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Ⅰ 要旨

電磁波が生体に及ぼす作用は、低周波領域では神経や筋の刺激作用が支配的であり、

高周波領域では生体の組織で電力エネルギーが吸収されることによって生じる温度上

昇（熱作用）が支配的である。

中間周波（intermediate frequency, 以下 IF と略）磁界は、これらの間に挟まれる周

波数帯、すなわち 300Hz から 10MHz 程度の周波数の電磁界であり、刺激作用を持つ

低周波領域と、熱作用を持つ高周波領域の中間に属する。この周波数領域を利用する技

術としては、盗難防止装置、電気鉄道の主変換器等が社会に導入されてきたが、国民個々

の生活基盤を支える技術には応用されてこなかったため、中間周波磁界の健康影響に関

する研究については質・量ともに乏しく、そのため、2007 年に発刊された WHO の超

低周波電磁界に関する環境保健クライテリア（EHC 238）では以下の通りに記載され、

研究の推進が必須とされた。

 「この領域のデータが欠落している現状を考慮し、すべてを包括する必要事項として、

通常は 300Hz～100kHz とされる中間周波電磁界に関する更なる研究が必要である。健

康リスク評価に必要とされる知識ベースの極少数しか集まっておらず、既存の研究の多

くは結果が一貫していないので、更なる具体化が必要である。健康リスク評価のための

十分な IF データベースを構成するための一般的な要件には、ばく露評価、疫学研究、

ヒト実験室研究、動物および細胞（in vitro）研究が含まれる」 

この EHC238 の発刊から 8 年以上が経過し、近年では中間周波磁界の生体影響に関

しての研究報告が細胞実験、動物実験を中心に多く報告されるようになってきたが、近

年発表されている研究の多くは家庭用電磁調理器から射出される中間周波磁界で周波

数は 20kHz または 60kHz を中心とした物が多くより高い周波数帯の研究は皆無に近
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いといえる。一方で、近年、中間周波数帯を利用する無線電力伝送（WPT）システムは

現在、実用化に向け開発が進められているが、その中でも電気自動車向け WPT システ

ムは 100kHz 程度の中間周波帯としては比較的高い周波数帯を使用し、特に大きな出力

を発生させることが想定されている。このようなシステムでは大きな電力伝送のために、

現行の指針で定められる参考レベルに近い電磁環境に人体がさらされる可能性が増え

ることから、非熱的生体作用により健康に好ましくない影響への懸念も拡大する可能性

も完全には否定できない。 そのため、それらの基礎的な知見を集積させるが必要であ

る。そこで本受託研究では、これまでにほとんど前例のない 100kHz 帯の磁界ばく露に

よる動物実験を実施するため、ばく露装置の開発を含め総合的に研究を推進することと

する。なおばく露装置が作り出す磁界強度については、小動物体内に総務省電波防護指

針（ICNIRP ガイドライン）基本制限値相当の誘導電界を発生させる強さを想定し、そ

れを設計に反映させ中間周波磁界ばく露装置を開発する。そのばく露装置を用いて、動

物実験においては急性ばく露による基本毒性評価を含めた非熱的作用について検討を

行う。

なお、研究の特殊性を鑑み、本受託研究においては、ばく露装置の開発とばく露量評

価などを主目的とする首都大学東京ユニット、動物への影響評価を主目的とする明治薬

科大学ユニットの２つのユニットにおいて研究の推進を行う。これらのユニットは互い

に日頃から情報共有・意見交換を行い協力して研究を推進する。

平成 27 年度は首都大学東京ユニットでは低出力のばく露装置を完成させるとともに、

および高出力ばく露装置の制作をすすめる一方で、明治薬科大学ユニットでは生物学的

な評価系で酸化ストレスおよび動物行動への影響に着目しその評価系を構築した。また、

完成した低出力のばく露装置を用いて、一部の生物学的な指標への影響について検討を

開始した。



4 

本報告書においては、明治薬科大学ユニットの研究報告をまとめるが、ばく露装置の

開発等、その他の実施内容の報告については、共同受託機関である首都大学東京から提

出される報告書を参照されたい。
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Ⅱ 研究全体の背景及び目的

電波がヒトの健康に及ぼす影響について国民の関心が高まっている。その関心に適切

に対応するために国は科学的根拠に基づく知見を提供し、電波の安全性について十分に

周知し国民から理解を得る必要がある。我が国においては電波防護指針により指針値が

示されており、その安全性が担保されている。

電波防護指針のうち、中間周波数帯を含む低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下）

については、情報通信審議会一部答申 諮問第 2035 号「電波防護指針の在り方」のう

ち、「低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下。）における電波防護指針の在り方」（平

成 27 年３月）で、国際非電離放射線防護委員会が設定した ICNIRP ガイドライン 2010

の見解を支持し、その基本制限・参考レベル等が採用されている状況である。一方で、

近年、中間周波数帯を利用する電波利用機器が多く出現している。その中でも、無線電

力伝送（WPT）システムは現在、実用化に向け開発が進められており、その中でも電気

自動車向け WPT システムについては、特に大きな出力を発生させることが想定されて

いる。現行の指針で定められる参考レベルに近い電磁環境に人体がさらされる可能性が

増えることから、非熱的生体作用により健康に好ましくない影響への懸念も拡大する可

能性が考えられる。

しかしながら、中間周波電磁界については、これまで研究対象としての関心が低く、

十分な科学的な知見が存在していない。そのため、2007 年に発刊された WHO の超低

周波電磁界に関する環境保健クライテリア（EHC238）では、今後の課題として中間周

波電磁界の生体影響研究の推進が必須とされている。したがって、本研究では、基本計

画書における目標にしたがい、以下の目標を定める。
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ア） 小動物体内に総務省電波防護指針（ICNIRP ガイドライン）基本制限値相当の

誘導電界を発生させる中間周波磁界ばく露装置を開発し、その性能について適切に評価

する。装置の作製に関してはこれまでに、ほとんど前例のない 100kHz 帯の磁界ばく露

装置を独自に設計・開発を行う。

イ） ア）の装置において、磁界以外の物理的要因（電界、超音波、温度、湿度など）

の計測方法の検討および定量化を行う。中間周波磁界ばく露時にそれらの物理的要因の

変動が伴うか否かを確認し、変動がある場合はできる限り取り除き、中間周波磁界その

ものの非熱的作用の評価・検討が可能な装置を作製する。

ウ） 実験動物の数値モデルによるドシメトリを行い、動物実験におけるばく露量・

誘導量を明らかにする。本提案研究では、動物へのストレスを 小限に抑えるため、動

物がフリームービングの環境でばく露できる装置を計画する。

エ） 上記で開発したばく露装置を使用して、100kHz 帯の中間周波磁界の動物ばく

露実験を実施する。現時点では中間周波帯の非熱的な影響についての報告は極めて少な

いことから参照できる先行研究はなく、一般毒性的な観点からの検討が必須であるとい

える。そのため本提案では、急性影響について、生理学的・生化学的・分子生物学的な

分析を進める。得られる結果は、中間周波の生体作用の有無あるいはそのメカニズムを

検討する基礎資料として極めて重要であり、WHO の環境保健クライテリアで推奨され

た中間周波の生体影響研究にも貢献ができる。
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オ） 上記の結果を基に、中間周波数帯における総務省電波防護指針の基本制限値相

当の誘導量による生体影響が可逆的な影響か否かを検討し、健康影響の可能性を明らか

にする。

なお、本研究の全体的な枠組みは次ページのとおりである。



8 

成果目標： 

中間周波数帯の電磁界（特に 100kHz 帯の磁界）における非熱的生体作用の検討 

ア）中間周波磁界ばく露装置の開発 

ア-1)ばく露対象とする動物の選定 

ア-2)低強度磁界ばく露装置の試作 

ア-3)高強度ばく露装置の開発 

ア-4)ばく露装置の保守とばく露管理 

イ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討 

イ-1)温度環境の評価 

イ-2)電界の影響評価 

イ-3)音・振動の影響に関する評価 

イ-4)その他のアーチファクトの検索と補完 

ウ）数値ドシメトリ解析 

ウ-1)体内誘導量解析手法の高速化 

ウ-2)動物種選定のためのドシメトリ 

ウ-3)フリームービング環境のドシメトリ手法の構築と実施 

ウ-4)磁界以外の物理要因の定量評価に関する補完の検討 

エ）小動物に対するばく露による非熱的生体作用の検討 

エ-1) 一般毒性に関連する指標の評価 

エ-2）酸化ストレスマーカーの検出・定量 

エ-3）活性酸素種の化学発光による検出 

エ-4）行動影響評価 

オ）非熱的生体作用が健康に及ぼす影響についての検討 



9 

本報告書は枠組みのうち、主として明治薬科大学が担当した「エ）小動物に対するば

く露による非熱的生体作用の検討」に関する平成 27 年度の実施内容の報告である。そ

の他の実施内容の報告については、共同受託機関である首都大学東京による報告書を参

照されたい。
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Ⅲ 小動物に対するばく露による非熱的生体作用の検討

3.1  背景と目的 

動物実験では多くの場合、げっ歯類（マウスまたはラット）が使用されることが多い。

マウスやラットは実験動物として専門業者から安定的に入手が可能で、その遺伝学的背

景、微生物学的な制御を他の動物種に比べ過去のデータの蓄積も多く、また電磁界の生

体影響研究においても多く使用される動物である。特にマウスにおいては既に全遺伝子

が解読されていること、各種疾患モデルとして様々な遺伝子ノックアウト動物も利用可

能であり、研究材料としての利用価値も高い。

 本受託研究においては、首都大学東京ユニットと共同して、体内誘導電界が電波防護

指針の基本制限レベル（たとえば、100ｋHz においては、管理環境で 27V/m）程度の

誘導量を導くことが可能な装置を開発することを目標としている。そして、上記で開発

したばく露装置を使用して、100kHz 帯の中間周波磁界の動物ばく露実験を実施する計

画である。現時点では中間周波帯の非熱的な影響についての報告は極めて少ないことか

ら参照できる先行研究はなく、一般毒性的な観点からの検討が必須である。

そのため本受託研究においては、急性影響について生理学的・生化学的・分子生物学

的な分析を進める。得られる結果は、中間周波の生体作用の有無あるいはそのメカニズ

ムを検討する基礎資料として極めて重要であり、WHO の環境保健クライテリアで推奨

された中間周波の生体影響研究にも貢献ができる。

中間周波数帯の電磁界ばく露の生体影響に関して、文献情報がほとんどないため、1）

一般毒性評価指標を用いた検討、および刺激作用ではない影響の作業仮説として、他の

周波数帯で多数報告されている酸化ストレスの有無について検討することを本委託研

究の目的とする。酸化ストレスの評価は 2）酸化ストレスマーカーの測定および酸化ス

トレス関連遺伝子の発現の検討、3）発光法を用いた in situ での酸化ストレスの検出の
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2 通りの検討を進める。これらに加えて神経生理学的な影響を評価するために 4）物

体認識試験及び位置認識試験による行動影響評価を行い、100kHz 帯の磁界ばく露によ

る生体影響を多方面から評価をする計画である。

研究初年度である平成 27 年度は、上記の実験を円滑に進めるための各実験系の構築

を主として行い、一部の指標に関しては、平成 27 年度に首都大学東京ユニットが作成

した低レベルのばく露装置によるばく露を行い、その影響を検討した。
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3.2 一般毒性に関連する指標への評価 

3.2.1 要旨 

化学物質等で一般的に行われる標準的毒性試験の項目について、中間周波電磁環境の影

響を検討する。具体的には、血液学的所見、血液生化学的所見、剖検、臓器重量などに

ついて、該当するパラメータを検討し、生体影響の兆候の有無を検討する。このような

評価は新規開発医薬品、環境化学物質などでは多く行われており、仮にリスクが認めら

れるとすれば、既存の研究との比較が容易に可能となるという利点があり、同時に論文

発表などにおいても 低限必須となるデータである。 

3.2.2 方法 
3.2.2.1 動物 

対象動物として、マウス C57BL/ 6NCrSlc・雄性を日本エスエルシー株式会社から購

入した。購入時で９週齢までの動物を購入し、１０週齢で実験に供するまで１週間以上

の馴化期間を設定した。馴化の期間はシールド性能のある飼育室内で飼育し、水と飼料

は自由摂取、室内温度は 23℃±１℃、湿度は 50±10％のマウスの飼育専用の飼育室で

１ケージあたり 大５匹をめどに飼育を行った。 

3.2.2.2 ばく露装置およびばく露方法 

本研究では、ばく露装置として本研究課題の首都大学東京ユニットにおいて今年度開

発および製作をおこなった磁界ばく露装置を用いてばく露をおこなった。ばく露を行う

コイルは、内径約 110mm、高さ 100mm の円筒状のコイルであり、コイルの発熱は循

環水冷方式により制御されている。本実験中もコイルが発熱しマウスを置く空間の温度

が極端に上昇するということはなく、十分な温度制御が出来ていると考えられた。
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 マウスに磁界をばく露するため、コイル内側の空間に合うよう、我々が独自にマウス

ケージを設計した。素材はアクリル樹脂（厚み 3mm）を用い、外径 105mm 高さ 100mm

のケージに底面から 20mm の高さにマウスの接地面がくるように、かつ、マウスが存

在する高さ空間が 50mm になるようにそれぞれ上げ底、落とし蓋を作った。 

ケージの外観を Fig. 1、Fig. 2 に示した。 

ばく露の際には、マウス１匹をこのケージに入れたのちに、ばく露装置のコイル内にケ

ージを挿入し、ばく露を行った。本研究でのばく露条件は以下の通りである。

・周波数：85kHz 

・推定磁束密度：コイルの中心で約 9mT（シミュレーション上の値） 

・推定誘導量：（中心付近にマウスがいるとして）全身平均：約 7.5V/m,  

・ 大値：頭部付近で約 40V/m（ただし組織同定できていない） 

・ばく露時間：連続 60 分間 

ばく露装置の外観ならびにマウスケージをコイルにセットした状態を Fig. 3、Fig.4 に

示した。同時に、通電を行わないコイル（仕様や素材は実ばく露コイルと同一）を用い

て、シャム（擬似）ばく露をおこなった。

3.2.2.3 分析方法 

マウスの群分け

本実験ではマウスを以下の４群に分けた。

① 擬似ばく露後すぐに採血を行う群（「シャム・0h 群」と表示）

② 擬似ばく露をして、24 時間飼育後、採血を行う群「シャム・24h 群」

③ 実ばく露後すぐに採血を行う群「ばく露・0h 群」



14 

④ 実ばく露をして、24 時間飼育後、採血を行う群「ばく露・24h 群」

本研究では、各群５匹で実験を行った。

分析用血液の採取

マウスを上記の採血のタイミングで、ケタミン-キシラジン混合液による深麻酔を施

し、開胸し心採血を行った。採血は左心室に 26 ゲージの針（テルモ社）を刺し、１ml

の注射筒（テルモ社）に 0.6ml 程度の血液をとったのちに、直ちに血液生化学分析用と

してヘパリンリチウム含有微量採血管（ヘルスウェーブジャパン社）、及び血球分析用

として EDTA 含有微量採血管（ヘルスウェーブジャパン社）にそれぞれ 300μl 程度ず

つ分注し穏やかに混和し、凝固防止をおこなった。

血液生化学の分析

 ヘパリンリチウム含有微量採血管に採取した血液は常温に静置し、直ちに動物用・生

化学自動分析装置 VS2（アバクシス社）を用いて分析した。分析には、事前にすべての

試薬や希釈液などがプレセットされた試薬ローター、Comprehensive Diagnostic 

Profile (#500-0038)ローターを用いて、以下の主要 14 項目について定量を行った。ア

ルブミン（ALB）、アルカリホスファターゼ（ALP）、アラニンアミノトランスフェラ

ーゼ（ALT）, アミラーゼ（AMY）, 尿素窒素（BUN）, カルシウム（CA）, クレアチ

ニン（CRE）, グロブリン（GLOB）, グルコース（GLU）, カリウム（K+）, ナトリ

ウム（NA+）,リン（PHOS）, 総ビリルビン（TBIL）, 総タンパク質（TP） 

血球成分の分析
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 EDTA 含有微量採血管に採取した血液は直ちに動物用・自動血球計測装置 HM2（ア

バクシス社）を用いて分析を行った。本装置で測定した指標は以下の通りである。 

白血球関連：総白血球数、リンパ球数、単球数、顆粒球数 

赤血球関連：赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、平均赤血球容積、平均赤血球

ヘモグロビン量、平均赤血球ヘモグロビン濃度、赤血球分布幅 

血小板関連：血小板数、血小板％、平均血小板容積、血小板分布幅 

 

3.2.2.4 統計処理 

得られたデータは、統計ソフト SPSS を用いて一元配置分散分析を行った。 

 

 

3.2.3 結果と考察 

本年度は、小動物に対する非熱的影響評価の基礎的な実験として首都大学東京ユニット

が製作した、低レベルばく露装置を用いてばく露を行った際の急性影響を検討した。今

回おこなったばく露条件は、周波数 85kHz、推定磁束密度 コイルの中心で約 9mT（計

算値）であり、計算上の推定誘導量はケージの中心付近にマウスがいるとして）全身平

均で約 7.5V/m、 大値は頭部付近で約 40V/m であった。国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）ガイドラインにおける 80kHz の職業的ばく露の基本制限値（頭部，体部，

中枢神経系）は約 21V/m であり、全身平均でおおむね 1/3, 大値でおおむね 2 倍の誘

導量を得られた。また今年度の実験においてはばく露時間は連続 60 分間として、ばく

露終了後直ちにあるいは 24 時間飼育後に採血を行い、生化学指標ならびに血液指標に

ついて測定を行った。 
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得られた結果については、それぞれの指標について、一元配置分散分析を行い、有意差

のあった場合においては、アドホック検定として Dunnett の t 検定（シャム・0h 群を

基準）および Bonferroni 検定（すべての組み合わせでの検定）も行った。 

その結果、生化学検査項目においては、生化学検査の BUN（尿素窒素）と GLU（血糖

値）において統計的有意差が認められた（Table 1）。 

Dunnett の t 検定の結果、尿素窒素含量では、シャム・24h 群とシャム・0h 群の間、

および、ばく露・24h 群とシャム・0h 群の間に差が見られ、血中グルコース濃度では、

ばく露・24h 群とシャム・0h 群の間に統計的に有意な差が見られた。BUN については、

シャム・0h 群に比べて、それぞれ高い値に変化しており、24 時間採尿ケージに入れる

ことで体重が減ったことと併せて考えると、ばく露の有無に関係なく、24 時間の採尿

ケージ飼育で脱水またはそれに近い現象が起きたものと考えられた。今回、マウスを採

尿ケージに馴化させることを行わずに、ばく露後直ちに採尿ケージに入れたが、今後、

安定したデータを得るためには一定期間の馴化が必要か否かを検討していく必要があ

ると考えられる。

GLU（血糖値）の変化については、ばく露 24 時間群がシャムに比べ高い値を示した。

本実験においては飼育中、飼料を自由摂取させており、空腹時血糖ではなくそれぞれの

マウスで状態が異なるため、現時点ではばく露が原因であるとは考えにくい。しかしな

がら今後、再現性を含めて検討をしていく必要があると考えられる。その他の生化学指

標においては、統計的な差はなく、ばく露の影響はないものと考えられた。

 一方、血球の指標については、どの項目についてもばく露の有無、採血のタイミング

の違いによる統計的な差はなく、ばく露の影響は見られなかった(Table 2)。 
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Fig.1 ばく露実験に用いた特製のマウスケージ（上面）

Fig.2 ばく露実験に用いた特製のマウスケージ（側面） 
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Fig.3 ばく露装置概観 

Fig.４ ばく露用コイル（内側に特製ケージをセットした状態となっている） 
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NS：群間の有意差なし 

＊ p<0.05 

Table 1 生化学指標の解析結果 

  

 

 

  

平均 標準偏差 平均 標準偏差

アルブミン sham-0h 3.40 0.27 リン sham-0h 10.36 0.59

（単位；g/dl) exposure-0h 3.48 0.36 （単位：mg/dl） exposure-0h 10.42 2.53

sham-24h 3.40 0.47 sham-24h 9.54 0.97

exposure-24hr 3.40 0.34 exposure-24hr 9.40 1.77

ALP sham-0h 89.80 15.32 クレアチニン sham-0h 0.22 0.04

（単位；g/dl) exposure-0h 86.00 9.03 （単位：mg/dl） exposure-0h 0.26 0.05

sham-24h 93.20 19.56 sham-24h 0.24 0.09

exposure-24hr 87.20 17.58 exposure-24hr 0.22 0.04

ALT sham-0h 27.80 6.76 グルコース sham-0h 221.60 47.74

（単位；g/dl) exposure-0h 31.40 6.54 （単位：mg/dl） exposure-0h 281.00 67.54

sham-24h 26.60 8.26 sham-24h 291.00 72.43

exposure-24hr 25.20 4.15 exposure-24hr 347.40 46.74

アミラーゼ sham-0h 817.00 121.09 ナトリウム sham-0h 145.60 0.55

（単位：Unit/l) exposure-0h 787.20 137.84 （単位：mmol/l） exposure-0h 144.20 1.92

sham-24h 1006.40 201.08 sham-24h 146.60 5.13

exposure-24hr 1099.60 276.76 exposure-24hr 144.40 3.78

総ビリルビン sham-0h 0.42 0.08 カリウム sham-0h 6.12 1.23

（単位：Unit/l) exposure-0h 0.42 0.04 （単位：mmol/l） exposure-0h 5.90 0.53

sham-24h 0.36 0.05 sham-24h 6.30 1.29

exposure-24hr 0.36 0.05 exposure-24hr 5.24 0.55

尿素窒素 sham-0h 14.20 1.30 総蛋白質 sham-0h 4.72 0.23

（単位：Unit/l) exposure-0h 19.00 6.40 （単位：g/dl) exposure-0h 4.76 0.17

sham-24h 24.60 3.85 sham-24h 4.78 0.18

exposure-24hr 23.40 6.54 exposure-24hr 4.90 0.27

カルシウム sham-0h 9.30 0.20 グロブリン sham-0h 1.28 0.36

（単位：mg/dl） exposure-0h 9.34 0.27 (単位：g/dl) exposure-0h 1.28 0.26

sham-24h 9.40 0.64 sham-24h 1.40 0.31

exposure-24hr 9.48 0.22 exposure-24hr 1.50 0.29

*

NS

NS

NS

*

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS
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NS：群間の有意差なし 

Table.2   血球指標の解析結果 

 

 

 

  

平均 標準偏差 平均 標準偏差

総白血球数 sham-0h 2.05 1.02 ヘマトクリット値 sham-0h 40.89 0.75

（単位；10
6
/ml) exposure-0h 2.45 1.60 （単位：%) exposure-0h 42.21 0.73

sham-24h 2.59 1.27 sham-24h 40.05 2.91

exposure-24hr 1.80 0.49 exposure-24hr 41.21 1.48

リンパ球数 sham-0h 1.58 0.57 平均赤血球容積 sham-0h 43.40 0.55

（単位；10
6
/ml) exposure-0h 2.16 1.44 （単位：fl） exposure-0h 43.40 0.89

sham-24h 2.17 0.89 sham-24h 43.40 0.89

exposure-24hr 1.73 0.48 exposure-24hr 43.20 0.45

単球数 sham-0h 0.04 0.04 MCH sham-0h 14.80 0.12

（単位；10
6
/ml) exposure-0h 0.08 0.08 （単位：pg） exposure-0h 14.96 0.30

sham-24h 0.07 0.05 sham-24h 14.66 0.49

exposure-24hr 0.04 0.04 exposure-24hr 14.74 0.29

顆粒球数 sham-0h 0.43 0.63 MCHC sham-0h 33.92 0.40

（単位；10
6
/ml) exposure-0h 0.22 0.24 （単位：g/dl） exposure-0h 34.24 0.46

sham-24h 0.35 0.50 sham-24h 33.88 0.85

exposure-24hr 0.03 0.01 exposure-24hr 34.08 0.50

リンパ球％ sham-0h 82.48 15.97 RDWC sham-0h 17.16 0.74

（単位：%) exposure-0h 88.58 9.79 （単位：%) exposure-0h 16.84 0.76

sham-24h 85.76 12.91 sham-24h 17.70 1.10

exposure-24hr 95.84 1.59 exposure-24hr 16.72 0.59

単球％ sham-0h 2.22 2.65 血小板数 sham-0h 534.40 111.32

（単位：%) exposure-0h 3.54 3.59 （単位；10
6
/ml) exposure-0h 576.00 106.90

sham-24h 1.62 1.51 sham-24h 686.00 172.49

exposure-24hr 2.36 2.24 exposure-24hr 704.20 146.36

顆粒球％ sham-0h 15.26 16.57 血小板％ sham-0h 0.36 0.07

（単位：%) exposure-0h 7.88 7.86 （単位：%) exposure-0h 0.40 0.06

sham-24h 10.88 11.35 sham-24h 0.49 0.13

exposure-24hr 1.82 0.66 exposure-24hr 0.46 0.09

赤血球数 sham-0h 9.37 0.29 平均血小板容積 sham-0h 6.70 0.48

（単位；10
9
/ml) exposure-0h 9.67 0.28 （単位：fl） exposure-0h 7.08 0.79

sham-24h 9.26 0.58 sham-24h 7.16 1.04

exposure-24hr 9.54 0.40 exposure-24hr 6.54 0.30

ヘモグロビン sham-0h 13.88 0.35 血小板分布幅 sham-0h 6.70 0.48

（単位：g/dl） exposure-0h 14.48 0.42 （単位：%) exposure-0h 7.08 0.79

sham-24h 13.60 1.22 sham-24h 7.16 1.04

exposure-24hr 14.04 0.67 exposure-24hr 6.54 0.30

NS

NS NS

NS

NS

NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS
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3.3 酸化ストレスマーカーの検出・定量 

3.3.1 要旨 

活性酸素種（Reactive Oxygen Species：ROS）は生体内において DNA、脂質、タン

パク質、酵素などの生体高分子と反応し、その結果、脂質過酸化、DNA 変異、蛋白質

の変性、酵素の失活などをもたらす。酸化ストレスの上昇はこうした分子レベルの生体

酸化損傷を増加させ、様々な疾病や老化亢進につながると考えられている。近年の研究

から、がん、糖尿病や高血圧といった生活習慣病をはじめとして数多くの疾病において

酸化ストレスが病態の増悪因子であることが明らかにされつつある。したがって、中間

周波磁界が環境ストレッサーとして、生体内の酸化ストレスの状態に変化を及ぼすか否

かを調べることは、非常に重要である。 

本研究においては、酸化ストレスマーカーとして、8-ヒドロキシ 2’-デオキシグアノ

シン（8-hydroxy-2’-deoxyguanosine、 以下 8-OHdG と略）およびヘキサノイルリジ

ンを測定する。いずれも血中および尿中の濃度を定量する ELISA 法が確立されている。

また、8-OHdG に関しては機器分析を用いた定量系も報告されているため、当研究班に

おいてもこれらの検出法により、定量的な測定が可能となるよう実験系を構築する。ま

ず、血中の 8-OHdG ならびにヘキサノイルリジンを定量し、ばく露の影響を検討する。

血中濃度に変動が見られない場合、尿中への排泄量は蓄積している間の累積的な影響を

反映すると考えられるので、尿中排泄量の検討を合わせて行うこととする。 

本年度は、ばく露装置の製作期間に陽性対照（ポジティブコントロール）として、亜

ヒ酸投与マウスについて、血中および尿中の 8-OHdG の抽出法並びに LC/MS/MS によ

る測定条件を検討し、定量法の確認を行った。また、ヘキサノイルリジンの抽出法と

ELISA の測定条件の確認を行った。酸化ストレスマーカーに関する中間周波磁界ばく

露の予備検討結果については、次年度にまとめて報告する。 



22 

 

 

3.3.2 方法 

3.3.2.1 亜ヒ酸投与による陽性対照実験  

対象動物として、マウス C57BL/ 6NCrSlc・雄性を日本エスエルシー株式会社から購

入した。購入時で９週齢までの動物を購入し、10 週齢で実験に供するまで１週間以上

の馴化期間を設定した。馴化の期間はシールド性能のある飼育室内で飼育し、水と飼料

は自由摂取、室内温度は 23℃±1℃、湿度は 50±10％のマウスの飼育専用の飼育室で

１ケージあたり 大５匹をめどに飼育を行った。を用いた。酸化ストレスの陽性対照の

作成を目的に、具体的には、0.05M 亜ヒ酸ナトリウム溶液 （シグマアルドリッチ）を

生理食塩水で８倍に希釈し、希釈液を体重 1kg あたり 1mL の腹腔内投与を行った（

終的に 0.811mg/kg 体重の投与となる）。 

投与直後から 24 時間までマウス用採尿器（夏目製作所, Fig.5）に入れて採尿を行っ

た。また、併せて肝臓を回収して、尿とともに分析用に－20℃に凍結保存した。 

 

Fig.5 採尿に用いたマウス用採

尿器 
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3.3.2.2 尿中のクレアチニンの定量 

マウスの尿を蒸留水にて 4 倍に希釈し、12,000 rpm で 5 分間の遠心分離により不溶

物を除去した。遠心分離後の上清を用いて、Jaffé 法によるクレアチニンの定量を行っ

た。和光純薬の測定キット（カタログ番号：290-65901）を用いて取扱説明書に従って

実施した。 

 

3.3.2.3 8-OHdG の LC/MS/MS による定量 

凍結保存した尿を解凍し、60 L を分取後、12,000 rpm で 5 分間の遠心分離により

不溶物を除いた。上清 50 L を分取後、15N5-8-OHdG を 0.5 ng/tube 添加した。10%ギ

酸溶液を 5 L/tube 添加し、4℃にて 1 時間静置し、12,000 rpm で 10 分間の遠心分離

により不溶物を除いた。上清 50 L を分取後、蒸留水 450 L を加えて、OASIS HLB

固相抽出カラム（Waters, カタログ番号；WAT094226）による精製を行った。あらか

じめカラムを 5 mL のメタノールで洗浄後、8 mL の 20 mM ギ酸溶液で平衡化してか

ら、試料を全量添加した。20 mM ギ酸溶液を 2mL 流して洗浄し、メタノール：20 mM

ギ酸溶液＝17.5：82.5 の溶液を 1.5 mL 流して 8-OHdG を溶出した。この画分を遠心

エバポレーターにて蒸発乾固し、90%アセトニトリル溶液 50 L で溶解して、

LC/MS/MS による分析を行った。 

 LC/MS/MS は島津製作所の 8040 を用いた。LC による分離条件は、COSMOSIL 

HILIC カラム（ナカライテスク，カタログ番号；07054-71）を用いて、流速 0.4 mL/min

で 90%アセトニトリルを移動相としたアイソクラティック溶出を行った。タンデム MS

による検出は MRM モードのポジティブで、8-OHdG は m/z=284→168、15N5-8-OHdG

は m/z=289→173 の条件で検出した。 
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3.3.2.4 ヘキサノイルリジンの ELISA 法による定量 

凍結保存した尿を解凍し、60 L を分取後、12,000 rpm で 5 分間の遠心分離により

不溶物を除いた。上清 50 L を分取して Phosphate Buffered Saline (PBS)150 L を

加えて希釈した。ここにαキモトリプシン溶液 (14 mg/mL, PBS)を 40 L 加えて、37℃

で一晩静置した。酵素反応後、分画分子量 10,00 の限外ろ過（Sartorius, VIVASPIN500, 

カタログ番号：VS0101）を行い、ELISA の試料とした。 

 ヘキサノイルリジンの測定は、和光純薬の ELISA 測定キット（カタログ番号：300-

15581）を用いて取扱説明書に従って実施した。 
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3.3.3 結果と考察 

3.3.3.1 マウスの尿中 8-OHdG 濃度 

 8-OHdG の標準品の測定結果を Fig. 6 に示した。本法により 8-OHdG の 10 から 0.5 

ng/mL まで良好な直線性が得られた。  

また、Fig. 7 にマウスの尿中の 8-OHdG の測定結果を示した。亜ヒ酸の投与前の 24

時間の蓄尿と亜ヒ酸投与後の 24 時間の蓄尿では、亜ヒ酸投与による 8-OHdG の増加は

認められなかった。 

 

Fig. 6 8-OHdG の標準品の測定結果 

8-OHdG の標準品濃度を横軸に、縦軸に 8-OHdG と 15N5-8-OHdG の標準品のピーク

面積比を示した。 
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Fig. 7 マウス尿中の 8-OHdG の測定結果 

マウス尿中の 8-OHdG 濃度をクレアチニン濃度で補正した結果を示した。3 匹のマ

ウスの亜ヒ酸投与前と投与後の 24 時間の蓄尿によりサンプリングを行い、それぞれの

測定結果を図に示した。 

 

 

 

3.3.3.2 ヘキサノイルリジンの ELISA 法による定量 

 マウス尿中のヘキサノイルリジンの定量結果を Table 3 に示した。亜ヒ酸投与の前後

で、尿中のヘキサノイルリジンは約 1.8 倍に増加していた。本年度は一匹分のみの測定

結果となったため、個体差について不明であるが、尿中のヘキサノイルリジンが酸化ス

トレスの指標となりうることが確認された。 

Table 3 マウス尿中のヘキサノイルリジンの測定結果 

 亜ヒ酸投与前 亜ヒ酸投与後 

尿中ヘキサノイルリジン濃度

（pmol/creatinine mg） 
82 145 
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3.3.3.3 考察 

 本年度はばく露装置の準備期間に当たり、酸化ストレスマーカーに関しては測定法の

確立と亜ヒ酸投与マウスを陽性対照とした測定法の確認を行った。 

8-OHdG は活性酸素種(ROS)と DNA 中のグアニン塩基の反応の結果生成する代表的

な酸化ストレスマーカーである。また、ヘキサノイルリジンはリノール酸が ROS との

反応の結果生じる過酸化物がタンパク質中のリジン残基あるいは遊離アミノ酸のリジ

ンとの反応の結果生成する。リノール酸は非常に酸化されやすいが、過酸化物は反応性

が高く不安定であるため、より安定な付加体を酸化ストレスの指標とすることを試みた。 

8-OHdG に関しては、血中にはわずかしか検出できず、 近の文献でも血中の濃度は

非常に低いことが報告されている。そこで、尿からの抽出と定量を試みた。LC/MS/MS

の条件検討の結果、0.5 ng/mL まで定量が可能となる高感度な測定系を確立することが

できた。また、尿中の 8-OHdG の濃度は文献値と同等の値が得られたが、亜ヒ酸の投

与による増加は認められなかった。 

 これについては、亜ヒ酸投与後の肝臓における酸化ストレスについて、次年度は（１）

HO-1 等の遺伝子発現量による確認、（２）肝臓からの 8-OHdG の抽出と定量の検討、

（３）蓄尿時間の検討、により、亜ヒ酸投与による酸化ストレスの確認とその評価方法

の検討を進める。亜ヒ酸投与により 8-OHdG の排泄量に変化が見られなかったのは、

酸化ストレスにより DNA 中に 8-OHdG が生じることと、除去修復により切り出され

た8-OHdGが尿中に排泄されるまでには時間差が原因であると予想している。そこで、

投与後 24 時間だけでなく、48 時間あるいは 72 時間の採尿を検討する。 

また、8-OHdG と並行して検討したヘキサノイルリジンについて、必要な例数を用い

た検討を行い、酸化ストレスを適切に評価する方法を確立する。 
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 上記の通り、本年度は二つの酸化ストレスマーカーの測定法と陽性対照の確認を行っ

た。次年度の前半に陽性対照を確立し、後半には磁界ばく露マウスの酸化ストレスにつ

いて評価する。 
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3.3 活性酸素種の化学発光による検出 

3.3.1 要旨 

 本研究においては活性酸素種の化学発光による検出法を用いた酸化ストレスの評

価を行う。実際のインビボ(in vivo, "生体内"という意味)レベルでの酸化ストレスの「時

間-空間的」な発生については現在の生物学の関心でもある。そこで本研究では生きて

いる動物を用いて、近年、開発された酸化ストレスの検出方法を使用して体内活性酸素

種の発生を明らかにすることを目的とする。体内に供給される酸素の一部は、不安定で

多くの物質と反応しやすい活性酸素に変化し、DNA やタンパク質、脂質などの生体分

子を酸化し、それらの機能を奪うことが知られている。 

 近の研究からは、このような酸化による生体分子の機能障害（酸化ストレス）は、

老化や癌、さらには生活習慣病などの様々な疾患をもたらす重要な要因であることも明

らかにされつつある。よって中間周波ばく露により酸化ストレスが顕著に増加するよう

な現象があれば、これらの疾患との関連性があることから、生体内酸化ストレスを評価

することは重要である。 

 その一つの方法として、ばく露対象にマウスを用いることが可能な場合、OKD-Luc

マウスを用いて、酸化ストレスの発生部位を解析する。OKD-Luc マウスは、抗酸化剤

応答配列 ARE プロモーターの下流に NRF2 とルシフェラーゼの融合遺伝子（OKD48）

を結合させ、遺伝子導入を行ったマウスである。このマウスでは、酸化ストレスに応じ

て細胞内で転写因子である NRF2 が活性化され、ARE 依存的に OKD48 が発現し、ル

シフェラーゼ活性をマウスの個体丸ごとで測定するイメージング法により、活性酸素種

の発生部位でその影響を高感度に検出することが可能となる。このマウスに対して中間

周波ばく露を行い、酸化ストレスの部位を特定してメカニズムの解析を進める。この手

法では麻酔下で非侵襲的に発光シグナルの観察を行えることから、従来は不可能だった

同一検体を用いた連続的な酸化ストレスの評価も可能となるので、酸化ストレスマーカ
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ーによる評価と合せて検討する。この特殊な遺伝子組み換え動物である OKD-Luc マウ

スを用いるには、カルタヘナ法に基づく諸般の手続きが必要である。また 初に分与さ

れるマウスは２匹のみであることから繁殖が必要である。平成 27 年度は、OKD-Luc マ

ウスを用いた実験系を構築するため、諸般の手続きを進め、また繁殖を行い生まれたマ

ウスのうち OKD-Luc 遺伝子が含まれているもののみを選抜する手続き（ジェノタイピ

ング）を進め、今後の実験に十分な数のマウスが供給できる体制を作った。またあわせ

て in vivo 発光イメージング装置を用いて発光イメージングをする準備を進め次年度以

降にこれらの実験を進めるための基盤整備をおこなった。 

 

3.3.2 方法 

3.3.2.1 動物と繁殖 

 遺伝子改変動物を導入、飼育するために必要な手続きおよび施設の整備を行ったのち

に、株式会社トランスジェニックから OKD-Luc マウス（雄性）を購入し、以下のよう

に繁殖を行った。OKD-Luc マウスの背景系統（C57BL/ 6N）の雌マウス（C57BL/ 

6NCrSlc）を日本エスエルシー（株）より購入した。マウスは所定の飼育室内で雌マウ

スが 10 週齢以上となったところで、OKD-Luc マウスと 1：1 で１週間～10 日間程度

同居させて交配を行った。雄マウスを分離したのちに雌マウスは適宜体重を測定し、妊

娠の有無を判定した。妊娠したマウスから産まれた仔は定期的に健康チェックを続け、

３～４週目に離乳しジェノタイピングを行った。 

なお、マウスは室温 23℃±1℃、湿度 50％±10％、明暗コントロールは 12 時間周期、

自由摂水、自由摂餌で飼育を実施した。 

 

3.3.2.2 ジェノタイピングの方法 
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 以下の方法にしたがい繁殖した仔マウスのジェノタイピングを行った。 

C57BL/ 6NCrSlc と OKD マウスを交配させ生まれたマウスを 3-4 週齢で離乳させ、性

別ごとに分けた。個体の識別のため、耳パンチにより標識した。穴を開けた残りの耳介

をピンセットでつまみ、1.5ｍL のチューブに入れ蓋をした。 

〈DNA 抽出〉 

耳介の入ったチューブに PCRdirect を 200μL、プロテナーゼ K（10mg/mL）を 4μL

加え、55℃で一晩反応させた。引き続き 95℃で 5 分反応させた。 

〈PCR 法〉 

チューブに以下の物を混和して、ストックを作成し、このうち１サンプルあたり 19μL

を 0.2ｍｌ用のチューブに入れた。 

PCR 用反応液【H2O (11μL)、10×PCR Buffer (2μL)、2mM dNTPs (2μL)、 

25mM MgSO4 (1.2μL)、Primer F (5μM) (1.2μL)、Primer R (5μM) (1.2μL)、 

KOD-plus (0.4μL)】 

ここに上記で抽出した Template DNA (1μL)を添加し、サーマルサイクラーにセットし

た。今回、実施したＰＣＲのプロトコールとプライマー配列は Fig.7 および Fig.8 に示

すとおりである。 
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Fig.7  PCR プロトコール 

 

 

Fig. 8 使用したプライマー配列 

 

〈アガロースゲル電気泳動〉 

 ゲル用アガロース(粉末)1.8g を 300ｍL 用三角フラスコに入れ、1×TAE を 120mL

加えた。滅菌水を少々加え、電子レンジで加熱した。ゲルが融解したら取り出し撹拌し

た。完全に溶けたら少し冷まし、ゲールメーカーに注ぎコームを挿した。ゲルが固まっ

たのちにゲールメーカーからコームを外し、ゲルプレートごと泳動装置にアガロースゲ

ルを移し、1×TAE を適当量添加した。 

PCR が終了した各反応液サンプルに色素(6×Loading Buffer)4μL を加え、ゲル上のウ

ェルにマーカー(100bp ladder)10μL、サンプル 10μL を注ぎ、100V で約 20 分電気泳

動した。核酸染色(Midori Green)用のタッパーにゲルを入れ、20 分染色したのち、トラ

ンスイルミネーター(Chemi DocTM XRS+,Image Lab)で観察した。 
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OKD-Luc マウスのバンドは 447bp の位置に出るため、そのバンドの有無によって

OKD-Luc マウスであるか判別した (Fig. 9) 

。 

3.3.2.3 化学発光 

 OKD-Luc マウスの酸化ストレス時に発現するルシフェラーゼの化学発光を観察する

ために動物を Whole Body で観察できるシステム（MIIS Lumi-PROXL システム）を

導入した（Fig.10）。本装置は、1024x1024 ピクセルの EMCCD 及び電動昇降システ

ムを持っており、かつ専用ソフトウェアの設定を操作することにより微弱な発光でも検

出が可能なシステムである。 

 

3.3.3 結果と考察 

 本年度の委託研究の成果としては、OKD-Luc マウスの導入と繁殖、およびそのじぇ

のタイピングの実施により OKD-Luc マウスを実験に供するだけの充分な数を用意で

きたことである。途中の経過ではあるが、交配によって得られた 168 匹(雌 91 匹、雄

77 匹)の仔のうち、OKD-Luc マウスは 81 匹(雌 44 匹、雄 37 匹)となり、OKD-Luc マ

ウスの割合は雌雄ともに約 48％となり、ほぼ理論通りの割合で得ることができた。 さ

らに今年度は、化学発光システムも導入をすすめることができた(Fig.10)。今後は OKD-

Luc マウスを用いて、ルシフェラーゼの発光イメージングを進め、中間周波ばく露時へ

の酸化ストレス応答が惹起されうるのか否かについて詳細に検討を進めていく計画で

ある。 
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Fig.9 マウスジェノタイピングのための電気

泳動図 

 OKD-Luc マウスである場合は、PCR で増幅

された 447 ベースペアのところに陽性のバン

ドが確認できる。 
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Fig.10  MIIS in vivo 発光イメージングシステムの概観 

 白いボックス内が暗箱となっており、内部に設置された好

感度 EBCCD カメラでルシフェラーゼの発光をイメージン

グする仕組みとなっている。 
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3.4 行動影響評価 

3.4.1 要旨 
 器質的な影響が認められない弱い電磁界ばく露において、生化学的および分子生物学

的な生体影響と合せて、神経生理学的な影響を評価するために、特に脳の高次機能であ

る記憶・学習への影響を検討することとした。その目的のために本受託研究では、物体

認識試験及び位置認識試験を用いることとする。動物を用いた学習の実験方法では強化

因子を用いる方法が多いが、強化因子を用いるとそれに伴うストレスの影響が排除でき

ない。物体認識試験及び位置認識試験は、強化因子を用いずに記憶学習に関する行動を

観察することができることと、自発的な行動の観察を同時に行える点で優れた方法であ

る。 

 具体的な試験方法は、観察箱内で動物に対して複数のオブジェクトを提示し、同一の

オブジェクトの位置を変える試験（空間学習）と同一の場所に別のオブジェクトを提示

する（物体認識）を行い、新奇物体に対するラットまたはマウスの探索的行動を観察す

ることで、学習行動と探索行動を同時に観察することが可能である。 

 本受託研究の 終的な成果としては中間周波の磁界へのばく露による行動影響との

因果関係を解析し神経生理学的な影響の評価とする。また首都大学東京ユニットと協力

し、神経細胞・組織におけるばく露環境下での電磁気学的なカップリングの定量評価が

行えないかを検討する。実験において、変化が認められた場合は、その影響の可逆性（ば

く露をやめた後に影響が持続するか）の検討と、ばく露強度に関する閾値が認めらえる

かの検討を行い、動物で観察された生物学的な影響がヒトの健康に及ぼす影響を推測す

るための基礎的なデータを収集することとする。 

 初年度である平成 27 年度は上記の行動試験装置を構築し、様々な設定で実験を重ね、

今後ばく露実験を行う場合の条件検討を実施した。 
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3.4.2 方法 

3.4.2.1 動物 

 対象動物として、マウス C57BL/ 6NCrSlc・雄性を日本エスエルシー株式会社から購

入した。購入時で５週齢までの動物を購入し、６週齢で実験に供するまで１週間以上の

馴化期間を設定した。馴化の期間はシールド性能のある飼育室内で飼育し、水と飼料は

自由摂取、室内温度は 23℃±１℃、湿度は 50±10％とし、マウスの行動実験を行う部

屋と同じ部屋において単飼いで飼育をおこなった。 

3.4.2.2 装置の概要 

 新規物体認識試験は実験動物の新奇性を好むという特製を利用したもので、餌や水な

どの強化因子を用いないという特徴がある。実験には、マウス用角形オープンフィール

ド、CCD カメラ、および専用コンピュータにインストールしたビデオトラッキングシ

ステム（Comp ACT VAS）（いずれも室町機械(株)製）を使用した。その概観を Fig.11

に示した。 

3.4.2.3 実験のプロトコール 

 新規物体認識試験としていくつかの方法が提案されているが、本研究では、Win-Shi

らの方法に従い実験を行った。 

実験は連続する４日間で行う。１日目および２日目は馴化のセッションとして、マウス

を１匹ずつ、15 分間、フィールド内に置き実験のフィールドに馴化させる。このとき

にはフィールド内に物体は何も置かない。また動物の入れ替えの際には糞尿を充分に除

去し、アルコール綿でフィールド内を拭き、臭いなどを可能な限り除去する。 

 ３日目にフィールド内の規定の２つの位置に同一物体を置き、動物をフィールド内に

置き、10 分間の行動を CCD カメラを通じて PC 上に記録する。４日目は２つのオブジ
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ェクトのうちの１つを別のオブジェクトに置換し、５分間もしくは 10 分間自由にフィ

ールド内を探索させ、その行動を同じく PC に記録する。フィールド内に置くオブジェ

クトの配置およびオブジェクト２種については、Fig.12 に示した。 

 

3.4.2.4 解析方法 

 上記の方法で記録された３日目（同一物体）、４日目（一つが新規物体）のデータを

ビデオトラッキングシステム（Comp ACT VAS）の解析機能を使用して解析を行う。

具体的には２つのオブジェクト（「A1 と A2」または「A1 と B」）に対するそれぞれ

の探索時間ならびに総探索時間を算出する。同一オブジェクトの場合（３日目の実験）

では総探索時間に対する A2 のオブジェクトへの探索時間の割合を、異物オブジェクト

（４日目の実験）では、総探索時間に対する新奇オブジェクト（B）に対する探索時間

の割合を探索指向性として算出する。本研究では、以下の式に基づき嗜好性インデック

ス（DI）を算出し比較を行うこととした。 

DI = ([（A1 または B の探索時間）/（総探索時間）] - [（A1 の探索時間）/（総探索時

間）]) x 100. 

 

3.4.3 結果と考察 

 本年度は、新奇物質探索試験について、そのセットアップならびにベースライン値の

測定を行った。この試験は、マウスが新奇性（物体）を嗜好するという特製を利用した

学習記憶試験である。異なる２つの物体をマウスに学習させ、そののち片方の物体を新

奇の物体に置き換えると、マウスは新奇の物体により興味を示すようになる。仮に何ら

かの要因により記憶が低下していると馴化後に片方の物体を新規物質に置き換えても

両者に同等に接触することになる。 
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 本年度はいくつかのマウスの週齢などで試行を重ね、あまり週齢を重ねるとマウスの

運動量が急激に減るため、適切なデータを得るができないこと、配置する物体が大きす

ぎるとマウスが恐怖感を抱くため、物体に近づかないことなどが明らかになり、 終的

に、マウスの週齢は６週齢、性は雄性に固定し、また用いる物体も Fig.12 に示すよう

なマウスにとって大きすぎない物体が適切と判断した。 

 ６週齢の雄マウスを用いて取得したデータを Fig.13 に示した。３日目のトレーニン

グセッションに置いては同一物体（A1、A2）に対してほぼ同時間の探索時間を示したが、

４日目のテストセッションでは、A2 が B という物体に置き換わったため、Bに対しての

探索時間が A に対してよりも有意に長くなった。先行研究によっては、４日目のテスト

セッションは（５分以上だとなれてしまう可能性もあるため）５分間のデータのみで解

析をしている例があるが、本研究では、トレーニングセッションと同じ、10 分間の記録

を行い、解析の段階で 10 分間（600 秒）の解析と、前半の５分間（300 秒）を抽出して

解析した場合の２つを比較してみた。その結果、Fig.13 に示すように、解析時間の長さ

にかかわらず、テストセッションでは有意に B の探索時間が長くなるという結果が得ら

れた。これらのデータから識別指標（DI）を計算した物が Fig.14 のグラフである。DI

もトレーニングセッションに比べ、テストセッションでは有意に高い値を示し、それは

0～600 秒と 0～300 秒でどちらも同様の傾向であった。本報告では同時におこなった 10

匹でのデータを示したが、別の日程でおこなった別の 10 匹の試験でも同様の結果が得

られたことから、再現性も担保することができた。 

 以上より本年度得られた新奇物体探索試験の設定条件を適用して、今後、中間周波ば

く露による影響を検討する実験を進めていくことが可能と考えられた。 
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Fig.11 新奇物体認識試験の試験環境の概観 

 床面に置かれたグレーの箱がフィールド（縦横各 50cm、高さ

40cm）であり、上部に付けた照明により、フィールド内の明るさが

均一になるように調節をしている。上部のカメラでマウスの動きを

モニターし、その軌跡を PC に取り込み、解析を行う。 
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Fig.12 新奇物体認識試験のオブジェクトの配置 

 (a) トレーニング（訓練）セッションにおけるオブジ

ェクトの配置  

 (b) テストセッションにおけるオブジェクトの配置 

 (c) 実験に使用したオブジェクト 
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Fig.13 新奇物体認識試験の結果 

(a) トレーニング（訓練）における物体 A1 および A2 の探索

時間  

(b) 新奇物体を入れたテストセッションにおける物体 A1 およ

び B の探索時間（10 分間全体）  

(c) 新奇物体を入れたテストセッションにおける物体 A1 およ

び B の探索時間（10 分間の記録のうち前半 5 分間のみ抽出し

たもの）  

グラフは平均±標準誤差(n＝10）を示す。（*p<0.05) 
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3.5 倫理的配慮 

動物実験の実施にあたっては、国立保健医療科学院動物実験委員会において審査承認

を受け、関連法令、ガイドラインなどを遵守し実験を行った。  

Fig.14 新奇物体認識試験における discrimination 

index (DI、識別指標） 

Fig.13 のデータから本文中に示した式に基づき、DI

を計算した。 

グラフは平均±標準誤差(n＝10）を示す。（*p<0.05) 
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Ⅳ まとめ

中間周波数帯を利用する無線電力伝送（WPT）システムは現在、実用化に向け開発が

進められており、その中でも電気自動車向け WPT システムについては、特に大きな出力

を発生させることが想定され、人体ばく露レベルも高くなるケースが考えられる。 

今年度は、その中間周波数帯磁界が健康に及ぼす非熱的な影響を明らかにするために

必要となる環境を整備した。整備するにあたっては、再現性を担保できるよう実験の精

度の確認、科学的妥当性に基づいた実験系を構築することを目標とした。本年度は、来

年度以降の本格的なばく露実験による影響評価をおこなうため、発光イメージングによ

る酸化ストレス応答の解析を可能にする OKD-Luc マウスの導入および実験に向けた繁

殖を進めた。また酸化ストレスに関しては、生物学的評価のみならず、分析化学的な検

討が可能となるよう、また酸化ストレスマーカーを生物サンプル（尿）から機器分析で

検出するための技術的開発も平行して実施した。さらに動物の脳神経系への影響の有無

を明らかにするため、動物の行動影響の実験系を新たに構築しそのベースライン評価を

行った。 

一方、首都大学東京ユニットにおいて新たに設計した低出力形のばく露装置が完成し

たため、ばく露装置に 適化したマウスケージを設計製作し、本年度は周波数 85kHz で、

ばく露レベルは目標としている基本制限値レベルに比べて低いレベルの低磁界ばく露

をおこない、血液生化学指標ならびに血球指標への急性影響について検討を行った。今

回のばく露量は、全身平均の誘導電界量は推定で約 7.5V/m（ 大値：頭部付近で約 40V/m）

である。 

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が 2010 年に発行したガイドライン（我が国

の電波防護指針においても当ガイドラインの指針値を採用している）では、職業的ばく

露の基本制限値（頭部，体部，中枢神経系）は約 21V/m であるため、体内誘導量で考え
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ると、おおむね全身平均で約 1/3, 大値で 2倍程度のばく露である。結果として、上

記のばく露条件においては、血液生化学指標、ならびに血球指標への磁界ばく露が原因

と考えられるような急性影響は認められなかった。次年度以降さらに詳細な検討を進め

るとともに影響が認められた場合には、その閾値や作用メカニズムについて検討をすす

め、中間周波の安全性評価、リスク評価に資する基礎的な科学的知見を集積させていく

計画である。 



（以下、首都大学東京 受託分）
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Ⅰ 要 旨 

本研究では，中間周波数電磁界，特に 100kHz帯の磁界ばく露における比熱的生体作用（こ

こでは非刺激的作用を示す）検索のために，小動物体内に総務省電波防護指針（又は ICNIRP

ガイドライン）基本制限値相当の誘導電界を発生させる中間周波磁界ばく露装置を開発しそ

の性能について適切に評価する．また，磁界以外の物理的要因（電界，超音波，温度，湿度

など）の評価方法の検討及び，開発されたばく露装置におけるドシメトリ手法を構築し，生

物学研究班と協調し，生物学的な評価のためのばく露評価を行うことを目標とする．本研究

課題において平成 27年度は以下の項目に関して研究開発を実施した． 

ア）中間周波磁界ばく露装置の開発 

ア-1 ばく露対象とする動物の選定 

「ア-2 低強度ばく露装置の試作」，「ア-3 の高強度ばく露装置の開発」，及び「エ  小動

物に対するばく露による非熱的生体作用の検討」のための前提として動物種の選定を行った．

生物学的な評価指標，動物種に依存した内部誘導電界の定量的評価，及びばく露空間の形状

を総合的に検討した結果，マウスが適切であるとの結論を得た． 

ア-2 低強度磁界ばく露装置の試作 

予備的な検討のために低強度ばく露装置（電波防護指針の基本制限値の 1/10程度の誘導電

界が得られるもの）を目標として試作を行った．水冷式コイルを用いたばく露装置を試作し，

80kHz,30Armsの条件でコイルの駆動が行えた．ドシメトリの結果として全身平均で基本制限

値の 1/3程度の誘導電界が得られるものと推測できた． 

ア-3 高強度ばく露装置の開発 

選定した動物種に基本制限値程度の誘導電界が得られるような高強度ばく露装置のための

並列駆動を用いたインバータの開発を行った． 

イ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討 

イ-1 温度環境の評価 

低強度ばく露装置においてばく露空間の温度を測定し評価を行った．赤外線サーモグラフ

による解析の結果，30Armsの駆動でばく露環境にける温度上昇は，低強度ばく露の条件にお

いては室温に対して 2℃程度に抑えられることがわかった． 
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イ-2 電界の影響評価 

電界の測定手法の検討として，レーザー駆動式電界プローブによる磁場発生コイル周辺で

の電界測定の行い，測定手法として有望であることがわかった． 

イ-3 音・振動の影響に関する評価 

時間変動する高磁束密度中における音・振動の測定方法として，レーザードップラー振動

計を用いて，コイル周辺の音・振動計測の可能性を検討した．本手法は音・振動の評価手法

として有望であることがわかった． 

ウ）数値ドシメトリ解析 

ウ-1 体内誘導量解析手法の高速化 

インピーダンス法又は準静的 FDTD法の高速化のための GPUを計算アクセラレータとして用

いるサーバシステムの構築を行った．またインピーダンス法高速化のための超並列アルゴリ

ズムの検討を行い，GPUでの高速な計算を実現する可能性を得た． 

ウ-2 動物種選定のためのドシメトリ 

使用する動物種の候補としてラット，マウスに着目し，それぞれの解剖学的数値モデルを

用いてインピーダンス法によるドシメトリを実施した．ア-1においてマウスが本実験に適し

ていると判断したが，その根拠になる内部誘導電界の３次元空間分布の詳細データを本ドシ

メトリにより得た． 
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II 研究全体の背景と目的の内容 

 

電波がヒトの健康に及ぼす影響について国民の関心が高まっている．その関心に適切に対

応するために国は科学的根拠に基づく知見を提供し，電波の安全性について十分に周知し国

民から理解を得る必要がある．我が国においては電波防護指針により指針値が示されており，

その安全性が担保されている． 

電波防護指針のうち，中間周波数帯を含む低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下）について

は，情報通信審議会一部答申 諮問第 2035 号「電波防護指針の在り方」のうち，「低周波領

域（10kHz 以上 10MHz以下．）における電波防護指針の在り方」（平成 27年３月）で，国際

非電離放射線防護委員会が設定した ICNIRP ガイドライン 2010 の見解を支持し，その基本制

限・参考レベル等が採用されている状況である．一方で，近年，中間周波数帯を利用する電

波利用機器が多く出現している．その中でも，無線電力伝送（WPT）システムは現在，実用化

に向け開発が進められており，その中でも電気自動車向け WPT システムについては，特に大

きな出力を発生させることが想定されている．現行の指針で定められる参考レベルに近い電

磁環境に人体がさらされる可能性が増えることから，非熱的生体作用により健康に好ましく

ない影響への懸念も拡大する可能性が考えられる． 

しかしながら，中間周波電磁界については，これまで研究対象としての関心が低く，十分

な科学的な知見が存在していない．そのため，2007年に発刊された WHOの超低周波電磁界に

関する環境保健クライテリア（EHC238）では，今後の課題として中間周波電磁界の生体影響

研究の推進が必須とされている．したがって，本研究では，基本計画書における目標にした

がい，以下の目標を定める． 

 

ア） 小動物体内に総務省電波防護指針（又は ICNIRP ガイドライン）基本制限値相当の

誘導電界を発生させる中間周波磁界ばく露装置を開発し，その性能について適切に評価

する．装置の作製に関してはこれまでに，ほとんど前例のない 100kHz帯の磁界ばく露装

置を独自に設計・開発を行う． 

 

イ） ア）の装置において，磁界以外の物理的要因（電界，超音波，温度，湿度など）の

計測方法の検討および定量化を行う．中間周波磁界ばく露時にそれらの物理的要因の変

動が伴うか否かを確認し，変動がある場合はできる限り取り除き，中間周波磁界そのも

のの非熱的作用の評価・検討が可能な装置を作製する． 

 

  



5 

ウ） 実験動物の数値モデルによるドシメトリを行い，動物実験におけるばく露量・誘導

量を明らかにする．本提案研究では，動物へのストレスを最小限に抑えるため，動物が

フリームービングの環境でばく露できる装置を計画する． 

エ） 上記で開発したばく露装置を使用して，100kHz帯の中間周波磁界の動物ばく露実験

を実施する．現時点では中間周波帯の非熱的な影響についての報告は極めて少ないこと

から参照できる先行研究はなく，一般毒性的な観点からの検討が必須であるといえる．

そのため本提案では，急性影響について，生理学的・生化学的・分子生物学的な分析を

進める．得られる結果は，中間周波の生体作用の有無あるいはそのメカニズムを検討す

る基礎資料として極めて重要であり，WHOの環境保健クライテリアで推奨された中間周波

の生体影響研究にも貢献ができる． 

オ） 上記の結果を基に，中間周波数帯における総務省電波防護指針の基本制限値相当の

誘導量による生体影響が可逆的な影響か否かを検討し，健康影響の可能性の有無を明ら

かにする． 

なお，本研究の全体的な枠組みは次ページのとおりである． 
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  成果目標： 

  中間周波数帯の電磁界（特に 100kHz帯の磁界）における非熱的生体作用の検討 

 

      ア）中間周波磁界ばく露装置の開発     

         ア-1)ばく露対象とする動物の選定 

         ア-2)低強度磁界ばく露装置の試作 

         ア-3)高強度ばく露装置の開発 

         ア-4)ばく露装置の保守とばく露管理 

 

       イ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討   

         イ-1)温度環境の評価 

         イ-2)電界の影響評価 

         イ-3)音・振動の影響に関する評価 

         イ-4)その他のアーチファクトの検索と補完       

 

       ウ）数値ドシメトリ解析 

         ウ-1)体内誘導量解析手法の高速化 

         ウ-2)動物種選定のためのドシメトリ 

         ウ-3)フリームービング環境のドシメトリ手法の構築と実施 

         ウ-4)磁界以外の物理要因の定量評価に関する補完の検討 

  

       エ）小動物に対するばく露による非熱的生体作用の検討  

         エ-1) 一般毒性に関連する指標の評価 

         エ-2）酸化ストレスマーカーの検出・定量 

         エ-3）活性酸素種の化学発光および蛍光による検出 

         エ-4）行動影響評価 

 

       オ）非熱的生体作用が健康に及ぼす影響についての検討    
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本報告書は枠組みのうち，主として首都大学東京が担当した「ア 中間周波磁界ばく露装置

の開発」，「イ ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討」，「ウ 数値ドシメトリ解

析」に関する平成 27 年度の実施内容の報告である．「エ 小動物に対するばく露による非熱

的生体作用の検討」の実施内容の報告については，共同受託機関である明治薬科大学による

報告書を参照されたい． 
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III 中間周波磁界ばく露装置の開発 

3.1  ばく露対象とする動物の選定 

マウスとラットのどちらで効率的にばく露をする事が出来るかどうかを検討した．ここで

は，5 章 5.2 節における動物種選定のドシメトリで得た一様磁界中でのマウスとラット内に

誘導される内部誘導量の基礎データを参考にする． 

 

マウスとラットをばく露する為のケージの大きさは図 3.1.1 に示すようにマウスの場合は，

直径 10 cm, 高さ 7.5 cm,ラットの場合は，直径 20 cm, 高さ 12 cm と想定した． 

 

図 3.1.1  ばく露用動物容器サイズ 

 

各容器に巻きつける形でソレノイドコイルを配置する事を想定した．インバータが流せる

電流をほぼ一定と仮定し，その条件におけるソレノイドコイルの中心での磁束密度を求めた． 

計算モデルとして用いたソレノイドコイルを模擬したコイルを図 3.1.2 に示す．内径を各

容器の外径と一致するように設定した．また，コイル間は 5 mm とした．コイルモデルの作

成と電磁界の解析には，電磁界シミュレータ COMSOL を用いた． 

直径 10 cm, 20 cm での中心軸上の磁束密度の最大値を表 3.1.1に示す． 
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図 3.1.2  今回作成したコイルモデル 

 

表 3.1.1  各容器サイズでの中心軸上の磁束密度の最大値 

 直径 10 cm 直径 20 cm 

電流値（実効値） 100 [A] 100 [A] 

中心軸上の磁束密度の 

最大値 

5.79 [mT] 3.07 [mT] 

 

表 3.1.1 よりコイルに 100 [A] 流した場合に直径 10 cm のコイルでは，磁束密度の最大

値が 5.79 [mT], 直径 20 cm のコイルでは，磁束密度の最大値が 3.07 [mT]となった． 

5 章 5.2 節の動物種選定のためのドシメトリより得た一様磁界と一様磁界から誘導される

誘導量の関係を利用して，今回作成したコイルから誘導されるマウスとラットの内部誘導量

を算出した． 

一様磁界での内部誘導量の最大値を利用すると表 3.1.2 に，全身平均の値を利用すると表

3.1.3 の値となった． 
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表 3.1.2  一様磁界での内部誘導量の最大値を利用した場合 

  マウス ラット 

X 軸方向 最大誘導電界 [V/m] 152.3 220.3 

最大誘導電流密度[A/m2] 52.8 82.0 

Y 軸方向 最大誘導電界 [V/m] 135.7 300.0 

最大誘導電流密度[A/m2] 40.0 35.5 

Z 軸方向 最大誘導電界 [V/m] 74.8 177.3 

最大誘導電流密度[A/m2] 30.1 37.1 

表 3.1.2 より最大値を利用した場合には，マウスよりラットの方が値が大きくなる結果と

なった． 

 

次に全身平均誘導電流密度・全身平均誘導電界の値を利用してコイルから誘導される内部

誘導量を算出した． 

表 3.1.3  一様磁界での内部誘導量の全身平均を利用した場合  

  マウス ラット 

X 軸方向 最大誘導電界[V/m] 17.2 16.2 

最大誘導電流密度[A/m2] 4.38 4.66 

Y 軸方向 最大誘導電界 [V/m] 19.2 17.4 

最大誘導電流密度[A/m2] 4.89 4.93 

Z 軸方向 最大誘導電界 [V/m] 14.6 13.3 

最大誘導電流密度[A/m2] 3.91 3.78 

表 3.1.3 より，全身平均誘導量の値を利用した場合には，マウスの方がラットよりも誘導

量の値が大きくなった． 

 

想定しているコイルから発生する磁界は，ばく露対象に対して Y 軸方向になる． 

Y 軸方向入射での全身平均誘導電界を比較するとマウスの方がラットより誘導されている

事が分かる．本研究では，全身平均値を指標と考えて生物学的な評価の実施を想定している

ため，マウスの方がばく露対象に適していると判断した． 
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3.2  低強度磁界ばく露装置の試作 

磁界ばく露装置は，周波数 100 kHz 帯の正弦波交流磁界を発生させる．そのため，正弦波

電流を生成しコイルに流す必要がある．本装置では，電圧形インバータの交流出力側に LC共

振回路を接続する方式を採用した．図 3.2.1に本装置の回路図を示す． 
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図 3.2.1  本装置回路図 

 

電圧形インバータの出力電圧は矩形波電圧であるために，LC共振回路のバンドパスフィル

タ特性を用いて共振周波数付近の基本波周波数のみを取り出している．図 3.2.1 中の L にあ

たる部分が磁界発生用コイルとなっている．スイッチングデバイスには高速・高耐圧・大電

流の使用が可能である 1,200V, 50 A 定格の SiC-MOSFET (Rohm: BSM120D12P2C005) を使用し

た．インバータの入力電圧は 300 V , 出力電流実効値 30 A を想定して回路の検討を行った． 
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3.2.1  磁界発生用コイルの設計 

磁界発生用コイルの設計上の条件は表 3.2.1 に示す． 

 

表 3.2.1  コイルの設計条件 

スイッチング周波数 𝑓𝑓𝑠𝑠 85 kHz 

出力電流 𝑖𝑖𝑜𝑜 30 A 

コイルの形状 ソレノイドコイル 

コイルの内径 A 11 cm 

コイルの高さ h 7.5 cm 以下 

 

表 3.2.1 は研究対象とばく露対象を考慮することで得られた制約条件である．スイッチン

グ周波数は研究対象より決定される．同様に, 出力電流はスイッチングデバイスの定格より

決定される．ばく露対象であるマウスの大きさからコイル内径と高さを決定した． 

コイル構造を検討するにあたり考慮すべき値は 

1. インダクタ電圧の最大値 [V] 

2. インダクタンス [H] 

3. 発生磁束密度 [T] 

の 3 つある．以降にそれぞれの計算式を示す． 

 

3.2.1.1  インダクタ電圧 

共振回路のインダクタ電圧は式(3.2.1)より表すことができる． 

𝑉𝑉𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝐿𝐿𝐿𝐿                                (3.2.1) 
本回路では，インダクタ電圧に上限を設けることによりインダクタンスの上限値の決定を

行った．この理由としては，正弦波電流発生時にコイル巻線間に高電圧が印加されるためで

ある．さらに，インダクタンス条件を満たす導線の巻き方のから発生磁束密度が最大である

構造を選定することによりコイルの構造決定を行った． 

図 3.2.2に導線の巻き方の定義を示す． 
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図 3.2.2  コイルの導線の巻き方の定義 

図 3.2.2 に示すようにコイルを上から見て外側に巻いていく数を層数と呼び，コイルを横

から見て積み重ねていく数を巻数と定義する． 

 

3.2.1.2  インダクタンス計算 

インダクタンス Lは内部インダクタンス𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 と外部インダクタンス𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜および相互インダク

タンス M の和によって求めることができる．長さ l の導線の内部インダクタンス𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖は式

(3.2.2)で表すことができる． 

             𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝜇𝜇𝜇𝜇
8𝜋𝜋

                      (3.2.2) 

同様に，半径a ,透磁率 𝜇𝜇0の導線からなる円の半径がR外部インダクタンス𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜は式(3.2.3)

で表すことができる． 

           𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝜇𝜇0𝑅𝑅 �log
8𝑅𝑅
𝑎𝑎
− 2�                   (3.2.3) 

同様に半径 a の 1 ターンコイルと半径 b の 1 ターンコイルが距離 d の位置にあるとき相互

インダクタンス Mは式(4)で表すことができる． 

         𝑀𝑀 = 𝜇𝜇0√𝑎𝑎𝑎𝑎 ��
2
𝑘𝑘
− 𝑘𝑘�𝐾𝐾(𝑘𝑘)−

2
𝑘𝑘
𝐸𝐸(𝑘𝑘)�               (3.2.4) 

第 1 種完全楕円積分 𝐾𝐾(𝑘𝑘) = �
1

�1 − 𝑘𝑘2 sin2 𝜙𝜙
 𝑑𝑑𝜙𝜙

𝜋𝜋
2

0
 

第 2 種完全楕円積分 𝐸𝐸(𝑘𝑘) = � �1 − 𝑘𝑘2 sin2 𝜙𝜙  𝑑𝑑𝜙𝜙
𝜋𝜋
2

0
 

𝑘𝑘2 =
4𝑎𝑎𝑎𝑎

(𝑎𝑎 + 𝑎𝑎)2 + 𝑑𝑑2
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3.2.1.3  磁束密度計算 

ここでは，簡易的にコイルの中心軸上のみを対象として，コイルの中心から-20 cm～20 cm

までの計算を行った．ビオサバールの法則をそれぞれの巻線に対して行い，和を求めること

により近似的に計算を行った．式(3.2.5)に解析式を示す． 

                                                         𝐵𝐵 = ��
𝜇𝜇0𝑎𝑎𝑙𝑙2𝐿𝐿

2(𝑎𝑎𝑙𝑙2 + ℎ𝑖𝑖2)
3
2

𝑙𝑙

𝑙𝑙=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

                                                                         (3.2.5) 

𝑎𝑎𝑙𝑙: 𝜇𝜇層のコイル半径 ,ℎ𝑖𝑖:𝑛𝑛巻のコイルと計算点の高さ 

 𝐿𝐿:コイルに流れる電流, 𝜇𝜇0:透磁率 
 

3.2.1.4  コイルの消費電力 

本装置では，ばく露対象をコイルの内部に入れることからコイル内の温度は 23℃±3℃に

抑えることが要求されている．そこで，コイルの冷却のために水冷銅パイプの適用を行った． 

 

3.2.1.5  コイルの設計 

インダクタ電圧は巻線の皮膜の絶縁破壊電圧を考慮しピーク値を 1500 Vと設計した． 

式(3.2.1)に設計条件とインダクタ電圧の制限値を代入すると，次式で与えられる． 

𝑉𝑉𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋 × 85 × 103 × 𝐿𝐿 × 30 × √2 ≤ 1500  

                                                        𝐿𝐿 ≤
1500

2𝜋𝜋 × 85 × 103 × 30 × √2
≈ 66.2 µH                                               (3.2.6) 

以上の計算によりインダクタンスが 66.2 µHを大幅に超えると絶縁破壊の恐れがあるため，

以降はインダクタンスが基準値付近であるもののみの検討を行った．また，使用する導線は

冷却能力の点から水冷銅パイプを使用した．パイプ内を水が循環することにより冷却を行う．

また，絶縁破壊電圧を考慮し，銅パイプには絶縁用ガラスチューブを使用した．表 3.2.2, 表

3.2.3 にそれぞれ銅パイプ, ガラスチューブの仕様を示す． 

 

表 3.2.2  銅パイプの仕様 

外径 4 mm 

パイプ内径 2 mm 

絶縁破壊電圧 900 V 

流量 0.1 MPa (0.27 L/分) 

0.2 MPa (0.45 L/分) 

0.3 MPa (0.60 L/分) 
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表 3.2.3  ガラスチューブの仕様 

外径 5.3 mm 

内径 4.5 mm 

絶縁破壊電圧 4000 V 

 

銅パイプの絶縁破壊電圧と絶縁用ガラスチューブの絶縁破壊電圧の和は 4.9 kVとなる．巻

線間はこれが二重構造になっているため 9.8 kVまで耐圧が確保できる．そのため，定格の半

分の 4.9 kVまでは安全上問題ないと考える． 

以上の導線を使用するとしてコイルのインダクタンスの計算を行った．2.3.1.2 節で示し

た計算法を用いて計算を行った．インダクタンスの計算結果を図 3.2.3に示す． 

 

 

図 3.2.3  コイルのインダクタンス計算結果 

 

図 3.2.3 より同一インダクタンスをもつ導線の巻き方は複数通りあることがわかる．

3.2.1.3 節で示した磁束密度の計算法をもちいてコイルの中心軸上を対象として-20 cm～20 

cm までの磁束密度の解析を行った．図 3.2.4に磁束密度の計算結果を示す． 
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図 3.2.4  発生磁束密度計算結果 

図 3.2.4の計算結果より 2層 12巻のコイルの磁束密度が最大であることが確認できる．図

3.2.5 に製作したコイルの写真を示す． 

 

 

図 3.2.5  製作した水冷コイル 
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3.2.2  試験装置による実験結果 

試験装置を用いて測定試験を行った．直流側の入力電力を測定，交流出力側には高周波数

の測定も可能である高性能パワーメータを接続することで磁界発生用コイルでの消費電力等

の測定を行った．また，出力電流が目標である実効値 30 Aの正弦波電流になっているかの確

認も行った．図 3.2.6に測定回路図を示す．図 3.2.7に測定環境を示す． 

 

L Cio

vo

Ed

 

図 3.2.6  測定回路図 

 

 

表 3.2.4  回路条件 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

インダクタンス L 64,9 µH 

キャパシタンス C 70.8 nF 

共振周波数 𝑓𝑓𝑟𝑟 72.5 kHz 

スイッチング周波数 𝑓𝑓𝑠𝑠 80 kHz 

出力電流 I 10 A, 20 A, 24 A 
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図 3.2.7  測定環境 

 

測定結果より出力電流の高調波を含めた値と基本波成分のみの値がほぼ等しいことからス

イッチング周波数の成分のみ取り出すことができていると考えられる． 

また，図 3.2.8〜3.2.10にそれぞれ出力電流 30 A時の出力電圧・出力電流・インダクタ電

圧の波形を示す． 

 
図 3.2.8  出力電圧波形 
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図 3.2.9  出力電流波形 

 

図 3.2.10  インダクタ電圧波形 

入力電圧 195 Vで出力電流実効値 30 A の正弦波電流が確認できた．このときの入力電力は

460 W であった．また，インダクタ電圧のピーク値は設計した 1500 V未満に抑えられている

ことも確認できた． 

以上の実験より本装置の正弦波電流生成の確認ができた．さらに，同回路においてばく露

条件である出力電流 30 Aで 1時間測定が行えるか確認する試験を行った．この試験は磁界発

生用コイルの温度上昇についての検討を行うためである．試験を行った結果,測定 1時間後の

コイルの温度は 25℃に抑制できることが分かった．以上よりコイル温度についても目標を達

成することができたことを確認した． 
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3.3  高強度ばく露装置の開発 

低強度ばく露装置開発において，コイル発熱，コイル巻線間絶縁の課題を明らかにした．

高強度ばく露装置では 100Aの電流をコイルに流すことを前提としているため，上記の課題に

加えて電源装置の大容量化についても新たに解決する必要がある．本研究では，100A定格の

パワーデバイス(SiC-MOSFET)を前提としているが，電源装置を連続動作させる状況を考える

と一般的にはさらに電流定格の大きい素子を使用する必要がある．SiC-MOSFETは，最新のパ

ワーデバイスであるために電流定格の大きい素子を入手することが困難であった．そこで，

低強度ばく露装置で試作したインバータユニットを 3 並列に拡張する手法を適用した．下図

は，高強度ばく露装置の回路構成である．2 つの MOSFET からなる MOSFET モジュール（Q1～

Q6）を 6個使い，図 3.3.1のような回路構成とした．また，低強度ばく露装置では全体で 460 

W の損失が発生することが示されているため，使用する直流電源についても増強する必要が

ある．本回路構成の電力損失の大部分はコイルであるために，流れる電流の２乗で損失が増

加すると予想される．そのため，電力損失は最大でも 10倍になる恐れがあるために，直流電

源装置の仕様を 5kW 以上出力となる装置を導入した．図 3.3.2 は試作した装置の外観図であ

る．低強度ばく露装置で試作したユニットを 3段縦に接続してラックに配置した． 

また，この回路装置の特徴として，インバータの周波数を 70kHz～100kHzの間を 1kHz刻み

で変更できる仕様としている．起動・停止については，すべてコンピュータ（PC）から操作

できるようにしており，電源回路に関する専門知識が無くても操作ができる．さらに，共振

用コンデンサは，低強度ばく露装置では電圧・電流定格が不十分であるために，新たにコン

デンサ選定を行い 0.07uF, 10kV耐圧，定格電流 50A のフィルムコンデンサを 2直列 2並列接

続する構成とした．なお，コンデンサは図の装置の中に配置している． 

図 3.3.3は，ピーク電流 100Aを流した時の実験波形である．上段は電源装置の出力電圧波

形，下段はコイルに流れる電流波形をそれぞれ示している．このとき，出力周波数は 81kHz

となっている．実験波形より，インバータ出力電圧は矩形波であるが，コイルに流れる電流

は正弦波となっていることが確認できる．なお，各部の動作確認中であるために現時点では

短時間動作（1 分間）となっているため，詳細な試験については引き続き検証する予定であ

る．特に，連続動作時におけるパワーデバイスやコンデンサ・コイル発熱については今後の

検討課題である． 
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図 3.3.1  高強度ばく露装置の回路構成 

 

図 3.3.2  高強度ばく露装置の外観図 
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図 3.3.3  高強度ばく露装置の実験波形 
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IV ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討 

4.1  温度環境の評価 

ばく露装置に起因する磁界以外の物理要因として，ばく露装置のコイルが発する熱が考え

られる．高強度ばく露装置を作成する際，コイルから無視できない程度の熱の発生が考えら

れる．そのため，コイルの温度上昇が実験対象の生物学的な評価に影響を与えるかについて

検討の必要がある． 

検討のために，試作した低強度のばく露装置の温度変化を観測した．低強度のばく露装置

の温度変化を観測することで，高強度ばく露装置の温度上昇への知見を得ることを目的とす

る． 

 

4.1.1 ばく露装置内部の温度の測定 

4.1.1.1  測定手法 

低強度ばく露実験の際の温度を測定した．温度の測定は 1 時間のばく露実験のうち，ばく

露開始時・30分後・終了 1分前の 3回に分けて行った．ばく露実験内部の温度の観測には光

ファイバー温度計とサーモグラフィーカメラを用いた．ばく露装置内部の温度と室内の温度

を比較することで，ばく露装置に由来する内部の温度上昇を観測する． 

 

4.1.1.2  実験条件 

測定に使用した機器を表 4.1.1 に示す．光ファイバー温度計とサーモグラフィーカメラの

測定点を図 4.1.1と 4.1.2に示す．光ファイバー温度計の測定点はマウスの位置に近いため，

実際の環境に近い温度を測定していると考えられる． 

 

表 4.1.1 使用機器 

使用機器 製造番号 製造会社 

光ファイバー温度計 FL-2000 AMOTH 

サーモグラフィーカメラ TVS-700 Avio 
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図 4.1.1  光ファイバー温度計の測定位置 

 

図 4.1.2  サーモグラフィーカメラの測定位置 
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4.1.1.3  実験結果 

ばく露実験は 10セット行われたが，温度の測定は最初の 1セットを除いた 9セットで測定

を行った．気温・ばく露装置内部の温度(光ファイバー温度計・サーモグラフィーカメラ)の

測定結果を表 4.1.2〜4.1.4に示す．また，各測定の平均値をプロットしたグラフを図 4.1.3

に示す．ばく露実験開始直後の温度が気温に対して高いのは，ばく露実験を間断なく行った

ため直前の実験より空間の温度が上昇しているためと考えられる．ばく露装置内部の温度は

開始直後から 30 分後にかけて約 1.0 ℃程度上昇し，その後定常状態となった．定常状態と

なった際の温度は約 25-26 ℃程度である．ばく露空間内の温度が 25-26 ℃程度である場合，

マウスへのストレスは少ないと考えられる．そのため，今回の低強度ばく露実験では，マウ

スへの温度上昇による影響は少ないと考えられる．高強度ばく露装置では，より顕著な温度

上昇が見られることが考えられるため，高強度ばく露装置内部の温度の制御について検討を

行う必要がある． 

 

表 4.1.2  気温の測定結果 

気温       

  開始直後 30分後 終了直前 

set2 22.9 23.1 22.5 

set3 22.6 23.2 23.5 

set4 23 22.7 23 

set5 22.6 23.1 23.5 

set6 22.1 22.9 23.5 

set7 23.7 23.4 23.6 

set8 23.8 23.1 23.7 

set9 22.7 23.6 22.8 

set10 23.2 23.8 23.2 

平均 23.0 23.2 23.3 
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表 4.1.3  ばく露装置内部の温度の測定結果(光ファイバー温度計) 

内部の温度       

  開始直後 30分後 終了直前 

set2 23.6 24.7 24.9 

set3 25.1 25 24.4 

set4 23.4 24.1 24.2 

set5 23.1 25.3 25.9 

set6 23.6 25.2 25.6 

set7 24.3 24.5 25.1 

set8 24.3 24.7 24.4 

set9 23 25 24.7 

set10 24.2 25.3 25 

平均 23.8  24.9  24.9  

 

表 4.1.4  ばく露装置内部の温度の測定結果(サーモグラフィーカメラ) 

内部の温度       

  開始直後 30分後 終了直前 

set2 24.3 24.2 25.8 

set3 25.1 25 24.4 

set4 22.1 24.5 24.7 

set5 22.8 26.1 26 

set6 24.3 27.1 27.4 

set7 25.1 23.9 26.3 

set8 24.2 24.8 25.7 

set9 23.4 27.2 25.8 

set10 24.4 26.4 26.7 

平均 24.0 25.5 25.9 
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図 4.1.3  測定値の時間毎の平均 
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4.2  電界の影響評価 

本研究では 100kHz 帯の磁界ばく露の磁界発生源としてソレノイド型のコイルを用いるこ

とを想定している．前章においてこのソレノイド型のコイルのインダクタンスは約 65µH であ

ることが示されており，高強度のばく露装置に必要な電流量として想定している周波数

100kHz, 30A の実効値電流がこのコイルに流れた場合，コイルの両端に 4kV 程度の電圧実効

値が生じる事が予測される．このような駆動条件においては，コイル内部に比較的大きな電

界が生じ，動物ばく露実験において，磁界以外の物理要因になり得る．従って，本研究では

ばく露装置内に生じる電界強度の程度を明らかにし，生物学的な評価に影響を与えているか

どうかを検討する事が望ましい．本年度はこの目的のために，ばく露装置内の電界測定方法

について検討する． 

 

4.2.1 レーザー駆動式電界プローブによる測定 

本年度は，磁界発生コイル内部の電界測定手法の検討を行うため，レーザー駆動式電界プ

ローブによる測定を試みた．図 4.2.1 に測定の概略図を，図 4.2.2 に実際の測定の状況をそ

れぞれ示す．本研究では予備的検討として，20kHz で駆動するメリットコイル内に生じる電

界について測定を試みた．電界プローブとして，レーザー駆動式電界プローブ（ARI 社製

FL7030）を用いた．このプローブはプローブ先端と計測器との間を光ファイバーにより接続

することで，時間変動する磁界による誘導の測定系への影響を低減できるものである．プロ

ーブは図 4.2.1 のように３軸ポジショナーの先端に取り付け，メリットコイルの中心軸上の

中央に位置するように設置した．メリットコイルは 20kHz で駆動し，コイル内に生じる電界

のコイル駆動電流依存性を測定した． 

 

4.2.2 測定結果 

図 4.2.3 に測定結果を示す．図の横軸はコイルに流れる電流の実効値であり，縦軸はメリ

ットコイル中心における電界の絶対値（つまり ）である．図中の○マーカーは

測定値を示し，点線は測定値に対して直線フィッティングをかけた結果である．コイルに流

す電流の実効値を 0.14, 0.67, 1.1, 1.6 Aと増加させるに従って，電界の値は 18, 74, 131, 

187 V/m と増加していく．また，電流値と内部の電界との関係が直線フィッティングに比較

的よく一致している事がわかる．電流値を増加していくとコイル両端の電位差は比例して大

きくなり，それにより電界強度も増加する事を考慮すると，今回得られた結果はおおよそ妥

当であると考えられる．ただし，電界プローブ内部での磁界による誘導が電界測定に影響を

与えていないかどうかに関しては今後確認が必要である．また低強度のばく露装置ではコイ

ルに 30A程度の電流を流す事が想定されるが，例えばこのメリットコイルで周波数 20kHz,電
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流 30A の条件で図 4.2.3 によるフィッティング結果から予測されるコイル内部の電界は，

3.5kV/m と比較的大きな値となる．動物をばく露する位置での電界強度について，実際に用

いるコイルと駆動周波数でも比較的大きな電界強度となることが予想されるので，今後実際

の実験系においては電界強度の測定を検討する必要がある． 

 

図 4.2.1レーザー駆動式電界プローブによるメリットコイル内部の電界測定 

 

 

図 4.2.2レーザー駆動式電界プローブによるメリットコイル内部の電界測定の様子 
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図 4.2.3  メリットコイルに流れる電流とコイル中心部の電界の絶対値の関係．○は測定値

であり点線は測定値の直線フィッティングの結果である． 
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4.3  音・振動の影響に関する評価 

4.3.1  変動磁界中における音波測定の問題点 

4.3.1.1  測定手法 

本研究では予備実験として，騒音計（コンデンサマイク）を用いてコイルから発生する電

磁振動音の測定を行った．磁界によるコンデンサーマイクへの影響を明らかにするために，

下記 2種の環境での実験を行った． 

①マイクへの防音なし（図 4.3.1） 

 磁界と音波の影響の両方が騒音計によって測定される． 

 

図 4.3.1  防音なしでの測定 

 

②マイクへの防音あり（図 4.3.2） 

 音波の影響がビンによって遮蔽され，磁界の影響のみが測定される． 



 

32 
 

図 4.3.2  防音ありでの測定 

 

測定結果を比較し，磁界の影響に関する検討を行った． 

 

4.3.1.2  実験条件 

コンデンサーマイクとコイルを図 4.3.3のように配置した．コイルには 10 A，10 kHzの電

流を印加し，それにより発生している磁界は約 5 μTである．騒音計の構成について表 4.3.1

に示す． 

 

図 4.3.3  電磁振動音の測定図 
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表 4.3.1  騒音計の構成（リオン株式会社製） 

 型番 

マイクロホン UC-29 

変換アダプタ UA-12 

プリアンプ NH-05 

延長ケーブル EC-04A 

騒音計 NP-42 

 

4.3.1.3  実験結果 

騒音計による測定結果をフーリエ変換し，パワースペクトルを求めた．防音なし・ありの

パワースペクトルを図 4.3.4と 4.3.5にそれぞれ示す．防音なしのパワースペクトルでは 10 

kHz と 20 kHz にピーク値が得られた．対して，防音ありのパワースペクトルは 10 kHz のみ

にピーク値が得られた．防音ありでは音による影響がビンにより遮蔽されているため図 4.3.4

の 10 kHzのピーク値はコイルから発生する磁界の影響と考えられる．コイルから発生してい

る磁界の磁束密度はコイル近傍で約 5 μT である．実際のばく露環境では 10 mT 以上の磁束

密度が発生するため，磁界が測定結果に与える影響はより顕著になると推定される．以上か

ら，変動磁界中での音波測定手法について検討する必要がある． 
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図 4.3.4  防音なしのパワースペクトル 

 

 

図 4.3.5  防音ありのパワースペクトル 
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4.3.2  レーザーのドップラー効果を用いた音波測定 

4.3.2.1  レーザードップラー振動計(LDV)による測定 

LDV は対象の物体に照射し，反射光を観測することで，その物体の振動に起因するドップ

ラーシフトを観測し，振動速度を測定する計測器である．本検討での使用は本来の使用目的

とは異なる．LDV を固定された物体に照射し，光路上に音波を照射することで，音波の定量

化の可能性があることが報告されている[1]．この手法では測定器を磁界ばく露装置から離し

て測定できるため，磁界による誘導を低減でき，今回の測定環境に適していると考えられる．

今回の測定では，図 4.3.6 に示す小野測器社の LV-1710 を使用した．LV-1710 は 1 Hz~3 MHz

までの周波数の振動の測定が可能である． LDV を音波の測定に用いる場合，LDV の測定値は

スピーカーの音圧による空気の密度変化に対応していると考えられる． 

 
図 4.3.6  使用したレーザードップラー振動計 
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4.3.2.2  LDV の測定値と音圧の相関に関する検討 

4.3.2.2.1  実験条件 

LDV での定量化の可能性を探るために，スピーカーの音圧と LDV の測定値との相関につい

て検討を行った．下記の 2通りの測定を行い，それぞれの測定値を比較した． 

測定は，10 – 25 kHzの範囲で行った． 

① LDV を用いてスピーカーの音圧による LDVの測定値の変化を観測する． 

② 騒音計を用いてスピーカーの音圧を測定する． 

 

①LDV を用いた測定 

LDV を用いた測定では，図 4.3.7と 4.3.8のようにスピーカーと LDV を配置し，LDV の測定

値の変化を観測した．超音波領域の測定可能性を探るために，スピーカーには FOSTEX社のホ

ーンツイーターFT17Hを使用した．FT17Hは，指向性が高く，5 kHz以上の周波数帯域の再生

に適している．音波により得られる LDVの測定値は 1 mV以下であるため，周波数をロックし

た測定が可能である NF社のロックインアンプ LI5640を用いた． 

 

 
図 4.3.7  実験風景 

 

図 4.3.8  実験の概略図 
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③ 騒音計を用いた測定 

騒音計を用いた測定では，図 4.3.9と 4.3.10のようにスピーカーと騒音計のコンデンサー

マイクを配置した．スピーカーとコンデンサーマイクの距離は 18 cm に設定しており，これ

は LDV を用いた場合の光軸とスピーカーの距離と同じである．騒音計の測定値は dB SPL で出

力される．LDVの測定値と比較するために，式(4.3.1)を用いて圧力の値に変換した．騒音計

は表 4.3.1に示した構成で使用した． 

                           (4.3.1) 

  

 

         図 4.3.9  実験の概略図                  図 4.3.10  実験風景 

 

4.3.2.2.2  実験結果 

図 4.3.11は，各周波数での LDVと騒音計の測定値をプロットした図である．音圧に対して

LDV の測定値は同様の傾向を示しており，音圧との相関があると推定される．LDV の測定値と

音圧の関係が線形であると仮定し，式(4.3.2)に示すαの値を各周波数ごとにプロットした図

を図 26 に示す． 

                               (4.3.2) 

13 kHzに特異点が見られるが，ほぼ直線上になっており，圧力と LDVの測定値の関係が線形

であることが推察される． 
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図 4.3.11  LDVと音圧の測定値のプロット 

 

 
図 4.3.12  圧力の値を LDV の測定値で除した値のプロット 

 

 

 

 

 



 

39 
 

4.3.2.3  コイルの電磁振動音の測定（予備検討） 

4.3.2.3.1  実験条件 

LDV による測定を用いてコイルの振動音の定量化可能性を探るために，予備的検討を行っ

た．図 4.3.13 と 4.3.14 に測定系の概略図，写真を示す．コイルから測定系への誘導電流を

避けるために，コイルと測定系の距離を 3 m以上離した．コイルは 20 kHz 4 Ap-pの電流を印

加した．コイル ON/OFFの２通りの測定を行い，LDV により 10秒平均の値を測定し比較した．

LDV とロックインアンプは 2.2.2と同一のものを用いた． 

 

図 4.3.13  コイルの振動音測定系の概略図 

 

 

図 4.3.14  実験風景 
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4.3.2.3.2  実験結果 

コイルの振動音の測定結果を表 4.3.2に示す．コイルの OFF時に対し，ON時では微小なが

ら差が観測された．コイル OFF時に 1.0μVの値が観測されているのは，バックグラウンドの

振動の影響であると考えられる．今回の実験でコイルに印加した電流は 4 Ap-p（実効値で 1.4A

程度）である．しかし，実際のばく露装置では実効値で 100A程度のほどの電流が印加される

ため，測定値の差がより顕著になると考えられる．以上から，コイルを波源とした電磁振動

音の測定方法として有望であると考えられる． 

 

表 4.3.2  コイルの振動音測定結果 

 
 

 

 

 

 

参考文献 

[1] 中村健太郎, “空気の屈折率変調を検出する. 空中強力音場の測定,” 信学技報, 

US2001-9, pp.15-20, (2001).  
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V 数値ドシメトリ解析 

5.1  体内誘導量解析手法の高速化 

本研究では，生物学的な指標について得られた評価する時に，同時に電磁界の doseを明ら

かにしておく必要がある．電磁界の doseとしては，小動物への入射磁界，小動物体内の内部

誘導量つまり誘導電界，誘導電流を考えこれらを精密に定量化する必要がある．内部誘導量

については，小動物の解剖学的数値モデルを用いた数値解析による定量化を行う．この数値

ドシメトリを実施する時に計算規模としては 100 万ボクセル前後のモデルを扱う．またばく

露装置の設計思想として小動物の拘束ストレスを避けるためのフリームービング環境を基本

とする．小動物のばく露時間は１時間程度を想定し，この間に動物が様々な場所に動いたり，

様々な姿勢を取ったりする．このようなばく露環境におけるドシメトリでは，様々な条件を

高速に計算する必要性が生じる．また，実画像を記録しその画像データから行動分析を行う

ことにより，計算条件の決定を行うシステム計画している．このときに，大規模な画像処理

の実施が想定される．以上より，今年度本研究では，数値ドシメトリを高速に実施するため

にハードウェアとソフトウェア環境の整備を行った． 

 

 

図 5.1.1  フリームービング環境におけるドシメトリシステムの概要図 
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5.1.1  ハードウェアの環境の整備 

ハードウェア環境としては，大規模な数値計算と画像処理の両方について扱えるように，

Graphics Processing Unit (GPU)をアクセラレータとして使用するハードウェア構成とし，

超並列演算による計算時間のコスト削減を目指す．具体的なハードウェアの仕様は CPU とし

て，Intel Xeon E5-2637 v3 (4Core 3.5GHz 15M 9.6GT/s QPI), GPUとして NVIDIA Tesla K80 

x 4, メインメモリは 512GBとした．メインメモリの容量は計算処理だけではなく，首都大学

東京で開発した高速メモリデバイスを用いたネットワーク I/O 手法[1]を併用できるような

仕様としている． 

 

5.1.2  ソフトウェア環境の整備 

本研究では内部誘導量の計算にインピーダンス法[2]を用いる事を想定している．文献[2]

を初めとして従来のインピーダンス法は大規模連立一次方程式ソルバーとして逐次緩和法

(SOR: Successive Over-Relaxation)法が使われてきているが，解剖学的モデルでの計算にお

いて収束が遅く効率的ではない．首都大学東京ではこの点を解消するために図 5.1.2 のよう

なインピーダンス法の行列構造を明らかにし，明示的に行列の方程式として示すことにより

大規模疎行列に対する多様な連立一次方程式ソルバーを適用する事を可能にした[3]．図

5.1.2 で示すインピーダンス法の係数行列の概略図は非零成分のみが示されており，行と列

を 3 分割し，合計 9 つの領域に分かれている．対象となる未知変数ベクトルの各成分が格子

相互作用の中心点に位置することを考慮すると，未知変数ベクトルの，x，y，z 方向成分は

それぞれ Cx，Cy，Cz に割り当てられる．また，中心点と相互作用する 13 点の格子点に関し

ても，x，y，z 方向成分に分類され，それぞれ Rx，Ry，Rz の領域に割り当てられる．以上

をまとめると，インピーダンス法の係数行列の構造は，境界を除く全領域において，各行は

対角要素と 12 の非対角要素，合計 13 の非零要素で構成される．図 5.1.2 の Cx の行に注目

し，中心点が x 方向成分の格子点相互作用モデルを例し，図中の Cx の行内に水平な直線を

引く．そうすると，その水平な直線が非零要素と交わる点が周囲の隣接する 12 点に対応す

ることが分かる．さらにこの行列構造は相反性により対称行列となることも分かる．このよ

うな行列構造の性質を利用することにより高速なソルバーの選定が可能になる． 
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図 5.1.2  ３次元インピーダンス法の行列構造 

 

 

本研究では大規模疎行列を高速に解く手法として代数的マルチグリッド（Algebraic Multi 

Grid : AMG）法[4]を用いた大規模連立一次方程式の解法の整備を行っている．インピーダン

ス法の係数行列の条件数を小さくするために前処理行列の手法を適用する．前処理において

AMG 法を適用し，マルチグリッドのサイクルとしては Vサイクルを用い，smoother として並

列化された減速ヤコビ法[5]を用いた．また残差がある程度小さくなった段階で，Bi-CGSTAB

法を用い，より収束の良い解ベクトルを求める． 

本手法に関する予備的検討として 100 x 100 x 100 ボクセル規模の問題に対してインピー

ダンス法による解析を試みた．その結果として初期値を全て 0 とし，相対算差ノルムが 10-10

以下で収束と判定した場合，約 10 秒で収束解が得られた．本年度の予備的な検討において，

AMG 法のインピーダンス法への適用と GPU を用いた超並列演算の組み合わせにより，本研究

に必要なドシメトリ計算において高いパフォーマンスが得られると考えられる． 
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5.2  動物種選定のためのドシメトリ 

動物種選定のためのドシメトリを実施した．マウスとラットを均一磁界でばく露し，ドシ

メトリの基礎データを取る事を目的としている． 

明治薬科大学の動物研究班と検討して，マウスを使う場合は 25 g のマウスを， 

ラットを使う場合は，6週齢で 200 g のラットを使う事を想定した． 

 

5.2.1  マウスモデル 29g  

雌のマウスモデル 29g を用いて三軸の各方向から一様な磁界を入射させ，マウスに誘導さ

れる誘導電流密度・誘導電界をインピーダンス法より求めた． 

 

5.2.1.1  計算条件 

計算に用いたマウスモデルと計算条件を図 5.2.1 と表 5.2.1 に示す．モデルの総セル数は 

27894 である． 

 

図 5.2.1  マウスモデル 

 

表 5.2.１ 計算条件 

入射磁界 1 [T] セルサイズ 1 mm 

許容相対残差 10-5 周波数 100 kHz 

計算領域 34 X 34 X 148   
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5.2.1.2  計算結果 

各入射方向による誘導電流密度と誘導電界それぞれの最大値とその部位を表 5.2.2 と

5.2.3 に示す． 

 

表 5.2.2  マウスの最大誘導電流密度 

 X 軸方向 Y 軸方向 Z 軸方向 

最大誘導電流密度[A/m2] 9.1×103 6.9×103 5.2×103 

部位 
Cerebral 

Spinal Fluid 

Connective 

Tissue 

Cerebral Spinal 

Fluid 

 

表 5.2.3  マウスの最大誘導電界 

 X 軸方向 Y 軸方向 Z 軸方向 

最大誘導電界[V/m] 2.6×104 2.3×104 1.3×104 

部位 Fat Skin Skin 

 

表 5.2.2より X軸方向入射からの誘導電流密度の最大値が 9.1×103 [A/m2]，Y軸方向入射

の場合は 6.9×103 [A/m2]，Z軸方向入射の場合は 5.2×103 [A/m2]となった． 

また，表 5.2.3より X軸方向入射からの誘導電界の最大値が 2.6×104 [A/m2]，Y軸方向入

射の場合は 2.3×104 [A/m2]，Z軸方向入射の場合は 1.3×104 [A/m2]となった． 

 

次に全身平均誘導電流密度・誘導電界の計算を行った．計算には，全身誘導電流密度の和

を総セルで割ったものである． 

 

表 5.2.4  マウスの全身平均誘導量 

 X 軸方向 Y 軸方向 Z 軸方向 

全身平均誘導電流密度 [A/m2] 7.6×102 8.4×102 6.8×102 

全身平均誘導電界[V/m] 3.0×103 3.3×103 2.5×103 

 

表 5.2.4 より，X 軸方向入射による全身平均誘導電流密度は 7.6×102[A/m2], 全身平均誘

導電界は 3.0×103 [V/m], Y軸方向入射による全身平均誘導電流密度は 8.4×102 [A/m2], 全

身平均誘導電界は 3.3×103 [V/m], Z 軸方向入射による全身平均誘導電流密度は 6.8×102 

[A/m2], 全身平均誘導電界は 2.5×103 [V/m]となった． 
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5.2.2  ラットモデル 198g 

オスのラットモデル 198g を用いて三軸の各方向から一様な磁界を入射させ，ラットに誘

導される誘導電流密度・誘導電界をインピーダンス法より求めた． 

 

5.2.2.1 計算条件 

計算に用いたラットモデルと計算条件を図 5.2.2 と表 5.2.5 に示す．部位の総セル数は 

215687 である． 

 

図 5.2.2  マウスモデル 

 

表 5.2.5  計算条件 

入射磁界 1 [T] セルサイズ 1 mm 

許容相対残差 10-5 周波数 100 kHz 

計算領域 60 X 54 X 356   

 

 

 

 

 



 

48 
 

5.2.2.2  計算結果 

各入射方向による誘導電流密度と誘導電界それぞれの最大値とその部位を表 5.2.6 と

5.2.7 に示す． 

 

表 5.2.6ラットの最大誘導電流密度 

 X 軸方向 Y 軸方向 Z 軸方向 

最大誘導電流密度[A/m2] 2.7×104 1.2×104 1.2×104 

部位 
Cerebral 

Spinal Fluid 

Connective Tissue Cerebral 

Spinal Fluid 

 

表 5.2.7ラットの最大誘導電界 

 X 軸方向 Y 軸方向 Z 軸方向 

最大誘導電界[V/m] 7.2×104 9.8×104 5.8×104 

部位 Fat Skin Skin 

表 5.2.6より X軸方向入射からの誘導電流密度の最大値が 2.6×104 [A/m2]，Y軸方向入射

の場合は 1.2×104 [A/m2]，Z軸方向入射の場合は 1.2×104 [A/m2]となった． 

また，表 5.2.7 より X 軸方向入射からの誘導電界の最大値が 7.2×104 [V/m]，Y 軸方向入

射の場合は 9.8×104 [V/m]，Z軸方向入射の場合は 5.8×104 [V/m]となった． 

 

次に全身平均誘導電流密度・誘導電界の計算を行った．計算には，全身誘導電流密度の和

を総セルで割ったものである． 

 

表 5.2.8ラットの全身平均誘導量 

 X 軸方向 Y 軸方向 Z 軸方向 

全身平均誘導電流密度[A/m2] 1.5×103 1.6×103 1.2×103 

全身平均誘導電界[V/m] 5.3×103 5.7×103 4.3×103 

表 5.2.8より，X軸方向入射による全身平均誘導電流密度は 1.5×103 [A/m2], 全身平均誘

導電界は 5.3×103 [V/m], Y軸方向入射による全身平均誘導電流密度は 1.6×103 [A/m2], 全

身平均誘導電界は 5.7×103 [V/m], Z 軸方向入射による全身平均誘導電流密度は 1.2×103 

[A/m2], 全身平均誘導電界は 4.3×103 [V/m]となった． 
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5.2.3  磁界ばく露装置を模擬した数値ドシメトリ 

マウスへの磁界ばく露実験を数値的に再現するためのコンピュータシミュレーションを行

う．本研究目的達成のために，磁界ばく露装置からマウスの体内に適切な強度（総務省電波

防護指針の管理環境下の基本制限値程度）の電界を誘導させることが求められる．CST STUDIO 

SUITE（AET Co.）を用いて磁界ばく露装置を簡略に模擬したモデルを作成し，磁界ばく露装

置から発生する磁界を計算した．設計したばく露装置から得られるマウス内部の体内誘導電

界を，算出した磁界からインピーダンス法を用いて求めた． 

 

5.2.3.1  磁界ばく露装置のモデル 

商用の電磁界解析ソフトウェアである CST STUIDO SUITEを用いて，設計された磁界ばく露

装置のモデルを作成した．モデルの設計パラメータを表 5.2.9に，作成したモデルを図 5.2.3

〜5.2.5に示す． 

 

 

表 5.2.9  磁界ばく露装置モデルの設計パラメータ 

銅線の径  4 mm 

コイルの内径 110 mm 

コイルの外径 140 mm 

コイルの高さ 60 mm 

巻数 11巻 

層数 2層 
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図 5.2.3  作成したコイルモデル（俯瞰図） 

 

 

図 5.2.4  コイルモデル（上面図） 
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図 5.2.5  コイルモデル（横図） 
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5.2.3.2  磁界ばく露装置から発生する磁束密度のシミュレーション 

磁界ばく露装置のモデルから発生する磁束密度をシミュレーションにより求めた．シミュ

レーションは，有限差分法に基づいた商用電磁界解析ソフトウェアである CST STUDIO SUITE

を用いた．磁界ばく露装置に 100 A，100 kHzの電流を印加した際の磁界を計算した．1次元，

2 次元それぞれの計算結果を図 5.2.6〜5.2.10 に示す．コイル中心付近での磁束密度は約 30 

mT であった． 

 

 
図 5.2.6  Y軸の磁束密度 

 

 
図 5.2.7  Z軸の磁束密度 
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図 5.2.8  ZY平面の磁束密度 

 

 

図 5.2.9  XZ 平面での磁束密度 
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図 5.2.10  XY平面での磁束密度 

 

5.2.3.3  インピーダンス法によるマウスモデル内部の体内誘導電界評価 

5.2.3.3.1  計算条件 

CST STUDIO SUITE によって算出された磁界ばく露装置モデルから発生する磁束密度分布を

使用して，インピーダンス法によりマウスモデルの体内誘導電界を導出した．マウスは体重

が 25g 程度のものをばく露対象として予定しているため，29g のメスのマウスモデルを使用

した．使用したマウスモデルを図 5.2.11〜5.2.13に示す．コイル内部に収めるために，尾を

切ったモデルを使用した．インピーダンス法のコードは本研究室において開発されたコード

を使用した．CSTで算出した磁束密度は複素数であるが，100 kHz帯では虚部の値による影響

は軽微であるため，磁束密度の実部から体内誘導電界を算出した．インピーダンス法の計算

は 100 kHz で行ったが，体内誘導電界の値は周波数に比例することを考慮し，算出された体

内誘導電界の値に 80/100乗ずることで 80 kHzの値を推定した．計算条件を表 2に示す． 

 

表 5.2.10  計算条件 

マウスモデルのセルサイズ 1 mm 

計算領域 34×34×80 

周波数 100 kHz 

計算手法 インピーダンス法 
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図 5.2.11  マウスモデル(正面図) 

 

 

図 5.2.12  マウスモデル(横図) 
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図 5.2.13  マウスモデル (上面図) 
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5.2.3.3.2  計算結果 

インピーダンス法で求めた 100 kHzの体内誘導電界の値を 80 kHz にスケーリングした結果

を図 5.2.14〜5.2.16に示す．シミュレーションにより，マウスの体内誘導電界の概要を算出

した．開発するばく露装置は，総務省電波防護指針の管理環境下の基本制限値程度の誘導電

界強度（100 kHzで 27 V/m程度）の体内誘導電界を得られることが望ましい．シミュレーシ

ョン結果より，設計されたばく露装置は要求される誘導電界強度を満たしていると考えられ

る． 

 

 

図 5.2.14  マウスの体内誘導電界(Z=40 mm面) 
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図 5.2.15 マウスの体内誘導電界(X=17 mm 面) 

 

 

図 5.2.16  マウスの体内誘導電界 
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VI まとめ 

 

本研究では，中間周波数電磁界，特に 100kHz帯の磁界ばく露における比熱的生体作用（こ

こでは非刺激的作用を示す）検索のために，小動物体内に総務省電波防護指針（又は ICNIRP

ガイドライン）基本制限値相当の誘導電界を発生させる中間周波磁界ばく露装置を開発しそ

の性能について適切に評価する.また，磁界以外の物理的要因（電界,超音波,温度,湿度など）

の評価方法の検討及び，開発されたばく露装置におけるドシメトリ手法を構築し，生物学研

究班と協調し，生物学的な評価のためのばく露評価を行うことを目標とする.本研究課題にお

いて平成 27年度は以下の項目に関して研究開発を実施した． 

ア）中間周波磁界ばく露装置の開発においては「ア-2 低強度ばく露装置の試作」,「ア-3

の高強度ばく露装置の開発」,及び「エ 小動物に対するばく露による非熱的生体作用の検討」

のための前提として動物種の選定を行った.生物学的な評価指標,動物種に依存した内部誘導

電界の定量的評価,及びばく露空間の形状を総合的に検討した結果，ばく露対象となる動物と

してマウスが適切であるとの結論を得た. 

また，高強度ばく露装置開発のための基本データの取得と動物実験の予備的な検討のため

に低強度ばく露装置（電波防護指針の基本制限値の 1/10 程度の誘導電界が得られるもの）を

目標として試作を行った.水冷式コイルを用いたばく露装置を試作し，80kHz,30Arms の条件

でコイルの駆動が行えた.ドシメトリの結果として全身平均で基本制限値の 1/3 程度の誘導

電界が得られるものと推測できた. 

さらに，選定した動物種に対して基本制限値程度の誘導電界が得られるような高強度ばく

露装置のための並列駆動を用いた高出力インバータの開発を行った.１分間の短時間動作試

験実施し基本動作を確認した．今度連続動作時におけるパワーデバイスやコンデンサ・コイ

ル発熱について検討を行う予定である．またコイルを含めた駆動実験及びコイルの発熱対策

を来年度実施する予定である． 

イ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討においては，低強度ばく露装置につい

てのばく露空間の温度を測定し評価を行った.赤外線サーモグラフによる解析の結果，30Arms

の駆動でばく露環境にける温度上昇は，低強度ばく露の条件においては室温に対して 2℃程

度に抑えられることがわかった. 

コイル内に生じる電界についての評価の準備として，電界測定手法の検討を行った．本検

討では，20kHz で駆動したメリットコイルを対象とし，レーザー駆動式電界プローブによる

測定を試みた．この方法により，コイル内に生じる電界の定量化の可能性を得，測定手法と

して有望であることがわかった. 

時間変動する高磁束密度中における音・振動の測定方法として，レーザードップラー振動

計を用いて，コイル周辺の音・振動計測の可能性を検討した.予備的な実験として，周波数
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20kHz, 電流値 4Ap-pで駆動したコイル近傍の音圧の測定を試み，微少な信号ではあるがコイ

ル駆動時の音圧変化を検出する事が可能である事が分かった．今後，高出力のインバータを

用いた検証実験を行い，音の環境要因を定量化する予定である．  

ウ）数値ドシメトリ解析においては，インピーダンス法又は準静的 FDTD法の高速化のため

の GPU を計算アクセラレータとして用いるサーバシステムの構築を行った.またインピーダ

ンス法高速化のための AMG 法を用いた超並列アルゴリズムの検討を行った．本年度の検討に

おいて，100x100x100 ボクセル規模のインピーダンス法を実施した結果，相対算差ノルムが

10-10以下の収束解を得るのに，10秒程度の計算時間であることが分かった． 

また，使用する動物種の候補としてラット，マウスに着目し，それぞれの解剖学的数値モ

デルを用いてインピーダンス法によるドシメトリを実施した.今年度の実施目標ア-1 におい

てマウスが本実験に適していると判断したが，その根拠になる内部誘導電界の３次元空間分

布の詳細データを本ドシメトリにより得た. 
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