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緒言 

高周波（Radio frequency、以下「RF」という。）電磁界の生体影響に関しては、過

去半世紀に亘る研究蓄積があり、これらの知見に基づき、我が国の電波防護指針が制

定され、国民への過剰な電波ばく露を防止している。しかし、近年急速に普及しつつ

ある携帯電話や無線LANの使用は、一方では国民誰もが電波発信源を身近に有するこ

とに結びつく。これらの無線技術の発展には目覚しいものがあり、国民生活の質の向

上に貢献する一方で、急速に普及し発展する無線技術がもたらすかもしれない健康障

害への懸念も存在している。 

これの懸念は、我が国のみならず、世界の先進諸国でも同様であり、欧米を中心に、

電波、特に携帯電話使用と健康影響に関する研究が活発に行われている。そこで、こ

れらの研究を踏まえ、各国政府あるいはこれに準じる機関は、レビュー報告を行って

いる。 

我が国でも平成9年度（1997）より、生体電磁環境研究推進委員会を発足させて、

種々の研究を実施し、それまでの研究結果を取りまとめて、平成13年度（2001）に中

間報告を実施した。そこで、それ以降の海外の研究動向を把握し、今後の生体電磁環

境研究のあり方を検討するため、国内外における電波の生体影響に関する研究の動向

調査、特に世界保健機関が現在実施中である国際電磁界プロジェクトを中心に、疫学

研究と生物学的研究等を含むその他の研究とに大別してここに報告する。 

なお本報告書作成に当っては、疫学研究は山口直人に、生物学的研究等を含むその

他の研究は大久保千代次の協力を得てとりまとめた。 
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第一章 緒言 

RF電磁波が携帯電話に使用されるようになって、健康影響に対する関心が高まった

ことを受け、国内外で安全性を確認するための様々な研究が実施されている。実際に

RF電磁波にばく露している携帯電話利用者、基地局周辺住民などの健康に影響が引き

起こされていないかを確認する研究手法として疫学研究が有効である。疫学研究は、

実際に社会で起こりつつある現象を一定の手法を用いて観察し、健康影響の有無を評

価する手法であるが、RF電磁波の健康影響の場合では、ばく露しつつある者あるいは

過去ばく露した者（ばく露群）とばく露した経験のない者（非ばく露群）とを比較す

ることで、両者の間に健康影響の発生リスクに違いがないかを評価検討する。また、

疾患に罹患した者（症例群）と罹患していない者（対照群）について過去のばく露歴

を比較する症例対照研究も数多く実施されている。 

RF電磁波にばく露した場合の生体影響、健康影響に関する研究のうち、人を対象と

した研究に絞って研究動向の分析を行った。研究手法としては、疫学が大部分を占め

たが、一部に人を対象として行った実験的研究、症例報告も抽出されたので取り上げ

た。本年度は、研究全体の経年的な流れを中心に分析を行った。 

 

第二章 研究方法 

本研究では、米国国立図書館が構築する医学情報データベースMEDLINEに収載さ

れている研究論文からRFばく露に関連した論文を抽出して、その内容を分析した。 

検索に用いた検索式は以下の通りである。 

 

(("cellular phone"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "cellular phone"[MeSH Terms] OR 

mobile phone[Text Word]) AND English[Lang] AND "humans"[MeSH Terms] 
 
検索の結果、474文献が抽出された。これらの論文のタイトル、アブストラクトか

ら、関連性の低い論文を除外した。除外した論文は、主として携帯電話の医学応用に

関するもの186編、携帯電話と医療機器との干渉、自動車運転の安全性、in vitro実験

など172編であり、 終的に116編を評価の対象とした。 
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第三章 研究動向の分析結果 

（１）全体的な分析 

116論文を出版年別に分析すると、 初の論文が出版されたのは1997年であり2000

年に入って論文数が増加し始め、2005年には36論文が出版されたことが明らかとなっ

た（図）。ただし、この中にはreview, letter, editorialなど原著論文以外も含まれる。

この中で疫学研究の論文は、1998年に１編が出版されたが、2000年以降に増加し始め、

2005年には12論文が出版されている。疫学論文は全体で36論文である。個々の論文の

構造化抄録を添付する。 
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図1 携帯電話に関連する論文の出版状況の経年的傾向 

 

 

 
これらの論文が取り扱うテーマは、携帯電話使用に関するものが も多く95論文あ

り、基地局を対象としたものは10論文、RFばく露全体をあつかったものが11論文であ

った。 

各論文が問題としている主テーマは、腫瘍に関するものが も多く、47論文であっ

た。詳細な部位を見ると、聴神経腫瘍に関する論文が11論文、脳腫瘍に関する論文が
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18論文、その他のがん、あるいは悪性腫瘍全体に関する論文が18論文であった。 

腫瘍以外の健康影響としては、健康影響全般を扱った論文が18論文、自覚症状を扱

った論文が16論文であった。生物学的な影響を対象とした論文は8論文で、自律神

経・内分泌系への影響、血圧・心拍数、メラトニン代謝、精子への影響などである。

特定の疾患を取り上げた論文は3論文で喘息、皮膚炎、耳下筋膜炎であった。 

健康影響以外の論文としては、ばく露を取り扱った論文が14論文あった。この中で、

携帯電話使用に伴うばく露を扱った論文は6論文、基地局からのばく露レベルを取り上

げた論文は5論文、疫学研究における携帯電話利用状況の把握方法に関する論文2論文、

携帯電話の普及率に関する論文1論文であった。また、疫学の方法論に関する論文が2

論文、リスクコミュニケーションに関する論文は4論文であった。 

 

 

（２）疫学関連論文の分析 

疫学に関連した論文36論文の中で携帯電話使用を扱った論文は34論文であった。残

り2論文は1論文が基地局周辺の住民を対象として意識調査を行った論文、他の1論文

はRFばく露全体についてのリスクコミュニケーションに関する論文であった。 

携帯電話使用に関する34論文の中で、腫瘍を研究対象としているのは19論文で、内

訳を見ると、脳腫瘍全般は11論文、聴神経腫瘍のみを取り上げた論文は3論文、他は顔

面神経腫瘍、眼球の悪性黒色腫（2論文）、唾液腺腫瘍、非ホジキンリンパ腫であった。 

腫瘍を取り上げた19論文の中で罹患率の経年的な変動を分析して携帯電話の普及率

の上昇との関連性を検討した論文は4論文、他の15論文はすべて症例対照研究であり、

そのうち14論文は脳腫瘍、1論文は顔面神経腫瘍の症例対照研究あった。脳腫瘍14論

文の中で8論文は第一著者がHardell（スウェーデン）の一連のシリーズである。また、

INTERPHONE＊ studyの各国研究を報告したものは5論文で、2論文はデンマークか

らで、聴神経腫瘍の論文、髄膜腫と神経膠腫を扱った論文であった。2論文はスウェー

デンからで、同じく聴神経腫瘍の論文、髄膜腫と神経膠腫を扱った論文、1論文は北欧

と英国のデータをプールして聴神経腫瘍のリスクを分析した論文である。残る1論文は

アイルランドの神経膠腫患者を対象として腫瘍の位置（左右）と携帯電話利用即の相

関を分析した疫学調査であった。 

 
＊：国際がん研究機関（IARC）の主導で13カ国が参加して実施している携帯電話使用と 

脳腫瘍の症例対照研究の通称 
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（３）INTERPHONE study に関連した論文 

聴神経腫瘍に関する症例対照研究（Christensen, et al. Am J Epidemiol, 2004）の

結果を見ると、デンマークの研究では、症例106名と対照212名の比較から携帯電話使

用による相対リスク（オッズ比）は0.9（95%信頼区間0.51-1.57）で、１０年以上の長

期使用でも携帯電話の使用側と同側の相対リスクも増加は認められなかった。一方、

スウェーデンで実施された症例対照研究（Lonn, et al. Epidemiology, 2004）では、症

例148名と対照604名の比較の結果、携帯電話使用による相対リスクは1.0（95%信頼

区間0.6-1.5）でリスクの増加は認められなかったが、10年以上の長期使用者では相対

リスク1.9（95%信頼区間0.9-4.1）、さらに、10年以上長期使用者で携帯電話使用と同

側の相対リスクは3.9（95%信頼区間1.6-9.5）で統計的に有意なリスクの上昇が認めら

れたと報告している。さらに、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンラン

ド、英国の調査をプールした分析では（Schoemaker, et al. Br J Cancer, 2005）、症例

678名と対照3,553名を比較した結果、携帯電話使用による相対リスクは0.9（95%信頼

区間0.7-1.1）で、使用期間、累積使用時間、通話回数との相関も認められなかったが、

10年以上の使用で携帯電話使用と同側の相対リスクが1.8（95%信頼区間1.1-3.1）と有

意に増加していたと報告している。 

神経膠腫と髄膜腫については、デンマークの症例対照研究（Christensen, et al. 

Neurology, 2005）では神経膠腫252名、髄膜腫175名と対照822名を比較した結果、高

悪性度の神経膠腫、低悪性度の神経膠腫、髄膜腫に対する携帯電話使用の相対リスク

は、それぞれ0.58（95%信頼区間0.37-0.90）、1.08（95%信頼区間0.58-2.00）、1.00

（95%信頼区間0.54-1.28）でリスク増加は全く認められなかった。スウェーデンの症

例対照研究（Lonn, et al. Am J Epidemiol, 2005）でも、神経膠腫371名、髄膜腫273

名と対照674名を比較した結果、神経膠腫に対する相対リスク0.8（95%信頼区間0.6-

1.0）、髄膜腫に対する相対リスク0.7（95%信頼区間0.5-0.9）でいずれの腫瘍でも10年

以上の長期使用、携帯電話使用と同側の相対リスクには増加が認められなかったと報

告している。 
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第四章 まとめ 

携帯電話使用者における健康リスクの評価は2000年以降に増加したが、疫学研究論

文は36編であり、特に注目される脳腫瘍のリスクを評価した疫学研究は14論文に過ぎ

なかった。しかも、その中の8論文はスウェーデンのHardellらが実施した一連の研究

であり、さらに5論文はINTERPHONE studyの研究結果であった。今後、  

INTERPHONE study全体の検討結果が公表され、我が国を含めた参加各国の結果が

公表されるまでは総合評価は難しい。 

基地局周辺に居住する者における健康リスクの評価は、疫学研究による信頼性の高

い分析は公表されておらず、現時点では結論を下すことは不可能であることが明らか

となった。 

今後も、情報収集を続けるとともに、総合評価を行っていく必要がある。 
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Record Number: 1 
Author: Hocking, B. 
Year: 1998 
Title: Preliminary report: symptoms associated with mobile phone use 
Journal: Occup Med (Lond) 
Volume: 48 
Issue: 6 
Pages: 357-60 
 
研究目的 携帯電話使用による自覚症状を検討する 

デザイン Cross-sectional 

対象者 
医学雑誌の広告での募集に応じた50名。その中で40名
が実際の電話インタビュー（構造化されていると記載）

を受けた 

実施国 Australia 

ばく露 携帯電話利用 

研究方法 

影響 自覚症状 

主な研究結果 

自覚症状は通話後数分で始まるが、その日にあとになって起こるこ

ともある。通話終了後1時間程度で症状は消失するが、夜まで続く

こともある。3名はベルトに携帯電話を装着していると装着部位に

症状が出ると回答。75%はデジタル電話に関連。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲以下 
総合評価での考慮：不要 
 
参加者がどのような集団を代表しているか不明 
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Record Number: 2 
Author: Oftedal, G.; Wilen, J.; Sandstrom, M.; Mild, K. H. 
Year: 2000 
Title: Symptoms experienced in connection with mobile phone use 
Journal: Occup Med (Lond) 
Volume: 50 
Issue: 4 
Pages: 237-45 
 

研究目的 携帯電話利用者に多い自覚症状を検討する 

デザイン Cross-sectional study 

対象者 仕事で携帯電話を利用する17,000名 

実施国 Sweden, Norway 

ばく露 携帯電話利用 

研究方法 

影響 自覚症状 

主な研究結果 

Norwayで31%、Swedenで13%が携帯電話利用に関連して少なくと

も一つの自覚症状を経験したことがあると回答した。 
も多かったのは、耳、耳の後部、周囲の熱感（sensation of 

warmth）で、顔面皮膚の焼ける感じ（burning sensation）、頭痛

が続いた。ほとんどの症状は携帯電話使用直後あるいは30分以内に

始まり、2時間程度まで続いた。受診したり、会社を休むことはほ

とんどなかったが、45%では何らかの自主的対策を取った。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
 
医学的に大きな意味はない。自覚症状が電磁波によるかどうか疑わ

しい。電話が耳に接触することなどの要因の可能性も高い。 
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Record Number: 3 
Author: Sandstrom, M.; Wilen, J.; Oftedal, G.; Hansson Mild, K. 
Year: 2001 
Title: Mobile phone use and subjective symptoms. Comparison of symptoms 
experienced by users of analogue and digital mobile phones 
Journal: Occup Med (Lond) 
Volume: 51 
Issue: 1 
Pages: 25-35 
 

研究目的 デジタル携帯電話（GSM）の利用者とアナログ携帯電話（NMT）
の利用者の間で自覚症状の有訴率に差がないか 
デザイン Cross-sectional study 

対象者 
スウェーデンではGSM利用者6,379名とNMT 900利用

者5,613名。ノルウェイでは、GSM利用者6,379名と

NMT 900利用者が各2,500名 

実施国 Sweden, Norway 

ばく露 GSM、NMT携帯電話利用 

研究方法 

影響 自覚症状 

主な研究結果 
GSM利用者とNMT900利用者で自覚症状の有訴率に差はなかっ

た。ただし、耳の熱感はGSM利用者の方が有意に有訴率が低かっ

た。スウェーデンでは頭痛、疲労感でも同様の傾向が認められた。

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
 
自覚症状が電磁波によるかどうか疑わしい。電話が耳に接触するこ

となどの要因の可能性も高い。 
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Record Number: 4 
Author: Hardell, L.; Mild, K. H.; Pahlson, A.; Hallquist, A. 
Year: 2001 
Title: Ionizing radiation, cellular telephones and the risk for brain tumours 
Journal: Eur J Cancer Prev 
Volume: 10 
Issue: 6 
Pages: 523-9 
 

研究目的 脳腫瘍（良性＋悪性）のリスク因子を探索的に分析する 

デザイン Case-control 

対象者 
年齢20-80の脳腫瘍患者（有病者prevalent cases）233
名。1:2マッチの住民対照群を住民登録から選出（466
名）。 

実施国 Sweden 

ばく露 職歴（化学工場など）、電離放射線被曝歴、携帯電話利

用歴 

研究方法 

影響 脳腫瘍 

主な研究結果 

症例209名(90%)と対照425名(91%) が質問票に回答した。 
○ 化学工場での作業歴  
   オッズ比 (OR) 4.10, 95% CI 1.25-13.4 
○ ラボ作業者 
   OR 3.21, 95% CI 1.16-8.85 
○ 頭頸部への放射線治療歴 
   OR 3.61, 95% CI 0.65-19.9 
○ 頭頸部への医学診断用X線 
   OR 1.64, 95% CI 1.04-2.58 
○ 臨床医としての作業歴 
   OR 6.00, 95% CI 0.62-57.7 
○ 側頭部、側頭・後頭部の脳腫瘍と同側の携帯電話使用 
   OR 2.42, 95% CI 0.97-6.05 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
有病者の調査では予後の悪い脳腫瘍が漏れている可能性がある。 
使用した質問票の信頼性、妥当性は要検討 
Recall biasの可能性 
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Record Number: 5 
Author: Burch, J. B.; Reif, J. S.; Noonan, C. W.; Ichinose, T.; Bachand, A. M.; 
Koleber, T. L.; Yost, M. G. 
Year: 2002 
Title: Melatonin metabolite excretion among cellular telephone users 
Journal: Int J Radiat Biol 
Volume: 78 
Issue: 11 
Pages: 1029-36 
 

研究目的 携帯電話使用がメラトニン産生に及ぼす影響を検討する 

デザイン Cross-sectional 

対象者 

電 力 事 業 者 の 男 性 作 業 者 （ male electric utility 
workers）  
年齢18-60 
Study 1, 1997年に実施、n=149;  
Study 2, 1998年に実施、n=77 

実施国 United States 

ばく露 
連続3日の作業日における携帯電話利用を記録。同じ3日
の60Hz電磁界ばく露、日光ばく露をEMDEX II で測

定。尿採取も３日間実施（overnight採尿と作業後） 

研究方法 

影響 melatonin metabolite 6-hydroxymelatonin sulfate (6-
OHMS)の尿中排泄 

主な研究結果 

Study 1では、1日使用時間が25分を超えた場合(5 worker-days)、
それ以外の者と尿中排泄に違いはなかった。 
 
Study 2では、携帯電話非利用者と比べて、1日使用時間が25分を超

えた場合(13 worker-days) クレアチニン補正した6-OHMS夜間の尿

中濃度（nocturnal concentration）は低値を示した(p=0.05)。ま

た、夜間排泄量も低かった(p=0.03)。携帯電話利用時間とともに ク
レアチニン補正した6-OHMS夜間の尿中濃度(p=0.02)、夜間排泄量

(p=0.08)が低くなる線形傾向も認められた。Study 2では携帯電話

利用と60-Hz MF ばく露の複合影響も認められた。  

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
動物実験などの基礎的検討についても情報収集して総合評価すべし
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Record Number: 6 
Author: Hardell, L.; Mild, K. H.; Carlberg, M. 
Year: 2002 
Title: Case-control study on the use of cellular and cordless phones and the risk 
for malignant brain tumours 
Journal: Int J Radiat Biol 
Volume: 78 
Issue: 10 
Pages: 931-6 
 

研究目的 携帯電話、コードレス電話利用と悪性脳腫瘍リスクの関連を検討す

る 

デザイン Case-control 

対象者 

20-80歳、男女の組織診断が明確な悪性脳腫瘍患者649
名。診断期間は1997年１月１日から2000年6月30日ま

で。研究時点で生存している有病患者（prevalent 
cases）。住民登録から1:1マッチの対照を選出。研究地

域 は Uppsala-Orebro, Stockholm, Linkoping and 
Goteborg. 

実施国 Sweden 

ばく露 携帯電話、コードレス電話利用 
診断前１年以内の利用は除外した。 

研究方法 

影響 悪性脳腫瘍 

主な研究結果 

質問票への回答が得られたのは、症例588 (91%)、対照581 (90%) . 
○ アナログ携帯電話使用歴 
   オッズ比(OR)=1.13, 95%CI=0.82-1.57 
○ デジタル携帯電話使用歴 
   OR=1.13, CI=0.86-1.48 
○ コードレス電話使用歴 
   OR=1.13, CI=0.85-1.50 
○ アナログ携帯電話利用と同側の悪性脳腫瘍 
   OR=1.85, CI=1.16-2.96 
○ アナログ携帯電話利用と同側のastrocytoma 
   OR=1.95, CI=1.12-3.39 
○ デジタル携帯電話利用と同側の悪性脳腫瘍 
   OR=1.59, CI=1.05-2.41 
○ コードレス電話利用と同側の悪性脳腫瘍 
   OR=1.46, CI=0.96-2.23 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
Prevalent caseであることの問題点 
Recall biasの評価。コードレス電話の意味づけ 
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Record Number: 7 
Author: Johansen, C.; Boice, J. D., Jr.; McLaughlin, J. K.; Christensen, H. C.; 
Olsen, J. H. 
Year: 2002 
Title: Mobile phones and malignant melanoma of the eye 
Journal: Br J Cancer 
Volume: 86 
Issue: 3 
Pages: 348-9 
 

研究目的 眼の悪性黒色腫の罹患率が携帯電話の普及と平行して上昇している

か検討する 

デザイン Ecological 

対象者 全国の罹患率 

実施国 Denmark 

ばく露 携帯電話契約者数 

研究方法 

影響 眼の悪性黒色腫の罹患率 

主な研究結果 
1980年代に携帯電話契約者は指数関数的な増加を示したが、それと

は対照的に、眼の悪性黒色腫の罹患率には増加傾向は認められなか

った。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
潜伏期間の考慮が必要。罹患率に影響を与える検査手法の変化など

も考慮が必要だが、negativeな結果なので考察は可能 
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Record Number: 8 
Author: Simsek, V.; Sahin, H.; Akay, A. F.; Kaya, H.; Bircan, M. K. 
Year: 2003 
Title: The effects of cellular telephone use on serum PSA levels in men 
Journal: Int Urol Nephrol 
Volume: 35 
Issue: 2 
Pages: 193-6 
 

研究目的 携帯電話利用が男性で前立腺特異抗原（PSA）の血清レベルを増加

させないか検討する 

デザイン Human experiment 

対象者 研究開始時点までに携帯電話の利用歴のない、年齢22 
to 65歳の男性20名 

実施国 Turkey 

ばく露 30日間の携帯電話利用 

研究方法 

影響 携帯電話利用前後での血清遊離PSAレベル、総PSAレベ

ルの変化 

主な研究結果 
携帯電話利用前のPSA値は遊離PSA2.070 ng/ml、総PSA 0.500 
ng/mlであったのが、利用後には、それぞれ2.0 ng/ml、  0.505 
ng/ml となった。両者には差がなかった(p > 0.05) 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
 
研究の背景が不明。Biological Plausibilityはない 
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Record Number: 9 
Author: Parslow, R. C.; Hepworth, S. J.; McKinney, P. A. 
Year: 2003 
Title: Recall of past use of mobile phone handsets 
Journal: Radiat Prot Dosimetry 
Volume: 106 
Issue: 3 
Pages: 233-40 
 

研究目的 携帯電話利用に関する自己申告の妥当性を検討する 

デザイン Prospective cohort (validation study) 

対象者 Leeds大学のスタッフから募集したボランティア93名 

実施国 United Kingdom 

ばく露 
郵送による質問票による携帯電話利用の自己申告 
質問票回答後6ヶ月間の携帯電話使用（発信）に関する

事業者（network operator）の記録 

研究方法 

影響 － 

主な研究結果 

通話回数の一致度は中程度(kappa = 0.39)、通話時間は少し良かっ

た(kappa = 0.50). Log-linear modelling でも結果は同様であった。

Spearman correlation coefficientは通話回数0.48、通話時間0.60 で
あった. Graphical agreement methodsでover-reportingが示唆され

た。通話回数のover-reporting (by a factor of 1.7)、通話時間 (by a 
factor of 2.8). 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE studyの一環 
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Record Number: 10 
Author: Ali Kahn, A.; O'Brien, D. F.; Kelly, P.; Phillips, J. P.; Rawluk, D.; Bolger, 
C.; Pidgeon, C. N. 
Year: 2003 
Title: The anatomical distribution of cerebral gliomas in mobile phone users 
Journal: Ir Med J 
Volume: 96 
Issue: 8 
Pages: 240-2 
 

研究目的 神経膠腫の発生部位と携帯電話利用側の間に相関があるか検討する

デザイン Case-only  

対象者 組織学的に確定した神経膠腫患者73例 

実施国 Ireland 

ばく露 利き手（左右）：携帯電話利用側を反映すると仮定 

研究方法 

影響 神経膠腫の発生部位 

主な研究結果 
73名中50名が携帯電話利用者。ほとんどは右利き(69/73)であっ

た。右側に発生した脳腫瘍は48/73であった。Fisher's exact testで
は両者に有意な相関は認められなかった。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲以下 
総合評価での考慮：不要 
 
利き手は必ずしも携帯電話利用側と同様でない 
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Record Number: 11 
Author: Warren, H. G.; Prevatt, A. A.; Daly, K. A.; Antonelli, P. J. 
Year: 2003 
Title: Cellular telephone use and risk of intratemporal facial nerve tumor 
Journal: Laryngoscope 
Volume: 113 
Issue: 4 
Pages: 663-7 
 

研究目的 携帯電話利用と側頭内顔面神経腫瘍（intratemporal facial nerve 
IFN tumor）のリスクに関連があるか検討する 

デザイン Case-control 

対象者 
症例群：IFN腫瘍患者18名 
対照群：聴神経腫瘍 (n = 51), 鼻・副鼻腔炎 (n = 72), 発
声障害、逆流性食道疾患(n = 69) 

実施国 United States 

ばく露 携帯電話利用（独自の調査票を使用）。ほかに家族歴、

生活習慣など多彩な情報を収集 

研究方法 

影響 IFN腫瘍の発症リスク 

主な研究結果 

○ 手持ち携帯電話利用 
   OR=0.6 (95% CI, 0.2-1.9) 
○ 定常的な利用 
   OR=0.4 (95% CI, 0.1-2.1) 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
対照群は病院対照であるから妥当性が問題となる 
症例群18例は十分か 
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Record Number: 12 
Author: Hardell, L.; Mild, K. H.; Carlberg, M. 
Year: 2003 
Title: Further aspects on cellular and cordless telephones and brain tumours 
Journal: Int J Oncol 
Volume: 22 
Issue: 2 
Pages: 399-407 
 

研究目的 携帯電話、コードレス電話利用と悪性脳腫瘍リスクの関連を検討す

る 

デザイン Case-control 

対象者 

20-80歳、男女の組織診断が明確な悪性脳腫瘍患者1,617
名。診断期間は1997年1月1日から2000年6月30日ま

で。研究時点で生存している有病患者（prevalent 
cases）。住民登録から1:1マッチの対照を選出。研究地

域 は Uppsala-Orebro, Stockholm, Linkoping and 
Goteborg. （Record number 6と同一のデザインで症

例、対照数が増加） 

実施国 Sweden 

ばく露 携帯電話、コードレス電話利用 
診断前１年以内の利用は除外した。 

研究方法 

影響 悪性脳腫瘍 

主な研究結果 

質問票への回答が得られたのは、症例1,429 (88%)、対照1,470 
(91%)  
○ アナログ携帯電話使用歴 
   オッズ比(OR)=1.3, 95%CI=1.04-1.6 
○ アナログ携帯電話利用と同側の悪性脳腫瘍 
   OR=1.7, 95% CI=1.2-2.3 
○ デジタル携帯電話利用と同側の悪性脳腫瘍 
   OR=1.3, 95% CI=1.02-1.8 
○ コードレス電話利用と同側の悪性脳腫瘍 
   OR=1.2, 95% CI=0.9-1.6 
○ アナログ携帯電話利用と同側のastrocytoma 
   OR=1.8,95% CI=1.1-3.2 
○ デジタル携帯電話利用と同側のastrocytoma 
   OR=1.8, 95% CI=1.1-2.8 
○ コードレス電話利用と同側のastrocytoma 
   OR=1.8, 95% CI=1.1-2.9 
○ アナログ携帯電話利用と同側の側頭部の脳腫瘍 
   OR=2.3, 95% CI=1.2-4.1 
○ アナログ携帯電話利用と聴神経腫瘍 
   OR=4.4, 95% CI=2.1-9.2 
○ アナログ携帯電話利用１年あたり脳腫瘍 
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   OR=1.04, 95% CI=1.01-1.08 
○ アナログ携帯電話利用１年あたり同側のastrocytoma 
   OR=1.10, 95% CI=1.02-1.19 
○ デジタル携帯電話利用１年あたり同側のastrocytoma 
   OR=1.11, 95% CI=1.01-1.22 
○ コードレス携帯電話利用１年あたり同側のastrocytoma 
   OR=1.09, 95% CI=1.01-1.19 
 
導入期間（induction period）は携帯電話利用と同側で短い傾向が

認められた 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
Prevalent case の問題点 
Recall biasの評価。コードレス電話の意味づけ 
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Record Number: 13 
Author: Hardell, L.; Mild, K. H.; Carlberg, M.; Hallquist, A. 
Year: 2004 
Title: Cellular and cordless telephone use and the association with brain tumors 
in different age groups 
Journal: Arch Environ Health 
Volume: 59 
Issue: 3 
Pages: 132-7 
 

研究目的 携帯電話、コードレス電話利用と悪性脳腫瘍リスクの関連を検討す

る 

デザイン Case-control 

対象者 

20-80歳、男女の組織診断が明確な悪性脳腫瘍患者1,617
名。診断期間は1997年1月1日から2000年6月30日ま

で。研究時点で生存している有病患者（prevalent 
cases）。住民登録から1:1マッチの対照を選出。研究地

域 は Uppsala-Orebro, Stockholm, Linkoping and 
Goteborg. （Record number 12と同一の研究） 

実施国 Sweden 

ばく露 携帯電話、コードレス電話利用 
診断前１年以内の利用は除外した。 

研究方法 

影響 悪性脳腫瘍 

主な研究結果 

質問票への回答が得られたのは、症例1,429 (88%)、対照1,470 
(91%) 
 
○ 20-29歳の群でリスクが も高く、アナログ携帯電話利用と同

側で、OR = 5.91, 95% CI = 0.63-55 
○ 20-29歳の群で５年以上の潜伏期間を考慮すると、アナログ電

話でOR = 8.17, 95% CI = 0.94-71、コードレス電話でOR = 4.30, 
95% CI = 1.22-15であった。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
Prevalent case の問題点 
Recall biasの評価。コードレス電話の意味づけ 
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Record Number: 14 
Author: Cook, A.; Woodward, A.; Pearce, N.; Marshall, C. 
Year: 2003 
Title: Cellular telephone use and time trends for brain, head and neck tumours 
Journal: N Z Med J 
Volume: 116 
Issue: 1175 
Pages: U45 
 

研究目的 携帯電話の普及に伴って頭頸部腫瘍の罹患率に増加が認められたか

検討する 

デザイン Ecological 

対象者 全国罹患率 

実施国 New Zealand 

ばく露 全国の携帯電話加入者数 

研究方法 

影響 全国の頭頸部腫瘍罹患率 

主な研究結果 
頭頸部の部位によって、dosimetryデータから高ばく露、中ばく

露、低ばく露の部位に分けて罹患率を1986-1998年で経年的に分析

したが、1987年の携帯電話導入による変化は認められなかった。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
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Record Number: 15 
Author: Inskip, P. D.; Devesa, S. S.; Fraumeni, J. F., Jr. 
Year: 2003 
Title: Trends in the incidence of ocular melanoma in the United States, 1974-
1998 
Journal: Cancer Causes Control 
Volume: 14 
Issue: 3 
Pages: 251-7 
 

研究目的 
眼の黒色腫（ ocular melanoma）と皮膚の黒色腫（ cutaneous 
melanoma）の罹患率の経年変化を比較して、前者に携帯電話の普

及に伴う増加が見られるかを検討する 

デザイン Ecological 

対象者 米国SEERプログラムの白人罹患率 

実施国 United States 

ばく露 － 

研究方法 

影響 眼の黒色腫、皮膚の黒色腫の罹患率 

主な研究結果 

眼の黒色腫の罹患率は1990年代に男女とも減少傾向を示した。1年
あたりの変化率は男で -0.7% (95%CI: -2.3, 0.9)、女では -1.2%
(95%CI: -2.5, 0.0)であった。部位別では、脈絡膜は変化なし、毛様

体では減少、結膜では男性のみ増加傾向を示した。一方、皮膚の黒

色腫は一貫して増加傾向を示した。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
Ocular melanomaが携帯電話利用とともに増加するという疫学デー

タ：Stang et al. Epidemiology 12:7-12, 2001 
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Record Number: 16 
Author: Hutter, H. P.; Moshammer, H.; Wallner, P.; Kundi, M. 
Year: 2004 
Title: Public perception of risk concerning celltowers and mobile phones 
Journal: Soz Praventivmed 
Volume: 49 
Issue: 1 
Pages: 62-6 
 

研究目的 基地局周辺の住民が携帯電話、基地局の有害性について特に強い関

心を持っているか検討する 

デザイン Cross-sectional (questionnaire survey) 

対象者 

いくつかの環境因子に対する個人的なリスク認知度を質

問票で行った。配布したのは公聴会でthe Institute of 
Environmental Healthの医師が情報提供を行う前。(n 
= 123, 回答率48%). 比較対照として医学生 (n = 366) に
も同じ質問を実施 

実施国 Austria 

ばく露 基地局周辺に居住すること 

研究方法 

影響 携帯電話、基地局に対するリスク認知度 

主な研究結果 

参加者は学生よりも携帯電話、基地局により高いリスク認知度を示

した。この傾向は高齢者、女性で顕著だった。携帯電話と基地局に

対するリスク認知度はお互いに相関していた。ただし、リスク認知

度は交通騒音、大気汚染と同程度だった。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
公聴会出席者は特に強い関心を持つ集団。対照集団の選び方につい

て記述なし 
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Record Number: 17 
Author: Bohler, E.; Schuz, J. 
Year: 2004 
Title: Cellular telephone use among primary school children in Germany 
Journal: Eur J Epidemiol 
Volume: 19 
Issue: 11 
Pages: 1043-50 
 

研究目的 小学生は何％が携帯電話を持ち、どの程度の頻度で使用しているか

検討する 

デザイン Cross-sectional 

対象者 ドイツMainz市（人口20万）の37小学校の4学年1,933
名が参加した（年齢の中央値は10歳、参加率87.8%）。

実施国 Germany 

ばく露 性・年齢、生活特性など 

研究方法 

影響 携帯電話の所有、利用 

主な研究結果 

約3分の１ (n = 671, 34.7%) が携帯電話を所有。119 (6.2%)名は１

日に 低１回は発信、123 (6.4%) 名は週に数回使用、876 (45.3%) 
名はたまに使うのみと回答した。残りの805 (41.6%)は携帯電話の

使用経験がなかった。携帯電話を所有する子供の特徴は、年齢が高

い、男、兄弟がいない、身長体重が良い、TV鑑賞、コンピュータ

ゲームに長い時間を使う、両親が学校から自動車でピックアップす

る、就寝が遅いなどの特徴が見られた。社会階層が良くない家庭か

らの子供が多いクラスで携帯電話所有者が多い傾向も見られた。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
 
健康影響についての分析でない 
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Record Number: 18 
Author: Samkange-Zeeb, F.; Berg, G.; Blettner, M. 
Year: 2004 
Title: Validation of self-reported cellular phone use 
Journal: J Expo Anal Environ Epidemiol 
Volume: 14 
Issue: 3 
Pages: 245-8 
 

研究目的 携帯電話利用に関する自己申告による情報の信頼性を検討する 

デザイン Prospective cohort (validation study) 

対象者 選出した104名（33名は電話帳から無作為抽出、71名は

ボランティア）中68名が参加。 

実施国 Germany 

ばく露 携帯電話利用者が記録する3ヶ月間の利用情報 

研究方法 

影響 携帯電話利用の自己申告（利用記録情報のあとで実施）

主な研究結果 

自己申告と事業者記録のSpearman順位相関係数は、1日通話回数

では相関が良く(r=0.62, 95% CI: 0.45-0.75)、平均の通話時間では

中程度の相関であった (r=0.34, 95% CI: 0.11-0.54)。累積の携帯電

話利用時間についてはr=0.56 (Spearman's correlation, CI: 0.38-
0.70) であった。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE study の一環 
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Record Number: 19 
Author: Al-Khlaiwi, T.; Meo, S. A. 
Year: 2004 
Title: Association of mobile phone radiation with fatigue, headache, dizziness, 
tension and sleep disturbance in Saudi population 
Journal: Saudi Med J 
Volume: 25 
Issue: 6 
Pages: 732-6 
 

研究目的 携帯電話利用と疲労、頭痛、眩暈、緊張、睡眠障害の相関を検討す

る 

デザイン Cross-sectional 

対象者 携帯電話利用者、利用経験者437名(男55.1%、女39.9%)

実施国 Saudi Arabia 

ばく露 携帯電話利用（比較対照なし） 

研究方法 

影響 疲労、頭痛、眩暈、緊張、睡眠障害の有訴率 

主な研究結果 頭痛 (21.6%), 睡眠障害 (4.%), 緊張 (3.9%), 疲労 (3%), 眩暈 (2.4%) 

コメント 

内的妥当性：許容範囲以下 
総合評価での考慮：不要 
 
比較対照がないこと、携帯電話との関連が不明 
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Record Number: 20 
Author: Roosli, M.; Moser, M.; Baldinini, Y.; Meier, M.; Braun-Fahrlander, C. 
Year: 2004 
Title: Symptoms of ill health ascribed to electromagnetic field exposure--a 
questionnaire survey 
Journal: Int J Hyg Environ Health 
Volume: 207 
Issue: 2 
Pages: 141-50 
 

研究目的 「電磁界ばく露が原因で体調が悪い」と訴える人達を対象に、訴え

の内容を調べる 

デザイン Cross-sectional 

対象者 質問票が配布された人数は不明。429の質問票が回収さ

れた。  

実施国 Switzerland 

ばく露 電磁界ばく露の機会（高圧線、電車、携帯電話、基地局

など） 

研究方法 

影響 自覚症状 

主な研究結果 

429人中394人が自覚症状ありと回答した。 
睡眠障害(58%), 頭痛 (41%), いらいら、抑うつ(19%), 疲労 (18%), 集
中困難 (16%) が も多く見られた。携帯電話基地局によるという訴

えが も多く(74%), 携帯電話利用  (36%), コードレス電話利用 
(29%) 高圧線 (27%)が続く。公的機関のコンサルトを受けた85%は

対応に不満を持っていたが、自助組織（self-help groups）、エコ

ロジストの対応は期待通りであった。3分の2は症状を軽減する努力

をしていた。 
 

コメント 

内的妥当性：許容範囲以下 
総合評価での考慮：不要 
 
一般化できない結果である。 
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Record Number: 21 
Author: Lonn, S.; Ahlbom, A.; Hall, P.; Feychting, M. 
Year: 2004 
Title: Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma 
Journal: Epidemiology 
Volume: 15 
Issue: 6 
Pages: 653-9 
 

研究目的 携帯電話による電磁波ばく露が聴神経腫瘍のリスクを上昇させるか

検討する 

デザイン Case-control 

対象者 

1999-2002年にスウェーデンの１地区で聴神経腫瘍と診

断された症例のなかで20-69歳の全患者を症例群とし

た。対照群は性、年齢、居住地域により層別して住民対

照を選出。調査に参加したのは、症例148 (93%)名、対

照 604 (72%) 名. 

実施国 Sweden 

ばく露 携帯電話使用 

研究方法 

影響 聴神経腫瘍罹患 

主な研究結果 

○ 定常的な携帯電話使用 
   OR=1.0 (95%CI = 0.6-1.5) 
○ 10年以上の定常的な携帯電話使用 
   1.9 (0.9-4.1) 
○ 10年以上の提供的な携帯電話利用と同側のリスク 
3.9 (1.6-9.5) 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE STUDY 
Recall biasの可能性は要検討 
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Record Number: 22 
Author: Christensen, H. C.; Schuz, J.; Kosteljanetz, M.; Poulsen, H. S.; 
Thomsen, J.; Johansen, C. 
Year: 2004 
Title: Cellular telephone use and risk of acoustic neuroma 
Journal: Am J Epidemiol 
Volume: 159 
Issue: 3 
Pages: 277-83 
 

研究目的 携帯電話使用と聴神経腫瘍罹患の関連性を検討する 

デザイン Case-control 

対象者 2000-2002年に新規に聴神経腫瘍と診断された106名、

性・年齢をマッチした対照212名 

実施国 Denmark 

ばく露 携帯電話使用 

研究方法 

影響 聴神経腫瘍罹患 

主な研究結果 

○ 携帯電話使用 
   OR=0.90 (95%CI: 0.51, 1.57) 
○ 10年以上の使用でもリスク上昇なし 
   OR=0.22 (95%CI: 0.04, 1.11) 
○ 携帯電話使用と同側でリスク上昇なし 
○ 腫瘍の大きさも携帯電話使用パターンと相関なし 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE study 
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Record Number: 23 
Author: Lonn, S.; Klaeboe, L.; Hall, P.; Mathiesen, T.; Auvinen, A.; Christensen, 
H. C.; Johansen, C.; Salminen, T.; Tynes, T.; Feychting, M. 
Year: 2004 
Title: Incidence trends of adult primary intracerebral tumors in four Nordic 
countries 
Journal: Int J Cancer 
Volume: 108 
Issue: 3 
Pages: 450-5 
 

研究目的 北欧4カ国で頭蓋内腫瘍の罹患率の経年変化を分析し、診断機器の

導入、携帯電話の普及の影響があるか検討する 

デザイン Ecological 

対象者 4カ国のがん登録で得られた全国罹患率。20－79歳の範

囲、1969-98年の動向。 

実施国 Denmark, Finland, Norway and Sweden 

ばく露 診断機器の導入、携帯電話の普及 

研究方法 

影響 頭蓋内腫瘍（良性、悪性）罹患率の経年変化 

主な研究結果 

全頭蓋内腫瘍の罹患率は男で8.4-11.8、女で5.8-9.3、年間増加率は

男で0.6% (95%CI = 0.4, 0.7)、女で0.9% (95% CI = 0.7, 1.0)。 罹患

率の増加が見られたのは1970年代後半と1980年代前半であり、よ

り良い診断方法の導入時期と一致していた。1983以降、携帯電話が

急速に普及した時期の罹患率は男女とも安定していた。  

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
診断精度の変化を考慮している 
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Record Number: 24 
Author: Hardell, L.; Hallquist, A.; Hansson Mild, K.; Carlberg, M.; Gertzen, H.; 
Schildt, E. B.; Dahlqvist, A. 
Year: 2004 
Title: No association between the use of cellular or cordless telephones and 
salivary gland tumours 
Journal: Occup Environ Med 
Volume: 61 
Issue: 8 
Pages: 675-9 
 

研究目的 携帯電話、コードレス電話利用と唾液腺腫瘍の発症リスクの関連を

検討する 

デザイン Case-control 

対象者 
症例はがん登録から同定。1:4で性・5歳年齢階級をマッ

チした住民?対照を選出。症例293例（生存例）対照

1,172名が選出された 

実施国 Sweden 

ばく露 携帯電話、コードレス電話利用 

研究方法 

影響 唾液腺腫瘍 

主な研究結果 

症例267 (91%)名、対照1,053 (90%)名が調査に参加した。  
○ アナログ携帯電話使用 
   OR=0.92 (95% CI 0.58 to 1.44) 
○ デジタル携帯電話使用 
   1.01 (95% CI 0.68 to 1.50) 
○ コードレス電話使用 
   0.99 (95% CI 0.68 to 1.43) 
 
唾液腺の部位によっても変わらなかった 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
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Record Number: 25 
Author: Fejes, I.; Zavaczki, Z.; Szollosi, J.; Koloszar, S.; Daru, J.; Kovacs, L.; 
Pal, A. 
Year: 2005 
Title: Is there a relationship between cell phone use and semen quality? 
Journal: Arch Androl 
Volume: 51 
Issue: 5 
Pages: 385-93 
 

研究目的 携帯電話使用と精子の性質との関連性を検討する 

デザイン Cross-sectional 

対象者 A total of 371 

実施国  

ばく露 携帯電話所有,1日通話時間 

研究方法 

影響 精子の性状 

主な研究結果 

携帯電話の所有期間、1日の通話時間は、rapid progressive motile 
sperm の割合と負の相関を示し(r = -0.12 と  r = -0.19)、slow 
progressive motile spermの割合とは正の相関を示した (r = 0.12 と 
r = 0.28)。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
 
生物学的に携帯電話使用と精子の性状を結びつける手がかりはない
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Record Number: 26 
Author: Berg, G.; Schuz, J.; Samkange-Zeeb, F.; Blettner, M. 
Year: 2005 
Title: Assessment of radiofrequency exposure from cellular telephone daily use 
in an epidemiological study: German Validation study of the international case-
control study of cancers of the brain--INTERPHONE study 
Journal: J Expo Anal Environ Epidemiol 
Volume: 15 
Issue: 3 
Pages: 217-24 
 

研究目的 INTERPHONE studyで用いられたインタビュー調査の信頼性を事

業者の利用記録、SMPでの測定データとの比較で検討する 

デザイン Cohort (validation study) 

対象者 ボランティア45名 

実施国 Germany 

ばく露 SMPを用いた通話による出力の測定、事業者から提供

された利用記録（同時期の1ヶ月） 

研究方法 

影響 ばく露記録後3ヶ月後にINTERPHONE studyのインタ

ビュー調査を実施 

主な研究結果 

全部で1,757の通話が45人の参加者についてSMPと事業者記録で記

録された。インタビューによる通話回数と総通話時間の累積出力と

の相関は、それぞれ0.50 (P<0.01) と 0.48 (P<0.01)であった。累積

出力の分散の23%は通話回数あるいは通話時間で説明された。交絡

因子を考慮すると、この割合は26%に増加した。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE studyの一環 
Cumulative powerの分散を説明する因子を検討している 
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Record Number: 27 
Author: Lahkola, A.; Salminen, T.; Auvinen, A. 
Year: 2005 
Title: Selection bias due to differential participation in a case-control study of 
mobile phone use and brain tumors 
Journal: Ann Epidemiol 
Volume: 15 
Issue: 5 
Pages: 321-5 
 

研究目的 
携帯電話の症例対照研究において症例群と対照群での参加率の違い

が選出の偏り（selection bias）としてどの程度リスク推定値に影響

するかを検討する 

デザイン Case-control 

対象者 
完全なインタビュー調査への参加者（対照777名、症例

726名）、簡略電話インタビュー参加者（対照321名、

症例103名） 

実施国 Finland 

ばく露 調査への参加率 

研究方法 

影響 Mantel-Haenszelリスク推定値の偏り 

主な研究結果 
対照群の中での携帯電話使用者の割合は、完全インタビュー83% 、
簡略電話インタビュー73%であった。症例群では、それぞれ76% と 
64%であった。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE studyの一環 
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Record Number: 28 
Author: Balikci, K.; Cem Ozcan, I.; Turgut-Balik, D.; Balik, H. H. 
Year: 2005 
Title: A survey study on some neurological symptoms and sensations 
experienced by long term users of mobile phones 
Journal: Pathol Biol (Paris) 
Volume: 53 
Issue: 1 
Pages: 30-4 
 

研究目的 携帯電話利用と神経学的な症状との相関を検討する 

デザイン Cross-sectional 

対象者 女性193名、男性502名。住民から無作為抽出 

実施国 Turkey 

ばく露 携帯電話利用 
研究方法 

影響 
症状（頭痛、眩暈、極度のイライラ感、手の振戦、ども

り、健忘、神経心理学的不快感、不注意の増加、反射の

減退、耳のクリック音） 

主な研究結果 
眩暈、手の振戦、どもり、神経心理学的不快感には影響が認められ

なかったが、頭痛、極度のイライラ感、不注意の増加、反射の減

退、耳のクリック音は携帯電話によって増すことが示された。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
 
症状が携帯電話使用によるものか不明 
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Record Number: 29 
Author: Balik, H. H.; Turgut-Balik, D.; Balikci, K.; Ozcan, I. C. 
Year: 2005 
Title: Some ocular symptoms and sensations experienced by long term users of 
mobile phones 
Journal: Pathol Biol (Paris) 
Volume: 53 
Issue: 2 
Pages: 88-91 
 

研究目的 携帯電話利用と眼症状との関連を検討する 

デザイン Cross-sectional 

対象者 女性193名、男性502名。住民から無作為抽出（Record 
number 28と同一の調査） 

実施国 Turkey 

ばく露 携帯電話利用 

研究方法 

影響 目のかすみ、赤目、見えにくさ、分泌物、炎症、涙分泌

主な研究結果 赤目、見えにくさには影響は認められなかったが、眼のかすみ、分

泌物、炎症、涙分泌は携帯電話利用と関連が認められた。 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
 
携帯電話によるものかどうか不明 
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Record Number: 30 
Author: Hardell, L.; Carlberg, M.; Hansson Mild, K. 
Year: 2005 
Title: Case-control study on cellular and cordless telephones and the risk for 
acoustic neuroma or meningioma in patients diagnosed 2000-2003 
Journal: Neuroepidemiology 
Volume: 25 
Issue: 3 
Pages: 120-8 
 

研究目的 携帯電話利用と聴神経腫瘍、髄膜腫との関連を検討する 

デザイン Case-control 

対象者 
症例群全体で413名(参加率89%), 髄膜腫305名、聴神経

腫瘍84名、その他の腫瘍24名、対照群692名(参加率

84%) 
実施国 Sweden 

ばく露 携帯電話利用 

研究方法 

影響 聴神経腫瘍、髄膜腫の発症リスク 

主な研究結果 

髄膜腫 
○ アナログ電話利用 
   OR = 1.7, 95%CI = 0.97-3.0 
○ アナログ電話１０年以上利用 
OR = 2.1, 95% CI = 1.1-4.3 
○ デジタル電話、コードレス電話：同程度のリスク上昇 
聴神経腫瘍 
○ アナログ携帯電話使用 
OR = 4.2, 95% CI = 1.8-10 
○ アナログ携帯電話１５年以上使用 
OR = 8.4, 95% CI = 1.6-45  
○ デジタル電話 
OR = 2.0, 95% CI = 1.05-3.8 
○ コードレス電話はリスク上昇認められず 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
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Record Number: 31 
Author: Christensen, H. C.; Schuz, J.; Kosteljanetz, M.; Poulsen, H. S.; Boice, J. 
D., Jr.; McLaughlin, J. K.; Johansen, C. 
Year: 2005 
Title: Cellular telephones and risk for brain tumors: a population-based, incident 
case-control study 
Journal: Neurology 
Volume: 64 
Issue: 7 
Pages: 1189-95 
 

研究目的 携帯電話利用によって神経膠腫と髄膜腫の罹患リスクが増加するか

検討する 

デザイン Case-control 

対象者 
2000年9月1日から2002年8月31日の間の新規罹患例、

年齢20-69歳：神経膠腫252名、髄膜腫175名。性・年齢

をマッチさせた代表性のある住民対照822名。  

実施国 Denmark 

ばく露 携帯電話利用 

研究方法 

影響 神経膠腫、髄膜腫罹患 

主な研究結果 

症例と対照、参加者と非参加者で社会経済階層に違いはなかった。

○ 携帯電話使用と高悪性度神経膠腫 
OR=0.58; 95% CI, 0.37 to 0.90 
○ 携帯電話使用と低悪性度神経膠腫 
OR=1.08; 95% CI, 0.58 to 2.00 
○ 携帯電話利用と髄膜腫 
OR=1.00; 95% CI, 0.54 to 1.28 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE study 
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Record Number: 32 
Author: Hardell, L.; Eriksson, M.; Carlberg, M.; Sundstrom, C.; Mild, K. H. 
Year: 2005 
Title: Use of cellular or cordless telephones and the risk for non-Hodgkin's 
lymphoma 
Journal: Int Arch Occup Environ Health 
Volume: 78 
Issue: 8 
Pages: 625-32 
 

研究目的 携帯電話、コードレス電話利用などを含む、非ホジキンリンパ腫の

リスク因子を検討する 

デザイン Case-control 

対象者 
年齢18-74歳の男女で1999年12月1日から2002年4月30
日の間に当該疾患と新規に診断された症例。対照は住民

登録から代表性のある者を選出。 

実施国 Sweden 

ばく露 本論文での報告は携帯電話、コードレス電話利用 

研究方法 

影響 非ホジキンリンパ腫新規罹患 

主な研究結果 

症例910名 (91%)、対照1,016 (92%)が研究に参加した。 
B-cell typeは携帯・コードレス電話利用と相関を認めなかった。T-
cell NHLについては、5年以上の潜伏期を考慮すると： 
○ アナログ携帯利用 
   OR = 1.46, 95%CI = 0.58-3.70 
○ デジタル携帯利用 
OR=1.92, 95%; CI=0.77-4.80 
○ コードレス電話利用 
OR=2.47; CI=1.09-5.60.  
 
T-cell certain, e.g. cutaneous and leukaemia, types 
○ アナログ携帯利用 
   OR=3.41, 95%; CI=0.78-15.0 
○ デジタル携帯利用 
   OR=6.12, 95%; CI=1.26-29.7 
○ コードレス電話利用 
   OR=5.48, 95%; CI=1.26-23.9 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
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Record Number: 33 
Author: Schoemaker, M. J.; Swerdlow, A. J.; Ahlbom, A.; Auvinen, A.; Blaasaas, 
K. G.; Cardis, E.; Christensen, H. C.; Feychting, M.; Hepworth, S. J.; Johansen, 
C.; Klaeboe, L.; Lonn, S.; McKinney, P. A.; Muir, K.; Raitanen, J.; Salminen, T.; 
Thomsen, J.; Tynes, T. 
Year: 2005 
Title: Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone 
case-control study in five North European countries 
Journal: Br J Cancer 
Volume: 93 
Issue: 7 
Pages: 842-8 
 

研究目的 携帯電話利用と聴神経腫瘍リスクとの関連を検討する 

デザイン Case-control (shared protocol 6 studies) 

対象者 症例678名、対照3,553名 

実施国 Sweden, Norway, Denmark, Finland, UK (2 studies) 

ばく露 携帯電話利用 

研究方法 

影響 聴神経腫瘍罹患 

主な研究結果 

○ 定常的な携帯電話利用 
   OR = 0.9, 95% CI: 0.7-1.1 
○ 使用開始後年数１０年以上 
   OR=1.0, 95% CI: 0.7-1.5 
○ 使用期間 p for trend = 0.9 
○ 生涯使用年数 p for trend = 0.7 
○ 累積通話回数 p for trend = 0.5 
○ １０年以上使用で累積使用時間90時間以上 
   OR=1.2, 95% CI: 0.8-2.0 
○ １０年以上使用で累積使用時間90時間未満 
   OR=0.8, 95% CI: 0.5-1.4 
○ アナログ・デジタル別の分析では相関は認められなかった  
 
同側の分析 
○ 定常的な携帯電話利用 
OR = 0.9, 95% CI: 0.7-1.1 
○ 使用開始後年数１０年以上 
   OR=1.3, 95% CI: 0.8-1.5 
○ 使用期間１０年以上 
   OR=1.8, 95% CI: 1.1-3.1 
○ 使用期間 p for trend = 0.11 
○ 生涯使用年数 p for trend = 0.5 
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コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE study 
Sweden, Denmarkの結果が出てからの後追い分析の可能性 
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Record Number: 34 
Author: Lonn, S.; Ahlbom, A.; Hall, P.; Feychting, M. 
Year: 2005 
Title: Long-term mobile phone use and brain tumor risk 
Journal: Am J Epidemiol 
Volume: 161 
Issue: 6 
Pages: 526-35 
 

研究目的 携帯電話利用と神経膠腫、髄膜腫のリスクとの関連を検討する 

デザイン Case-control 

対象者 371 (74%) glioma and 273 (85%) meningioma cases 
and 674 (71%) controls. 

実施国 Sweden 

ばく露  

研究方法 

影響  

主な研究結果 

○ 定常的な携帯電話利用と神経膠腫 
   OR=0.8 (95% CI: 0.6, 1.0) 
○ 定常的な携帯電話利用と髄膜腫 
   OR=0.7 (95% CI: 0.5, 0.9) 
○ 使用開始後１０年以上でもリスク増加なし 
   アナログと神経膠腫 OR=0.8 (0.5-1.5) 
   アナログと髄膜腫  OR=0.9 (0.5-2.0) 
○ 携帯電話利用と同側でもリスク増加なし 
   神経膠腫 開始後10年以上 OR=1.6 (0.8-3.4) 
   神経膠腫 使用10年以上  OR=1.8(0.8-3.9) 
   髄膜腫  開始後10年以上 OR=1.3 (0.5-3.9) 
   髄膜腫  使用10年以上  OR=1.4(0.4-4.4) 
 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
 
INTERPHONE study 
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Record Number: 35 
Author: Hardell, L.; Carlberg, M.; Hansson Mild, K. 
Year: 2005 
Title: Use of cellular telephones and brain tumour risk in urban and rural areas 
Journal: Occup Environ Med 
Volume: 62 
Issue: 6 
Pages: 390-4 
 

研究目的 携帯電話利用と脳腫瘍リスクの関連性が都市部と郊外で変わるかを

検討する 

デザイン Case-control 

対象者 
1997年1月1日から2000年6月30日まで診断された（?）
年齢20-80歳の脳腫瘍患者を症例群、1:1で性・5歳年齢

階級をマッチさせた対照群  

実施国 Sweden 

ばく露 都市部と郊外における携帯電話利用 

研究方法 

影響 脳腫瘍 

主な研究結果 

症例1,429名、対照1,470名。 
○ 郊外でデジタル携帯電話の使用 
   OR=1.4 (95% CI 0.98 to 2.0) 
○ ５年以上の潜伏期間を考慮すると 
   OR=3.2 (95% CI 1.2 to 8.4) 
○ 都市部でのデジタル携帯利用 
   OR=0.9 (95% CI 0.8 to 1.2) 
○ 都市部で５年以上の潜伏期間 
   OR=0.9 (95% CI 0.6 to 1.4) 
 

コメント 
内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：要 
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Record Number: 36 
Author: Siegrist, M.; Earle, T. C.; Gutscher, H.; Keller, C. 
Year: 2005 
Title: Perception of mobile phone and base station risks 
Journal: Risk Anal 
Volume: 25 
Issue: 5 
Pages: 1253-64 
 

研究目的 携帯電話、基地局、その他の電磁界ばく露に対する住民のリスク認

知を評価する 

デザイン Cross-sectional (telephone survey) 

対象者 スイス人の中でドイツ語圏、フランス語圏の住民(N = 
1,015). 

実施国 Switzerland 

ばく露  

研究方法 

影響 電磁界ばく露に対するリスク認知 

主な研究結果 

○ 高圧線が も高いリスクと認知されている。 
○ 携帯電話、基地局のリスク認知度はより低い 
○ 当局への信頼は便益の認知と正の相関、リスクの認知と負の相

関を示した 
○ 携帯電話の利用頻度が高い者はリスク認知度が低く、利用頻度

が低い者の方がリスク認知度が高い 
○ 基地局の近くに住んでいると信じている者とそうでない者では

リスク認知度に差はない 
○ 規制は 悪のケースを想定した規制値を設定すべきという意見

が多かった 

コメント 

内的妥当性：許容範囲 
総合評価での考慮：不要 
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第二編 その他の研究動向 
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第一章 緒言 

世界各国の研究動向を把握するため、第一編で取り扱った疫学研究を一部含む、ヒ

トボランティア研究、動物実験、細胞実験を中心に、研究動向とその評価について紹

介する。ここでは個別の研究評価は行わず、過去４年間に実施された主だった国ある

いは公的機関が行った研究レビューを取り纏める。 

 

第二章 要約 

2000年5月に英国Stewart報告の発表以来、携帯電話の健康への影響に関するレビュ

ーが、各国あるいは国際委員会、専門家グループ、および各国の自治体レベルで数多

く行われてきた。これらの報告では、関連する研究論文がレビューされ、健康への悪

影響の可能性について結論が形成され、さらなる研究に関する提言が行われている。

また場合によっては政策の見直しを提案している。 

 
携帯電話が普及するなかで、その安全性に対する懸念が根強く残っている。多くの

研究は通常遭遇する環境レベルでの無線周波（RF）電磁界にばく露しても、短期的に

は有害な影響がないことを示唆しているが、一部の人々が経験する症状が電磁界に依

存する現象かどうかについては意見が分かれており、研究の中には携帯電話を長年使

用すると悪影響が起きる可能性があることを示唆しているものもある。 

 
RF電磁界について生じうる健康への影響は何度となく考察されレビューされてきた。

しかしながら、これらのレビューの中で も影響力を持つものはおそらくStewart 報

告（IEGMP、2000）であろう。Stewart 報告は2000年5月に発表され、健康に関する

問題を考察しているだけでなく、ばく露の基準と計画および情報公開と消費者の選択

についての助言を含み、RF電磁界に関連した幅広い問題について、政府や産業界など

に助言を提供している。また、しっかりした研究プログラムを立てるように提言も行

っている。健康問題についてStewart 報告は、国際的ガイドライン値を下回るばく露

でも生物的な影響は起こりうることを認めたものの、証拠のバランスから、国際的ガ

イドラインを下回るばく露は健康に悪影響を与えることは示唆されないと結論づけた。

また、自動車運転中の携帯電話使用によるドライバーの反応に関する有害影響と自動

車事故に焦点が当てられ、運転中は手持ち型の電話はもちろん、例えハンズフリーで

もドライバーは電話を使用しないようにとの勧告が行われた。 
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本報告書の目的は、これらのさまざまな情報源からもたらされた情報をまとめ、意

見の共通点や相違点に焦点を当てることにある。そのため、それぞれの報告を簡潔に

要約し、その大半について主要な結論と提言を表の形でまとめた。 

 
健康に関する未解決の懸念については、疫学（人間集団）研究とヒトボランティア

研究、動物実験、細胞実験などの生物学的研究を総合的に検討されている。さらに、

さまざまなばく露源からの人体のばく露を理解する際に線量測定研究も必要である。

しかしながら、この分野では技術進歩のスピードが速く、必要な研究を行い影響の可

能性を分析するのは難問である。 

 
一般的には、潜在的に有害な因子の長期的な健康への影響に関する も直接的な情

報は、疫学研究から提供される。健康への害を評価するためには一般的に長期的な追

跡調査が必要であり、しばしば長い年月にわたる場合がある。その具体的懸念ががん

に関するものであれば、これはばく露後何年もたって生じる可能性があり、ばく露し

た集団で完全にそれが明らかになるまでにはもっと多くの年月が必要となる可能性が

ある。それゆえ、我が国における原爆被害者に対する追跡調査は、原爆投下後60年た

った今なお続いている。10年という期間は、ばく露グループで長期の健康への影響を

見極めるための 小の追跡期間と言えるかもしれない。さらに、疫学研究は小さな影

響を検知するには高い感受性を持っていない。携帯電話からのRF電磁界ばく露量に関

するかぎり、現在のフォロー期間は比較的短い。WHOの下部機関である国際がん研究

機関（IARC）が、WHO国際電磁界プロジェクトの一環としてコーディネートした

INTERPHONE研究において、我が国を含む、携帯電話使用の潜在的影響に関する13

ヶ国の国内研究を国際的に共有することが、がん関連の健康への影響に関する情報を

得る 良の方法となる。 

 
生物学的研究では、ヨーロッパではCOST 281とEMF-NETが非常に活躍している。

ストレスタンパク質の発現、睡眠および認知機能、血液脳関門へのRF電磁界の影響お

よび遺伝的また細胞遺伝的影響などの問題に関して、多数の国際的ワークショップが

開催されてきた（www.cost281.org参照）。COSTは欧州科学技術研究協力委員会の頭

字語である。それは国際的な研究開発協力のための組織であり、国内研究をヨーロッ

パレベルでコーディネートしている。COST 281は、移動通信システムから生じる潜
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在的な健康への影響を問題にしている。EMF-NETは、第６フレームワークプログラ

ムのもとで研究をコーディネートするための情報を提供し、また各国内および国際的

研究プログラムから得られる結果を普及支援するためのEU基金プロジェクトである。 

 
睡眠パターンや認知機能の何らかの側面への影響といった一時的生理現象を研究で

きるようにするには、ボランティアのヒトを対象とした研究も非常に重要である。こ

れらの研究は、類似の条件下で予想されるばく露者の反応を知るために重要であると

はいえ、倫理的理由により健康な成人を対象として安全性に問題がないとみなされる

影響を調査する場合に限られている。 

 
動物研究も疫学研究を補完するためによく行われている。これらの研究は一般的に

期間が短く、よく管理された条件下でばく露した均質の集団を対象とすることができ

るというメリットがある。さまざまなばく露条件で行うことが可能でありばく露量を

うまく数量化できるので、研究を再現することができる。ただし必ずしも得られた結

果を人間集団に即当てはめることができないというデメリットがある。動物における

がん発生率の研究の場合でさえも、異なる種や動物の品種ごとに感受性に非常に大き

な差があるかもしれないため、ヒトへの応用は一般的には困難が伴う。 

 
生体組織とのなんらかの相互作用にかかわるメカニズムを調べるために、細胞実験

は非常に有益である。化学的ハザードまた生物学的ハザードに対する組織の感受性に

影響を及ぼす要因を理解するうえでは、 新の遺伝的分析が有用であり、これを通し

て、立証された影響を理解できると期待されている。幹細胞の使用に関連する応用は

医学研究においてますます重要になっており、RF電磁界の生体組織への影響を理解す

るうえで重要な位置を占める可能性がある。 

 
本報告書で検討したレビュー報告の大部分は同様の結論に達し、類似の提言を行っ

ている。全体としてこれらの報告は、低レベルのRF電磁界のばく露は細胞、動物また

はヒト、特に睡眠中の脳の活動に、各種の僅かな生物学的影響を与える可能性がある

ことを認めているが、ばく露が健康への悪影響を及ぼす可能性は依然として証明され

ていない。とは言え、これらの報告は、まだよく分からないことをさらに探求するに

は、的を絞った質の高い研究が有益であることを示唆している。その様な研究は国民

に安心感を与え、また健康に関する懸念を払拭するのに有用である。さらにこれらの
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報告は、非常に低レベルのばく露（携帯電話の基地局からのばく露レベルがその典

型）は、生物物理的理由で何らかの影響を及ぼす可能性は極めて低く、一方、局所的

ばく露（携帯電話がその典型）は、携帯電話端末に近い表面組織が若干加熱された結

果としてさまざまな影響を引き起こしている可能性が高いと主張している。 

 
2004年のスウェーデンや2005年に取り纏められたノルディック3カ国および英国で

行われた症例対照研究によって、10年以上の携帯電話使用者で聴神経腫のリスクが高

いことが確認された。しかし、10年未満の使用との関連は見られなかった（これは以

前の研究結果と整合している）。現在進行中のINTERPHONE研究により、この問題に

ついてさらに多くの情報が得られであろう。 

 
2004 年 の 終 わ り に 、 Verum Foundation は ウ ェ ブ サ イ ト （ www.verum-

foundation.de）でREFLEXプロジェクトの結果についての報告を公開した。このプロ

ジェクトでは（低周波と）RF電磁界の細胞の試験管内反応への影響が調査されたが、

この影響は恐らく分子レベルでのがんの発症に関連するものである。多数の反応が多

種多様の細胞型で検査されたが、遺伝子とたんぱく質発現のプロフィールの他に、細

胞増殖、染色体損傷、および細胞死（アポトーシス）への影響も含まれている。全て

の反応がポジティブの結果を示したというわけではないが、RF電磁界による影響がい

くつか報告されており、これらはある種のばく露がある細胞種に遺伝的な損傷を与え

る可能性があることを示唆している。しかしながら、RF電磁界が本当に遺伝毒性や発

がんへの影響を引き起こすならば、同一RF電磁界にばく露された種々の細胞種にも同

様、ある反応パターンが現れることが予想され、また一貫したばく露量反応関係の証

明が必要である。REFLEXプロジェクトで報告された影響は、検討中の細胞種、ばく

露条件、生物的エンドポイントに関しては非常に高い特異性を示している。これらの

反応のいくつかは異なる研究室でも繰り返されたようであるが、他のものはプロジェ

クトを通して一貫性があるようには見えない。ある反応は１つの細胞種にしか起きて

おらず、他のものには起きていない。変化の中にはある電界強度で観察されたものが

あるが、それより高い、または低い電界強度では観察されていない。全体的に見ると、

このような不整合は、確実な反応が観察されていないことを示唆しており、どの程度

まで実験段階での人為的な影響（artefacts）が作用しているか不明のままである。報

告された変化のうち、いくつかの生理学的重要性と生物学的関連性については著者ら

自身が疑問視している。要するに、REFLEXプロジェクトは細胞プロセスおよび分子

 52

http://www.verum-foundation.de/
http://www.verum-foundation.de/


プロセスに影響を与えるかもしれない目新しい観察結果を提供しており、今後これら

の結果に的を絞った研究が促進されるであろう。 

 
スウェーデン放射線防護庁（SSI、2004）は、REFLEXプロジェクトから得られた

データを調べ、ある影響が狭いばく露レベルでしか存在しない可能性があるという非

常に驚くべきことを見出した。さらに、DNA断片化への影響に関するポジティブなデ

ータは、あらゆる 近の研究結果と矛盾していると考えられた。査読付文献に一旦発

表されたポジティブな反応の幾つかについては、その再現実験が必要となると結論さ

れた。しかしながら、これらの研究結果に基づいて、その関連性を動物実験で計画す

るのは、この段階で不適切とはいわないまでも、時期尚早と考えられた（SSI、2004）。 

 
RF電磁界に対する子供の潜在的な感受性の増加について、多くの報告は、はっきり

した科学的データがないので予防的なアプローチが適切であろうと示唆している。し

かしながら、いくつかの報告は生命倫理の問題または実施上の問題により、子供を対

象とした実験的研究が制限されたり妨げられたりする可能性があることも指摘してい

る。これに対してオランダ保健審議会（HCN）は、子供の携帯電話の使用は制限した

ほうが良いことを示唆する科学的証拠はないと考えている（生後2年で電磁界に対する

脳の感受性に大きな変化が起きる可能性は低いと主張している）。この問題に関して、

2004年に開催されたWHOの小児と電磁界に関するシンポジウムでは、当該研究が少

ないのでその問題については全体として現時点では答えようがないと結論付けた

（WHO、2004）。国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）の委員長Paulo Vecchia博

士は、健康への影響が認識されていない状態では、科学的根拠のある基準を作ること

は不可能であると主張した。WHOはその研究項目について、RF電磁界の子供への潜

在的影響に焦点を絞ることを決定した（WHO、2004）。 

 
パルス界へのばく露の影響は、英国においては特に関心を集めているが、国際的に

あまり注目されていない。主な問題は、低レベルのRF電磁界に対する一貫した感受性

を示す容認された生物モデルがないことである。このモデルがないと、異なる形態の

信号（signal modalities）の影響を調べて比較することは不可能である。全体として、

変調が優先的に生物プロセスに影響を及ぼすという証拠はかなり一貫性を欠いており、

いずれの専門家グループも変調が影響を増大させるようなメカニズムを突き止めては

いないように思われる。米国放射線防護審議会（NCRP、2003）は、全てではないが
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いくつかの研究で、変調に特有の影響が起きる可能性があることを示唆している。こ

れは、一般的にパルス界は無変調界より影響力が大きいためであるが、こうした影響

の多くはガイドラインの値をはるかに上回るばく露が必要となる。カナダ王立協会の

報告は、概ね同様の結論に達しているが、さまざまな周波数と信号変調を調査すべき

であると提言した（Krewski他、2001a、2001b）。 後に、スイス連邦環境・森林・

景観省は、変調の具体的な影響は極めて僅かしかなく矛盾していると考察した 

(BUWAL、2003）。 
 

第三章 個別報告の要約 
 

3.1 オランダ保健審議会（HCN、2000） 
 
この報告は、オランダ保健審議会（HCN）の電磁界委員会が作成したものである。

これは、GSM 900基地局とDCS 1800基地局からのRF電磁界への典型的なばく露に関

連した生物学的影響と健康へのリスクについて考察している。この報告およびHCNか

らの類似の報告は、E W Roubos 氏 (ナイメーヘン大学)が議長を務めている約12名の

オランダ人科学者と医者からなる学際的グループが執筆している。 

 
この報告では、基地局の役割と機能が手短に説明されており、これらの設備の近く

にあるRF電磁界の強度測定値が記載されている。健康への影響についての科学的な証

拠がまとめられ、オランダにおける現行のRF電磁界ばく露限度の妥当性が考察されて

いる（1997年にHCNが提案）。また予防原則の適用も論じられている。 

 
この報告は、オランダの現行のばく露限度をより引き下げる妥当な科学的理由はな

いと結論付けている。非熱効果が健康問題を引き起こすかもしれないという指摘は弱

いと考えられた。測定された電磁界の強さはHCN（1997）やICNIRP（1998）が提案

した限度より相当低いため、基地局に近いところにある職場や住宅地域でRF電磁界に

よる健康問題が起きる可能性はきわめて低いと考えられた。さらにこの報告では、基

地局に関連するRF電磁界が電磁障害耐性に関するEUのガイドラインを満たすならば、

体内植え込み型医療器具やその他の装置に対する干渉は排除される、と考察されてい

る。 
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この報告は、作業者がアンテナから10cm以内に近づくことを回避するための方策を

採るべきであり、また一般人がメインビーム内で3ｍより、またビーム外で0.5mより

さらに近寄るべきでないと勧告している。しかしながら、アンテナが外壁に取り付け

られている場所では、外壁の厚みが近づける 小距離になっている場合もある。報告

では、住民はできるだけ早い時期から基地局の建設に関心をもつべきであるとも勧告

している。未知のものに対する恐怖の結果として健康に関する不満が生じるかもしれ

ず、常に適切な情報が住民に提供されるべきだからである。根強い不満の訴えがある

場合、装置からの低周波音や低周波振動が生じている可能性を調査すべきであると報

告は勧告している。それ以外の勧告はオランダに特有のものである。つまり、EU無線

通信端末装置指令（RTTE指令）に沿って、健康への配慮に基づきアンテナの取り付

けをコントロールするため、電気通信法あるいは環境管理法を修正すること、厳密に

どの組織が基地局の設置を監視し、送信される電磁界強度を測定し、該当する法を施

行する責任があるかを、一般市民に対して明確にすること、および、測定値と共に、

それぞれの装置について算出された技術データや電磁界強度を一元的に記録すること、

が提言された。 

 
53ページ、参照文献42件 

 

3.2 非電離放射線諮問グループ（AGNIR、2001） 
 
この報告は独立組織の非電離放射線諮問グループ（AGNIR）が作成したものである。

報告は地上基盤無線（TETRA）の健康に関する潜在的影響に関するものである。Sir 

Richard Dollが委員長を務める6名の英国の科学者からなる委員会が執筆した。この報

告は、16 Hz近辺で変調したRF信号は脳や他の組織から出るカルシウムイオンの流出

速度を増加させるかもしれないという、もともとIEMGP（2000）が示唆した可能性

を特に取り上げている。TETRAのハンディタイプおよび自動車に搭載するタイプの携

帯端末は、（出力変調の結果）17.6Hzでパルスを発生する信号を出す可能性がある。

ただし、基地局から出る信号はパルスを発生させない。 

 
この報告はTETRAの技術的な側面とヒトのばく露についてまとめ、振幅変調された

RF電磁界の生物学的影響を示す証拠を再検討している。 後に、今後の作業について

勧告を行っている。TETRAで使用した信号の電力変調帯域を記載している技術上の注
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記もある。 

 
この報告は、16Hz近辺で振幅変調されたRF電磁界は、組織から出たカルシウムイ

オンの漏れ（カルシウム流出のこと）に影響を及ぼす可能性があることを示す証拠が

あるが、これらの研究結果は矛盾しており、非生体組織より生体組織に対してはさら

に不確かである、と結論付けている。その上、こうした現象から生じる健康へのリス

クとの関連は確認されなかった。さらに、変調信号を含む、一般に低レベルのRF放射

の生物学的影響については不確実な部分が残っているが、 新の証拠はTETRA携帯端

末から出る信号の特殊な特徴は健康に対し危険を及ぼしそうにないことを示唆してい

る、と結論付けている。 

 
実験生物学、物理学、および理論的ばく露量測定に関する研究に対し、8つの提言が

なされた。振幅変調またはパルス化がニューロン活動や神経細胞内および神経細胞間

の信号伝達に及ぼす影響に関するさらなる調査に加えて、RFに誘発される組織中のカ

ルシウムの挙動変化の影響を、 新の技法を用いてさらに調査するよう提言された。

海馬スライス標本を使って、変調されたRF電磁界がてんかん性発作を誘発する可能性

があることを調べるべきである。生体細胞が振幅変調されたRF電磁界を「復調する」

可能性があるメカニズムを、 新のパッチクランプ法
1
を用いて調査すべきである。ボ

ランティアによる人体調査を行い、TETRA端末の使用により生じる認知能力の変化を

測定すべきである。TETRAの使用記録を保管しておくべきである（今後の疫学研究の

ため）。（2000年にIEGMPが提言した）基地局の監査を広げて、TETRA基地局も含め

るべきである。実験的手法と計算ばく露量測定法を用いて、ハンディタイプの携帯端

末からの照射線量を査定しなければならない。 

 
53ページ、参照文献96件、他に技術注記31ページ、参照文献3件 

 

                                                 
1【訳注】イオンチャネルの研究に用いられる技術。単離膜の小さなパッチを通過するイオンの移動を、

膜がその膜電位において分極されたり、過分極されたり、固定されることにより測定する。 
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3.3 英国医師会（BMA、2001；2004） 
 
この報告は、英国医師会（BMA）学術部門および科学教育委員会が作成したもので

ある。携帯電話の使用により生じる健康への影響とさらに広範囲の問題を網羅してい

る。この報告は2004年に更新されている。 

 
2001年版の報告は携帯電話の背後にある技術の主な要素を簡単に要約し、この分野

における主要な出版物をいくつかリストアップし、生物的影響および健康への影響を

示す科学的証拠を非常に手短に考察している。運転中の携帯電話の使用によって引き

起こされる結果、および携帯電話の広範囲にわたる社会学的な意味合いを再検討して

いる。 後に、ハンズフリー装置およびその他の防護装置について考察している。 

 
この報告は、携帯電話あるいは基地局から生じる健康への悪影響は明確に立証され

ていないことを認めているが、認識にいくつか違いがあるので、健康への影響につい

てさらなる研究が必要であると結論している。この報告は予防的なアプローチを支持

している。 

 
この報告は次に述べる8つの暫定的な勧告を行っている。すなわち、研究が決定的な

ものでない間は予防的なアプローチを採るべきである。本報告は既存の研究構想を支

持する。また携帯電話による健康へのリスクに関する情報を、一般の人々に公表する

という英国保健省の政策を支持する。さらに、公共の場所で電話の使用が制限されて

いるところでは「静寂ゾーン」を設定すべきである。ハンズフリー装置と遮蔽装置に

対して標準的な検査（およびBSIカイトマーク（英国規格協会検査証））を採用すべき

である。携帯電話のメーカーは製造している電話の出力に関する情報を提供すべきで

ある。さらに病院や他の医療施設は、携帯電話のスイッチを切るように明確な案内や

標識を使って指示すべきである。 後に、環境・交通・地域省（その権限は現在は環

境・農業・地域問題省と英国副首相府とに二分されている）は、携帯電話の使用と運

転についてキャンペーンを再度行って、ドライバーは運転中に携帯電話を使用すべき

でないことを知らせるようにという勧告が行われた。 

 
2004年6月、この報告の 新版が発行された。この 新版では、 初の報告の発行

以来行われた主要な再検討事項のうち、いくつかの主な結論がまとめられた。この報
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告はまた、IARCのInterphone研究と英国の移動体通信および健康研究（MTHR）プ

ログラム（これはStewart 報告の提言を受けて設置された）の概要、および 近の政

策への変更点とばく露限度を記載している。この 新版は、携帯電話の健康への影響

調査が決定的でない間は、予防的アプローチを採るべきであるとする2001年の提言は

まだ有効であると結論づけている。BMAは、携帯電話の考えられる悪影響に関する国

家研究プログラムおよび国際研究プログラムを引き続き支持すると表明しており、次

に行われる研究および政策に監視の目が注がれるであろう。ピクチャメッセージング
2

を広く採用することが、新たな児童保護の問題を提起するかもしれないと 新版は指

摘している。 

 
2001年の報告： 20ページ、参照文献56件；2004年の更新版： 5ページ、参照文献6

件 

 

3.4 ECの毒性・環境毒性・環境に関する科学委員会（CSTEE、2001） 
 
この報告は、欧州委員会のECの毒性・環境毒性・環境に関する科学委員会

（CSTEE）が作成したものである。これはB.Terracini（トリノ大学）が議長を務め

る10名の国際的な科学者からなるワーキンググループによって執筆された。一般人の

電磁界のばく露を制限するという1999年7月5日のEU理事会勧告の基礎となった、科

学運営委員会の1998年の見解を改正するために作成された。報告では、RF電磁界ばか

りでなく商用周波数電磁界（本書では考察されていない）へのばく露も考察された。 

 
この報告では、RF電磁界のばく露の生物学的影響および健康への影響に関する証拠

が簡単に要約されている。Stewart 報告を含む、専門家によるレビューが 大限に活

用されている。 

 
全体的に見て、この報告はStewart 報告にある研究結果や結論、およびその他の主

なレビューと一致している。この報告は、RF電磁界への低レベルばく露は、何らかの

生物学的エンドポイントに対する一貫性のある影響を生じないと結論付けた。しかし

ながら、RF電磁界への過敏性に起因する自覚症状が生じる可能性とともに、ばく露さ

                                                 
2 【訳注】携帯電話メールのことと思われる。 
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せたボランティアの血圧に少々影響が出る可能性も指摘された。特に疫学データでは、

一貫性のあるがんの過剰発生は示唆されなかった。この結果は、大半がネガティブで

あった遺伝毒性結果や細胞および動物モデルにおける発がん実験の研究結果と一致し

ていると解された。 

 
この評価に基づくと、この報告では、ICNIRP（1998年）によって公表されたガイ

ドラインに基づいた非電離放射線へのばく露制限のための基本制限および参考レベル

を設定する、EU理事会勧告の技術付属文書に対する代替案を提案するための証拠は不

十分であった。 

 
観察期間が短くばく露の代替的測定値が使用されていること、その上多くの調査で

は統計的検出力が不十分であることなど、既存の調査に制約があるため、さらなる疫

学研究の必要性が提言された。さらに、物理的および化学的突然変異誘発物質あるい

は発がん物質へのRF電磁界の考えられる相乗効果については調査が必要である。 

 
13ページ、参照文献12件 

 

3.5 米国会計検査院（GAO、2001） 
 
この報告は、米国会計検査院（GAO）が作成したものである。Peter Guerreroと

John Finedoreおよび他5名のGAOスタッフの助力により執筆された。この報告は携帯

電話に関連した健康への影響の科学的調査に関する 新情報を提供し、またヒトばく

露基準の設定、電話から生じる放射量検査、健康問題について一般の人への情報の普

及といったことに関して米連邦政府とその省庁の活動について情報を提供している。

この報告には基地局、医療機器への障害、運転能力への影響に関する問題は含まれて

いない。1994年にGAOから発行された類似の報告を改訂したものである。 

 
この報告は、電磁界に関する非常に簡潔な背景説明に続いて、RF電磁界の健康への

影響に関する疫学的証拠および実験室で得られた証拠を要約している。WHOの国際

EMFプロジェクトに焦点を当て、米国と他の国々の研究プログラムについて考察して

いる。この報告はさまざまな短所や論争をリストアップし、セルラー通信工業会

（CTIA）の研究プログラムとともに連邦通信委員会（FCC）、食品医薬品局（FDA）、
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環境保護庁（EPA）などの組織の役割と責任を記載しつつ、米国の携帯電話の健康へ

の影響の歴史を概観している。 

 
この報告では、いくつかの研究結果はさらなる調査の必要性を示唆しているが、既

存の科学的研究は携帯電話によるRF電磁界は健康に悪影響を及ぼすことを実証してい

ないと結論付けている。RF電磁界がヒトの健康に危険をもたらすかどうかについて

終的な結論に達するまでには、もっと多くの年月を要する可能性があると指摘された。

他の多くの研究プログラムと比較すると規模が小さく、また携帯電話業界しか資金援

助を行わなかったが、CTIAを通じてFDAと携帯電話業界との共同研究の取り組みは

有益であると考えられた。携帯電話の法令遵守検査を確実に行うための標準化された

手順がないことが、特に不備な点と見られた。 後に、FDAとFCCが健康問題につい

て消費者に提供する情報は、明確、正確かつタイムリーなものでなくてはならないと

結論付けられた。 

 
この報告では、FCCに以下のものを含むいくつかの提言をした。標準化された手順

がないために生じる試験結果のばらつきを減らすために、SAR検査手順に関するガイ

ダンスの修正を提供し、また不確実性の測定値を盛り込むよう工学技術局（OET）に

指示すること。SAR値についてインターネットに基づいた情報を含む、明確かつ整合

性があり、また利用しやすいばく露問題に関する消費者用資料を作成するよう消費者

情報局に指示すること。この報告はまた、FDAにも以下のことを含む提言を行った。

具体的な研究提案に資金を提供する際、どの程度までCTIAはFDAの提言に従うべき

かについて公に報告するよう医療機器・放射線保健センター（CDRH）に指導するこ

と。携帯電話に関連した健康問題と研究の状況について、 新の概略がわかるような

新たな消費者向け文書を作成すること（また定期的に 新情報を加えること）。 

 
39ページ、参照文献／脚注27件 
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3.6 オランダ保健審議会（HCN、2001） 
 
HCNの電磁界委員会では、電磁界に関連して起こりうる健康影響に関する前述の諮

問報告に加えて、時事的な課題について検討し、さらにHCNが 近発行した諸報告を

強調することを目的とした、電磁界の健康影響に関する年次報告も発行している。こ

れらの年次報告については、本書の表には盛り込んでいない。 

 
初の年次報告（HCN、2001）では、基地局に関する報告（HCN、2000）を要約

し、携帯電話および脳腫瘍に関する4点の疫学論文 (1999年～2001年に発行) について

検討している。全体的に見て、これらの研究論文では脳腫瘍のリスク増大はまったく

示唆されていないと結論付けている。さらに、携帯電話と眼の悪性黒色腫の関連性に

ついて調査したあるドイツの研究についてレビューを行い、健康影響に関してどのよ

うな結論も導き出すことはできないと考えている。 後に、基地局から発生する電磁

界が家畜に及ぼす影響に関する調査研究のレビューを行った。この場合も一貫した生

物学上の影響は実証されていない。 

 
25ページ、参照文献27件 

 

3.7 カナダ王立協会（Krewski他、2001a；2001b） 
 
本レビューは、元来は、カナダ王立協会の要請を受けてカナダ放射線防護衛生局の

ために作成された専門委員会の報告書から導き出されたものである。さらに、本レビ

ューは、「無線電気通信機器から発生する無線周波数界が及ぼし得る健康への影響」と

いう題名を有しており、1999年にカナダ王立協会によって発行された。主たるレビュ

ー（2001a）にはこの原報告書のほとんどの内容が含まれており、原報告書発行時点

で印刷中であった参考文献の更新などの多少の編集上の修正が加えられている。さら

に、2番目のレビュー（2001b）では、その後における研究上の進展が更新されており、

原報告書に含まれていないそれ以前の研究結果について論じている。なお、両レビュ

ーとも、8人の科学者からなる同じ委員会によって執筆されており、さらに、現専門委

員会の議長であったD Krewski（オタワ大学）が主執筆者を務めた。 

 
主たるレビュー（2001a）では、（熱による影響がない）低レベルの電磁界および

 61



（熱による影響を有する）高レベルの電磁界へのばく露に関わる生物学上および健康

上の影響について、包括的かつ詳細に要約している。さらに、労働者および一般国民

のばく露に関するカナダの既存のRFガイドラインが適切であるかどうかについても検

討している。 後に、さらなる調査研究の実施を勧告している。 

 
本レビューはStewart報告よりもかなり以前のものであるため、原報告の結論およ

び勧告が繰り返されているという点を注記する以外は詳細な説明は不要であると思わ

れる。本レビューでは、カナダにおける既存のばく露ガイドライン（カナダ保健省安

全コード6）は、RF電磁界への全身に対する熱的ばく露に関わる健康への悪影響から

労働者および一般国民の両者を保護していると結論づけている。他方、頭部、頸部お

よび四肢が局所ばく露限度において長時間ばく露すると熱による影響を受ける可能性

があると考えられ、このため、労働者に関する局所ばく露限度についてばく露強度お

よび持続時間の両方の点から再検討すること、および、この点に関する適切な科学的

根拠の確保を目的とした追加調査研究（眼球および網膜の生理学上の影響の調査等）

を実施することを勧告している。さらに、眼球に関しては、下限の局部ばく露限度を

採用することが望ましいとし、労働者に関する局部ばく露限度値を一般国民のレベル

にまで引き下げることを提案している。 

 
さらに、熱を発生させないレベルのRF電磁界にばく露した場合、細胞および動物に

おいて生物学的影響が及ぶ可能性はあるが、健康への悪影響を起こすということを示

唆するものではないと結論づけている。しかしながら、これらの影響に関してさらな

る実験研究を実施するように勧告しており、メラトニン生理学、オピオイド系、コリ

ン作用系、膜内外イオン輸送、血液脳関門（BBB）への影響に関する調査研究、様々

な周波数および信号変調による影響に関する調査研究が挙げられている。RFの健康影

響の可能性についての主な評価手段として疫学的研究を支持しているが、既存の諸研

究は包括的なリスク評価を行う上では適当ではないとみなしている。さらに、母集団

内のいくつかの小集団はその他の集団よりもRF電磁界による影響を受けやすい可能性

があることについて取り組む臨床研究など、高レベルばく露集団（職業上のばく露集

団）および長期ばく露に関するさらなる調査研究の実施を勧告している。 

 
更新版（2001b）では、（2001a以降に発表された） RF電磁界が引き起こす可能性

がある健康上のリスクに関する数件の調査研究について要約している。たとえば、オ
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ルニチンデカルボキシラーゼ、カルシウム流出、BBB、メラトニン、細胞増殖、DNA

の損傷と発がん性、睾丸の機能と催奇性に対する影響を調査する細胞研究と動物研究

が含まれている。さらに、疫学研究およびヒトと動物における認識作用についての研

究のレビューも行っている。これらの研究結果すべてを健康影響に関する文献を補足

する貴重な結果であるとみなしているが、これらの研究結果を原報告書の結論を変え

るものではないと結論づけ、さらなる研究の実施を再勧告している。特に疫学的研究

については、ばく露量の推定に関して限界があることを主な理由として、依然として

リスク評価には適していないと判断している。 

 
レビュー（2001a）：143ページ、参照文献478件更新版（2001b）：15ページ、参照

文献65件 

 

3.8 Zmirou報告（2001） 
 
Zmirou報告（2001）は、Denis Zmirou博士（グルノーブル大学）を責任者とする7

人のフランス人科学者および臨床医からなるグループによって作成された広範な報告

書である。同グループは、IEGMPおよびその他の 近の調査報告書に対応する形で、

フランスおよび欧州におけるヒトのばく露に関する既存のガイドラインおよび規制を

変更する必要があるかどうかについて評価することを目的として、フランス保健総局

によって結成されたものである。 

 
この報告では、携帯電話に関わる発生源と特性、およびばく露基準を設定する上で

の生物学上の論理的根拠について説明している。また、RF電磁界が及ぼす生物学上お

よび医学上の影響について要約している。当該要約を行うに当たっては、1996年から

2000年にその他の科学機関によって発行された5点の報告書（IEGMP等）を広範囲に

わたって参照している。さらに、2000年以降の文献についてもレビューを行い、諸科

学組織、業界およびその他の代表者に取材している。加えて、2000年にフランス科学

アカデミーにおいて開催された「携帯電話と健康に関する国際シンポジウム」におけ

る意見も参照している（Actes de colloque、2001）。当該評価に基づいて結論を導き出

し、さらなる調査研究の実施を勧告している。 

 
この報告では、熱以外の生物学的影響の可能性を否定することはできないが、これ
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らの影響が健康上のリスクであるとすることはできないと結論づけている。さらに、

現時点においては、これらの不確定要因が存在すること自体はばく露限度を引き下げ

る理由にはならないと考えられている。現在知られている唯一のリスク要因は、運転

中における携帯電話の使用に関するものであるが、この点はRF電磁界のばく露自体と

は関係がなく、運転中の会話による集中力の低下が原因である。 

 
以上の結果、携帯電話に関わる潜在的リスクについて予防原則に基づいて管理する

手法を採用し、サービスの質を低下させない範囲で可能な限り 低レベルにまで一般

国民の平均ばく露量を引き下げることを全体として目指すように勧告している。さら

に、この目標を達成するため、さらなる調査研究に関する非常に詳細な勧告事項を示

している。 

 
この報告では3つの疫学的調査研究分野を勧告している。すなわち、既存の前向きコ

ホート研究は、携帯電話から発生したRF電磁界のばく露に関わる相対的に軽い影響

（頭痛等）の調査手段として用いること。子供、偏頭痛患者および職業上の研究に焦

点を合わせた追加研究を実施すること。過敏現象の存在の調査研究も勧告しており、

初期の研究では、のちに実施される症例対照研究の中に含める使用者グループまたは

モニタリング対象グループを特定することを目的として、当該現象の明確化および特

徴付けを行うこと目指すこと。さらに、携帯電話の使用が交通事故に及ぼす影響につ

いて調査するため、ハンズフリーの電話を運転中に使用することによるリスクと、同

乗者と会話することによるリスクを比較すること。この報告では、基地局から出され

たRF電磁界のばく露に関わる発がんリスクが非常に低いと推定しているが、可能な場

合はこの点について検証するための研究を実施するように勧告している。携帯電話に

よる発がんリスクに関しては、（大規模な症例対照研究であるINTERPHONEプロジェ

クトがIARCによって調整中であるため）これらのリスクについて調査するための追加

研究は現時点では実施する必要はないと判断している。しかしながら、フランスにお

ける労働者集団を対象にしたがん関連死亡率研究を提案している。さらに、労働者お

よび一般国民によるばく露に関する情報を確保するための測定計画を検討している。 

 
広範な神経行動学的エンドポイント(脳の活動、認知機能、心臓血管系への影響およ

び免疫機能等) を調査するボランティア研究を実施するべきである。これらの研究を、

健康なボランティアとRF電磁界のばく露が原因で悪化する可能性がある病気を有する
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患者（偏頭痛、炎症性皮膚疾患、てんかんおよび緑内障等）を対象に実施すべきであ

る。さらに、子供および思春期の若者への影響を調査すべきであり、自己申告の過敏

者および携帯電話の使用に伴う主観的兆候を示しているその他の人を対象にした研究

を実施すべきである。 

 
動物実験を実施して、誘発された腫瘍の成長とDNAの健全性に対するRFの影響、

および、学習と記憶、神経伝達物質、ニューロン刺激性、およびBBBに対する影響、

さらには聴力に対するマイクロ波の影響について調査すべきである。研究価値が有る

とみなされているが注目されていないその他の潜在的調査対象として、その他の催奇

形性物質および発がん物質とRF電磁界との相乗効果の可能性、慢性または急性の病気

（人為的または自然の病気の両方）とRF電磁界との相乗効果の可能性が含まれている。

また、免疫系の細胞に対する影響、生殖機能上および催奇形性の影響が重要である。

さらに、子供および思春期の若者が影響を受ける可能性をモデル化することを目的と

した研究を、未成熟の動物を用いて実施すべきである。 

 
細胞研究を実施し、確立された細胞遺伝学的方法と分裂発生学的方法による遺伝毒

物学的影響の可能性の調査、アポトーシスへの影響、および（特に熱ショックタンパ

ク質（HSP）の）遺伝子発現への影響の可能性に取り組むべきである。さらに、脳ス

ライス技術を用いた電気生理学的な追加研究も勧告している。なお、これらの調査は

すべて、これらの因子とRF電磁界との間における相互作用を特定するために、化学的

および物理的突然変異誘発因子が存在する状態で繰り返すべきであると判断している。 

 
調査研究に関する一般的な勧告もいくつかを行っており、たとえば、標準化された

実験プロトコルの開発、生体内でのばく露中における主要な生理学上の変量のモニタ

リング等が含まれている。さらに、新技術および近い将来出現する技術に関係する信

号を用いた調査研究を開始させる必要があることも強調している。 

 
さらに、すべての携帯電話使用者がばく露量を可能な限り低減させるため、慎重な

る回避策を採るように勧告している。特に、親は自分の子供に対してこの点を助言す

べきであり、携帯電話に添付された使用説明書にこの趣旨の勧告文を記載すべきであ

る。メーカーは、サービスの質を低下させない範囲で可能な限り 低レベルにまで放

出量を低下させるべきである。また、RF電磁界の影響を受けやすい個人が存在する建
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物（病院、デイケアセンター、学校等）が基地局から100 m以内に位置している場合

は、その建物が伝送ビーム経路内に直接入らないよう勧告している。さらに、基地局

極近傍の立入禁止区域を、認定された標識を用いて明示するように勧告している。他

方、IEGMPによって提案された基地局建設用地の共用については、人々のばく露がよ

り不均一になるとみなして支持していない。 

 
さらに、欧州委員会が1999年7月に出した勧告をフランスの法律に導入するように

勧告している。携帯電話および基地局の両方からのRF電磁界放出、および体内植込み

型医療器具との干渉の可能性に関するより広範な情報を一般国民に対して提供すべき

である。また、そうした干渉に関する情報提供の一貫として、基地局からのRF電磁界

放出に関する広範な長期的測定キャンペーンを奨励すべきである。さらに、運転中に

おける携帯電話の使用に関する法律を厳しくすべきである。 後に、ばく露に関する

既存のガイドラインおよび規制を修正する必要があるかどうかを検討することを目的

として、EUによって承認された特別科学機関が科学データを定期的に再検討して更新

するように勧告している。 

 
270ページ、参照文献942件   

 

3.9 オランダ保健審議会（HCN、2002）  
 
この報告は、HCNの電磁界委員会によるもう1つの報告であり、携帯電話に関わる

健康への影響について検討し、基地局に関するHCN報告（2000）を補足している。 

 
初に、RF電磁界に対するヒトのばく露限度を設定する上での原則について説明し、

次に、携帯電話の背景にある基礎技術について論じている。また、RF電磁界のばく露

による生物学上および健康上の影響に関する証拠について再検討する。頭部への影響

に焦点を当て、特に局部加熱に重点を置いている。 後に、携帯電話による干渉が医

療機器に対して及ぼす影響、および携帯電話の使用が車の運転に及ぼす影響について

検討している。 

 
この報告は、該当文献をレビュー後、携帯電話の使用と一般的な健康上の問題およ

び症状の間の因果関係に関しては結論を導き出すことはできず、いずれの研究も十分
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な論拠を有してないと結論づけている。さらに、携帯電話から放出されたRF電磁界の

ばく露は、脳の機能に対して非常に微妙な影響を有する可能性があり、いくつかの認

知作業に対して影響を及ぼし、さらにおそらく脳の活動に対しても影響を及ぼす可能

性があるとしている。しかしながら、これらの影響は急性の生物学的影響にすぎず、

健康影響の前兆となるものではないと考えている。この報告は、がんに関する疫学研

究では、携帯電話の使用と脳腫瘍およびその他の形態のがんの発生との間に、何らか

の相関関係が存在することは示されておらず、この点は動物実験の結果によって裏付

けられていると結論づけている。RF電磁界が心臓血管系、メラトニン、その他のホル

モン、または免疫系に対して有意な影響を及ぼすことを示す説得力のある証拠は発見

することができなかったが、携帯電話（およびコードレス電話）による干渉がいくつ

かの一般的な医療機器に対して影響を及ぼす可能性を指摘し、 低1.5m離れるように

勧告している。 後に、ハンズフリー装置を備えた電話で会話しながら車を運転する

行為は、注意力を散漫にし事故を起こす可能性を増大させることになると指摘してい

る。 

 
上記の結論に基づいていくつかの勧告を行っている。たとえば、携帯電話の使用を

原因とする頭部の温度上昇をモデル化するため、さらなるばく露量測定研究を実施し、

かつ温度測定研究と結び付けるように勧告している。また、RF電磁界にばく露したヒ

トおよび動物における認知上および行動上の微妙な変化の調査を目的としたさらなる

研究、および、がんへの影響調査を目的とした実験動物によるさらなる疫学研究の実

施を勧告している。しかしながら、子供および成人の間の差について検討した結果、

子供による携帯電話の使用を制限するように勧告する根拠は見いだされていない。

後に、国は、携帯電話を普通に使用することによって医療機器との干渉問題を引き起

こす可能性を引き下げるための措置を講じるべきであり、さらに、車を運転中はハン

ズフリー装置を使用していても長時間の電話をしないように促すべきであるとの勧告

をオランダ政府に対して行っている。 

 
96ページ、参照文献134件 

 

3.10 フランス上院報告書（LorraineおよびRaoul、2002） 
 
この報告は、フランスのJean-Lois LorraineおよびDaniel Raoulの両上院議員が、3
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人のフランス人科学者および携帯電話業界の2人の代表者からなる運営委員会の援助を

受けて作成したものである。今回の調査では、合計52人の科学者および業界代表（主

にフランス人であるが、イタリア人およびNRPBの代表も数名含まれている）に対し

ても取材をしている。 

 
この報告では、携帯電話技術、ばく露量測定、および携帯電話と基地局から放出さ

れるRF電磁界への一般人の典型的ばく露について要約している。また、開発中の技術

およびその潜在的結果について網羅している。さらに、欧州およびフランスにおける

現行法およびその根底にある原則についても論じている。 

 
RF電磁界による生物学上の影響に関するレビューを行い、がん、生殖、発達および

神経系に及ぼす影響について論じている。また、主観的症状としての心臓血管系、免

疫系および内分泌系に対する影響、および熱ショックタンパク質への影響についても

検討している。さらに、生物学的影響と健康悪影響を区別することの重要性、および

熱作用と非熱作用を区別することの重要性を強調している。 

 
この報告では、いくつかの研究で携帯電話による生物学的影響が観察されているが、

結果的に健康に対してどのような影響を及ぼすことになるかは不明であると結論づけ

ている。さらに、生物学的影響および健康影響を基地局に関わる電磁界に起因させる

ことはできないとしている。なお、この報告では、フランスに特有のものと考えられ

る逆説的な状況を強調している。すなわち、基地局が危険であることを裏付ける証拠

は存在していないものの、これに対する一般国民の懸念は極めて高いレベルである。

他方、携帯電話は相当のばく露を生じる可能性があるにもかからず、相対的にほとん

ど懸念されていない。 

 
さらに、これまでの研究における結論および勧告では、欧州委員会によって定義さ

れた予防原則を確かに考慮している一方で、一般国民および地方議会に情報を提供す

ることによって意思疎通および教育を向上させることにも焦点を合わせていると指摘

している。さらに、生物学、疫学およびばく露量測定に関する調査研究の支援勧告を

行っており、携帯電話使用者を対象にした疫学研究および開発中の技術を用いた研究

が優先分野として挙げられている。 
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この報告では、携帯電話の健康影響に関する科学的調査研究を指揮する新財団をフ

ランス研究所の下に設立させるように勧告している。同財団の資金は、政府と業界が

共同で提供することになる。さらに、フランスの既存の2つの国家機関（国家周波数局

および国家度量衡局）が協力を強めるように提案している。 

 
292ページ、参照文献0件 

 

3.11 スウェーデン放射線防護庁（SSI、2002） 
 
この報告は、米国の国際疫学研究所の疫学者であるJ D Boice Jr.およびJ K 

McLaughlin がスウェーデン放射線防護庁（SSI）の委託を受けて2002年に作成した

ものであり、携帯電話の使用に関わるがん発生リスクを対象にした疫学研究のレビュ

ーを行っている。 

 
この報告では、各研究をある程度詳細に検討し、各研究計画、研究結果、長所およ

び短所についてコメントし、さらにこれらの研究結果について批評している。また、

いくつかの実験研究について概説し、さらには現在進行中の疫学研究に関する要約を

示している。 

 
提示されている証拠のレビューの結果、いずれの脳腫瘍に関しても、脳腫瘍と携帯

電話の使用の間には有意な関係は認められず、相対リスクに関する推定値は0.9～1.3

であると考えられる。さらに、異なる型の携帯電話（アナログまたはデジタル）)、腫

瘍組織学（神経膠腫、髄膜腫または聴神経腫）、使用時間、および腫瘍の左右差に関す

る小グループ分析では、リスクが常に上昇しているわけではないことが判明している。

また、アナログ携帯電話の使用と脳腫瘍の間の関連性を示唆しているスウェーデンの

一連の論文について、調査方法にいくつかの重大な欠陥（選択バイアス、回答バイア

ス、質問者バイアスの証拠）がある点を批判している。さらに、RF電磁界のばく露が

イニシエーションまたはプロモーション事象を通じてがんのリスクを上昇させる可能

性があるとするのは、生物学的には考えにくいとしている。これまでに実施された研

究は、ある程度の合理的な確実性を持って、少なくとも 大5年間の携帯電話の使用が

がんを生じさせることはないと結論づけている。これよりも長期的な影響についての

評価は行われていないが、長期的な影響が存在することを示唆する確かな証拠はまだ
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現れていない。 

 
さらに、携帯電話の使用による健康影響の可能性についての評価を行うことを目的

とした、さらなる研究を実施するのが賢明であるとしている。なお、当座の影響とし

て、車を運転中に携帯電話を使用することにより、注意力散漫が原因で自動車事故が

増えることについては認めている。 

 
40ページ、参照文献81件  

 

3.12 英国放射線防護委員会 非電離放射線に関する諮問グループ（AGNIR、

2003） 
 
この報告は、携帯電話技術の健康影響に関する問題について、さらなるレビューを

2003年までに実施すべきであるとした、Stewart 報告の具体的な勧告に対応して作成

されたものであり、従って、2000年以降に出された新たな証拠を検討することに重点

を置いている。本報告書の執筆は、8人の英国人科学者からなる委員会によって行われ

た。なお、同委員会は、 初はRichard Doll卿（ICRF、オックスフォード）が議長を

務め、その後A J Swerdlow（ICR、ロンドン）が引き継いだ。 

 
この報告では、RF電磁界発生源およびRF電磁界のばく露に関して詳細にレビュー

を行った後、細胞、動物およびヒトに対する生物学的影響を示す実験上の証拠につい

て批判的に検討した。発がんおよび神経認知に関するの評価項目に重点を置いている。

さらに、がんおよびがん以外に関する疫学研究の結果および該当する臨床研究結果に

ついて要約し、かつレビューを行っている。 

 
全体として、RF電磁界がヒトの認知機能に対して影響を及ぼすことを示す証拠には

一貫性がなく、依然として決定的ではない。他方、カルシウム流出に対する影響が示

唆されていることについては、これらの研究よりも 近実施され、かつこれらの研究

よりも実施方法が優れている研究によって裏付けられていないと結論づけている。生

物学的証拠では、RF電磁界が突然変異を引き起こすことはなく、さらに腫瘍形成を開

始させることも促進させることもない旨が示されており、さらに、全体的な疫学的デ

ータにおいても、（特に携帯電話の使用による）RF電磁界のばく露とがんのリスクの
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間に因果関係が存在することは示されていない。また、本報告書では、携帯電話の基

地局付近の住民に関するばく露レベルは極めて低く、これらの基地局が健康に対して

リスクを及ぼす可能性はないことを示す証拠も存在していると断言している。子供を

対象にしたRF調査研究が少ないことを指摘している。この報告は、「Stewart 報告以

降に発表された調査研究は全体として、懸念を生じるものではない」と結論づけてい

る。しかしながら、既存のデータベースには制約があるため、調査研究を継続する必

要がある。 

 
本レビューの対象となった各分野に関してさらなる調査研究を実施することを内容

とする詳細な勧告を行っている。細胞研究については、報告されている影響が独立し

た研究者によって再現されていないことに加えて、RFばく露に強く反応することを実

証するモデルが存在しないことが進展の妨げになっている。しかしながら、細胞内で

の熱ショックタンパク質がRFによって変化することについては、さらなる調査研究の

価値があるとしている。 

 
動物実験に関しては、脳腫瘍にかかりやすくなる遺伝子の突然変異に的を絞ったモ

デルは、発がん作用を調査する上で有用になる可能性があると考えられた。また、新

生児の発達中に中枢神経系が熱による影響を受けやすくなる時間的経過に関する不確

定要因に取り組むべきである。さらに、RFが神経伝達機能に対して及ぼす可能性があ

る影響についてさらなる調査を行うべきであり、生体外における海馬スライスの刺激

性の変化に関して独立した検証を行う必要があると勧告している。 

 
ヒトに関する実験研究では、RF電磁界にばく露すると脳の活動が変化することが報

告されているが、これらの変化が認知機能に対して影響を及ぼすとすればどのような

影響であるかについて、さらなる調査研究を実施すること、および、これらの変化に

関係すると思われる健康影響を明確化することを勧告している。さらに、マルチセン

ターのアプローチを行えるよう国際協力を奨励している。なお、RF電磁界に対して過

敏であることを訴えていて急性の症状が出ている人々に関する試験を実施することが

役立つだろう。 

 
がん疫学に関して、既に国内外で研究が進行中なので、携帯電話の使用について一

般国民を対象にしたさらなる症例対照研究を開始する必要はないとしている。この報

 71



告では、今日までに発表されている研究の同じ欠点を繰り返さないこと、研究期間を

延長すること、および、より正確なばく露推定を行うことを目的とする研究を今後に

実施することを勧告している。さらに、職業上のばく露および居住環境におけるばく

露に関するさらなる研究に着手する上での 良の方法についても検討している。 

 
177ページ、参照文献367件 

 

3.13 スイス連邦環境・森林・景観省（BUWAL、2003） 
 
この報告は、スイスのバーゼル大学予防医学研究所のM RöösliおよびR Rappの両氏

が作成したものであり、環境レベルのRF電磁界にばく露した際の健康上のリスクにつ

いて評価している。入手可能な英語版は要約のみである。 

 
RF電磁界による影響に関する200点以上の学術論文を調査対象とし、それまでに報

告されているRFの影響を5つの分類（確定的、可能性が高い、可能性がある、可能性

が低い、評価不能）に従って評価し、さらに、健康との関連性を3つのグループ（重大、

健康低下、評価不能）に分類している。また、可能な場合には、影響に関するしきい

値を定めている。 

 
「確定的」のカテゴリ（再現性が高く、もっともらしいと思われる生物学的メカニ

ズム）には、体内植込み型医療器具に干渉することによる影響、およびパルス界にお

けるマイクロ波聴力現象が含まれている。「可能性が高い」カテゴリ（再現性があるが、

もっともらしいと思われないメカニズム）には、不特定の症状、睡眠の変化、および

脳の機能への微妙な影響が含まれている。「可能性がある」のカテゴリ（散発的に発生

するが、研究上の欠点が原因となっている可能性がある）には、TV・ラジオ放送設備

を原因とする白血病およびリンパ腫のリスク、携帯電話の使用を原因とする脳腫瘍、

過敏症および不眠症が含まれている。「可能性が低い」（影響がないことが多数の研究

によって示されており、もっともらしいメカニズムが存在しない）のカテゴリには、

死亡及びその他のがんのリスクが含まれている。 後に、「評価不能」のカテゴリ（証

拠が乏しいかまたは矛盾しており、さらには研究方法が不十分である）には、その他

の影響が含まれている。なお、変調に特有の影響はわずかであり、かつ矛盾している

と考えている。 

 72



 
この報告では、現時点においては、RF電磁界への低レベルのばく露を原因とする健

康へのリスクを評価する上でデータが十分でないと断定している。いくつかの研究で

は非熱作用の存在を示唆しているが、その関連性は明確ではなかった。しかしながら、

ICNIRP（1998）のガイドライン以下では健康上の新たな影響は確定されていないが、

「可能性が高い」または「可能性がある」と分類された影響は、（20 mW kg－1～2 W 

kg－1のエネルギー吸収率で）携帯電話にばく露時に発生する可能性があり、「可能性が

ある」と分類された影響は、放送設備の場合に発生する可能性がある。全体として、

RF電磁界に対しては予防的アプローチを継続し、ヒトの健康への影響に関する調査研

究を強化することが勧告されている。 

 
167ページ、参照文献207件 

 

3.14 オランダ保健審議会（HCN、2003） 

 
HCNの電磁界委員会では、RF電磁界による健康上の影響に関するさらなる調査研

究の実施について一連の勧告を出している（HCN、2003）。英語版はエグゼクティ

ブ・サマリのみであり、この報告は本書の一覧表には要約していない。 

 
一連の研究を提案しており、たとえば、RF電磁界と化学的因子および物理的因子の

相互作用を調査するための生体外研究の必要性を指摘している。ただし、動物による

研究については、その他の場所において十分な調査を実施中であることを理由に実施

を勧告していない。また、電磁界のばく露による影響およびその他の様々な健康影響 

(がんを含む) を調査する大規模なコホート研究と同様に、主観的症状の調査を目的と

する実験研究および疫学研究の実施を勧告している。他方、基地局（ただし、ラジオ

およびTV放送設備は含まれていない）付近の住民のがんまたはその他の疾病の発症率

を調査することの有用性については疑問を呈している。さらに、携帯電話の使用を原

因とする頭部での局所ばく露の特徴についての理解を深めることを目的とする追加の

モデル作成、およびコンピュータによるばく露量測定研究の実施を提案している。 

 
後に、電磁界の健康影響に関する調査研究の統合および調整を目的とする専門セ

ンターをオランダに設立することを提案している。 
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3ページ、参照文献0件 

 

3.15 米国放射線防護審議会（NCRP、2003） 

 
この報告は、第89-4科学委員会が米国放射線防護審議会（NCRP）の委託を受けて

作成したものである。同委員会は、米国の7人の科学者によって構成されており、O P 

Gandhi氏（ユタ大学）が議長を務めた。この報告は、変調を考慮するために既存のば

く露基準およびガイドラインを修正する必要があるかどうかを決定することを目標と

しており、3kHz～300 GHzの周波数帯域内におけるパルスを持つRF電磁界および振

幅変調RF電磁界の生物学的相互作用、およびヒトの健康への影響に関する科学文献に

ついてのレビューを行っている。なお、この報告では古い文献にかなりの重点が置か

れており、携帯電話に関わる電磁界を対象にした研究数は相対的に少ない。 

 
この報告では、ばく露基準について論じ、さらに変調信号の種類を明確化した後、

非常に多様な生体外研究（細胞生理学、遺伝毒性学およびDNA損傷に対する影響を含

む）、動物に関する行動学的および神経学的研究、ボランティア研究、および疫学研究

におけるRF電磁界の影響について検討している。さらに、変調に左右される影響が発

生する可能性がある生物物理学的メカニズムについても検討している。 

 
この報告では、連続波でのばく露による影響とパルス波でのばく露による影響の比

較可能な研究は別として、変調を対象にした文献は非常に少ないと断定している。（す

べてではなく）いくつかの研究では、変調特有の影響が発生する可能性があり、一般

的には連続波の電磁界よりもパルス電磁界の方が影響度が高い旨を示唆しているが、

これらの研究はいずれも、既存の基準の修正勧告を行うことができるような信頼でき

る証拠を示していない。さらに、これらの研究のほとんどは、変調特有の影響にはガ

イドライン値をはるかに上回る非常に高いばく露レベルが関わっていると報告してい

る。なお、FosterとRepacholi（2004）においても、様々な変調信号が特定の生物学

的影響を引き起こす可能性に関して同様の結論を出している。 

 
この報告の全体的な結論は、変調の有無にかかわらず、低レベルのRF電磁界が観察

可能な影響を引き起こす可能性があるメカニズムは引き続き熱だけであるが、強力な
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RFパルスは、加熱速度に関連するメカニズムを通じて生物学的影響を引き起こす可能

性があるとなっている。これらの特定の影響は、特殊な軍用機器からの非現実的なば

く露条件下においてしか発生しないと思われるが、より詳細な検討に値すると考えら

れている。 

 
52ページ、参照文献152件 

 

3.16 スウェーデン放射線防護庁（SSI、2003） 

 
この報告は、電磁界に関するSSIの独立専門家グループの 初の年次報告＊である。

この報告では、2000年以降に入手した携帯電話とがんに関する研究の考察を行ってい

る。著者は、A Ahlbom（Karolinska Institutet、ストックホルム）が議長を務める8

名の欧州の科学者チームである。 

 
この報告では、がんと携帯電話および基地局（あるいはラジオ・TV放送設備）から

のばく露に関する疫学研究の他、がんの実験的研究について述べられている。また、

熱ショックタンパク質（HSP）および血液脳関門（BBB）への特定の影響を調査した

実験室内での研究についての検討もなされている。報告書の 後には、科学的証拠に

おける不確実性に対処する予防的枠組みを簡略的に扱っている。 

 
大部分の研究において携帯電話使用によるがんのリスク上昇を示唆する知見は得ら

れなかったと報告されているが、2件の研究ではポジティブな知見が報告された。しか

しながら、全ての研究に症例数の少なさや追跡期間の短さによる制限が存在していた

ため、現時点での証拠は、携帯電話の使用に関しては決定的でないと考えられた。基

地局からのばく露とがんの調査から研究成果を得ることも時期尚早であると考えられ、

ラジオ・TV放送設備機に関しては、現時点でのデータから結論を導き出すには、制限

（特に個別のばく露評価に関する）が多すぎるといえる。 

 
近の動物実験の結果では、RF電磁界のばく露ががんを誘発する可能性、あるいは

既知の発がん性物質の影響を増強させる可能性については示唆されなかった。結論と

しては、細胞増殖やアポトーシスなどの発がんにおける非遺伝毒性機序に関連する影

響、あるいは生体外での悪性形質転換の誘発や増強における一貫した証拠は得られな

 75



かった。HSP発現にRFが与える影響の可能性に関しては、そのような影響の存在や機

序に関して結論を出すことは現時点では不可能であると結論づけられた。同様にBBB

にRFが与える影響に関しても、結論としては入手データからは健康におけるリスクの

存在は示唆されなかった。不確実性を考慮した場合には妥当な方策が整備されるとい

う理由から、世界保健機関（WHO）が策定中の予防的枠組みが推奨された。 

 
多大な研究努力にもかかわらず、RF電磁界における発がん可能性、HSPやBBBに

対する影響の可能性に関する一貫した結論を導き出すような画期的な結果は 近では

みられていないというのが、この報告の結論である。Stewart報告の発表以来、おし

なべて科学的評価に顕著な変化はみられておらず、その当時に論じられた結論が現在

でも妥当であると考えられる。 

 
この報告では、大規模な疫学研究で使用できるような個人用RFばく露測定装置の開

発が強く推奨されている。そのような装置が利用できるようになることで、基地局や

放送設備からのばく露に関する研究が 優先の研究分野になる可能性が考慮された。

さらに、長期的ばく露の影響に関する疫学研究だけでなく、がん以外の疾患の調査も

推奨された。HSPの発現がRFばく露の指標として用いられる可能性があると考えられ

るため、HSPに関するさらなる研究が、RFのBBBに対する影響の研究と同様に推奨

された。研究分野の複雑性を考慮して、結果を健康リスク評価の一部として受け入れ

る前に、ネガティブおよびポジティブなデータの両方を繰り返し収集することが推奨

された。 

 
＊2回目の年次報告書は2004年12月に発表された（SSI、2004年）。 

 
28ページ、参照文献66件 

 

3.17 オランダ保健審議会（HCN、2004a） 
 
HCNの電磁界委員会は、電磁界の健康影響の可能性に関する勧告の発行に加えて、

主題別の事柄についての考慮を促し、HCNの 近の報告を強調するため、電磁界の健

康影響に関する年次報告を発表している。 
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2回目の年次報告（HCN、2004a）では、2001年5月から2003年5月までの期間を対

象としている。この情報では携帯電話に関する報告（HCN、2002、一覧表参照）の概

要が述べられ、また（ELFおよび）RF電磁界の分野における研究成果が検討されてい

る。結論では、UMTS（あるいは3G）およびTETRAなどの新しい通信システムの導

入における悪影響の可能性は認められなかった。動物を用いた 近の発がん性研究や

ヒトに関する疫学研究では、懸念される結果はなかった。同様に、RF電磁界がBBBに

及ぼす影響は確立されておらず、また携帯電話の使用と眼の悪性黒色腫の発現との関

連性についても明らかにされていないと結論付けられた。この報告ではまた、電磁界

ばく露に起因する不特定の症状についても述べられており、因果関係は見出せていな

いという結論を出している。 

 
57ページ、参照文献76件 

 

3.18 オランダ保健審議会（HCN、2004b） 
 
この報告は、HCNの電磁界委員会から出されたものである。この報告では、オラン

ダ応用科学研究機関（TNO）が行った、GSMおよびUMTS信号が安寧（well-being）

と認知に与える影響に関する研究の科学的品質、デザイン、および成果についての検

討がなされている。 

 
TNO報告（Zwamborn他、2003）では、GSMおよびUMTS信号へのばく露が自己

申告による安寧と認知機能に与える影響を調査した二重盲検試験について記載されて

いる。安寧状態を評価する質問票を用いた試験では、僅かだが有意なUMTS信号の界

依存性の影響が、事前にGSM界に起因する訴えの報告のあった症例群、および事前に

は何の訴えの報告もなかった対照群に認められた。900または1800 MHzのGSM信号

を使用した場合には、影響はみられなかった。同時に、一連のさまざまな認知機能に

対する、かなり広範囲の一貫性のないパターンの界依存性の影響が、GSMやUMTS界

へのばく露後に認められた。頭部組織に吸収された電力は少量なので、熱作用に基づ

いた説明は不可能と考えられる。 

 
HCNの報告書では、TNOの研究は高品質であるが、いくつかの結果の解釈が疑問視

されると述べている。特に、安寧の評価に用いた質問票の妥当性が不明瞭であるので、
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評点の変化が健康における実際の変化を反映しているという結論を出すことは不可能

であるとしている。安寧への影響は、公衆が通常では経験することのないレベルの

UMTS信号に対する約30分のばく露時間後にも認められた。さらに認知試験の結果で

は、多重比較での補正を行った際に単一の有意な差のみが認められ、この結果が示唆

するものは不明であった。症例群と対照群間における比較を不適切にするような、症

例群間での差も認められた。それでもなお、この研究は十分に重要なものと考えられ

たため、十分にマッチさせた多数の被験者を対象とするなど、デザインの改善による

独立した再現実験を行わうことが推奨された。 

 
全体的な結論としては、この研究の結果に基づいて電磁界ばく露と安寧の低下との

因果関係が存在するかどうかを決定することは不可能であった。この研究と同様の解

釈がAGNIR（2003）によって得られた。 

 
55ページ、参照文献24件 

 

3.19 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP、2004） 

 
この報告は、ICNIRPの疫学に関する常任委員会から出されたものである。著者は、

A Ahlbom（Karolinska Institutet、ストックホルム）が議長を務める6名の疫学者か

らなる国際的なグループである。この報告書では、100 kHz～300 GHzのRF電磁界へ

の長期的ばく露による健康への悪影響の可能性に関する疫学的証拠が述べられている。 

 
この報告ではまず、複数の疫学研究におけるばく露評価に関する問題の概要だけで

なく、集団におけるばく露源および分布が簡潔に述べられている。報告では、職場で

のRF電磁界のばく露に関連するがんや心血管疾患のリスク、妊娠における有害な結果、

および白内障形成についての考察が行われている。次に、放送や電気通信に用いられ

ているRF送信設備の近辺に住んでいる集団に対する白血病のリスク、および携帯電話

の使用に起因する脳腫瘍や聴神経腫のリスクの考察が行われている。RF電磁界の間接

的な影響（例えばペースメーカーの機能や自動車運転能力への影響）については検討

されていない。 

 
この報告の結論では、携帯電話使用者の研究を含む現在までに行われた研究からは、
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RF電磁界ばく露と健康への悪影響の間における一貫した説得力のある因果関係の証拠

は得られていない。しかしながら、この報告はさらに、これらの研究は関連性を排除

するには欠点が多すぎるという結論を出している。RF電磁界評価の質は重要な懸念事

項であると考えられる。携帯電話に関する研究におけるもう1つの全体的な懸念事項は、

現在までに検討された経過時間が必然的に短いということであり、小児におけるばく

露に関して入手できるデータが存在していない。この報告はまた、RFの発生源からば

く露される集団に関して知られていることはほとんどなく、また異なる発生源の相対

的重要性についてもほとんど分かっていないという結論を出している。 

 
全般的には、小児を含む長期的ばく露の影響の可能性への対応、および現在調査が

行われていない神経変性疾患や認知機能を含む健康への影響の検証のために、携帯電

話に関するさらなる疫学研究を行うことが推奨された。これらの研究での一人ひとり

のばく露をモニターする個人用のRFばく露測定装置の必要性が強調された。 

 
62ページ、参照文献92件 

 

3.20 英国電気学会（IEE、2004年） 

 
この報告は、英国電気学会（IEE）の生物学的影響に対する政策顧問グループから

出されたものである。この報告では、ELFおよびRF電磁界のばく露に関連する生物学

的影響と健康リスクが検討されている。著者は、A T Barker（シェフィールド大学）

が議長を務める6名の英国の科学者からなるグループである。同様の報告が1994年以

来2年おきに発表されている。 

 
この報告では、過去2年間（RF電磁界に関する計121件の論文）の査読付文献におい

て発表された疫学研究および実験室研究の知見の概要が述べられている。この報告で

はまた、これらの文献についての学術団体による 近のレビューの結論がまとめられ

ている。 

 
2004年の報告では、過去2年間に発表された研究からは低レベルのRF電磁界のばく

露における悪影響は示唆されていないと結論を出している。特にこの報告では、7件の

疫学研究の結果からは、携帯電話の使用によって成人における脳腫瘍や聴神経腫のリ
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スクが上昇することを示唆する説得力のある証拠は得られていないことが述べられて

いる。さらに一般的には、長年にわたる期間において発表された種々の発生源からの

RF電磁界の職場でのばく露に関する疫学研究の中に、ばく露量測定の問題に満足のい

くよう対応できているものはなかった。これらの研究のいずれもが容易に説明できる

ものではなく、中にはリスクを示唆するものがあったが、そのリスクは低く、一般に

は再現可能なものではない、という結論が出された。無線アンテナに近接して住んで

いることとがんのリスクに関する複数の研究は概して説得力がなく、方法論における

欠点があると考えられた。 近の実験室研究でも、急性ばく露後の健康への悪影響の

可能性のあることが示されているが、その可能性は低いと考えられる。例えば、ボラ

ンティアや動物における研究では、電磁界が誘発する生物学的反応の明らかなパター

ンを実証できず、ポジティブな結果を報告する研究においても矛盾が存在していたと

考えられた。さらに、知見の再現性の記録に乏しいため、細胞レベルでの電磁界ばく

露の も必要とされる影響の妥当性について疑いが残ったままである。例えば、ばく

露や生物学的反応の観点において、結果が一定のパターンを形成していないようであ

ったり、また、既知の作用機序がみられなかったりなどである。 終的に、RF電磁界

には加熱を起こすレベル以下のレベルでの生物学的影響がある可能性を説明する、信

頼性のある機序は得られなかったという結論となった。フリーラジカル反応を引き続

き研究することが指摘されたが、生物学的システムにおけるこの機序を裏付ける実験

的証拠は未だに得られていない。 

 
IEEの報告では、有害な影響が存在する可能性というより公衆の懸念に対処するた

めだけであっても、さらなる疫学研究や実験的研究を支援すべきであると勧告してい

る。英国のMTHRプログラムによって資金提供されたプロジェクトがこの必要性に対

処していると指摘している。この報告では、過去2年間において悪影響の新しい有力な

証拠が依然として得られていないことは安心させられることであり、政策立案者は公

衆のばく露に対して予防的アプローチの実施を検討する際に、またばく露基準の策定

時に、この事実を考慮すべきであると示唆している。 

 
8ページ、参照文献6件 
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3.21 英国医薬品医療製品規制庁（MHRA、2004） 

 
この報告は、英国医薬品医療製品規制庁（MHRA）が発表したもので、携帯電話を

含む移動通信システムの病院内での使用のみを論じている。この報告では、重要な医

療機器に対する電磁干渉のリスクを 小限に抑えるための制限事項の必要性が提案さ

れており、病院内での全面的な携帯電話使用の禁止は必ずしも必要ではないという現

行のMHRAの指導を促進するものである。実際にこの報告において、携帯電話の使用

を管理しないことは患者にリスクを与える可能性があるけれども、過度に制限すると

いう方策は技術の利点にとって障害となる可能性があるという結論が出されている。 

 
この報告によると、干渉を引き起こすリスクが高いものとして、アナログ方式の緊

急サービス用無線や商業無線がリストアップされており、病院内でのこれらの無線の

使用は緊急時のみとし、通常の通信手段としては用いるべきではない。携帯電話、

TETRA端末、ラップトップ・コンピュータ、パームトップ、およびゲーム機器などの

データ通信無線システム（汎用パケット無線通信システム（GPRS）または3G）だけ

でなく、高性能無線ローカルエリア・ネットワーク（HIPERLAN）もまた、干渉を引

き起こす中等度のリスクがあるとし、これらの機器も指定された場所のみの使用とし、

救命装置や生命維持装置の近くでは電源を切るべきである。（デジタル高性能コードレ

ス電話（DECT）を含む）コードレス電話、無線ローカルエリア・ネットワーク

（RLAN）やブルートゥースは、干渉を引き起こす可能性が非常に低いと考えられて

おり、使用制限の必要はない。 

 
この報告では、携帯電話が救命機器に干渉するリスクと、より優れた通信への要求

とのバランスをとるための方策を導入すべきであると病院に勧告している。例えば、

病院は職員に対して病院内で使用される移動通信技術がどのように管理されているか

を認識させ、また干渉のリスクを確認させるべきである。病院はまた、職員や訪問者

が安全に携帯電話を使用できる場所を指定することも考慮すべきである。医療機器と

の干渉のリスクが低い特定の移動用無線システムを医師や他の職員に支給し、総合的

な管理を行うことも可能である。 後にこの報告では、いかなる干渉に関する問題で

もMHRAに報告することを推奨している。 

 
3ページ、参照文献・リンク4件 
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3.22 英国放射線防護庁（NRPB、2004、現英国環境保護庁 HPA） 

 
英国放射線防護庁（NRPB）が発表したこの報告では、静電磁界、ELF電磁界およ

びRF電磁界（0～300 GHz）へのヒトのばく露を制限する科学的証拠の検討がなされ

ている。この報告は英国保健省の要請によってA F McKinlayが議長を務める9名の英

国の科学者からなる委員会が執筆した。主要な目的は、ばく露の量的制限に関する

NRPBの助言の科学的基礎を提示することであった。この報告では、科学的不確実性

や予防的側面の問題が検討され、また集団内の異なるグループ間の感受性の変動の可

能性に関する 近の証拠について調査している。 

 
この助言を策定する目的で、英国内の専門家や国際的な科学の専門家、専門グルー

プによる総括的な検討を含む発表済の文献から見解が集められた。また、ELFの微弱

な電界が人体に及ぼす影響に関してC Blakemore（オックスフォード大学）が議長を

務める特別専門グループからも助言を得た。さらに、この報告の草案（協議のため

2003年5月発表）に対して表明された見解、および電力線に関する公開会議（2002年

12月開催）やNRPBの独立専門家グループ（IEGMP）が国内で開催した会議で起こっ

た公衆の健康に関する懸念などに対する検討がなされた。 

 
この報告では、携帯電話使用による脳腫瘍のリスクに力点をおいて、RF電磁界のば

く露が人間の健康に悪影響を及ぼす可能性の疫学的証拠が検討されている。次に、体

全体や局所の加熱が人間に及ぼす影響、および熱応力に対する生理的反応についての

検討がなされ、さらにヒト、動物、および細胞に対する顕在的な加熱の欠如における

RF電磁界の生物学的影響の可能性も考慮されている。 後に、コンピュータによるば

く露量測定に用いられる手法が述べられ、その手法の結果が検討されている。文献に

おける制限事項や不確実性がこれらの見出しのそれぞれに強調されている。 

 
この報告書の結論では、RF電磁界については、それに基づいてガイダンスを作成す

ることができる も説得力のある論理的な一連のデータは、体温上昇と熱負荷の増加

によって生じる生理的ストレスに関係している。レビューした他の全ての研究は、説

得性、論理性、および一貫性に欠けていると考えられた。しかしながら、これらのデ

ータにおける重要な不確実性ついて、さらなる研究を行う必要性が確認された。特に、

熱の影響に対して感受性が上昇する人々の集団内での分布は、現時点ではよく定義さ
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れていないとみなされた。 

 
全体的な結論は、AGNIR（2003）の報告と一致しており、 近の研究からは懸念

が生じておらず、また証拠の重要性もガイドラインのレベル以下のRF電磁界のばく露

における健康への悪影響を示唆していないというものある。しかしながら、携帯電話

の使用が普及してから比較的短い時間しかたっていないという事実のために、発表さ

れた研究における限界が指摘された。したがって、ガイドラインレベル以下のRF電磁

界のばく露による健康影響の可能性は不明なままであると考えられ、引き続き研究を

行う必要があるとされた。この報告は、携帯電話と健康に関する非常に数多くの科学

的な研究が現在進行中であることを指摘し、この研究の結果の監視とガイドラインの

レビューの続行の必要性が示された。 

 
全体として、NRPB報告の主な勧告は、0～300 GHzへの職業的ばく露及び一般公衆

のばく露に対するICNIRPのガイドライン（ICNIRP、1998）を採用することである。

これらのガイドライン以下の界へのばく露は有害ではないと見なされた。 

 
215ページ、参照文献1002件 

 

3.23 北欧の関係当局（2004） 

 
この報告では、北欧諸国の放射線防護に責任を負う6機関による、携帯電話と健康に

関 す る 共 通 認 識 が 述 べ ら れ て い る 。 当 該 機 関 は 、 デ ン マ ー ク 厚 生 省

（Sundhedsstyrelsen）、フィンランド放射線・原子力安全局（Säteilyturvakeskus）、

アイスランド放射線防護局（Geislavarnir Rikisins）、ノルウェー放射線防護庁

（ Sataens strålevern ）、 お よ び ス ウ ェ ー デ ン 放 射 線 防 護 庁 （ Statens 

strålskyddsinstitut）である。これらの報告は本書の一覧表には含まれていない。 

 
ICNIRP（1998）が推奨した基本制限および参照値以下においては、携帯電話また

はその基地局などの移動体通信システムに関する健康への悪影響の科学的証拠はない

と結論づけられた。しかしながら、知識にギャップが存在すると考えられ、また発表

された数件の研究ではガイドライン値以下のレベルで生物学的影響が起こる可能性が

示唆されたことから、さらなる研究が行われることが要求された。データの不足のた
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め、RF電磁界に対する小児の感受性の比較に関する判断を下すことは不可能であった。 

 
全体的には、知識のギャップと一般的な科学的不確実性は、携帯電話使用に関する

予防的態度を正当化するのに十分であると考えられ、また頭部へのばく露を軽減する

ハンズフリー装置の使用が成人、若者、小児にとって賢明であると考えられた。さら

にまた、親が子供に対して携帯電話からのばく露を削減する種々の方法について知ら

せるべきであるということも、重要であると考えられた。 

 
2ページ、参照文献0件 

 

3.24 世界保健機関（WHO、2005） 

 
電磁界ばく露に対する小児の感受性が増大する可能性を扱う2日間の国際的ワークシ

ョップが、2004年6月にイスタンブールで開催された。共同スポンサーとして、

ICNIRPと欧州委員会（EMF-NETおよびCOST281を通して）が参加した。 

 
概要は、小児と成人との間には生物学的およびばく露量測定の観点における差が明

らかであるが、小児がICNIRPのガイドライン値以下のRF電磁界のレベルに対して感

受性が高いことを示す十分な証拠はなかった、というものであった。しかしながら、

特にRF電磁界への小児の脆弱性の可能性を扱う研究がほとんどないことから、個々の

国がある程度の予防策を組み込んだ方針の選択によって、結果的に不確実性に取り組

む意向をもつことが重要とされた。 

 
一連の研究提案の草案がこの知識不足を克服する目的で作成された。優先順位の高

い疫学研究の提案としては、小児の携帯電話使用者と認知および健康全般への影響に

関する前向きコホート研究や、携帯電話を使用する小児における脳腫瘍の症例対照研

究の実現可能性の調査があった。ボランティアを対象とした研究での認知機能への影

響や他の評価項目に関する調査に取り組んだところ、小児を実験的対象に使用するこ

とで明らかに倫理的問題があることが認識された。 

 
適切な動物モデルを用いた研究はこれらの問題のいくつかに対処できるが、健康影

響の解釈は容易ではない。ひとつの提案として、行動学的、形態学的、分子学的手法
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を用いた未成熟の動物の神経系の発達にRF電磁界のばく露が及ぼす影響の研究があっ

た。非熱的相互関係のメカニズムの可能性のさらなる探究を交えた神経細胞発達への

影響に関する生体外研究も勧告された。 後に、さらなるばく露量測定の研究に関す

る勧告には、小児の体温調節反応の適切なモデルを組み合わせた小児および胎児にお

けるRFエネルギー付与のばく露量測定モデルの開発が含まれた。 

 
ワークショップの予稿集、個別の研究をまとめた論文、およびワークショップでの

討論の出版については、現在進行中である。ワークショップの議題、報告者によるレ

ポート、個別の発表については、http://www.who.int/peh-emf/meetings/children turkey 

june2004/en/のサイトから入手可能である。 

 
WHOはこれまで、1997年にRF電磁界の今後取り組むべき課題を提示し、2003年に

これを見直したが、2006年に再度見直しを実施したので、その優先的研究課題を下記

に示す。この見直しではリスクコミュニケーション等に関する社会心理学的研究をも

研究課題として提案している点に特徴がある。 

 

 85

http://www.who.int/peh-emf/meetings/children%20turkey%20june2004/en/
http://www.who.int/peh-emf/meetings/children%20turkey%20june2004/en/


無線周波電磁界に関するWHOの研究課題2006 

はじめに 

WHO国際EMFプロジェクトは1997年、電磁界(EMF)の健康への悪影響の可能性に関

する研究を世界規模で促進・調整するため、研究課題を作成した。その後、この課題

は定期的にレビューされ改善されてきた。 

 
2003年6月、招聘専門家による特別委員会からの意見を受け、この研究課題の無線周

波 (RF)電磁界について大幅な改訂が行われた。その後、幾つかの研究ニーズについて

対処したところ、見直しが必要だと考えられた。また、2003年以降、3つの特別ワー

クショップ3が開催され、そこでRF帯域における研究ニーズが決定された。これらは

2005年に、専門家による特別委員会によって今回のRF研究課題に統合された。これは

従来の全てのRF研究課題に代わるものである。 

 
上記の特別ワークショップでは、子供（特に脳腫瘍及び認識機能）に集中した研究の

必要性が指摘された。電磁界過敏症(EHS)に関するワークショップでは、EHSを特徴

付けるための更なる研究が必要であるということが示されたが、それまでに完了した

研究では、因果関係についての具体的な証拠がないので、電磁界とEHSとの関係につ

いての更なる研究は勧告されなかった。基地局のRF電磁界による潜在的健康影響に関

する研究については、そのようなばく露に関連するがんリスクの研究は、過去の長期

ばく露を適切に推測することが困難なことから、実施可能でも有益でもなさそうなた

め、優先順位が低いと見なされた。 

 
研究者らは、健康リスク評価に対して高い価値のある研究のために、この研究課題を

ガイドとして利用することが推奨される。大規模研究プログラムの有効性を 大にす

るため、政府及び産業界の資金拠出機関は、WHOの研究課題に調整して対処すること

が推奨される。そのような調整は、研究努力の不必要な重複を 小にし、健康リスク

                                                 
3 これらのワークショップとは、2004年6月にイスタンブール（トルコ）で開催された「電磁界ばく露に

対する子供の感受性」、2004年10月にプラハ（チェコ共和国）で開催された「電磁界過敏症」、及び、

2005年6月にジュネーブ（スイス）で開催された「基地局及び無線ネットワーク：ばく露と健康」である。 
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評価に対して優先順位が高いと同定された研究の もタイムリーな完了を確実にする

であろう。 

 
このRF研究課題は、その研究結果がRFばく露に関する今後の健康リスク評価に対し

て大いに貢献するような研究を「優先順位が高い」と定義している。本書の次章以降

では、人の健康リスク評価において各々の研究活動が有する重みに従って、疫学、人

に関する実験室研究、動物、細胞系、メカニズムの順に整理する。疫学及び人に関す

る実験室研究は、人の健康に関連するエンドポイントを直接扱うものであるが、細胞

及び動物研究は、因果関係及び生物学的妥当性の評価において価値がある、というこ

とを認識しておくべきである。ドシメトリ（ばく露量測定）は別個に検討するが、こ

れは全ての研究に対して重要なものである。 

 
社会科学に関連する研究トピックスは、今回の研究課題に初めて盛り込まれた。これ

は、一般公衆のリスク認知(perception)についてのより良い理解、及びRFと健康に関

する問題についてのより良いコミュニケーションが必要なためである。 

 
各章では、実験または疫学研究のデザイン及び分析の際に心に留めておくべき主要な

問題と共に、進行中の研究の要旨4を示す。各々の研究活動には以下のように優先順位

を示す： 
 
優先順位の高い研究ニーズ：現状の科学的情報における不確かさを大幅に低減するの

に必要とされる、健康リスク評価に集中した、知識の重要なギャップを埋めるための

研究。 
 

その他の研究ニーズ：RF電磁界ばく露が健康に及ぼすインパクトの理解を支援し、健

康リスク評価のための有益な情報に寄与する研究。 

 
電磁界研究の品質に関するガイドラインは、下記を参照されたい。 

- www.who.int/peh-emf/research/agenda/en/index2.html  

- www.icnirp.org/documents/philosophy.pdf (Appendix) 

                                                 
4 進行中及び 近完了した研究についての更なる情報は、WHOの研究データベースで入手可能。

(http://www.who.int/peh-emf/research/database/en/index.html) 
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疫学 

疫学研究は健康リスク評価において も重要である。RFばく露の健康影響に関する幾

つかの疫学研究が、現在進行中である。これらには以下のものが含まれる： 

 
・ INTERPHONE－脳腫瘍及び耳下腺腫瘍に関する国際的な症例対照研究が、13カ

国で実施されている。一部の国内分析の結果は公表されており、国際的な分析は

2006年と予想されている。RF電磁界への職業ばく露に関する情報は、この研究に

収集されている。 

 
・ 携帯電話使用者に関する国際的コホート研究が、部分的な資金拠出により欧州の

一部の国々で開始されている。 

 
・ 小児及び若年層の脳腫瘍に関する症例対照研究が、欧州の一部の国々で準備中で

ある。 

 
・ RF電磁界ばく露の地域集団ベースの評価のための、異なる周波数（基地局及び携

帯電話を含む）についての個人ばく露メータの開発及び予備的試験。 

 
・ 固定ばく露源（TV及びラジオ放送タワー）の近くに住む子供のコホートにおける

小児ガンに関する症例対照研究がドイツで、また基地局周辺での同様の研究が英

国で進行中である。 

 
・ オーストラリアでは、携帯電話の使用パターンと幾つかのエンドポイント（認識

や聴覚等）との関連を、13歳の子供を対象に3年間追跡するコホート研究を実施

する。 

 
INTERPHONE研究では、携帯電話の使用と頭部及び頚部のガンとの関連があるかど

うかを決定する上での、鍵となるデータが得られると期待されている。この研究では、

13カ国における数百万人の集団から30～59歳の約6000の症例が集められたので、脳腫

瘍のような稀な病気についての症例対照研究としては非常に強力なものである。この

種の研究は、稀な病気の統計的検出力を比較的低コストで 大にし、ばく露履歴及び

可能性のある交絡因子についての詳細な情報を集めることを可能にする。但し、事前
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に定義されたエンドポイントしか調査できない。 

 
この制約を緩和するため、幅広いエンドポイント（例：脳及びその他のガン、神経変

性疾患）についての研究を可能とする、大規模コホート研究が実施可能である。更に、

コホート研究では、他の研究活動によってもたらされた新たなエンドポイントを、研

究途中でも盛り込むことができ、発展する技術（例：デジタル、第3世代携帯電話、新

たな変調パターン）の影響も、自然に統合（または追跡）することができる。前向き

コホート研究には、「監視」のためのツールを提示し、症例対照研究では一般的な記憶

想起(recall)または選択(selection)バイアスを避けられるという長所がある。 

 
疫学研究を計画する際、小さなリスクを推定するための統計的検出力を 大にし、異

なる国々におけるばく露パターンの役割を評価するため、研究者は国際的な調整及び

協力を考慮すべきである。研究はガンだけでなく、ガン以外のエンドポイント（例：

神経変性疾患等の慢性疾患、睡眠障害）にも焦点を合わせるべきである。全ての関連

する発生源からのばく露の適切な推定の利用に特に注意を払うべきである。 
 

優先順位の高い研究ニーズ： 
 

・ 携帯電話ユーザーに関する大規模な長期間の前向きコホート研究（発症率

及び死亡率データを含む）。 

 
根拠：INTERPHONE研究のような症例対照研究では、10年未満の携帯電話の使

用について調べているが、それ以上の潜伏期間または長期ばく露後に生じるかも

しれない健康影響を排除できないことから、前向きコホート研究が勧告される。 
 
成人に関するコホート研究に与えられる高い優先順位は、特定の腫瘍に関する幾

らかのリスク上昇を示す症例対照研究からの 近の知見を反映しているが、記憶

想起バイアスまたは選択バイアスがその結果に影響を及ぼしたかもしれない｡成人

に関するガン以外のエンドポイント（例：睡眠、頭痛）は、幾つかの研究で関連

が示唆されており、コホート研究で一緒に評価可能なので、調査対象とする。 
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注記：このような研究は欧州で確立されつつあるが、より広範な国際協力と追加

資金を通じて、コホートのサイズを大きくすることによって有意に強化すること

ができる。 
 

・ 携帯電話の使用に関連する小児の脳腫瘍リスクについての大規模な多国間

症例対照研究（実現可能性研究の後に実施）。 

 
根拠：子供のRFばく露による影響の可能性を扱った疫学または実験室研究はほと

んどない［INTERPHONE研究の開始時点では子供の長期ユーザーは非常に少な

く、有益ではなかったので、この研究には子供は含まれなかった］。子供及び若年

層による携帯電話の広範な使用と、脳へのばく露が比較的高いことから、RF電磁

界が小児の脳腫瘍の発症に及ぼす潜在的影響の調査が是認される。成人における

近の知見についての不確かさは、子供に対しても適用される。若年層の脳腫瘍

は極めて稀なので、 も適切でコスト効果的なアプローチとして、症例対照研究

が勧告される。 
 

その他の研究ニーズ： 
 

・ 高い職業的RFばく露を受ける人々についての大規模研究、既存の大規模

症例対照研究におけるRF職業ばく露データの利用や、コホート研究を含

む。 

 
根拠：幾つかの職業においてRF電磁界にばく露される作業者は、高いばく露レベ

ルを受ける（しばしば身体の大部分に対して、また時としてICNIRPガイドライ

ンを超える）。ゆえに、これらの集団は、RFばく露による健康へのインパクトが

存在するかどうかを評価するために非常に適しているかもしれない。但し、ばく

露測定に対して特に注意を払う必要がある。 
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・ 子供及び若年層の携帯電話ユーザー、及び脳腫瘍以外の全ての健康上のア

ウトカム（認識影響や睡眠の質への影響等）についての前向きコホート研

究 
 

根拠：携帯電話ユーザーにおける認識影響及びその他の一般的な健康上のアウト

カムが、逸話的に報告されている。認識能力及び成長初期の学習の重要性から、

これらのエンドポイントは子供にとっては極めて重要である。これらのアウトカ

ムは子供についての前向きコホート研究で評価することができる。 
 
子供に関する個別の研究が必要であり、これは幾つかの理由によって成人に関するコ

ホート研究と統合することはできない。両者のエンドポイント、及び用いられるツー

ルは異なったものであり、これらの研究を調整することによって得られるものは何も

ない。子供及び若年層についての研究は、睡眠や頭痛といったアウトカムに的を絞っ

たものであるが、成人についてのコホート研究には、高齢層においてより一般的な、

ガンや神経変性疾患、若い人々についての研究ではコホートを極めて大きくしなけれ

ば研究できないようなアウトカム（あまり効率的でなく、費用も非常にかかる）も含

まれる。ツール（例：アンケート）もまた年齢及びエンドポイントによって異なり、

被験者の採用方法（例：成人は加入者リストを通じて、子供は学校を通じて同定され

る）も然りである。 

 

・ 全てのRF発生源からの集団ばく露を特徴付けるための調査。 
 
根拠：このような調査は、疫学者、物理学者、技術者の協力により実施する必要

がある。この研究には、一般公衆に的を絞り、例えば、職業ばく露及び居住環境

ばく露の相対寄与度、年齢・性別・移動性のインパクトを盛り込むべきである。

局地的な変動も評価する必要がある。この研究は、今後の疫学研究の実施可能性

に対し、また、居住環境についての疫学研究の適正なデザインに対し、情報を提

供するものとなる。 
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人及び動物研究 

人に関する研究 

 
人に関する実験室研究では、実験パラメータを管理した状態で、RFの人への影響を調

べることができるが、急性の(acute)過渡的影響についての調査に限定される。 

 
近完了した、または現在進行中の研究には、以下のものが含まれる： 

 
・ RFばく露が子供の反応時間及び記憶能力(performance)に及ぼす影響（2件完了）。 

 
・ 成人（英国、フィンランド）及び子供（オーストラリア、フィンランド）におけ

る、認識及び熱生理学に関する2件の研究。 

 
・ ウプサラ大学（スウェーデン）で実施された、自覚症状、生理学的反応、素早さ

(alertness)、能力(performance)、睡眠に関する幾つかの研究。 

 
・ スイスにおける、成人のEEG（脳電図）、大脳の局所的血流、睡眠に関する研究。 

 
・ 自己申告の症状がある、またはない成人についての認識及び安寧(well-being)に関

する4件の研究、英国、スイス、デンマーク、日本におけるTNO研究の再現を含

む。 

 
・ フィンランド、ドイツ、英国、トルコ、イタリア、フランス、ロシア、ポーラン

ド、ギリシャ、リトアニア、日本における、聴力及び聴覚機能に関する研究。 

 
・ 英国及びデンマークにおける、Tetra信号を用いた成人についての幾つかの研究。 

 
・ ドイツにおける、自己申告の症状を有する被験者による成人の電磁界の認知（完

了）。 

 
RFばく露についての人に関する実験室研究をデザインする際、幾つかの公表済みの研
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究に影響を及ぼしたかもしれないデザイン上の不備を回避するようなプロトコルを確

立するための特別な考慮が必要である。人に関する実験室研究のための実験デザイン

では、ボランティアの年齢やばく露の一時的なパターンといったパラメータも考慮す

べきである。ばく露は 悪ケースのシナリオ（ 大の比吸収率(SAR)）を代表するも

のとし、二重盲件条件の下で適用すべきである。ばく露から生じる熱または聴覚を被

験者が感知する可能性を評価し、緩和または排除しなければならない。設定デザイン

は、再現可能で定量可能なばく露を確実にするように、十分に特徴付けられたもので

なければならない。 

 

優先順位の高い研究ニーズ： 

 
・ 倫理的承認が得られれば、実験室においてRF電磁界にばく露された子供

の認識及びEEGへの急性影響も調査すべきである。 
 
根拠：子供に対するRFの影響の可能性は、英国の携帯電話に関する独立専門家グ

ループ（IEGMP、2000年）、及びイスタンブールでのWHOワークショップ

（Kheifets他、Pediatrics 2005 116: 303-313）によって提起された。認識影響は、

RF研究において優先順位の高い研究分野である。但し、RFによる子供への影響

に関する結果は極僅かしかない。 
 

その他の研究ニーズ： 

 
・ なし、現行の人及び動物研究のアウトカムを待っているところである。 

 
 
動物研究 
 
動物研究は、人に関する研究を実施するのが倫理的でない、または実際的でない場合、

また、慢性ばく露についても実験条件が精密に管理できるという長所がある場合に用

いられる。 
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近完了した、または現在進行中の研究には、以下のものが含まれる： 

 
・ 欧州における齧歯類のバイオアッセイを用いた2件の大規模研究（Perform A）、

米国から1件（NIEHS）、日本から1件（完了または進行中）。 

 
・ ドイツにおける複数のエンドポイントについての多世代研究1件（進行中）。 

 
・ 発ガン及び補発ガン(cocarcinogenicity)に関する齧歯類モデル（例：Pim 1、

DMBA、ENU）を用いた、新規及び再現研究（完了または進行中）。 

 
・ GSM（公表済み）及びUMTSばく露がラットの内耳に及ぼす影響の評価。 

 
・ 行動（例：迷路を抜ける能力(maze performance)に及ぼす影響に関する再現研究

（公表済み）。 

 
・ RFばく露による影響を示唆した、免疫系に関するロシアでの研究の確認研究（進

行中）。 

 
・ 血液脳関門(BBB)の透過性及びその他の神経病理学（例：ダーク・ニューロン）

に及ぼす、公表済みのRFの影響の再現性評価研究（進行中）。 

 
・ 長期ばく露が若い動物の中枢神経系(CNS)の発達に及ぼす影響を調べる、行動学

的及び形態学的エンドポイントを用いたフィンランドでの研究（進行中）。 

 
・ WHOのデータベースには、若い動物の免疫学的エンドポイント等に関する、より

多くの進行中のプロジェクトがある。 

 
実行可能ならば、動物研究には、年齢がRFへの反応に及ぼす潜在的なインパクト

（例：胎児と若齢の動物を成熟した動物と比較する）に関する情報を盛り込むようデ

ザインすべきである。実験デザインにおいては、ばく露の形態(regimen)（間欠性、持

続時間を含む）の潜在的な役割を考慮すべきである。 
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優先順位の高い研究ニーズ： 

 
・ RF電磁界への未成熟の動物のばく露による、CNSの成長及び成熟、造血系及び

免疫系の成長に及ぼす影響を調べる、機能的、形態学的、分子的エンドポイント

を用いた研究。遺伝毒性的エンドポイントも盛り込むべきである。実験プロトコ

ルには、出生前または出生後早期のRFばく露を盛り込むべきである。 

 
根拠：英国の携帯電話に関する独立専門家グループ（IEGMP、2000年）、及びイ

スタンブールでのWHOワークショップ（Kheifets他、Pediatrics 2005 116: 303-
313）では共に、幼少期を通じて成長を続ける様々な臓器や組織の中で、中枢神

経系(CNS)、造血系及び免疫系が、潜在的に も影響を受けやすい(susceptible)と
考えられている。 
 

その他の研究ニーズ： 

 
・ なし、進行中の動物研究のアウトカムを待っているところである。 
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細胞研究及びメカニズム 

細胞研究 
 
組織、生きた細胞、無細胞(cell-free)系での研究は、健康リスク評価において支援的な

役割を担っている。細胞モデル系は、機械論的仮説のもっともらしさを検証し、RFば

く露が既知の生物学的活性を有する因子との相乗効果を有する能力を調べるための優

れた候補である。これらは、動物及び疫学研究の 適なデザインのために必須である

（例：細胞研究はRFばく露に対する明白な反応を同定する潜在能力を有しており、ゆ

えに新たなRF信号の研究に利用できる）。 
 

近完了した、または進行中の幾つかの研究（遺伝毒性、アポトーシス等）の大半は、

何ら影響を報告していない。ばく露及び生育条件における大きなばらつきが、データ

の比較を困難にしている。 近の議論の大半は、再現実験が現在進行中である幾つか

の遺伝毒性研究に関するものである。 
 
WHOは2005年後半に、ゲノミクス及びプロテオミクスに関するワークショップをヘ

ルシンキで共同開催した。これらの手法は、環境ストレス因子（例：電磁界）によっ

て誘発されるかもしれない生物学的反応を、ゲノム全体及びプロテオーム全体のスケ

ールで決定することができる、ということが言及された。但し、これらの手法はまだ

発展途上にあり、潜在的健康リスクの評価または予測には適していない。これらは、

電磁界によって影響を受ける標的分子（遺伝子、タンパク質）を同定し、研究仮説の

公式化のための分子的エンドポイントを提示するための研究ツールとして利用可能か

もしれない。 
 

優先順位の高い研究ニーズ： 
 
・ 熱ショックタンパク質(HSP)及びDNA損傷に関して 近報告されている知見につ

いての、低レベル（2W/kg以下）あるいは変調または間欠信号を用いた、独立し

た再現研究。影響のSARレベル及び周波数への依存性を盛り込むべきである。 

 
根拠：細胞(in vitro)研究の も有益な貢献は、低レベルで何らかの再現可能な生

物学的影響（信号または細胞に固有の、特にガン（例：遺伝毒性）または影響さ
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れる神経系に関する）があるかどうかを確立することである。ゆえに、 近の幾

つかの公表済みの結果（例：REFLEX）を考慮して、恐らくマルチセンター研究

によって、その知見の妥当性を確認する必要がある。 
 

その他の研究ニーズ： 
 
・ 細胞の分化（例：骨髄での造血の際）、及び、脳の薄片／培養神経を用いた神経細

胞の成長に及ぼす、RFの影響に関する研究。 
 
根拠：ガン細胞は一般に、急速に分裂し、比較的未分化な状態であることが観察

されている。この分野における調査は不十分なので、造血または神経組織がRFば
く露に反応して異常な成長を示すかもしれないという可能性は重要であろう。 

 
 

メカニズム 

 
健康影響に関連して確立されている唯一のメカニズムは、温度上昇ならびに電流及び

電界の誘導によって生じる。その他のメカニズムも存在するが、それが何らかの健康

影響に至ることを示す証拠はない。 
 
メカニズムに関する進行中の実験プロジェクトが少数ある。1つは、RFに対する反応

がRF信号を復調するのに足るほど非線形で、それによって超低周波(ELF)の電流を生

じるような生物学的要素が存在する、という可能性を探究するものである。そうした

ことが中枢神経系に生じるとすれば、重大な意味を持つ可能性がある（ブラッドフォ

ード大学及びメリーランド大学、英国保健防護庁(HPA)）。別のプロジェクトは、亜細

胞(subcellular)のカルシウム・イオンの移動を調べるものである。 近、幾つかの分

野において、理論的関心が示されている。これらには、RFがラジカルペア・メカニズ

ムを通じてフリーラジカル濃度に影響する可能性、分子振動の励起、タンパク質の立

体配座の改変、が含まれる。 
 

優先順位の高い研究ニーズ： 

 
・ なし、進行中の研究のアウトカムを待っているところである。 
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ドシメトリ 

ドシメトリに関する専門家の支援は、全てのタイプの実験研究にとって、その適切な

デザインや解釈のために極めて重要である。 
 
・ 大規模の齧歯類バイオアッセイ研究で、信号強度及び1日あたりのRFばく露時間

に関する要件を 適に扱えるようにするための、自由に動き回る動物のばく露シ

ステムのデザインにおける研究が活動中である。 
 
・ 進行中の幾つかの研究では、組織の誘電特性に関するデータベースに年齢依存性

を盛り込むことにより、数値モデル化の質を改善するよう付け加えている。 
 
・ 子供及び妊婦のSAR分布のモデル化も、多くの国々で追求されている。 
 

優先順位の高い研究ニーズ： 
 
・ 急速に変化している、無線通信の利用及び身体の様々な部位のばく露（特に子供

及び胎児）のパターンについて、文書化するための研究が必要である。これには、

複数の発生源からの多重ばく露も含まれる。 
 
根拠：実験的ばく露条件は、特に子供について、（単純な発生源の評価とは対照的

に）ばく露調査から集められた情報に基づく必要がある。一般公衆における個人

ばく露についての利用可能な情報はほとんどなく、このことが全てのRF放射源か

らのばく露推定を難しくしている。無線通信技術の発展により、身体の極近傍で

使用される通信機器が子供や妊婦を含む一般公衆に益々普及している；但し、身

体の様々な部位のドシメトリはまだ限られている。 
 
・ 様々な年齢の子供及び妊婦のドシメトリック・モデルについての更なる研究。動

物及び人のRFエネルギー吸収のドシメトリック・モデルの改善と、人の体温調節

反応の適切なモデル（例：内耳、頭部、眼、胴体、胚、胎児）との組み合わせ。 
 

根拠：特定のRFばく露条件と関連する潜在的ハザードを予測し、ばく露システム

の質を改善するため、SARと温度上昇との関係をより良くモデル化すべきである。 
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その他の研究ニーズ： 
 
・ 生物学的に関連のあるRFばく露の標的についての新たな洞察をもたらすかもしれ

ない、マイクロ・ドシメトリ研究（例：細胞または亜細胞レベルでの）。 

 
根拠：生体影響のメカニズムの観点からすると、微小な規模での電磁界分布、及

び、亜細胞の構造及び分子に対する電磁界の不均一性の影響については、ほとん

ど知られていない。 
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社会的問題 

移動体通信技術からのRF電磁界の健康への悪影響の可能性について、公衆の懸念があ

る。こうした懸念は、リスク管理及び科学的な健康リスク評価の公衆の受容性(public 

acceptance)に影響を及ぼしている。理性的な(rational)リスク管理は、科学的リスク

評価と、十分に公式化された研究を通じてこの懸念を調査する社会的研究からの洞察

の両方に由来する証拠に基づいて構築すべきである。 

 
RFのリスク認知(perception)及びリスク・コミュニケーションについては、比較的少

数の研究しか存在しない。公表済みの研究は、リスク管理及びリスク・コミュニケー

ション戦略が、紛争解決、個人のリスク認知（リスクの評定(ratings)を含む）、政策的

措置（例：予防原則）の認知、リスク認知の社会及び心理学的決定要因、に及ぼすイ

ンパクトを調べたものである。現行の研究には以下のものがある： 

 
・ 一般公衆によるRFリスクの認知及び評価に関する国内調査（複数の国々で進行

中）。 

 
・ リスク評価及びリスク規制(regulation)に関する各国の調査の比較分析。 

 
・ リスク認知の原動力となる決定要因に関する調査、科学的証拠及び科学的不確か

さの役割に関する研究を含む。 

 
・ RFリスクの鑑定(appraisals)に関する信条(beliefs)及び姿勢(attitudes)の認識マッ

ピング 

 
・ 紛争管理のための利害関係者の認知戦略及びリスク・コミュニケーション戦略の

評価 

 
以下に示す全ての研究が必要であり、優先順位は特に示さない。 

 
・ 個人のリスク認知（信条の形成、及び、RFばく露と健康との関連についての認知

に関する研究を含む）。 
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根拠：研究結果を適切にコミュニケートするため、また、RFばく露と健康につい

ての情報をもった公的な討論に寄与するため、認知パターンの普及、及び、こう

したパターンとその拡散を形成する懸念について、更なる知識が必要である。 
 

・ 可能ならば、国際的な観点において、RFの適用に関連する技術、政策、リスク・

コミュニケーション及びリスク管理戦略に対する、利害関係者及び一般公衆の信

用と信頼の条件を分析する研究。 

 
根拠：これは、一般の懸念に対する様々な利害関係者及び専門家の反応を理解し、

コミュニケーションの効果を増すのを助ける分析の一般的な枠組み、及びこうし

た懸念に対する制度的対応に寄与することになるだろう。 
 

・ 予防的措置(precautionary measures)が公衆の懸念に及ぼすインパクト、及び、

自発的または義務的政策の採用のインパクトを評価する。 

 
根拠：予防的措置は公衆の懸念を高める可能性があるという科学的証拠がある。

この証拠は予備的なもので、確認する必要がある。加えて、予防的措置が政策に

及ぼすインパクトについての我々の理解を高めるため、関連する動機及びメカニ

ズムを調べるべきである。 
 

・ RFのリスク・コミュニケーションにおける、健康の定義（安寧）及びその他の重

要な概念が、リスク認知及びリスク管理政策において果たす役割を評価する。 

 
根拠：利害関係者、また社会全体に、効果的に情報を提供するため、対象集団に対

して関連する情報を 適化(tune)する必要がある。RFのリスク・コミュニケーシ

ョンにおいて普通に使われている重要な概念（例：「安寧(well-being)」、「有意性

(significance)」、等）の役割と、そのリスク認知及びリスク形成に対する関連を早

急に知る必要がある。 
 

・ 健康に関連する無線通信の有益な影響を定量化する。 

 
根拠：健康評価は、健康リスクの可能性と共に、無線通信に関連する健康の機会
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（例：セキュリティの増加、不安感の低減）も評価しなければならない。 
 

・ 様々な国々における、公衆及び利害関係者の参加のためのプログラムの成功を評

価する。 

 
根拠：各国及び国際的なリスク管理の信頼を増進させるため、リスク管理におけ

る市民及び利害関係者の関与が確保されなければならない。欧州では、欧州プロ

グラムTrustnetとの協力により、そのようなプログラムが実施可能である。 
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2000年以降に発表された携帯電話と健康に関する主な報告の要約  一覧表 
 

参考文献 周波数帯 結論の要約 勧告の要約 

HCN 

        (2000) 

900MHｚ 

および 

1800MHz 

(基地局) 

・ 基地局からの健康リスクの良い証

拠はない 

・ 基地局周辺の界強度は非常に低い 

・ 体内植込み型医療器具との干渉の

可能性 

・ 現行のガイドラインの変更なし 

・基地局へのアクセスの制限 

・基地局立地決定への住民の参加 

・騒音／振動の可能性を考慮する 

 

AGNIR 

（2001） 

400MHz 

(TETRA）

・ TETRA信号からの健康ハザードは

ありそうにない 

・ カルシウム流出に関する研究は矛盾

している 

・ さらなる研究が必要 

・TETRAの使用記録を残す 

・TETRA基地局を現行の基地局監査の

対象に盛り込む 

・端末のばく露評価を実施する 

BMA 

（2001、 

2004） 

450M

Hz～ 

2GHz

・ 健康への悪影響なし 

・ 予防的アプローチを支持 

・ さらなる研究が必要 

・3G及びメールによる何らかのリスク

についての研究 

・「静寂ゾーン」の利用 

・ハンズフリー装置および遮蔽装置に

対する認証（BSIカイトマーク） 

・携帯電話の出力に関する情報開示 

・病院内での電源オフの標識 

・自動車運転中の全ての携帯電話使用

の禁止 

CSTEE 

（2001） 

1kHz

～ 

300G

Hz 

・ RF電磁界の発がん性の証拠なし 

・ 血圧及び自覚症状への影響の可能性

・さらなる疫学研究が必要 

・RF電磁界と発がん因子との相乗効果

に関する調査 

GAO 

（2001） 

携 帯

電話 

・ 健康への悪影響は観察されず 

・ 一部の研究における知見はさらなる

研究の必要性を示唆 

・ 明確で精度の高いタイムリーな一般

向け情報が必要 

・標準化されたSAR検査手法の採用 

・SARデータをインターネットで公表

・健康問題に関する一般向け情報の改

善 

Krewski 

（2001a、 

2001b） 

－ ・ 非熱レベルのばく露が生物学的影響

を生じるかもしれないが、健康への

悪影響を生じることは示唆されない

・ 疫学研究における制限 

・ カナダにおける現行のばく露ガイド

ラインは適切な防護を提供 

・ だが作業者の頭頚部に関するばく露

ガイドラインはレビューが必要 

・ 作業者の目に関するばく露ガイドラ

インは公衆と同じレベルに低減すべ

し 

・さらなる実験研究が必要、以下のも

のを含む： 

メラトニン生理学 

神経伝達物質 

膜内外イオン輸送 

BBBの機能 

異なる信号変調 

高ばく露作業者の疫学研究 

感受性の増加を調べる臨床研究 

 105



 
参考文献 周波数帯 結論の要約 勧告の要約 

Zmirou 

（2001） 

400MHz～

2.2GHz 

・ 非熱的な生物学的影響の可能性；健

康への関連性は不確実 

・ 予防的アプローチの採用、特に子供

に対して 

・ 文献の定期的レビューが必要 

・ 幅広いエンドポイントに対する研

究が必要、以下のものを含む： 

作業者、子供、患者への良い影響 

過敏症 

可能であれば基地局からのがんリスク

健康な成人、子供、患者の脳機能 

細胞の反応 

HCN 

（2002） 

400MHz～

2.4GHz 

・ 健康への悪影響なし 

・ 僅かな生物学的影響の可能性 

・ ハンズフリー装置でも運転に悪影響

・ 一般的な医療機器との干渉の可能性

・ 脳機能及びがんについてのさらな

る研究 

・ 頭部における温度上昇モデル 

・ 子供の携帯電話の使用は制限不要 

・ 運転中は携帯電話を長時間使用す

べきでない 

Lorraine 、

Raoul 

（2002） 

携帯電話 

周波数 

・ 生物学的影響はありうるが、健康へ

の意味合いは不明 

・ 基地局に関する界からの影響なし 

・ 一般向け情報及びコミュニケーシ

ョンの改善 

・ さらなる研究が必要、特に携帯電

話使用に関する疫学について 

・ フランスにおけるRF研究を統合す

るための基金が必要 

SSI 

（2002） 

450MHz～

2.2GHz 

・ 脳腫瘍のリスク上昇なし 

・ がんリスクの上昇は生物学的にあり

そうにない 

・ 長期ばく露とがんについてのさら

なる研究が必要 

AGNIR 

（2003） 

3kHz～ 

300GHz 

・ 近公表された研究は懸念を生じて

いない 

・ 認知への影響は一貫性なし 

・ 発がん作用に関する示唆なし 

・ 基地局からのばく露が健康に対する

リスクを生じることはありそうにな

い 

・ 子供に関する研究が不十分 

・以下似ついての研究が必要： 

細胞内の熱ショックタンパク質 

動物の脳腫瘍 

中枢神経系の発育に対する熱の影響 

ヒトの認知への影響 

ばく露量測定を改善した、がんリスク

に関する長期的研究 

がん以外のエンドポイント、または基

地局からのがんでリスクに関する

さらなる研究は不要 

BUWAL 

（2003） 

100kHz～ 

300GHz 

・ 決定的な健康評価は不可能 

・ 症状の増加、および携帯電話による

脳への影響があるかもしれない 

・ 携帯電話による脳腫瘍、送信設備か

らの白血病／リンパ腫、過敏症、不

眠症のリスク上昇の可能性あり 

・ 予防的アプローチの継続が必要 

・ ヒトの健康影響に関するさらなる

研究 
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参考文献 周波数帯 結論の要約 勧告の要約 

NCRP 

（2003） 

3kHz～ 

300GHz 

・ 変調に依存する影響の存在は明確に

は定義されていない 

・ RFの影響は熱が介在 

・ 現行基準の変更の必要性なし 

・ さらなる研究が有益、特に高強度

RFパルスの影響について 

SSI 

（2003） 

携帯電話 ・ 携帯電話からのがんリスクの上昇な

し、基地局に関する確たる結論なし

・ 実験研究はRFの発がん性を示唆せ

ず 

・ BBBおよび熱ショックタンパク質へ

の影響の可能性は不明確 

・ 近の研究はIEGMPの結論を変更

せず 

・ さらなる長期的疫学研究のため、

個人用RFばく露測定装置が必要 

・ 全ての研究の再現が必須 

・ 予防的アプローチを担保 

HCN 

（2004b） 

900GHzと

1800MHz

の GSM 、

2100MHz 

のUMTS 

・ TNO研究の質は良い 

・ 安寧への影響の妥当性は疑問 

・ 認知の有意な変化は1つだけ 

・ 実験グループ内部に差がある 

・ 改善したデザインを用いた独立し

た再現実験が必須 

・ 別の追跡研究を助言 

ICNIRP 

（2004） 

100kHz～ 

300GHz 

・ 健康への悪影響または症状について

の一貫性のある、または説得力のあ

る証拠なし 

・ ただし、従来の（携帯電話）研究に

は、不確実なばく露評価や短い遅延

期間等の多くの欠点がある 

・ 子供に関する研究なし 

・ より良いばく露評価が必須－個人

のばく露をモニタする測定装置が

必要 

・ 長期間のばく露（15年）や子供へ

の影響を盛り込むべき 

・ 広範な健康影響を考慮すべき：目

の疾患、神経変性疾患、認知への

影響等を含む 

IEE 

（2004） 

＜1～ 

300GHz 

・ 健康への悪影響なし；生物学的影響

は一貫して示されてはいない 

・ 低レベルの影響に関する、もっとも

らしいメカニズムなし 

・ 公衆の懸念に対処するため、さら

なる研究が必要 

・ 影響の再現が必須 

MHRA 

（2004） 

移動用RF 

通信シス 

テム 

・ 救命装置や生命維持装置の近くでは

何らかの携帯電話の使用制限が必要

・ 病院内での全面禁止は不要 

・ 病院内での移動用通信装置の使用

管理 

・ 干渉問題のMHRAへの報告 

NRPB 

（2004） 

0～ 

300GHz 

・ 何ら懸念はない 

・ ガイドライン以下では健康への悪影

響なし、ただし僅かな生物学的影響

の可能性あり 

・ 不確実性に対処、更なる研究が必要

・ ICNIRPガイドラインを英国に適用

・ 進行中の研究の結果を監視 

WHO 

（2006） 

RF電磁界 ・ ガイドライン以下のRF電磁界に対

して子供が敏感であることを示す良

い証拠なし 

・ 子供の脆弱性に関する研究は僅か 

・ 予防的アプローチが適用可能 

・ さらなる疫学・実験研究が必要だ

が、倫理的懸念を認識 

・ 動物の生体外モデルを用いた研究

を勧告 

・ 適切なばく露量測定及び体温調整

モデルの開発が必要 
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