phantom. In the measurement setup in Fig. 5, a rectan-
gular-shape gel phantom, with muscle-like dielectric properties
and sizes of 6 cm 6 cm 15 cm, was placed in the front side
of the rat’s activity area, and the antenna input power was am-
plified to 48 W at maximum in order to produce a rapid temper-
ature rise in the phantom. An infrared image camera was used to
measure the temperature rise. As is known, such a measurement
method assumed a linear energy absorption within a short time
period [10]. It is effective only when the effect of heat transfer
to air is ignorable. In this experiment, therefore, a high antenna
input power was employed for producing a rapid temperature
rise. Moreover, the rectangular-shape phantom was first verti-
cally divided into two parts in its middle side and then was set
close to the ambient temperature before exposure. The initial
temperature distribution in the middle-side vertical plane was
recorded by the infrared camera. After combining the divided
two parts into one phantom and exposing it for 30 s, the temper-
ature distribution at the same vertical plane of the phantom was
immediately recorded again. Then, the temperature rise was
obtained from the difference of the two infrared images. Under
the assumption of a linear relation between the absorbed power
and the temperature rise within a short exposure period , the
SAR was calculated from where is the
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Fig. 4. Measured antenna directivities. and denote the electric field in and planes; refer to Fig. 3, respectively.

Fig. 5. Block diagram of electric field and SAR measurement.

specific heat (3770 J/kg C). In view of the fact that the time con-
stant for temperature rise in biological tissue is around 6 min, it
is reasonable to assume that the 30-s exposure period falls in the
linear energy absorption region when the antenna input power is
sufficiently high. The validity of this method has been demon-
strated also in [11].
This method was first used for a single-frequency exposure

at 860 MHz and 1.95 GHz, respectively. Then, the combined
SAR was obtained by summing the two SARs with equal input
powers. Next, we applied this method to a two-frequency expo-
sure for the gel phantom. The signals at 860 MHz and 1.95 GHz
were added and then amplified to 34 W as the antenna input
power. The SAR was also obtained from the difference of the
two recorded infrared images before and after the exposure.
Fig. 7 shows the two measured temperature rise distributions

at the middle-side vertical plane of the gel phantom. One was
obtained by summing two single-frequency-exposure results,
and the other was obtained by a two-frequency simultaneous
exposure. Both of them were normalized to have the maximum
temperature rise of 1 C for comparison. As can be seen, they
exhibit very similar features. Fig. 8 shows the SAR profiles
along the center lines in the horizontal and vertical directions,
respectively, on the measurement plane. In the single-frequency
exposure, the SAR was normalized to 0.5-W antenna input
power at each frequency, and then the SARs at the two frequen-
cies were added to obtain the two single-frequency summation
SAR. On the other hand, the SAR at the two-frequency expo-
sure was normalized directly to 1-W antenna input power. The

Fig. 6. Measured electric field statistical characteristics in the exposure box for
1-W antenna input power.

Fig. 7. Temperature rise distributions at a vertical measurement plane of the
gel phantom. (a) Summation of two single-frequency-exposure results. (b) Two-
frequency simultaneous exposure.

combined SAR by the two single-frequency exposure gives
good agreement with the two-frequency multiple-exposure
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Fig. 8. Measured and calculated SAR profiles for a phantom. (a) Along a hor-
izontal line. (b) Along a vertical line.

SAR. It strongly supports the consideration that the SARs for
the multiple-frequency exposure can be obtained by summing
the SARs at each single frequency.
However, this experimental SAR evaluation approach is only

effective to homogeneous phantoms with simple shape. In order
to evaluate the SAR in actual rats to be exposed, we have to
adopt an FDTD numerical approach together with anatomical
rat models. In the FDTD simulation, we modeled the entire ex-
posure box, including the details of the metal wall, the radio
wave absorbers, the elliptic disc dipole antenna, the water bot-
tles, and the windows for ventilation, with cubic cells of 2 mm
2 mm 2 mm. In order to examine the validity of the FDTD

modeling, we also calculated the SAR in the gel phantom and
show the corresponding SAR profiles in Fig. 8 for comparison
with the measured data. As a result, we can see fair agreement
among them, i.e., with a difference within 30%, although the
measured data contain some fluctuations because the amplified
input power was still somewhat weak in causing a sufficiently
obvious temperature rise. The total agreement with themeasure-
ment assures the validity of the FDTD modeling, which will be
used in the following statistical SAR analysis for anatomical rat
models.

IV. STATISTICAL WHOLE-BODY AVERAGE SAR ANALYSIS

A. Rat Activity Feature

Although the first choice is to design a uniform field distribu-
tion in the exposure box, its perfect realization is very difficult.

Since the rats move freely in the exposure box, the non-unifor-
mity of electric field distribution, even if it is in a small varia-
tion level as shown in the previous section, can still result in a
whole-body average SAR variation. In order to quantify the ac-
tual SAR level during the entire exposure period of our animal
experiment, we adopted a statistical approach as our previously
reported [12]. Rather than a single-frequency exposure, the sta-
tistical SAR characteristics for multiple-frequency exposure in
our newly developed exposure system were evaluated. We set a
camera in each exposure box and took the photographs of rat’s
activity inside the box every five minutes every day. The cam-
eras were controlled by a personal computer and the recorded
photographs were classified based on rat’s positions in the box.
Fig. 9(a) shows the top view of the rat’s activity area in the box,
and Fig. 9(b) shows the stay frequency of the rats in each small
area fromA to I at each exposure stage. It can be seen that, in the
first exposure stage, the pregnant rats stayed more frequently in
the small areas D and G. This feature kept almost the same in the
second exposure stage for the mother and newborn rats. How-
ever, in the third exposure stage, the young rats were weaned
from their mother and started to move about here and there in-
side the box. This yields the rats staying in each small area with
a relatively similar frequency.
The stay frequency in each small area

of rats actually denotes the probability of the whole-body av-
erage SAR in the small area during the entire experimental pe-
riod. Using the stay frequency as a weighting factor for the
whole-body average SAR of rats in that small area, we can ob-
tain the statistical mean of whole-body average SAR as well as
the statistical characteristic of whole-body average SAR during
the entire experimental period.

B. SAR Statistical Characteristics

To calculate the whole-body average SAR for rats, we em-
ployed a pregnant rat model developed from magnetic reso-
nance imaging data and a young rat model developed from com-
puter tomography data [7]. The pregnant rat model consists of
11 tissue types and fetus, and the young rat model is a ho-
mogeneous one. With the growth at each exposure stage, the
dimensions of the young rat model were scaled according to
their average weight to produce various newborn and young rat
models. The dielectric properties of the rat tissues were taken
from Gabriel’s data [13], and the dielectric properties of the am-
niotic fluid and the fetus were based on our measured data [14].
All of them are tabulated in Table III, where is the relative
permittivity and is the conductivity.
Moreover, we developed a user-friendly software tool to pro-

duce various rat positions and orientations in the exposure box.
Using this tool, we can easily input a rat model into the nu-
merical exposure box model and rotate the rat model in three
orthogonal directions for considering various possibilities, in-
cluding standing postures. As a result, we obtained 30 combi-
nations of rat positions and orientations. The combinations were
extracted from typical rat positions and orientations in the pho-
tographs. Fig. 10 shows examples of the produced numerical
models in the three exposure stages. In order to make it legible,
we removed the metal roof of the box and top-mounted wide-
band antenna and only showed the rats in one cage. As can be



WANG et al.: PERFORMANCE AND VALIDATION OF A BROADBAND-MULTIGENERATION EXPOSURE SYSTEM FOR UNCONSTRAINED RATS 331

Fig. 9. Measured stay frequency of rats in each small area in the exposure box. (a) Top view of the small areas in the box. (b) Stay frequencies.

seen, there is one pregnant rat in the first stage, eight newborn
rats surrounding with the mother rat in the second stage and four
young rats in the third stage. Such numerical models were gen-
erated in each exposure stage with rats in one of the nine small
areas for each cage.
For these produced rat models in the exposure box, we calcu-

lated the whole-body average SAR when the rats were in each
small area at the considered frequencies. The FDTD-calculated
whole-body average SARs are a function of rat position and fre-
quency. We denote them , where denotes the
signal frequencies and denotes the small areas from A to I.
Since the rats stayed in each small area with a stay frequency
, the whole-body average SAR of rats will take the value

of with a probability during the entire exper-
imental period. This makes the whole-body average SARs be
statistically varying so that a statistical distribution can be ob-
tained at different frequency .
In view of the statistical characteristics of the whole-body av-

erage SAR, we here choose the median value of the whole-body
average SAR to determine the level of exposure to rats. The me-
dian value indicates the whole-body average SAR which sep-
arates the higher half of the whole-body average SARs from

the lower ones. Table IV gives the relationship between the
whole-body average SAR median value and the antenna input
power. Here, in order to realize an exposure level corresponding
to the basic safety limit of the whole-body average SAR of
0.4 W/kg, we assumed that each communication signal con-
tributes 1/8, i.e., 0.05 W/kg. Of course, we can adjust this ratio
according to actual use situations.
Based on the previous experimental validation, the mul-

tiple-frequency-exposure SAR can be obtained by summing
the SAR at each single frequency. In such a way, we calculated
the whole-body average SARs at each exposure stage. Fig. 11
shows the probability density and the CDF of the whole-body
average SAR during the entire experimental period. The hor-
izontal axis means the whole-body average SAR, while the
vertical axis on the left indicates the probability density and
the vertical axis on the right corresponds to the CDF. We
can see that the probability exhibits an irregular shape and is
different from a normal distribution. The whole-body average
SAR has two peaks, especially in the first and second exposure
stages, which may be attributed to the rat’s activity feature.
From Fig. 9, we can see that the rat stayed mostly in the small
areas of D and G. The insufficient field uniformity results in
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TABLE III
TISSUE DIELECTRIC PROPERTIES

Fig. 10. Examples of produced numerical models at the three exposure stages.

Fig. 11. Probability density and CDF of the whole-body average SAR. Stage I: pregnant rat; Stage II: newborn rat; Stage III: young rat.

TABLE IV
REQUIRED INPUT POWER (W) WHEN THE WHOLE-BODY AVERAGE SAR

MEDIAN VALUE IS 0.05 W/KG

the whole-body average SAR to shape two grouped levels.
However, not only the median value of whole-body average
SAR, but the whole-body average SAR with the maximum
probability, which we call the mode value of whole-body
average SAR, is also always around 0.4 W/kg at any exposure
stages. Moreover, in the third stage, the young rats moved fre-
quently in the entire activity area so that the two peaks became

unobvious and the whole-body average SAR probability curve
spreads more smoothly within the possible SAR ranges.
Fig. 12 shows the median value of whole-body average SAR

along with their maximum andminimum value during the entire
experimental period. As can be seen, the median whole-body
average SARs were kept at about 0.4 W/kg in each stage as we
designed, and the whole-body average SAR variation is within
the median value plus 83% and minus 67%. Such a variation
should be acceptable for an unrestraint exposure of rats in view
of the variation level of exposure to humans in daily electro-
magnetic environment. In addition, we also calculated the cor-
responding mean value, median value, and mode value for the
whole-body average SAR of multiple-frequency exposure and
show them in Table V. Although the mean values are different
from the median values and the mode values strictly speaking,
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Fig. 12. Median whole-body average SAR along with their maximum andmin-
imum value.

TABLE V
STATISTICAL VALUES OF WHOLE-BODY AVERAGE SAR (W/KG) IN THE

MULTIPLE-FREQUENCY EXPOSURE

they are quite close in magnitude, i.e., with a difference within
10%. This feature is desirable for quantifying the statistically
varying exposure level of rats.

V. CONCLUSION

In order to test the biological effects in a more actual electro-
magnetic environment, we have developed a new multiple-fre-
quency exposure system of rats between 800 MHz and 5.2 GHz
and used it for a multigeneration rat exposure experiment. We
first evaluated its validity experimentally and then derived nu-
merically the exposure levels based on a statistical approach.
As a result, the whole-body average SAR variation was found
within 0.33–1.83 times of the designedmedian value.Moreover,
although the statistical variation exhibits an irregular shape and
is different from a normal distribution during the entire exper-
imental period, the statistical mean value, median value, and
mode value of the whole-body average SAR were quite close
and were kept at about 0.4 W/kg as designed. Such a well-
designed exposure system and statistical SAR evaluation ap-
proach can be expected to provide more options to reasonably
link the animal experiment results to actual biological effect
explanation.
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