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付帯資料

1. 家兎感染症に関する検査成績

2. 家兎体重および週令表

3. 前眼部観察像

3.1. 95 GHz 222 mW/cm2 6 分 (#715) 
3.2. 95 GHz 220 mW/cm2 6 分 (#717, 718, 719, 720) 
3.3. 95 GHz 210 mW/cm2 6 分 (#707) 
3.4. 95 GHz 200 mW/cm2 30 分 (#716, 722, 723, 724, 740) 
3.5. 95 GHz 200 mW/cm2 30 分 (#721) 
3.6. 95 GHz 200 mW/cm2 10 分 (#725, 727, 728, 729, 731, 732) 
3.7. 95 GHz 200 mW/cm2 10 分, 湿度 40 % (#730, 733, 734, 735, 736, 737) 

3.8. 95 GHz 200 mW/cm2 6 分 (#704, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714) 

3.9. 95 GHz 100 mW/cm2 30 分 (#738, 739, 741, 742, 743, 744, 745) 
3.10. 95 GHz 100 mW/cm2 10 分 (#764, 771, 772, 773) 
3.11. 95 GHz 100 mW/cm2 6 分 (#762, 763, 767, 768, 769, 770) 
3.12. 95 GHz 50 mW/cm2 10 分 (#774, 775, 776, 782, 783) 
3.13. 95 GHz 50 mW/cm2 6 分 (#765, 766, 780) 
3.14. 95 GHz 10 mW/cm2 10 分 (#777, 778, 779, 781) 
3.15. 40 GHz 400 mW/cm2 6 分 (#750, 752) 
3.16. 40 GHz 400 mW/cm2 6 分, 風 0.5 m/s (#757, 761) 

3.17. 40 GHz 400 mW/cm2 6 分, 湿度 40 %
風 0.5 m/s (#751, 755, 758, 760) 

3.18. 40 GHz 200 mW/cm2 30 分 (#753, 754) 

前眼部像、蛍光染色像

レンズアンテナでの実験、湿度 40%の記入以外は 60%で実施 

4. 眼組織温度測定結果

4.1. 95 GHz 200 mW/cm2 10 分, 湿度 40/60 % (#746) 
4.2. 95 GHz 200 mW/cm2 15 分, 湿度 40/60 % (#747) 
4.3. 95 GHz 100 mW/cm2 15 分, 湿度 40/60 % (#749) 
4.4. 95 GHz 50 mW/cm2 30 分, 湿度 40/60 % (#748) 

4.5. 40 GHz 150 mW/cm2 12 分, 湿度 60 %,
風 0.5 m/s (off→on) (#756, 759) 
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4.6. 40 GHz 150 mW/cm2 12 分, 湿度 60 %,
風 0.5 m/s (on→off) (#756, 759) 

4.7. 40 GHz 150 mW/cm2 12 分, 湿度 40 %,
風 0.5 m/s (off→on) (#756, 759) 

4.8. 40 GHz 150 mW/cm2 12 分, 湿度 40 %,
風 0.5 m/s (on→off) (#759) 

4.9. 40 GHz 400 mW/cm2 12 分, 湿度 60 %,
風 0.5 m/s (off→on) (#759) 

4.10. 40 GHz 100 mW/cm2 6 分, 湿度 40 % (#756) 
4.11. 40 GHz 150 mW/cm2 6 分, 湿度 40 % (#756) 

4.12. ばく露なし 湿度 60 %, 
風 0.5 m/s (on→off) (#756, 759) 

4.13. ばく露なし 湿度 40 %,  
風 0.5 m/s (on→off) (#756, 759) 

平均温度変化（グラフ）、生データ

5. 赤外線カメラ画像

6. 角膜厚観察画像

7. 水晶体標本・角膜切片染色画像

8. 会議録

9. 成果報告

9.1. プロシーディングス発表 
9.2. 学会発表 
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Ⅰ 要 旨 

1）95 GHz 200 mW/cm2 10 分ばく露により、従来報告してきたミリ波ばく

露モデルと同等のモデルが作成でき、このモデルを用いて、眼障害発生閾値検

索を行ったところ、10-50 mW/cm2 の範囲に閾値があることが明らかとなった。

また、95 GHz ばく露による眼内の熱輸送は、今まで検討してきた低周波のミリ

波帯と異なり、非常に限局した熱が虹彩、水晶体に輸送させるため、標的組織

への熱の到達時間はこれまでの低周波より、多少時間は掛かるが、10 分以上の

ばく露では強い眼障害が生じることが明らかとなった。2）40 GHz ばく露眼モ

デルを用いて、環境湿度と眼炎症の関連について（湿度 40％以下と 60％以上の

比較）検討したところ、低湿度ではいわゆる、ドライアイ状態で電波ばく露に

よる熱を受けるため、60%以上の湿度でのばく露より、若干強い障害がみられ

たが、防護指針値に影響を及ぼすほどの影響ではなかった。電波ばく露による

眼障害発生閾値と気流（0.5 m/s、労働安全基準 0.5 m/s 以下）の関連について

検討を行った結果、眼障害発生閾値前後では、気流により眼部の放熱が促進さ

れ、眼障害発生閾値が低下した。一方、防護指針値以上の高強度ばく露では、

本実験条件では、障害の低減作用は認めなかった。

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。

ICNIRP Guidelines (1998) [1]によると「超高周波(10-300 GHz)では、電磁エ

ネルギーの吸収は、大部分は皮膚、皮下組織および眼の外側部分の表皮の層に

制限される」としている。すなわち、ミリ波帯のほとんどのエネルギーが体表

で吸収されるので、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

にすることを目標とする。

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。
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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 帯汎用ばく露装置を使用し、家兎眼での眼障害モデルを作成し、

本モデルにおける眼障害発生閾値および照射時間依存性について検討す

る。

2．40 GHz 帯電波の眼部ばく露による眼障害発生モデルを使用し、電波ばく

露誘発眼障害と環境条件（環境湿度および気流）との関連を検討する。

Ⅲ 試験方法 

1. 95 GHz ばく露による眼障害の閾値及び時間依存性検討

1.1. 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：

付帯資料：実験動物感染症検査成績を参照）の有色家兎（Dutch 種（ダッ

チ：家兎の種類）、体重：1.90-1.99 kg、平均体重：1.94 kg、週令：12-17
週令）99 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：50-80%）

に順化させた。家兎には γ 線滅菌した飼料およびフィルターろ過した水道

水を紫外線 C 波で滅菌したもの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）。 
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図 1：金沢医大の SPF 環境動物飼育装置（A:104 号室、B:105 号室） 

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（眼部観察用顕微鏡、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１/４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[2]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）[3]を順守して実験を行った。 
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図 3：細隙灯顕微鏡 
1.2. ばく露装置

95 GHz 信号発振器（QBO-9530WSOGE）の電波はレンズアンテナを介

して家兎眼に照射した（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（金沢医大）または図 6（首都大）のようなばく露室内

で、室温 24ºC、湿度 60%前後を基準の実験室環境として、エアーコンディ

ショナーと加湿機 2 台または除湿機で調整した環境で実験を行った。 
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図 4：95 GHz 帯ばく露装置構成図 
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図 5：金沢医大のばく露室 

図 6：簡易ばく露室（首都大） 
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1.3. 眼障害検出方法の選択 
種々の眼部観察機器の中で、比較的短時間の観察で詳細で効果的な観察

が出来る機器の選定を目的に、40 GHz 400 および 600 mW/cm2 6 分ばく露

のモデル[4]を以下の観察機器で観察・解析し、本実験に効果的な観察項目

を決定した。

細隙灯顕微鏡撮影装置（図 3）、レーザーフレア・セルメーター（FC-2000、
コーワ、以下、フレア・セルメーターと略す、図 7）、前眼部画像解析装置

（EAS-1000、ニデック、以下、EAS と略す、図 8）、Confocal Laser Scanning 
Microscopy (HRT) （Heidelberg Engineering、以下 HRT と略す、図 9）、
VisannteTM OCT（Zeiss、以下 OCT と略す、図 10）、上記の 5 機種である。 
なお、それぞれの検査機器の使用用途は実験結果の項目に記載した。

図 7：フレア・セルメーター       図 8：EAS 

図 9：HRT 図 10：OCT 
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1.4. 95 GHz 家兎ミリ波ばく露眼障害モデル作成 

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

11）。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限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 11）。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。 

 

 
図 11：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[5]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色と緑色の 2 種類の

レーザーポインターを用いて前述の仮の標的に 2 つのレーザーポインター

で交点を合わせた（図 12A）。2）標的を除去し、レーザーポインターが交

差する位置（図 12B）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 13：本実験用に特注）により位置合わせを行った。 
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図 12：家兎眼のばく露位置の設定 

 

 
図 13：家兎のばく露位置を合わせる XYZΘステージ 

12 
 



眼障害閾値検索の手法として、再現性よく明らかな障害が惹起できるば

く露量を投与したものを眼障害モデルとし、ばく露量を徐々に低下させて

いく中で、眼障害が消失する値を閾値とする方法が常套手段であるが、本

ばく露装置の最大出力が220 mW/cm2であることより、ばく露量を固定し、

ばく露時間を変化させて眼障害モデル作成を試みた。 

本装置の最高出力パワーである 220 mW/cm2を家兎の片眼に 6 分（実験

使用動物 5 羽、以下同じ意味）および 200 mW/cm2を家兎の片眼に 6 分（7
羽）、10 分（12 羽）を行い、眼障害の発生有無および障害の時間推移を細

隙灯顕微鏡および OCT（前述）で観察、画像記録した。電波非照射の反対

眼を非ばく露対照眼とした。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[6]に従い、6 分間とした。 
電波照射後の家兎の眼部障害の観察と写真撮影は、原則として、ばく露

直後、ばく露 1 日後に行い、眼障害が残存する場合は必要に応じて観察期

間を延長した。 
角膜上皮細胞障害を観察する蛍光染色法は、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）25μl 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。蛍光色素観察時の蛍光励起フィルターは

従来のものと同様で、細隙灯顕微鏡に付属のブルーフィルターを使用した

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 14）。 
 

 
図 14：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） 
 

 
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略す）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
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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[7]。 
ばく露眼、非ばく露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線状の障害痕は形状から判定し、除外した

（図 15）。 
 

 
 

 
図 15：擦過（外傷）による角膜上皮障害 

 
 

1.5. 95 GHz 眼部ばく露による眼障害発生閾値検索 

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、95 GHz 100 mW/cm2を家兎の片眼に 6 分（実験使用動物 6 羽、以下同

じ意味）、10 分（4 羽）、95 GHz 50 mW/cm2 6 分（3 羽）、10 分（5 羽）、

95 GHz 10 mW/cm2 10 分（4 羽）にばく露し、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および OCT で観察、画像記録した。電波非照

射の反対眼を非ばく露対照眼とした。 
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。 
 

1.6. 95 GHz ばく露による眼内での熱輸送の検討 

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%懸濁液に調整し、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 16 に示すように

レンズアンテナから家兎角膜の水平面と交わる軸を 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 4 羽の家兎で行った。 
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図 16：前房対流観察用光学システム 

 
1.7. 95 GHz ばく露による水晶体障害の有無の検討 

95 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（95 GHz 100 mW/cm2 6 分（6 羽）、10 分（4 羽）、95 GHz 50 
mW/cm2 6 分（3 羽）、10 分（5 羽）、95 GHz 10 mW/cm2 10 分（4 羽））に

水晶体を摘出し、Kojima らの方法[8]に準じて、水晶体上皮伸展標本を作成

した。ばく露 1～3 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）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 15 分染色後、所定の処理を

経て、顕微鏡で観察した。 
 

2.  環境の湿度・気流と眼障害の関連についての検討（40 GHz） 

2.1. ばく露装置 
40 GHz 信号発振器 83650B（Agilent Technologies, Inc.、Santa Clara、

USA）で発振させた電波を 40 W TWT（Ka Band、ETM Electromatic Inc.、
California、USA）アンプで増幅し、レンズアンテナを介して家兎眼に照射

した（図 17）。ばく露装置の詳細は首都大の報告書を参照されたい。 
ばく露実験はすべて、図 6 の簡易ばく露室内で行い、エアーコンディシ

ョナーと加湿器 2 台により室温 24ºC、湿度 40％以下または 60%以上に調

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 18）。 
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図 17：40 GHz ばく露システムとばく露装置の外観 

 

 
図 18：眼部の気流の測定 

  
2.2. 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、

400 mW/cm2の 40 GHz 帯電波を家兎の角膜中心に 6 分照射した（図 17）。 
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 14

参照）の観察を、原則として、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。家兎眼の眼障害の推移により、ばく露 3 日後
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の観察も適宜実施した。 
 

2.3. 40 GHz ばく露による眼内温度変化の測定 

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）のプローブを角膜、水

晶体に顕微鏡下で挿入した[5]。 
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直径と長さ）の

ポケット（トンネル）に拡大し、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 19A①）。3）上記のポケットの 3 mm
上方の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 19A②）。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

接着材で固定した（図 19B③）。 
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、40 GHz 帯電波を 150 または 400 mW/cm2 6 分間ばく露を行

った。また、後述する環境条件と眼障害の関連についての実験として、上

記と同様の実験を室温 24ºC、湿度 40%以下および室温 24ºC、湿度 60%以

上の条件で実験を施行した。 

 
図 19：温度プローブ刺入位置 
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2.4. 環境湿度および気流による眼障害関連 
 電波ばく露による眼障害発症の有無に環境湿度または気流がどの程度影

響するかについて検討した。 
金沢医大の動物飼育室の環境は室温 24±2℃、湿度 50-80%に維持されて

いるが、ばく露装置が入ったばく露室または簡易ばく露室全体の環境を設

定するために、室温 24±2℃、湿度 60%を基準とし、高湿度によるばく露

装置への悪影響を鑑み、湿度 40%以下および 60%以上 80%以下でのデータ

を比較することとした。 
室内における気流の影響について、我が国の労働安全衛生法[9]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、0.5 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、図 18）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、0.5 m/秒の風が当たるように小

型扇風機を設置した（図 20、図 21A）。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 20、図 21B）。 
 

 
図 20：気流ばく露システム(1) 

 

18 
 



 
図 21：気流ばく露システム(2) 

 
2.5. 40 GHz 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、400 
mW/cm2 6 分および 200 mW/cm2 3 日後に水晶体を摘出し、前述の Kojima
ら[8]の方法に準じて、水晶体上皮伸展標本を作成し、光学顕微鏡で観察し

た。 
 

 
Ⅳ 試験結果および考察 
 

1. 95 GHz ばく露による眼障害の閾値及び時間依存性検討 

1.1. 95GHz 眼部ばく露による眼障害検出方法 

1.1.1. ばく露前（正常時）の観察 
図 22 に細隙灯顕微鏡による電波ばく露前の所見を示す。白色可視光に

よる前眼部所見（図 22、A：右眼、C：左眼）、スリット所見（細い光に

よる光学断面での角膜、水晶体の断面観察法、図 22、B）および蛍光観

察法所見である（詳細はページ 13 に記載）。いずれの観察方法でも異常

所見は認めない（図 22、D、E）。 
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図 22：細隙灯顕微鏡による電波ばく露前の所見 

 

正常の眼球には眼内に異物が侵入しないように血液と房水を産生する

毛様体にフィルターの役目をする血液房水柵があり、細胞成分は前述の

柵でろ過され、房水内には細胞、高分子蛋白は存在しない。眼部に障害

が発生し、房水柵が破綻すると前房内に炎症細胞やフレアと呼ぶ蛋白成

分が出現する。フレア・セルメーターは房水内のフレアを測定すること

により、眼内の炎症の程度を定量する装置である。本装置により、電波

ばく露で誘発された障害による眼炎症の程度を定量化する目的で本実験

を行った。 

測定は散瞳下に前房の上部隅角近辺（図 23、24 の測定部位に上と表示）、

瞳孔領中心よりやや下部（図 23、24、中）、下部隅角部近辺（図 23、24、
下）でフレア測定を行った。正常家兎（ばく露前）のフレア測定データ

を図 23、24 に示した。右眼の上部隅角近辺の測定値が 5.9±2.6 photo/sec.、
瞳孔領中心よりやや下部が 14.4±2.1 photo/sec.、下部隅角部近辺では

11.7±1.7 photo/sec.と瞳孔中央付近が最もフレア値が高く、次いで下部

隅角部近辺で、上部隅角近辺は瞳孔領中央の半分程度の値であった。一

方、左眼では、上部隅角近辺の測定値が 14.1±1.0 photo/sec.、瞳孔領中

心よりやや下部が 15.3±2.4 photo/sec.、下部隅角部近辺では 12.8±0.8 
photo/sec.であった。ばく露前の正常家兎の眼部でも測定部位によるフレ

ア値のばらつきを認めたことより、フレア測定により正常または経度の

炎症眼を明確に分離することは、困難であると考える。なお、本装置の

メーカーによる測定の推奨部位は、瞳孔領中央よりやや下部（図 23、24
のイラスト中部分）である。 
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図 23：フレア・セルメーターによるばく露前の眼球の測定（右） 

 

 
図 24：フレア・セルメーターによるばく露前の眼球の測定（左） 
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1.1.2. ばく露直後の観察 
40 GHz 600 mW/cm2 6分ばく露実験におけるばく露直後の眼所見を図

25 に示した。ばく露眼の瞳孔領下方は虹彩紋理（虹彩、いわゆる、茶目

の部分の模様）が、非ばく露眼の反対眼に比べて不鮮明になっていた（図

25A）。蛍光検査所見では、非ばく露眼には蛍光染色を認めない（図 25F）
のに対して、ばく露眼では緑色の瀰漫性蛍光染色部位を認めた（図 25E）。

スリット所見では、角膜上皮障害（図 25B 矢印）が明瞭に観察され、細

隙灯顕微鏡は角膜上皮障害の観察には有効であると考えられる。 
 

 
図 25：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の細隙灯顕微鏡所見 

 
上記の同一眼を EAS で撮影した所見を図 26 に示した。EAS は前眼部

の断面像を光学的歪みがない状態で、角膜前面から水晶体後面までを一

回の撮影操作で明瞭に撮影できる装置で、撮影画像を画像解析すること

により角膜および水晶体の障害の程度を定量できる装置である。蛍光励

起撮影（細隙灯顕微鏡に使用している蛍光検査と同じ方法による）によ

り、角膜上皮細胞障害のみの観察・定量が可能（図 26、蛍光励起撮影）

である。しかし、EAS の撮影画像は一断面像であり、角膜全体の角膜上

皮障害を把握できるわけではないことより、EAS による観察は細隙灯顕

微鏡観察を凌駕するものではない。 
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図 26：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の EAS 所見 

 
40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の眼球をフレア・セルメーターで

前房の上部隅角近辺、瞳孔領中心よりやや下部、下部隅角部近辺でフレ

ア測定を行ったデータを図 27、28 に示した。右眼の上部隅角近辺の測定

値が 234.4±303.0 photo/sec.、瞳孔領中心よりやや下部が 29.0±4.8 
photo/sec.、下部隅角部近辺では 27.0±12.6 photo/sec.と上部隅角近辺の

フレア値が異常な高値を示した。一方、左眼では、上部隅角近辺の測定

値が 16.3±0.9 photo/sec.、瞳孔領中心よりやや下部が 45.7±32.7 
photo/sec.、下部隅角部近辺では 20.9±8.1 photo/sec.と瞳孔領中心より

やや下部の値が最も高値であった。 
フレア値が最も高い値を示した測定部位はばく露眼の上部隅角部で、

瞳孔領中心下部隅角部のフレア値に大差はなかった。非ばく露眼のフレ

ア値は、瞳孔領中心付近の値が他の非ばく露眼の測定値より、高値であ

ったが、大差はなかった。電波ばく露が行われたのは、ばく露眼の瞳孔

領中央部であるので、異常なフレア値を示した部位とばく露位置は一致

していない。 
40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露中のサーモカメラによる温度分布（図

29）は、ばく露による高温の部分が角膜周辺に集中していることを示し

ている。ばく露直後の細隙灯顕微鏡による角膜上皮障害部位は、瀰漫性

角膜上皮障害が瞳孔領中央に分布している（図 25E、図 26：蛍光励起撮

影）。以上のことより、フレア測定によるばく露直後の炎症が上部隅角近

辺の値が最も高いというデータはアーチファクトの関与が考えられる。 
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図 27：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後のフレア測定値（右眼） 

 

 
図 28：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後のフレア測定値（左眼） 
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図 29：サーモカメラによる 40 GHz 600 mW/cm2ばく露中の角膜温度分布 

 
OCT は角膜から水晶体前面までの前眼部の断層を撮影する装置で、角

膜厚、前房深度、水晶体厚等を定量的に測定することが可能である。40 
GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の角膜中央部の厚みの測定値は、ばく

露眼が 0.45 mm であるのに対して、非ばく露眼の角膜厚は 0.33 mm と

明瞭に厚みの違いが明らかであった（図 30）。また、ばく露眼の角膜上皮

層には点状の障害部位が観察された。これらのことより、OCT による角

膜厚の観察は微細な角膜実浮腫の把握に有効であると考える。 
 

 
図 30：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の OCT 所見 

 
HRT は非侵襲的に角膜の前額断（図 31）の断層を観察する装置で、角

膜の上皮細胞層、実質層、内皮層が観察される（図 32）。 
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図 31：断層画像の方向 

 

 
図 32：HRT による角膜の断層像所見 

 
図 33 に 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の角膜上皮層から実質層

までの所見を示した。非ばく露眼の角膜上皮細胞（図 33A）所見に対し

て、ばく露眼（図 33B、C、D）は上皮細胞が剥離していた。ばく露眼の

障害は上皮層（図 33B、C）に止まらず、角膜実質層にも障害が及んでい

た（図 33D）。 
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図 33：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の HRT 所見（角膜上皮層～実質層） 

 
図 34 に 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の HRT による角膜内皮

層の所見を示した。非ばく露眼にみられる規則的な内皮細胞配列に対して、

ばく露眼では多少細部配列に乱れはみられるが、形態的にはそれほど障害

はないものと思われた。 
本 HRT 観察は角膜障害を細胞レベルで観察可能であるが、ヒト用に開

発された機器のため、家兎眼での撮影には非常に時間がかかり、ルーチン

的な観察には不向きであると考える。 
 

 
図 34：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露直後の HRT による角膜内皮層所見 
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1.1.3. ばく露１日後の観察 
 ばく露 1 日後の細隙灯顕微鏡による観察では、前眼部瞳孔領周辺の角

膜混濁（図 35A 矢印）および角膜実質浮腫（図 35B）を認めた。蛍光染

色では、角膜中央部に緑色の強い染色所見を認め、角膜上皮欠損を示し

た（図 35D）。 
 

 
図 35：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後の細隙灯顕微鏡所見 

 
EAS で上記の 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後の家兎を観察す

ると、ばく露眼の角膜中央部に混濁を示す異常散乱光が観察された（図

36）。EAS による蛍光励起撮影法では混濁部位のみの撮影が可能なため、

定量化が行えるが、細隙灯顕微鏡所見と比較すると情報量が少ないと考

える。 
 

 
図 36：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後の EAS 所見 
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40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後のフレア・セルメーターによる

測定を行ったデータを図 37、38 に示した。右眼の上部隅角近辺の測定値

が 40.6±22.2 photo/sec.、瞳孔領中心よりやや下部が 103.1±21.0 
photo/sec.、下部隅角部近辺では 91.5±9.6 photo/sec.を示した。一方、

左眼では、上部隅角近辺の測定値が 8.6±1.5 photo/sec.、瞳孔領中心より

やや下部が 27.0±37.8 photo/sec.、下部隅角部近辺では 8.2±2.8 
photo/sec.で瞳孔領中心よりやや下部以外の測定部位では、正常眼での値

を示した。 
 

 
図 37：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後のフレア・セルメータ

ー測定値（右眼） 
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図 38：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後のフレア・セルメータ

ー測定値（左眼） 
 

 OCT による 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後の角膜厚は瞳孔中

央部における実質浮腫により、非ばく露反対眼の 2 倍近い角膜厚を示し

た（図 39）。 

 
図 39：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後の OCT 所見 

角膜各層を HRT で観察した所見を以下に示す。細隙灯顕微鏡で観察し
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た角膜上皮細胞欠損部周辺の上皮細胞は、ばく露直後に見られた広範囲

にみられた上皮障害（図 33）に比べて、ばく露 1 日後には、上皮細胞の

再生が進んでいた（図 40）。 

 
図 40：HRT による 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後の角膜上皮

細胞所見 
 

 一方、角膜上皮細胞欠落部位周辺では、上皮細胞欠落部位（図 41、蛍

光染色像、＊印）を角膜形で角膜内皮細胞が不鮮明であった（図 41）。 
 

 
図 41：HRT による 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 1 日後の角膜内皮

細胞所見 
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1.1.4. ばく露 2 日後 
40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 2 日後には、ばく露翌日に認めた角膜

混濁の範囲が狭くなったのに伴い、角膜上皮細胞欠損部位（図 42＊印）

も縮小していた（図 42）。 
 

 
図 42： 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 2 日後の細隙灯顕微鏡所見 

 
細隙灯顕微鏡によるばく露 1 日後（図 35）とばく露 2 日後（図 42）の

比較では、角膜障害の推移が明瞭に把握できるが、EAS ではばく露 1 日

後（図 36）とばく露 2 日後（図 43）の相違が明らかではないことより、

細隙灯顕微鏡で明らかに捉えられる程度の障害にはEASの観察はあまり

効果的でないことが明らかとなった。 
 

 
図 43： 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 2 日後の EAS 所見 

32 
 



 
 OCT による 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 2 日後の角膜観察では、

ばく露 1 日後に認めた角膜浮腫（角膜厚 0.63 mm、図 39）が、ばく露 2
日後には 0.57 mm と浮腫が減退していることを定量的に捉えることが可

能であった。この所見は細隙灯顕微鏡観察でも捉えることは可能であっ

たが、OCT による観察は定量データが表示できる利点がある。 
 

 
図 44： 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露２日後の OCT 所見 

 
 フレア・セルメーターによる 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 2 日後

眼内炎症の程度を図 45、46 に示した。ばく露眼の右眼の上部隅角近辺の

測定値が 104.7±86.4 photo/sec. 、瞳孔領中心よりやや下部が

291.5±307.2 photo/sec.、下部隅角部近辺では 112.5±268.9 photo/sec.
を示した。一方、非ばく露眼の左眼では、上部隅角近辺の測定値が

16.8±19.0 photo/sec. 、瞳孔領中心よりやや下部が 435.2±447.9 
photo/sec.、下部隅角部近辺では 22.2±20.3 photo/sec.であった。 
フレア・セルメーターによる眼炎症の定量に関して、非ばく露眼の炎

症の程度（435.2±447.9 photo/sec.）が、ばく露眼（291.5±307.2 
photo/sec.）を上回る結果となり、本方法は家兎眼の実験において測定誤

差が大きいものと思われた。 
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図 45： 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露２日後のフレア値（右眼） 

 

 
図 46： 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露２日後のフレア値（左眼） 
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1.1.5. ばく露 4 日後 

 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の細隙灯顕微鏡所見を図 47 に

示した。眼部の炎症所見はほとんど消褪しているが、依然、小さな角膜

上皮欠損部位が観察された（図 47 矢印部分）。細隙灯顕微鏡は観察時に

前眼部観察法（図 47A、D）スリット観察法（断面像、図 47B、C）、蛍

光励起観察法（図 47E、F）等の種々の観察方法が可能である。前眼部観

察法で観察された上皮細胞の欠損部分（図 47A、C 矢印部分）が、スリ

ット観察法では角膜厚が菲薄化（図 47B 矢印部分）が捉えられている。 
 

 
図 47：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の細隙灯顕微鏡所見 

 

図 48 に EAS による 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の所見を

示した。細隙灯顕微鏡による蛍光検査で観察された小さな蛍光染色部分

（図 47E 矢印、スリット像：図 47B）と同等の障害部位が観察された（図

48A、C 矢印）。 
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図 48：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の EAS 所見 

 

 フレア・セルメーターによる 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後

炎症の程度を図 49、50 に示す。 

ばく露眼の右眼上部隅角近辺の測定値が 5.8±4.4 photo/sec.、瞳孔領中

心よりやや下部が 274.2±421.1 photo/sec.、下部隅角部近辺では 5.0±2.5 
photo/sec.を示した。一方、非ばく露眼の左眼では、上部隅角近辺の測定

値が 11.3±1.1 photo/sec.、瞳孔領中心よりやや下部が 118.2±260.5 
photo/sec.、下部隅角部近辺では 6.7±1.8 photo/sec.であった。 
フレア・セルメーターによる眼炎症の定量に関して、ばく露眼（274.2

±421.1 photo/sec.）、非ばく露眼の炎症の程度（118.2±260.5 photo/sec.）
ともに瞳孔領中心よりやや下部での測定部位（メーカーの推奨測定部位）

では、依然、強い眼内の炎症が残っていることを示すデータであった。 
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図 49：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後のフレア値（右眼） 

 

 
図 50：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後のフレア値（左眼） 
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 OCT による角膜厚測定では、非ばく露眼の対照眼の角膜厚が 0.33 mm
に対して、ばく露眼では 0.44 mm と依然、角膜浮腫が残っていることが

示された（図 51）。 
 

 
図 51：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の OCT 所見 

 

 図 52 に HRT による 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の角膜上

皮層の所見を示した。細隙灯顕微鏡による蛍光染色法により観察された

小さな障害部位（図 47E）の上皮細胞は観察されなかった（図 52A、＊

部分）が、その周辺には上皮細胞が確認された（図 52B、C、D、E）。 

 一方、内皮細胞層では、細胞の大小不同が見られるが、形態的にはさ

ほどの障害を認めなかった（図 53）。 
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図 52：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の HRT 所見（上皮層） 

 

 
図 53：40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露 4 日後の HRT 所見（内皮層） 

 

 40 GHz 600 mW/cm2 6 分ばく露による眼障害の推移をばく露前（正常

時）からばく露 4 日後までを種々の観察機器（細隙灯顕微鏡、フレア・

セルメーター、EAS、OCT、HRT）で所見を記録し、限られた観察時間

の中で効果的な観察機器の選択を試みた。その結果、細隙灯顕微鏡、OCT
が効果的であることが示された。HRT は非侵襲的に角膜の前額断（冠状

断）での観察が可能であるが、撮影に時間がかかり、ルーチン観察には

不向きであるが、電波ばく露による角膜障害発症時の角膜内皮細胞は、

少なくとも形態的には比較的正常性を保っていることが明らかとなった。 
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EAS は細隙灯顕微鏡と同等または同等以上の角膜の断面層が撮影可能

であり、撮影画像を画像解析することにより、蛍光染色部位の定量化も

可能であるが、種々の観察方法がある細隙灯顕微鏡を凌駕するものでは

なかった。 
 フレア・セルメーターにより眼内炎症の程度を定量的な測定を試みた

が、本装置は人眼用に開発された機器であり、測定部位のヒトの前房深

度は 4 mm 程度あるのに対して、家兎眼では半分の 2 mm 程度のために

測定誤差が大きく、データにバラツキが大きいことより、観察機器とし

てはふさわしくないと判断した。 
 
1.2.1. 95 GHz 家兎ミリ波ばく露眼障害モデル作成 
 図 54 に 95 GHz 200 mW/cm2 6 分ばく露前およびばく露終了 5 秒前の

サーモカメラで測定した家兎角膜表面温度の典型例を示した。ばく露開

始前の家兎角膜温度は 28.5℃で、角膜の表面温度は眼球結膜より低い温

度分布を示していた。一方、95 GHz ばく露により、角膜周辺部の温度が

上昇し、ばく露終了 5 秒前は 43.1℃に上昇していた（図 54）。家兎 8 羽

の平均角膜表面温度は 43.2±2.1℃であった。本実験で使用したばく露装

置の最大ばく露量である 220 mW/cm2 6 分ばく露による平均角膜表面温

度は 43.0±1.4℃（家兎 6 羽平均）で、200 mW/cm2ばく露と大差がなか

った。 

 
図 54：95 GHz 200 mW/cm2 6 分ばく露による眼表面温度変化 

 
 図 55 に 95 GHz 200 mW/cm2 6 分ばく露による典型的な眼障害の推移

を示した。ミリ波ばく露直後に瀰漫性の角膜の蛍光染色所見が観察され

た（図 55 直後、矢印）。 
ばく露 1 日後には、ばく露直後に認めた瀰漫性の角膜上皮障害は、一

部は治癒し、一部は小さな角膜欠損に移行していた（図 55、1 日後矢印）。

この角膜上皮欠損は、ばく露 2 日後には治癒し、蛍光染色部位は認めな

かった（図 55、ばく露 2 日後）。 
従来、ミリ波ばく露による眼障害誘発モデルでは、ばく露翌日には明

らかな角膜実質浮腫が起こる程度障害モデルを使用してきた（40 GHz[4]、
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60 GHz[5]）。それに対して、今回の 200 mW/cm2 6 分モデルでは細隙灯顕

微鏡検査（図 55）および OCT 検査（図 56）でも角膜の浮腫は観察されな

かった。OCTによる角膜厚の測定では、ばく露直後にばく露眼角膜厚が0.27 
mm、非ばく露眼が 0.30 mm と若干左右差を認めたが、それ以降のばく露

1 日後、2 日後には、ばく露眼、非ばく露眼の差は認めなかった（図 56）。 
本実験のばく露装置の最大ばく露量である 220 mW/cm2 6 分ばく露を 5

羽の家兎に対して行ったが、220 mW/cm2 6 分ばく露による眼障害は 200 
mW/cm2 6 分と大差がなかった。ばく露強度をこれ以上増強することが不

可能なことより、ばく露時間を延長することにより、角膜浮腫が生じる程

度の眼炎症の誘発を試みた。 
 

 
図 55：95 GHz 200 mW/cm2 6 分ばく露による眼障害の推移 
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図 56：95 GHz 200 mW/cm2 6 分ばく露による角膜厚の推移 

 
 図 57 に 95 GHz 200 mW/cm2 10 分ばく露による眼障害の推移を示し

た。ばく露直後にみられた瀰漫性の角膜上皮障害（図 57、ばく露直後、

矢印）は 200 mW/cm2 6 分ばく露モデル（図 55）と大差はないが、ばく

露 1 日後には明らかな上皮欠損を認め、角膜混濁も観察された（図 57 矢

頭）。ばく露 2 日後には、角膜混濁や角膜上皮障害も消失していた。 
 

 
図 57：95 GHz 200 mW/cm2 10 分ばく露による眼障害の推移 
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 角膜厚から 95 GHz 200 mW/cm2 10 分ばく露による眼障害の推移をみ

ると、ばく露直後には、ばく露による温度上昇や乾燥によりばく露眼の

角膜厚は減少するが、ばく露 1 日後には実質浮腫が生じる。しかし、こ

の角膜浮腫もばく露 2 日後は殆ど正常値に近づき、ばく露 3 日後には完

全に正常に戻る（図 58）。 
 以上より、95 GHz ばく露による眼障害モデルについて、200 mW/cm2 
10 分ばく露により、再現性ある眼障害が誘発された。 

 
図 58：95 GHz 200 mW/cm2 10 分ばく露による角膜厚の推移 

 
2. 眼障害を指標にした 96 GHz ばく露による障害発生閾値検索 

2.1 95 GHz 6 分ばく露モデル 
2.1.1. 95 GHz 100 mW/cm2 6 分ばく露モデル 
我が国のミリ波の防護指針値は 6 分間平均のばく露量で定められてい

る。95 GHz 100 mW/cm2を家兎の片眼に 6 分ばく露を 6 羽に行った。 
図 59 に代表的な眼障害の推移を示した。OCT による角膜厚の詳細な

検討結果を図 60 に示した。細隙灯顕微鏡観察および OCT による角膜厚

測定において、95 GHz 100 mW/cm2 6 分ばく露による眼障害は、実験家

兎 6 羽全例において、ばく露直後およびばく露 1 日後のどちらも認めな

かった。 
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図 59：95 GHz 100 mW/cm2 6 分ばく露による眼障害の有無 

 
 

 
図 60：95 GHz 100 mW/cm2 6 分ばく露による角膜厚の推移 

 

2.1.2. 95 GHz 50 mW/cm2 6 分ばく露モデル 
 95 GHz 50 mW/cm2 6 分ばく露実験を 3 羽の家兎で眼障害発生の有無

の検討を行った。細隙灯顕微鏡所見および OCT 所見より、3 羽全例とも

眼障害は認めなかった。 
 以上より、95 GHz 6 分ばく露による眼障害発生閾値は 200-100 
mW/cm2 の間にあることが明らかとなった。 
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図 61：95 GHz 50 mW/cm2 6 分ばく露による眼障害の有無 

 

 
図 62：95 GHz 50 mW/cm2 6 分ばく露による角膜厚の変化 

 
2.2. 95 GHz 10 分ばく露モデル 

2.2.1 95 GHz 100 mW/cm2 10 分ばく露 
 95 GHz 100 mW/cm2 10 分ばく露による眼障害発生の有無を 4 羽の家兎

で検討した。その結果、4 羽中 2 羽の家兎がばく露直後に瀰漫性角膜上皮障

害を発症した（図 63、ばく露直後、矢印）。眼障害を発症した 2 羽のばく露

1 日後の観察において、角膜上皮障害の残存を認めた（図 63、ばく露 1 日

後、矢頭）。眼障害を認めた家兎の角膜厚はばく露 1 日後には浮腫により、
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肥厚していた（図 63）。 

 

 
図 63：95 GHz 100 mW/cm2 10 分ばく露による眼所見 

 

 
図 64：95 GHz 100 mW/cm2 10 分ばく露により眼障害を示した家兎の 

角膜厚所見 
 

2.2.2 95 GHz 50 mW/cm2 10 分ばく露 
 95 GHz 50 mW/cm2 10 分ばく露を 5 羽の家兎にばく露した。5 羽中 3 羽

はばく露直後に瀰漫性角膜炎を発症した。この瀰漫性の角膜上皮障害は一

過性のもので、ばく露翌日には消失していた。ばく露直後に角膜上皮障害

を発症しなかった 2 羽中 1 羽はばく露翌日にも正常性を維持したが、もう 1
羽は角膜上皮障害を発症した。図 65 にばく露翌日に角膜障害を発症した家

兎の推移を示した。ばく露直後の蛍光染色検査では明らかな染色部位は観

察されなかったが、スリット検査では、角膜の一部に菲薄化した部位を認
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めた（図 65、ばく露直後、矢印）。ばく露 1 日後の観察では、菲薄化を認め

た部位と一致した場所に蛍光染色を認め、スリット像観察により、角膜の

一部菲薄化および上皮欠損が観察された（図 65、ばく露 1 日後、矢印）。 
 

 
図 65：95 GHz 50 mW/cm2 10 分による角膜障害発生例 

 
2.2.3 95 GHz 10 mW/cm2 10 分ばく露 
 50 mW/cm2 10 分ばく露実験において、5 羽中 2 例の家兎が角膜障害を

発症したので、10 mW/cm2 10 分ばく露の実験を計画した。しかしながら、

今回使用中のばく露装置のアンプの構造上、低ばく露量での使用につい

ては、正確度に不安があるため、ばく露量を 15 mW/cm2に設定すること

により、少なくとも 10 mW/cm2をカバーすることとした（首都大からの

指示による）。 
 95 GHz 10 mW/cm2 （設定は 15 mW/cm2）ばく露は 4 羽の家兎に施

行した。その結果、4 羽中 3 羽はばく露直後、ばく露 1 日後ともに正常性

を維持していたが、4 羽中 1 羽は、ばく露直後の観察で瞳孔領中央部分に

角膜上皮障害所見（図 66A、矢印）、蛍光染色所見（図 66B、矢印）、角

膜の一部に菲薄化所見（図 66C、矢印）が観察された。 
 前述のように、本 95 GHz ばく露装置は、低ばく露時での出力の安定

性に問題があるため、95 GHz 10 分ばく露モデルによる眼障害発生閾値

は 50-10 mW/cm2間にあるとし、来年度の検討において、50-1 mW/cm210
分ばく露の詳細な検討を行いたい。 
 ミリ波ばく露時間については、前述のように我が国の電波防護指針[6]
が 6 分間の平均をとるため、ばく露時間の基準を 6 分間に設定した。し

かしながら、今回の 95 GHz ばく露装置の出力の限界が 220 mW/cm2で

あったので、200 mW/cm2ばく露実験と眼障害の出現程度を指標に比較検
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討したところ、両者に大差はなかった。そこで、ばく露時間を延長する

ことで、従来の検討（40 GHz[4]、60 GHz[5]）での眼障害と同等の障害

を誘発するばく露条件を設定した。その結果、95 GHz 200 mW/cm2 6 分

ばく露モデルと 10 分モデルでは、発症した眼障害の重篤度が異なること

が明らかとなった。来年度以降の検討において、10 分以上のばく露時間

の検討が必要であると考える。 

 
図 66：95 GHz 10 mW/cm2 10 分による角膜障害発生例 

 
3. 95 GHz ばく露による眼内での熱輸送の検討 
 ミリ波帯は一般的には、組織表面で吸収される[1]とされているが、眼表

面に位置する角膜で吸収されたミリ波が熱を発生し、その熱が眼内でどの

ような熱輸送が生じているのかを検討する目的で、温度により色調が変化

する感温液晶カプセル（以下、MTLC と略す）を前房内に注入後に電波を

ばく露して検討した。 
 正常時の眼内では温度の勾配があり、報告者の家兎 120 眼の測定データ

では、角膜平均温度は 37.2℃で、水晶体平均温度は 37.4℃である。そのた

め、通常の状態でも温度勾配により、房水は温度が高い水晶体側から立ち

上がり上部隅角に向かうと、角膜で冷却されて下降するというような生理

的対流があるものと考える。 
図 67 に 95 GHz 200 mW/cm2ばく露による眼内での熱輸送の検討結果を

示した。周波数の相違による電波の眼内での到達距離に相違（いわゆる、

skin depth）があることより、昨年施行した 40 GHz のデータ[4]と比較し

た。水晶体側から立ち上がり、角膜側で下降する生理的な房水の対流は、

ばく露開始により、角膜側から立ち上がり、虹彩、水晶体側で下降する生

理的対流とは逆向きの方向に対流が変化した。MTLC の色調変化が観察さ

れる時間で 40 GHz と 95 GHz を比較すると、40 GHz ではばく露開始 3 秒

でMTLCの色調変化を認めたのに対し、95 GHzでは 10秒を要した。また、

ばく露開始後にみられた MTLC の色調変化部位の厚さに関して、40 GHz
は角膜厚の 2-3 倍の領域に対して、95 GHz ばく露による MTLC の変色領

域は角膜厚以下の領域であった（図 67）。角膜直下と水晶体前面の MTLC
の色調が一致する時期で 40、95 GHz を比較すると 40 GHz は、ばく露開

始 20 秒で前房全体の MTLC の色調が変化しており、瞳孔中央より上半分
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は寒色系色調（温度換算：39-45℃）であった（図 67、40 GHz 20s）。一方、

95 GHz ばく露では、ばく露開始 40 秒で角膜直下と水晶体前面の MTLC の

色調がほぼ同じになったが、瞳孔中心より下半分の MTLC は全く色調の変

化がみられなかった。MTLC の色調は 42℃以上を示す青色が主体であった

（図 67、95 GHz 40s）。 
以上より、95 GHz ばく露は、非常に限局した部位に吸収、発熱するため

に、熱輸送にはある程度の時間がかかるが、熱の分散が少なく、高温を保

ったままの熱が虹彩、水晶体へと輸送されることが示唆された。 
 

 
図 67：40 GHz、95 GHz 200 mW/cm2 ばく露による眼内での熱輸送 

 
4.  95 GHz ばく露による水晶体障害の有無の検討 

 MTLC を用いた眼内での熱輸送解析の結果、角膜直下と同等の温度の熱

が房水の対流によって、水晶体前面に輸送されていることが、明確となっ

た。この熱輸送によって水晶体に障害は発生しているか否かを水晶体上皮

伸展標本を観察することで検討を行った。 
 図 68 は 95 GHz 100 mW/cm2 10 分ばく露の症例であるが、増殖期の細

胞が観察される。本増殖期の細胞は、40 GHz 300 mW/cm2 30 分ばく露の

症例で認めたもの[4]と同等である。また、今回の検討で増殖期の細胞は、

100 mW/cm2 6 分ばく露群では、6 例中 3 例、100 mW/cm2 10 分ばく露群

では、4 例中 3 例、50 mW/cm2 10 分ばく露群では、5 例中 2 例、10 mW/cm2 
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（ばく露設定値は 15 mW/cm2）10 分ばく露群では、4 例中 1 例に確認され

た。非ばく露対照眼において、赤道部から増殖帯までの領域以外で、同様

の増殖期の細胞を認めた例はない。 
水晶体上皮細胞は水晶体赤道部周辺の「増殖帯」と呼ばれる部位でのみ

分裂することが知られている[10]。今回観察された増殖期の細胞を観察した

部位は、病理標本上での検討であるので正確さには欠けるが、水晶体半径

の中央付近であり（図 68A）、通常の状態では、増殖期の細胞は観察されな

い。 
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 週間で紫外線照射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]と報告している。 

電波ばく露による水晶体上皮障害の報告は、60 GHz の 1,898 mW/cm2 6 分

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の細胞を

観察したと報告している[5]。 
白内障が発症する温度について、Guy らは 41ºC と報告している[12]。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、ばく露開始直前が

30.3℃で、ばく露終了 5 秒前の角膜表面温度が 37.2℃であった。角膜表面

温度から類推すると、角膜で吸収し、発熱した熱が水晶体前面に輸送され

た結果、熱変性により水晶体上皮細胞が死亡し、その細胞死を修復する過

程で分裂期の細胞が出現したとの説明は難しい。しかし、一方では、サー

モカメラでの温度計測は表面のみの測定で、95 GHz の組織浸透深度の 0.31 
mm （家兎の角膜厚 0.37-0.42 mm）を考えると、角膜内部で局所的な温度

上昇があり、この温度上昇はサーモカメラでは捉えられていない可能性も

ある。事実、MTLC の色調による検討では、角膜直下の MTLC の色調は青

色で、温度換算では 40-42 ℃に相当し、この青色 MTLC が水晶体前面まで

輸送されている。 
今後、温度測定の方法を含めて、慎重にこれら水晶体障害の有無につい

て検討する必要がある。 
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図 68：95 GHz 100 mW/cm2 10 分ばく露による水晶体上皮伸展標本 

図 68A の上部は赤道部で、下部は瞳孔領中央部 
 

5.  環境の湿度・気流と眼障害の関連についての検討（40 GHz） 
5.1. 眼内温度測定による気流と眼障害の関連 

5.1.1. 150 mW/cm2ばく露による風（0.5 m/s）の影響 
 気流と眼障害の関連を検討する目的で、種々の眼組織（角膜中央部、

角膜中央部より 3 mm 上方、水晶体前皮質部の 3 測定点）に蛍光式温

度計を装着した家兎の眼球に 40 GHz 150 mW/cm2の電波をばく露し、

気流（0.5 m/s）の有無による眼組織の温度変化を比較検討した。図 69
に 2 家兎での温度測定の平均データを示した。0.5 m/s の風を眼球に当

てることにより、角膜中央、角膜中央より 3 mm 上方、水晶体の温度

ともに 3℃程度低下することが明らかとなった。図 69 はばく露開始後

に風を当てたが、風を当ててからばく露する等の条件を変えての実験

も行ったが、ほぼ同じ傾向を示し、眼障害発症閾値程度のばく露では、

0.5 m/sの風によりミリ波ばく露による影響が軽減されることが明らか

となった。 
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図 69：40 GHz 150 mW/cm2＋気流（0.5 m/s）の有無 

 
5.1.2. 400 mW/cm2ばく露による風（0.5 m/s）の影響 
 40 GHz 400 mW/cm2 ばく露により、角膜中央、角膜中央 3 mm 上方、

水晶体前皮質の温度上昇を認めた（図 70）。送風前の角膜の 2 か所での測

定部位はともに眼内温度が 45℃程度に上昇したが、0.5 m/s の送風後に

2-3℃程度低下したが、依然、43℃前後を維持していた。以上より、眼障

害発生閾値を超える高強度のばく露では 0.5 m/s の気流による放熱効果

は期待できないことが示唆された。 
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図 70：400 mW/cm2ばく露による風（0.5 m/s）の影響 

 
5.2. 眼障害を指標にした気流（0.5 m/s）の影響 

 40 GHz 400 mW/cm2 ばく露では、0.5 m/s の風による放熱作用は期待

できないことが示唆されたので、眼障害モデルを使用して風の効果の確

認の実験を行った。 
 図 71 に 40 GHz 400 mW/cm2 6 分ばく露に 0.5 m/s の送風による放熱

効果の結果を示した。ばく露直後に瀰漫性の上皮障害を発症し、ばく露

翌日には角膜浮腫および角膜上皮欠損を示し、40 GHz 眼障害モデル[4]
の眼障害の推移と一致したことより、ばく露閾値以上の高強度ばく露で

は、0.5 m/s の風による放熱効果は認めないことが明らかとなった。 
 

 
図 71：400 mW/cm2ばく露による眼障害と風（0.5 m/s）の影響 
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5.3. 環境湿度と眼障害の関係

5.3.1 眼内温度を指標とした湿度の影響 
40 GHz 150 mW/cm2 ばく露による角膜中央、角膜中央 3 mm上方、

水晶体前皮質の眼内3か所の温度上昇を湿度30％台と60％台で比較検

討した（図 72）。眼内温度を指標にした検討では、湿度の相違による明

らかな温度差は認めなかった。

今回の高湿度として設定した 60％は我が国の夏場での湿度と比較す

ると低いものである。しかしながら、ばく露装置等の使用湿度には限

界があり、ばく露室全体を高湿度による今回の実験設定では、ばく露

装置を破損する危険性がある。

 次年度以降に、さらに高湿度の条件での検討法を考案し、実験を行

う予定である。

図 72：150 mW/cm2ばく露による眼内温度と環境湿度の影響 

5.3.2 眼障害を指標とした湿度の影響 
湿度の相違によるミリ波ばく露による眼障害の影響について、40 GHz 

400 mW/cm2 6 分ばく露モデルを使用して、湿度 40%または 60％での眼

障害相違を比較検討した。非ばく露対照眼は湿度の相違による角膜上皮

障害はなく、ばく露眼の表面温度の湿度による明らかな差はなかった。

図 73 にばく露眼の眼障害の典型例を示した。湿度 40％での 400 mW/cm2 
6分ばく露は、同ばく露を湿度60％での環境でばく露を行ったときより、

眼障害が強く出る傾向を認めた。この差の原因として、低湿度による、

いわゆるドライアイの状態の角膜に 400 mW/cm2のばく露による温度上

昇が加わったことにより、湿度 60％の環境より重篤な影響が出たものと

考えたい。
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図 73：40 GHz 400 mW/cm2 6 分ばく露と湿度の関連 

 
Ⅴ まとめ 
  
1）95 GHz 200 mW/cm2 6 分ばく露により、眼障害を誘発することが可能であ

ったが、ばく露翌日には治癒する一過性のものであった。 
2）95 GHz 200 mW/cm2 10 分ばく露より、従来報告してきたミリ波ばく露によ

る眼障害と同等なモデルが作成できた。 
3）上記モデルを用いて、眼障害発生閾値検索を行った結果、50-100 mW/cm2 の

範囲内に閾値があることが明らかとなった。 
4）感温液晶カプセル（温度により色調を変化させる粒子）を房水内に注入する

ことにより、ミリ波ばく露中の眼内の熱輸送動態について、検討した結果、

95 GHz ばく露は非常に局所的な熱輸送が角膜直下から虹彩、水晶体前面に

輸送されるため、ばく露開始 10 分程度の時間は必要であるが、角膜直下と

ほぼ同じ温度の熱が、虹彩や水晶体前面に輸送されることにより、他の低周

波のミリ波より、強い眼障害が誘発されることが示唆された。 
5） 室温 24℃、湿度 40％以下または湿度 60%以上の条件で眼障害の発生閾値を

比較したところ、低湿度では、いわゆるドライアイの状態でミリ波ばく露に

よる熱障害が加わることで、湿度 60%以上よりも若干強い眼障害が出現す

るが、防護指針に影響を及ぼす程度のものではなかった。 
6） 電波ばく露のよる眼障害発生閾値と気流（0.5 m/s、労働安全基準 0.5 m/s

以下）関連について検討を行った結果、眼障害発生閾値前後では、気流によ

り眼部の放熱が促進され、眼障害発生閾値が低下した。一方、防護指針値以

上の高強度ばく露では、本実験条件では、障害の低減作用は認めなかった。 
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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２４年度は以下の項目に関して研究開発を実施した．	 

1. ミリ波帯動物用ばく露装置の開発および保守・ばく露管理

75GHz 動物実験用ばく露装置の開発を行った．開発においては来年度の時間依存性実

験のために，ばく露による温度上昇の特性を測定した．また，前年度開発した 95GHz 動

物実験用ばく露システムを金沢医科大学に設置し，ばく露実験において適正なばく露強

度で運用できるようにばく露管理を行った．また環境の湿度・気流と眼障害の関連につ

いて検証する実験のために，40GHz の動物実験用ばく露システムの保守と適正なばく露

強度で運用できるようにばく露管理を行った．	 

2. 細胞用ばく露装置の開発とばく露評価

前年度開発したばく露装置(60GHz)以外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った．周波数としては 60GHz より低い周波数を選

定し 40GHz とした．そして，40GHz において細胞ばく露実験が行える装置を数値解析に

より設計し，実装を行った．	 

細胞実験を生物学的立場から集中的に実施する次年度以降に向けて，また前年度まで

に開発した細胞用ばく露装に基づいて，60GHzのばく露システムを京都大学に設置した．

システムの開発には取り扱いを容易に，しかも安定に動作するように，配慮を行った．	 

（以下、首都大学東京　受託分）
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3. ドシメトリによる眼障害閾値の考察（100	 GHz-300	 GHz の電磁界解析の検討）

本年度は100GHz以上300GHzまでのミリ波帯域でばく露評価が行える解析手法に関し

て検討した．検討した点は主にシミュレーションに使用する電気定数の決定方法と数値

計算手法の２点である．100GHz 以上の生体組織の電気定数のデータは現状で不足して

おり，本研究ではその予備的検討として眼部組織の電気定数の測定手法について100GHz

以下の領域で測定の可能性を検証した．また文献からの理論的な電気定数の決定方法を

具体的に検討した．数値計算手法としては 100GHz 以上の解析における問題点を考察し，

それを克服するための陰的 FDTD 法の適用について提案を行った．	 

4. ドシメトリによる眼障害閾値の考察（熱解析による考察）

熱解析による考察として今年度は熱輸送シミュレータの開発を行った．これは眼部で

の温度上昇と眼傷害との関係性を評価するため，温度上昇を精密に計算できるシミュレ

ータが必要だからである．シミュレータの開発は前年度行った基礎検討の結果に基づき，

熱伝導だけではなく対流の効果を考慮したシミュレータを開発した．シミュレータを用

いて解析を行った結果，入射電力の強度に依存して，熱輸送の形態に変化がみられた．

これは前年度行った実験的検討と矛盾しない結果であった．	 

5. ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験

次年度京都大学で本格的に開始される細胞ばく露実験について，安定なばく露が行え

る事を確認する為に，基本的な細胞ばく露実験を行った．細胞の基本動態に対するミリ

波ばく露の影響を細胞の生存率で評価を行い，首都大学東京で開発した細胞用ばく露装

置が安定に動作する事を確認した．また角膜上皮培養細胞に対して温度ばく露実験を行

い温度変化に対する細胞の生存率について予備的な検討を行った．この予備的検討の結

果から，温度ばく露による生存率のデータ取得は，今後数値ドシメトリと連携して閾値

推定のシミュレーションの基本データとして利用できそうである事が確認できた．	 
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Ⅱ	 研究目的	 

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年度において首都大学東京では以下の項目を目的とし，研究開発を行った．	 

1.ミリ波帯電波ばく露装置の開発とばく露評価

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

・75GHz 動物実験用ばく露システムとして時間依存性実験を行えるシステムを開

発する．

・95GHz 動物実験用ばく露システムの保守を行い，動物ばく露実験を適正な条件

で実施できるようにばく露管理を行う．	 

2) 細胞用ばく露装置の開発とばく露評価

・40GHz 細胞用ばく露装置の開発を行う．

・細胞生物学の研究者が運用可能な 60GHz ばく露実験システムを京都大学に構

築する．
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2.ドシメトリによる眼障害閾値の考察	 

1)ミリ波帯電波ばく露に関する電磁界解析	 

・100GHz-300HGz のミリ波帯のばく露評価のための電磁界解析手法の検討を行い，

実現可能な解析手法を検索する．	 

2) 熱解析による考察	 

・前眼部の複雑な組織構造と前房水の対流熱輸送を考慮した熱輸送シミュレー

タの開発を行う．	 

	 

3.ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験	 

京都大学において次年度以降，細胞ばく露実験を安定に行える事を確認するため，

60GHz の細胞用ばく露装置を用いて基本的な細胞実験を行う．	 
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Ⅲ	 ミリ波帯電波のばく露装置開発とばく露評価	 

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	 

1.1	 ７５ＧＨｚ動物実験（時間依存性実験）用ばく露システムの開発	 

図Ⅲ̶１にばく露システム開発におけるのブロックダイアグラムを示す．信号発生器

は周波数 75.48GHz，最大出力 2W を発信する仕様である．また，出力されたミリ波は

サーキュレーター，双方向結合器を経て，アンテナから放射される．ミリ波照射のター

ゲトとしては自立できる硬度の寒天ファントムを用いた．サーキュレーターは予期せぬ

アンテナからの反射電力から信号発生器を保護するために使用される．双方向結合器に

は２つのパワーセンサーが接続されておりアンテナへの入射電力と反射電力をモニタ

ーできるシステムになっている．本研究では，角錐ホーンアンテナ(Millitech SGH-10-RP000， 

gain: 24dBi)と切り離し矩形導波管の２つを用いてばく露装置の検討を行った．角錐ホーン

アンテナを用いる場合，ファントムとアンテナとの距離は d=125mmとした．また，切

り離し導波管を用いた場合ファントムまでの距離は d=15mmとした．図Ⅲ̶２にホーン

アンテナ使用時のばく露システムの写真を示す． 

ばく露装置開発において，ばく露時のファントム表面の温度分布を赤外線サーモカメ

ラにより測定した．図Ⅲ̶３，Ⅲ̶４に赤外線サーモカメラによる測定例を示す． 
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図Ⅲ-１	 75GHz ばく露システムのブロックダイヤグラム	 

 

 

 
図Ⅲ-2	 ばく露システムの概観	 
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d
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図Ⅲ-3	 角錐ホーンアンテナ使用時のファントム表面の温度分布	 

	 

	 

	 

	 

図Ⅲ-4	 切り離し導波管使用時のファントム表面の温度分布	 
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赤外線サーモカメラを用いて最も温度が高い点の温度上昇の時間発展を記録した．そ

の結果を図Ⅲ̶５，Ⅲ̶６に示す．これらの図において青のマーカーは波源の最大パワー

でばく露した場合の結果であり，赤のマーカーは最大パワーの半分の値でばく露した場

合の結果である．測定データのフィッティングを式(1)の様な指数関数を用いて行い，

時定数と最大温度上昇を推定した． 

!T = T0 (1" exp("t / ! ))   (1) 

図Ⅲ̶５，Ⅲ̶６の緑の曲線はフィッティングを行った結果である．フィッティングに

より推測したT0 and ! の値を表Ⅲ̶１に示す． 

 

 

 

図Ⅲ-５	 ホーンアンテナ使用時の温度上昇の時間発展 
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図Ⅲ-６	 切り離し導波管使用時の温度上昇の時間発展	 

	 

	 

表Ⅲ̶１	 フィッティングによる到達温度と時定数の推定	 

 T0 [C] ! [sec] 

Horn antenna (Maximum power) 3.0 84 

Horn antenna (Half power) 1.5 58 

Truncated waveguide (Maximum power) 3.7 73 

Truncated waveguide (Half power) 1.8 56 
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2.細胞用ばく露装置の開発とばく露評価	 

2.1	 40GHz 細胞用ばく露装置の開発	 

前年度開発ばく露装置(60GHz)以外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う．60GHz より低い周波数として 40GHz を想定し，そ

の周波数帯での細胞ばく露実験を行うために必要となる．	 

	 

2.1.1	 40GHz	 細胞用ばく露装置の構造について	 

このばく露装置では，ミリ波の導波路の 1つである，ポスト壁導波路を用いたばく露

装置を構成している．ポスト壁導波路は基板の金属層による平行平板と，メッキされた

ビアホールにより構成される．そのビアホールの間が導波路となる．図Ⅲ－７にそのポ

スト壁導波路を使用したばく露装置のモデルを示す．図Ⅲ－７左がばく露装置の上から

見た図となる．培養容器の大きさまでミリ波を拡散するため，円盤周囲の給電導波路よ

り結合窓を介して給電を行う円盤型ポスト壁導波路を構成している．給電導波路の内側

には平行平板がある．その基板銅はく面のメッシュ状結合窓を介して，図Ⅲ－７右の横

から見た図のように，基板からの漏洩波と培地内の細胞が結合する．以上のように細胞

はミリ波によってばく露される．	 

	 

図Ⅲ̶７	 ばく露装置のモデル	 
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2.1.2	 40GHz 細胞用ばく露装置のばく露評価	 

数値計算により，ばく露装置のばく露評価を行った結果を示す．細胞の接着している

位置である，培地内底面での電界分布は図Ⅲ－８のようになった．培地内底面全体がば

く露されていることが確認された．また，培地内底面での電磁界強度，SAR，電力密度

の空間分布から算出した各統計量を表Ⅲ－２に示した．電界分布の相対標準偏差 37	 %は

比較的均一性の基準値に近い値である．入力電力に対して培地で吸収される電力の率で

ある，ばく露効率は約 70	 %であった．図Ⅲ̶１０に実際に開発したばく露装置の外観を

示す．京都大学での細胞実験を行うために，来年度にばく露システムの設置を行い，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Ⅲ-８	 培地内底面での電界強度の計算結果	 
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図Ⅲ-９	 培地内底面での電界強度の計算結果	 

	 

	 

表Ⅲ-２	 入力電力 1	 W 時の培地内底面における各統計量の計算結果	 
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図Ⅲ̶１０	 ４０GHz 細胞用ばく露装置を試作したもの	 

2.2	 京都大学での６０GHz ばく実験システムの構築	 

京都大学において，細胞実験を生物学的立場から集中的に実施する次年度以降に向け

て，共同研究者である宮越順二京都大学特定教授の研究室での使用を考慮し，取り扱い

を容易に，しかも安定に動作するように，細胞用ばく露装置および曝露システムの構築

を行うものである．周波数は，これまでの実績を踏まえて６０GHz とする．	 

	 

2.2.1	 ばく露実験システムの構成	 

京都大学での細胞実験を行うために，昨年度細胞用６０GHz ばく露装置を開発し，そ

の特性について調べた．今年度は開発したばく露装置を京都大学に設置した．宮越研究

室のインキュベータ内へばく露装置を設置して，インキュベータ外にはばく露システム

を構成する機器の設置作業を行った．図 1 にはばく露システムのブロック図を示した．

また，各機器の詳細は表Ⅲ－３に示した．波源は６０GHz	 逓倍器を用いた．波源の出力

は外部の DC 電源により制御される．電力の測定にはパワーメータを用いた．パワーメ

ータは，方向性結合器	 (	 結合度-20	 dB	 )とパワーセンサを介して接続される．二回目

の京都大学でのばく露システム設置作業により，装置の一時的な固定が行われた．現在

は図Ⅲ̶１２のように，ばく露システムの設置が完了した．今後は自然災害や不慮の人

身事故による配置ずれを防ぐために，さらに強固な固定方法を検討する．	 

 

図Ⅲ－１１	 ばく露実験システムのブロック図	 

 



 

   
  14  

 

図Ⅲ－１２ ばく露システムの配置 

 

表Ⅲ－３  ばく露システムの各機器の詳細 

デジタルマルチメータ Agilent U3401A 

パワーメータ Agilent E4419B 

波源&DC電源① Virginia Diodes， inc. 

DC電源② TEXIO PA36-1.2B 

CO2インキュベータ ヤマト科学 IT400 

 

2.2.2  ばく露実験システムの特性評価 
ばく露システム設置後，ばく露システムが正常動作するか確認を行った．ミリ波発

振源を動作させた結果，予想される出力電力値を安定して計測することができた．波源

の出力を制御している，DC 電源②が 0	 V のときに最大 700	 mW	 出力されていることを確

認した．細胞が接着する培地内底面での出力を確認するため，蛍光式光ファイバー温度

計を使用して，ばく露中の培地内底面の温度上昇を測定した．その結果，ばく露開始後

約 20 分間で電磁エネルギーの吸収に起因したものと考えられる温度上昇が確認された．	 
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2.2.3  ばく露システムの保守管理方法 
ばく露を保守管理する手順として，入力電力計測用パワーセンサ・パワーメータの

校正手順を下記に示す．この手順により，ばく露システムへの入力電力が正確に測定さ

れる．	 

1 パワーセンサと方向性結合器先の方形導波管の接続を外す	 

2 パワーセンサの同軸コネクタ部をパワーメータの POWER	 REFの同軸コネクタ部へ取

り付ける	 

3 パワーセンサをパワーメータに取り付けている状態にしたまま，スイッチ①を押し，

次にスイッチ②を押し，最後にスイッチ③を押す．この手順により，パワーセンサ

の校正が行われる	 

4 再度パワーセンサをパワーメータに取り付けている状態にしたまま，スイッチ①を

押した後，スイッチ③を押して，パワーメータの電力表示に関して zeroing が行わ

れる	 

5 パワーメータからパワーセンサを取り外す	 

6 パワーセンサを方向性結合器の先の方形導波管の接続を外す	 

 

 

 

図Ⅲ－１３	 パワーメータのパワーセンサ取り付け部	 (	 POWER	 REF	 )，	 

および各スイッチの配置	 
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②
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③Zero A or Cal 
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さらに，ばく露システムの起動操作の手順を下記に示す．	 

1. パワーセンサの電源をつける	 

2. パワーセンサの校正・Zeroing を行う	 

3. マルチメータの電源つける	 

4. 出力電圧のつまみが左回しに絞られて，0	 V となっていることを確認して，DC

電源②のスイッチをつける	 

5. DC 電源①のスイッチをつける	 

6. 10 分間ヒートランする	 

7. DC 電源②の出力電圧を 8	 V	 (最大でも 10	 V)程度まで上げる	 

8. 培養容器を電波ばく露用，偽ばく露用のばく露装置へ配置する	 

9. DC 電源②の出力電圧を下げて，所望のばく露条件となる電圧値にセットする

(ばく露開始)	 

 

図Ⅲ－１４ 各電源スイッチの位置 

	 

各電源スイッチ 
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Ⅳ	 ドシメトリによる眼障害閾値の考察	 

1.	 １００GHz~３００GHz の電磁界解析の検討	 

1.1	 １００GHz 以上の EMF 計算手法開発の検討	 

100	 GHz 以上の電磁界析の検討を行うにあたり，高い周波数領域において生体材料を

取り扱う事から解析手法についての検討が必要となる．光領域にける電磁界解析手法に

は幾何光学的な近似が用いられるが，幾何光学的な近似は電磁波が伝搬する媒質が低損

失であることを前提とする近似であるため，生体材料のように損失が大きい媒質中の計

算には適さない．従って 100	 GHz 以下の領域において解析手法として用いられてきた

FDTD 法のような波動解析的な手法を用いる事が必要となる．波動解析的な手法として

FDTD 法を用いる場合，100	 GHz 以上の高い周波数を扱うためにいくつか問題点が発生す

る．そこで我々は 100	 GHz 以上における電磁界解析の方針についての検討を行った．	 

	 

1.1.1	 電磁界解析における問題点と解決方法	 

1.1.1.1	 モデル化の検討	 

300	 GHz において FDTD 法を用いた場合のメッシュサイズは 50μm 程度となり，人の

細胞の大きさ（6	 ‒	 25μm）と同じオーダーとなる．そのため生体材料のモデル化の際

に，細胞一つ一つを考慮してモデル化を行う必要性を検討しなければならない．そこで

まず立方体の解析領域を用意し，その中に a.	 細胞を模した誘電体を複数配置したモデ

ルと，b.	 均一媒質としたモデルそれぞれに電磁界を入射させた場合の解析結果を比較

する．この a，	 b の結果を比較して違いが生じるかを確認する事で細胞を考慮したモデ

ル化の必要性について検討を行う．	 	 
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1.1.1.2	 計算手法の検討	 

上記の検討から細胞を考慮したモデル化の必要があると示唆された場合，細胞をさら

に細かいセルで分割する必要がある．そのため，細胞膜や細胞内器官などの構造を考慮

する必要が出てくると考えられる．そこで例えば直径 20μm の細胞に対し，細胞膜を

50	 nm 程度としてモデル化を行う場合を考える．細胞膜のモデル化に数セル必要となる

ため，メッシュサイズは 10	 nm 程度となる．300	 GHz における生体内波長が 500	 μm程

度であるため，一波長を 50000 メッシュで分割する事となる．加えて他の細胞内器官に

ついてのモデル化も必要となる場合，さらに細かいメッシュが必要となる．この規模の

計算を行う場合 FDTD 法を用いると計算時間が膨大となり，適用が難しくなる．そこで，

FDTD 法の代わりにこの規模の計算において有効とされる ADI	 ‒	 FDTD 法や LOD	 ‒	 FDTD

法などの適用を検討する事を考えている	 ．これらの手法は陰的解法であるため，時間

離散間隔に依存せず計算が安定する特徴がある．	 

	 

1.2	 100	 GHz~3	 THz の電気定数に関する検討	 

100	 GHz~3	 THz において生体材料の誘電率が含水率に大きく依存していると仮定し

た．また，水の誘電率に関して 7	 THz 付近において見られる分子間振動モードは無視で

きるほど小さいと見なしている．この立場から生体材料の誘電率は，水と生体物質の比

から推測が可能であると考えている．これらを踏まえ，我々は水の誘電率を中心とした

誘電率の測定方法及び理論・文献データからのアプローチについての検討を行った．	 

	 

1.2.1	 誘電率の測定方法	 

液体の測定に有効な導波管貫通法，固体の測定に有効な空洞共振器法についての検討

を行った．また，固体・液体ともに測定が可能な Time-domain	 spectroscopy について

も着目している．	 

そこで，110	 GHz 以下の領域において誘電率測定が正しく行える事を確認する為に，

導波管貫通法を用いて水の誘電率測定を行った．また，100	 GHz 以下の領域において，

空洞共振器法を用いて角膜の誘電率測定が行えるかを検討した．	 
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1.2.1.1	 導波管貫通法[Ⅳ̶1]	 

	 導波管貫通法は，図Ⅳ̶1 に示した様に導波管の広壁面に穴をあけ，そこに試料で満

たしたガラス製の毛細管を挿入して測定を行う．穴を開けた導波管に毛細管を挿入して

いる様子を図Ⅳ̶2 に示した．図Ⅳ̶3 には，測定計のブロック図を示しており，上は導

波管部分を横から見た図，下は同様に上から見た図となっている．測定用導波管	 (図Ⅳ

̶1)	 は，同軸導波管変換器，テストポートケーブルを介してベクトルネットワークアナ

ライザ(Agilent 社製 E8361A)に接続されている．このベクトルネットワークアナライザ

で Sパラメータを測定する．図Ⅳ－４には，実験の様子を載せている．	 

	 測定手順は，①導波管に何も挿入していない状態(図Ⅳ̶1 に示した状態)，②導波

管に空の毛細管を挿入した状態（図Ⅳ̶2 に示した状態），③試料を挿入した毛細管を貫

通させた場合のそれぞれの S パラメータをベクトルネットワークアナライザにより測

定する．測定した Sパラメータからニュートン法を用いて計算する事で試料の誘電率を

求める事ができる．	 
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図Ⅳ̶１	 ７５GHz~１１０GHz の測定に用いた導波管	 
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図Ⅳ̶２	 毛細管を貫通させている様子	 
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図Ⅳ̶３	 測定系ブロック図（上は横から見た図．下は上から見た図）	 
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図Ⅳ̶４	 導波管貫通法の測定系全体図	 
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1.2.1.2	 Q バンドにおける生体組織の電気定数測定の精度改善の検討	 

本研究では Q バンド(33-50	 GHz)における体液の電気定数の測定を導波管貫通法を

用いて行っている．導波管貫通法では以下の手順により電気定数の測定を行う．図Ⅳ-

５に示すように導波管貫通法では両側の広壁面の中央に穴をあけた矩形導波管を用い

ており，ガラス製の毛細管をその穴に貫通させる．そして体液試料を毛細管に注入して

測定を行う．測定システムを TRL 法を用いて校正した後，液体試料からの散乱電磁波を

測定し，散乱パラメータから体液試料の複素誘電率を推定する．図Ⅳ-６に示すのは Q

バンドの測定に用いる導波管の写真である．導波管の開口部の寸法は5.69	 mm	 x	 2.85	 mm，

毛細管の外形は 0.82	 mm，そして毛細管の内径は 0.40	 mm である．	 

 

 

 

図Ⅳ̶５	 導波管貫通法の概念図 
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図Ⅳ-６	 Q バンドの測定に使用した導波管(a)フランジ面，	 

(b)毛細管挿入孔，	 

(c)毛細管を導波管に差し込んだ状態	 

 

この測定システムの精度について検証を行う為に，室温において脱イオン水の電気

定数測定を実施した．検証に水を使用した理由は電気的性質が体液に近い為である．図

Ⅳ－７は水に関する測定結果である．この結果を得たときに測定用導波管に接続した周

辺の導波管は製作精度が標準品質(Quinstar:	 QWS-Q	 series)のものである．図Ⅳ-７を

見ると測定結果に大きなリップルが生じている事がわかる．図Ⅳ̶７の測定において，

測定用の導波管とその両端に接続されている導波管の開口部の接続部にずれが生じ，そ

れが原因で電力の反射が生じ手いるのではないかと考えた．この予期せぬ電力の反射に

より測定用導波管内で定在波が生じその結果として測定値にリップルが観測されると

推測した．	 

このリップルを抑えるため，測定用導波管の両端に接続する導波管を高精度な測定

に耐えられる品質の導波管(Flann:	 23440	 UG383-/U-PF)に変更した．導波管を変更した

後に水の電気定数を測定した結果を図Ⅳ̶８に示す．この図から製作精度の高い導波管

に変更した結果として，図Ⅳ̶７で観測されていたリップルが明らかに抑えられており，

電気定数の測定精度が大幅に改善された事が分かった．以上から導波管貫通法の測定に
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おいて，測定用導波管（毛細管が貫通している導波管）とその両端に接続する導波管の

開口面の整合の精度が測定に大きく影響を与えており，整合の精度を高めるため，製作

時の精度が高い導波管が必要であることが分かった．	 

	 

 

図Ⅳ̶７	 Measured	 permittivity	 of	 water	 using	 standard-grade	 

waveguides.	 
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図Ⅳ-８	 	 Measured	 permittivity	 of	 water	 using	 metrology-grade	 

waveguides.	 
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1.2.1.3	 導波管貫通法による水の誘電率測定	 

水の測定結果を図Ⅳ̶９に示す．３３GHz~１１０GHz までを導波管貫通法を用いて測

定を行った．それ以下の領域の測定は，同軸プローブ法により測定した．図Ⅳ－９に示

したように１１０GHz までの水の誘電率測定に関して有用な結果を得る事が出来た．今

後は導波管貫通法を１１０GHz 以上の領域に適用する事を検討していく．この測定結果

を，式(1)に示した Debye 型緩和の理論式に対しフィッティングを行い，得られたパラ

メータを過去の文献の値と比較した．その結果，表Ⅳ̶１となり，パラメータがよく一

致した．以上の事から，１００GHz 以下の領域において水を対象とした誘電率測定が正

しく行えた事を確認した．	 

	 	 	 	 	 	 (1)	 

	 

	 

図Ⅳ-９	 導波管貫通法を用いた水の誘電率測定結果	 

（３３GHz~１１０GHz を導波管貫通法により測定）	 
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表Ⅳ̶１	 測定結果と文献の値との比較	 

	 	 	 	 [s]	 

H2O(25.4℃)	 

[Ⅳ－２]	 

78.3	 5.08	 8.13	 ×	 

10-12	 

H2O(measured)	 78.3	 5.4	 8.14×10-12	 

	 

	 

1.2.1.4	 空洞共振器法	 

1. 実験概要	 

円筒型空洞共振器[Ⅳ̶7]を用いてミリ波帯(33GHz，	 34GHz 付近)における家兎眼の

角膜の複素誘電率の測定を行った．空洞共振器法は本来，低損失な材料の複素誘電

率測定に適した手法であるため，本研究では高損失な角膜の測定を行うために工夫

を加えた．	 

2. 共振モードについて	 

今回測定に用いる共振器の共振モードは TE01nモードである．nは波の進行方向の

共振モードであり，進行方向の定在波の数を表す．また，この nが奇数の場合と偶

数の場合では特性が異なる．	 

1. 偶モード	 

n が偶数であるときの共振モードを偶モードという．このとき，共振器内にお

いて波の進行方向には偶数個の定在波ができていることになる．したがって共

振器の中心は(試料挿入部分)定在波の節，すなわち電界が 0 の部分であること

がわかる．	 

2. 奇モード	 

n が奇数であるときの共振モードを奇モードという．奇モードでは，波の進行

方向に奇数個の定在波ができているので，共振器の中心部分は定在波の腹，す

なわち電界が最大になる部分にあたることになる．	 

3. 実験原理	 

空洞共振器法は，共振器内に誘電体試料を挿入し，試料挿入前後の共振周波数と Q

値の変化から試料の複素誘電率を求める手法である．本研究では空洞共振器摂動法

をベースにした新たな測定手法を考案し，家兎眼の角膜の複素誘電率測定を行った．	 
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1. 偶モードを利用した測定法	 

偶モードでは，試料挿入部付近の電界が最小になる．そのため，損失の小さい

物質の測定を行うのは困難である．これは，損失が小さい物質を電界が小さい

場所においても，摂動がほとんど起こらないためである．しかし，角膜のよう

な大きい物質であれば偶モードでも摂動が起こり，複素誘電率の測定を行うこ

とができる．ただし，偶モードでは電界の微小領域に試料を置くため，磁界の

境界条件についての厳密式を解き，複素誘電率の導出を行う．	 

2. 奇モードを利用した測定法	 

角膜のような損失の大きい物質を測定する場合は奇モードだと減衰が大きく，

共振を見ることができない．そのため，奇モードを利用した測定を行うのは難

しいが，試料の半径を小さくすることで奇モードでも共振を確認することがで

きる．奇モードでは，試料を小さくした場合の摂動公式を導出し，その式を用

いて複素誘電率の導出を行った．	 

	 

4. 実験器具	 

実験に用いた共振器の写真を図Ⅳ̶１０に示す．この共振器は円筒型であり，内部

の直径は 14	 mm，	 共振器の長さは 991.6	 mm である．共振器の中心部分は図Ⅳ̶１１

に示すように試料挿入ホルダーになっており，このホルダーに試料を詰めて共振器

の中心に挿入する仕組みになっている．この共振器を図Ⅳ̶１０のようにベクトル

ネットワークアナライザ(Agilent 製	 E8364C	 )に接続して，S21パラメータから共振

周波数と Q値を測定する．	 

	 

図Ⅳ̶１０	 共振器[Ⅳ̶７]と実験システム	 

共振器 

ベクトルネットワークアナライザ 

試料挿入ホルダー 
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図Ⅳ̶１１	 試料挿入ホルダー	 

5. 実験方法	 

1. 偶モードによる測定	 

直径 14	 mm	 の角膜試料を内径 10	 mm，	 外径 14	 mm，	 厚さ 0．4	 mm	 のリング状のス

タイロフォームに貼り付け，共振器の中央に挿入した．試料挿入の写真を図Ⅳ－１

２に示す．タイロフォームは空気と誘電率がほとんど変わらず，また非常に薄いの

で，スタイロフォームによる結果への影響はないと考えた．	 

2. 奇モードによる測定	 

直径 4.5	 mm	 に切った角膜試料を共振器内に挿入して共振周波数と Q	 値の測定を行

った．角膜試料は，直径 14	 mm，	 厚さ 0.8	 mm	 のスタイロフォーム 2	 枚の間に挟ん

で挿入した．その写真を図Ⅳ̶１３に示す．	 

	 

図Ⅳ̶１２	 試料挿入図	 (偶モード)	 
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図Ⅳ̶１３	 試料挿入図	 (奇モード)	 

	 

	 

	 

	 

	 

6. 実験結果	 

表Ⅳ̶２	 実験結果	 

周波数	 [GHz]	 	 	 (文献値)	 

[Ⅳ-８][Ⅳ－９]	 

	 	 (文献値)	 

[Ⅳ-８][Ⅳ̶９]	 

32.9	 (n	 =	 134)	 61.9	 19.4	 19.5	 19.8	 

33.0	 (n	 =	 135)	 7.74	 19.3	 22.6	 19.8	 

34.1	 (n	 =	 146)	 62.0	 18.8	 14.4	 19.5	 

34.2	 (n	 =	 147)	 2.53	 18.8	 25.4	 19.5	 
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表Ⅳ－２の 32.9	 GHz と 34.1	 GHz が奇モードでの測定結果，33.0	 GHz と 34.2	 GHz が

偶モードでの測定結果である．nは共振モードの番号を表す．	 

また，表Ⅳ－２の文献値[Ⅳ̶8][Ⅳ̶9]は 20	 GHz 以下の周波数で測定したデータを基

にして作成されたパラメトリックモデルによる外挿値である．表より，虚部の結果

は 32.9	 GHz で文献値とほぼ一致している．また，その他の周波数でも虚部の結果

は実部よりも比較的文献値に近く，最大でも 26％の誤差となっている．しかし，実

部は誤差が非常に大きく最大で 220％の誤差が見られた．また実部は，偶モードの

測定結果は文献値よりも大きな値をとっており，奇モードの結果は文献値よりも小

さな値をとっていることが，表Ⅳ－２からわかる．	 

	 

また，スタイロフォームが結果にどの程度の影響を与えるかを調べるため，スタイ

ロフォームの厚さ，形状を変化させて同じ共振モードで複素比誘電率の測定を行っ

た．まずは，両側から 3	 mm の厚さのスタイロフォームで試料を挟み，n	 =	 134	 の

モードで測定を行う．次にスタイロフォームの厚さを 1	 mm	 に削り，同じ共振モー

ドでの測定を行う．その次は，厚さは 1	 mm	 と変えないが，今度は両側から挟んで

固定するのではなくスタイロフォーム１枚に貼りつけて試料を挿入し，測定を行う．

最後に，そのスタイロフォームの中心を繰り抜いて内径 11	 mm，外径 14	 mm，厚さ

0.8	 mm	 の同心円のリングを作り，これに角膜を貼り付けて測定を行った．その結

果を以下の表Ⅳ̶３に示す．共振器に入れるスタイロフォームの体積を小さくして

いくにつれて複素比誘電率の値が文献値に近づいていくことがわかる．これはスタ

イロフォームが結果に影響を与えているためであると考えられる．しかし，スタイ

ロフォームの影響が最も小さくなると考えられるリングでの測定では，実部の値が

文献値から離れた値となった．	 

	 

	 

表Ⅳ̶３	 スタイロフォームの厚さによる結果への影響	 

スタイロフォームの状態	 	 	 

厚さ 3	 mm	 (両側)	 89.7	 68.9	 

厚さ	 0.8	 mm	 (両側)	 70.6	 57.8	 

厚さ	 0.8	 mm	 (片側)	 39.4	 20.7	 

厚さ	 0.8	 mm	 (片側・リング)	 61.9	 19.5	 
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1.2.2	 理論・文献値からのアプローチ	 

1.2.2.1	 文献データ	 

100	 GHz 以上の領域で水の誘電率に関する研究は複数報告されている．いくつかの研

究例を表[Ⅳ－１]に示した．100	 GHz 以上の領域においては比較的誘電率測定が行われ

ているが，そのほとんどが分光法を用いた測定となっている．また，例として文献[Ⅳ－

3]，[Ⅳ－5]の結果を図Ⅳ̶１４，	 Ⅳ̶１５に示した．この周波数領域では Fast	 relaxation

を考慮したモデル[Ⅳ̶3]も提案されている．	 

	 

図Ⅳ̶１４	 水の誘電率測定結果例[Ⅳ̶３]	 
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	 	 図Ⅳ̶１５	 水の誘電率測定結果例[Ⅳ̶5]	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 

   
  36  

表Ⅳ̶４	 水の誘電率測定の研究例	 

No.	 測定周波数帯	 測定手法	 測定対象	 測定温

度	 [℃]	 

[Ⅳ

-3]	 

200	 GHz	 ‒	 7	 THz	 	 THz	 TD-ATR*	 H2O，	 H
18
2O，	 D2O	 23	 

[Ⅳ

-4]	 

100	 GHz	 ‒	 2	 THz	 THz	 Time-Domain	 

Spectroscopy	 

H2O，	 D2O	 0.5	 ~	 

93.6	 

[Ⅳ

̶5]	 

200	 GHz	 ‒	 3.5	 THz	 THz	 TD-ATR*	 H2O，	 D2O	 -6	 ~	 

89	 

[Ⅳ

̶6]	 

586	 GHz	 ‒	 18	 THz	 Far	 IR	 

Spectroscopy	 

H2O，	 D2O	 -5.6	 

~	 81.4	 

*	 THz	 Time-domain	 attenuated	 reflection	 spectroscopy	 

	 

	 

1.2.2.2	 理論	 

水の誘電率において Fast	 relaxation を考慮したモデルを式(2)に示す[Ⅳ̶3]．	 

	 	 	 (2)	 

式(1)，	 (2)から求めた水の誘電率を図Ⅳ̶１６に示した．100	 GHz 付近において既に

ずれが生じている事がわかった．この事から，100	 GHz 以上の領域においては Fast	 

relaxation を考慮したモデルを用いて検討を行う必要がある事が示された．	 	 

	 また，生体物質と含水率の比からリヒトネッカーの対数混合則を用いる事で，生体

材料の誘電率を理論的に求める事が可能となる．リヒトネッカーの対数混合則は式(3)

で示される．	 

	 	 	 (3)	 

	 

	 

	 

!*(!) = !!1
1" i!"1

+
!!2

1" i!" 2
+

AS
!S
2 "! 2 " i!"S

+!#

log(!t arget
* ) = vW log(!W

* )+ vO log(!O
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�������∗，��∗，��∗，��，��はそれぞれ，対象とする生体材料の複素誘電率，水の

複素誘電率，その他の生体物質などの複素誘電率，水の体積，その他の生体物質の体積

を表す．また，水の含有率は式(4)で与えられる．	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 (4)	 

これらの関係から，１００GHz~３THz における生体材料の誘電率を理論的に推定す

る事が可能であると考えている．	 

	 

	 

図Ⅳ̶１６	 Debye 型緩和モデルと Fast	 relaxation モデルの比較	 

(上：実部，下：虚部)	 

	 

	 

	 

	 

	 

vW
vW + vO
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2.1	 家兎眼モデルを用いた眼内熱輸送	 

前述した通り，眼内に照射する電磁波の入射電力密度が高くなると角膜直下に存在す

る前房水の対流によってミリ波ばく露による熱エネルギーは輸送される．前房水の対流

により熱が伝わるので熱輸送系態は熱対流に分類される．一方入射電力密度がある臨界

値よりも小さく，熱輸送系態が熱伝導のみの場合だと線形問題となる為，入射電力密度

が変化した際の眼内の温度上昇の推定が容易である．ミリ波による眼障害発生の最大の

要因は温度上昇なので，入射電力密度を変化させたときの温度上昇の推定が容易だと，

眼障害発生の閾値推定も容易となる．しかし，実際は房水による熱対流の影響から入射

電力密度が変化したときの温度上昇は非線形問題になると考えられる．よって眼内へ電

磁波をばく露した際の温度上昇を様々な周波数や入射電力密度などのばく露条件で求

める際は詳細なデータ数が必要となる．眼内へ電磁波をばく露した際の眼障害を調べる

為に家兎などの動物を用いた実験が過去に行われてきた．しかし実験で使用した家兎は

安楽死となるため，倫理的な問題が伴う．動物実験で使用される動物の個体数は最小限

に留めたいので様々なばく露条件での実験が困難となる．以上の理由から本研究では房

水の対流を考慮した数値シミュレーションを行った．	 

ミリ波をばく露した際の眼内の温度上昇と速度分布を求める為に，眼内のSAR分布を

求める電磁界ドシメトリとそのSAR分布を熱源として与える事によって眼内の温度と速

度分布を求める数値シミュレーションの双方を行った．この電磁界ドシメトリと熱輸送

計算を併せて，【電磁界·熱輸送】連成解析システムを構築した．この連成解析システム

の概要を図Ⅳ-17に示す．以下ではこの連成解析システムの概要を図の流れに沿って紹

介する．	 



 

   
  39  

	 

	 

	 

図Ⅳ－１７	 【電磁界·熱輸送】連成解析システムの概要	 
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2.1.1	 ミリ波ばく露による眼内	 SAR	 計算	 

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．

この特殊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た．最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

めた．	 

	 

2.1.1.1	 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．

[Ⅳ－１０]	 近傍界測定装置	 NSI2000(Nearfield	 Systems	 Inc.)	 を図Ⅳ̶１８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Ⅳ̶５に示す．

またVバンド75GHzにおける測定結果を図Ⅳ̶１９に示す．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2.1.1.2	 PWS	 法	 [Ⅳ̶１１]	 

	 

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	 

	 

	 

	 

	 

	 

表Ⅳ̶ ５ 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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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．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

図Ⅳ̶ １８ レンズアンテナからの 2次元電界分布の測定系 

 

図Ⅳ̶１９ 測定結果:75GHz(左図:Ex，右図;Ey) 
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Ey	 についても同様の事が言える．また	 kz	 は	 

	 

	 

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	 (4.3)	 を代入する事によって	 Ez	 を算出する式が求まる．	 

	 

	 

	 

2.1.1.3	 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．[Ⅳ̶１２]	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

また式	 (4.8)	 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．	 
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2.1.1.4	 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Ⅳ̶２０のように周波数が高くな

ると生体波長は短くなる．[Ⅳ̶１３]	 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．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

本研究では佐々木氏	 [Ⅳ̶１１]	 が作成した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	 [Ⅳ̶１４]	 から幾何学的に作成した家兎眼モデルを図Ⅳ̶２１

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	 [Ⅳ̶１３]	 より調べて用

いた．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

図Ⅳ̶２０角膜内部の波長の周波数依存性 

 

図Ⅳ̶２１ 家兎眼モデル 
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2.1.2	 ミリ波ばく露による眼内の熱輸送計算	 	 

2.1.2.1	 流体計算に用いる方程式系	 [Ⅳ̶１５]	 

電磁波をばく露した際の眼内の温度上昇を計算する場合，眼内の前房の対流を考慮し

た熱対流計算が必要となる．流体計算は『圧縮性流れ』と『非圧縮性流れ』で計算のア

ルゴリズムが大きく異なる．流体は圧縮性流れであるが，音速に比べて流速が著しく遅

い場合，すなわちマッハ数(Mach	 number)，M=u/c	 が1よりも十分小さい場合は圧縮流れ

の近似である非圧縮流れが適応出来る．非圧縮流れでは密度が一定となる．このとき計

算に必要となる基礎方程式は連続の式，運動方程式(ナヴィエ·ストークス方程式)，生

体内でのエネルギー方程式であり，下記の通りとなる	 [Ⅳ̶１６]．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ρ[kg/m2]	 は密度，νは動粘性係数，Cp[J/kg·K]	 は比熱，K[W/m·K]	 は熱伝導率，

A0[W/m3]	 は	 代謝による産熱，B[W/m3·K]	 は血流定数，Q[W/m3]	 は熱源である．運動方

程式の左辺の第2項を移流項，右辺の第2項を粘性項という．今回熱源として電磁波ばく

露によって生じたSARを与	 えるので熱源は下記の通りとなる．	 

	 

これらの式を3次元	 (x，y，z)	 で表記する．	 
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式(4.15)の右辺末項は浮力項であり，ここでいうT0は対流の生じない時の温度であり

今回Tairとした．また，β0	 は温度	 T0	 における体膨張係数である．	 

2.1.2.2	 スタッガード格子	 

MAC	 (	 Marker	 And	 Cell	 )	 法や	 SIMPLE	 (seme-implicit	 method	 for	 pressure	 liked	 

equations)	 法などの流体計算手法においてはスタッガード格子(staggered	 grid)を用

いる．流体計算におけるベクトル成分	 (速度)	 を格子上に，スカラー成分(圧力や温度)

を格子の中心に配置する．3次元でのスタッガード格子の概略図を図Ⅳ̶２２に示す．ス

タッガード格子を使用する事によってセル毎の流束の流入や流出の表現が比較的容易

にできるようになる．	 
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2.1.2.3	 SMAC	 法	 

SMAC	 (	 Simplified	 MAC	 )	 法はMAC法を簡略化したものである．MAC法では圧力	 pn+1	 を

運動方程式から疑似的に解き，速度を求める．一方SMAC法では	 pn+1=pn+p’	 とし，ま

ず仮速度	 p’	 を求める2段階計算となっている．どちらも圧力計算にて連立1次元方程

式を解く為，圧力計算は陰解法となる．今回圧力計算でのポアソン方程式は	 SOR	 法を

用いて解いた．SMAC法のフローチャートを図Ⅳ̶２３に示す．図に示される	 u*	 は仮速

度，p’	 は仮圧力である．	 

SMAC法では一般的には圧力のみ陰解法，他は陽解法で計算する．時間差分スキームに

はオイラーの陽解法を用いる．	 

	 

	 

ここで圧力	 pn+1	 は未知数なので，まず式(4.18)を陽的に解き，仮速度	 V*を求める．	 

	 

	 

式	 (4.18)	 から式	 (4.19)	 を引くと，次の式となる．	 

	 

	 

	 

	 

	 

式(4.20)の発散をとり，連続の式を用いると圧力修正量p’に対するポアソン方程式

が導かれる．	 

	 

	 

よって3次元における計算の場合，圧力に関する連立1次元方程式は	 
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図Ⅳ̶ ２２ 3 次元におけるスタッガード格子概略

図 

 

図Ⅳ̶２３ SMAC法フローチャート 
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2.1.2.4	 クランク·ニコルソン法による速度の陰解法化	 

流体計算では運動方程式の移流項と粘性項の解き方によって種類に分類される．MAC

法系統	 ではナヴィエ·ストークス方程式の移流項と粘性項を陽解法で解く．この為クー

ラン条件によっ	 てdtが大きく出来ない欠点がある．移流項と粘性項を半陰的に解く

SIMPLE法があるが，MAC法でも移流項と粘性項を陰的に解く事によってdtを大きくする

ことが出来る．今回ナヴィエ·ス	 トークス方程式の陰解法化にクランク·ニコルソン法	 

(Crank-Nicolson	 scheme)[Ⅳ̶１６]	 を用いた．ク	 ランク·ニコルソン法では時間微分

以外の項を時刻nとn+1の値の平均値で計算する．	 

	 

このクランク·ニコルソンの式を元に，式(4.19)と式(4.17)を書き換え，仮の速度と

温度を求める式を導出する．	 
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右辺に時刻	 n+1	 の項がある事から陰解法となり，連立1次方程式を解く事となる．連

立1次方程式の解法にはSOR法を用いた．	 

	 

2.1.2.5	 境界条件	 

温度と速度の境界条件を図Ⅳ̶２４のように設定する．レンズアンテナによるミリ波

ばく露では角膜表面中央部でほとんどのエネルギーが吸収される．よって図Ⅳ̶２４の

ように生体内の計算領域外	 周では温度固定境界条件を与えた．また皮膚表面や角膜表

面からの放熱を考慮して生体と外気との境界には式(4.18)の境界条件を与えた．	 

	 

	 

この式は生体温度と外気温の温度差による熱流束の流入出を表している．hは熱伝達

係数[W/m2·℃]，	 Tair	 は外気温を表している．	 

速度と圧力の計算は流体が満ちている前房内のみで行っている為，前房と他の生体組

織との境界に境界条件を与えた．速度はすべり無しの境界条件であり，境界上で速度が

0になるよう設定した．また圧力はポテンシャルである為，基準点が必要となる．前房

内の1点を	 P=[0，0]	 とした．	 また圧力の境界条件は式(4.19)とした．	 

	 

	 

	 

2.1.2.6	 熱輸送シミュレーションの流れ	 

図Ⅳ̶１７の流れに沿って熱輸送計算部分でのミリ波をばく露した際の眼内の温度上

昇，流速，圧	 力分布を求める手順を示す．ミリ波を眼部にばく露した際の計算をする

前にまずばく露をしていない状態での眼内の温度分布を求める．通常，眼部では深部体

温と外気温との温度差によって水晶体近傍から角膜近傍に生理的な対流が生じている．

眼部への電磁波ばく露による熱輸送計算の初期値としてこの眼内の生理的な温度，流束，

圧力分布を与える．この眼内の生理的な対流を計算する前に，この計算に用いる温度分

布の初期値を熱伝導によって求める．熱伝導によって求めた温度分布を与える事によっ

て生理的な対流を計算する際に圧力勾配が小さい状態から計算が始められるので，圧力

計算の収束が速くなり，強いては計算時間の短縮に繋がる．このような手順によって求

めた生理的な眼内の対流の計算結果と電磁界ドシメトリによって求めたSAR分布を熱源

として与える事によって，電磁波をばく露した際の眼内の温度上昇と流速分布を求める．	 

 

 



 

   
  51  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

図Ⅳ̶２４ 境界条件 
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2.2	 熱輸送シュミレーションの結果	 

2.2.1	 眼内の熱対流計算に使用するモデルのメッシュサイズの検討	 

FDTD法の散乱界表示によって求まった眼内のSAR分布を熱源として与える事によって

ミリ波をばく露した際の眼部の温度上昇を計算する．今後，熱輸送計算をするにあたり，

眼障害の閾値を求める為に入射電力密度や周波数を変化させ複数の条件で計算を行わ

なければならない．更に3次元での流体計算ともなると計算時間が大幅にかかる．以上

の問題点から計算メッシュのサイズをある程度大きくとる事によって計算時間の短縮

を図った．通常FDTD法の計算にて必要とされるメッシュサイズは波長の1/10である．V

バンドの周波数帯であれば0.1mmメッシュでも波長の1/10以下となる条件をクリアして

いる．これらの推測より0.05mmメッシュと0.1mmメッ	 シュのSAR分布等を比較し，結果

に大きな相違が無ければ今後の熱輸送計算には計算時間の短縮の為に0.1mmメッシュを

用いる．2次元電界分布の測定データがあり，各バンド帯にてクーラン条件の最も厳し

くなる	 40，75，100GHzで検証を行った．	 

比較の為にSAR値より眼部に生じる総電力量を求めた．メッシュの細かい0.05mmメッ

シュの	 方が精度が高く信憑性があるとし，0.1mmにおける0.05mmメッシュとの相対誤差

を求めた．各	 周波数における結果を表Ⅳ̶６に示す．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

この結果より周波数が高くなるほど，0.1mmメッシュにおける総電力量は0.05mmメッ

シュのものより値がかけ離れていき，相対誤差は大きくなっていった．これは周波数が

高くなるに連れて生体波長が短くなり，クーラン条件が厳しくなった為と考えられる．

最も相対誤差の小さい40GHzにおいても約31%となった．総電力量にて31%の差は温度計

算に影響すると判断し，0.1mmメッシュの方が眼障害閾値を推定するには安全側ではあ

表Ⅳ̶６	 メッシュの粗さによる送電力の相対誤差 
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るが過大評価であると考えた．よって本研究では熱輸送計算に0.05mmメッシュを使用す

る．	 

	 

2.2.2	 眼内の熱対流計算結果	 

FDTD法の散乱界表示によって求めた眼内のSAR分布を熱源として，ミリ波をばく露し

た際	 の眼内の熱輸送を数値シミュレーションを用いて求めた．電磁波ばく露による眼

障害の閾値の推定の為には周波数や入射電力密度などばく露条件を様々に変化させた

計算が必要となり，データを集めるのに多くの計算時間がかかってしまう．このような

背景から，まず熱輸送メカニズムの概要を掴む為に2次元での熱輸送シミュレーション

を行った．2次元計算では3次元計算に比べて計算時間が少なく済む．本研究では熱輸送

計算にてタイムステップを大きく取る為に流束，温度，圧力計算に陰解法を用いている．

陰解法における連立1次方程式を反復解法である	 SOR	 法で解いているので，メッシュ数

が多くなる3次元計算では2次元計算と比べてより収束が遅くなり計算時間がかかって

しまう事が問題点である．しかし2次元計算における計算時間の短さは魅力的だが，計

算結果に3次元における計算程の精度は無い．2次元での計算の長所と短所を踏まえて，

大まかに実験結果と比較をし，次章において試験的に40GHzばく露による眼障害閾値の

推定を行う．更にミリ波ばく露の場合，ばく露によるエネルギー吸収は角膜にてほぼな

される．よって強膜や硝子体での温度上昇はほとんどない．この事からより計算時間を

短縮する為に家兎眼モデルをカットして熱輸送計算を行った．	 

はじめに眼部にばく露する前の眼内の生理的な対流を求めた．計算条件を表Ⅳ̶７に，

計算結果	 を図Ⅳ̶２５に示す．計算条件におけるSOR法の加速係数は経験的に求めたも

のである．密度:ρ，熱伝導率:K，比熱:Cp，代謝による産熱:A0，血流定数:Bは各生体

組織毎に与え，表Ⅳ̶８に示す．	 
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表Ⅳ̶８	 生体内の核物理定数[Ⅴ̶１８] 

表Ⅳ̶７	 ２次元における眼内の生理的な対流の計算条件 

動粘性係数	 ：	 ν[Ⅴ̶１７]	 

体膨張係数	 ：	 βο[Ⅴ̶１７]	 

熱伝達率	 	 ：	 h[Ⅴ̶１８]	 
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図における小さな矢印は流速の方向を示す．計算結果の温度，速度，圧力分布を電磁

波ばく露実験での初期状態とし，この状態からSAR値から求めた熱源分布を与えて計算

を行い，ばく露による温度上昇，流速，圧力分布を求めた．周波数75GHz，入射電力密

度	 50，150mW/cm2における温度上昇分布を図Ⅳ̶２６に示す．これらの計算結果より入

射電力密度150mW/cm2では，ミリ波ばく露による角膜表面中央部の温度上昇は著しく，

房水による熱対流の影響で前房上部の温度が比較的高くなっている事が分かる．一方，

入射電力密度50mW/cm2では150mW/cm2の時ほどの温度上昇は見受けられず，角膜表面中央

部より熱伝導のような温度分布が得られた．75GHz	 における計算結果と図Ⅳ̶２７と図

Ⅳ̶２８の実験結果を比較すると，双方で似た熱輸送パターンを観測する事が出来た．

また75GHz，150mW/cm2にて速度の絶対値分布の比較を行った．結果が図Ⅳ̶２９で	 ある．

実験結果では速度の速い領域が角膜表面中央部より3mm程度上部に1カ所のみ現れてい

る．一方，2次元での熱輸送シミュレーション結果では角膜近傍と水晶体近傍に1カ所ず

つ現れている．このような流速分布の違いは2次元での計算結果の場合，角膜近傍にお

 

図Ⅳ̶２５ 数値シミュレーションで求めた生理的な眼内の対流 
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ける速い房水の流れがそのまま水晶体近傍に流れた為に生じたと考えた．よってより現

実的な流速分布，強いては温度上昇分布を求めるには3次元での熱輸送計算が必要な事

が分かった．	 
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図Ⅳ̶２６ 75GHz でのばく露による熱輸送シミュレーション結果:左図)入射電力密度 

50mW/cm2，右図)入射電力密度 150mW/cm2 
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図 Ⅳ̶２７ 75GHz,50mW/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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図 Ⅳ̶２８ 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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	 更に温度上昇に特徴のある，角膜表面中央部と水晶体内部の点にて温度上昇の時間発

展を算出し，光ファイバー温度プローブで測定した結果と比較を行った．75GHz，

150mW/cm2の比較結果を図Ⅳ̶３０に示す．この図より150mW/cm2の実験結果と数値シミュ

レーション結果にて2次元の	 計算結果であっても比較的結果が一致する事が示せた．ま

た温度上昇の時間発展の入射電力密度依存性を示す為に50mW/cm2における計算結果も

同図に示す．こちらにおいても以前に示した	 実験結果の温度上昇と似た傾向の結果と

なった．	 

	 

 

図Ⅳ̶２９ 75GHz，150mW/cm2でのばく露開始から 20秒後の流速の絶対値分布:左図)実験結果，

右図)計算結果 
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2.3.3	 熱伝導と熱対流での計算結果の比較	 

房水の対流による熱輸送を調べる為に房水の流れを考慮しない熱伝導計算における

結果と比較を行った．一例として75GHz，入射電力密度150mW/cm2におけるばく露開始か

ら60秒後の熱	 伝導と熱対流の温度分布を図Ⅳ̶３１に示す．この図のように，熱伝導で

は房水の対流による熱輸送	 が無いので前房上部に熱溜まりが生じない．このような温

度上昇分布の違いによりばく露による最大温度上昇の値も変わってくる．6分間ばく露

において上記ばく露条件では角膜表面中央部の温度が熱伝導の方が6度高くなってしま

った．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図Ⅳ̶３０	 75GHz での眼部へのばく露による角膜表面中央部と水晶体内部の温度上

昇の時間発展:実線)50mW/cm2と 150mW/cm2の計算結果，破線)光ファイバー温度プロー

ブを用いた 150mW/cm2の測定結果	 
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図Ⅳ̶３１	 ばく露開始から６０秒後の 75GHz150mW/cm2 の計算結果：左図）熱伝導，	 

右図）熱対流	 
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Ⅴ	 ミリ波帯電波による生体影響の細胞実験	 

1.	 細胞実験（工学的評価）：	 

京都大学でのばく露実験システムの確立	 

	 

1.1	 ミリ波長時間ばく露による角膜上皮培養細胞 HCE-T の	 

基本動態への影響の検討	 

1.1.1	 実験条件および実験方法	 

	 開発したばく露装置の実用性を示すため，	 細胞ばく露実験を行い，細胞基本動態へ

対してミリ波ばく露による影響が生じるか検討した．試料として SV	 40	 large	 T 抗原を

導入して不死化されたヒト由来角膜上皮細胞株(	 HCE-T	 )	 を用いた．HCE-T は佐々木香

る先生（熊本医大，現；星ヶ丘厚生年金病院）が樹立されたもので，理研 BRC より提供

された．周波数は 60GHz，連続波とした．今回ばく露時間は細胞の倍加時間に近い 24	 時

間とした．波源には逓倍器を用いた 60GHz	 発振器(	 VDI-TX-S143)	 を使用した．細胞基

本動態への影響を検討する上での指標は，	 細胞生存率，	 細胞増殖数とした．ばく露レ

ベルは，	 培地内底面にて ICNIRP	 が定めるガイドラインの公ばく露におけるばく露限

度値相当とした．波源には逓倍器を用いた 60GHz	 発振器(	 VDI-TX-S143)を使用した．	 

実験手順は下の通りである．	 

1.	 HCE-T	 を60mm	 ディッシュに1	 ×	 105cells	 で播種する	 

2.	 培養環境下のインキュベータ内で24時間培養	 

3.	 細胞を播いてから24～48時間の間にExposure	 をばく露	 

4.	 細胞を播いてから48	 時間後に細胞数および生存率をフローサイトメーター

(	 Guava	 EasyCyte	 mini	 )	 で測定	 

実験条件は，	 ばく露Exposure	 と偽ばく露Sham，	 培養環境下Control	 の3パターン，	 

もしくはControlの温度を2	 種類設定して4パターンに分けた．	 

	 

	 最初の実験では，	 インキュベータ内の温度不均一性からばく露装置の配置によっ

て細胞の培養環境に影響を与える可能性について検証した．以降の実験でExposure	 を

置く位置にSham-Ex	 を置き，Sham	 の結果と比較するため	 ディッシュ枚数は5	 枚用いて，

Sham-Ex，Sham，Control(n=3)	 の3	 パターンとした．次に，	 電磁界解析の結果より，	 培

地内底面電力密度の空間平均値1	 mW/cm2	 と5	 mW/cm2	 として実験した（表Ⅴ̶１）．こ
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のときの入力電力はそれぞれ30.4	 mW	 ，	 151mWであり，	 測定結果からそのときの最大

の温度上昇値は0.1℃，0.5℃と推定される．電力密度1mW/cm2	 では，	 ディッシュ枚数

を5	 枚もしくは6	 枚用いてExposure，Sham，Control	 37	 ℃	 (n=2，3)とした．電力密度

5	 mW/cm2	 では，	 ディッシュ枚数を6	 枚用いてExposure，Sham，Control	 37℃	 (n=2)，

Control	 37.5	 ℃	 (n=2)	 とした．	 

	 

	 

	 

表Ⅴ－１	 実験条件	 

	 

	 

1.1.2	 実験結果および考察	 

Sham-Ex，Sham，Control	 での場合	 

	 播種から各手順を行い，48	 時間後に測定した細胞数と生存率を表Ⅴ̶2，図Ⅴ̶1に

示す．それぞれの条件間に大きな差異は見られなかった．また生存率についても，100	 %

に近い値となっており，それぞれの条件間でほぼ同様の結果が得られた．以上の結果か

ら，ばく露装置の配置は細胞数と生存率の測定において大きなアーチファクトとはなっ

ていないことを確認した．	 

	 

表Ⅴ̶２	 細胞生存率（％）	 
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図Ⅴ̶１	 Control37℃の細胞数の平均値に対する各パターンの細胞数（フローサイト

メーターの測定回数は４回，Controlはn=3，エラーバーは最大値と最小値）	 

	 

Exposure，Sham，Control	 での場合	 

	 まず，培地内底面において推定される電力密度1	 mW/cm2	 のときの結果を示す．	 図

Ⅴ̶２はExposureとSham	 のばく露実験後に撮影した写真であり，ほぼ同じ傾向が見られ

た．	 死滅したHCE-Tの1	 部はディッシュから剥離するが，その様子はほとんど見られな

かった．各パターンでの細胞生存率の測定結果は約99	 %	 であった（表Ⅴ̶3）．ばく露

後の細胞数を測定した結果を図Ⅴ̶３に示した．	 ExposureとSham	 間の差異(	 1	 回目

3.6	 %，2	 回目4.2	 %	 )	 は，Control	 間の最大の偏差約12	 %	 よりも小さくなった．	 よ

って，今回はミリ波ばく露によるHCE-T	 の基本動態への影響は認められなかった．	 

	 

	 

図Ⅴ̶２	 ばく露実験後に細胞数測定時でのHCE-T細胞（位相差顕微鏡による撮影）	 
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表Ⅴ̶３	 電力密度1mW/cm2の時の細胞生存率の測定結果（％）	 

	 

	 

	 

図Ⅴ̶３	 Controlの細胞数の平均値に対する各パターンの細胞数（フローサイトメー

ターの測定回数は２回，エラーバーは最大値と最小値）	 

	 

	 次に，	 培地内底面において，	 推定される電力密度5	 mW/cm2	 としたときの結果を

表Ⅴ̶4と図Ⅴ̶4に示す．3回通じて，Exposure	 とSham	 の間に有意な差は殆ど見られな

かった．また，Control	 37	 ℃とControl37.5	 ℃の間にも差異はほぼ見られなかった．	 今

回は0.5	 ℃程度の温度上昇では測定のばらつき以下の差異となった．	 

	 

表Ⅴ̶４	 電力密度５mW/cm2のときの細胞生存率の測定結果（％）	 
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図Ⅴ̶４	 Control37℃の細胞数の平均値に対する各パターンの細胞数（フローサイト

メーターの測定回数は２回，Controlではn=2，エラーバーは最大値と最小値）	 

	 

1.2	 温度ばく露による角膜上皮培養細胞 HCE-T の基本動態への影響の検討	 

1.2.1	 実験条件および実験方法	 

	 本章では，図Ⅳ̶５のブロック図に示した温度ばく露装置を用いて，HCE-T	 細胞に

対する温度ばく露実験を行い，細胞の増殖への影響を調べた．水冷ポンプによってペル

チェ素子の表面と裏面に温度勾配を作り，ペルチェ素子に密着させた真鍮板を裏から温

めることで，ディッシュ底面を一様に温めた．42	 ℃，46	 ℃，50	 ℃でのばく露による

結果の違いから，HCE-T	 細胞に影響が現れる温度の閾値を検討した．培地底面中央の温

度の測定結果から各温度で定常状態に達するには400~600秒を要したので，温度ばく露

時間は18分に設定した．	 

	 

	 

	 

	 

図Ⅴ̶５	 温度ばく露実験装置のブロック図	 
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実験手順を以下に示す．また実験の時系列を図Ⅴ－６に示す．	 

1.	 HCE-T	 細胞を60	 mmディッシュに播種する．培地厚みは約1	 mm，培地の量は2	 ml	 

とした．ディッシュ枚数は9	 枚とした．ばく露温度が42	 ℃，46	 ℃，50	 ℃の3	 通り	 

で，それぞれexposue(ばく露)，sham(偽ばく露)，control(統制)	 の3	 パターンで実	 

験を行うため．	 

2.	 培養環境下のインキュベータで24	 時間培養．	 

3.	 ばく露環境下のインキュベータに2	 枚のディッシュを移し，1	 枚のディッシュに

18	 分間の温度ばく露を行う．	 

4.	 温度ばく露終了後，位相差顕微鏡にセットされたカメラを用いて，それぞれのデ

ィッシュ底面のランダムな場所で写真を3	 枚撮る．	 

5.	 ばく露環境下のディッシュを培養環境下のインキュベータに戻し，培養する．	 

6.	 細胞を播いてから60	 時間後，それぞれのディッシュ底面のランダムな場所で写真

を3	 枚撮る．	 

	 

	 

	 	 	 	 	 図Ⅴ̶６	 温度ばく露実験の時系列	 
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1.2.2	 実験結果および考察	 

2℃，46℃，50℃で18	 分間温度ばく露を行い，ばく露直後と，ばく露後36	 時間経過

後の２回，同じディッシュで顕微鏡による画像を取得した．接着性を失って浮遊する細

胞の形態から生死を判定し，画像内の全細胞のうち，生存している細胞の割合を生存率

として算出し，影響評価の指標とした．ばく露直後の細胞の生存率を図Ⅴ̶7，ばく露後

36	 時間経過後の生存率を図Ⅴ̶8に示す．グラフの値は3	 枚の画像における生存率の平

均値を示しており，エラーバーは最大値，最小値を示している．	 

	 結果より，偽ばく露群(sham)	 と統制群(control)	 のHCE-T	 細胞の生存率はいずれ

の条件においても，95	 ％前後だった．42	 ℃と46	 ℃のばく露直後においては，その生

存率は約90	 ％であったが，50	 ℃のばく露直後においてはその生存率は71.4	 ％であっ

た．42	 ℃と46	 ℃のばく露36	 時間後においては，その生存率は約85	 ％だったが，50	 ℃

のばく露直後においてはその生存率は2.4	 ％に低下した．	 

	 

	 

図Ⅴ̶７	 温度ばく露直後の生存率（赤：ばく露，青：偽ばく露，緑：統制）	 
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図Ⅴ̶８	 温度ばく露36時間後の生存率（赤：ばく露，青：偽ばく露，緑：統制）	 

	 

	 

	 

1.3	 結論	 

	 開発したばく露装置の実用性を示すため，	 ミリ波帯電波による細胞ばく露実験と

共に同じ培養細胞を用いた温度ばく露を行い，細胞基本動態に影響が生じるかを検討し

た．これらの実験結果から京都大学での実験が安定的に行えることを確認することがで

きた．	 
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Ⅵ	 まとめ	 

平成２４年度は以下の事項に関して研究開発を行った．	 

	 

(1)	 75GHz 動物実験用ばく露装置の開発を行った．開発においては来年度の時間依存

性実験のために，ばく露による温度上昇の特性を測定した．寒天ファントムによる測定

の結果，温度上昇の時定数は約 60 秒-80 秒であることが分かった．また最大入力パワ

ー2W でファントムの最大温度上昇が角錐ホーン，切り離し導波管の両者で 3ºC 程度で

あり，時間依存性実験のためには現在 40GHz と 95GHz で利用しているレンズアンテナに

よるばく露が有効であろうと推測された．	 

また，前年度開発した 95GHz 動物実験用ばく露システムを金沢医科大学に設置し，ば

く露実験において適正なばく露強度で運用できるようにばく露管理を行った．95GHz の

ばく露に関しては電磁界ドシメトリを実施し，角膜における電力の吸収を明らかにし，

吸収量の定量的評価を行った．また環境の湿度・気流と眼障害の関連について検証する

実験のために，40GHz の動物実験用ばく露システムの保守と適正なばく露強度で運用で

きるようにばく露管理を行った．	 

	 

(2)	 前年度開発したばく露装置(60GHz)以外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う．95GHz のばく露装置の検討を行ったが，

ポスト壁導波路の製作精度の限界から，周波数としては 60GHz より低い周波数を選定し

40GHz とした．そして，40GHz において細胞ばく露実験が行える装置を数値解析により

設計し，実装を行った．その結果入力電力 1W に対して，細胞に空間平均値として，

11.7mW/cm2 の電力密度でばく露が可能でありばく露装置として十分に機能する事が確

認できた．また電界分布の相対標準偏差は 37	 %であり，比較的高い均一性が達成でき

た．	 

細胞実験を生物学的立場から集中的に実施する次年度以降に向けて，また前年度まで

に開発した細胞用ばく露装に基づいて，60GHzのばく露システムを京都大学に設置した．

システムの開発には取り扱いを容易に，しかも安定に動作するように，配慮を行った．

このばく露システムの操作マニュアルを作製し，京都大学の実験実施者に対して適正な

ばく露装置の運用が出来るようにした．	 
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(3)	 本年度は100GHz以上300GHzまでのミリ波帯域でばく露評価が行える解析手法に

関して検討した．検討した点は主にシミュレーションに使用する電気定数の決定方法と

数値計算手法の２点である．100GHz 以上の生体組織の電気定数のデータは現状で不足

しており，本研究ではその予備的検討として眼部組織の電気定数の測定手法について

100GHz 以下の領域で測定の可能性を検証した．具体的には導波管貫通法による水の測

定と空洞共振器法による角膜の測定を実施した．導波管貫通法では導波管の製作精度を

改善する事により測定データの精度が向上する事がわかった．この結果を基にして

100GHz 以上の測定に関して製作精度を高くできるかどうかを検討する予定である．ま

た空洞共振器による測定では複素比誘電率の虚数部は比較的文献値に近い値となった

が，実部の値に改善の余地があることが分かった．これに関しては今後，角膜の設置方

法，解析手法の工夫により，精度の高い測定を目指す予定である．	 

また文献からの理論的な電気定数の決定方法を具体的に検討した．最近の文献調査か

ら，100HGz 以上の周波数領域において Fast	 relaxation が水の電気定数に大きく影響

を与えている事がわかり，この周波数領域における Fast	 relaxation モデルが生体組織

の電気定数の扱いにおいて注意すべき点であることが判明した．またミリ波帯域の電気

定数はほぼ水の含有率で決定する事から，リヒトネッカーの対数混合則を用いて 100	 

GHz	 ̃	 3	 THz における生体材料の誘電率を理論的に推定する事の可能性を検討した．	 

数値計算手法としては 100GHz 以上の解析における問題点を考察した．この周波数領

域では波長と細胞のサイズのオーダーが同程度になり，生体内で複雑な散乱がおこるか

もしれない．細胞レベルの構造が電磁界解析で必要になるかどうかの検討方法を考察し，

来年度以降に実施し，100GHz 以上の解析に関するモデリングの指針を決定する予定で

ある．また高解像度のモデリングが必要になった場合の解析方法として ADI	 ‒	 FDTD 法

や LOD	 ‒	 FDTD 法等の陰的 FDTD 法の適用について検討を行った．陰的解法は時間離散間

隔に対して無条件安定であり，本研究における目的に比較的に適合すると考えられる．

来年度以降は実装を行い，シミュレーターの開発を開始する予定である．	 

	 

(4)	 熱解析による考察として今年度は熱輸送シミュレータの開発を行った．これは眼

部での温度上昇と眼傷害との関係性を評価するため，温度上昇を精密に計算できるシミ

ュレータが必要だからである．シミュレータの開発は前年度行った基礎検討の結果に基

づき，熱伝導だけではなく対流の効果を考慮したシミュレータを開発した．熱輸送シミ

ュレーターは SMAC 法を基本に，すべてのアルゴリズムを陰解法化し時間離散間隔に対

して無条件安定な手法とし，そこへさらに GPU による高速化の適用を行った．その結果

従来の方法では 50µm メッシュの眼部のモデルにおいて１パラメータ追跡するのに１年
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程度の時間が必要であったのに対して，開発した熱輸送シミュレーターは 8時間程度で

計算を完了できる．本研究ではこのように高速な解析が可能な熱輸送シミュレーション

コードを開発できた．今回開発した熱輸送シミュレーションコードと前年度までに開発

した３次元入射電磁界再構成法コード，散乱界 FDTD コードを組み合わせ，【電磁界-熱

輸送】連成解析システムを構築した．これにより本研究で行われる実験結果の物理モデ

ル作成と，実験で行えないパラメータに対する補間が行える基礎が整ったと考えられる．	 

シミュレータを用いて解析を行った結果，入射電力の強度に依存して，熱輸送の形態

に変化がみられた．これは前年度行った実験的検討と矛盾しない結果であり，物理モデ

ルからも，眼部へのばく露は非線形性の考慮が重要である事がわかった．対流のないモ

デルと，対流を考慮したモデルで角膜中央の温度上昇の実験結果と対比した結果，対流

を考慮したモデルが実験結果とよく一致する事が明らかとなった．	 

(5)	 次年度京都大学で本格的に開始される細胞ばく露実験について，安定なばく露が

行える事を確認する為に，基本的な細胞ばく露実験を行った．開発したばく露装置は

1mW/cm2 の電力密度のばく露条件において約 0.1℃の温度上昇であり，この条件であれ

ば非熱的な影響の探索に使用できると考えられる．本研究では 1mW/cm2の電力密度で 24

時間ばく露し，細胞の生存率を調べた．結果としてばく露群，シャム群，コントロール

群で生存率に有意な差は観察されなかった．細胞の基本動態に対するミリ波ばく露の影

響を細胞の生存率で評価を行い，首都大学東京で開発した細胞用ばく露装置が安定に動

作する事を確認した．	 

また角膜上皮培養細胞に対して温度ばく露実験を行い温度変化に対する細胞の生存

率について予備的な検討を行った．温度ばく露は 42ºC，46ºC，50ºC（それぞれ 18 分ば

く露）の３条件で行った．結果として 50ºC の条件でばく露後 36 時間経過した後の細胞

の生存率は 2.4%となり，その他はほとんど生存率に変化はなかった．この予備的検討

の結果から，温度ばく露による生存率のデータ取得は，今後数値ドシメトリと連携して

閾値推定のシミュレーションの基本データとして利用できそうである事が確認できた．	 



1

Ⅰ. 研究目的 

ミリ波の低レベルばく露については、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有するかどうかについて、その可能性を探索する。 

平成 24 年度は、60GHz ミリ波ばく露装置（首都大学東京･多氣研究室の設計・製

作）の工学的動作環境について、細胞生物学的にアーチファクトのない正常培養環境を

保持しているかどうかについて試験を行う。まず、細胞の基本動態である、増殖能、コ

ロニー形成能、細胞周期分布について調べる。対照として、通常の CO2 インキュベー

タを用いて、同時に行う。両インキュベータでの結果を比較することによって、ばく露

装置が細胞生物学的に正常培養環境を保持しているかどうかについて確認することを

目的とする。

（以下、京都大学　受託分）
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Ⅱ. 試験方法 

 

Ⅱ-1.  60GHz ミリ波ばく露装置 

図 1 に本電波ばく露装置（首都大学東京・多氣研究室の設計・製作）とミリ波

ばく露用インキュベータを、図 2 にミリ波ばく露用インキュベータの内部を示す。

また、対照に用いた通常のインキュベータを図 3 に示す。 

   

図 2 ばく露用インキュベータ内部

図 1  ミリ波ばく露装置（右）と 

ミリ波ばく露用インキュベータ(左) 

        

 

図 3 対照に用いた通常のインキュベータ（左）とその内部（右） 
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Ⅱ-2  細胞・培養条件 

 

 60GHz ミリ波ばく露実験に適した細胞を検討するため、5 種類の細胞を選び、

ミリ波ばく露用インキュベータ、通常インキュベータとも同条件で培養した。 

 以下、用いた細胞株とそれぞれの培養条件を図 4～図 8 に示す。 

細胞：HCE-T（ヒト角膜上皮細胞）(図 4) 

培養液：DMEM 培地：HamF12 培地＝1：1 

（5％牛胎児血清、5μg/ml インスリン、10ｎg/ml hEGF） 

培養条件：37℃、5％二酸化炭素、飽和湿度（首都大学東京より分与） 

 
図 4 HCE-T 細胞 

 

 細胞：SRA01/04（ヒト水晶体上皮細胞） (図 5) 

培養液：DMEM 培地（20％牛胎児血清） 

培養条件：37℃、5％二酸化炭素、飽和湿度 （金沢医科大学より分与） 

- 

 
図 5 SRA01/04 細胞 
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 細胞：MO54（ヒト脳腫瘍由来細胞）(図 6) 

 培養液：DMEM 培地（10％牛胎児血清） 

 培養条件：37℃、5％二酸化炭素、飽和湿度 

 

図 6 MO54 細胞 

 

 細胞：CHO-K1（チャイニーズハムスター卵巣由来細胞）(図 7) 

 培養液：HamF12 培地（10％牛胎児血清） 

 培養条件：37℃、5％二酸化炭素、飽和湿度 

 
図 7 CHO-K1 細胞 

 

細胞：TIG119（ヒト子供皮膚由来線維芽細胞）(図 8) 

培養液：DMEM 培地（10％牛胎児血清） 

培養条件：37℃、5％二酸化炭素、飽和湿度 

 

図 8 TIG119 細胞 
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Ⅱ-3 細胞増殖能測定方法 

 

⑴ 5×10⁴～１×10⁵個（細胞の種類により調整）の細胞を播種した 6cm シャ

ーレを 20 枚用意し、ミリ波ばく露用インキュベータ・通常インキュベー

タにそれぞれ 10 枚ずつ７日間培養した。 

⑵ 1～7 日間の間、一回につき 2 枚ずつシャーレの細胞数を測定し、平均値

をその時間の細胞数とした。この 7 日間の測定を 2 回行った。 

⑶ 2 回分の結果を平均して片対数グラフで表し、直線増殖部分で倍加時間を

算出した。 

 

Ⅱ-4 コロニー形成法 

 

⑴ 細胞株を 10cm シャーレ 1 枚に 5×10⁵個播種し、通常インキュベータで

24 時間培養した。 

⑵ 培養後、細胞数を数えて段階希釈し、細胞数が 500 個・1000 個になるよ

うに 10cm シャーレに播いたものをそれぞれ 20 枚用意した。ミリ波ばく

露用インキュベータ・通常インキュベータでそれぞれ 10 枚ずつ約 7～10

日間（細胞により異なる）培養した。 

⑶ 顕微鏡でコロニー形成を確認した後、10％中性ホルマリン液でコロニーを

固定後、ギムザ液で染色した。 

⑷ 洗浄、乾燥後、コロニー数を数え、コロニー形成率を算出した。 

 

Ⅱ-5 細胞周期分布測定方法 

 

⑴ 細胞株を 10cm シャーレ 2 枚に１×10⁵個ずつ播種し、1 枚ずつ通常イン

キュベータ・ミリ波ばく露用インキュベータに分け 48 時間培養した。 

⑵ 培養後、各シャーレから細胞を１～2×10⁵個ずつ回収し、PBS に分散さ

せた。 

⑶ 氷冷した 100％エタノールを終濃度が 70％になるように加え、細胞を固定

し、－20℃で最低 30 分放置した。 

⑷ 固定後、細胞を遠心回収し、PBS にて洗浄した。 

⑸ PBS に再懸濁後、RNAse（最終濃度 0.2mg/ml）を加え、室温で 30 分放

置し、RNA 処理を行った。 

⑹ Propidium iodide(PI)（最終濃度 100μg/ml）を添加し、氷中で 10 分、遮

光して放置した。 

⑺ ナイロンメッシュを通し、フローサイトメトリーで測定した。 
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Ⅲ. 結果と考察 

 

Ⅲ-１ 細胞増殖能測定結果 

 

Ⅲ-1.1 HCE-T 細胞 

HCE-T 細胞の増殖能測定結果を図９に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ-1.2  SRA01/04 細胞 

SRA01/04 細胞の増殖能測定結果を図 10 に示す。 
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図 9 HCE-T 細胞の細胞増殖曲線 

＜倍加時間：ミリ波ばく露用インキュベータ（左）27.1 時間、 

通常インキュベータ（右）29.9 時間＞ 
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図 10 SRA01/04 細胞の細胞増殖曲線 

＜倍加時間：ミリ波ばく露用インキュベータ（左）32.4 時間、 

通常インキュベータ（右）30.4 時間＞ 
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Ⅲ-1.3 MO54 細胞 

MO54 細胞の増殖能測定結果を図 11 に示す。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ-1.4  CHO-K1 細胞 

CHO-K1 細胞の増殖能測定結果を図 12 に示す。 
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図 12 CHO-K1 細胞の細胞増殖曲線 

＜倍加時間：ミリ波ばく露用インキュベータ（左）18.3 時間、 

通常インキュベータ（右）18.5 時間＞ 

 

図 11 MO54 細胞の細胞増殖曲線 

＜倍加時間：ミリ波ばく露用インキュベータ（左）28.1 時間、 

通常インキュベータ（右）28.6 時間＞ 
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   Ⅲ-1.5 TIG119 細胞 

TIG119 細胞の増殖能測定結果を図 13 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の結果、どの細胞においてもミリ波ばく露用インキュベータと通常イ

ンキュベータにおいて増殖能に大きな差は見られなかった。 

TIG119 細胞（ヒト子供皮膚由来線維芽細胞）の倍加時間が 70 時間前後と

非常に長いため、また、培養途中で増殖能が弱まってしまうことから、今後の

ミリ波ばく露実験には適さないため、使用しないこととする。 

今後の遺伝毒性試験を行う際に、測定した倍加時間をばく露時間の参考と

する。 

 

 

  

図 13 TIG119 細胞の細胞増殖曲線 

＜倍加時間：ミリ波ばく露用インキュベータ（左）65.4 時間、 

通常インキュベータ（右）73 時間＞ 
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Ⅲ-2 コロニー形成能試験結果 

  

  HCE-T 細胞と SRA01/04 細胞で、まず 100・200 個/シャーレの細胞数で行っ

た。しかし、少ない細胞数ではコロニーを形成しにくく、コロニー数による正確な

比較ができなかったため、細胞数を 500・1000 個/シャーレに変更して再度培養し、

コロニー形成率を算出した。その結果をHCE-T細胞については図 14に、SRA01/04

細胞については図 15 に示す。 

 

 

コロニー形成率について、HCE-T 細胞ではミリ波ばく露用インキュベータで 2.3％、

通常インキュベータで 2.1％、SRA01/04 細胞ではミリ波ばく露用インキュベータで

2.7％、通常インキュベータで 3.0％となった。どちらの細胞も両インキュベータで形成

されたコロニー形成率について、統計学上有意な差は見られなかった。ただし、通常ヒ

トがん由来の細胞株や中国ハムスター由来の細胞株は、コロニー形成能が 60～90％あ

るので、今回検討した上記細胞株は非常にコロニー形成能力が低い結果となった。今後、

ミリ波ばく露実験を実施していく上で、コロニー形成能の極端な低さが影響を及ぼすか

どうかについては、さらに検討しなければならないと考える。 

 

 

図15 SRA01/04細胞におけるコロニー形成率図 14 HCE-T 細胞におけるコロニー形成率

0

2

4

6

8

10

HCE-T

コ
ロ

ニ
ー

形
成

率
(%
）

ミリ波ばく露用 通常

0

2

4

6

8

10

SRA01/04

コ
ロ

ニ
ー

形
成

率
(%
）

ミリ波ばく露用 通常



 10

Ⅲ-3 細胞周期測定結果 

 

HCE-T 細胞を、48 時間各インキュベータで培養後、フローサイトメータにて

細胞周期を測定した結果について、HCE-Ｔ細胞のＤＮＡヒストグラムを図 16 に、

細胞周期分布を図 17 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同様に SRA01/04 細胞を 48 時間各インキュベータで培養後、フローサイ

トメータにて細胞周期を測定した結果について、DNAヒストグラムを図18に、

細胞周期を図 19 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の結果、どちらの細胞も、ミリ波ばく露用インキュベータと通常インキュ

ベータにおいて、細胞周期分布に大きな違いが見られなかった。

図 16 HCE-T 細胞（48 時間培養後）

の DNA ヒストグラム 

図 17 HCE-T 細胞（48 時間培養後）
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図 18 SRA01/04 細胞（48 時間培養後）

の DNA ヒストグラム 

図 19 SRA01/04 細胞の細胞周期分布

（48 時間培養） 
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Ⅳ. 平成 24 年度の研究成果まとめ 

5 種類の細胞株（ヒト角膜上皮細胞(HCE-T)、ヒト水晶体上皮細胞(SPA01/04)、ヒ

ト脳腫瘍細胞(MO54)、チャイニーズハムスター卵巣細胞(CHO-K1)、ならびにヒト子

供皮膚由来線維芽細胞(TIG119)）を用いて、新規に作成された 60GHｚミリ波細胞ばく

露装置の細胞基本動態を調べた。細胞増殖能、コロニー形成能、細胞周期分布共に、通

常のインキュベータと差はなく、本装置はアーチファクトのない 60GHｚミリ波ばく露

実験が可能と考えられる。

本実験で用いたヒト角膜上皮細胞およびヒト水晶体上皮細胞は、倍加時間が 30 時

間程度であるが、コロニー形成能力は 2～3％と極めて低い結果となった。今後、ミリ

波ばく露実験を実施していく上で、コロニー形成能の極端な低さが影響を及ぼすかどう

かについては、さらに検討しなければならないと考える。
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