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Ⅰ．平成 18 年度に公表された疫学研究、関連発表の評価
1．情報収集
米国立医学図書館の提供する医学文献データベース MEDLINE を対象として、平成 18
年（2006）3 月 8 日から平成 19 年（2007）3 月 7 日までの 1 年間に発表された論文を検
索した。検索式は「cellular phone AND epidemiology」（携帯電話 AND 疫学）であり、
抽出された論文のアブストラクトを検討して 19 論文を選択した。

2．携帯電話端末使用と健康に関する疫学研究
19 論文の中で、携帯電話端末の使用と健康に関する疫学研究の結果を原著論文として報
告しているのは、7 論文であった。内訳は症例対照研究が 5 論文で、4 論文は INTERPHONE
study の一環として実施された研究の報告である。残りは前向きコホート研究 1 論文、罹
患率の経年変化分析が 1 論文である。INTERPHONE study の一環として報告されたのは、
文献 6、文献 10、文献 15、文献 16 である。
文献 6 は英国の南北で実施された症例対照研究において神経膠腫のリスクを評価したも
ので、定常的な携帯電話端末の使用（1 年間以上にわたって週 1 回以上使用）ではリスク
上昇は認められず（OR=0.94）、使用し始めてからの年数、生涯使用年数、累積使用時間、
累積通話回数、10 年以上前の累積通話時間、都市・郊外の利用頻度との間に関連は認めら
れなかった。腫瘍の悪性度を high grade, low grade に分けた分析でも、定常的使用との
間に関連は認められなかった。腫瘍発生側と同側の携帯電話端末の定常的使用との間に有
意な関連が認められたが（OR=1.24 ; 95%CI :1.02-1.52）、反対側については有意なリスク
の低下が認められた（OR=0.75 ; 95%CI :0.61-0.93）。恐らく、思い出しの偏りの影響であ
ろうと報告されている。
文献 10 はデンマークとスウェーデンで耳下腺腫瘍について実施された症例対照研究の
報告であり、携帯電話端末の定常的使用との間には、悪性（OR=0.7）、良性（OR=0.9）と
も関連は認められなかった。使用期間、使用開始からの年数、累積使用時間、累積使用回
数との間に関連性は認められなかった。さらに、腫瘍発生側と携帯電話端末を使用する側
の関連でも相関は認められなかった。ただし、症例数が少ないため、検出力は高くないと
いう問題はある。
文献 15，16 はドイツにおいて実施された INTERPHONE study の中の神経膠腫、髄膜
腫に関する分析結果である。文献 15 は携帯電話について、文献 16 は DECT ホン（Digital
Enhanced Cordless Telecommunications）についての結果を報告している。携帯電話に
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ついては定常的な携帯電話端末の使用で神経膠腫では OR=0.98、髄膜腫では OR=0.84 で
リスク増加は認められなかった。使用開始からの年数が 10 年以上の群で、神経膠腫
OR=2.20; 95%CI:0.94-5.11 と非有意ながら増加が認められた。髄膜腫では OR=1.09 と増
加は認められなかった。
１日 30 分以上使用者は非使用者と比べて、神経膠腫では OR=1.54;
95%CI:0.75-3.15 と若干の増加は認められたが、髄膜腫では OR=0.97 で増加はなかった。
High grade 神経膠腫では女性でのみ定常使用において、OR=1.96; 95%CI:1.10-3.50、た
だし男性では OR=0.78 で増加は認められなかった。10 年以上の使用群でリスクが高い傾
向が認められたのは、バイアスによるものかどうか、論文からは判断できない。腫瘍発生
側と携帯電話端末使用側、すなわち、laterality の分析が参考になるが、論文では示され
ていない。女性でのみ high-grade 神経膠腫で有意なリスク増加が認められたが、これは
対照群の参加率の違いなど偶然による可能性が高い。DECT ホンについては影響を示唆す
る結果は全く得られなかった。
INTERPHONE study と は 別 個 の 症 例 対 照 研 究 が 非 ホ ジ キ ン リ ン パ 腫
（Non-Hodgkin’s Lymphoma, NHL）について米国で実施された症例対照研究をベース
とした研究が報告されている（文献 9）。携帯電話端末の生涯使用回数と NHL 発症の間に
関連は認められなかった。1 週間の使用時間、累積使用年数、使用時間との間にも相関は
認められなかった。8 年以上携帯電話端末を使用した男性で若干のリスク増加が認められ
たが（OR=2.4; ９５％CI:0.8-7.0）、有意ではなかった。最初に行った症例対照研究の参加
者の一部のみが参加しており、しかも、症例群と対照群で参加しなかった理由が異なるた
めに両者の比較可能性については慎重な評価が必要と考えられる。
文献 17 はデンマークで実施されている前向きコホート研究のアップデートであり、前
回と同様に、脳腫瘍全体（SIR=0.97）、聴神経鞘腫（SIR=0.73）、耳下腺腫瘍（SIR=0.77）、
眼腫瘍（SIR=0.96）、白血病（SIR=1.00）とリスク増加は認められなかった。また、10
年以上の長期契約者でもリスク上昇は認められなかったと報告されている。この類のコホ
ート研究では使用の強度（時間×頻度）が評価できないことが問題である。腫瘍の発生部
位についても分析できていない。
論文 14 は、米国のがん登録プログラム SEER のデータを用いて、gangliogliomas（神
経節膠腫）と類縁疾患の罹患率が携帯電話の普及と平行して増加していないかを分析した
研究で、20 歳以上の罹患を対象として、年齢調整罹患率を計算すると、1973-85 年では人
口 10 万対 0.01（95%CI:0.00-0.02）、1986-02 では人口 10 万対 0.01（95%CI:0.01-0.01）
で上昇は認められなかったと報告している。
以上が平成 18 年度に公表された論文の概要である。英国で神経膠腫について、腫瘍発
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生側と同側の携帯電話端末使用との間にリスク増加が認められたこと、ドイツでやはり神
経膠腫について、10 年以上の長期使用者でリスクの増加が認められたことが目を引くが、
他ではリスク増加は認められていない。

3．携帯電話使用と健康に関するその他の研究
文献 4 は、Hardell らが実施した 3 つの症例対照研究をプールして分析した結果を報告
したもので、
2,000 時間以上使用した場合、アナログ携帯電話では OR=5.9
（95%CI:2.5-14）、
デ ジ タ ル 携 帯 電 話 で は OR=3.7 （ 95%CI:1.7-7.7 ）、 コ ー ド レ ス ホ ン で は OR=2.3
（95%CI:1.5-3.6）といずれもリスクが増加すると報告している。携帯電話端末の使用と同
側での悪性脳腫瘍に対して、アナログでは OR=2.1（95%CI:1.5-2.9）、デジタル OR=1.8
（95%CI:1.4-2.4）、コードレスホン OR=1.7（95%CI:1.3-2.2）でやはりリスクの増加が示
されている。High-grade 星細胞腫については、10 年以上の潜伏期を考慮すると、アナロ
グで OR=2.7
（95%CI:1.8-4.2）、デジタル OR=3.8
（95%CI:1.8-8.1）、コードレスホン OR=2.2
（95%CI:1.3-3.9）でリスク増加が認められた。この論文においては、対照の選出が住民登
録からとしているが、実際にどのくらいが参加拒否したか不明である。自記式質問票で詳
細な携帯電話使用歴を高い信頼性で情報収集できるか疑問である。思い出しの偏りがどの
程度かも不明である。コードレスホンについてもリスク増加が報告されているが、コード
レスホンは出力が低いため、携帯電話と同等のリスクを示すことは考えにくい。むしろ様々
な偏りを反映している可能性があると判断した方がよいと思われる。
また、脳腫瘍全体で、
このような高いリスクになり得るのかも疑問である。
文献 8 は、これまでに公表された 12 論文の結果を基にメタ分析を行った研究で、12 論
文のうち、スウェーデンから 5 論文（4 論文は Hardell ら、1 論文は Lonn）、米国から 3
論文（2 論文は Muscat、1 論文は Inskip）、デンマークから 2 論文、フィンランドから 1
論文、北欧＋英国の論文１編が評価対象として選ばれている。12 論文で 2,780 症例をカバ
ーしている。頭蓋内腫瘍全体で OR=0.98、神経膠腫 OR=0.96、髄膜腫 OR=0.87、聴神経
鞘腫 OR=1.07 でリスクの増加は認められなかった。

4．携帯電話の疫学研究の方法に関する論文
文献１は INTERPHONE study の研究者のひとりである Auvinen が疫学研究の方法上
の問題をレビューした論文である。2005 年末までに発表された疫学研究は 15 論文、うち
コホート研究は 2 つ、残り 13 論文は症例対照研究で、これらの論文を通じて明らかにな
ったのは、疾患の同定、評価については、誤って他疾患を加える方が結果への影響が大き
いこと、ばく露レベル評価は、ランダムな誤差の影響が大きいこと、携帯電話端末のモデ
5

ル、ネットワーク特性も考慮の必要があること、情報の偏りとしては思い出しの偏りが最
も重要であること、選出の偏りでは、症例対照研究で症例の参加率 70-80%、対照の参加
率 50-70%で参加しない人達は携帯電話端末を使ってない割合が多いのが問題であること
などである。
文献 18 は、概要：INTERPHONE study で起こり得る携帯電話端末使用に関する情報
の不確かさと思い出しの偏り、選出の偏りの影響をモンテカルロシミュレーションで分析
した研究である。思い出しについては、ランダムエラーではオッズ比は低くなること、思
い出しの偏りが症例・対照で同等の場合、通話回数を過小評価するとオッズ比は真値より
大きくなり、逆に過大評価するとオッズ比は真値より小さくなること、ランダムエラーが
症例の方が大きいと僅かながらオッズ比は高くなること、大きなランダムエラーのもとで
は、系統的な思い出しの偏りはオッズ比に僅かな影響しか及ぼさないこと等が明らかとな
った。症例・対照の選出の問題については、対照群にばく露者の参加が低いとオッズ比は
上昇するが、携帯電話端末使用者の参加率が 40%で、非使用者の参加率が 60%の場合、オ
ッズ比は真値が 1 に対して 1.8 まで上昇することが明らかとなった。妥当性評価研究の結
果を基に、思い出しのランダムエラー、偏り、選出の偏りに様々な値を入れてシミュレー
ションを行っているが、ランダムエラーが大きいので系統的な変化は埋もれている印象が
ある。

5．これまでに公表された疫学研究の論文に対するコメント・批判
文献 2，3，5，7，12，13 は他の研究に対するコメント、批判である。この中で、文献
5、文献 7、文献 12 は、北欧 4 カ国とイギリスの INTERPHONE study をプールして報
告した聴神経鞘腫の症例対照研究に対する批判である。文献 5 は Hardell らによるもので、
Schoemaker の論文の中で、Hardell らの論文（Euro J Cancer Preve, 2002; Int J Oncol,
2003; Neuroepidemiology, 2003;

Neuroepidemiology, 2005 ） に は ‘ methodological

limitations’があると指摘されたことに対する反論である。イギリスでは General
Practitioner（一般医・家庭医）のリストから対照を選んでいるが、Hardell らは住民台帳
から選出していることから妥当性がより高いと主張。また、INTERPHONE study では
家庭、病院などに訪問してインタビューしたが、これはストレスであった可能性がある。
Hardell らは自記式質問票を郵送して電話での補足インタビュー、さらに、訪問インタビ
ューでは訪問できない対照候補が捨てられた可能性がないか疑問を呈した。データ分析時
に症例か対照かを知っていたことが解析の偏りを生んだのではないかと指摘している。
INTERPHONE study ではコードレスホンを取り上げていない。コードレスホンの利用
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者は「非ばく露」に分類されているため、結果は薄まってしまった可能性を指摘。携帯電
話業界からの研究資金提供は問題ではないかとも指摘している。
（最後の資金提供に対して
は、文献 2 で不当な批判であるという反論も出されている。）この Hardell らの批判は大
きな問題ではないと考えられる。むしろ、思い出しの偏り（recall bias）がどの程度働い
たか、選出の偏り（selection bias）として、症例、対照の参加と携帯電話使用に関連がな
かったかが問題である。既に述べたとおり、Hardell らの研究で、自記式質問票に頼って
いる点の方が問題としては大きい。コードレスホンに対してリスク増加が認められている
ことは、研究実施上の問題があったことを示唆するものであると判断している。
文献 13 はドイツにおける症例対照研究（文献 15、16）に対する批判であるが、結果の
不確実性が避けられない問題で、明確な結論を出し得ない状況に際して、
「安全性が確認で
きないから危険の可能性がある」という視点を取るか、
「結果の不確実性から、危険である
ことを示す証拠は得られていない」という視点を取るかという問題に言及している。疫学
研究の持つ本質的な限界に関連するものであり、総合的かつ合理的な判断が求められてい
るということである。ただし、ひとつの疫学研究を取り上げて判断を迫るのは現実的な姿
勢ではない。
文献 3 は症例対照研究という手法に関する無知から出た批判で取るに足らない。
以上が平成 18 年度に発表された論文の内、「cellular phone AND epidemiology」にて
抽出された論文の検討結果である。この論文の概要を以下に添付する。
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個々の論文の概要
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文献 1
Author: Auvinen, A.; Toivo, T.; Tokola, K.
Year: 2006
Title: Epidemiological risk assessment of mobile phones and cancer: where can we
improve?
Journal: Eur J Cancer Prev
Volume: 15
Issue: 6
Pages: 516-23
概要：これまでに実施された携帯電話の疫学研究が持つ問題点を総括
研究方法：レビュー
主な結果：
○

2005 年末までに発表された疫学研究は 15 論文、うちコホート研究は 2 つ、残りは症
例対照研究。

○

疾患の同定、評価については、誤って他疾患を加える方が結果への影響が大きい

○

ばく露レベル評価は、ランダムな誤差の影響が大きい

○

携帯電話モデル、ネットワーク特性も考慮の必要がある。

○

情報の偏りとしては思い出しの偏りが最も重要

○

選出の偏りでは、症例対照研究で症例の参加率 70-80%、対照の参加率 50-70%で参加
しない人達は携帯電話を使ってない割合が多いのが問題

報告者のコメント：これまでに議論されていない問題は特にない
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文献 2
Author: Boice, J. D.; McLaughlin, J. K.
Year: 2006
Title: Concerning mobile phone use and risk of acoustic neuroma
Journal: Br J Cancer
Volume: 95
Issue: 1
Pages: 130
概 要 ： Hardell ら の コ メ ン ト （ Letter to the Editor ； 文 献 5 ） で 、「 International
Epidemiology Institute がモトローラ社とリンクしている」という指摘が事実無根である
と反論。
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文献 3
Author: Gale, B. D.; Juran, D.
Year: 2006
Title: Cellular telephones and risk for brain tumors: a population-based, incident
case-control study
Journal: Neurology
Volume: 66
Issue: 5
Pages: 781
概要： 2005 年に発表されたデンマークにおける INTERPHONE study の中の神経膠腫、
髄膜腫の症例対照研究の報告（Christensen, Neurology,2005）に対する批判
研究方法：

Correspondence

報告者のコメント：症例対照研究という手法を知らないことから生じた批判で、取り上げ
る必要なし
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文献 4
Author: Hardell, L.; Carlberg, M.; Hansson Mild, K.
Year: 2006
Title: Pooled analysis of two case-control studies on use of cellular and cordless
telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997-2003
Journal: Int Arch Occup Environ Health
Volume: 79
Issue: 8
Pages: 630-9
概要：著者らが実施した脳腫瘍に関する 3 つの症例対照研究をプールして分析した報告
研究方法：3 つの症例対照研究のプール分析。1 つ目は、症例 209 名、対照 425 名、2 つ
目は症例 1,429 名、対照 1,470 名、3 つ目を加えると、全体で症例、対照は後述の通りと
なる。
研究対象地域：スウェーデンの複数の地域がん登録地区。INTERPHONE study とのオ
ーバーラップはない。
症例：地域がん登録に脳腫瘍と登録された 3,729 名の中で、死亡例、転移性脳腫瘍などの
誤登録など 1,292 例を除外した 2,437 症例。うち、1,008 名は悪性腫瘍。年齢は 20-80 歳。
対照：住民登録データから抽出。2,437 名が参加。
調査の具体的方法：自記式質問票を郵送し、電話で補足質問を行った。
主な結果：
○

2,000 時間以上使用した場合、アナログ携帯電話では OR=5.9（95%CI:2.5-14）、デジ
タ ル 携 帯 電 話 で は OR=3.7 （ 95%CI:1.7-7.7 ）、 コ ー ド レ ス ホ ン で は OR=2.3
（95%CI:1.5-3.6）。

○

携帯電話使用と同側での悪性脳腫瘍に対して、アナログでは OR=2.1（95%CI:1.5-2.9）、
デジタル OR=1.8（95%CI:1.4-2.4）、コードレスホン OR=1.7（95%CI:1.3-2.2）。

○

High-grade 星細胞腫については、10 年以上の潜伏期を考慮すると、アナログで
OR=2.7（95%CI:1.8-4.2）、デジタル OR=3.8（95%CI:1.8-8.1）、コードレスホン OR=2.2
（95%CI:1.3-3.9）
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報告者のコメント：対照の選出が住民登録からとしているが、実際にどのくらいが参加拒
否したか不明。自記式質問票で詳細な携帯電話使用歴を高い信頼性で情報収集できるか疑
問。思い出しの偏りがどの程度か不明。コードレスホンについてもリスク増加が報告され
ているが、これはむしろ様々な偏りを反映している可能性あり。脳腫瘍全体で、このよう
な高いリスクをなり得るのか疑問。

14

文献 5
Author: Hardell, L.; Hansson Mild, K.
Year: 2006
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: 94
Issue: 9
Pages: 1348-9; author reply 1352-3
概要： 2005 年に発表された北欧（フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマー
ク）と英国（南北 2 地域）の INTERPHONE study の中の聴神経鞘腫に関する症例対照
研究（Schoemaker, Br J Cancer, 2005）に対するコメント
研究方法： Letter to the Editor
主な結果：Schoemaker の論文の中で、Hardell らの論文（Euro J Cancer Preve, 2002; Int
J

Oncol,

2003;

Neuroepidemiology,

2003;

Neuroepidemiology,

2005 ） に

は’methodological limitations’があると指摘されたことに対する反論。主なポイントは以
下の通り：
○

UK では General Practitioner のリストから対照を選んでいるが、Hardell らは住民
台帳から選出している

○

INTERPHONE study では家庭、病院などに訪問してインタビューしたが、これは
ストレスであった可能性がある。Hardell らは自記式質問票を郵送して電話での補足
インタビュー。さらに、訪問インタビューでは訪問できない対照候補が捨てられた可
能性がないか疑問を呈した。

○

分析時に対象者が症例か対照かを知っていたことが解析の偏りを生んだんではないか

○

INTERPHONE study ではコードレスホンを取り上げていない。コードレスホンの
利用者は「非ばく露」に分類されているため、結果は薄まってしまった可能性

○

携帯電話業界からの研究資金提供は問題ではないか

報告者のコメント：Hardell らの批判は大きな問題ではないと考えられる。むしろ、思い
出しの偏り（recall bias）がどの程度働いたか、選出の偏り（selection bias）として、症
例、対照の参加と携帯電話使用に関連がなかったかが問題。
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文献 6
Author: Hepworth, S. J.; Schoemaker, M. J.; Muir, K. R.; Swerdlow, A. J.; van Tongeren,
M. J.; McKinney, P. A.
Year: 2006
Title: Mobile phone use and risk of glioma in adults: case-control study
Journal: Bmj
Volume: 332
Issue: 7546
Pages: 883-7
概要：

英国で実施された INTERPHONE study の中の神経膠腫に関する報告

研究方法：

住民ベース（研究対象地域を予め設定し、その住民に発生した疾患をすべて

把握して症例群とし、対照群は対象地域の住民から選出する方法）の症例対照研究
対象地域： 英国の南部（南東イングランド Thames 地区）と北部（Trent, West Midlands,
West Yorkshire, 南部 Scotland）の計５地域。UK 全住民の 48.3%（28.4million）をカバ
ーする。
症例：

年齢は北部では 18-69 歳、南部では 18-59 歳で、2000 年 12 月 1 日から 2003 年

6 月 30 日（北部）あるいは 2004 年 2 月 29 日までに新たに神経膠腫と診断された患者。
966 名
対照：

General Practitioner（GP、一般医、家庭医）に登録されているリストから、予

め決めたアルゴリズムで選出。南部では frequency matching、北部では individual
matching で対照を選出した。1,716 名
調査の具体的方法： コンサルタントあるいは GP が「携帯電話の研究であることは秘し、
脳腫瘍の研究である」と言って、参加者にコンタクトを取った。症例の診断日の 1 年前を
基準日として、それ以前の携帯電話使用を、症例、対照について情報収集した。
主な結果：
○ 定常的な携帯電話使用（1 年間以上にわたって週 1 回以上使用）OR=0.94
○ 使用し始めてからの年数、生涯使用年数、累積使用時間、累積通話回数、10 年以上前
の累積通話時間、都市・郊外の利用頻度との間に関連は認められなかった。
○ 腫瘍の悪性度を high grade, low grade に分けた分析でも、定常的使用との間に関連は
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認められなかった。
○ 腫瘍発生側と同側の携帯電話の定常的使用との間に有意な関連が認められたが
（OR=1.24 ; 95%CI :1.02-1.52）、反対側については有意なリスクの低下が認められた
（OR=0.75 ; 95%CI :0.61-0.93）。
Discussion での主な記載事項
○ 腫瘍と同側の携帯電話使用について有意に高いリスク比が認められたが、反対側は逆
に有意に低いため、恐らく「思い出しの偏り（recall bias）」によると考えられる
報告者のコメント： 携帯電話使用と神経膠腫との関連性について、全体的に否定的論調。
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文献 7
Author: Hocking, B.
Year: 2006
Title: Mobile phone use and risk of acoustic neuroma
Journal: Br J Cancer
Volume: 94
Issue: 9
Pages: 1350; author reply 1352-3
概要：北欧と英国による聴神経鞘腫の症例対照研究に対するコメント。
研究方法：Letter to the Editor
主な結果：
○ 社会的な関心に対して回答を提示する際には安全性に対するエビデンスの強さは、リ
スクに対するエビデンスの強さと同等に重要であるが、Schoemaker 論文は、社会的
関心に答えていない。
○ 思い出しの不正確さ、特に 10 年以上前の情報の不確かさを強調しているが、この問題
は、リスク推定値が、真のリスクよりも薄まっている可能性を示している。安全性に
関するエビデンスの強さに対する重大な問題である。
○ Schoemaker 論文では逆に、このような不確かさが危険に対するエビデンスの強さに
対して問題であると強調している。
報告者のコメント： 主張はわかるが、正確性と偏りは別の問題である。10 年以上前から
の使用者に観察されたリスク増加は、むしろ思い出しの偏りによる可能性が問題と考えら
れる。
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文献 8
Author: Lahkola, A.; Tokola, K.; Auvinen, A.
Year: 2006
Title: Meta-analysis of mobile phone use and intracranial tumors
Journal: Scand J Work Environ Health
Volume: 32
Issue: 3
Pages: 171-7
概要：携帯電話使用と頭蓋内腫瘍に関する 12 論文のメタ分析
研究方法：PubMed による検索＋引用文献のマニュアルサーチで 12 論文を収集した
主な結果：
○ 12 論文のうち、スウェーデンから 5 論文（4 論文は Hardell ら、1 論文は Lonn）、米
国から 3 論文（2 論文は Muscat、1 論文は Inskip）、デンマークから 2 論文、フィン
ランドから 1 論文、北欧＋英国の論文 1。
○ 12 論文で 2,780 症例
○ 頭蓋内腫瘍全体で OR=0.98、神経膠腫 OR=0.96、髄膜腫 OR=0.87、聴神経鞘腫 OR=1.07
報告者のコメント：

特になし
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文献 9
Author: Linet, M. S.; Taggart, T.; Severson, R. K.; Cerhan, J. R.; Cozen, W.; Hartge, P.;
Colt, J.
Year: 2006
Title: Cellular telephones and non-Hodgkin lymphoma
Journal: Int J Cancer
Volume: 119
Issue: 10
Pages: 2382-8
概要：米国 National Cancer Institute（NCI）が実施した非ホジキンリンパ腫（NHL）の
症例対照研究をベースに携帯電話使用と NHL 発症の関連を分析した研究
研究方法：

症例対照研究

研究対象地域： NCI が実施する地域がん登録プログラム SEER のカバー地域の中の５地
区（アイオワ州、デトロイト地区、ロサンゼルス郡、シアトル）
症例： 対象地域で 1998 年 7 月から 2000 年 6 月の間に NHL と診断された 20-74 歳の男
女で、過去に HIV 感染の既往のない者（incident cases でない？）。905 名が当初の症例
対照研究に加わったが、死亡した、重症で参加できない、拒否などの理由で参加しなかっ
た者を除いた 551 名。
対照：

対象地域の住民で 20-74 歳の男女で、過去に NHL、HIV 感染の既往のない者か

ら Random Digit Dialing（RDD）で選出。Frequency matching による。症例と同様に当
初の 978 名の対照の中で、今回の調査に参加したのは 462 名。
調査の具体的方法：

事前に自記式質問票を送付した上で家庭訪問によるインタビュー調

査を実施した。コードレス電話、永続設置の自動車電話、携帯電話について使用歴を聴取。
生涯使用歴を 10 回未満、10-100 回、100 回以上に分類して分析。
主な結果：携帯電話の生涯使用回数と NHL 発症の間に関連は認められなかった。1 週間
の使用時間、累積使用年数、使用時間との間にも相関は認められなかった。8 年以上携帯
電話を使用した男性で若干のリスク増加が認められたが（OR=2.4; ９５％CI:0.8-7.0）、有
意ではなかった。
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報告者のコメント：

当初の症例対照研究の参加者の一部のみが参加しており、しかも、

症例群と対照群で参加しなかった理由が異なるために両者の比較可能性については慎重な
評価が必要。
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文献 10
Author: Lonn, S.; Ahlbom, A.; Christensen, H. C.; Johansen, C.; Schuz, J.; Edstrom, S.;
Henriksson, G.; Lundgren, J.; Wennerberg, J.; Feychting, M.
Year: 2006
Title: Mobile phone use and risk of parotid gland tumor
Journal: Am J Epidemiol
Volume: 164
Issue: 7
Pages: 637-43
概要：

デンマーク全域とスウェーデン一部地域において INTERPHONE study の一環

として実施された耳下腺腫瘍の症例対照研究
研究方法：

症例対照研究

研究対象地域： デンマーク全域（3.6 million）、スウェーデンでは地域がん登録実施単位
で 3 地域（Stockholm, Goteborg, Lund）（3.1 million）
症例：

2000 年 9 月 1 日から 2002 年 8 月 31 日までに、耳下腺腫瘍と診断された 20-69

歳の男女。悪性の耳下腺腫瘍は地域がん登録を用いて全数把握に努めた。良性腫瘍は、ス
ウェーデンの Stockholm, Goteborg に限り、医療機関にアプローチして全数把握に努めた。
悪性腫瘍 60 例、良性腫瘍 112 例。
対照：

国家住民登録に基づいて選出。デンマークでは individual matching、スウェー

デンでは frequency matching で対照選出。681 名。
調査の具体的方法：INTERPHONE study からのバリエーションは特にない
主な結果：
○ 定常的使用

悪性では OR=0.7、良性では OR=0.9

○ 使用期間、使用開始からの年数、累積使用時間、累積使用回数との間に関連性は認め
られなかった。
○ 腫瘍発生側と携帯電話使用側の関連でも相関は認められなかった。
報告者のコメント：

症例数は少ないため、検出力は高くない
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文献 11
Author: Milham, S.
Year: 2006
Title: Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the interphone
case-control study in five north European countries [corrected]
Journal: Br J Cancer
Volume: 94
Issue: 9
Pages: 1351; author reply 1352-3

（未収載）

23

文献 12
Author: Milham, S.
Year: 2007
Title: Re: "mobile phone use and risk of parotid gland tumor"
Journal: Am J Epidemiol
Volume: 165
Issue: 2
Pages: 231; author reply 231
概要：2005 年に発表された北欧（フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク）
と英国（南北 2 地域）で行われた聴神経鞘腫の症例対照研究に対するコメント
研究方法：Letter to the Editor
主な結果：
○ Table 2, 3 に 36 個のオッズ比が示されているが、そのうち、28 個が 1 未満、3 個が丁
度 1.0、5 個が 1.0 を超えている。もしもリスクがないのならば、1.0 未満と 1.0 を超
えるオッズ比が半々のはずであり、この方よりは統計的有意である
○ オッズ比が 1.0 を超えているのは、10 年以上の長期使用者で特に携帯電話使用と同側
が高リスクを示している
○ このような結果から、選出の偏り（selection bias）が働いて、リスクが全体に過小評
価されている可能性がある。
報告者のコメント：オッズ比が過小評価されているのは確かである。その原因としては選
出の偏りのほか、潜在する疾患の影響（聴神経腫瘍は良性で長い経過を取るために、診断
される前から聞こえにくいなどの症状があって、携帯電話使用に影響している可能性があ
る）。10 年以上の長期使用者で同側に示されたオッズ比の上昇は別の偏り、特に思い出し
の偏りの影響が否定できない。
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文献 13
Author: Morgan, L. L.
Year: 2006
Title: Re: "Cellular phones, cordless phones, and the risks of glioma and meningioma
（Interphone Study Group, Germany）"
Journal: Am J Epidemiol
Volume: 164
Issue: 3
Pages: 294-5; author reply 295
概要：神経膠腫、髄膜腫に関するドイツの症例対照研究（文献 15）に対するコメント
研究方法：Letter to the Editor
主な結果：
○ INTERPHONE study での regular mobile phone users の定義（6 ヶ月以上、週に１
回以上）では、携帯電話使用によって神経膠腫、髄膜腫のリスクが上がるとしても、
現象としてリスク増加は検出できない可能性が高い
○ 選出の偏りの可能性がある。症例では、神経膠腫 4.8%、髄膜腫 4.9%の拒否に対して、
対照群では 30.5%が拒否しており、この群に携帯電話利用者が少なければ過小評価し
ている危険がある。因みに Hardell らの研究では、参加率は症例で 88%、対照で 84%
で問題が少ない
○ 携帯電話産業界から研究資金を得ているのは問題
報告者のコメント：特になし
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文献 14
Author: Muscat, J. E.; Hinsvark, M.; Malkin, M.
Year: 2006
Title: Mobile telephones and rates of brain cancer
Journal: Neuroepidemiology
Volume: 27
Issue: 1
Pages: 55-6
概要：米国がん登録 SEER のデータを使って、gangliogliomas と類縁腫瘍の罹患率が携帯
電話の普及と平行して上昇していないかを分析した報告。
研究方法：がん罹患率の経年変化の分析
研究対象地域：米国 SEER プログラムのカバー地域
主な結果：20 歳以上の罹患を対象として、年齢調整罹患率を計算すると、1973-85 年では
人口 10 万対 0.01（95%CI:0.00-0.02）、1986-02 では人口 10 万対 0.01（95%CI:0.01-0.01）
で上昇は認められなかった。
報告者のコメント：特になし
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文献 15
Author: Schuz, J.; Bohler, E.; Berg, G.; Schlehofer, B.; Hettinger, I.; Schlaefer, K.;
Wahrendorf, J.; Kunna-Grass, K.; Blettner, M.
Year: 2006
Title: Cellular phones, cordless phones, and the risks of glioma and meningioma
（Interphone Study Group, Germany）
Journal: Am J Epidemiol
Volume: 163
Issue: 6
Pages: 512-20
概要：ドイツで実施された INTERPHONE study の中の神経膠腫、髄膜腫に関する報告
研究方法：症例対照研究
研究対象地域：

Bielefeld, Heidelberg, Mainz, Mannheim の脳外科施設で新たに神経膠

腫、髄膜腫が症例群となったが、これらの施設は、それぞれの都市と周辺地域をカバーし
ているため、住民ベースと考えて良い。
症例：2000 年 10 月 15 日から 2003 年 10 月 31 日までに、対象地域で新たに神経膠腫、
髄膜腫と診断された 30-59 歳（2001 年に 69 歳までに拡大）の男女。神経膠腫 366 名、髄
膜腫 381 名。
対照：対象地域の住民登録から選出。Frequency matching。1,494 名が参加した。
調査の具体的方法：インタビュー調査。INTERPHONE study プロトコールからの大き
な変更はない。
主な結果：
○ 定常的な携帯電話使用

神経膠腫では OR=0.98、髄膜腫では OR=0.84

○ 使用開始からの年数が 10 年以上の群で、神経膠腫

OR=2.20; 95%CI:0.94-5.11、髄膜

腫では OR=1.09
○ １日 30 分以上使用者は非使用者と比べて、神経膠腫では OR=1.54; 95%CI:0.75-3.15、
髄膜腫では OR=0.97
○ High grade 神経膠腫では女性でのみ定常使用において、OR=1.96; 95%CI:1.10-3.50、
ただし男性では OR=0.78
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報告者のコメント：10 年以上の使用群でリスクが高い傾向が認められている。これがバイ
アスによるものかどうか、laterality の分析が見たいが、それは示されていない。女での
み high-grade 神経膠腫で有意なリスク増加が認められたが、これは対照群の参加率の違
いなど偶然による可能性が高い。
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文献 16
Author: Schuz, J.; Bohler, E.; Schlehofer, B.; Berg, G.; Schlaefer, K.; Hettinger, I.;
Kunna-Grass, K.; Wahrendorf, J.; Blettner, M.
Year: 2006
Title: Radiofrequency electromagnetic fields emitted from base stations of DECT
cordless phones and the risk of glioma and meningioma （Interphone Study Group,
Germany）
Journal: Radiat Res
Volume: 166
Issue: 1 Pt 1
Pages: 116-9
概要：ドイツで実施された INTERPHONE study の中の神経膠腫、髄膜腫の症例対照研
究で、DECT 電話からの連続的なラジオ波ばく露との関連を見た研究
研究方法：症例対照研究（文献 15 と同じ）
研究対象地域：文献 15 と同じ
症例：文献 15 と同じ
対照：文献 15 と同じ
調査の具体的方法：ばく露は、DECT base station がベッドルームにあってベッドから
3m 以内に位置しているか、ベッドのとなりの部屋の壁に直接設置されている場合、高ば
く露、それ以外の場合は低ばく露とした。
主な結果：
○ 明白な DECT 使用との関連はなかった。神経膠腫では OR=0.50;（case/control=3/13）、
髄膜腫では OR=1.09; （case/control=5/10）
○ DECT 使用の可能性のあるものを含めても OR=0.82
報告者のコメント：DECT 使用者はごく僅かであり、明確な評価は下せない。
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文献 17
Author: Schuz, J.; Jacobsen, R.; Olsen, J. H.; Boice, J. D., Jr.; McLaughlin, J. K.;
Johansen, C.
Year: 2006
Title: Cellular telephone use and cancer risk: update of a nationwide Danish cohort
Journal: J Natl Cancer Inst
Volume: 98
Issue: 23
Pages: 1707-13
概要：デンマークで実施された前向きコホート研究。
研究方法：前向きコホート研究。
研究対象地域：デンマーク全域
コホートの構成：1982-1995 年に携帯電話に契約した 723,421 名の中で会社契約 200,507、
住所等の不備 102,819 などを除外した 420,095 名がコホートを構成した。
調査の具体的方法：
○ 対象者の氏名と住所から ID 番号を検索し、それを基に全国がん登録と照合した。
○ 観察されたがん罹患数と全国がん罹患率から算出した期待がん罹患数の比 SIR によっ
て分析した
○ がん登録には良性脳腫瘍も登録されている
主な結果：
○ 脳腫瘍全体（SIR=0.97）、聴神経鞘腫（SIR=0.73）、耳下腺腫瘍（SIR=0.77）、眼腫瘍
（SIR=0.96）、白血病（SIR=1.00）についてリスク上昇は認められなかった。
○ 10 年以上の長期契約者でもリスク上昇は認められなかった。
報告者のコメント：この類のコホート研究では使用の強度が評価できないことが問題。腫
瘍の発生部位についても分析できていない。
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文献 18
Author: Vrijheid, M.; Deltour, I.; Krewski, D.; Sanchez, M.; Cardis, E.
Year: 2006
Title: The effects of recall errors and of selection bias in epidemiologic studies of mobile
phone use and cancer risk
Journal: J Expo Sci Environ Epidemiol
Volume: 16
Issue: 4
Pages: 371-84
概要：INTERPHONE study で起こり得る携帯電話使用に関する情報の不確かさと思い
出しの偏り、選出の偏りの影響をモンテカルロシミュレーションで分析した研究。
研究方法：シミュレーション
調査の具体的方法：思い出しのエラーについては、①ランダムな想い出しエラーが症例、
対照に同等に存在する場合、②ランダムな想い出しエラーに系統的な過大報告、過小報告
が症例、対照に同等に加わった場合、③ランダムなエラーが症例と対照で異なる大きさで
働いた場合、④系統的な思い出しの偏りが症例と対照で異なる大きさで働いた場合につい
てシミュレーション。選択の偏りについては、①対照群で携帯電話利用しない人の選出が
低かった場合、②症例群で携帯電話利用しない人の選出が低かった場合、③対照群で携帯
電話利用者の選出が低かった場合をシミュレーションした。
主な結果：
想い出し
○ 思い出しのランダムエラーではオッズ比は低くなる。
○ 思い出しの偏りが症例・対照で同等の場合、通話回数を過小評価するとオッズ比は真
値より大きくなり、逆に過大評価するとオッズ比は真値より小さくなる
○ ランダムエラーが症例の方が大きいと僅かながらオッズ比は高くなる
○ 大きなランダムエラーのもとでは、系統的な思い出しの偏りはオッズ比に僅かな影響
しか及ぼさない
選出
○ 対照群にばく露者の参加が低いとオッズ比は上昇するが、携帯電話使用者の参加率が
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40%で、非使用者の参加率が 60%の場合、オッズ比は真値が 1 に対して 1.8 まで上昇
する。
報告者のコメント：妥当性評価研究の結果を基に、思い出しのランダムエラー、偏り、選
出の偏りに様々な値を入れてシミュレーションを行っているが、ランダムエラーが大きい
ので系統的な変化は埋もれている印象。
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文献 19
Author: Wood, A. W.
Year: 2006
Title: How dangerous are mobile phones, transmission masts, and electricity pylons?
Journal: Arch Dis Child
Volume: 91
Issue: 4
Pages: 361-6
概要：

商用周波数、携帯電話を含む電磁波と健康に関する一般的な概説

報告者のコメント：特に取り上げるべき事項はない
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Ⅱ．携帯電話の疫学研究論文の意味解析・意味検索のため
の文献データ処理システム
1．研究背景と目的
Ⅰにおいて平成 18 年に公表された論文の評価結果を述べた。1990 年代後半から公表さ
れた論文は相当数にのぼっている。携帯電話に関する疫学研究の特徴として第一に挙げら
れるのは症例対照研究が大部分であり、その方法上の問題点を抱えたまま、リスク評価を
進めて行く必要がある点である。過去の携帯電話端末の使用歴をインタビュー等に頼って
情報収集することの不確実性は既に指摘したとおりであり、思い出しの偏り（recall bias）、
思い出しのランダムなエラーの影響を考慮した判断が必要である。また、症例、対照とし
ての参加率に携帯電話使用の有無が関連する可能性も指摘されており、選出の偏り
（selection bias）の危険性にも常にさらされている。このような方法論上の問題点を抱え
ている上で、携帯電話端末の使用が健康に何らかの影響を及ぼすとしても、その大きさは
リスク比で 2 倍、あるいは 2 倍以下でるため、規模の大きな研究を実施しなくてはならず、
リスク評価の対象となる論文が急速に増えることは期待できない。
方法上の問題を抱え、論文数にも制約がある状況では、個々の研究が示す数値としての
結果（オッズ比、リスク比など）とともに、あるいは、それ以上に数値で出た結果を如何
に評価するかが極めて大きな問題となる。世界中で公表される疫学研究の中で、そのよう
な評価は、「introduction」、「discussion」で、散文形式で述べられてはいるが、それらは
個々の論文で孤立して述べられているのではなく、他の論文を引用しながら複雑な論旨の
ネットワークを展開しているのが一般的である。この部分には、リスク評価のキーとなる
論理の他、リスクコミュニケーションに関する部分、今後の研究の展開の可能性に関する
部分など様々な貴重な情報が含まれており、それを科学的な方法で抽出・整理することは
極めて重要である。個々の論文で数値で示された結果については、メタ分析のような手法
で総合する方法があるが、文章で展開された部分について、総合する手法は現在までのと
ころ確立されていない。
本研究課題は、英文として公表された論文、ウェブ上の記事などを対象として、そこで
展開されている文脈、論旨を分析するためのシステムを開発するのが目的である。平成 17
－18 年度でシステムを開発し、分析の基盤を整備した。
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2．システムの開発
PDF 形式の文書を取り込み、形態素解析を実施することで、文書の意味解析および意味
検索を実施するためのデータセットを作成するソフトウェアを開発した。本ソフトウェア
は、文献の構造を認識した上で、文献中のテキストデータの形態素解析を行なうところに
特徴がある。また、文献に含まれる図および表データについても情報を保持することがで
きる。本システムにより文書データを処理することで得られるデータセットは、文書情報、
セクション情報、意味付け情報、形態素解析情報、MeSH 情報からなる。作成されたデー
タセットは、CSV 形式のファイルに出力される。前処理されたデータセットの解析には汎
用ソフトウェアを用いて行なう。エクセルで解析を行なう場合には、ピボットテーブル機
能を使用することで、クロス集計およびドリルダウンを行うことができる。

3．システムにおける処理の流れ
本システムでは、PDF 形式の文献を XML 化、文書化、構造化、形態素解析、意味づけ
を行なうことでのデータセットを作成する。本システムでは、始めに PDF ファイルを XML
に変換する。この工程は自動で行なわれる。続いて文献内のセクション（Abstract,
Background, Methods, Results, Discussion, Conclusion, table, figure など）の区別を半
自動で行なう。文書化は、図や表と文書が入り組んでいるような場合には自動で 100％正
確に実行するのは難しい。そこでこの工程では、まず自動で文書化を行なった後に、文書
化エディタを開き、目視でセクションが正しく選択されているかを確認する。選択が正し
くない場合には、エディタから手動でセクションを設定する。またセクションの見出しが
正 し く 選 択 さ れ て い る か （ Abstract, Background, Methods, Results, Discussion,
Conclusion, table, figure など）をこの段階で確認する。この手動操作を反映する事で、
構造化が完成する。続いて構造化の完了したファイルに対して、形態素解析を実施する。
この工程は自動で行なわれる。ここではフリーウェアである Brill’s Tagger, Term extract
（いずれも専門用語自動抽出システム）を使用している。さらにシソーラスとして Mesh、
ユーザー辞書として市販の辞書の搭載が可能になっている。続いて、ユーザーが設定でき
る条件式を準備する。この式を用いてファイルを処理することで、意味づけ済みのデータ
ファイルが完成する。このファイルが文献検索のための付加情報データセットになる。
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第二編
その他の研究動向
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Ⅰ

緒

言

無線周波（Radio Fregency（以下、「RF」という。））電磁界について生じう
る健康への影響は過去 50 年に亘り検討されてきた。しかし多数のデータが報告
されてはいるが、RF 電磁界と健康に関する政策の策定過程において、タイムリ
ーに必要な情報を提供することは大変難しい状況になっている。場合によっては、
研究結果の間違った解釈や科学的発見の不適切な外挿を生じることも否定できな
い。また、常に進歩している新技術へのさらなる懸念も相俟って、研究の必要性
とどの研究に焦点をあてるべきかという疑問が引き起こされる。
本報告書では、世界各国の研究動向を把握するため、第１編で取り扱った疫学
研究の一部含み、ヒトボランティア研究、動物研究、細胞研究を中心とした RF
電磁界の研究動向について、WHO の国際電磁界プロジェクト（International
EMF Project）の研究データベースを基に分析する。次に、疫学研究で最も注
目されている携帯電話の RF 電磁界と発がん性について、その裏づけとなる生物
学的研究についての最新結果を集め、研究の動向を調査する。最後に WHO が
昨年度（2005）作成した「健康を根拠とする EMF（Electromaganetic Field
（以下、「EMF」という。））基準を策定するためのフレームワーク」および「電
磁界防護のためのモデル法令」の和訳版を、また、今後の電波防護指針改定にお
ける参考として、参考資料 1、および参考資料２を添付した。
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Ⅱ

要

旨

携帯電話の爆発的な普及のなかで、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 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（WHO での取り扱いでは 100kHz－300 GHz）の安全性に関する
研究プロジェクト数を WHO 国際電磁界プロジェクトの Research Database
（2006 年末現在で 1223 件）で調べた結果、以下の事が判明した。

•

携帯電話に関する研究プロジェクトが過半数を占め、急速に普及する携
帯電話に対する関心が高い。そこで、以下に携帯電話に関する研究動向
をまとめた。

•

研究手法では、多額の費用が必要な事が多い疫学研究プロジェクトの数
が少なく、動物研究、細胞研究、電気工学的研究、ヒトボランティア研
究のプロジェクト数はほぼ同数程度である。

•

研究プロジェクトの３分の１はまだ結果が公表されていない。

•

公表された研究数は電気工学的研究が最も多く、最も少ない疫学研究の
約 4 倍ある。

•

これから公表されると予想される研究ではヒトボランティア研究や細胞
研究が多くなる。

•

研究目的が「がん」に関する研究数は必ずしも多くなく、「がん以外」の
研究や「特定できない」電気工学的研究に 3 等分されている。しかし、
疫学研究の 72%が「がん」に関する研究を行っており、健康影響として、
携帯電話と「がん」に関心が集まっている事を裏付けている。

•

研究の実施状況を国別に見ると、アメリカが 127 件、ドイツが 109 件、
英国が 54 件、フランスが 42 件、イタリアが 35 件、日本が 33 件の順と
なっている。

•

研究の実施状況を地域別に見ると、EU が全体の 59％を占め、北米が
21％、アジア・オセアニアが 16％である。アメリカは勿論であるが、欧
州、特にドイツ、英国、フランス、イタリア、ファインランドなどの研
究活動が活発と言える。
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これまで、上記される各国政府は、RF 電磁界、特に携帯電話の安全性に深い
関心を示しており、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
されレビュー報告書を作成してきた。これについては昨年度の報告書を参照され
たい。最も注目され、引用されているのは、2000 年に出された英国の Stewart
報告であるが、それ以降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出され、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（昨年度の報告書参照）。
昨年検討した殆どのレビュー報告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 電磁界へのばく露は細胞、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はいるが、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。と結論付けられる。しかし、同時に、まだ解明されな
い点については、的を絞った質の高い研究が有益であることも示唆している。
2006 年初頭に WHO では、今後行うべき研究課題を選定し、国際電磁界プロジ
ェクトのウェブサイトに掲載しており、昨年度の報告書にその和訳を添付した。
第 1 編では、携帯電話の使用と頭部・頚部のがん発生の関連性を調査する国
際 的 な 疫 学 調 査 、 INTREPHONE 研 究 を 中 心 に 解 説 し て い る が 、 第 2 編 の
WHO の研究データベースによる解析から、本報告書でも関心の高い RF 電磁界
の発がん性作用について、その裏づけとなる中・長期の動物研究の最近の結果を
中心に検討した。
WHO 研究データベースからも非常に多くの研究が世界的に実施されている
ことがわかる。しかし一方で、これらの膨大なデータをまとめて、国民に分かり
易く伝えることは非常に難しいことも事実である。電波防護指針値、あるいは
ICNIRP などの国際的な電磁界防護のガイドライン値以下の弱い RF 電磁界の発
がん性作用についての動物研究結果を、IARC が用いている証拠の強さに準拠
（充分な証拠、限定的な証拠、不十分または限定的な証拠、証拠がないの 4 カ
テゴリー；参考資料 3 の 19 ページ下線部分を参照）して、判定すると以下にな
る。
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動物研究に基づく電波防護指針値以下の RF 電磁界の発がん性に関する証拠の強さ

検討項目

影響の証拠

RF 電磁界ばく露

証拠がない

RF 電磁界と既知の毒性要因との複合ばく露

不十分な証拠

遺伝子組み換え等の動物に RF ばく露する研

不十分な証拠

究
移殖した腫瘍の促進

証拠がない

死亡率

証拠がない
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Ⅲ

WHO の研究データベース

１．WHO 国際電磁界プロジェクト
1996 年 WHO は 国 際 電 磁 界 プ ロ ジ ェ ク ト （ WHO International EMF
Project）を発足させた。健康リスク評価の対象とする電磁界（EMF）は、静
（定常；0 Hz）から電波（300 GHz）に及んでおり、広範囲であるが、これま
でに静的電磁界、低周波電磁界（０＞～100 kHz）への作業を終え、今後電波
（radio frequency； RF）領域の電磁界に関する健康リスク評価に着手し、作
業は 2009 年に終了する予定である。
国際電磁界プロジェクトの組織は、各国政府代表、共同研究センターおよび国
際機関からなる国際諮問委員会（International Advisory Committee：IAC）
により運営され、その事務局を WHO に置いている。
プロジェクト参加国（関心国も含む）は、1996 年発足当初は、僅か 17 カ国
であったが、2007 年現在 60 ヶ国以上に及んでいる。
共同研究センターとしては、英国の健康保護庁放射線防護局（HPA-RPD、
旧 NRPB）、 ドイツの放射線防護局、米国の食品医薬品局（生命科学部）、環境
衛生科学研究所（NIEHS）、産業衛生研究所（NIOSH）、米空軍ブルックス研
究所、スウェーデンのカロリンスカ研究所、オーストラリア放射線防護・核安全
庁（ARPANSA）、日本から国立環境研究所が参加協力している。国際機関とし
ては、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）、国際がん研究機関（IARC）、
国連環境計画（UNEP）、国際労働機関（ILO）、国際通信連合（ITU）、欧州委
員会（EC）、国際電気標準化会議（IEC）、北大西洋条約機構（NATO）が参加
している。
事務局は WHO ジュネーブ本部にあり、その責任者は永らく Dr. Michael
Repacholi であったが、2006 年 6 月に退職し、現在は Dr. Emilie Perkins van
Deventer となっている。常勤職員として生体電磁環境研究推進委員会副委員長
の大久保千代次が、その他非常勤のセコンドとして英国 HPA の Dr. Richard
Sounders、オランダ健康評議会（HCN）の Dr. Eric van Rongen が参加して
い る 。 国 際 電 磁 界 プ ロ ジ ェ ク ト の 詳 細 は 、 ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.who.int/peh-emf/en/で得られる。
国際電磁界プロジェクトで最も重要な活動は健康リスク評価である。これを
支えている国際機関の代表格が、IARC と ICNIRP である。
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1999 年 WHO 組織の一つである IARC による電磁界の発がんリスク評価に関
する臨時諮問委員会が開催され、IARC が、静電磁界および商用周波を含む超低
周波電磁界並びに電波に対する発がん性評価を実施し、その後、これを受けて
WHO が発がん以外の健康影響を総合評価し、最終的には健康リスク評価文書で
ある環境保健クライテリア（Environmental Health Criteria: EHC）を発刊
することが提案され、正式に IAC で承認された。
高周波電磁界の発がん性評価を行うには、IARC 指導で行っている携帯電話使
用と頭部・頸部がん発生に関する国際的疫学研究（INTERPHONE 研究; 日本
を含む 13 ヶ国が参加）が基本となる。これについては第 1 編で解説している。
WHO の動向は、電波の健康リスク評価を行う為に必要な状況を整えることに
集 約 さ れ る 。 そ の 学 術 的 活 動 を 主 体 的 に 行 っ て い る の が 、 ICNIRP
（International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection；国際
非電離放射線防護委員会）で、WHO 国際電磁界プロジェクトの活動パートナー
である。ICNIRP は、WHO が開催する種々の国際研究集会を共催し、研究集会
報告書を作成する。また、WHO の EHC のたたき台となる文書（所謂 Blue
Book）も作成している。さらには、発刊された EHC を基に、現行の ICNIRP
ガイドライン改定の必要性を検討し、必要があれば新たなガイドラインを作成す
る。
WHO では、最初にリスク評価に必要な知見を整理し、欠けている知見を把握
する。この為に上述した種々の国際研究集会を ICNIRP と共催する。次に、欠
けている知見を補うための作業として、優先的研究課題の設定を行っている。
1997 年に第１回の優先的研究課題を発表、2003 年に見直され、これを基に多
くの研究が世界各国で実施され、一部は継続中である。2006 年当初には、今後
実施されるであろう（健康リスク評価作業は定期的に行われる）リスク評価に必
要な研究課題を設定している（昨年度報告の添付資料を参照）。

2.電磁界研究データベース
電波（WHO での取り扱いでは 100kHz－300 GHz）の安全性に関する研究プ
ロジェクト数を WHO 国際電磁界プロジェクトの電磁界研究データベース
（Research Database）で調べると、2006 年末現在で 1223 件である。その内
訳は、「携帯電話」が 654 件で、全体の 53％を占める。次いで、「2.45 GHz の
電波 （主として電子レンジ）」が 245 件で、全体の 28％。「放送塔を除く電波」

44

が 163 件で 13％、「軍用電波およびレーダ」が 34 件、「ラジオ・テレビの放送
塔」が 30 件、「ミリ波」が 28 件でそれぞれ 3％となっており、携帯電話と健康
に関する研究が過半数を占め、急速に普及した携帯電話に対する関心が高いこと
を裏付けている（図１）。
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図１

RF 電磁界におけるテーマ別に見た研究プロジェクトの比較（％）

そこで研究主体である 654 件の携帯電話に関する研究プロジェクトの動向に
ついてその詳細を以下に述べる。研究手法別では、「疫学」が 75 件、「ヒトへの
短期的影響」が 127 件、「動物実験」が 144 件、「細胞実験」が 140 件、「電気
工学・物理的研究」が 137 件の研究プロジェクトがある（図２）。
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これらの研究プロジェクトの多くは既に 865 件の科学雑誌に報告されている
が、未だ進行中のプロジェクトが 268 件、プロジェクトは終了したものの未発
表のプロジェクトが 91 件あり、約３分の１のプロジェクトはまだ結果が公表さ
れていない（図３）。
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これまでの携帯電話に関する研究プロジェクトの成果発表および進行状況
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これまでに学術雑誌に掲載された研究（一つのプロジェクで複数の報告を行っ
ている例が多い）は、「疫学」で 78 報、「人への短期的影響」114 報、「動物実
験」196 報、「細胞実験」133 報、「電気工学的研究」322 報である（図４）。
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携帯電話に関する研究手法別に見た研究報告数

研究自体は終了しているが、まだ報告を終えていない研究プロジェクト数は、
「疫学」が 7 件、「ヒトへの短期的影響」が 16 件、「動物実験」が 20 件、「細胞
実験」26 件、「電気工学・物理的研究」が 12 件である。現在進行中の研究プロ
ジェクトは、「疫学」が 38 件、「ヒトへの短期的影響」59 件、「動物実験」が 42
件、「細胞実験」53 件、「電気工学・物理的研究」が 69 件である。以上から携
帯電話に関する研究の多くは既に報告されているものの、未発表、現在進行中の
研究も相当数に上っていることが分かる（図５）。
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研究対象で分類すると、研究プロジェクト数ではなく学術誌に掲載された報告
の内訳は、「がん研究」が 249 報、「がん以外の研究」が 293 報、「主として電気
工学・物理的研究でどちらにも分けられない」が 323 報と均衡している。研究
自体は終了しているが、まだ報告を終えていない研究プロジェクト数は、「がん
研究」が 35 件、「がん以外の研究」が 36 件、「主として電気工学的研究でどち
らにも分けられない」が 20 件ある。現在進行中の研究プロジェクトは、「が
ん」が 93 件、「がん以外」が 104 件、「主として電気工学・物理的研究でどちら
にも分けられない」が 71 件ある（図６）。
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プロジェクトを研究手法と研究対象をクロスして、更に詳細に調べると、「疫
学」75 件の内、「がん研究」が 54 件で、「がん以外の研究」が 8 件であり、疫
学では「がん」に関する研究が大多数（72%）を占めている。
「ヒトへの短期的影響」に関する研究 127 件では、「脳波、睡眠障害、脳循
環」が 39 件で 3 割を占め、次に「認知機能、記憶」が 23 件、「聴覚」が 12 件、
「電磁界過敏症」が 11 件の順となっている。「動物実験」144 件の内訳である
が、研究対象は多岐に亘る。「げっ歯類を対象とした長期のばく露実験」は、高
額の費用が求められることからその数はそれ程多くなく 11 件、「中枢並びに神
経行動」が 18 件、「血液・脳関門、脳その他の血流」が 13 件、「奇形・生殖・
成長」が 10 件、「免疫・血液学」が 7 件となっている。「細胞実験」140 件の内、
「遺伝子・タンパク発現」が 39 件と最も多く、次いで「増殖、成長率、細胞周
期」が 22 件、「DNA 損傷、変異」が 19 件、「微小核・染色体異常」「細胞内カ
ルシウム」が共に 15 件の順になっている。「電気工学・物理的研究」137 件の
内、「電磁障害・適合」が最も多く 43 件、「コンピューターによるヒト・ドシメ
トリ」が 22 件「電波放出測定」が 13 件、「ドシメトリモデリング」が 12 件、
「理論的メカニズム」が 12 件となっている。
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一方、国別に研究プロジェクト数を見ると、アメリカが 127 件、ドイツが
109 件、英国が 54 件、フランスが 42 件、イタリアが 35 件、日本が 33 件の順
となっている。
表１

国別に見た携帯電話に関する研究プロジェクト数

127

アメリカ

31

オーストラリア

9

カナダ

109

ドイツ

22

韓国

8

ハンガリー

54

英国

20

スイス

8

デンマーク

42

フランス

19

スウェーデン

8

スペイン

35

イタリア

15

トルコ

7

ギリシャ

33

日本

10

オーストリア

7

中国

31

フィンランド

10

ロシア

5

ベルギー

地域別に見ると EU が 385 件で全体の 59％を占め、北米が 21％、アジア・
オセアニアが 16％である。プロジェクト数だけですぐに判断は出来ないが、一
定の傾向は伺える。アメリカは勿論であるが、欧州、特にドイツ、英国、フラン
ス、イタリア、ファインランドなどの研究活動が活発と言える。
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3. まとめ
以上、WHO 国際電磁界プロジェクトにある RF 電磁界研究データベースをま
とめると、

•

携帯電話に関する研究プロジェクトが過半数を占め、急速に普及する携
帯電話に対する関心が高い。そこで、以下に携帯電話に関する研究動向
をまとめた。

•

研究手法では、多額の費用が必要な事が多い疫学研究プロジェクトの数
が少なく、動物研究、細胞研究、電気工学的研究、ヒトボランティア研
究のプロジェクト数はほぼ同数程度である。

•

研究プロジェクトの３分の１はまだ結果が公表されていない。

•

公表された研究数は電気工学的研究が最も多く、最も少ない疫学研究の
約 4 倍ある。

•

これから公表されると予想される研究ではヒトボランティア研究や細胞
研究が多くなる。

•

研究目的が「がん」に関する研究数は必ずしも多くなく、「がん以外」の
研究や「特定できない」電気工学的研究に 3 等分されている。しかし、
疫学研究の 72%が「がん」に関する研究を行っており、健康影響として、
携帯電話と「がん」に関心が集まっている事を裏付けている。

•

研究の実施状況を国別に見ると、アメリカが 127 件、ドイツが 109 件、
英国が 54 件、フランスが 42 件、イタリアが 35 件、日本が 33 件の順と
なっている。

•

研究の実施状況を地域別に見ると、EU が全体の 59％を占め、北米が
21％、アジア・オセアニアが 16％である。アメリカは勿論であるが、欧
州、特にドイツ、英国、フランス、イタリア、ファインランドなどの研
究活動が活発と言える。
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Ⅳ

RF 電磁界の発がん性に関する動物研究

1. 緒言
WHOの研究データベースでも分かるが、RF電磁界の生物的研究では、EUで
活発に行われている。例えば、COST 281（欧州科学技術研究協力委員会の頭字
語 、 今 年 度 で 終 了 ） と EMF － NET が 非 常 に 活 躍 し て い る 。 そ の 詳 細 は
http://www.cost281.org/や http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net/ から入手出来る。
COST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
在的な健康への影響を問題にしている。EMF－NETは、EUの第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。
一般的には、RF 電磁界を含め潜在的に有害な因子の長期的な健康への影響に
関する最も直接的な情報は、疫学研究から提供される。ヒトを対象とした研究な
ので、IARC の発がん性評価でも、優先度が高い。しかし、研究結果から得られ
るのは、有害因子と健康影響との統計的な関連性を示すものの、因果関係を証明
するには至らない。そのために、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。さらには、動物研究で得られた
結果を理解するには、あるいは、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、細胞研究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、
最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。
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RF 電磁界の発がんへの影響調査に用いられる方法は、他の環境要因へのアプ
ローチと同等と言える。例えば、2 年間のバイオアッセイによるイニシエータ作
用や、化学的もしくは物理的要因（例えば発がん性物資もしくは X 線、UV）と
の併用によるプロモータ作用の有無を検討している。
本報告書は、実験動物における中長期の発がん研究に焦点を当てている。加
えて、動物への全身ばく露と遺伝毒性もしくは他の発がん関連影響を評価する細
胞研究も簡潔に調べている。平成 1３年（2001 年）までに掲載された生物学的
研究は、既にいくつかのレビューがなされている 1-5 。また、NRPBでは、2000
年から 2004 年の間に行われた国レベル、あるいは国際的な委員会、専門家グル
ープなどのレビュー報告書を対象に、これらの研究を評価している 6 。その中で、
初期の研究に関する詳細な検討は、携帯電話に関する独立専門グループにより
2000 年に報告された“Stewart Report“ 7 、COST 244bisにて行われたEUの専
門家グループの 1999 年に掲載された報告と、携帯電話と健康におけるEC専門
家グループの 1996EC報告書 8 などがある。それゆえ、この報告書では、主とし
て 2001 年以降に掲載された研究について、EMF－NETの報告書 9 を参考にして
解説する。

2. 発がん性
2.1. RF 電磁界単独ばく露
RF電磁界単独の発がん性（イニシエータ作用）を評価する長期ばく露研究の
結果は、ほぼ一致しており、RF電磁界には、発がん性は無いとの研究が殆どで
あ る 。 Spraque-Dawley ラ ッ ト を 対 象 と し た 報 告 10,11 、 Fischer ラ ッ ト 12-15 、
C57BL/6Ntacマウス（Eμ-Pim1） 16 での腫瘍発達へのRF電磁界の影響は示唆さ
れていない。これらの研究のほとんどが、脳腫瘍発生に関与しているかどうか評
価している 11-15 。しかし、脳に比べてかなり低いSARであったにもかかわらず、
い く つ か の 研 究 [19 Chou 1992, 20 Zook 2001, 23 La Regina 2003, 24
Anderson 2004, 25 Utteridge 2002 ]は 11,14-16 、他の臓器における影響を評価
している。電磁界のばく露強度であるが、SARが 1 W/kg以上の研究もある 11;1315 。また、ばく露期間は、ほぼ生涯ばく露で、内

3 つは胎児からのばく露を行っ

ている 12-15 。
悪性腫瘍の発生率の増加やChou等の研究 10 で見られた良性の腎臓髄質腫瘍の
増加の報告は最近まで確認されていない。
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最近のRF電磁界のばく露は、ラットにおける 3 つの最近の研究 11,14,15 では
“Carousel“と呼ばれるばく露装置を用いている。この装置では、各々の動物は
円筒形の筒内に拘束、頭が中心にあるRFアンテナに向かうように設計されてい
る。従って、局所的に頭部ばく露が可能である。その際身体の他部位へのSAR
は、頭部に比べてかなり低く、全身平均SARと脳平均SARの比は、10:1 までと
報告されている 17 。
Zook 2001 等の研究 11 は、860 MHz, CW（Continuous Wave；連続波）あ
る い は パ ル ス （ MiRS ） ； 脳 SAR0.8 ～ 1.2 W/kg （ 脳 平 均 SAR は 0.3 ～ 0.4
W/kg ） ，

6 時間/日、

5 日 / 週 、 22 ヶ 月 の ば く 露 条 件 で ENU

（Ethylnitrosourea：遺伝毒性物質）により生じた脳腫瘍への影響を評価した
ものであるが、神経膠腫をはじめ腫瘍形成の発達に影響は認められなかった。
Anderson 等

14

は 、 Fisher 344 ラ ッ ト を 対 象 に 、 1.6 GHz ， パ ル ス

（Iridium）； 脳平均SAR 0.11～0.18 W/kgあるいは 1.1～1.8 W/kg（全身平
均SAR （以下、「SARave」という。）0.02 あるいは 0.2 W/kg）； 2 時間/日、
5 日/週、2 年間ばく露した結果、脳腫瘍発生もしくは他の臓器での腫瘍発達のど
ちらにも影響を及ぼさなかった。この研究では、母獣は妊娠後期にばく露され、
その後母子ともに離乳まで遠方界にばく露された。35 日齢で、ばく露時には拘
束された雄 90 匹、雌 90 匹（以下、「90/性別/群」と表記する。）の近傍界ば
く露が始まっている。なお、ばく露による仔、体重、生存率への影響は見られな
かった。
La Regina等 15 は、Fischer344 ラットを対象に、836 MHz CWあるいは 848
MHz CDMA；脳平均SAR （mean±SD；平均±標準偏差）1.3±0.5 W/kg; ； 4
時間/日、5 日週、104 週ばく露した結果、自然発症の脳腫瘍発生頻度や多臓器
での腫瘍の発達を高めていない。用いた動物（80/性別/群）は 6 週齢よりばく露
を開始している。
Utteridge等による研究

16 は、Repacholi等の研究 18 の再現実験として計画さ

れたものである。Repacholi等は、RF電磁界がEμ-Pim1 遺伝子組み換えマウス
のリンパ腫の発達を促進すると報告している。遺伝子組み換え動物に加え、
Utteridge等 16 は、類似のwild-type C57BL/6Ntacマウス（雌 120 /群）を用い
た 。 動 物 は 898 MHz; 、 パ ル ス （ GSM ） ； 脳 平 均 SAR 0.25/1.0/2.0/4.0
W/kg； 1 時間/日、5 日/週、104 週の条件で拘束ばく露されている。Wild-type
マウスにてリンパ芽球性白血病が唯一僅かに見られたものの、これ以外には、偽
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ばく露群とばく露群間では統計的な有意差は認められず、Repacholi等の研究 18
の再現はしなかった。
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2.2.既知の遺伝毒性物質（ENU）との複合ばく露
2.2.1 脳腫瘍
いくつかの研究 11-13,19 では、既知のENUの経胎盤投与して腫瘍発生と低レベ
ルのRF電磁界の影響を評価している。これらの研究からは、中枢神経腫瘍の促
進作用（プロモーション作用）をRF電磁界が有しないことを認めている。これ
らの研究の内の 3 つの研究 12,13,19 で用いられたENUの量は、偽ばく露動物の腫
瘍発生においては 10%から 30%内であり、促進作用を評価するに適していると
思われる。そのうち 2 つの研究 12,19 では、腫瘍の発達がRF電磁界ばく露群で逆
に減少しているが、これについてはさらなる評価が必要かもしれない。
Zook等 11 は、Sprague-Dawleyラット（30/性別/群）を 2 段階のENUを経胎
盤投与し、さらに 8 週齢からRF電磁界にばく露した。ばく露は、860 MHz，
CW か パ ル ス （ MiRS ） ； 脳 平 均 SAR 0.8 ～ 1.2 W/kg, SARave 0.3 ～ 0.4
W/kg；6 時間/日、5 日/週、高いENUレベルで 48 週、低いENUレベルで 22 ヶ
月である。結果として、電磁界ばく露は、ENUにより生じた神経膠腫の増殖や
他臓器の腫瘍発生に影響を及ぼさなかった。
より最近の報告としてShirai等 19 は、Fischer 344 ラット（50/性別/群）を対
象に、日本の携帯電話方式である 1439 GHz, パルス（PDC）を用い、脳平均
SAR 0.67 W/kgと 2.0 W/kg、SARave 0.4 W/kg; 1.5 時間/日、5 日/週、104 週
間のばく露を行った。結果は、ENUによるCNS（中枢神経系）腫瘍発生に電磁
界ばく露は重大な影響を及ぼさなかった。Shirai等は、これ以外に、偽ばく露と
ばく露動物の間で、組織重量やホルモン（ACTH（副腎皮質刺激ホルモン）、コ
ルチコステロン、メラトニン）の血中濃度には差が見られなかった事も報告して
いる。RF電磁界のばく露は、5 週齢から開始した。なお、Zookらの研究

11 では、

ENU処理したSprague Dawely ラットにおける下垂体腫瘍へのRF電磁界の影響
は報告されていないが、下垂体腫瘍の発生率の減少がRF電磁界高ばく露群（2.0
W/kg）で観測された 19 。前述したが、ENU処置を施した動物の脳腫瘍の発生率
は、RF電磁界ばく露群（2 群とも）で僅かであるがに減少したことは興味深い。
これは、Adey等の研究 12 に類似ている。しかし、発生率の減少は共に統計的に
有意ではなく、電磁界の脳腫瘍発生に抑制的な影響があるかどうか、他 2 つの
研究 11,13 とは一致せず、更なる解析が必要と思われる。
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2.2.2 リンパ腫
Heikkinen等は、X線を照射したメスのCBA/Sマウス（50 匹/群）を対象に、
902 MHz； 1.5 W/kgのCWあるいは 0.35 W/kgでのパルス（GSM）; 1.5 時間/
日、5 日/週、78 週のばく露を行い、リンパ腫および他臓器での腫瘍発生を増強
させるかどうか検討した結果、影響は見られなかった 20 。放射線線量は、実験最
初の 3 週間照射され（3 週齢から 5 週齢）、RF電磁界のばく露は、1.5 年間で
ある。腫瘍発生で偽ばく露とばく露群で統計的に差が生じたのは、CW電磁界ば
く露群での腺ポリープの発生率とCWとパルス電磁界ばく露群の副腎の良性腫瘍
の発生率において、共にばく露群で低値を示した。なお、RF電磁界は、生存率
に影響を与えなかった。

2.2.3 皮膚腫瘍
最近の低レベルのRF電磁界ばく露と既知の遺伝毒性物質の複合影響を評価し
た 研 究 結 果 で は 、 影 響 あ る 知 見 は 得 ら れ て い な い 。 1980 年 代 初 頭 に 、
Szmigielski等はBaP（Benzo[a]pyrene：発がん性物質）との同時ばく露マウ
スでの皮膚腫瘍の発達における増加を報告している 21,22 。しかし、その後のBaP
を施したラット 23 、DMBA（dimethylbenz[ a ]anthracene：発がん性物質）を
施したマウス 24,25 、紫外線との同時ばく露マウス 26 で皮膚腫瘍発生の促進はいず
れも認められない。恐らく初期の研究 21,22 では、高SARに伴う熱によるストレス
の影響も考慮すべきであろう（約 6～8 W/kgが想定される）。
Imaida 等は、電磁界ばく露開始前 1 週間、背中の皮膚にDMBAを局所投与し
たメスのCD-1 マウスを対象に、日本の送信方式の 1.5 GHz，パルス（PDC）；
皮膚SAR 0.67 W/kg， SARave 0.028 W/kg； 1.5 時間/日、5 日/週、19 週間の
ばく露を行った結果、ばく露による皮膚腫瘍発生を促進は見られなかった 24 。
RF電磁界ばく露中の動物は無拘束であった。皮膚腫瘍は、偽ばく露とばく露動
物 の 両 方 で 観 測 さ れ な か っ た 。 一 方 、 1 週 間 の 局 部 TPA （ Phorbol 12myristate 13 acetate：発がん性物質）処理による陽性対象群では明らかに腫瘍
発生が増加している。また、偽ばく露とばく露動物間でのリンパ腫の発生率に差
は見られなかった。剖検時に検査した血清のホルモンレベル（メラトニン、コル
チコステロン、ACTH） にも影響はなかった。
Mason等は、DMBA処理かDMBAとTPA処理をしたメスのSENCARマウス
（50-55 匹/群）に 94 GHz, CWによる 1）単一ばく露 1000 mW/cm 2 を 10 秒、
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あるいは、2）繰り返しばく露 333 mW/cm 2 を 10 秒/日、2 日/週、12 週間行い、
皮膚腫瘍の発達の促進は得られなかったと報告している 25 。94 GHz電磁界ばく
露により、皮膚温度を 13～15℃（単一ばく露）、4～5 ℃（繰り返しばく露）上
昇させるため、同様な温度増加を生じる赤外線ばく露群を設けているが、赤外線
の影響も認められなかった。
Heikkinen 等 26 は、メスのODC（Ornitine Decarboxylase）組み換えマウス
とそれらの非遺伝子組み換え同胞子（45～49/群；遺伝子組み換えと非遺伝子組
み 換 え ） を 対 象 に 、 902 MHz ， パ ル ス （ GSM ） か 849 MHz パ ル ス
（DAMPS）；SARave 0.5 W/kg； 1.5 時間/日、5 日/週、52 週間のばく露を行
ったが、紫外線により生じる皮膚腫瘍の発達に影響を与えなかった。しかし、
RF電磁界による腫瘍発達がわずかに加速されることが示唆されている。これは、
さらなる評価が必要であろう。使用した動物の週齢は、ばく露開始時で 12～15
週齢であった。動物は週 3 回紫外線を照射されたが、相対的に腫瘍応答は、遺
伝子組み換え動物でより明確であった。遺伝子組み換えおよび非遺伝子組み換え
動物の両方で、腫瘍発達はわずかに増加していた。

2.2.4 乳腺腫瘍
同 一 モ デ ル を 用 い て 、 Bartsch 等 と Anane 等 の 2 つ の 研 究 グ ル ー プ が 、
Sprague-Dawleyラットを対象にDMBA処置を施した乳腺腫瘍の発生について
900 MHzパルス （GSM） RF電磁界の影響を評価している 27,28 。両方の研究と
も、ばく露による乳腺腫瘍の発達への影響は見られなかったものの、その細部に
は不一致点があるので、このモデルによるRF電磁界の影響に関する決定的な解
釈はできない。
Bartsch等 27 は、無拘束にほぼ 24 時間連続ばく露が可能であるが（12 ラット/
ケージ、実験１クール当たり 60 ラット/群、固体間のSARは大きなばらつきが
見られた。この研究は、3 年連続で同じ時期に開始した 3 クールの実験で構成さ
れている。実験は、７週齢のラットにDMBAを胃内投与した。著者によると、
「すべての動物が肉眼的に観察できる乳腺腫瘍が発達するまで」動物はRF電磁
界にばく露された。総体的に、RF電磁界（900 MHz, パルス（GSM）; 0.015
～ 0.12 W/kg； 24 時間/日で 11 ヶ月まで）は、Spague-Dawleyラットにおけ
るDMBA処理を施した乳腺腫瘍の発達に影響を与えなかった。しかしながら、3
クールの実験間で多少のばらつきが観察されている。著者等は、これらの差は動
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物への異なるストレスが原因かもしれないと説明している。
Anane等 28 の結果は、研究結果に不一致が生じているため、その解釈は難しい。
この研究は 2 つの実験で構成され、一つは、春から夏にかけて、他は秋に行わ
れ て い る 。 DMBA は 、 RF 電 磁 界 に ば く 露 さ れ る 10 日 前 に メ ス の 7 週 齢
Sprague-Dawley ラ ッ ト に 投 与 さ れ た 。 ば く 露 は 、 900 MHz ， パ ル ス
（GSM）； 実験Ⅰ： 1.4， 2.2，3.5 W/kg、 実験II： 0.1， 0.7， 1.4 W/kg；
2 時間/日、5 日/週、9 週間であった。実験Ⅰでは、悪性乳腺腫瘍の発達を加速
していると報告された。実験IIでは全く反対だったが、著者は、実験は全体的に
影響なし（ネガティブ）であると結論付けている。

2.2.5 結腸腫瘍
マウスにおけるDMH（発癌物質の一種）の処置を施した結腸腫瘍の発達は、
RF電磁界に影響されないとするWu等の研究 29 があるが、2000 年以降、結腸腫
瘍発生の新しい結果や研究は見当たらない。

2.2.6 中期肝細胞がん発症モデル
Imaida 等 30,31 は 、 前 が ん 性 ラ ッ ト 肝 臓 病 巣 を エ ン ド ポ イ ン ト に 設 定 し 、
gluthathione S-Transferase （GST-p）陽性肝臓巣の発生に、RF電磁界への
ばく露による影響を与えなかったと報告しているが、このモデルを用いた研究は、
2000 年以降掲載されていない。

2.3. 感作動物モデルを用いた研究
2.3.1 リンパ腫モデル
RF電磁界の発がん性作用の有無で、最も注目されたのは、1997 年にWHOの
国際電磁界プロジェクトの責任者であった、Repacholi等研究 18 である。低レベ
ルRF電磁界ばく露が、Eμ-Pim1 遺伝子組み換えマウスにおけるリンパ腫の発生
増加すると報告 18 。Utteridge等はこれの再現実験を行い、RF電磁界のばく露は、
メスのAKR/Jマウスにおけるリンパ腫の発生増加を示さず、再現実験に失敗し
ている 16 。
Utteridge等 16 は、898 MHz， GSM；0.25， 1.0， 2.0， 4.0 W/kg； 1 時間
/日、5 日/週を、104 週間のばく露条件で、リンパ腫の発生や種類への明らかな
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影響がないことを示した。リンパ芽球性白血病の発生が偽ばく露動物群に比べす
べてのばく露群でわずかに低く、一番低いSARでは統計的に有意性を示してい
る。逆に、非リンパ芽球性白血病の発生は、有意ではないもののばく露群でわず
かに増加している。
近年Sommer 等 32 は、900 MHz，パルス（GSM）； 0.4 W/kg±40 %（平均±
標準偏差）； ほぼ 24 時間/日、7 日/週、10 ヶ月の条件でばく露を行い、RF電
磁界がメスのAKR/Jマウス（160/群）におけるリンパ腫の発達に影響を及ぼさ
ないと報告した。AKR/Jマウスはストレスに対し、AKVレトロウィルスの発現
によりリンパ腫を発生するマウスで、偽ばく露とばく露群の動物の約 90 %が 10
ヶ月のばく露実験後期でリンパ腫を発現させた。そしてすべての死亡はリンパ芽
球性リンパ腫に起因していると報告されている。ばく露から 5～10 ヶ月後に採
取された血液での白血球の差は、見られなかった。無拘束ばく露を受けたマウス
（6～7 匹/ケージ）の平均SARは 0.4±40%（平均±標準偏差）であった。

2.3.2 皮膚腫瘍
Heikkinen等は、ODC遺伝子組み換えwild-typeマウスにおけるRF電磁界と紫
外線照射との複合ばく露を評価した 26 。その詳細は、2.2.3 皮膚腫瘍を参照され
たい。

2.3.3 乳腺腫瘍
1980 年代初期にメスの乳腺腫瘍傾向C3H/HeAマウスにおける腫瘍促進作用
は、Szmigielski等により報告されている 21 。しかしながら、その後、この影響
はメスのC3H/HeJマウスの長期研究により確認されていない 33-36 。
Jauchem等 36 は、RFレンジの周波数を含めたC3H/HeJマウス（100/群）を高
ピーク出力UWB（Ultra wideband）パルス（1.9 nsec、ピーク電界 40 kV/m、
繰り返し周波数 1 kHz）；推定平均SAR 0.00098 W/kg； 2 分/日、1 日/週、12
週間のばく露を行った。これらの周波数は、軍用である。12 週間のばく露後、
マウスは 64 週間観察に付された結果、UWBばく露は、乳腺腫瘍の発生や他臓
器の腫瘍発生に影響しなかった。

2.4 移植された腫瘍組織での研究
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RF電磁界は移植された腫瘍の増殖を促進するかもしれないと示唆した 1980
年代初期のSzmigielski等の研究 21 があるものの、その後の 4 つの研究 37-40 では
確認されていない。なお、2000 年以降移植された腫瘍細胞での研究は見当たら
ない。

3. RF 電磁界の生存率への影響
長・中期間の動物実験の結果によれば、RF電磁界ばく露により死亡率が増加
するということは示されていない 41 。長期間のばく露実験における死亡率／生存
率は、発がん関係の影響においては大変大雑把な評価指標としてしか考慮され得
ない。その理由は第１に、早産児の死亡率はがんとは関係ない原因による可能性
が高い。第２に、わずか２～３の研究が主にRF電磁界の動物の寿命への影響に
触れているのみであり、ほとんどの場合実験終了時にまだ動物が生存している比
率が十分大きい事に起因する。
Elderら 41 が評価した 18 の研究のうちわずか２件 21,42 が、RF電磁界にばく露
された動物の生存率が有意に減少すると報告している。Liddle等 42 は、6.8W/kg
の場合のみ生存率が減少するが 2W/kgばく露では生存率はわずかに増加すると
報告している。同様に他の研究 10,12,13,33,34,43,44 は、電磁界ばく露群の生存率のわ
ずかな上昇を示しているが、差分は統計的に有意ではなかった。Elder等 41 は、
「傾向は興味深いが、評価した動物実験の証拠の重さを全体的に考慮すると、長
期間低レベルRFばく 露の有害または有益な生存率への影響があるとはい え な
い。」と結論している。また、最近のラットによる長期間ばく露実験 14,32 では、
RF電磁界の生存率への影響は無いことが報告された。

4．まとめ
以上、RF 電磁界の発がん性について、中期・長期的な動物研究の最近の研
究動向をレビューした。WHO 研究データベースからも非常に多くの研究が世界
的に実施されていることがわかる。しかし一方で、これらの膨大なデータをまと
めて、国民に分かり易く伝えることは非常に難しいことも事実である。
そこで、これらの研究結果を、IARC が用いている証拠の強さに準拠（充分
な証拠、限定的な証拠、不十分または限定的な証拠、証拠がないの 4 カテゴリ
ー；参考資料 3 の 19 ページ下線部分を参照）して、判定すると以下になる。
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動物研究に基づく電波防護指針値以下の RF 電磁界の発がん性に関するの証拠の強さ
検討項目

影響の証拠

RF 電磁界ばく露

証拠がない

RF 電磁界と既知の毒性要因との複合ばく露

不十分な証拠

遺伝子組み換え等の動物に RF ばく露する研究

不十分な証拠

移殖した腫瘍の促進

証拠がない

死亡率

証拠がない
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Ⅴ

WHO からの関連出版物

WHO では、電磁界の健康リスク評価と共に、リスクマネジメントへの貢献活
動として、これまでに 2 つの文書を作成した。これらの出版物は、各国政府の
電磁界に関する法令作成の際に考慮すべき事項および電磁界基準のあり方にとし
て取り纏めている。前者が、「電磁界防護のためのモデル法令」、後者が「健康を
根拠とする EMF 基準を策定するためのフレームワーク」である。将来電波防護
指針改定の場合の参考になる可能性があるので、これらを和訳し参考資料 1 お
よび 2 として添付した。また、IARC がヒトの発がん性評価の際に考慮すべき項
目が各モノグラフの Preamble（序章）に記載しているので、参考資料 3 として
添付した。
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序文
WHO 国際 EMF プロジェクトの国際諮問委員会のメンバーから、各国政府機
関 が電 磁界（ EMF） へ の人 体ばく 露を 制限す るこ とを可 能に するモ デル 法 令
（Model Legislation）の作成の必要性が表明された。そのようなモデル法令は、
加盟国が EMF の潜在的な影響から公衆および職業者を保護するための適切な方
策を導入する助けとなるであろう。

国際 EMF プロジェクトは、EMF ばく露から国民を防護するための適切な法
令を有しない国々を支援するため、防護の法的枠組みを提供するモデル授権法
（Model Act）とモデル規制（Model Regulation）を作成した。この両者から
成るモデル法令の重要な側面の 1 つは、EMF への人体ばく露を制限する国際基
準（ICNIRP ばく露基準）と電気機器の EMF 放射を制限する国際基準[IEC
（国際電気標準会議）および IEEE（電気電子学会）の電気機器 EMF 放射規
格]を用いていることである。

モデル法令は、所管大臣に問題の特定分野に対処するための規制、命令または
施行令を制定する権限を与える授権法を盛り込むという、立法者間で広く認めら
れた慣行に従って作成された。モデル法令（Model Legislation）は、次の 3 つ
の部分から成る。

・

モデル授権法（Model Act）－政府当局が周波数範囲 0～300GHz の電磁
界への人体ばく露を制限する規制および成文法を導入することを可能にする
もの。

・

モデル規制（Model Regulation）－電磁界（EMF）への人体ばく露を制
限するためにモデル授権法の下で許される適用範囲、ばく露限度および遵守
手続を詳細に規定したもの。

・

説明覚書（Explanatory Memorandum）－モデル授権法およびモデル規
制の立法趣旨を説明したもの。

政府当局が独自のばく露限度の策定を希望する場合は、WHO の「EMF 基準
を策定するためのフレームワーク」（WHO Framework for Developing EMF
Standards）を使用するかまたは考慮に入れることが望ましい。
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http://www.who.int/peh-emf/standards/framework/en/index.html を参照。

国際 EMF プロジェクトは、Dr Tom McManus に対し、モデル法令の作成に
当たって氏が払われた弛まぬ努力に謝意を表する。また、WHO の倫理・貿易・
人権・保健法部門からの支援にも、米国のジョージタウン大学とジョンズホプキ
ンズ大学の法律・公衆衛生センターからのコメントにも感謝している。さらに、
この草案に対してコメントを寄せられた関係者各位に対しても格別の謝意を表し
たい。
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１． モデル電磁界人体ばく露制限授権法
（Model Electromagnetic Fields Human Exposure Act）

Ⅰ
1.
1.1

総則
略称

本 法 は 、「 電 磁 界 人 体 ば く 露 制 限 授 権 法 」（ Electromagnetic Fields
Human Exposure Act）という名称で引用することができる。

2.
2.1

目的

本法の目的は、人体への電磁界ばく露に限度を設けることにより、電磁界
を発生する施設または機器からの既知の健康への悪影響に対する防護を与
えることにある。

3.
3.1

適用範囲

本法は、周波数 0～300GHz の EMF へのばく露から生じまたは生じる恐
れのある健康リスクから公衆および職業者を防護するための最低要件を設
定する。

3.2

本法は、診断受診中または医師の監督下で治療中の患者または軍人には適
用されない。

4.

定義

健康への悪影響（Adverse health effect）：ばく露された人間の短期または長期
の精神的、肉体的および／または全体的な安寧に対して有害な影響を与える生物
学的影響。
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執行機関（Agency）：本法に関して所管大臣に助言し、または大臣に代わって行
動する任務を与えられた組織。

基本制限（Basic Restrictions）：確立された健康影響を直接的な根拠として定
めた、電界、磁界および電磁界のばく露に関する制限。これらの制限を記述する
物理量は、電流密度（J）、比エネルギー吸収率（SAR）および電力密度（S）で
あり、周波数によって異なる。このうち、ばく露された個人について容易に測定
できるのは、空気中、すなわち体外の電力密度だけである。

遵守（Compliance）：本法または本法に基づく規制の要求を充足すること。
遵守宣言書（Declaration of Compliance）：宣言対象の機器または施設が本法
または本法に基づく規制の要求を充足していることを証言した文書で、供給業者、
製造業者または大臣の指定するその他の組織によって署名されたもの。

素子（Device）：EMF を発生する製品。
電磁界（Electromagnetic field、 EMF）：空間中でエネルギーを運びまたは蓄
える、電荷に力を及ぼすことにより自己発現する物理的実体。本法の目的上、
EMF に は 、 静 電 界 お よ び 静 磁 界 、 な ら び に 時 間 変 動 す る 周 波 数 範 囲 0 ～
300GHz の電界、磁界および電磁界が含まれる。

電子医療機器（Electro-medical equipment）：医師の監督下で患者を診察また
は治療するために用いられる電気機器、装置または人工器官。

機器（Equipment）：EMF を発生する工業用、商業用、消費用または医療用の
製品。

ばく露（Exposure）：ヒトを、体内の生理学的プロセスおよびその他の自然現
象から生じる以外の電界、磁界もしくは電磁界または接触電流の影響下に置くこ
と。
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ばく露限度（Exposure Limit）：電磁界に起因して生じる有害な生理学的反応に
対する防護のために課された EMF 人体ばく露の上限。ばく露限度は、ばく露を
恐れることから生じるその他の影響（たとえば心理学的影響）に対する防護は意
図していない。

健康（Health）：肉体的、精神的および社会的に完全な安寧状態にあることであ
り、単に疾病または虚弱でないということではない（WHO 憲章）。

施設（Installation）：EMF 発生源を含んでいる建造物。
大臣（Minister）：大統領または政府の長により、政府省庁の指揮監督の任務を
与えられた者。

職 業的ば く露 （ Occupational exposure ）： 就 労 中 に 個 人 が 経 験 す る す べ て の
EMF ばく露。

所有者（Owner）：EMF を環境または職場に放射する施設を所有しまたはその
運営の責任を負う者。

ファントム（Phantom）：実験的なばく露量測定に用いられる偽的な人体モデル
で、人体組織に相当する物質を含んでいるもの。

公衆（Public）：職業者、軍人、医療行為下の患者のいずれにも該当しないあら
ゆる者。

公衆ばく露（Public exposure）：職業的ばく露と医療行為中のばく露を除く、
公衆が経験するすべての EMF ばく露。

参考レベル（Reference Level）： 基本制限を超えている可能性があるかどうか
を判定するための実際的なばく露評価を行う目的で設定された EMF ばく露レベ
ル。ある参考レベルは測定および／または計算を使って関連する基本制限から導
き出されたものであり、またある参考レベルは EMF ばく露の知覚および有害な
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間接的影響に関するものである。

発生源（Sources）：EMF を発生する機器または施設。
特定発生源（Specified sources）：本法に基づく規制で言及される名称、性質ま
たは場所により特定される発生源。

監視（Surveillance）：EMF への人体ばく露のモニタリングまたは EMF 発生源
のモニタリング。

訓練された職業者（Trained worker）：就労中に EMF ばく露を受ける被用者ま
たは自営業者のうち、EMF 防護措置に関する必要な情報および訓練を受けてい
る者。

職業者（Worker）：就労中に EMF ばく露を受ける被用者または自営業者をいう。
職業者は、「訓練された職業者」と EMF 限度の超過が生じない区域における職
業者に分類できる。
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Ⅱ
5.
5.1

EMF ばく露限度と遵守手続
EMFばく露限度

本法の目的のため、基本制限と参考レベルに関する国際非電離放射線防護
委 員 会 （ International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP）の提言を、当該 EMF ばく露限度として採用しなけ
ればならない。

5.2

大臣は、EMF を放射する施設または機器が本法所定のばく露限度を遵守
することを確保するとともに、遵守を確保するための適切な措置を決定し
なければならない。

5.3

大臣は、ICNIRP の具体的提言を実施するための規制、必要な遵守措置、
および本法の規定にさらなる効果を与えるその他の要件を導入する権限を
有しなければならない。

5.4

本法に基づいて制定されたいかなる規制も国内全域に一律に適用されなけ
ればならない。

6.
6.1

遵守

大臣は、適切な遵守枠組みを設定するに当たり、第 6.2 条に関連して、以
下の施策を採用することができる。
a） 公衆および職業者のばく露量の測定および／または計算ならびにモニ
タリングのための監視要件を定めること
b）

発生源が EMF ばく露限度を遵守していない場合の緩和措置を定める
こ

と

c） EMF 発生源の測定とモニタリングを要求すること
d） ばく露限度が超過された場合の罰則を定めること
e） ばく露限度の遵守を確保するために必要なその他の方策を含めること
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6.2

第 6.1 条に加え、大臣は、施設または機器の製造者、輸入者、設置者また
は運用者に対し、測定、遵守宣言書または大臣が承認した団体の発行した
遵守証明書により、ばく露限度の遵守を証明するよう要求することができ
る。

6.3

大臣は、遵守手続の制定に当たり、EMF 放射製品の試験結果の相互承認
および受容に関する協定（それが存在する場合）を考慮に入れなければな
らない。

6.4

大臣は、大臣が本法に基づいて設定した遵守枠組みを執行することを目的
とする適切な団体または執行機関（「執行機関」）を設立しまたは指定する
ことができる。

7.
7.1

施行

大臣は、公衆の立ち入り可能な区域におけるばく露が EMF ばく露限度を
超える施設の所有者に対し、公衆の立ち入りの制限および／またはばく露
に寄与している発生源からの EMF 放射の低減に必要な方策を講じるよう
要求しなければならない。

7.2

施設の所有者は、就労中に EMF にばく露される職業者のうち「訓練され
た職業者」に分類されるべき者に対し、ばく露に関する必要な全ての情報
および訓練を与えるとともに、EMF ばく露限度の遵守のために必要な全
ての緩和方策について通知すべきである。

7.3

第 7.2 条により「訓練された職業者」に与えることが要求される必要な情
報および訓練を受けなかった職業者は、本法に基づいて公衆と同じ防護を
与えられる。

7.4

大臣は、本法の目的を損なわないことを条件として、EMF ばく露を低減
する念のための方策（予防的方策）をとることができる。
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7.5

第 7.4 条に基づいて採用された念のための方策（予防的方策）により、本
法所定のばく露限度が変更されるような拡張があってはならない。

8.
8.1

記録維持と情報提供

大臣は、執行機関（Agency）によってまたは執行機関に代わって実施され
たばく露測定の記録を維持しなければならない。

8.2

大臣は、執行機関が本法の規定に関連した適切と考えられる情報、測定値
またはその他の事項を公表しまたは頒布することを許可することができる。

9
9.1

発効日

本法は、適切な慣習および慣行に従って[xxxx 年 xx 月 xx 日]に発効する。
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２.モデル EMF 人体ばく露限度規制
（Model Human EMF Exposure Limit Regulation）

I

総則

1.

略称

1.1

本 規 制 は 、「 [xxxx 年 ] EMF 人 体 ば く 露 限 度 規 制 」（ Human EMF
Exposure Limit Regulation of [date]）という名称で引用することができ
る。

2.
2.1

目的および目標

本規 制は、「[xxxx 年]電磁 界人体ばく露制限授権法」（Electromagnetic
Fields Human Exposure Act of [date]）に基づく規則である。

2.2

本規制の目的は、公衆および職業者を、居住環境および職業環境における
電磁界ばく露から生じる健康への悪影響から防護することである。

3.
3.1

適用範囲

本規制は、
次の者のための EMF ばく露限度を設定する。

3.2

a）

公衆の立ち入り可能な区域における公衆

b）

職場における職業者

本規制は、診断用または治療用の機器からの EMF ばく露を受けている医
療行為下の患者または軍人には適用されない。

4.

定義
電磁界人体ばく露制限授権法第 4 条の定義が本規則にも適用される。
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Ⅱ
5.
5.1

ばく露限度および遵守手続
EMFばく露限度
本規制では、次の 2 種類の EMF ばく露限度が設けられる。
a）

常に遵守することが望ましい基本制限

b）

基本制限が超過されない限り、時には超過してもよい参考レベル

[注釈：基本制限は、場合によっては直接の測定が困難な量である。基本制
限の値は数学的方法を使って計算するかまたはファントムによって測定す
るしかない場合が多い。対照的に、参考レベルは、様々な科学的計測器に
よって容易に測定できる量として表現することができる]。

5.2

公衆の立ち入りが可能な区域における公衆ばく露に関する基本制限は、表
1 の「基本制限－公衆ばく露」に示すとおりである。

5.3

公衆の立ち入りが可能な区域における公衆ばく露に関する参考レベルは、
表 2 の「参考レベル－公衆ばく露」に示すとおりである。

5.4

職業環境における「訓練された職業者」のばく露に関する基本制限は、表
3 の「基本制限－職業的ばく露」に示すとおりである。

5.5

職業環境における「訓練された職業者」のばく露に関する参考レベルは、
表 4 の「参考レベル－職業的ばく露」に示すとおりである。

6.
6.1

遵守手続

公衆の立ち入りが可能な区域は、EMF ばく露が表 2 の参考レベル以下で
ある場合には、本規制を遵守している。

6.2

公衆の立ち入りが可能な区域において EMF ばく露が表 2 の参考レベルを
超える場合には、EMF ばく露が基本制限を超えているかどうかを確定す
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るための評価が実施されなければならない。EMF ばく露が表 1 の基本制
限以下である場合は、当該区域は本規制を遵守している。

6.3

公衆の立ち入りが可能な区域は、EMF ばく露が表 1 の基本制限を超える
場合には、本規制を遵守していない。そうした区域に対しては第 9 条に基
づく方策がとられる。

6.4

評価によって健康への悪影響のリスクが存在しないことが証明されない限
り、下記のいずれかの区分に該当する職業者は、職業環境において、公衆
に適用されるのと同じ EMF ばく露限度－すなわち表 1 の基本制限と表
2 の参考レベル－の適用を受けなければならない。
a）公衆に提供されるサービスの性格のゆえに公衆と区域または環境を共に
する職業者
b）自分の妊娠を雇用主に告げた女性職業者
c）職場の EMF ばく露レベルから有害な干渉を被ることが知れている金属製
の人工器官、心臓ペースメーカー、心臓除細動器またはその他の電子医
療機器を体内に持つ職業者
d）表 1 の基本制限が超過される可能性のある区域において職場の作業手続
に関する適切な訓練を受けていない職業者

6.5

第 6.4 条に列挙された職業者区分のいずれにも該当しない職業者の受けて
いる EMF ばく露が表 4 の参考レベル以下である職場は、本規制を遵守し
ている。

6.6

第 6.4 条に列挙された職業者区分のいずれにも該当しない職業者が表 4 の
参考レベルを超える EMF にばく露されている職場では、EMF ばく露が基
本制限を超えているかどうかを確定するための評価が実施されなければな
らない。EMF ばく露が表 3 の基本制限以下である場合は、当該職場は本
規制を遵守している。

6.7

第 6.4 条に列挙された職業者区分のいずれにも該当しない職業者が表 3 の
基本制限を超える EMF にばく露されている職場は、本規制を遵守してい
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ない。そうした職場に対しては第 9 条に基づく方策がとられる。
6.8

本規制の遵守は、直接の測定、型式試験、計算またはモデリングによって
検証しなければならない。検証は、モデル法第 6.4 条に定める執行機関の
要求に従って行わなければならない。

7.
7.1

報告および測定

本規制の遵守を確定するためのすべての測定および／または評価は、執行
機関が自ら実施するかまたは承認し、大臣に報告しなければならない。測
定および／または評価が実施され、EMF ばく露レベルがその後増加しな
い限り、その結果は大臣が定める期間にわたって効力を持続する。

7.2

大臣は、第 7.1 条の目的のため、モデル法第 6.4 条に基づいて設置された
執行機関に対し、大臣の権限の全部または一部を委譲することができる。

7.3

遵守の検証は、通常の運転条件下で発生する最高レベルの EMF ばく露に
つながる条件（すなわち最悪ケースの条件）に基づいて、国際的に認めら
れた測定と評価のプロトコルを採用することが望ましい。 [注釈：適切な国

際プロトコルには、CENELEC、IEC および IEEE によって制定されたも
のが含まれる]。
7.4

測定が最悪ケースの条件下で行われなかった場合には、測定値に基づいて
最悪ケースの条件下での EMF ばく露が計算されまたは外挿されることが
望ましい。測定および／または計算に当たっては、適切なプロトコルを用
い、複数の発生源および複数の周波数へのばく露を考慮に入れることが望
ましい。

7.5

公衆または職業者の EMF ばく露を著しく増加させそうな変化が起こった
場合－たとえば区域内に EMF を発生させる機器または施設の追加があ
った場合－には、さらなる測定および／または評価が要求されるかもし
れない。
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Ⅲ
8.

責任および施行
責任

8.1

大臣は、執行機関の助言に基づいて、公衆および「訓練された職業者」の
ための EMF ばく露限度の遵守を監視する適切なプログラムを設定しなけ
ればならない。

8.2

大臣は、前条により設定したプログラムおよびプログラム支援のために行
われた活動の詳細を毎年公表しなければならない。

9.

施行

9.1

大臣は、公衆と職業者の両方の立ち入りが可能な区域が本規制に従ってい
ない場合には、当該区域に対して適切な方策をとる決定を下さなければな
らない。そうした方策には、以下のものを含めることができる。
a）

表 2 の公衆の参考レベルが超過されそうな区域の境界を拡張し、当該
区域への公衆の立ち入りを制限すること

b）

適切な標識、警告および公示の使用を要求すること

c）

技術的または行政的管理

d）

執行機関により助言されたその他の措置

10.
10.1

記録の維持

執行機関は、執行機関が自らもしくは執行機関に代わる他の者が行った、
または認められたその他の者が行った EMF ばく露の測定および評価の記
録を維持しなければならない。

10.2

執行機関は、第 10.1 条に基づいて取得した情報を、プライバシー保護法
令を考慮に入れつつ、公衆が容易にアクセスできる形式で公表しなければ
ならない。
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11.

発効日
本規制は、慣習および慣行に従って[xxxx 年 xx 月 xx 日]に発効する。
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附属書
Ⅰ

表 1～4

基本制限および参考レベル

[注釈：1998 年の ICNIRP ガイドラインまたはその最新版から該当する表
を引用して挿入すること]

Ⅱ

測定と評価
測定または評価の方法としては、IEC、CENELEC または IEEE のような
国 際 基準 制定 機 関に よっ て 策定 され た もの を用 い るこ とが 望 まし い。 [注

釈：この附属書は、参考レベルの測定もしくは計算または基本制限の評価に
携わる者を支援するために利用できる基準およびガイドラインを特定する。
加えて、この附属書は、複数の発生源および周波数にも対処する]。
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３．説明覚書（Explanatory Memorandum）
このモデル法令は、加盟国が健康への悪影響を生じる可能性のあるレベルの電
磁界（EMF）ばく露から国民を防護するための適切な法令を制定する助けとな
るよう作成された。

モデル法令（Model Legislation）はモデル授権法（Model Act）とモデル規
制（Model Regulation）から成る。この説明覚書は、モデル法令の作成に当た
って採用されたアプローチを説明するものである。モデル授権法とモデル規制の
整合的な関係を維持するため、モデル法の条番号とモデル規則の条番号をできる
だけ同じにする努力を払った。たとえば、ばく露限度はモデル授権法とモデル規
制のどちらでも第 5 条で規定されている。

Ⅰ

モデル授権法（Model Act）

モデル授権法の目的は、電磁界（EMF）への過度のばく露から人間の健康を
防護することである。モデル授権法に基づき、大臣（Minister）と呼ばれる最
終権限者がこの目的の達成に必要な方策を決定することができる。具体的な詳細
方策は、モデル授権法に基づく規制（Regulation）で規定される。モデル授権
法を構成する条項の順序と性質は、とられた立法アプローチの論理を反映してい
る。

条項

略称
第 1.1 条 は 、 モ デ ル 授 権 法 を 「 電 磁 界 人 体 ば く 露 制 限 授 権 法 」
（Electromagnetic Fields Human Exposure Act）という名称で引用できるこ
とを規定している。

目的
第 2.1 条 は 、 モ デ ル 授 権 法 の 目 的 は 、 国 際 非 電 離 放 射 線 防 護 委 員 会
（ICNIRP）によって策定された国際的に認められた人体ばく露限度を確立する
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ことにある旨を述べている。

適用範囲
第 3 条は、モデル授権法が、規定された周波数範囲の EMF ばく露から公衆を
防護するための最低要件を規定していること、ただし、EMF を使用した医療行
為下の患者または軍人には適用されないことを述べている。

定義
第 4 条は、モデル授権法の中で用いられる様々な句、語および専門用語を定
義している。

EMFばく露限度
第 5.1 条は、国際的に認められた ICNIRP 提言を国内法令として成文化した
ものである。

第 5.2 条をはじめとする数多くの条項が「大臣（Minister）」に言及している。
ここで、異なった大臣が、たとえば下記のように、それぞれに異なる EMF 発生
源に関連する事項を所管していることにかんがみ、各国レベルで各条項の規定に
適切な大臣を正確に反映させるための調整が必要なことに留意することが望まし
い。
（a） 保健大臣（Minister for Health）－EMF を利用しまたは放射する
電子医療機器の規制に関する事項、および（本法に別段の定めがある場
合を除き）本法の執行に関する事項
（b）

通信大臣（Minister for Communications）－電気通信およびラジ

オ放送に関する事項
（c）

通商産業大臣（Minister for Trade and Industry）－産業用 EMF

発生源に関する事項
（d）

環境大臣（Minister for Environment）－物理的因子の環境レベ

ルに関する事項
（e）

運輸大臣（Minister for Transport）－鉄道、航空管制、航空通信

および海上通信に関連する EMF 発生源に関する事項
（f）

海洋資源大臣（Minister for Marine Resources）－海上航行およ
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びその他の海洋ベースの EMF 利用に関する事項
（g）

国防大臣（Minister for Defense）－EMF の軍事利用に関する事

項
（h）

雇用（または労働）大臣（Minister for Employment （or Labor））

－職業者の EMF 発生源へのばく露および職業健康安全に関する事項
（i）

エネルギー大臣（Minister for Energy）－発送電に伴う EMF の

ばく露および発生に関する事項

第 5.2 条は、大臣にばく露限度の遵守を確保することを義務付けている。第
5.3 条は、大臣に必要な規制を導入する権限を与えている。第 5.4 条は単に、規
制の全国一律の施行を規定している。

遵守
第 6.1 条は、大臣が遵守枠組みの設定に当たって適切と考えるであろう一連の
施策オプションを列挙している。

第 6.2 条は、大臣が試験その他の方法による遵守証明を要求すべきと定めてい
る。

第 6.3 条は、EMF 発生製品の試験結果の相互承認および受容に関する協定を
考慮に入れる要件を遵守手続に組み入れることを規定している。

第 6.4 条は、大臣が設定した遵守要件を執行するための団体または執行機関を
設立しまたは指定する権限を大臣に与えるものである。

施行
第 7.1 条は、大臣が、施設の所有者に対し、公衆の立ち入り可能な区域での遵
守の達成を確保することを要求すべきと定めている。

第 7.2 条は、施設の所有者に対し、施設に立ち入る職業者にばく露に関する必
要な情報および訓練を与えることを義務付けている。
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第 7.3 条は、職業者が第 7.2 条にいう訓練および情報を受けていない場合には、
公衆と同じ防護を与えられるべきことを規定している。

第 7.4 条は、大臣に対し、WHO の 「科学的に不確実な分野における公衆衛生

政 策 オ プ シ ョ ン の ガ イ ド の た め の フ レ ー ム ワ ー ク 」（ WHO Framework for
Guiding Public Health Policy Options in Areas of Scientific Uncertainty）
と整合する念のための方策（予防的方策）を採用する裁量権を与えている。

第 7.5 条は、念のための方策（予防的方策）は本法所定の EMF ばく露限度を
変更するものではないことを規定している。

記録の維持
第 8.1 条は、実施されたばく露測定の記録維持を規定している。
第 8.2 条は、大臣に対し、執行機関が測定結果およびその他の適切と考えられ
る関連資料を公表することを許可する権限を与えている。

発効日
第 9.1 条は、本法が立法当局の定める日に発効する旨を定めている。
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Ⅱ

モデル規制

モデル規制は、公衆と職業者の居住環境および労働環境における EMF ばく露
を扱っている。

モデル EMF 人体ばく露限度規制は、公衆のための一組のばく露限度と、それ
よりは厳しくない「訓練された職業者」のための一組のばく露限度を定めている。
後者のばく露限度は、職場における EMF ばく露について十分に知らされている
訓練された職業者に対してのみ適用される。そうでない職業者は、訓練を与えら
れていないか、または予期されるばく露レベルに照らして訓練が不必要と考えら
れた場合には、公衆と同等の扱いを受ける。

ばく露限度は、参考レベルと基本制限という 2 つの構成部分から成る。EMF
人体ばく露が体内にあって容易には測定できない基本制限というパラメータで表
されるため、このような構成が必要となる。この問題を克服するため、体外の
EMF 測定値として容易に測定できる参考レベルが導入された。各参考レベルは、
特定の状況下で体内での基本制限への接近を生じさせる外部電磁界に対応してい
る。しかし、外部電磁界が参考レベルを超過したとしても必ずしも常に基本制限
が超過されたことを意味するものではなく、遵守を検証するために物理的モデル
またはコンピュータモデルを使ったさらなる計算または測定が必要であることを
意味するだけである。http://www.icnirp.org/documenta/emfgdl.pdf を参照。

本規制において、公衆の EMF ばく露に対処する責任は、モデル授権法に基づい
て設置される執行機関（Agency）に課される。職業的ばく露に対処する責任は、
執行機関の監督対象である雇用主に課される。

条項

略称
「モデル EMF 人体ばく露限度規制」（Model Human EMF Exposure Limit
Regulation）
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目的および目標
居住環境および労働環境における EMF ばく露の健康への悪影響から人々を防
護すること。

適用範囲
本規則は、公衆の立ち入り可能な場所における EMF ばく露（第 3.1 条 a 項）
および職場における職業者のばく露（第 3.1 条 b 項）に限度を設ける。本規則は、
医療行為下の患者または軍人には適用されない（第 3.2 条）。

定義
モデル授権法第 4 条の定義が本規制にも適用される。

ばく露限度
第 5 条は、ばく露限度は参考レベルと基本制限の 2 つの構成部分から成るこ
とを述べている（第 5.1 条）。公衆のためのばく露限度は表 1 と表 2 に示されて
おり（第 5.2 条および第 5.3 条）、職業的ばく露の限度は表 3 と表 4 に示されて
いる（第 5.4 条および第 5.5 条）。

遵守手続
公衆ばく露に関しては、EMF ばく露が参考レベルを超過しない区域は、本規
則を遵守している（第 6.1 条）。参考レベルが超過された区域は、基本制限が超
過されたかどうかを決定するための評価の実施を要求される（第 6.2 条）。評価
の結果として基本制限が超過されていないことが決定された区域もまた、本規則
を遵守している（第 6.2 条）。しかし、基本制限が超過されている区域は本規則
を遵守しておらず、そうした区域に対しては第 9 条に基づく方策がとられる
（第 6.3 条）。
職業的ばく露に関しては、追加的な評価が実施されない限り、職業的な EMF
ばく露に関して公衆と同じ防護を与えられる区分の職業者が存在する（第 6.4
条）。これらの区分には、公衆の立ち入りが可能な職場の職業者（第 6.4 条 a 項）、
妊娠した職業者（第 6.4 条 b 項）、金属製インプラントを持つ職業者（第 6.4 条
c 項）、およびばく露が公衆に関して許されているばく露限度を超える可能性の
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ある区域で働くために必要な情報と訓練を与えられていない職業者（第 6.4 条 d
項）が含まれる。

訓練された職業者に関してはより高いばく露限度が適用されるが、ばく露が参
考レベル以下である職場は本規則を遵守している（第 6.5 条）。参考レベルが超
過された場合は、基本制限が超過されたかどうかを決定するために評価が実施さ
れなければならない（第 6.6 条）。評価の結果、超過が生じていないと決定され
た場合には、職業的ばく露は本規則を遵守している（第 6.6 条）。基本制限が超
過された場合には、その職場は本規制を遵守していない。そうした職場に対して
は、第 9 条に基づく緩和方策がとられなければならない（第 6.7 条）。

最後に、遵守は、測定、計算またはモデリングによって検証することができる
（第 6.8 条）。

報告および測定
すべての測定および評価は、所管の大臣によって指定された執行機関によって
実施されまたは承認されなければならない（第 7.1 条）。大臣は、指定の権限を
執行機関に委譲することができる（第 7.2 条）。測定は、通常の状況下で最高の
ばく露時に行われなければならない（第 7.3 条）。しかし、これが可能でない場
合には、EMF ばく露は外挿計算によって評価することができる（第 7.4 条）。
電磁界発生源の数または出力の著しい増加があった区域では、さらなる測定を行
わなければならない（第 7.5 条）。

責任
執行機関は、公衆の EMF ばく露をモニターするためのプログラムを策定する
ことが要求される（第 8.1 条）。また、このプログラムおよびプログラム支援の
ために行われた活動の詳細を毎年公表しなければならない（第 8.2 条）。

強制
公衆と職業者の両方の立ち入りが可能な区域が本規制を遵守していない場合に
は、当該区域は公衆の立ち入りを制限するかまたはばく露を遵守状態に戻すため
の方策が講じられなければならない（第 9.1 条）。そうした方策には、ばく露限
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度が超過された区域を定義すること（第 9.1 条 a 項）、警告（第 9.1 条 b 項）、技
術的または行政的管理（第 9.1 条 c 項）、および執行機関により勧告された方策
（第 9.1 条 d 項）を含めることができる。

記録の維持
執行機関は、公衆の EMF ばく露のすべての測定および評価に関する情報およ
び参考レベルが超過された区域の詳細をデータベースの中に維持し（第 10.1
条）、公衆が利用できるようにしなければならない（第 10.2 条）。

発効日

立法当局の定める日。
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序文
電磁界 （EMF） の健康影響の理解は、環境衛生分野における世界保健機関
（WHO）の付託の範囲に含まれる。WHO の目的は、生物学的・化学的・物理
的ハザードから防護された、安全・持続可能・健康増進を謳う人類環境を各加盟
国が達成するように支援することである。この流れの中で、EMF ばく露の健康
影響に関する一般の懸念に応えて、1996 年に WHO に国際 EMF プロジェクト
が設立された。

WHO 国際 EMF プロジェクトは、EMF 基準の設定の規準を明確にし、健康
を根拠とする EMF 基準策定のフレームワークを構築するために、60 以上の
国々をひとつにまとめる独自の機会を提供してきた。EMF プロジェクトの目的
は、すべての人々に同一あるいは同レベルの健康防護を提供するばく露限度その
他の管理方策の構築を推奨するものである。6 つある WHO の地域区分全てにお
いて基準構築の会議が開かれ、このフレームワークへの取り込みのため、世界中
の科学者や政府当局者から情報を入手した。

WHO は国際基準の適用を強く促進しているが、一方で、独自の基準の策定あ
るいは改良が必要と感じている国々もある。このフレームワークは、EMF につ
いての新たな基準を策定している、または、自国の基準の根拠をレビューしてい
る、あるいは、参考レベルや安全係数のような特定の数値を再検討している国家
諮問機関や規制組織を対象としたものである。このフレームワークの目的は、
EMF ばく露から公衆や職業者の健康を防護するであろう科学を根拠とするばく
露限度を如何にして策定するかについて助言を与えることである。

国 際 EMF プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る 更 な る 情 報 は 、 WHO の ウ ェ ブ サ イ ト :
http://www.who.int/peh-emf/en/から入手可能である。
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基準フレームワークの必要性
発電と送電事業の拡大、新しい通信システムの開発、医療機器や産業機器の発

展に伴い、我々人間はますます電磁界 （EMF） にばく露されるようになってい
る。人間の健康に与える EMF の潜在的な悪影響については、数十年間にわたる
調査研究で取り組まれてきているが、ばく露基準の策定は比較的最近のものであ
り、各国の基準はまちまちとなっているというのが現状である。

貿易のグローバル化と EMF を放射する技術の利用の急激な拡大により、各国
のばく露ガイドラインや基準に見られる差異に焦点があてられている。場合によ
っては、これらの相違は大きい。全世界の EMF 基準における一部の不一致は、
自国のデータベースだけを使用すること、個々の研究結果を受諾・評価する際の
判定規準の違い、公衆衛生基準の策定のための科学的データの様々な解釈や異な
る考え方から生じている。EMF ばく露ガイドラインにおけるこうした相違の一
部は、それぞれ異なる地域間での科学者どうしのコミュニケーションの欠如およ
び特定の社会的相違を反映したものかもしれない。

各国が定めた限度値と国際的なガイドラインとの著しい不一致は、規制当局と
政策立案者側に混乱を生じさせ、一般公衆の不安を募らせ、さらに各市場にそれ
ぞれの製品を適合させる必要がある通信システムの製造業者や事業者に課題を突
きつけている。これらの要因は、合理的な科学的根拠のあるプロセスを使用して、
世界保健機関（WHO）が健康を根拠とする EMF ばく露基準を策定するための
フレームワークの構築に乗り出す動機となった。

1.1. 導くための考え方
WHO は、すべての人々に同一あるいは同レベルの健康防護を提供する、ばく
露限度と他の管理方策の策定を奨励している。また、国際非電離放射線防護委員
会（ICNIRP）のガイドラインも支持しており、この国際的なガイドラインを採
用するように加盟諸国にも働きかけている。ただし､加盟諸国が独自基準の策定
を希望するならば、このフレームワークを指針として使用することができる。
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1.2. 目

的

健康を根拠とする EMF 基準を策定するためのフレームワークは、EMF ばく
露から人々の健康を防護する科学的根拠のあるばく露限度を策定する方法につい
て助言を提示するものである。このフレームワークは、新たな EMF 基準を策定
または独自の既存の基準の根拠をレビューしている国家諮問機関や規制機関を対
象としている。

1.3. 適用範囲
このフレームワークは、定量的なばく露基準をいかにして策定できるかについ
て対処するものである。図 1 に示すように、このプロセスの一般的な手順には、
科学的文献の評価、閾値レベルの確定、リスクにばく露されている異なる人口集
団に対する安全係数の選択、ばく露限度の導出が含まれる。また、全体的な基準
の実現可能性、適合性遵守の手順、予防的方策の使用に関する他の検討事項にも
対処している。

本文書には、以下は含まれていない。
-

測定原理や測定実施方法に関するガイダンス

-

機器の設計を含めた、電磁環境両立性 （EMC） にかかわる問題

-

診療を受けている患者のばく露

-

特殊な機器の放射限度の策定
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2

EMF 基準
基準とは、規制とガイドラインの両方を合わせた一般的な用語であり、個人ま

たは集団の安全を増進するための一連の仕様もしくは規則と定義できる。健康を
根拠とする EMF 基準の最終目標は、人間の健康を防護することである。しかし
ながら､EMF への人間のばく露を制限する様々な基準が存在することについて、
しばしば混乱が生じている。

2.1. ばく露、放射、測定にかかわる基準
EMF 基準では、機器からの 放射 限度、もしくは生活環境や労働環境において
EMF を放射する全機器からの人間への ばく露 限度を規定することが可能である。

ばく露基準 は一般に、EMFを放射する機器（その数量は問わない）からの全身
または局所的なばく露の最大許容レベルを指す、人体の防護に関する基本的な基
準である。この種類の基準は通常、安全係数を採り入れており、さらに個人のば
く露を制限するための基本的な目安を提示している。こうした基準は、国際非電
離 放 射 線 防 護 委 員 会 （ ICNIRP,

http://www.icnirp.org ）、 電 気 電 子 学 会

（IEEE）／国際電磁気安全委員会（International Committee on
Electromagnetic Safety； （ICES, http://grouper.ieee.org/groups/scc28/ ）、
ならびにその他多くの国家当局によって策定されている。

放射基準 は、電気機器に関する各種の仕様を設けるものであり、一般的に、例
えば他の機器への電磁障害を最小限に抑えたり、機器の効率を最適化したりする
ことを目的とする、工学的な検討事項に基づくものである。いくつかの放射基準
が、IEEE、国際電気標準会議 （IEC, http://www.iec.ch/ ）、欧州電気技術標準
化委員会 （CENELEC, http://www.cenelec.org ） ならびに各国の標準化当局
により策定されている。

放射制限は、特にばく露限度への遵守を確実にすることを目標としているものの、
明確には健康にかかわる検討事項には基づいていない。一般的に、放射基準は、
ある機器からの放射へのばく露の総計が、例え他の EMF 放射機器の近傍でも、
その利用によりばく露限度を超えないように十分に低いレベルとなるのを確保す
ることを目的としている。
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測定基準 は、ばく露基準や放射基準への遵守を確保する方法について記述する
ものである。これらの基準は、例えば、携帯電話の SAR 値を対象にしたファン
トム測定といった、装置や製品に起因する EMF ばく露の測定方法に関するガイ
ダンスを提示するであろう。EMF 測定基準は、 IEC、IEEE、CENELEC、国
際電気通信連合 （ITU） ならびに他の標準化団体により策定されている。

2.2. 自発的基準と義務的基準
国別で見ると、EMF へのばく露に関する規制は、大まかに言って自発的方法
と義務的方法のいずれかに分類できる。

自発的な方法には、法的に義務付けられていないガイドライン、指令、提言が
含まれており、一般的に法的効力はない。ICNIRP、IEEE 等の団体が策定した
国際ガイドラインは、各国当局にガイダンスを提示するものであり、当該国がそ
うしたガイドラインを自国の法令に取り入れてから、初めて法的拘束力が発効す
る。

強制的、義務的あるいは法的な拘束力を有する方法には、法律、法令、規制、
施行令、決議事項、布告が含まれており、法的枠組みを必要とするものである。
義務的基準を確実に遵守するための手順が存在することが望ましい。EMF ばく
露基準の場合、当局は通常、職場や他の場所での計算や測定を通じて、適合性遵
守のチェックを義務付けている。放射基準の場合、機器の適合性遵守は通常、そ
の製造業者によって認証される。
現 時 点 で は 、 電 離 放 射 線 を 対 象 に し た 「 国際基 本安 全基準 （ International

Basic Safety Standards ）」（IAEA,1996 年） のような、EMF に関する国際
的な義務的基準はない。ただし､ITU は電気通信事業に関して、国家基準がまっ
たく存在しない場合には、ICNIRP のガイドラインを採択するように勧告して
いる（ITU, 2004 年）。国家基準と、これらの基準におけるばく露限度の様々
な根拠との間に見られる大きな差異を考慮して、WHO の EMF プロジェクトは、
既存の国際基準を奨励させること、そして同時に、各国当局による国際的な
EMF 基準または独自の基準の制定を可能とする法令モデルを策定することがよ
り有益だと感じている。この法令モデルの詳細については、
http://www.who.int/emf/standards/emf_model/en/ にアクセスのこと。
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2.3. 基準の必要性の確定
WHO は、加盟諸国が人々への EMF のばく露と機器からの EMF 放射の双方
を制限する国際的な基準を採用するように強く勧告している。ばく露限度に迫る
レベルの EMF を放射する特定機器に関する国際的な放射基準が存在しない場合、
加盟諸国は適切な国際機関を通じて基準の策定を積極的に推進すべきである。

国際基準の採択を望まない加盟諸国は、独自の基準を策定する理由とその価値を
慎重に考慮してから、この長期にわたるプロセスに着手すべきである。国家基準
を策定する前に取り組むべき課題には、下記のようなものがある。

-

国際的基準により、適切な防護が本当に得られないのか？

-

国家基準を策定するにあたり、健康にもたらされる利点は何か？

-

個別でより厳格な国家基準および補足的な適合性遵守手順の策定が、公
衆衛生と具現化の観点から見て本当に費用対効果が高いものなのか？

-

より保守的な限度が、健康に有意な便益をもたらしうる新技術の導入、
および国際貿易に対する障壁となるのか？

-

その根底にある理由が一般公衆の懸念に由来するものである場合、そう
した新しい規制もしくはガイドラインの存在と実施により問題が軽減さ
れるのか？

3 - 科学的研究の評価
基準の策定にとりかかる前に、生物学的影響に関して入手可能な科学的文献を
徹底的にレビューしなければならない。本章では、健康への影響と生物学的影響
を区別し、選択することが望ましい文献とその評価方法を特定し、バイアスに関
して考えられる諸問題を明確にする。

3.1. 生物学的影響と健康ハザード
WHO 憲章（1946 年制定）によれば、「健康とは完全な身体的、精神的および
社会的安寧の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」とある。

生物学的影響は、EMF へのばく露に対する何らかの生理的反応である。この
影響の中には、通常の生理的な範囲内での微細な反応もあれば、病的状態に至っ
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てしまうものもあるが、一方で、人によっては有益な結果をもたらすものもある。
EMF へのばく露により生じる不快感や不快症状は、それ自体では病的なもの
ではないかもしれないが、実体化した場合、当人の身体的および精神的な安寧に
影響を与えかねないものとなり、その結果生じた影響は健康ハザードだと見な
されるかもしれない。このため健康ハザードは、人体の補正メカニズムを越えた
健康影響をもたらす生物学的影響と定義され、健康や安寧にとって有害なもので
ある。

3.2. 科学データの種別と階層
ヒトへの EMF ばく露を制限するばく露基準は、生物学、疫学および医学、な
らびに物理学および工学を含めた、様々な学術分野の保健科学から得られた研究
結果に基づくものである。これらの学術分野はいずれも、可能性のある健康への
悪影響を特定する上で、ならびに防護の必要性およびその適切な水準に関する情
報を提供する上で、個別的かつ集合的に重要な役割を果たしている。基準は、
EMF からの生物学的影響、物理的特性と発生源、結果的なばく露レベル、リス
クにさらされた人々に関する情報を提供する研究と関連している。

これらの各種研究と人の健康ハザードとの関連性はそれぞれ異なる。疫学研究
は、人口集団における疾病の分布およびその分布に影響をもたらす要因に関する
もので、ある因子にばく露された人々の健康に関する直接的な情報が得られ、最
大の「重み付け」が与えられる。ただし､疫学研究はバイアスと交絡により影響
を受けることがあり、観察によってもたらされる性質上、証拠が強い場合を除い
て因果関係を推察することが困難になっている。
ボランティアを使った実証的研究では、急激なばく露の過渡的な生理的影響に
関する貴重な洞察が得られるが、倫理上の理由により、これらの研究は通常、対
象が健康な人々に限られる。動物、組織、細胞培養に関する研究も重要であるが、
重み付けはやや軽い。動物実験は、潜在的な健康影響に関する定性的情報が得ら
れると期待されることが多いが、そのデータは主に種の違いのため、リスクの定
量的推定値が得られるような外挿はできない場合がある。ただし､IARC （1995
年） が、何らかの生物学的、化学的または物理的因子へのばく露による発がん
リスクが少なくとも 2 つの異なる動物種において特定されている場合、そうし
た因子が人にがんを生じる可能性があると見なしている点に留意することが望ま
しい。細胞レベルで行われる研究は通常、相互作用のメカニズムを調査するのに
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使用されるが、それのみでは生体内の影響に関する証拠と同様には扱われないの
が一般的である。しかしながら、いずれの種類の研究も、概念的な健康リスクに
関する科学的もっともらしさを確定する上で役割を担っている。

3.3. 科学文献のレビュー
包括的かつ批判的な科学的レビューが、適切なあらゆる科学的研究分野の有識
者で構成される委員会によって実施される必要がある。

個々の研究を評価するにあたり、それらを健康リスク評価のためのデータベー
スに組み入れる価値があるかどうかを決定するための判定規準が策定されている。
包括的な評価を確保するには、ばく露量測定、生体外研究、生体内研究、ボラ
ンティア研究、疫学研究について IEEE が使用しているような、標準的なレビ
ュー様式を使用するのが有益であろう。下記に個々の研究を対象にしたいくつか
の選択規準を示す。また、研究結果の評価において発生しうるバイアスを、表 1
に示す。

-

研究デザインの質： 研究結果を評価する際、研究のデザインおよび検出力が
与えられたばく露条件下で影響を検出するのに十分なものであったかどうか
を検証することが重要である。例えば、影響が何ら示されなかった研究には、
デザイン上欠陥があったか、あるいは影響を示す十分な検出力（例えば、使
用した動物数や繰り返した試験の回数）がなかったかもしれない。一方で、
影響が示された研究も、そうした影響が、当該研究における別の何らかの要
因やバイアスではなく、本当に EMF ばく露に起因するものであったかどう
かを決定するための評価を受けなければならない。付録に記載した、ヒト、
動物そして細胞にかかわる研究を対象にした一連の判定規準は、あくまでも
目安として用いられることを意図したものである。結果が陽性でも陰性でも、
同じ判定規準を使って同じ方法で評価されなければならない。

-

研究実施の質： すべての研究は、適宜、優良試験所基準 （GLP） を用いた
実施要綱に従って厳格に実施されなければならない。
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-

報告の質： 一般的に、刊行物には、目的と作業仮説に関する明確な記述、ば
く露方法に関する内容説明、実験デザインと統計分析、生物学的システムと
実験手順に関する詳細な説明を盛り込むことが望ましい。

-

査読付刊行物： 査読された科学的研究を、一般的に情報が乏しい会議要約書
よりも優先的にレビューに盛り込むことが望ましい。たとえ査読の厳格さが
科学専門誌によって大きく異なるとしても，同分野の研究者が研究の質を判
断す
るメカニズムとして，査読は受領された論文の質を公表前に改善することで
公表された科学の基準を維持するのに貢献している。

-

基準の実用性： レビュー委員会の重要な職務の 1 つは、基準制定に対する当
該研究の関連性を評価することである。多数の論文には、卓越した研究が記
述されているが、例えば、確立されている健康への悪影響に関する限度値を
大きく超える電磁界レベルでの影響についての研究など、基準制定には不適
切な場合がある。
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表 1 研究調査結果を評価する際に生じる可能性があるバイアス

地理的なバイアス： レビュー委員会は、全世界で発行される科学文献を包
含するよう努力することが望ましく、刊行物が英語圏の人々にとってアク
セスが容易でないことから引用されないことが多い他の国々（ロシアや中
国など）からの研究も含めるべきである。

刊行上のバイアス：専門誌は、反応がないと報告する論文よりも、陽性の
データを報告する論文の方に偏る傾向があるかもしれない。こうした刊行
上のバイアスは、不均衡なデータベースを生じる可能性がある。仮にデー
タベースにあるすべての研究結果が陽性で、陰性の研究結果が存在しなけ
れば、まったく影響のない閾値が特定されず、限度を設定することはでき
ない。科学的証拠を評価する上で、陰性の結果（影響がまったく観察され
なかったもの）は、陽性の研究（影響が観察されたもの）と同様に有用な
ので、良好にデザインされ実施された研究は、その結果に関わらず発行さ
れることが望ましい。

3.4. 総合的なリスク評価
これらの研究の解釈は、科学界と別の分野に多種多様の意見が存在するため、
物議を醸しかねないものである。できるだけ広範にわたる同意を得るため、総合
的な評価（健康リスク評価とも呼ばれる）では、他の各国および国際的な専門家
による他のレビュー組織がすでに完了しているレビューがしばしば引用される。
上述したように、健全な科学的研究だけが評価プロセスで使用されることを確
認しているにも関わらず、いまだに文献の比較評価において不確実性と矛盾に遭
遇する可能性がある。評価はどのようなものであれ、少なくとも部分的に判断に
基づくものである。こうした判断プロセスを透明性のあるものにするため、様々
な 体 系 や 「 判 定 規 準 」 が 存 在 し 、 中 で も 、 Bradford Hill の 判 定 規 準
（Hill,1965 年） や IARC の発がん性評価体系 （IARC,1987 年） を挙げるこ
とができる。健康影響に関するデータベースを評価する際には、以下の疑問
（Repacholi と Cardis, 1997 年） に対処する必要がある。
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-

疫学研究については、ばく露とリスクとの関連性の強さ、つまり、リスクと
ばく露が明確に関連しているかどうかが重要である。強い関連性とは、リス
ク比（RR）が 5 かそれ以上である場合である。喫煙の場合、多数の RR は
10 を超えている。ただし、例えば 50/60 Hz のばく露に関する EMF 研究で
は、小児白血病について約 1.5 から 2 の RR が示唆されている。このような
示唆は、より強い関連性よりも、バイアスと交絡の影響を受けやすく、何ら
かの妥当な結論を得るにはより多くの証拠が必要であるということを示唆す
るものである。EMF にばく露された実験動物における発がん性を支持する
証拠は、疫学研究が実際のリスクを示し得るという確信を高める上で重要で
ある。

-

EMF へのばく露と何らかの健康影響に関するリスクとの間の関連性にかか
わる研究はどの程度一貫しているか？ 大半の研究結果が、同じ病気について
同じリスクを示しているか？ 喫煙の例を用いれば、喫煙に関する全ての疫学
研究は本質的に、肺がんリスクの上昇を実証している。ある種のがんとある
種のばく露との統計的に有意な関連性を示す研究もあれば、そうでない研究
もある。また、がんとの関連性を報告している複数の研究結果が、各々の種
別もしくは亜種別に互いに矛盾することもある。バイアスや交絡なしに真の
リスクを特定することができる研究デザインの能力を重視することが望まし
い。

-

EMF へのばく露と健康影響との間に、ばく露量－反応関係が見られるか？
再び喫煙を例に用いれば、喫煙量が多いほど、肺がんのリスクは高くなる。
電磁界ばく露に関する研究は、EMF ばく露と健康影響とのばく露量－反応
関係を実証しているだろうか？

-

EMF へのばく露と、考慮されている健康影響との関連性について、実験室
で得られた証拠があるか？ こうした証拠は、影響が細胞や組織だけでなく動
物において実証できる場合に、より強力だと見なされる。というのも、個体
としての動物は、様々なメカニズムを通じて、物理的因子へのばく露による
影響を増大させたり、最小限に抑えたり、あるいは無効にしたりすることが
できるからである。全身を対象とする動物研究に割り当てられた証拠の重み

12

参考資料 2

は、分離された組織や細胞に関する研究に割り当てられた証拠の重みよりも
大きい。その理由は、細胞や組織には体系的な調節管理やメカニズムがない
からである。

-

EMF へのばく露と考慮されている健康影響との関連性について、もっとも
らしい生物学的なメカニズムがあるか？ ある因子が病気をどのように発症さ
せるかについて理解が得られている場合、おおよその科学的証拠の解釈は比
較的容易である。細胞研究で観察された反応に関する生物学的有意性は、そ
れに類似した反応が動物実験で実際に生じること、およびヒトへの健康影響
に関連していることが実証済みでない限り、仮定すべきでない。

証拠の重要性： EMF へのばく露から生じる健康への悪影響に関する総合的な評
価を得るため、一連の科学的証拠は、全体として考察されなければならない。こ
れを決定するための一般的な手法は、証拠の重要性によるものである。ある影響
が確立されたものとなるには、疫学研究、ボランティア研究、動物研究、細胞研
究から得た大半の証拠が、影響の発生を示していることが望ましい。健康影響が
生じないことを証明する方法はないということを覚えておくことが望ましい。む
しろ証拠の重要性によって、そうした影響が生じないことを強く示唆することが
望ましい。また、どの程度の証拠があれば、ばく露により影響が生じる確率を変
化させるかも推定することが望ましい。大半の証拠は影響が発生しないことを示
唆しているにも関わらず、ある一連の研究が影響の発生を示唆している場合、そ
の陽性結果が健康影響と EMF へのばく露に共通する他の要因に起因するもので
あったかどうかを評価することが望ましい。

生物学的影響と健康ハザードの存在は、研究調査結果が独立した実験室で再現
されるか、あるいは関連する研究によって支持された場合に限り確立される。こ
のことは、以下の場合、より確実である。

-

受け入れられている科学的原理と合致している場合

-

その根底にあるメカニズムが理解されている場合

-

ばく露量－反応関係を確定できる場合
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リスクの推定： 人口集団内でのリスクの大きさの推定は、その公衆衛生上の影
響を確定するために必要である。一般集団もしくは特定グループにおけるリスク
の推定のため、もっぱら定量的データが得られる研究を選択することが望ましい。
そうしたデータには、以下が含まれる。

-

生物学的に有効なメカニズムもしくは電磁界の特徴（組織や臓器によって異
なることがある）の定義

-

ばく露とその影響の関係、および閾値 （もしあれば） の特定

-

高ばく露の小集団のばく露分布と特定

-

集団内での感受性の差異
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4

EMF 基準設定の基本要素
ばく露限度は、全周波数帯域にわたって EMF ばく露の健康への悪影響に対す

る防護を与えることを目的とする。

4.1. 閾値レベル
閾値レベルを決定するために取り得るアプローチは数多くある。第一に、科学
的データの健康リスク評価に基づいてばく露レベル閾値を導くことが可能である。
この閾値は、それを下回ると健康ハザードは見られない、最低ばく露レベルであ
ると判定される。主に生物学的影響に関する知識が不完全であることから、この
閾値の決定は多少不正確となるので、ある範囲の不確実性が存在することになる。
この際、不確実性の程度は、最終的なばく露限度を導くために組み込む必要のあ
る安全係数の値に直接比例する （図 2）。このアプローチは、ほとんどの西欧の
基 準 、 特 に ICNIRP の 国 際 ガ イ ド ラ イ ン （ ICNIRP, 1998 ） お よ び
IEEE/ICES 基準 （IEEE, 2004, 2005） の基礎になっている。
このアプローチは、内在する相互作用メカニズムの十分な理解を必要とし、真
の閾値が存在することを前提とする。また、蓄積効果が生じないと仮定する。蓄
積的なダメージの証拠は、低レベル（閾値未満）のばく露から少量のダメージが
発生し得ること、および、そのダメージが検出可能になるにはそれが蓄積されな
ければならないことを示す必要がある。さらに、長期のフォローアップ調査を含
む、大規模調査による情報に依存する。そのような調査がないと、長い潜伏期間
を経て顕在化する疾病または影響が考慮から除外される可能性がある。
ばく露限度を決定する別の方法は、「生物学的アプローチ」の採用である（図
2）。科学的データベースから、それを下回ると生物学的影響が観察されないば
く露レベル閾値が決定される。この方法は、生物学的影響データの健康リスク評
価を行う必要性を軽減し、相互作用のメカニズムに関する知識が不完全であるこ
とを前提とする。このアプローチは、不当に保守的な基準に帰着するであろう。
技術の進歩を制限するだけでなく、技術から得られる便益の喪失という意味で、
受け入れられないであろう。これは、疑わしいリスクに対する防護を最優先する
ものである。この方法は、一部の東欧の基準の基礎になっており、相当に低いば
く露限度を生んでいる
（ http://www.who.int/docstore/peh-emf/EMFStandards/ ）。
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ばく露限度
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（生物学的アプローチ）

oo=明らかな健康ハザードを生じないと評価された生物学的影響
= biological effect assessed as having no apparent health hazard

Frequency
周波数
図 2 ハザード閾値および生物学的アプローチを用いた
ばく露限度の決定

（Repacholi, 1983）

4.2. 安全係数
EMF ばく露による健康への様々な悪影響の特定および定量化は、控え目に言
っても困難であり、そのような判定は多大な経験と専門知識を必要とする。健康
への悪影響を発生させる最低ばく露レベルである閾値が特定されれば、その閾値
を安全係数によって低減することにより、ばく露限度を導くことができる（図
2）。健康防護基準における安全係数は、この科学における未知なるものおよび
不確実性を補償する試みを意味する。閾値レベルに関する不確実性の原因の例と
しては、動物データからヒトにおける影響への外挿、異なる集団または個人にお
ける感受性の差異、ばく露量－反応関数における統計的不確実性、ばく露量の推
定、異なる周波数におけるばく露やその他の環境要因の複合的影響の可能性があ
る。
一般に、急性影響は、合理的な精度で定量化することが可能であり、したがっ
て、そのような影響を防ぐ限度を導き出すには、観察された閾値レベルを大幅に
引き下げる安全係数を必要としない。ばく露と悪影響の関係の不確実性がより大
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きい場合には、より大きな安全係数が正当化されるかも知れない。精度の高い安
全係数を決定するための厳格な基礎は存在しないが、いくつかのパラメータにつ
いては確率論的方法が提案されている （Bailey, 1997）。

4.3. 基本制限と参考レベル
EMFばく露に関する限度は、基本制限と呼ばれ、確立された健康影響および
生物学的検討に直接的に基づいている。国際ガイドラインにおいて用いられる物
理量は、異なる周波数における健康影響の最低閾値に関連する「ばく露量」の、
異なる概念を反映している。低周波数帯域 （1 Hz～10 MHz） における現行の
基本制限は、神経細胞および筋肉細胞などの興奮性組織における影響を防ぐこと
を目的とする、電流密度 （J, 単位：A m -2 ） であり、高周波数帯域 （100 kHz
～ 10 GHz） における基本制限は、全身の熱ストレスおよび局所的な加熱の防
止を目的とする、比エネルギー吸収率 （SAR, 単位：W kg -1 ） である。中間周
波数帯域 （100 kHz ～ 10 MHz） における制限は、電流密度とSARの両方で
あり、超高周波数帯域（10 ～ 300 GHz）における基本制限は、体表面またはそ
の近くにおける組織の過熱に関する電力密度 （S, 単位：W m -2 ） である。これ
らの基本制限を超えなければ、既知の急性の健康への悪影響に対する防護が確保
される。
基本制限は、しばしば、実際上測定できない量として指定されるので、基本制
限を超える可能性が高いかどうかを決定する上での実際的なばく露評価のため、
他の量が導入される。これらは参考レベル （ICNIRPにて） または最大許容ば
く露レベル（IEEEにて） と呼ばれ、以下の物理量、すなわち、電界強度 （E）、
磁界強度 （H）、磁束密度 （B）、電力密度 （S）、四肢電流 （I L ）、接触電流
（I c ）、および、パルス化された電磁界については、比エネルギー吸収 （SA）
のうちの一つ以上に関する、最悪のケースのばく露条件下での基本制限に対応す
る。参考レベルの超過は、基本制限の超過を必ずしも意味しない。ただし、その
場合、関連する基本制限への遵守を検証し、追加の防護手段が必要かどうかを判
断する必要がある。

4.4. 異なる人口集団の防護
人口のうちの異なる集団には、特定の EMF ばく露を許容する能力に差異があ
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るかも知れない。科学的データベースがそのことを示唆する場合には、どの人口
集団にも存在するストレス感受性の正常な範囲、特定の薬物が EMF にばく露さ
れた患者において悪い反応を引き起こす可能性、更なるストレスに特に敏感な程
の病人に配慮することが望ましい。したがって、異なる人口集団に対し、別々の
ガイドライン・レベルを策定することが、有用または必要かも知れない。これは、
ガイドライン限度の決定に際して、EMF 感受性が高い人口集団に対し、より大
きな安全係数を用いることによって達成することができる。
補助的なアプローチとして、一般公衆の構成員と既知の条件下でばく露される
成人の職業者集団の構成員を区別することがある。そのような区別は、職業者ば
く露のレベルと時間を、よりよく管理し、職業者に教育と訓練を提供する能力を
認めるものである。さらに、職業者はたいてい医学的なモニタリングが可能な健
康な成人集団である。対照的に一般公衆は、幅広い健康感受性、年齢、病気を有
する人々によって構成される。一般公衆は、必ずしも自分自身の EMF ばく露に
関する知識や、それを最小限にする能力を持っていない。したがって、追加的な
安全係数を公衆のばく露限度に組み込むことが合理的であり、それらのばく露限
度は連続的ばく露条件を考慮に入れることが望ましい。
いくつかの基準には、職業的にばく露される妊娠女性についてのばく露限度に
関しては、一般公衆と見なすべきとの規定がある。国の当局がこの問題をどのよ
う に 取 り 扱 っ て い る か の 例 と し て は 、 オ ー ス ト ラ リ ア の RF 基 準 （ RPS 3 ,
http://www.arpansa.gov.au/pubs/rps/rps3.pdf ）がある。
「職業者の限度を超える偶発的ばく露のリスクを低減するため、妊娠女
性は、一般公衆のばく露限度を超える RF 電磁界のレベルにばく露され
るべきではない。職業的にばく露される妊娠女性は、自らの妊娠に気付
いたら、雇用者に通知することが望ましい。そのような通知の後には、
彼女達は、一般公衆の限度を超える RF 電磁界にばく露されてはならな
い。妊娠を受けて、関連する人事上の方策を実行することが望ましい。
これには、雇用上の便益を失うことなく、合理的な便宜／調整、または
非 RF 作業への一時的異動が含まれるが、これに限定されるものではな
い。」
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4.5. ばく露基準の要件
ばく露基準が必要な要素を全て完備することを確実にするためには、以下の点
に対処しなければならない。
-

周波数: 電磁放射の吸収は周波数に依存するので、全周波数帯域にわたって
同じ限度を適用することはできない。したがって、基準の策定において、健
康影響に関してほとんど情報のない領域からの周波数外挿の問題に取り組む
必要がある。また、他の基準の限度と調和させる必要がある。たとえば、当
該基準の高周波側の境界における限度は、赤外線に関する基準と調和すべき
である。

-

ばく露レベル: ばく露のレベルは、実際的には、参考レベルとして表示する
ことができる。基準では、複数の周波数の電磁界への同時ばく露が発生する
ような状況が考慮されなければならない。

-

ばく露時間: いろいろな出力レベルへのばく露の時間はきわめて正確である
ことが望ましい。多くの基準においては、1 日 8 時間または 24 時間の連続
ばく露について、ある出力レベルが設定されるが、短い時間については、一
般に、より高いレベルのばく露が許容される。これに関しては、ばく露レベ
ルの平均が取られる時間が重要である。ばく露の平均を取る正確な方法は、
遵守の責任を負う者が混乱しないように、明確に示されなければならない。

-

全身および局所ばく露: 人体の一部のみが EMF 源に近い場合（近傍界）に
ついては、全身ばく露に加えて、局所ばく露に関する補足的なガイドライン
を提示することが望ましい。一般に、局所ばく露は、全身ばく露よりも高い
限度を持つかも知れないが、相互作用のメカニズム（あるいは動作周波数）
に依存する。このことは、メカニズムが熱発生である場合には、上記があて
はまるが、メカニズムが誘導電流である場合にはあてはまらない。

5 – 考察
5.1. 基準の実行可能性
政府は、健康への影響（不確実なものを含む）に留意した EMF 基準の策定お
よび実施を委任する法的枠組みを、各省庁に提示すべきである。この基準は、適
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切、有効、かつ実施可能であるべきである。この基準は、国の法的枠組み、特に、
他の職業、健康、安全、および環境関連の法律から切り離しては機能しないこと
を認識することが望ましい。

5.2. 遵守の検証
ばく露基準は、遵守されなければ、公衆衛生の防護のためには無価値である。
国の当局は、基準が遵守されているかどうかを費用対効果的に判定するための戦
略があり、かつ、遵守の監視を実行するために、適切に資格を付与され、経験を
積んだ者または機関が特定され、配置された場合にのみ、基準を制定することが
望ましい。
基準には、EMF ばく露に関する基本制限に対応する測定可能なレベルに関す
る実際的な情報を盛り込むことが望ましい。遵守の検証は、測定または評価に基
づくことになり、定期的に実施されなければならない。いくつかの国際基準は、
遵守のための測定の実施方法に関する技術的助言を提示している。これには、測
定の原理および実行、および、ばく露低減のための設備および／または遮蔽の設
計に関するガイダンスが含まれる。そのような業務を実施する組織は、国際電気
標準会議 （IEC）、国際電気通信連合 （ITU）、国際標準化機構 （ISO）、電気
電子学会 （IEEE）、欧州電気技術標準化委員会 （CENELEC） 等、国際的、
地域的、および国の技術標準機関である。
遵守の評価に利用される測定値の不確実性は実際上の問題であり、これは、遵
守方法の策定に責任を負う組織が取り扱うのが最もよい。ただし、技術的により
優れた測定技術およびばく露量計算方法が利用可能であることは、注目に値する
ものであり、これらがガイドラインに適切に組み込まれれば、不確実性を低減し、
したがって、安全係数の大きさを低減することになる。

5.3. 予防的側面
十分に確立された健康への悪影響の存在が、現行の EMF ばく露ガイドライン
の基礎を形成している。科学的データベースにある不確実性を考慮に入れる必要
性についての認識の高まりには、主に研究を通じて対処してきた。しかし、研究
プログラムは完了までに数年かかることもあり、また、人のがんのような病気に
関連する長い潜伏期間は、一部の研究の迅速な結果を得るのを妨げることもある。
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更なる防護を望む一部の国では、可能な場合にはばく露を低減または回避するこ
とを要求することによって、この不確実性の問題に対処している。EMF 基準は
ばく露限度を含むが、一部の当局は現在、追加的な方策も持っている。電力線か
らの ELF 電磁界に関するそのような方策の例として、導体の最低地上高、送電
線と建築物（特に学校）との間の必要な離隔距離などがある。RF 電磁界につい
ては、基地局の立地に関する制限、携帯電話に関する義務的仕様、およびハンズ
フリー・キット使用の提言が、いくつかの当局によって提示されている。
これに関して、WHO は現在、科学的に不確実な分野における公衆衛生政策を
導 く た め の フ レ ー ム ワ ー ク を 策 定 し て い る と こ ろ で あ る
（http://www.who.int/peh-emf/en/）。一般的に言えば、このフレームワークは、
影響を受ける人口集団の規模と費用を考慮に入れて、科学的な不確実性の程度、
および、結果として生じるかも知れない被害の予測される深刻さに応じた、公衆
衛生防護のための一連の政策オプションを策定することを目的としている。主な
要件の一つは、この種の政策を、リスクの科学的評価および科学に基づくばく露
限度の根拠を損なわないような方法で採用することである。効果的なリスク・コ
ミュニケーションおよび利害関係者間の協議も、このプロセスに不可欠なものと
見られる。

5.4. 付随的ガイダンス文書
規範となる基準の公布には、当該基準に具体化された要件を補足する情報を提
示するガイダンス文書を添付することが望ましい。それは、分かりやすく、かつ
法規的ではないスタイルで書かれることが望ましく、基準の基本的概念と目的を
述べるべきである。この文書は、基準の解釈を助ける資料を与えるとともに、当
該基準の策定に関連する背景情報（たとえば、根底にある理論的根拠、科学的判
断など）を提供することが望ましい。さらに、この説明文書には、量および単位
に関する技術的事項についての情報、相互作用のメカニズムと電磁界の測定、最
新の研究の要約、職業上 EMF にばく露される人に講じられる方策に関する情報、
関係する放射線防護・規制当局の詳細連絡先が示されるかもしれない。
他の基準を参照せずに策定された基準については、国際ガイドラインを用いな
かった理由を説明し、国際ガイドラインと新基準の差異、および新基準の要件を
記述することが重要である。
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相互に関係する基準とガイダンス文書は、別々に公布してもよい。たとえば、
オーストラリアの ARPANSA 基 準 （2002 ）、または、別の文書 （ICNIRP,
2002） がある。いくつかの基準は、そのような理論的根拠や規準の文書なしに
策定されているため、その根拠の解釈が困難である。

5.5. 定期的評価
新たな科学的情報が利用可能になったら、基準を更新することが望ましい。ゆ
えに、必要に応じて基準を改訂する、任命された協議会による定期的な科学的評
価の仕組みを確立することが望ましい。
ある種の研究は、その証拠の強さゆえに、あるいは、対象とされた健康影響の
深刻さゆえに、他の研究と比較して基準の再評価を促す可能性がより高い。基準
または政策の変更は、当該分野における研究の結論に整合性があることを確認す
るための、科学的根拠の全体像の適切な評価の後にのみ行われることが望ましい。

5.6. 基準の用語
一貫性のある国際的なガイダンスのため、使用する用語および概念の意味につ
いて、すべての国が共通の理解を持つことが必要である。EMF基準を有する多
くの国は、異なる用語を使用しており、これは混乱と誤解を生じうる。この文書
で使用されている概念および用語の定義は、 http://www.who.int/emf/glossary
に示されている。

22

参考資料 2

参考文献
ARPANSA （2002） （ http://www.arpansa.gov.au/pubs/rps/rps3.pdf ）
Ahlbom A （ 1996 ） : Some fundamental aspects of epidemiology with
reference to research on magnetic fields and cancer. In: R Matthes
（ ed. ） : "Non-Ionizing Radiation". Proc.3rd Non-Ionizing Radiation
Workshop, 22 - 26 April, Baden, Austria. Oberschleissheim: ICNIRP, pp
17 - 27. Available from: Scientific Secretary, International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection, C/- Bundesamt für Strahlenschutz,
Institut

für

Strahlenhygiene,

Ingolstädter

Landstraße

1,

D-85764

Oberschleißheim, Germany.
Bailey W （ 1997 ） . Probabilistic Approach to Deriving Risk-Based
Exposure Guidelines: Application to Extremely Low Frequency Magnetic
Fields, Radiation Protection Dosimetry, 72:327-336.
Beaglehole R, Bonita R, and Kjellström T （1993）. Basic Epidemiology,
Geneva: World Health Organization.
FDA （ 1993 ） . Good laboratory practice for non-clinical laboratory
studies. Food and Drug Administration, US Department of Health and
Human Services. Fed. Reg. 21 CFR Ch. 1 （4-1-93 Edition）, Part 58, 245258.
Gart, J.J, Krewski, D, Lee, P.N, Tarone, R.E and Wahrendorf, J. （1986）.
Statistical methods in cancer research, Vol. 3, The design and analysis of
long-term animal experiments （ IARC Scientific publications No. 79 ） ,
Lyon, IARC.
Hill, A.B （ 1965 ） . The environment and disease: Association or
causation? Proc R Soc Med 58; 295-300
IAEA （International Atomic Energy Agency）, International basic safety
standards, 1996. （ http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/SS115-Web/Start.pdf ）
IARC （1987）. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to

Humans , suppl 17: Overall Evaluation of Carcinogenicity – an updating of
IARC Monographs 1 to 42. International Agency for Research on Cancer,
Lyon, France.
IARC （1995）. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks of

Humans : Preamble. International Agency for Research on Cancer, Lyon,
France.
ICNIRP （1998） （International Commission on Non-Ionizing Radiation

23

参考資料 2

Protection ） , Guidelines for limiting exposure to time varying electric,
magnetic and electromagnetic fields （up to 300 GHz）. Health Physics
74（4）, 494-522. （ http://www.icnirp.org/ ）
ICNIRP （ 2002 ） General approach to protection against non-ionizing
radiation. Health Physics 82（4）, 540-548.
IEEE （ 2004 ） （ Institute of Electrical and Electronics Engineers ） ,
C95.6, IEEE standard for safety levels with respect to human exposure to
electromagnetic fields in the frequency range 0-3 kHz, International
Committee on Electromagnetic Safety （ICES）.
IEEE （ 2005 ） （ Institute of Electrical and Electronics Engineers ） ,
C95.1, IEEE standard for safety levels with respect to human exposure to
radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz, International
Committee on Electromagnetic Safety （ICES）.
ITU （ 2004 ）

（ International Telecommunications Union ） , K.52,

Guidance on complying with limits for human exposure to electromagnetic
fields.
NTP （ 1992 ） . Specification for the conduct of studies to evaluate the
toxic and carcinogenic potential of chemical, biological and physical
agents in laboratory animals for the National Toxicology Program
（NTP）. Attachment 2. August 1992 （Including modifications through
9/95 ） . Available from: National Institute of Environmental Health
Sciences, Environmental Toxicology Program, PO Box 12233, Research
Triangle Park, NC 27709 USA.
Pocock S.J. （ 1983 ） . Clinical Trials. A Practical Approach. J. Wiley,
Chichester.
Repacholi M.H. （1983）. Development of standards - Assessment of
health hazards and other factors, in Biological Effects and Dosimetry of

Nonionizing Radiation: Radiofrequency and Microwave Energies , Eds.
Grandolfo M., Michaelson S.M., Rindi A., Plenum Press, 611-625.
Repacholi M.H. and Cardis E. （1997）. Criteria for EMF health risk
assessment, Radiat Prot Dosim 72, 305-312.
Repacholi M.H. （1998）. Low-level exposure to radiofrequency
electromagnetic fields: health effects and research needs.
Bioelectromagnetics 19: 1-19.
WHO, 1946. Preamble to the Constitution of WHO as adopted by the
International Health Conference, New York, June 1946. Official Records
of the World Health Organization, No. 2, 100.
http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/constitution.pdf

24

参考資料 2

付属書– 調査研究の規準
本付属書は、各種の科学的研究について受け入れられている規準を扱う
（Repacholi, 1998）。

ヒトに関する研究
ばく露レベルと健康への悪影響との関連性の調査には、ボランティア研究や疫
学研究を利用できる。このような研究には、結果の解釈におけるバイアス、交絡、
および偶然的変動による影響の可能性を十分に考慮に入れ、それを低減させるい
くつかの規準を満たす必要がある。 バイアスは、ばく露と評価対象の健康への
悪影響との間に、実際にあるよりも一貫して弱いまたは強い関連性に誤って導く
研究デザインまたは研究の実行における要因の働きである。 交絡は、研究対象
のばく露と、健康への悪影響と因果関係のある別の要因との間の関連性の結果と
して、関連性が実際よりも強くあるいは弱く見えるような状況において発生する。
これらのエラーの源の影響を低減させるための適切なアクションの欠如によって、
研究結果の信頼性および最終的重要度が減少する可能性がある。
高品質の疫学研究の実行に関するガイドラインは、Beaglehole 他（1993）
または Ahlbom （1996）、および、臨床試験に関する Pocock （1983） に見ら
れる。これらの規準の要約を以下に示す。
1. 研究デザインは、研究の目的を達成すること、およびリソースを活用するこ
との両面において最大の効率を導くものでなければならない。明確な研究目
標や、ばく露と健康への悪影響との間の疑わしい関係により、症例対照研究
やコホート研究といった各種のデザインが適切であろう。
2. 事前の統計的評価に基づき、適正な人口集団の標本サイズと統計的検出力を
確認することが望ましい。相対リスクの上昇が僅かであると見込まれる場合、
これらは重要な検討事項である。
3. 最初に調査対象集団を明確に定義することが望ましい。調査すべき仮説を明
示的かつ明瞭に記述する必要がある。健康への悪影響の症例を確認する方法
も明確に記述する必要があり、症例の特定はばく露と無関係でなければなら
ない。
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4. 症例対照研究では、明確な研究目標とデザインを考慮して、対照を適切に選
ぶことが望ましい。それにより、研究対象以外の要因による影響を最小限に
抑えることができる。
5. 研究デザインに関わりなく、必要な標本サイズを獲得し、かつ選択的無回答
（例えば、疾病とばく露の状態の両方に関係する）によるバイアスの可能性
を最小限に抑えるために、無回答や不参加の最小化が重要である。研究に関
する情報を注意深く普及させること、および、研究グループの代表が計画プ
ロセスに参画することが参加率を高めることになる。
6. 研究デザインと分析の両方において、研究者は交絡因子を考慮することが望
ましい。交絡因子に関するデータを収集し、結果と結論に対する交絡因子の
影響を最小限に抑えるために適切な統計的分析を使用することが望ましい。
健康への悪影響に影響するかもしれない原因因子に関する知識がしばしば限
られていることから、交絡因子の確認は難しいかもしれないと認識されてい
る。
7. 研究者はできるだけ正確にばく露の特性を明らかにすることが望ましい。異
なるレベルのばく露、その持続期間および時間的位置に関するデータを収集
し、使用されたばく露量測定法を確認することが望ましい。このようなデー
タおよびそれらの確実な確認と利用を、研究のデザインと分析の段階で考慮
することが望ましい。ばく露の評価は症例の状態と無関係に行うことが重要
である。ばく露評価は個別に行うのが望ましい。実際には、ばく露の代替的
測定値を利用する必要があるかもしれないと認識されている。ばく露を複数
のグループに分類すると誤分類につながる可能性がある。このような非差別
的 （non-differential） なばく露の誤分類は、しばしばゼロ方向のバイアス
を生じる。すなわち、現実の影響を過小評価する傾向がある。
8. トピックの複雑さを考慮して、すべての適切な科学的分野からの専門性を使
用して、研究をデザインし実施することが望ましい。
9. 統計的分析に使用される方法は、研究の目的に適したものであることが望ま
しく、それらを明確に記述することが望ましい。
10. 高度なあるいは標準的でない分析手順を使用する場合、研究者はデータの記
述的分析も報告することが望ましい。少なくとも、症例対照研究におけるば
く露／非ばく露症例および対照の数、および、コホート研究における症例の
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観察数と期待値を提供することが望ましい。当該ばく露以外の調査された因
子（交絡因子）の影響も、報告することが望ましい。
11. 適切にデザインされかつ実施された研究は、その成果にかかわらず公表され
ることが望ましい。なぜなら、データベースという意味合いでは、陰性の結
果は陽性の研究と同様に有用だからである。
12. 将来いくつかの研究の複合的分析ができるように、標準的アンケート、方法
および報告データの使用といった適切な手法を考慮することが望ましい。
臨床試験や誘発研究などのボランティア研究においては、上述の点に加え、すぐ
れた実践として以下を盛り込むべきである：
1. 研究目標に応じた、二重盲検デザイン
2. ボランティアの包含と排除に関する適切かつ明確な規準
3. 関連する倫理的規則と制約の順守

動物実験（ in vivo ）
実験動物で十分に研究された既知のヒト発がん性物質はすべて、1 つ以上の動
物種で陽性の結果を示している （IARC, 1995）。一般的に、ヒトに関する研究
からの十分なデータが欠けている場合、動物における疾病の十分な証拠を提供す
る研究を、ヒトにおける疾病リスクの証拠と見なすことは、生物学的に説得力が
あり賢明である （IARC, 1995）。ただし、動物モデルは、ヒトについて報告さ
れた疾病と関連している必要がある。ばく露が、ヒトでは機能しない種に固有の
メカニズムを通じて、ある疾病を生じるかもしれないという可能性も考慮するこ
とが望ましい。様々な動物モデルを使用した陽性結果の一貫性が重要である。
1. ばく露による疾病の評価には、いくつかの定性的重要性の検討が関係してい
る。これには、研究を実施した実験条件（ばく露の形態、動物種、系統、性
別、年齢、追跡期間）、複数の種および対象器官にわたる結果の一貫性、疾
病の範囲（例えばがんの場合、前がん病変部および良性腫瘍から悪性腫瘍へ
の腫瘍応答の範囲）、および変異因子の果たす役割などがある。
2. 動物実験では、ばく露と関係環境因子の完全な特徴付けが必須である。
3. 疾病発生の確率は、種、性別、系統、動物の年齢、およびばく露持続期間に
依存する。ばく露レベルに伴う疾病の増加の証拠は、因果関係の推論を強固
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にする。ばく露量－反応関係の形が重要であり、これは様々に変化しうる。
発がんに関しては、DNA 損傷と細胞分裂の増加の両方が重要な側面である。
4. ヒトに関する研究で、例えば、まれながんの 25%増が示唆された場合、動物
実験はこの小さな影響を検出できる十分な感度を有するものであることが望
ましい。動物モデルは、がん発生の基礎レベルがわかるように十分に特徴付
けられたものであることが望ましく、その基礎レベルはばく露による増加が
検出できるように、十分低いものであることが望ましい。研究が陰性の場合、
ある程度の確実さでこれを実証することが望ましく、また、検出力があれば、
検出できるリスクの大きさを示すことが望ましい。多くの陰性研究は、対象
とする影響を検出する十分な検出力がない。
5. 長期動物実験の統計的分析を考慮する場合、処置グループごとに十分な情報
を提示することが望ましい。これには、実験動物の数と組織学的に検査した
数、疾病の種類の分布、および生存期間がある。使用した分析の種類と統計
的方法は、その目的に全体として適した、精密なものとすることが望ましい
（Gart, 1986）。

細胞研究（ in vitro ）
高品質な実験室での研究の実施に関する詳細なガイドラインが、米国食品医薬
品局の優良試験所基準ガイダンス （FDA, 1993） および米国国家毒性学プログ
ラムの仕様書 （NTP, 1992） に見られる。その要点を以下に示す。
実験手法、方法および条件はできるだけ目的にかなうもので、評価項目に適合
した生体系に基づくものであることが望ましい。必要に応じて、二重盲式法、ス
コアリングやコードの盲検化といった、バイアスからの保護手段を採用すること
が望ましい。別個の対照を使用する場合、陽性および陰性対照の両方を採用する
ように努力することが望ましい。実験は、影響が存在する場合、その影響が妥当
な確率で検出されることを保証できる感度とすることが望ましい。
1. データの分析はすべて、十分かつ完全に客観的であり、関連データが検討か
ら削除されておらず、分析方法が一様に使用されることが望ましい。同一プ
ロトコル内の実験データは内部的に一貫性があることが望ましい。結果が比
率で報告される場合は、詳細な分析のために、基礎となるデータも報告する
か、あるいは入手できるようにすることが望ましい。
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2. 方法に関しては、批判的な読者を納得させ、要件 1 と 2 を満たすためすべて
の妥当な予防措置を取り、他の研究者が再現できるように、十分詳細な説明
を公表することが望ましい。
3. 結果は適切な検定を用いて統計的に有意なものとすることが望ましい。
4. 結果は定量化可能であり、独立した研究者による確認を受けられるものとす
ることが望ましい。実験を繰り返し、データが別個に確認される、あるいは、
主張されている結果が、関連する生体系が比較可能な類似の実験と一致する
ものであることが望ましい。理論（例えば、相互作用のメカニズムに 関す
る）は、実験的に検定可能で、かつ正しい場合は検証できる、十分に具体的
な予測を立てることが望ましい。
5. 結果は、新しい科学的原理に帰する前に、事前に受け入れられている原理に
関して検討することが望ましい。未確認であった関係を指摘する研究結果は、
慎重に評価し、その結果を受入れる前に、適切な追加実験を実施することが
望ましい。
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ヒトへの発がん性評価に関する
IARC モノグラフプログラム

参考資料 3

序言
1. 背景
1969 年、国際がん研究機関（IARC）は、化学物質によるヒトへの発がん性
リスク評価プログラムを開始し、個々の化学物質についてのモノグラフを作成し
た。発足以降このプログラムは、化学物質の複合ばく露（職業や生活習慣におい
て生じる）や放射線やウィルスなど他の因子へのばく露に関する検討へと発展し
てきた。Supplement 6（IARC.1987a）において、シリーズのタイトルは「 ヒ

トへの化学物質の発がん性リスク評価に関する IARC モノグラフプログラム 」
から「 ヒトヘの発がん性リスク評価に関する IARC モノグラフプログラム 」に
変更され、より広範囲な対象を反映したものとなった。
ヒトヘの発がん性リスクを評価するために 1971 年に制定された規準はワーキ
ンググループに採択され、審議結果が最初の IARC モノグラフシリーズ 16 巻に
まとめられた。これらの規準は、その後特別ワーキンググループによって更新が
重 ね ら れ た （ IARC,1977,1978,1979,1982,1983,1987b,1988,1991a;Vainio et
al 1992）

2. 目的と目標
プログラムの目的は、専門家による国際ワーキンググループの協力によりモノ
グラフを作成・刊行し、ヒトヘのばく露による広範囲な発がん性の証拠を厳密に
レビューし評価することにある。また、モノグラフにより補足的調査が必要な分
野を明確化することも目的の １つである。
モノグラフは発がん性リスク評価における第 1 段階を意味しており、あるば
く露がヒトのがん発生率を変化させることを示す証拠の有効性を評価するための
すべての関連する情報の審査を含む。第 2 段階は定量的リスク評価である。モ
ノグラフの中で疫学研究データの詳細かつ定量的な評価は行われるが、入手可能
なデータ範囲を超えて取り扱いはしない。ヒトの健康状態に対する実験データか
らの定量的な取り扱いも行わない。
「発がん性」という用語は、モノグラフの中で悪性腫瘍の発生率を高めうるば
く露を意味する言葉として使われている。ある種の環境において、良性腫瘍の誘
発により、ばく露が発がん性物質であるとすることがある。「新生物」と「腫
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瘍」の 2 つの言葉は、同じ意味として本書においては両方とも使用されている。
一部の疫学研究および実験的研究によると、異なる因子が異なる発がん段階で
作用し、それにいくつかのメカニズムが関わっている。当初より、モノグラフの
目的は、潜在的なメカニズムとは関係なくがん発生の全ての段階において発がん
性の証拠を評価することであった。しかしながら、メカニズムに関する情報は、
総合評価（IARC，1991a; Vainio et al., 1992）で活用されている。
モノグラフは、国立機関および国際的機関がリスク評価を行うに必要な予防方
策に関する判断をするのに役立つと考えられる。IARC ワーキンググループの評
価は、有効なデータにもとづく発がん性の証拠を評価する上で、科学的かつ定性
的な判断基準である。これらの評価は、規制の基準の根拠となっている情報の一
部のみを示している。規制決定に関する他の要素は、国情に応じて変化し、各国
の社会経済状況や優先課題に因る。したがって IARC モノグラフは、規制や法
制化に関してはいかなる推奨も行わず、それらの判断は各国政府や国際機関に
委ねる。
IARC モノグラフは、ヒトのばく露環境における広範な発がん性物質について
の権威ある情報源として認識されている。モノグラフ利用者を対象として実施し
た 1988 年の調査では、モノグラフが 57 カ国のさまざまな機関で活用されてい
ることがわかった。各刊約 4,000 部を出版し、各国政府や規制団体そして関心
を持つ科学者へ配布されている。 モノグラフ は、リヨンの IARC プレスやジュ
ネーブの WHO 配布・販売サービスを通じて入手可能である。

3. モノグラフでとりあげたトピックの選択
トピックは 2 つの主要な規準に基づいて選択されている。（a）ヒトがばく露
される証拠があるもの。（b）発がん性について、証拠や疑いがあるもの。「作
用因子」という言葉には、化学化合物や関連した化学化合物グループ、放射線な
ど物理的作用因子やウィルスなどの生物学的要因が含まれる。複合作用因子に対
するばく露は職業ばく露や個人の習慣（喫煙や食習慣など）により生じる。発が
ん性を疑われる物質と同様な、生物的あるいは物理的特性をもつ化合物やその誘
導体は、ヒトや実験動物への発がん作用の可能性に関するデータが欠如する場合
であっても審査される。
発がん性の評価に関係する公表データを用意するため、科学的な論文が調査さ
れる。発がん性をテストされた作用因子に関する IARC 情報公報（IARC,1973
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－1992）、がん疫学研究に関する現在行われている調査の要覧（IARC,1976－
1992）は、今後のミーティングで公開が計画されている内容を提示している。
1984 年 1989 年および 1991 年に IARC で召集した特別ワーキンググループは、
IARC モノグラフシリーズ（IARC,1984, 1989, 1991b）で評価されるべき作用
因子を推挙している。
これまでにモノグラフが用意されてきたテーマに関する重要な新データが有効
になった際には、それ以降のミーティングで再評価され、改訂版モノグラフが公
表される。

4. モノグラフで利用したデータ
モノグラフは、必ずしも評価の対象に関係するすべての文献を引証しているわ
けではない。ワーキンググループによって評価に関係すると判断されたデータの
みリストアップされる。
生物学的，疫学的データに関しては、すでに公表された報告書や一般に利用で
きる科学的文献への掲載が受理された報告書をワーキンググループが再評価する。
一例として、ピアレビューされたり広く認知されている政府機関報告書などが検
討される。特例として、未発表の研究報告であっても最終評価にあたりその内容
を考慮することが適切と判断される場合には、報告書の体裁をなしており公に有
効であればそれを含めることがある。化学的・物理的特性、解析、生産と利用、
発生のセクションでは、未発表の情報源が利用される可能性がある。

5. ワーキンググループ
レビューと評価は専門家のワーキンググループが行う。このワーキンググルー
プの役割は、（ⅰ）すべての適切なデータが収集されているかどうかを確認する。
（ⅱ）科学的な価値を基本とした評価のための関連データを選択する。（ⅲ）ワ
ーキンググループの論法を読者が理解できるように正確なデータの要旨を用意す
る。（ⅳ）がんに関する疫学的・実験的研究結果を評価する。（ⅴ）作用メカニ
ズムを理解する上で関連するデータを評価する。 （ⅵ）ヒトへのばく露の発が
ん性について総合評価を行う。
検討と評価に貢献したワーキンググループ参加者は、住所とともに各刊行物の
冒頭にリストアップされている。ワーキンググループのメンバーである各参加者
は、独立した科学者として参加するものであり、機関、政府、企業などの代表と
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しての参加するものではない。さらに、国立機関、国際機関および企業・団体に
指名された者が、オブザーバとして招待されることもある。

6. 作業の手順
ワーキンググループのミーティングに先立ち約 1 年前にモノグラフのトピッ
クが発表され、IARC スタッフが専門家の意見を参考に参加者を選定する。その
後、IARC は、関連する生物学的・疫学的データを認知された発がんに関する情
報（BIOSIS , Chemical Abstracts, CANCERLIT, MEDLINE や TOXLINE,
遺伝的影響データの EMIC や生殖・発育影響の ETIC などのデータベースや検
索システムを含む）からそれぞれ入手する。
化学物質や複合物質について、主要なデータの収集および化学的・物理的特性、
解析、生産と利用、発生のセクションの第一草稿作成は、米国国立がん研究所に
援助を受けた別の契約のもとで遂行される。企業団体からの派遣者は、生産と利
用に関するセクションの作成に協力できる可能性がある。生産と通商に関する情
報は、政府刊行物や業界誌、あるいは直接企業とコンタクトをとることにより入
手できる。個々の作用因子に関する生産データは機密情報である可能性があるた
め、入手できないことがある。利用に関する情報は公開された情報源から入手で
きるであろうが、製造会社と直接コンタクトをとり補足情報を得ることも多い。
この情報は、国立機関や国際機関の情報により補完されるよう努めている。
ミーティングの 6 カ月前に、入手された資料は参加者ヘ配布されるか、ある
いは IARC スタッフがモノグラフの第一草稿のセクションを準備するために利
用される。第一草稿は IARC スタッフによって編集され、ミーテイング前にレ
ビューのため、ワーキンググループ参加者に送付される。
ワーキンググループはリヨンで 7～8 日間開催され、討議の上でモノグラフ本
文を仕上げ、評価を確定する。ミーティング後に、元文献を参照して各モノグラ
フの原本を精査し、公表にむけて編集される。ワーキンググループミーテイング
から 6 ヵ月以内にモノグラフを公開することが目標である。
ワーキンググループは、後章で示される定量的側面について、評価に有用な研
究を要約する。一般的に、報告書の原文に示された数値的な成果が示され、必要
であれば比較のために単位が変換される。ワーキンググループは、公表データに
ついて追加解析を実施し、それを証拠の評価に使用することがある。追加解析の
結果は角括弧内に示される。研究の要点については、読者の注目を引くようにそ
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の解説で指摘し、コメントが角括弧内に記載される。

7. ばく露データ
過去と現在のヒトへのばく露程度とばく露源のセクションにおいて、もっとも
ばく露されやすいヒトとばく露をもたらす要因は、各モノグラフの冒頭に記載さ
れる。
各化学物質、化学物質グループあるいは混合物についての大抵のモノグラフに
は、化学的および物理的データ、解析、生産と利用、発生についてのセクション
が含まれている。たとえば物理作用因子、職業的ばく露、慣習に関するモノグラ
フでは、歴史的観点、産業や習慣の解説、混合化学物質あるいは分類学などの他
のセクションが含まれるであろう。
化学的ばく露については、CAS 登録番号、最新の CA 主要名、IUPAC 系統名
が記録され、別名が表示される。ただし、リストは必ずしも包括的なものではな
い。生物学的作用因子については、分類と構造が記載され、可変性があればその
程度が示される。
化学的，物理的特性、特に同定に関連するデータ、発生と生物学的活動性に関
する情報が掲載される。生物学的作用因子については、複製モード、寿命、標的
細胞、残留性と潜在性、宿主反応が示される。化学工業生産物の記述には、商標
名、関連仕様、組成や不純物についての有効な情報が含まれる。モノグラフで評
価される学的作用因子が成分のひとつにすぎない場合でも、商標名は混合物で示
されている可能性がある。
解析あるいは検出に関するセクションの目的は、規制目的に広範に使用されて
いる現手法に重点を置き、読者に現手法の概要を示すことである。可能であれば、
ヒトへのばく露をモニタリングする方法も示される。しかし、手法について厳密
な評価や勧告を意味するものでも暗示するものでもない。IARC は、「環境発が
ん物質:解析手法とばく露測定」（IARC, 1978-92）をシリーズで発刊しており、
妥当性を評価された多岐にわたる化学物質や混合物の解析手法を記載している。
生物学的作用因子については、検出手法やばく露評価が記述され、それらの感受
性や特異性、再現性などが含まれている。
化学物質あるいは混合物の最初の合成や商品化の時期が明示される。自然に生
成されない因子に対しては、この情報により、それ以前にヒトに対するその作用
因子のばく露がなかったことが推定できる。また、最初にばく露された時期も示
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される。さらに、過去から現在にわたる商業生産に用いられた合成法と、異なる
不純物を生じる可能性のある別の生産法が記述される。
代表的な地域（通常ヨーロッパ、日本、米国）における生産、貿易や使用のデ
ータが集められている。しかし、これらの国々が必ずしもその作用因子の唯一あ
るいは主要な産出国や消費国であるとは限らない。確認された使用が現在の状況
とは異なっていたり、主要な適用方法でない可能性があり、情報は必ずしも十分
なものではない。薬の場合、治療への利用は必ずしも現状を示しているわけでは
なく、また治療効果を意味しているわけでもない。
環境における対象作用因子・混合物発生の情報は、職業環境、空気、水、土壌、
食物、動物とヒトの組織などのレベルを監視することにより得られる。対象作用
因子の生成、残留性、生体内蓄積のデータがあればそれも含まれる。混合物、産
業、職業、加工方法の場合には、現存するすべての対象作用因子に関する情報が
与えられる。加工方法、産業、職業については、化学組成の相違、物理的特性、
時間・場所など職業的ばく露レベルを示した経歴についても提供される。生物学
的作用因子については、感染の疫学情報が記載される。
規制とガイドライン（例:農薬規制、食品における最大許容レベル、職業的ば
く露制限）に関する記述は、いくつかの国ではばく露の可能性を示す指標として
記述されている。しかし、そのような制限は常に検討と変更が加えられているた
め、最新の状況を反映しているとは限らない。規制状況に関する情報がない場合
であっても、その国にばく露に関する規制がないことを意味するものではない。
生物学的作用因子については、ワクチンや治療法を含む法規や管理が記述される。

8. ヒトのがんについての研究

（a） 検討された研究のタイプ
3 タイプのがん疫学研究がヒトへの発がん性評価に寄与した。これらは、コホ
ート研究、症例－対照研究、相関（あるいは生態学）研究である。まれに、無作
為試験が有効である。ヒトのがんの症例シリーズや症例報告も精査される。
コホート研究と症例－対照研究は個人のがん発生を研究する上でばく露に関係
しており関連性の指標として相関リスク（発生率あるいはばく露，非ばく露の死
亡率）を推定することができる。
相関研究において、調査単位は通常すべての母集団（特に、地理的エリアある
いは時間）である。そしてがんの頻度は、作用因子、混合物、研究におけるばく
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露環境への母集団ばく露の集約尺度に関係している。しかし、個人のばく露は記
載されていないので、コホート研究や症例－対照研究よりも相関研究のほうが因
果関係の推論がむずかしい。概して症例報告では、臨床経験に基づいてある特定
のばく露と発がんという 2 つの事象の同時発生は、偶発性から予想されるより
も高い頻度で発生するという疑いに起因している。症例報告には、母集団におけ
る各症例の抜本的な確認、リスク母集団の定義と列挙、非ばく露の場合の期待症
例数の推定などがたいてい不足している。症例や相関研究の解釈が不確実である
ことから、一部の特例を除き、それらの研究を因果関係を推論する唯一の根拠と
するには不適切である。しかしながら、症例－対照研究とコホート研究をひとま
とめにして考えると、関連性のある症例報告や相関研究は、実質的に因果関係が
あるという判断をサポートすることもある。
良性腫瘍やがんとの関係が考えられる新生物発生前の病変や他のエンドポイン
トの疫学研究もワーキシググループによって精査される。場合によっては、それ
ら疫学研究が、がんそのものの研究から導かれる推論を裏付けることになる。

（b）検討された研究の品質
モノグラフの目的は、すべての公表された報告を要約することではない。評価
において不適切あるいは無関係と判断されたものは通例除外される。ただし、そ
うした情報が他の報告の有用な補完と判断される場合、あるいは唯一の有効デー
タを提供する場合には、簡単に述べられることもある。それらを含めたからとい
って、その研究の研究計画や結果の解析，解釈の妥当性を受け入れるものではな
く、研究説明の最後に角括弧で引用の制限が明確に述べられる。
疫学研究の解釈にあたり、起こり得るバイアス・交絡・偶発性の役割を考慮に
いれることが必要である。バイアスは、研究の計画・および遂行における要素の
働きによるもので、疾病と作用因子・混合物・ばく露環境の間に、誤って実際よ
りも強いあるいは弱い関連性を導きだす可能性がある。交絡因子としては、疾病
との関連性が実際よりも強く出現したり弱く出現することは、明らかに因果関係
のある要因と疾病発生率を増加・減少させる別の要因が交絡した結果として表れ
る。個々の研究において、これらの因子がどの程度最小化されているかを評価す
るために、ワーキンググループは研究報告書に記載された研究計画と解析につい
てさまざまな解釈から考察する。これらの考察の多くは、症例―対照、コホート、
相関研究それぞれに等しく適用される。これらの解釈のいずれかが不明確なもの
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はその研究自体の信頼性も低く、ばく露の最終評価においても重要なものとみな
されない。
最初に、研究の母集団、疾病とばく露について、著者により明確に定義されて
いなければならない。研究母集団の症例は対象へのばく露と無関係であることが
確認されていなければならない。また、ばく露は病状と関係なく評価されている
必要がある。
第二に、著者は研究計画ならびに疾病リスクに影響し、対象ばく露と関係し得
る変数の解析について考慮しておく必要がある。そのような変量による潜在的な
交絡は、マッチングのように研究計画の中で、あるいは統計的調整により解析の
中で処理してあるべきである。コホート研究において地域的な疾病率の比較は、
各国比較よりも適切かもしれない。研究の中で、異なるばく露レベルにおける個
人の疾病率比較を行っておくべきである。
第三に、著者はたとえ高度な統計解析を用いた場合でも、結論の根拠となる基
本データを報告してあるべきである。少なくとも、症例－対照研究においてはば
く露症例および非ばく露症例と対照の数を示し、コホート研究においては観察症
例と期待症例の数を示す必要がある。ばく露開始からの「時間経過に伴う」詳細
な表データと一時的な要因の双方が重要である。コホート研究では、バイアスを
報告してしまう可能性を明確にするために、すべてのがん部位とすべての死亡原
因が示していなければならない。症例－対照研究においては、対象よりも吟味さ
れた要因の影響が報告されている必要がある。
最終的に、関連リスク、がんの絶対発生率、信頼区間、有意検定の推定値や交
絡の調整に使われた統計的手段が明確に述べられていなくてはならない。使われ
た手段は、1970 年代半ばから改良されてきた一般的に認められている技術であ
ることが望ましく、これらの手法は症例―対照研究（Breslow & Day, 1980）や
コホート研究（Breslow & Day, 1987）において再検討されてきた。

（c）作用メカニズムに関する推論
最初にばく露した年齢、最初のばく露からの経過時聞、ばく露期間、累積ばく
露、ばく露終了時など時間的な変数に関係する関連リスクおよび絶対リスクの詳
細解析が再検討され、可能な時は要約される。時間との関係の解析は、発がんモ
デル化に有用である。特にそのような解析は作用メカニズムに対しせいぜい間接
的な推論しか与えない場合でも、発がん物質が発がん過程の初期に作用するのか
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後期に作用するのかを示唆すると思われる。プロトオンコジーンの突然変異など
発がん過程の早期にみられるマーカーや、発がん物質のばく露や作用（たとえば
DNA あるいは蛋白付加物）の生物マーカーの測定はがん発生率や死亡率に注目
した疫学研究に組込まれた際には、特に注意が払われ、このような測定により、
推定される作用メカニズムを推論できるであろう（IARC，1991a;Vainio et al.,
1992）。

（d）因果関係の規準
個々のがん疫学研究が要約され質が評価された後は、疑わしい作用因子・混合
物・ばく露環境がヒトに対して発がん性があるという証拠の有効性について判断
される。この判断を行うにあたり、ワーキンググループは因果関係についていく
つかの規準を考慮している。軽微な関連リスクは因果関係がないことを意味する
のではなく、疾病が共通なものであれば重要であることが認められているが、強
い相関（強い関連リスク）は、弱い相関以上に因果関係があることを示す。同様
に、計画された研究、異なる疫学的アプローチの利用、そして異なるばく露環境
における研究で再現されるような相関性は、単独研究による独立した観察よりも
因果関係を明確に示している。調査に矛盾した結果がある場合には、考えられる
理由が求められるが（例えば、ばく露量の違いなど）、高い信頼性があると評価
された研究結果には、方法論的に問題があると判断された研究よりも重要である
と認識される。単独の研究結果から発がん性の疑いが強く示される場合には、そ
れらのデータは、引き続き行われる証拠の有効度の再評価に関する研究と一緒に
扱われない。
段階的に反応しないことが必ずしも因果関係がないという証拠ではないが、ば
く露量に応じて疑わしい疾病のリスクが増加する場合には、この結果は強い因果
関係があると考えられる。個体あるいは母集団のばく露が休止あるいは減少した
後のリスク減少も、因果関係を裏付ける。
発がん物質は一つ以上のターゲットに作用するが、特に過剰ながん発生が同じ
器官の一つの形態学的タイプに限定される場合には、相関の特異性（一つの解剖
学的部位における発がんや形態学的タイプの増加）はより強い因果関係を表す。
有効であることはまれだが、ばく露個体と非ばく露個体で異なる比率を示す無
作為抽出試験の結果は特に強い因果関係の証拠を示す。
疫学研究がばく露とがんの間に関連性をほとんど示さないときには、総じて発
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がん性がない証拠を示していると判断する。このような判断は、第一に研究が上
述されている計画と解析の基準に十分かなう妥当なものであることが求められる。
特に、ばく露および転帰についてバイアス・交絡または誤分類観察結果を説明し
てしまう可能性を考慮すべきであり、そういった可能性は妥当な確実性をもって
排除されるべきである。さらに、方法論的に信頼できると判断される研究は、ば
く露観察レベルに対し一定の関連リスクが矛盾がなく、母集団の大きさが十分で
あるため関連リスクのプールされた推定は一定もしくはほぼ一定であり、狭い信
頼区間となるべきである。また、個々の研究やすべての研究の蓄積結果が、ばく
露レベルの増加にともない、がんの関連リスクが増加する一貫した傾向を示すも
のではない。いくつかの疫学研究によって得られる発がん性がないという証拠は、
研究対象となったがんのタイプ、ばく露量レベル、そして最初のばく露と病状が
観察されるまでの期間にのみ適用されるということが重要である（すべての研究
で観察されるものと同等かそれ以下）。ヒトのがんの経験から、場合によっては
最初のばく露から臨床的ながんが発達するまでの期間が 20 年以下になることは
ほとんどないことがわかっている。つまり実質的に 30 年以下の潜伏期間でも発
がん性がないことを証明することができない。

9. 実験動物におけるがん研究
実験動物によって十分に研究が行われてきた既知のヒトへの発がん物質は、１
種 以 上 の 動 物 種 に ポ ジ テ ィ ブ な 反 応 を 引 き お こ す （ Wilbourm et al. , 1986
Tomatis et al. ,1989）。いくつかの因子について（アフラトキシン、4-アミノ
ビフェニール、アザチオプリン、タバコとキンマ、ビスクロロメチルエーテル、
ク口口メチルヱーテル（工業銘柄）、クロラムブシル、クロールナファジン、シ
クロスポリン、コールタール・ピッチ、コールタール、経口避妊薬、シクロホス
ファミド CPA、ジエチルスチルボエストール、メルファラン、8-メトキシプソ
ライエンと紫外線Ａ放射線、マスタードガス、マイレラン、2-ナフチルアミン、
非ステロイド系エストロゲン、ステロイドエストロゲン置換療法、太陽光線、チ
オペプタ、およびビニルクロリド）、実験動物での発がん性は、疫学研究による
ヒトでの発がん性確認 （Vainio et al., 1993）の前に確立されるか、あるいは
強く疑われていた。この関連性は、実験動物にがんを発生させるすべての因子や
混合物がヒトにもがんを発生させるということを説明することにはならないが、
ヒトについてのデータが不十分である場合、実験動物で発がん性に十分な証拠
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がある因子と混合物は、ヒトにおいても発がん性のリスクを有すると考えるこ
とが生物学的に妥当であり、また慎重な判断といえる。因子が種特有でヒトに
作用しないメカニズムによりがんを発生させるという可能性も同様に考慮される
べきである。
評価対象の化学物質や混合物に含まれる不純物の特性や程度は可能なかぎり示
されている。動物系、性別、１つのグループの個体数、試験開始年齢と生存年齢
などが報告されている。
要約されたほかの研究タイプは以下となる。
・ 発がん作用を変化させる既知の発がん物質や要因に関連して、作用因子
や混合物が投与された実験
・ がんではなく前がん病変をエンドポイントとする研究
・ 既知の代謝生成物や派生物の発がん性に関する実験
混合物の実験研究については、収集、保管、抽出、濃縮、配送期間に試料の物
理化学的な特性が変化する可能性が考慮される。混合物成分の化学的および毒性
的な相互作用により、非線形の投与反応の関係になることがある。
実験動物で試験されたサンプルのヒトへのばく露に関して評価が行われる。こ
の中では以下が考慮される。
（ⅰ）物理的・化学的特性
（ⅱ）ある種の物質の存在を示す組成物質
（ⅲ）遺伝およびそれに関連する影響についての試験結果（DNA 付加物の形
成、プロトオンコジーンの突然変異と発現および抑制遺伝子の本活性化
などの研究が含まれる）
モノグラフで評価されたウィルスより得られた結果の関連性についても考慮さ
れなければならない。

（a）定性的側面
発がん性の評価は定性的に重要ないくつかの考慮を必要とする。
（ⅰ） ばく露のルートとスケジュール、種、系、性別、年齢、経過観察期間
など、試験が行われた実験条件
（ⅱ） 結果の一貫性。たとえば種や対象器官
（ⅲ） 新生物反応の範囲。新生物発生前の病変や良性腫瘍から悪性新生物へ
の変化など
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（ⅳ） 変異因子の役割
上記（p.15）に記載したとおり、 モノグラフ の目的はすべての公表研究を要約
することではない。動物実験において評価は不十分（たとえば、研究期間が短す
ぎるもの、動物数が少なすぎるもの、生存率が低いものなど。下記参照）である。
または関係ないと判断された場合は、一般的に考察の対象からはずされる。十分
に長期の発がん実験の実施に関するガイドラインがまとめられている（たとえば、
Montesano et al.,1986）。
研究の解説や評価において、ワーキンググループでは以下を重要なものとして
考慮する。
（ⅰ）作用因子が明確に定義されているか。混合物の場合、そのサンプルの特
性が十分に述べられていること。
（ⅱ）ばく露量が適切に監視されているか（特に吸入試験）。
（ⅲ）ばく露量と試験期間が適切か、試験動物の生存率が対照群とほほ同じか。
（ⅳ）グループあたりの動物数が適正であるか。
（ⅴ）両性ともに実験に使われているか。
（ⅵ）動物は無作為にグループに割りつけられているか。
（ⅶ）観察期間は適切か。
（ⅷ）データは適切に報告されているか。
可能であれば、同時対照とともに履歴対照における特定腫瘍の発生に関する最
新のデータも腫瘍反応の評価の際に考察されるべきである。
ある研究において、同一器官や組織の同じ細胞タイプに起因する良性腫瘍が悪
性腫瘍とともに発生し、また増悪の段階にあることが認められる場合には、腫瘍
の発生の評価の際に併せて考えるのが妥当と思われる（Huff et al.,1989）。新
生物発生前と推定される病変の発生は、観察される新生物反応の生物学的な妥当
性を裏付けるものとなる可能性がある。作用因子や混合物が最終的に増悪の傾向
のない良性腫瘍しか誘発しない場合であっても、発がん性物質でないかどうかを
追及し、さらに詳しい調査を行う必要がある。

（b）定量的側面
腫瘍の発生率は、動物の種、性別、系、および年齢、発がん物質の用量、ばく
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露ルートとばく露時間に依存する。ばく露レベルの増加に応じて腫瘍発生率が高
くなるという証拠は、ばく露と腫瘍の発現との因果関係を裏付けるものである。
投与反応曲線の形は、研究対象の作用因子や対象器官により大きく異なる。
DNA 損傷と細胞分裂の増加は、発がん性の重要な側面である。また細胞増殖は、
いくつかの発がん物質について、投与反応曲線の強力な決定要因である
（Cohen & Ellwein,1990）。多くの化学物質が反応性の中間体ヘ移行する前に
代謝活性を必要とするので、代謝と薬物動態は投与反応のパターンを特定するの
に重要である。吸収、活性化、不活性化、排出などの飽和現象は DNA 修復など
の飽和でもありうるように、非線形の投与反応曲線を示している。（Hoel et
al., 1983;Gart et al.,1986）

（c） 長期の動物実験の統計的解析
ワーキンググループにより検討される項目には、それぞれの試験グループに与
えられる情報の妥当性が含まれる。
（ⅰ）調査される動物数や組織学的に評価される動物数
（ⅱ）腫瘍のタイプ別動物数
（ⅲ）生存期間
利用される統計手法は明確に記述され、目的にあわせて改良された公に認知さ
れたものとする（Peto et al., 1980:Gart et al., 1986）。試験グループと対照
グループで生存率に差がない場合、ワーキンググループは通常、各グループにお
ける各腫瘍タイプが生じた動物数を比較する。そうでなければ、生存率の差につ
いて適切な調整が行われていたかどうかを検討する。これらの調整には、以下が
含まれる。
・ 生存率の差のほとんどが腫瘍発生前に生じている場合、有効動物数（最
初の腫瘍が発見されたときに生存していたもの）のうち腫瘍発生後も生存し
た動物の割合の比較。
・ 生命表手法：腫瘍が目視で確認でき、死亡率が腫瘍発現にすみやかに追
随するような「致命的な」場合に採用される。
・ Mante1-Haenszel 試験あるいはロジスティック回帰：潜在的な腫瘍が動
物の死亡リスクに影響を与えず、検死解剖による「偶発的」所見の場合。
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実際、腫瘍が致命的であるか偶発的であるかの分類はむずかしい。まだ十分に
評 価 さ れ て い な い が 、 こ の 区 分 を 必 要 と し な い 生 存 － 調 整 手 法 （ survivaladjusted methods）が考案されている（Gart et al.,1986）。

10. その他の関連あるデータ

（a）吸収・分布・代謝と排泄
ヒトや実験動物の吸収、分布（胎盤経由の移動を含む）や排泄についての簡潔
な情報が与えられる。摂取量の飽和、たんぱく結合、代謝活性、解毒、DNA 修
復プロセスなど投与反応関係に影響する可能性のある薬力学的特性について述べ
られる。ヒトや実験動物における作用因子の代謝機構を示す研究は、簡潔に要約
され、可能であればヒトと実験動物のデータについて比較される。ばく露と標的
部位ヘ到達する量の関係についての比較情報は、種間の外挿にあたり特に重要に
なる可能性がある。

（b）毒性
器官毒性、急速な細胞増殖、免疫毒性、内分泌効果などの急性および慢性の毒
性効果（がん以外）のデータが提供される。細胞レセプターの存在および毒物学
上の意義が記述される。

（c）生殖と発育への影響
生殖、奇形発生、胎児毒性、胎芽毒性についても簡潔に要約される。

（d）遺伝とそれに関連する影響
遺伝子突然変異や染色体損傷と発がんとの関係性に鑑みて、遺伝およびそれに
関連する影響の試験が記述される（Vainio et al.，1992）。
サンプル特性レポートの妥当性が考慮され、必要であればコメントが付記され
る。複合化合物に関しては、そのようなコメントは実験動物の発がん性試験に記
述されるコメントと類似している。認められたエンドポイント（DNA 損傷、遺
伝子突然変異、姉妹染色分体交換、小核形成、染色体異常、異数性、細胞形質転
換など）に基づく発現系統的グループにより、有効データは厳密に解説される。
用いられた濃度が示され、生体外の外因性の代謝系統の利用が試験結果に影響す
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るかどうかが記述される。これらのデータはテストシステム、データ、参考リス
トとして与えられる。Activity Profiles としての棒グラフとその詳細なプロフ
ィールに関する要約表は補填に示される。
原核生物、下等真核生物、植物、昆虫、培養された哺乳類の細胞などを使用し
た試験におけるポジティブな結果は、遺伝およびそれに関連する影響が哺乳類で
発生する可能性があることを示唆している。このような試験結果は、発生した遺
伝子に対する影響の種類と代謝活性化が関与しているかどうかについての情報を
与える。記述されたいくつかのエンドポイントは、明らかに遺伝の本質に関わる
ものである（たとえば、遺伝子突然変異、染色体異常）が、他は遺伝的な影響と
多かれ少なかれ関連している（たとえば不定期 DNA 合成）。腫瘍増殖活動や細
胞の形質転換に関する生体外試験は、発がんの過程と特に関連する変化 （必ず
しも遺伝変性の結果ではない）に対して敏感である場合がある。これらの試験の
厳密な評価は、これまでに公表されてきている（Montesano et al.，1986）。
実験用の哺乳類動物とヒトにおける遺伝その他の活性の発現は、ほかの生物の
それよりも強い関係があるとみなされる。作用因子や混合物がすべての哺乳類に
おいて遺伝子や染色体の変異を誘発することは、すべての種においてこうした能
力を持つわけではないとしても、なにがしかの発がん能力をもつことを示唆して
いる。変異原性や関連影響の相対能力は、発がん能力についての信頼できる指標
ではない。動物の組織における変異原性に関する生体内試験のネガティブな試験
結果は、試験以外に組織内影響の可能性を排除できていないこともあり、重要と
みなされない。さらに、遺伝子をエンドポイントとしたネガティブな短期試験結
果は、ほかのメカニズム（たとえば、受容体媒介効果、修復性増殖をともなう細
胞毒性、ペルオキシツーム増殖など）を通じて作用する作用因子や混合物の発が
ん性を否定する証拠になるとは考えられない（Vainio et al., 1992）。短期試験
において間違った結果を導く可能性のある要素は、ほかの論文で詳細に論じられ
ている（Montesano et al.,1986）。
可能であれば、遺伝子レベルで構造的な変化をともなわない発がんメカニズム
に関係するデータも記載される。
ヒトの生殖、遺伝子、関係する影響についての疫学研究の妥当性は、がんにつ
いての疫学研究と同様に同じ規準で評価される。

（e） 構造と活性への考慮
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ここでは、作用因子の発がん性評価に関係する可能性のある構造と活性の関係
についても記述される。

11. 報告されたデータの要約
本章では、関連する疫学データおよび実験的データを要約する。要旨の形式を
除き概説された規準に適合する報告が発がん性の評価対象とみなされる。不適切
な研究は原則として要約されていないこれらの研究は、通常前文の角括弧内コメ
ントに示される。

（a）ばく露
化学物質や化合物のヒトへのばく露は、環境下における生産、使用、発生と、
ヒトの組織や体液での確認などの要素をもとに要約される。司能であれば量的デ
ータが提供される。

（b）ヒトにおける発がん性
ヒトにおける発がん性評価に妥当と考えられる疫学研究の結果が要約される。
関連性がある場合には、症例報告と相関研究も要約される。

（c） 実験動物における発がん性
動物における発がん性評価の関連データが要約される。各動物種や投与経路に
関して、腫瘍や新生物発生前に病変の発生の増加が観察されたかどうかが記述さ
れ、腫瘍部位が示される。出生前の作用因子や混合物へのばく露により、あるい
は単一用量実験により腫瘍が発生した場合には、これも示される。ネガティブな
結果も要約される。可能であれば、用量反応や他の量的データも提供される。

（d） 発がん性の評価とそのメカニズムに関係するデータ
ヒトにおける生物学的影響に関するデータ（特に関係するデータ）が要約され
る。これらには、毒性、運動や代謝の考察、ばく露を受けたヒトについての
DNA 結合の証拠、DNA 病変の存続、遺伝子の損傷が含まれる。作用因子の発
がん作用のメカニズムに関係すると考えられる場合には、細胞毒性や再生、受容
体結合、ホルモンや免疫に対する影響などの毒性情報、実験動物の運動や代謝に
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関するデータなどが与えられる。哺乳類、培養哺乳類細胞、非哺乳類系について、
遺伝や関連する影響についての試験結果が要約される。
可能であれば、ヒトと動物（特にがんを発症した動物）におけるこうしたデー
タの比較が記述される。
関連がある場合には、構造と活性の関係が記述される。
評価対象である作用因子・混合物・ばく露環境については、ヒトや実験動物お
よび組織・細胞における研究から、発がん性メカニズムに関係するエンドポイン
トやほかの現象に関する入手可能なデータが、下記の一つ以上の項目に含まれる
形で要約される。
（ⅰ）遺伝毒性の証拠 （遺伝子レベルでの構造変化）：たとえば、構造と活
性の考慮、付加物形成、変異原性（特定の遺伝子への影響）、染色体
突然変異/異数など。
（ⅱ）関連遺伝子発現への影響の証拠（細胞内レベルの機能変化）：たとえ
ば、原腫瘍形成遺伝子やがん抑制遺伝子産生の構造・量の変化、代謝
活性/不活性の DNA 修復の変化など。
（ⅲ）細胞の挙動に対する関連する影響の証拠（細胞・組織レベルの形態
的・行動上の変化）：たとえば、有糸分裂誘発、代慣性細胞増殖、前
段異常増殖や過形成、前がん状態・がん細胞（不死化、免疫抑制）の
残存、転移の可能性におよぼす影響など。
（ⅳ）発がん効力および因子相互作用に関する投与量と経過時間の関係から
の証拠：たとえば、疫学研究から推測される早期/後期段階、動物の発
がん性実験から定義される前がん病変/前臨床がん化/本格的ながん化/悪
性腫瘍化、毒物動態学など。
上記項目は相互に排他的ではなく、ひとつの作用因子が複数の項目に関係して
いる。たとえば、これらの影響は遺伝毒性によるのが妥当と認識されているとし
ても、関連遺伝子発現に関する作用因子の作用は、最初と 2 番目の項目で要約
されるであろう。

12.

評価

ヒトと実験動物のデータから導かれる発がん性の証拠がどの程度有力なもので
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あるかは、標準規約で評価される。
以下に示すこれら評価規準は、発がん性評価に関するすべての作用因子を包含
することができない。すべての科学的データを考慮する場合には、ワーキンググ
ループは、作用因子、混合物、ばく露環境について規準が示す厳格な解釈ではな
く、それよりも上位～下位のカテゴリーに分類する。

（a） ヒトと実験動物における発がん性の証拠の程度と裏付け証拠
これらのカテゴリーは、あるばく露は発がん性があるという証拠がどの程度有
力なものかを示すのみであり、発がん性活動（可能性）の程度や関与するメカニ
ズムを示すものではない。新しい情報が出てくれば、分類が見直される可能性が
ある。
単一作用因子あるいは混合物について、証拠能力の評価は試験試料に限定され、
物理的、化学的、生物的に定義される。ワーキンググループが複数の作用因子が
相互に関係していると評価する場合、それら作用因子は、証拠能力の単一評価の
ため一つのグループにまとめられる。

（ⅰ）ヒトにおける発がん性
疫学研究の証拠に基づいた混合物、プロセス、職業、産業についての発がん性
評価の適応は、それら作用因子の時間的，空間的な可変性に依存する。ワーキン
ググループは、過度リスクの原因である可能性が最も高いと考えられる特定のば
く露、プロセスや活動を同定することに努めている。ばく露やほかの条件に関す
るデータの有効性の範囲内で評価される。
ヒトにおける発がん性の証拠は、以下のように分類される。

発がん性に十分な証拠 ： ワーキンググループは、作用因子，混合物へのばく
露、ばく露環境とヒトのがんについて因果関係が確立されていると判断している。
すなわち、適切な方法で偶発性・バイアス・交絡などが排除された研究により、
ばく露とがんの間にポジティブな関係が確認されている。

発がん性に限定的な証拠 ： 作用因子・混合物・ばく露環境とがんの間にポジ
ティブな関係が認められ、因果関係の説明がワーキンググループによって信頼で
きると判断されている。しかし、偶発性・バイアス・交絡などが適切に排除され
ていない可能性がある。

発がん性には不適切な証拠 ： ばく露とがんの間の相関関係有無を判断するに
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は、研究の品質・一貫性・統計的検出力が不十分であったり、ヒトにおけるがん
のデータがない。

発がん性がないことが示唆される証拠 ： ヒトがさらされるさまざまなばく露
レベルをカバーした十分な研究結果があり、それら研究がそれぞれについて、い
かなるばく露レベルであっても作用因子・混合物・ばく露環境とがんとの間にポ
ジティブな関係を示さないという一貫性がある。「発がん性がないことが示唆さ
れる証拠での結論は、必然的に入手可能な研究がカバーしているがん部位、条件、
ばく露レベル、観察期間に限定される。さらに、さまざまなばく露レベルにおい
て、非常に小さいリスクであっても排除されることはない。
上記のカテゴリーは、場合によっては、特定の器官・組織における発がん性に
関する証拠の程度を分類するのに活用される。

（ⅱ）実験動物における発がん性
実験動物における発がん性の証拠は、以下のように分類される。

発がん性に十分な証拠 ： ワーキンググループは、作用因子・混合物と悪性腫瘍
や特有の良性・悪性腫瘍の発生率の増加について、以下の条件であれば因果関係
が確立されていると判断している。
（1） 2 種類以上の動物で確認されている。
（2） あるいはある種について複数の独立した研究が、違う時期、違う研究機
関と違うプロトコールで遂行されている。
例外的に、悪性腫瘍が発生率、部位、腫瘍タイプ、発現年齢について特異な割
合で発生している場合には、ある動物についての単独の研究が発がん性の十分な
証拠として判断されうる。

証拠 ： データは発がん性を示しているが、以下のような理由により決定的な評
価を与えるには不十分である。
（1）発がん性の証拠が単独の実験に限定されている。あるいは
（2）計画、実行、研究解釈を妥当と判断するには、未解決の問題がある。あ
るいは
（3）作用因子・混合物により、良性腫瘍や不確かな新生物と考えられる病変
あるいは特定の新生物の発生率のみ増加している。これらは、ある種の系で
自然に発生する可能性がある。

発がん性には不適切な証拠 ： 定性的・定量的限界や実験動物におけるがんのデ
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ータがないことにより、発がん性の有無を解釈することができない。

発がん性がないことが示唆される証拠 ： 最低でも 2 つ以上の種を対象とし、用
いられている試験の範囲内で、作用因子・混合物に発がん性がないことを示す研
究である。発がん性がないことが示唆される証拠の結論は、必然的に動物種、が
ん部位、ばく露レベルに限定される。

（b） 発がん性の評価とメカニズムに関係するほかのデータ
発がん性評価と総合評価に影響する重要性の評価に関係すると判断されるほか
の証拠が記述される。これらには、新生物発生前の病変、腫瘍病理、遺伝とそれ
に関連する影響、構造と活性の関係、代謝、体内薬物動態、物理化学パラメータ、
類似生物作用因子に関するデータが含まれる。
発がん作用のメカニズムに関係するデータも評価される。観察された発がん効
果が特定のメカニズムによるという証拠の有効性は、弱い、緩やか、強いなどの
用語をもちいて評価される。特定のメカニズムがヒトに作用する可能性があるか
どうか、ワーキンググループが評価する。特定のメカニズムがヒトに作用するこ
とを強く示すのは、ヒトのデータ、またはばく露されたヒトから得た生物学的試
料データに由来する。問題の作用因子がばく露されたヒト（がん化の過程にあ
る）に変化を起こす場合、そのデータは特に関連性ありと判断される。しかしな
がら、そのようなデータが入手できることはありえない。これは、実験において
化合物の毒性や発がん性の証拠が確立されていることから、そういった化合物を
ヒトが使用することを禁じているのが通例だからである。
職業および産業ばく露を含む複合ばく露については、その化学組成とこれまで
の既知の発がん物質の潜在的な寄与は、ヒトヘの発がん性の総合評価においてワ
ーキンググループで検討される。また、ワーキンググループは、実験供試試料と
ヒトがばく露される試料とがどの程度関連しているかについて定義する。

（c） 総合評価
最終的に、作用因子・混合物・ばく露環境のヒトにおける発がん性を総合評価
するために、一連の証拠をまとめて検討する。
ワーキンググループが評価してきた化学化合物グループの評価が行われる。さ
らに、提出資料のデータがほかの関連化合物（それについて、ヒトや実験動物の
がんを誘発する能力についての直接的証拠はない）も発がん性の可能性を持つこ
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とを示す場合には、この結論についての理論的説明が評価資料に追加される。も
し有力な証拠があれば、化合物グループに対して追加評価が行われることもある。
作用因子・混合物・ばく露環境は以下のカテゴリーの１つとして記述され、特
定のグループに包含される。作用因子・混合物・ばく露環境の分類は、科学的判
断であり、ヒトと実験動物の研究やほかの関連研究データを根拠とする証拠がど
の程度有力であるかを反映している。

Group 1 - 作用因子（混合物）は、ヒトに対して発がん性を示す。
ばく露環境はヒトに対してがんを引き起こすばく露となる。
このカテゴリーはヒトに対して十分な発がん性を示す証拠があるときに使われ
る。例外的に、作用因子（混合物）のヒトヘの発がん性の証拠が十分でないが実
験動物に対して十分な証拠があり、発がんメカニズムを通じて作用因子（混合
物）がヒトに作用するという強い証拠があるときにこのカテゴリーに分類される。

Group

2

このカテゴリーは、作用因子、混合物、ばく露環境について、ヒトにおける発
がん性の証拠程度がほとんど十分であるもの、ヒトでのデータはないが実験動物
において発がん性の証拠があるものを含む。作用因子、混合物、ばく露環境は、
発がん性の疫学的証拠および実験的証拠や関連データに基づき、グループ 2A
（ヒトに対しおそらく発がん性を示す）あるいは 2B（ヒトに対し発がん性を示
す可能性がある）に分類される。

Group

2A - 作用因子（混合物）は、ヒトに対しておそらく発がん性を示す。

ばく露環境はヒトに対しておそらくがんを引き起こすばく露となる。
このカテゴリーは、ヒトに対する限定的な発がん性の証拠や実験動物に対する
十分な証拠が存在するときに使われる。場合によっては、作用因子（混合物）は、
ヒトに対して不適切な証拠しか有さないが実験動物において十分な発がん性の証
拠を示し、またヒトにも作用するメカニズムにより媒介される発がん性の強い証
拠があるときに、このカテゴリーに分類される可能性がある。例外的に、作用因
子、混合物、ばく露環境は、ヒトにおける発がん性についての限定的な証拠に基
づいてのみこのカテゴリーに分類されることもありうる。
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Group 2B - 作用因子（混合物）は、ヒトに対し発がん性を示す可能性がある。
ばく露環境はヒトに対してがんを引き起こすばく露となる可能性がある。
このカテゴリーは、作用因子、混合物、ばく露環境について、ヒトに対する限
定的な発がん性の証拠と実験動物に対する十分とは言えない証拠が存在するとき
に使われる。このカテゴリーはまた、ヒトに対して不適切な証拠しか有さないが
実験動物において十分な発がん性の証拠を示すときにも使われる。場合によって
は、作用因子、混合物、ばく露環境は、ヒトに対して不適切な証拠しか有さない
が実験動物において限定的な発がん性の証拠を示し、同時に関連するデータの中
で発がん性を支持する強い証拠があるときに、このカテゴリーに分類されること
がある。

Group 3 - 作用因子（混合物あるいはばく露環境）は、ヒトに対する発がん性に
ついて分類できない。
このカテゴリーは、作用因子、混合物、ばく露環境について、ヒトに対する発
がん性の不適切な証拠と実験動物に対する不適切あるいは限定された証拠がある
ときに、もっともよく使われる。
例外的に、作用因子（混合物）のヒトにおける発がん性の証拠は不適切である
が実験動物に対して十分な証拠があり、実験動物における発がん性メカニズムが
ヒトに対して作用しないという強い証拠があるときにこのカテゴリーに分類され
る。
ほかのグループに分類されない作用因子、混合物、ばく露環境はこのカテゴリ
ーに分類される。

Group 4 - 作用因子（混合物）は、ヒトに対しておそらく発がん性を示さない。
このカテゴリーは、作用因子、混合物について、ヒトと実験動物に対して発が
ん性がないことを示唆する証拠があるときに分類される。場合によっては、作用
因子、混合物は、ヒトにおける発がん性については不適切な証拠を有するが、実
験動物に対して発がん性がないことを示唆する証拠があり、そのことが広範な関
連する研究データで一貫して強く支持されるとき、このカテゴリーに分類される
可能性がある。
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