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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 の発刊からほぼ 10年が経過し、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。しかし

ながら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放射される中間周波磁

界で周波数は 20kHz～60kHz を中心とした研究が多く、より高い周波数帯の研究はほと

んどないといえる。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
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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 帯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。（注：国際電気標準会議（IEC）、欧州電気通

信標準化機構（ETSI）では、79－90kHzの利用が承認。わが国でも同周波数帯域の使用

を計画している。） 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考えられる

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

までの先行研究が乏しい 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（亜慢性）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（首都大ユニット）、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（明薬大ユニット）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

て研究をすすめることとする。 

 平成 28 年度においては首都大ユニットでは高出力ばく露装置の制作をした一方で、

明薬大ユニットでは平成 27 年度に首都大ユニットで作製した低強度装置を用いて、生

物学的な評価系を用いて影響を検討した。具体的な検討項目としては、①一般毒性に関

連する指標への評価、②酸化ストレスマーカーの検出・定量、③酸化ストレスの化学発

光による検出、④行動影響評価、⑤遺伝子発現変化の網羅的調査である。 
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 本報告書においては、明薬大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ユニットから提出され

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た。 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。また近年、中間周波数帯を利用する無線電力

伝送（WPT）システムが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必要である。そのため

電気自動車の WPT システムでは、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 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。 
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なお、本研究の全体的な枠組みは次のとおりである。 

 

  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）酸化ストレス応答の化学発光による検出 

         エ-4）行動影響評価 

         エ-5）遺伝子発現の網羅的解析 

 

       オ）非熱的生体作用が健康に及ぼす影響についての検討    

 

本報告書は上記の枠組みのうち、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 28 年度の実施内容の報告であ



8 

 

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、85kHz においては、管理環境で 22.9V/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、一

般毒性評価指標を用いた検討、および非熱的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について検討した。酸化ストレスの評価は、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と発光法を用いた in 

situ での酸化ストレスの検出の 2 通りの方法を用いて測定した。また、生理的な影響
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として認知行動への影響を評価するために物体認識試験及び位置認識試験を行う。さら

に、全ゲノムに対する遺伝子発現への影響を検討するために GeneChip 法による検討を

合せて行った。 

 平成 28年度は、主に昨年度作成した低レベル（コイル中心の磁束密度 6.7 mT）のば

く露装置によるばく露を行い、その影響を検討した。また、本年度に作成した高レベル

（コイル中心の磁束密度 19.7 mT）の磁界ばく露装置によるばく露時の冷却条件の設定

を行い、予備的なばく露を実施した。 
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3.2  IF ばく露環境の整備 

3.2.1 要旨 

 本受託研究での生体反応指標として IF ばく露によるストレス指標の検出、一般毒性

の検出、網羅的遺伝子発現の解析などを計画しているが、これらの指標は電磁界以外で

の刺激においても変動が生じる可能性も十分に考えられる。ゆえに、本研究にて実施し

た IF ばく露中において磁界以外の交絡因子による刺激作用を可能な限り抑えることが

必要であり、マウスの至適飼育環境（室温 23±3℃、湿度 40～60％）に可能な限り近い

条件での IF ばく露環境を準備することが理想とされる。本受託研究における IF-MF ば

く露では、ガイドラインで定める職業環境の基本制限値またはそれ以上の体内誘導電界

を生じる強さの磁界をコイルより発生するために高出力の電流（30A～100A）が要求さ

れるため、コイル、ケーブル、電源装置などから発生する熱により室内温度やコイル内

温度の上昇を引き起こすことが想定された。特に、ばく露されるマウスはコイル内に置

くため、コイルから発生する熱は IF-MFばく露による非熱的生体作用の検討する上で無

視することはできない。この熱影響の対策として、周囲に水を流すことが可能な導線を

用いたコイルを作製し、水冷循環方式によりコイルを冷却しながらばく露が可能なばく

露装置を開発した。さらに、IF ばく露中マウスが存在するコイル内空間を可能な限り

最善な環境に維持するため、コイル周辺やシールドルーム内の環境・温度についてモニ

タリングを行い、循環水の温度や空調温度を調節することで最適条件の検討を行った。

加えて、本委託研究における IF ばく露で使用する電力は非常に高いものが想定されて

おり、実験従事者に対する安全性についても十分に考慮する必要があるため、コイルか

ら発生する磁界の影響を知るために、ばく露中に発生するコイル周辺磁界について測定

を行った。 
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3.2.2  方法 

IF-MF の非熱的生体影響について詳細に理解するためには、ばく露の際にコイルや

装置から発生する熱を制御することが必要不可欠であり、コイル内温度をマウスの飼

育至適条件を満たす条件で維持することが必要となる。昨年度まで実施していた低強

度のばく露装置では、循環水の温度（15℃）や空調（23℃、冷房、急風）を調節する

ことで、コイル内の温度環境を制御することができた。本年度は、新たに高強度ばく

露装置を開発してばく露実験を実施したため、高強度ばく露時の熱制御や作業場の安

全性ついて検討を行った。 

  

3.2.2.1 IF-MFばく露 

昨年度に引き続き低強度 IFばく露は以下の条件で行った。また、本年度から実施し

た高強度 IFばく露に関しても以下の条件を用いて実施した。低強度ばく露装置の外観

とコイルの形状を Fig.3.2-1、Fig.3.2-2、高強度ばく露装置の外観、構成ユニット、

コイルを Fig3.2-3、Fig3.2-4、Fig3.2-5に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低強度ばく露 

・周波数：87 [kHz] 

・出力電流値：30 [A] 

・入力電圧値：155-200 [V]  

・ばく露時間：連続 60 [min] 

・磁束密度（コイル中央）：6.7 [mT] 

・全身平均誘導電界： 23.7 [V/m] 

 （シミュレーション値） 

高強度ばく露 

・周波数：82[kHz] 

・出力電流値：70 [A] 

・入力電圧値：280 [V]  

・ばく露時間：連続 60 [min]  

・磁束密度（コイル中央）：19.7 [mT] 

・全身平均誘導電界：54.6  [V/m] 

 （シミュレーション値） 
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低強度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、発

熱は循環水冷方式により制御されている。同様に、高強度ばく露を行うコイルは内径約

110 mm、高さ 100mm の円筒状で、導線の巻き方を変更した（詳細は首都大学東京ユニッ

トの報告書を参照）。 

 低強度ばく露用コイルの内空間に合うように設計したアクリル樹脂製のマウス特殊

ケージ（厚み 3mm・外径 105mm・高さ 100mm・底面から 20mm の高さにマウスの接地面）

（Fig. 3.2-6）が高強度ばく露装置のコイルにも適用できたため、それらを使用した。

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特

殊ケージを挿入し、ばく露を行った。この際、コイルの中心部分にマウスが来るように

上げ底をしてコイル内に特殊ケージを設置した。並行して、これらばく露を実施する際

は、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）ばく露を行った。 

 

3.2.2.2 コイル内温度計測 

本研究における IF ばく露での熱対策として、コイルやケーブルから発生する熱を制

御するだけでなく、1時間ごと連続運転を行うためにはばく露後に発熱したケーブルを

ばく露開始前の状態まで冷却することも必要である。まず、ばく露中のコイルおよびケ

ーブルからの発熱を制御するため、循環水を送り出す水流ポンプの温度やパッケージエ

アコンの温度および風量を調節することで、マウスを置く空間の温度を一定に維持する

ように試みた。コイル内の温度はファイバー温度計（安立計器株式会社）にて測定した。

コイル内の中心部分で測定することが理想であるが、特殊ケージ内にマウスが存在する

ときは、マウスによってファイバーの先端が齧られるのを避けるために特殊ケージ上部

の空気穴にファイバー温度計の先端が来るように非接触で設置した（Fig.3.2-7）。低

強度ばく露では、循環水の温度とパッケージエアコンの温度調節によりコイル内の温度
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制御が可能であったが、高強度ばく露装置では安全性の問題から循環水の設定温度が

8℃で固定されているため、主に空調設備の設定を変更するなどして、コイル内の温度

の調整を行った。また、ばく露を行ったシールドルームはセントラル方式の施設空調と

個別のパッケージエアコンの両方で室内温度の制御を行っており、容易に設定温度の変

更が可能なパッケージエアコンの設定を調整することで条件検討を行った。 

 

3.2.2.3 コイル周辺温度計測 

IF-MF の非熱的生体作用を検出する上で、熱作用などの交絡因子は可能な限り取り除

く工夫が必要となる。特に高強度ばく露では、コイルやケーブルから発生する熱がマウ

スに与える影響が懸念された。同時に、装置の稼働には高出力の電力が必要であるため、

装置に異常が生じた際のコイルやケーブルでの温度上昇を検知するという点において

も、コイル周辺の温度環境をモニタリングすることは重要であると考えた。ばく露中の

コイル周辺の温度計測は、サーモカメラ（G120EX：日本アビオニクス社）を用いて実施

した。高強度ばく露中の測定ポイント（Fig.3.2-8を参照）として、コイル上部、コイ

ル下部、コイル内表面、シールドルーム内壁の金属部分、ケーブル、水流チューブを設

定し、ばく露開始から 10 分置きに温度を記録するとともにシールドルーム内の室温も

記録した。 

 

3.2.2.4 コイル周辺の磁束密度の測定 

本研究で行う IFばく露によりマウスに対する誘導電界は、ICNIRPガイドライン（2010）

基準値よりも高いレベルでのばく露を想定している。これらを達成するためには高出力

の電力を用いて磁界を発生させることが必要であり、高強度ばく露にコイルおよびケー

ブルから発生する磁界が実験従事者へ与える影響が懸念された。ゆえに、コイルやケー

ブルから発生する磁界の影響、すなわちシールドルーム内の磁界分布を確認することは
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重要である。磁界の測定には、磁界曝露レベルテスタ ELT-400（Narda S.T.S.）を使用

し、高強度ばく露装置を稼働した際にコイルからの距離に応じた磁束密度を計測した。

これらを ICNIRP のガイドライン値（2010）と照らし合わせることで、一連のばく露操

作における安全性の確認を行った。 

 

3.2.3 結果と考察 

高強度ばく露時のコイル内温度を測定した結果を Fig3.2-9 に示した。パッケージエ

アコンの設定温度が 21℃のとき、コイル内は 20℃周辺で推移しており（Fig.3.2-9 上

段）、マウスが居住するには若干低めの温度設定であることが分かった。設定温度を 24℃

まで上げるとコイル内温度は 22℃±1℃で推移した（Fig.3.2-9 中段）。また、設定温

度をさらに 25℃まで上げると、コイル内の温度制御が不安定になることが分かった。

一方で、パッケージエアコンを作動させない場合（常設エアコンのみ）、コイル内温度

は 22℃から 24℃付近までの上昇し（Fig.3.2-9下段）、マウスが居住するには問題ない

温度変化ではあったが、ばく露終了後にコイル周辺のケーブル温度がばく露前の状態

（30℃以下）まで戻らなかったため、複数のマウスを連続してばく露する場合には適さ

ないことがわかった。これらの結果から、パッケージエアコンの温度設定に関して、設

定温度が 24℃のとき、高強度ばく露の実施において最適な条件を準備できると考えら

れた。 

次に、コイルの周辺の温度状況についてモニタリングした結果を Table3.2-2 に示し

た。これらは、60分間のばく露実施中に開始から 10分置きに測定した際の最大値の温

度を示したデータであるが、コイル上部、コイル下部、コイル内表面、ケーブル、水流

チューブのすべてのポイントにおいて、40℃以下で推移していた。一方、室温に関して

は、パッケージエアコンが稼働している場合は、どの条件においても 22.6℃を超えな

かったが、パッケージエアコンを使用せずに常設のエアコンのみでばく露を実施した際
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には 26℃まで上昇した。この原因として、シールドルーム内に熱の滞留が生じたため

だと考えられた。そのため、パッケージエアコンの風量が最も強い「急風」に設定する

ことでシールドルーム内の空気を循環させ、熱の滞留を除去することが重要であるこが

わかった。さらに、ばく露終了後は室内空気を循環させることでケーブル温度は 5分以

内にばく露開始前（30℃以下）と同じ温度まで迅速に冷却された。ばく露時の室内環境

の温度条件の検討についてまとめると、高強度ばく露で実施するときの最適条件は、パ

ッケージエアコンの設定は冷房・急風でかつ設定温度 24℃、であることがわかった。 

続いて、高強度ばく露中にコイル周辺に発生する磁界分布を知るために、磁界曝露レ

ベルテスタ ELT-400 を用いてシールドルーム内の磁界の測定を行った。その結果、

Table3.2-3 に示すように、コイルの中心から 50cm の位置で 23.4µT を示していた。こ

の値は ICNIRP ガイドライン（2010）の一般公衆に対する基準値（27 µT）の 86.7％であ

った。一方、主に実験従事者が作業を行う制御用パソコン周辺はコイルより 2m ほど離

れており、この周辺は 1µT（一般公衆基準値の 3.7％）以下であることがわかった。こ

れらの結果から、コイルから 50cm以内の領域に侵入しなければ、ICNIRP ガイドライン

（2010）の一般公衆における基準値を超えないことが分かった。さらに、本研究では高

強度の磁界被ばくや感電事故防止の対策を行った。直流電源装置を ON にした場合には

コイルから 150cm 以内に侵入できないようにプラスチック製チェーンを設置してばく

露中にコイルやケーブルへの接触を防ぐこと、実験従事者に対し操作方法のチェックシ

ートを準備して操作ミスが無いようにするなど、一連のばく露操作において従事者の誤

操作や事故の防止に努めた。 
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Fig.3.2-1  低強度ばく露装置の外観 

 

Fig.3.2-2 低強度ばく露装置コイル 
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Fig.3.2-3  高強度ばく露装置の外観 

Fig.3.2-4  高強度ばく露装置のコイル 
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Fig.3.2-5  高強度ばく露装置の構成ユニット 

①インバータ、②直流電源、③制御用パソコン、④コンデンサ、⑤水流ポンプ 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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Fig.3.2-6 ばく露実験に用いたアクリル樹脂製マウスケージ 
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Fig.3.2-7 コイル内のファイバー温度計の位置 

コイルの中心部分の上蓋通気口のすぐ上部にファイバーの先端

が来るように（ケージには非接触）設置した。 
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M 表示内の最大値 

X コイル上部 

a コイル下部 

b コイル内表面 

c 壁の金属部分 

d ケーブル（コイル-インバ

ータ間） 

e 水流チューブ（排出側） 

RT 室温（別の温度計を使

用） 

 

 

Fig.3.2-8  サーモカメラによるコイル周辺の温度計測（高強度ばく露） 
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Fig.3.2-9 ファイバー温度計を用いたコイル内部の温度推移（高強度ばく露） 

 

エアコン：24℃

（冷房・急風） 

エアコン：なし 

※常設の施設空調のみ 

 

 

IF-MF ばく露 

IF-MF ばく露 

IF-MF ばく露 

エアコン：21℃

（冷房・急風） 
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X コイル上部 

a コイル下部 

b コイル内表面 

c 壁の金属部分 

d ケーブル（コイル-インバータ間） 

e 水流チューブ（排出側） 

RT 室温（別の温度計を使用） 

 

 

        

実施条件 
測定場所 

X a b c d e RT 

        

パッケージ 21℃ 13.1 22.8 18.2 21.3 29.2 22.3 21.2 

        

パッケージ 23℃ 13.6 23.7 19.8 23.5 31.4 23.4 21.8 

        

パッケージ 24℃ 14.1 23.9 20.2 24.2 31.4 23.4 22.4 

        

パッケージ 25℃ 14.9 25 22 25.3 35.2 24.2 22.6 

        

パッケージ なし 14.5 24.2 22.5 29.6 36.1 23.7 26 

                

 

Table3.2-1  サーモカメラによるコイル周辺の温度計測（高強度ばく露）の結果 

[℃] 

注）上記の温度は、IF ばく露中に 10 分置きに記録した各測定場所での最大値を示している。 
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Table.3.2-2 コイル周辺の磁界測定（高強度ばく露） 

 

20 未計測 - -

50 8.74 8.7 32.4

100 3.80 3.8 14.1

150 0.66 0.7 2.4

300 0.38 0.4 1.4

コイル中心から
の距離　[cm]

磁束密度 [µT]
ICNIRP2010

職業ばく露 [％]
ICNIRP2010

一般公衆 [％]

※ ICNIRP ガイドライン（2010）の基準値を以下に示す。 

・一般公衆：27 [µT] 

・職業ばく露：100 [µT] 
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3.3 一般毒性（血液毒性）に関連する指標への評価 

3.3.1 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最低限必須となるデータである。 

 

3.3.2 方法 

3.3.2.1 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 4週齢までの動物を購入し、5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、個別飼育をおこなった。 

3.3.2.2  IF ばく露 

ばく露は、5 週齢から 6 週齢にかけて 5 day/week、1hour/day で、合計 10 日間のば

く露を実施した。ばく露条件に関しては、セクション 3.2.2.1 の低強度ばく露条件によ

って実施した。すなわち、ばく露周波数 87kHz、磁束密度 6.7ｍT、計算値による誘導電

界は全身平均で 23.7V/mである。合計 10日間（10回）のばく露実験を終了した当日に

マウスはケタミン-キシラジンの深麻酔下で採血を行った。 

実験当日は行動実験に供したのちに、1時間以上の休息時間をもってから、ばく露（シ

ャムばく露）を実施した。なお、ばく露装置が同時に 1匹のみしかばく露できないとい
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う制約上、実験はばく露群 5匹、シャム群 5匹、ケージコントロール群 5匹を 1クール

とし、本実験は異なる時期に計 2クールを実施した。したがって各群 10匹である。 

 

 

3.3.2.3 分析方法 

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 

 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。 
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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 

 

3.3.2.4 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。 

 

3.3.3 結果と考察 

本年度は、低強度ばく露（周波数 87kHz、磁束密度 6.7ｍT、計算値による誘導電界は

全身平均 23.7V/m）で、1 日 1 時間、10 日間のばく露を行った際の検討をおこなった。

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）ガイドラインにおける 87kHz の職業的ばく露の

基本制限値（頭部，体部，中枢神経系）は約 23.5V/mであり、全身平均でおおむね基本

制限値と同等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

分間としてそれを週 5日、2週間にわたりばく露を行い、解析に供した。 

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、ポストホック検定を行った。 

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）。 

ポストホック検定（Bonferoni 検定）を実施したところ、尿素窒素含量では、ばく露

群とシャム群の間では差が見られず、ばく露群とコントロール群、シャム群とコントロ

ール群の間で有意差がみられた。これらより磁界ばく露の影響ではなく、ばく露（また

はシャム）の際に保定器入れることが何らかの原因になっている可能性が示唆される。

血中グルコース濃度では、ポストホック検定では有意差は見られなかった。 
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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統計的な有意差は見られず、ばく

露の影響はないものと考えられた(Table 2)。 
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各群 N=10 

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 control 3.6 0.3 リン control 10.5 1.8

（g/dl) sham 3.5 0.3 NS （mg/dl） sham 10.6 1.6 NS
exposure 3.5 0.1 exposure 10.9 1.4

ALP control 138.5 16.4 クレアチニン control 0.24 0.11

（g/dl) sham 127.0 11.1 NS （mg/dl） sham 0.22 0.06 NS
exposure 124.9 14.5 exposure 0.26 0.14

ALT control 32.4 9.1 グルコース control 382.5 90.3

（g/dl) sham 37.7 23.0 NS （mg/dl） sham 453.9 105.0 NS
exposure 27.6 3.7 exposure 483.1 82.3

アミラーゼ control 1047.3 252.9 ナトリウム control 141.6 2.4

（Unit/l) sham 894.6 94.0 NS （mmol/l） sham 140.1 4.0 NS
exposure 975.9 216.6 exposure 142.3 2.4

総ビリルビン control 0.29 0.06 カリウム control 6.5 0.9

（Unit/l) sham 0.32 0.04 NS （mmol/l） sham 6.5 0.9 NS
exposure 0.31 0.03 exposure 6.8 0.5

尿素窒素 control 27.1 4.9 総蛋白質 control 4.8 0.3

（Unit/l) sham 20.6 4.8 ＊ （g/dl) sham 4.6 0.3 NS

exposure 19.3 3.8 exposure 4.6 0.1

カルシウム control 9.7 0.4 グロブリン control 1.2 0.1

（mg/dl） sham 9.5 0.3 NS (g/dl) sham 1.1 0.1 NS
exposure 9.6 0.3 exposure 1.2 0.2
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各群 N=10 

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 control 3.3 1.5 ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値 control 43.0 1.8

（106/ml) sham 2.7 0.9 NS （%) sham 41.4 1.2 NS
exposure 2.7 1.2 exposure 42.2 1.4

リンパ球数 control 2.9 1.5 平均赤血球容積 control 44.6 1.0

（106/ml) sham 2.5 0.9 NS （fl） sham 45.1 0.6 NS
exposure 2.5 1.1 exposure 45.2 1.2

単球数 control 0.11 0.09 MCH control 14.8 1.2

（10
6
/ml) sham 0.10 0.06 NS （pg） sham 15.2 0.2 NS

exposure 0.08 0.06 exposure 15.2 0.4

顆粒球数 control 0.30 0.38 MCHC control 33.1 2.5

（10
6
/ml) sham 0.27 0.33 NS （g/dl） sham 33.7 0.5 NS

exposure 0.14 0.13 exposure 33.5 0.4

リンパ球％ control 86.2 14.2 RDWC control 18.1 1.0

sham 84.3 16.8 NS （%) sham 17.6 0.5 NS
exposure 91.4 7.9 exposure 17.6 0.6

単球％ control 3.6 3.0 血小板数 control 519.5 132.5

sham 3.7 2.5 NS （106/ml) sham 458.5 89.7 NS
exposure 3.1 2.2 exposure 532.7 84.8

顆粒球％ control 10.2 11.5 血小板％ control 0.35 0.08

sham 12.1 16.9 NS sham 0.31 0.05 NS
exposure 5.6 6.0 exposure 0.35 0.05

赤血球数 control 10.0 1.1 平均血小板容積 control 6.8 0.5

（10
9
/ml) sham 9.2 0.3 NS （fl） sham 6.9 0.6 NS

exposure 9.3 0.2 exposure 6.7 0.5

ヘモグロビン control 14.6 0.7 血小板分布幅 control 31.1 2.6

（g/dl） sham 14.0 0.5 NS （%) sham 31.2 3.4 NS
exposure 14.2 0.4 exposure 30.5 1.9



32 

 

3.4 酸化ストレスマーカーの検出・定量 

3.4.1 要旨 

好気的な代謝に伴い生成する過酸化水素（H2O2）、スーパーオキシドアニオン（O2-）、

ヒドロキシラジカル（OH・）や光による励起された酸素分子である一重項酸素を総称し

て活性酸素種（Reactive Oxygen Species：ROS）と呼ぶ。ROS は生体分子との反応性が

高く、DNA や脂質やタンパク質と反応し、DNA 変異や脂質過酸化や蛋白質などをもたら

す。生体内には ROS に対する防御機構として、グルタチオン等の抗酸化物質の合成や

ROS を分解する抗酸化酵素などの防御メカニズムが備わっているが、ROS の産生が亢進

する酸化ストレス下では、分子レベルの生体酸化損傷が増加し、様々な疾病や老化の亢

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。8-OHdG に関しては尿中への排泄量を LC/MS/MS にて安定同位体希釈法によ

り測定した。ヘキサノイルリジンは血中および尿中の濃度を ELISA 法により定量した 

また、陽性対照（ポジティブコントロール）として、X線ばく露を実施し、測定方法

の妥当性の確認を行った。 
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3.4.2 方法 

3.4.2.1 X 線ばく露による陽性対照実験  

C57B/6マウスの 10週齢の雄を 10匹用いて、5匹ずつばく露群と非ばく露群の２群に

分けた。X線ばく露は小動物用 X線照射装置 CP-160 (Faxitron 社)を用いて、5Gy 単回

照射で全身へのばく露を実施した。ばく露直後から 24 時間までマウス用採尿器（夏目

製作所, Fig.3.4-1）に入れて採尿を行った。また、ばく露 24時間後にケタミン-キシ

ラジン混合液による深麻酔下でマウスの心採血を行い、血清を回収した。 

 

 

  

Fig.3.4-1 採尿に用いたマウス用採尿器 
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中間周波磁界ばく露

に記載した一般毒性の実験と同一の条件でばく露を実施した。ばく露と採

尿のスケジュールを に示した。

 

 

 

 

 

 

尿中のクレアチニンの定量

マウスの尿を蒸留水にて 倍に希釈し、 で 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： ）を用いて取扱説明書に従って

実施した。

Fig.3.4-2 マウスの磁界ばく露と採尿のスケジュール 
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3.4.2.3 8-OHdG の LC/MS/MS による定量 

凍結保存した尿を解凍し、70 μLを分取後、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 μLを分取後、15N5-8-OHdG を 0.1 ng/tube 添加した。10%ギ酸

溶液を 5 μL/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 μLを分取後、蒸留水 450 μL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、超純水 100 μL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、Synergi Polar-RP 

カラム（Phenomenx，カタログ番号；00D-4336-B0）を用いて、流速 0.2 mL/min で、移

動相の溶液 A に 0.1%ギ酸溶液を、溶液 B にメタノールを用いて、溶液 B の比を 5%から

20%に変化させてグラジエント溶出を行った。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。  



36 

 

3.4.2.4 ヘキサノイルリジンの ELISA法による定量 

凍結保存した尿または血清を解凍し、60 μL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 μL を分取して Phosphate Buffered Saline 

(PBS)150 μL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 

μL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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結果と考察

線ばく露マウスの尿中 濃度

マウスに 線を の強度で照射し、 時間で尿中に排泄された の測定

結果を に示した。非ばく露群と比較してばく露群の 排泄量が統計的

に有意な上昇したことから、 線ばく露による 傷害を検出することができ、測定方

法の妥当性が確認できた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig.3.4-3  X 線ばく露マウスの尿中 8-OHdG 排泄量 

＊

＊
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次に、本プロジェクトの中で低レベルのばく露装置による１日あたり 時間のばく露

を 回実施したマウスの尿中の 測定結果を に示した。非ばく露群

とばく露群の間に統計的に有意な変動がみられず、磁界ばく露による酸化ストレスは検

出されなかった。一方、飼育期間の経過とともに非ばく露群とばく露群のいずれも尿中

の 量が漸減的に減少する傾向が認められた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4-4  X 線ばく露マウスの尿中 8-OHdG 排泄量 
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ヘキサノイルリジンの 法による定量

マウスに 線を の強度で照射し、 時間で尿中に排泄されたヘキサノイル

リジンと照射 時間後に採血した血清中のヘキサノイルリジンの測定結果を

に示した。ヘキサノイルリジンの測定結果には統計的な有意差が認められなかっ

た。つまり、 とは異なり、 線ばく露によるヘキサノイルリジンの増加は認めら

れなかった。

 

  

Fig.3.4-5  X 線ばく露マウスの尿中および血清中のヘキサノイルリジン測定結果 

(A) 尿中のヘキサノイルリジン排泄量 (B) 血清中のヘキサノイルリジン濃度 
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次に、本プロジェクトの中で低レベルのばく露装置による１日あたり 時間のばく露

を 回実施し、ばく露 時間で尿中に排泄されたヘキサノイルリジンと磁界ばく露直

後に採血した血清中のヘキサノイルリジンの測定結果を に示した。非ばく

露群とばく露群の間に統計的に有意な変動がみられず、磁界ばく露による酸化ストレス

の亢進は認められなかった。また、 と同様に飼育期間の経過とともに非ばく露

群とばく露群のいずれも尿中のヘキサノイルリジン量が減少する傾向が認められた。

 

 

 

 

 

 

  

Fig.3.4-6  磁界ばく露マウスの尿中および血清中のヘキサノイルリジン測定結果 

(A) 尿中のヘキサノイルリジン排泄量 (B) 血清中のヘキサノイルリジン濃度 



41 

 

3.4.4 考察 

 本年度は、DNA 傷害の陽性対照として X線ばく露を実施するとともに、低レベルの磁

界ばく露を実施し、酸化ストレスマーカーとして 8-OHdG とヘキサノイルリジンの測定

を行った。また、高レベルばく露装置の作成と予備的なばく露を実施した。 

8-OHdG に関して、昨年度報告した LC/MS/MS による分離同定で HILIC カラムを用いる

方法から Phenyl カラムを用いる方法に変更した。新しい方法を用いることで、より特

異的に再現性の良い定量が可能となった。 

昨年度は酸化ストレスの陽性対照として亜ヒ酸の投与を行ったが、本年度は X線ばく

露を実施し、8-OHdGの尿中排泄量が増加することを確認した。この結果から、採尿の方

法や測定の方法が妥当であると考えている。一方、ヘキサノイルリジンの血中濃度およ

び尿中排泄量には変化がみられず、酸化ストレスによる生体影響の多様性がマーカーに

よる変動の違いとなったものと考えている。 

磁界ばく露については、1 時間の磁界ばく露後に 23 時間の採尿を行い、尿中に排泄

された 8-OHdG 量を測定したが、2 回ばく露後と 9 回ばく露後の尿中排泄量はいずれも

非ばく露群との有意差が認められなかった。血中および尿中のヘキサノイルリジンもば

く露群と非ばく露群の間に統計的な有意差が認められなかった。X線とは異なり、磁界

による体内誘導電界が基本制限値以下のばく露では、酸化ストレスマーカーに変化が認

められなかった。 

次年度は、体内誘導電界が基本制限値を上回る磁界ばく露を実施し、中間周波磁界ば

く露による酸化ストレスの変動について検討を続ける予定である。 
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3.5 活性酸素種の化学発光による検出 

3.5.1 要旨 

 本研究においては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 in vivo(生体内)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。 

 最近の研究からは、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。 

平成 28 年度は、OKD-Luc マウスに対して、低強度ばく露装置で単回 1 時間のばく露

を行い、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行い磁界ばく露に



43 

 

よる影響を調べた。なお、陽性対象として、X 線ばく露（5Gy 単回ばく露）を用い、比

較を行った。 

 

3.5.2 方法 

3.5.2.1 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 で同居させ、１週間～10 日間程度ペ

アリングを行った。雌マウスは適宜体重を測定し、妊娠の可否を判定した。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。 

 観察においては毛が光を反射吸収して正確に撮像できないため、前日までに除毛クリ

ームなどを用いて皮膚を傷つけないよう除毛を実施した。 

 

3.5.2.2  IF ばく露 

ばく露は、OKD-Lucマウスをばく露条件に関しては、セクション 3.2.2.1の低強度ば

く露条件によって実施した。Fig.3.2-6に示したマウスのホルダーにいれてコイル内に

ホルダーを配置し、ばく露周波数 87kHz、磁束密度 6.7mT で、1 時間単回のばく露を行

った。 
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また対照として小動物用 X 線照射装置 CP-160 (Faxitron 社)を用いて、エックス線

5Gyを単回照射で全身へのばく露を実施した。 

 

3.5.2.3 化学発光の観察 

 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；Fig 3.5-

1）を用いた。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。 

 観察する 15 分前に、ルシフェラーゼの高感度の基質であるアカルミネ（和光純薬）

1mgを DMSO60 μlに溶解し、それを PBS 1ml に加えてよく混和し、マウスの腹腔に全

量投与した。15 分後、イソフルランの吸入麻酔下で、マウスを MIIS Lumi-PROXL シス

テムの暗箱内に入れ、アカルミネの発光を記録した。 

なお、画像の記録は常に一定の条件で行い、異なるマウスの発光画像の比較を行えるよ

う配慮した。 

 

3.5.3 結果と考察 

 マウスにルシフェラーゼの基質であるアカルミネを投与して、観察した画像を Fig 

3.5-2に示した。条件検討をした結果、陽性対照であるエックス線ばく露を実施した個

体では、6時間後で十分な発光が観察されることが明らかとなったため、磁界ばく露を

行った個体でも 6時間後に観察を実施した。 

 その結果、エックス線照射マウスは肝臓を中心として強い発光が認められたが、IF-

MF ばく露マウスでは、コントロールと同等の発光であった。装置の調整が十分ではな
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く現段階では定量性の側面からはやや不十分であるが、定性的な結果としては磁界ばく

露の影響はないものと考えられた。 

 しかしながら、単回 1時間ばく露の結果であり、今後、繰り返しばく露および高強度

のばく露など様々な条件での検討が必要である。またコントロールでも肝臓においては

低いレベルでルシフェラーゼの発現が見られることから、臓器を摘出してリアルタイム

PCRにより遺伝子発現についても検討をすすめることも考慮が必要である。 
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Fig.3.5-2  得られたルシフェラーゼの発光イメージ例 

 マウスをイメージングして、発光を擬似カラーで示し、マウスの全体イ

メージと重ね合わせを行った。 

左から、コントロール（非照射）、中間周波ばく露、エックス線ばく露

（陽性対照）の像を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.3.5-1  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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3.6 行動影響評価 

3.6.1 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。 

 本受託研究の最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。 

 平成 28 年度は実際に磁界をばく露したマウスを用いて上記の行動試験を行い、影響

を検討した。 
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3.6.2 方法 

3.6.2.1 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 4週齢までの動物を購入し、5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

屋と同じ部屋内で単飼いで飼育をおこなった。 

3.6.2.2  IF ばく露 

ばく露は、5 週齢から 6 週齢にかけて 5 day/week、1hour/day で、合計 10 日間のば

く露を実施した。ばく露条件に関しては、セクション 3.2.2.1 の低強度ばく露条件によ

って実施した。すなわち、ばく露周波数 87kHz、磁束密度 6.7ｍT、計算値による誘導電

界は全身平均で 23.7V/mである。なお、3.6.2.4に示した行動実験はマウスが 6週齢に

達した時に行った。合計 10 日間のばく露実験であるが、行動実験に供したのは 6 日目

～9日目である。（10日目は解剖に供したため） 

実験当日は行動実験に供したのちに、1時間以上の休息時間をもってから、ばく露（シ

ャムばく露）を実施した。なお、ばく露装置、および行動測定装置の制約上、実験はば

く露群 5匹、シャム群 5匹、ケージコントロール群 5匹を 1クールとし、本実験は異な

る時期に計 2クールを実施した。したがって実験に用いたのは各群 10 匹である。 

3.6.2.3 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 3.6-1

に示した。 
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3.6.2.4 行動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つのオブジェ

クトのうちの１つを別のオブジェクトに置換し、再度 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。（オブジェクトの配置は Fig 3.6-2を参照

のこと。 

3.6.2.5 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（「Aと A’」または「A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 A’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、4 日目の異物オブジェクト試験のデータから

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 = ([（A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. 
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3.6.3 結果と考察 

 本年度は、低強度ばく露（周波数 87kHz、磁束密度 6.7ｍT、計算値による誘導電界は

全身平均 23.7V/m）で、1日 1時間、10日間のばく露を行った際の新奇物質探索試験を

おこなった。その結果を fig3.6-3 に示した。fig3.6-3 の(a)で示したように 3 日目の

トレーニングセッションにおいては、A、A’(両方とも同じ物体)ともに同じ物体を置い

ているためそれぞれの物体への探索時間について全ての群で、有意な差は見られなかっ

た。しかしながら、4日目のテストセッションにおいては、fig 3.6-3の(b)で示したよ

うに A’を別の物体 Bに置き換えたため、B への探索時間が有意に長くなった。 

しかしながら、この傾向はどの群においても同様に見られた。 

この(b)のデータから、方法の項に記載した計算式に基づき DI（認識指標）を算出しグ

ラフ化したものが(c)である。ばく露群、シャム群、コントロール群の間に有意な差は

なく、この条件下では、磁界ばく露による行動影響は見られなかった。 

 次年度は、高強度ばく露による実験を行い、影響の有無をあきらかにすることとする。 
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Fig.3.6-1  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

一定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.3.6-2 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.3.6-3 低強度ばく露条件で新奇物体認識試験の結果 

(a) トレーニング（3 日目の実験）における物体 A および A’に帯する探索時間を

示す。 

(b) 新奇物体を入れたテストセッション（4 日目の実験）における物体 A および B

に対する探索時間を示す。新奇物体 B に対して探索時間の有意な増加が全ての群

で観察された。 

(c) テストセッションにおける DI 値を示す。 

グラフは全て平均±標準誤差(各群 n＝10）を示す。（*p<0.05、**p<0.01) 
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3.7 遺伝子発現変化の網羅的調査 

3.7.1 要旨 

マイクロアレイ解析では、数万種類の遺伝子の発現パターンを短時間で網羅的に調べ

ることが可能であり、化学的・物理的刺激に対する生体内分子メカニズムを理解するた

めに非常に有効な解析手段の一つとして考えられている。近年では、その発現パターン

の違いを検出することで、ストレス応答の解明や発がん性試験などマイクロアレイ解析

の結果は幅広く応用されている。これまでに、IF-MFが生体分子メカニズムへ与える影

響について詳細は明らかにされていないため、本研究では IF-MFばく露されたマウスの

中枢神経系（大脳、小脳、脳幹）における遺伝子発現パターンの変化について解析を行

った。本研究におけるマイクロアレイ解析では、倉敷紡績株式会社（クラボウ）で提供

している GeneChip® Gene ST Array 受託解析サービスを利用した。選択理由として、解

析に使用するアレイ（Affimetrix社）の品質が多くの先行研究によって実証されている

点、解析サンプルの品質チェックが充実しており信頼性の高いデータが得られる点、さ

らには全転写産物を網羅する（マウスでは 33000以上のプローブデザインを含む）アレ

イデザインにより mRNAだけでなくタンパク質をコードしない非コード RNA も解析対象

に含まれている点、などが挙げられる。近年では、このような非コードの RNA も基本的

な代謝・発生・分化など様々な生命現象に関与することも知られており、非コード RNA

の発現変化についても注目されている。 

 

3.7.2 方法 

3.7.2.1 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。購入したマウスは、ばく露群（#2-E6, #5-E4, #5-E5)および偽ばく露群（#2-
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S5, #5-S4, #5-S5）3匹ずつに分け、ばく露時を除き通常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可能でかつ室内温度 23℃±１℃、湿度 50±10％の条

件において単飼い飼育を行った。 

 

3.7.2.2  IF ばく露 

ばく露群 3 匹は、1 週間ほど馴化期間の後、5 週齢から 6 週齢にかけて 5 day/week、

合計 10 日間でのばく露を実施した。ばく露条件に関しては、セクション 3.2.2.1 の低

強度ばく露条件、および高強度ばく条件に基づいて実施した。 

 

3.7.2.3 サンプリング 

最終ばく露終了後のマウスにケタミン-キシラジン混合液による深麻酔を施し解剖を

実施した。各個体の大脳、小脳、脳幹を摘出し、RNA later（QIAGEN）に浸し、2～4日

間冷蔵庫にて保存した。その後マイナス 80℃のディープフリーザーにて保存した。 

 

3.7.2.4  マイクロアレイ解析 

低強度ばく露群 3 個体（#2-E6, #5-E4, #5-E5)および偽ばく露群の 3 個体（#2-S5, 

#5-S4, #5-S5）の大脳、小脳、脳幹の合計 18 サンプルを、Gene Chip® Mouse gene 2.0 

ST Array（Affymetrix 社）を用いて解析を実施した。サンプルから抽出した Total RNA

は解析前の初期チェックとして、微量分光光度計（Nano Drop ND-1000；Thermo Fischer 

Scientific）による RNA濃度の測定（100 ng/µl 以上）および純度の測定（A260/A280≧

1.8）、およびバイオアナライザー（アジレント 2100；Agilent Technologies）を用い

た品質の確認（RIN＞5.0；RNA Integrity Numberの略。RNAの分解度を 1～10 で数値化

し、10 に近いほど分解していない）を行った。解析後、データは Microarray Data Viewer

解析ソフトを用いて、発現比の閾値設定（Cuf off 値）を 2.0 倍、1.75倍、1.5倍に設
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定し、ばく露群と偽ばく露群間の発現変化が認められた転写産物の抽出を行った。なお、

高強度ばく露については現在解析中であるため、結果は最終年度にて報告する。 

 

3.7.3 結果と考察 

各個体の大脳、小脳、脳幹から得られた total RNA は初期チェックとして純度および

濃度測定を行った。その結果、純度については全てのサンプルにおいて A260/A280≧1.8

を示しており、解析に用いた RNAにはタンパク質等の混入がほとんどないことを確認し

た。濃度については、全てのサンプルにおいて推奨濃度である 100 ng/µl 以上を示して

いた（一番低い濃度で 662.2ng/µl；#5-E5の脳幹サンプル）。続いて、RNA の分解度に

ついて、各 Total RNA の RIN値を測定した結果、全てにおいて高値（最低で#2-E6大脳

の 8.8)を示したため、全体的に分解度はかなり低いことが確認できた。ゆえに、Gene 

Chip解析に用いた total RNAの品質（濃度・純度・分解度）は問題ないことが確認でき

た。 

本実験で用いた Mouse gene 2.0 ST Array は、1遺伝子あたり約 26 プローブを用い

て転写産物の全領域にわたってプローブ設計をしており、このプローブセットを用いる

ことでバイアスが少なく各転写産物の遺伝子発現の全体像を捕らえることを可能とし

ている。低強度ばく露において得られたデータは、Microarray Data Viewer（クラボウ）

を用いて解析を行った。発現量の比較方法として、ある偽ばく露群 1 個体の発現量を基

準とし、Cut off値を 2.0 倍に設定したとき、残り 2個体の偽ばく露群を 2.0 倍の範囲

内、ばく露群 3個体を Cut off値を 2.0 倍の範囲外に設定して、全プローブセットから

上記条件を満たす転写産物の抽出を行った。この際、既にデータベース上に公開されて

いる（転写産物についての情報がある）プローブセットのみをピックアップした。同様

に、Cut off 値が 1.75 倍、1.5 倍に関しても上記の操作を繰り返した。その結果、

Table3.7-1に示したように各 Cut off 値ごとに抽出された転写産物の数は、Cut off 値
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が小さいほど増える傾向を示した。また、偽ばく露群に対して 2倍以上の発現変動があ

るものはほとんど検出されず、Cut off 値を 1.5倍に下げた場合には、抽出された転写

産物の数は最大でも 21個（#5-S5脳幹を基準）であった。一方で、ばく露群各個体を基

準に抽出された転写産物の数についても、偽ばく露群を基準にした場合と同じ傾向を示

した（Table3.7-1）。これらの抽出された転写産物の発現量の差は、ほとんどが 1.5～

2.0にあり、低強度 IF ばく露による転写産物に誘導される発現変動は、ほとんどが 2倍

以下であると考えられた。続いて、各個体の発現シグナル値をもとにばく露群と偽ばく

露群間で t検定を行い、有意（p＜0.05）であった転写産物を選抜した（Table3.7-1）。

加えて、各群 3個体ずつ解析において、ばく露群および偽ばく露群ともに各基準におい

て重複がみられた転写産物を選抜した。データの取りこぼしを避けるため、サンプリン

グ時期が異なった#2-E6および#2-S5を解析から外し、ばく露群（#5-E4, #5-E5)と偽ば

く露群（#5-S4, #5-S5）の 2個体ずつの比較においても重複がみられた転写産物を選抜

した。このように、様々条件においてデータを抽出し、数多く重複が確認された転写産

物を選択した結果、最終的に 12 個の転写産物まで限定することができた。この抽出さ

れた転写産物を RNA タイプ別に分類したところ、mRNA (伝令 RNA)が 3個、snRNA (核内

低分子 RNA)が 1個、snoRNA (核小体低分子 RNA)が 5個、lincRNA (長鎖非コード RNA）

が 1個、miRNA (マイクロ RNA)が 1個、pseudogene (偽遺伝子)が一個であった。この

結果は、mRNAに比べ多くの非コード RNAに発現変化が生じていることを示唆しており、

IF-MF刺激と非コード RNA の関連性についても推測された。今後、これらの解析結果の

検証が重要であり、同条件でばく露されたマウスに対してリアルタイム PCR 法を用いた

発現解析を実施し、抽出された転写産物の発現変化の有無を明らかにする計画である。

さらに、高強度ばく露に関する Gene Chip 解析も現在進行中であるため、IF ばく露量

依存的な遺伝子発現の変化についても解析する計画である。 

  

  



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

抽出数
ｔ -test

p＜0.05
抽出数

ｔ -test
p＜0.05

抽出数
ｔ -test

p＜0.05

#2-S5 4 2 15 7 13 6
#5-S4 19 9 15 8 11 6
#5-S5 15 5 12 8 21 11
#2-S5 1 1 3 1 2 1
#5-S4 5 0 0 0 3 2
#5-S5 1 1 1 1 3 1
#2-S5 0 0 0 0 1 1
#5-S4 0 0 0 0 1 1
#5-S5 0 0 0 0 0 0
#2-E6 6 3 12 7 16 9
#5-E4 12 8 7 6 7 6
#5-E5 6 4 6 2 13 7
#2-E6 0 0 2 2 4 0
#5-E4 2 1 2 1 3 3
#5-E5 1 1 0 0 1 0
#2-E6 0 0 0 0 1 1
#5-E4 0 0 0 0 1 1
#5-E5 0 0 1 1 0 0

Cut off値
大脳 小脳 脳幹

基準

1.5倍

1.75倍

2.0倍

sham
基準

ｅxpose
基準

1.5倍

1.75倍

2.0倍

Table3.7-1 各 Cut off 値において抽出された転写産物の数（各群 3 個体比較） 
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RNA type 抽出数

mRNA 3

snRNA 1
snoRNA 5
lincRNA 1
miRNA 1

pseudogene 1

Table3.7-2 Gene Chip 解析により抽出した転写産物の数と RNA type 

注 1）各 Cut offs≧2.0 , 1.75, 1.5 間で重複がみられる。 

注 2）ばく露群およびシャム群間（3 個体ずつ）の発現量

が t-test：p＜0.05 を満たす。 

mRNA ：messenger RNA (伝令 RNA）  

snRNA ：small nuclear RNA (核内低分子 RNA) 

snoRNA ：small nucleolar RNA (核小体低分子 RNA) 

miRNA ：micro RNA  

lincRNA ：long intergenic noncoding RNA  
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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について、マウスに対

して低強度ばく露、高強度ばく露を実施し、その生体影響を検討した。 

 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 85kHz において約 23V/mであるが、本研

究では、低出力装置では 23.7V/m、今年度開発した高出力装置では 54.6V/m の体内誘導

電界が発生する条件でのばく露をおこなった。 体内誘導量で考えると、基本制限値と

同等、およびその約 2倍の物理量をマウスにばく露できたことになり、数値計算モデル

や数値計算の不確実性を考慮しても、ガイドラインの基本制限レベルでもばく露が担保

できていると考えられる。今年度は、高出力ばく露条件についてはまだ実験および解析

が十分に進んでいないため結果は次年度の報告書で示すが、低出力ばく露条件において

は、本報告書で示すとおり、いずれの指標においても健康影響に直結するような結果は

得られなかった。しかしながら、高出力ばく露条件での検討や、本研究においては急性・

亜急性ばく露影響の検討であり、長期的な影響については今後検討が必要であると考え

る。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。 
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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（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 28 年度は以下の項目に関して研究開発を実施した． 

 

中間周波磁界ばく露装置の開発 

 

ア-1 高強度ばく露装置の開発 

・総務省防護指針および ICNIRP ガイドラインの基本制限程度の内部誘導量がばく露対象

動物において得られるようなばく露装置システムを開発した．ばく露用コイル，水冷シス

テムを開発し，前年度までに開発したインバータ電源とのアセンブリを行い，明治薬科大

学でのばく露システムの確立を行った．開発した装置はコイルに 82kHz, 100Arms の電流を

印加可能であり，最大中心磁束密度 28.1mT，マウスにおける全身平均誘導電界として 78V/m

（ICNIRP ガイドラインの職業的ばく露の基本制限の 3.4 倍程度）が得られる仕様である． 

 

ア-2 ばく露装置の保守とばく露管理 

・操作者の安全性の確保，装置の安定動作，適正なばく露量が得られるようにばく露装

置の保守および管理を行った．本研究により開発されたばく露装置の電源は新しいパワー

半導体素子として SiC-MOSFET を仕様しており，安定動作を保証するために定期的な動作

確認を行う必要があった．この確認により，本年度の明治薬科大学で実施された動物実験

では適正なばく露量が得られている． 

 

ア-3 周波数可変型のばく露装置の検討 

周波数による影響の違いについて検討できるようなシステムの拡張を検討した．シミュ

レーションおよび実験による回路設計を行い周波数可変型ばく露装置の設計を行った．本

年度は GaNFET 用いた E 級インバータを作成し，6.78MHz, 3.18A を得た． 

ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討 
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イ-1 温度環境の評価 

温度上昇による動物実験への影響を最小限に抑えるため，高強度ばく露装置に関して温

度環境の評価を行い，温度制御を適切に行えるようなシステムの構築を行った．温度制御

は水冷コイルに流す水温の制御と空調による環境温度の制御を用い，マウスのばく露空間

において 24±1ºC の温度環境を実現した． 

 

イ-2 電界の影響評価 

高強度ばく露装置において，ばく露空間内の電界強度を低減させるため，凹型コイル構

造の提案を行った．またコイルの発する電界について数値計算によるばく露評価を行った．

その結果電界入射に起因する全身平均誘導電界は磁界のそれの 0.4%以下であることが分か

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，レーザー干渉計による

計測手法の開発を行った．レーザー干渉計による音圧測定の理論の定式化を行い，音圧の

実測を行った．その結果として通常の騒音計の示す値とほぼ同等の値が得られることがわ

かった．また，実際に通電されたコイルからの超音波の測定を実施した．レーザー干渉計

による実測値と数値シミュレーションによる結果の差は 5dB SPL となり，提案した手法の

実用性を示した． 

 

  



 

3 
 

数値ドシメトリ解析 

 

ウ-1 体内誘導量解析手法の高速化 

昨年度構築した GPU システムに適合するようにインピーダンス法の最適化を行った．イ

ンピーダンス法の行列表現を定式化し，超並列化された代数的マルチグリッド法の実装を

行った．マウスモデルを用いた内部誘導電界計算に関して，SOR 法を用いた従来のコード

では解を得るのに 30 分程度の時間が必要であったのに対して，本研究での最適化された手

法では 4 秒程度で解が得られる結果となった． 

 

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 

フリームービング環境におけるドシメトリの手法として，カメラ画像からのマウスの３

次元ボクセルモデル再構成を検討した．本研究では深度センサを用いた手法と複数の RGB

カメラを用いる手法を検討した．深度センサを用いた手法では Point Cloud Library を用いる

ことにより，2mm 解像度の３次元ボクセルモデルの再構成が行えた．また，複数台の RGB

カメラを用いた手法では特徴点の抽出に課題があることが分かった． 

 

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 

・本年度は計算機シミュレーションにより電界入射による体内誘導量の定量化シミュレ

ーション及び，ばく露用コイルの振動がばく露空間に発生させる超音波のシミュレーショ

ンを実施した．電界入射による体内誘導量計算では実施項目「イ-2」で示したように磁界入

射による誘導量との比較を行い，電界の影響が比較的小さなことを示した．また超音波の

計算では，コイルに流す電流が 100Arms の時，ばく露空間での音圧レベルが 41dB SPL 程度

であることを推定した． 
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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た． 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．また近年，中間周波数帯を利用する無線電力伝送（WPT）シ

ステムが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必要である．そのため電気自動車の WPT シ

ステムでは，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（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 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． 
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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のとおりである． 

 
  



 

6 
 

 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）酸化ストレス応答の化学発光による検出 

         エ-4）行動影響評価 

         エ-5）遺伝子発現の網羅的解析 

 

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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本報告書は上記の枠組みのうち，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」，「オ）非熱的生体作用が健康に及ぼす影響についての検討」に関する平成

29 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

る明治薬科大学による報告書を参照されたい． 

 
  



 

8 
 

III 中間周波磁界ばく露装置の開発 

3.1 高強度ばく露装置の開発 
 
3.1.1 電源回路 

 
高磁界ばく露装置は，周波数 85 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 3.1.1 に本装置の回路図を示す．  

 

is

iovo

R

L

C

Vin

 
図 3.1.1 高ばく露装置回路図 

 
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 3.1.1 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, 120 A 定格の SiC-MOSFET (Rohm: BSM120D12P2C005) 

を使用した．インバータの入力電圧は 500 V , 出力電流実効値 100 A を想定して回路の検討

を行っているため，単相フルブリッジインバータを 3 台並列で使用している．なお，SiC を

用いた電力用半導体素子は従来の Si を用いた半導体に比べて高速でスイッチング動作がで

きるという利点を有している． 
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3.1.2 高磁界発生用コイルの設計 
 
3.1.2.1 改良型ソレノイドコイル構造 
 

低ばく露装置用の磁界発生用コイルでは 2 層 12 巻のソレノイドコイルの製作を行ってい

る．このソレノイドコイルはコイルの両端電圧を 1500 V に抑えることを目標として設計を

行った．この理由としては，コイルに用いている配線間の絶縁破壊によるコイルの損傷を

防ぐためである．しかしながら，低ばく露用磁界発生コイルと同構造のコイルを高ばく露

用磁界発生用コイルに採用すると巻線間の絶縁破壊が懸念される．そのため，巻線間の電

圧を下げることを目的として新たに改良型ソレノイドコイルの検討を行った．また，改良

型ソレノイドコイルは 2 層のコイルということを前提として検討を行っている．図 3.1.2 (a)

に改良型ソレノイドコイルのコイル構造，図 3.1.2 (b)に巻線の断面図を示す． 

Inner diameter

Voltage both 
ends of the coil 

(a) Coil structure (b) Sectional view
 

図 3.1.2 改良型ソレノイドコイル構造 

 

図 3.1.2 (b)に示している断面図において，1 層目の最大巻数を N 巻，2 層目の上下段巻数

は等しいものとし M 巻とする．それゆえ，2 層目の巻線がない部分は N-2M 巻分あること

がわかる．改良型ソレノイドコイルでは，巻線の巻く順番に,電圧が分担されていると仮定

すると最大電圧差は赤丸で示す部分に生じる．また，電圧分担が配線長比で分担されると

すると最大巻線間電圧はコイル両端電圧の 50%未満に低減することが可能であることがわ

かる． 
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3.1.2.2 コイルパラメータの解析式 
 
(a) コイル両端電圧 

共振回路のインダクタ電圧は式(3.1.1)より表すことができる． 

   𝑉𝐿 = 2𝜋𝑓𝑠𝐿𝐼                                   (3.1.1) 

 本回路では，インダクタの両端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． 

(b) 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𝐿𝑖𝑛 と外部インダクタンス𝐿𝑜𝑢𝑡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[1]．式(3.1.2)に配線長 l，真空の透磁率𝜇0の時

の内部インダクタンス𝐿𝑖𝑛の解析式を示す． 

                𝐿𝑖𝑛 =
𝜇0𝑙

8𝜋
                  (3.1.2) 

同様に，式(3.1.3)に導線半径 r ,透磁率 𝜇0，コイルの内径が D の 1 ターンコイルの外部イ

ンダクタンス𝐿𝑜𝑢𝑡の式を示す． 

         𝐿𝑜𝑢𝑡 = 𝜇0𝑅 (log
8(𝐷 + 𝑟)

𝑟
− 2)                  (3.1.3) 

同様に式(3.1.4)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． 

         𝑀 = 𝜇0√𝑎𝑏 {(
2

𝑘
− 𝑘) 𝐾(𝑘) −

2

𝑘
𝐸(𝑘)}               (3.1.4) 

第 1 種完全楕円積分 𝐾(𝑘) = ∫
1

√1 − 𝑘2 sin2 𝜙
 𝑑𝜙

𝜋
2

0

 

第 2 種完全楕円積分 𝐸(𝑘) = ∫ √1 − 𝑘2 sin2 𝜙  𝑑𝜙

𝜋
2

0

 

𝑘2 =
4𝑎𝑏

(𝑎 + 𝑏)2 + 𝑑2
 

(c) 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-5 cm～5 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(3.1,5)に解析式を示す[2]． 

     𝐵 = ∑ ∑
𝜇0𝑎𝑠

2𝐼𝑝

2(𝑎𝑠
2 + ℎ𝑛

2)
3
2

𝑆

𝑠=1

𝑁

𝑛=1

                                                           (3.1.5) 

𝑎𝑠: 𝑠層のコイル半径 , ℎ𝑛: 𝑛巻のコイルと計算点の高さ 

 𝐼𝑝:コイルに流れる電流, 𝜇0:透磁率 

(d) 最大巻線間電圧 
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コイルの巻線間に印加される電圧差のうちの最大値を最大巻線間電圧と定義する．最大

巻線間電圧はコイルの巻線間の絶縁破壊を検討する上での指標となる．改良型ソレノイド

コイルにおける最大巻線間電圧はコイル両端電圧が配線長比によって分担されていると考

えることによって算出を行う．ここではコイル両端電圧に対して最大巻線間電圧の割合を

用いてコイル構造の評価を行う．式(3.1.6)に最大巻線間電圧の割合の解析式を示す． 

                𝐴 =  𝑀 ∑ 𝑎(𝑠)

2

𝑠=1

 (𝑁𝑎(1) + 2𝑀𝑎(2))⁄                            (3.1.6) 

 

3.1.3 高磁界発生用コイルの製作 
 

改良型ソレノイドコイルの製作を行った．図 3.1.3 に改良型ソレノイドコイルにおいてコ

イル内径 11 cm，導線半径 3 mm としたとき，各巻数，上下段巻数におけるインダクタンス

の計算結果を示す．図 3.1.3 は横軸に上下段巻数，縦軸にインダクタンスを示している．図

3.1.4 に同様の条件で各巻数，上下段巻数における中心軸上の磁束密度の計算結果を示す．

図 3.1.4 は，横軸にコイルの中心点からの距離を示し，縦軸に磁束密度を示す．図 3.1.5 に

従来のソレノイドコイルと従来とインダクタンスが同等である改良型ソレノイドコイルの

コイル両端電圧に対する最大巻線間電圧の比を示す．図 3.1.5は，横軸にコイル構造を示し，

縦軸にコイル両端電圧に対する最大巻線間電圧の比を示す．図 3.1.5 より従来のソレノイド

コイルでは最大巻線間電圧はコイル両端電圧と等しかったが，改良型ソレノイドコイルで

はコイル両端電圧の 50%未満に低減できることが確認できる． 
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図 3.1.3 インダクタンスの計算結果 



 

12 
 

 
 
 

図 3.1.4 コイル中心点における磁束密度の計算結果 
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図 3.1.5 コイル両端電圧に対する最大巻線間電圧の比 

 
 

表 3.1.1 に従来ソレノイドコイルと同等のインダクタンスである改良型ソレノイドコイル

との各パラメータの比較を示す． 

表 3.1.1 従来ソレノイドコイルと改良型ソレノイドコイルの比較 

コイル構造 従来ソレノイドコイル 改良型ソレノイドコイル 
巻数 2 層 12 巻 2 層 14 巻(上下段巻数 6 巻) 
インダクタンスL 59.8 μH 59.6 μH 
中心磁束密度 B 20.0 mT 20.1 mT 
巻線間電圧の比 A 100 % 46.0 % 
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表 3.1.1 の中心磁束密度は出力電流が 100 A の時の計算結果を示している．また，巻線間

電圧の比はコイルの内径 11 cm，導線径 6 mm のものを使用した場合の計算結果である．表

3.1.1 より改良型ソレノイドコイルは従来のソレノイドコイルと同等の磁束密度を確保しつ

つ巻線間の電圧を低減することが可能であることが確認できる．図 3.1.6 に製作したコイル

を示す．導線には内径 4 mm，外形 6 mm の銅パイプを使用しており，内径の空洞部分を水

が循環することによって冷却を行うことができる水冷方式を採用している． 

 
図 製作した高ばく露磁界発生用コイル

図 3.1.7 には製作した高ばく露装置を示す．図 3.1.7 に示すように，フルブリッジインバ

ータは筐体の中に 3 つ並列で使用されている．またそれぞれの出力の電線については電流

バランスを考慮してすべて等しい長さになっている． 

フルブリッジインバータ

フルブリッジインバータ

フルブリッジインバータ

図 製作した高ばく露装置

 
 
3.1.4 高ばく露装置の実験 
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3.1.4.1 出力電圧電流測定 
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図 3.1.8 高ばく露装置の実験結果 

図 3.1.6，図 3.1.7 に示したコイル，高ばく露装置をもちいて測定試験を行った．スイッチ

ング周波数は共振周波数を考慮して 82 kHz としている．図 3.1.8 に入力電圧 380 V 時の高ば

く露装置における実験波形を示す．図 3.1.8 の上図は出力電圧波形を示し，下図は出力電流

波形を示している．図 3.1.8 より出力電流 100 A の正弦波電流を生成することができている

ことが確認できる． 

 

3.1.4.2 磁界発生コイルの磁束密度評価 
 

(a) 磁束密度評価用実験装置と測定方法 

85kHz の交番磁界発生用 120mmH（Height:長さ）コイルの磁界強度を実測により確認し

た．評価システムの構成を図 3.1.9 に，実機全景及び各部の詳細を図 3.1.10-3.1.14 に示す． 

また評価システムの各部の機器，仕様・設定は，以下に示すとおり． 

 

 

高周波電源 
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横河電機 FC120  85KHz, 10V 

アンプ NF 回路設計ブロック HSA4101  

 

位置制御ロボット 3 軸ロボット 

長岡パワーエレクトロニクス PM1507－A1―1 

（制御プログラム内蔵 PC，3 軸可動式アーム） 

 

計測・観測機器 

3 軸磁界センサー：ホトニクス PH315 -155 

電流プローブ：テクトロニクス P6021 

波形観測 OSC：岩崎通信機 DS-5634 

 Ch1～Ch3：３D センサーの X,Y,Z 方向の成分表示 

 Ch4：電流プローブの出力電圧 

 

計測対象コイルと磁界センサーの位置関係 

120mmH コイルの内部磁界を測定するために，図 3.1.12 に示すように，3 軸ロボットのア

ーム先端に取り付けた，3 軸磁界センサー；PH315 -155 をコイル内部に導入して，その出力

をオシロスコープ；DS-5634 の CH1～3 に入力し，波形観測した．その時のコイル内部の測

定ポイントは，図 3.1.13 と 3.1.14 に示す位置関係となる．（ある高さ Y の平面上 45 ポイン

ト） 

また同時に 120mmH コイルに励起される電流を，電流プローブ P6021 の出力として観測

した． 
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図 コイル発生磁界評価システムの構成

図 磁界評価システム全景
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図 3.1.12 120mm コイルと 3D磁気センサー，電流プローブ 

図 3.1.11 3 軸ロボットアーム 
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図 3.1.14 制御プログラム内蔵 PCとオシロスコープ 

図 3.1.13 高周波電源とアンプ 
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(b) 磁界測定結果 

120mmH コイルと測定点の位置関係を図 3.1.15-3.1.16 に示す．コイル内径 104ｍｍの内

部円を縦（Ｘ）方向 10ｍｍ，横（Ｚ）方向 15ｍｍピッチで測定した．（但し最外部の 4 点

のみ「ピッチ幅－5ｍｍ」）高さ（－Ｙ）方向は，ガイド棒の構造上距離表示と実際の高さ

に 15ｍｍのオフセットがある． 

典型的なオシロスコープ観測波形例を図 3.1.17 に示す．この出力波形のピーク値から，3

軸方向の磁界成分（Hx,Hy,Hz）と励起電流値（Ch4）を読み取り，その値をグラフ化した． 

なお，このとき励起電流値は略一定であり，1274～1312mA と安定していた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コイルと測定ポイントと高さ位置関係

測定点高さ：Height+15mm 
  (15mm Off Set) 
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図

図 コイル内の測定ポイント

X direction:10mm step，Z direction:15mm step， 
   4 Points (1,20,26,45) : Pich-5mm  
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(b-1) 中心点縦方向の磁界強度 

中心点 P23(図 3.1.16)の高さ方向の磁界強度を図 3.1.18 に示す．横軸は図 3.1.15 に示した

Height の数値であり，コイル底面からの高さは＋15mm である．従って高さ 100ｍｍの点が

コイル上端（120－5mm；上面版の厚さ）に相当し，中心点 109μＴに対して，79μＴと 72.5％

の値となり，図 3.1.4 の計算結果（14Turn,Tturn）とよく一致している． 

また，磁界ベクトルの Y 軸方向からの傾きθ（正確にコイルと測定軸の中心と方向が一

致していれば，本来“０°”と考えられる．）も一緒に示した． 

測定間隔 10mm ピッチであるが，これは３D 磁界センサーの構造（10mmφのコイルを 3

方向に配置）とシステムの構成からそれ以上の細かさは精度上余り意味がないと考えたか

らである． 

 

 

  

図 3.1.18 中心軸上の磁界強度と傾き 
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(b-2) X（縦）軸方向の磁界強度 

  同一高さの平面上の測定点における磁界強度を X 軸方向に沿って（Z 位置毎に）グラ

フ化した（図 3.1.19a 参照）結果を以下に示す．（図 3.1.19）中心位置（Z=150）のグラフ

からも分かるように，コイル中心よりもコイル端のほうが，10％程度強度が高いが，ほぼ

均一な強さを示している．また高さによる変化は，中心点（H=50mm）からの距離でおお

むね良く一致しており対称性が保たれている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ｘ軸グラフ化 毎の方向 円部 毎の方向
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図 軸方向磁界強度
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(b-3) Z（横）軸方向の磁界強度 

２）のＸ軸方向の場合と同様に，同一高さ平面上の測定点における磁界強度を Z 軸方向

に沿って（X 位置毎に）グラフ化した結果を以下に示すが，X 軸のほうがピッチが細かい

（10mm）ため，グラフの数が多くなるので，上円部（図 3.1.20）と下円部（図 3.1.21）に

分けて示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 軸方向磁界強度＿上円部

図 上円部 毎の

方向
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図 軸方向磁界強度＿下円部

図 下円部 毎の方向部 毎 方
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(b-4) コイル性能の考察 

120mmH コイルの励起電流と発生磁界の強度を検討してみる． 

 

・コイル印加電圧： 42 Vp-p（14.8Vrms） , 85kHz, 

  ―――電源 10V 設定の X 20 アンプの出力を OSC で実測） 

・コイルに流れる電流：1.274 Ap-p（0.45Arms）, 85kHz 

  ―――電流プローブ；テクトロニクス P602 の出力を OSC で実測 

・発生磁界：102.1μT 

  ―――中心軸高さ 10～90mm の 10 ポイントの強度を平均 

以上より，コイルのインダクタンス L を求めると，61.9μH となり，このコイルに

100mArms の電流を流したとすると，23mT の磁界強度が得られると予想され，表 3.1.1

の数値とよく一致する結果となる． 

 
 
 

 

3.2 周波数可変型のばく露装置の検討 
 

現在検討している磁界ばく露装置は，単相フルブリッジインバータと呼ばれる 4 つの電

力用半導体素子を組み合わせた回路構成となっている．この場合，100 kHz 以下の周波数を

出力することは可能であるが，さらなる高周波化を行おうとする場合は，これらの半導体

素子のタイミング制御が困難となり，ばく露装置用電源装置としての制御が難しくなるお

それがある．そこで，１つの半導体素子で正弦波交流出力可能な装置の可能性について検

証を行った． 

図 3.2.1 に周波数可変型ばく露装置の回路図を示す．この露装置は，スイッチングデバイ

スが 1 つで交流電流が生成できる E 級インバータを採用している[3]．スイッチングデバイ

スには MHz 級にも対応できるように GaNFET を使用している．この半導体素子は，SiC 半

導体と同様に近年製品が行われてきた，最新のデバイスである．スイッチングデバイスと

並列に接続している𝐶𝑠は GaNFET の寄生キャパシタで模擬している．E 級インバータの回

路パラメータはスイッチングデバイスの ON 時と OFF 時で異なる共振回路を持つために，

両者の条件を満たすような回路パラメータの設計が必要である． 
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図 3.2.1 周波数可変型ばく露装置回路図 

 

図 3.2.2 に製作した E 級インバータを示す．GaNFET の寄生キャパシタのキャパシタンス

は GaNFET の𝑣𝑑𝑠に依存して変化することから，OFF 時の共振周波数は入力電圧により変化

することが想定される．入力電圧を上げた場合，一般的に寄生キャパシタンスは小さくな

ることから共振周波数は大きくなる．そのため OFF 期間の途中で𝐶𝑠の充放電が終了し，そ

の後 GaNFET の寄生ダイオードに電流が流れることが想定される．この逆電流が GaNFET

の寄生ダイオードに流れないように外付けに SiC-SBD を接続している． 

 
 

図 3.2.2 製作した E級インバータ 
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図 級インバータの実験波形

図3.2.3に入力電圧60 V時のE級インバータの実験波形を示す．図3.2.3は上から𝑣gs，𝑣ds，

𝑖s，𝑖oの波形を示している．図 3.2.3 より入力電圧 60 V の時，出力電流 3.18 A 交流電流の生

成が行えることを確認した．本検討において 6.78 MHz の交流電流の生成が確認できたので

今後は磁界発生用コイルの構造の検討を行っていく予定である．また同時に，出力電流を

増加することにも試みる予定である． 
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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 
 
4.1.1 ばく露空間の温度上昇測定 

 
磁界ばく露装置には数十 A の電流が入力されるため，ジュール熱による温度上昇が生じ

る．ばく露空間内の温度変化が顕著な場合，マウスに影響を与える可能性がある．温度変

化による生体影響を避けるために，実験動物のいる空間の温度を 23±2◦C でコントロール

する必要がある [1]. 1 時間のばく露実験中のばく露装置内部の温度上昇を，蛍光式光ファ

イバー温度計 (FL-2000, 安立計器) を用いて測定した．ばく露装置は温度上昇に配慮して，

強制水冷による温度コントロールが可能である．ばく露装置は，マウスに基本制限 (23 

V/m) 相当の体内電界を誘導する事を目的として 85 kHz, 30 A の入力電流で駆動した．

光ファイバーの測定位置を図 4.1.1 に示す．温度コントロールのために，下記条件でばく露

実験が実施された. 

空調  (エアコン)：23◦C(急風) 

磁界ばく露装置：13.5◦  の水で強制水冷 

 

 

図 4.1.1 温度測定位置 
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4.1.2 ばく露空間の温度上昇の測定結果 
 

測定結果を図 4.1.2 に示す．上記条件でのばく露装置内部の温度変化は見られず，温度コ

ントロールが為されている事が分かる．入力電流 85 kHz, 30 A で磁界ばく露装置を駆動

する場合，熱の影響は小さいと考えられる． 

 

 

図 4.1.2 磁界ばく露装置の温度上昇測定結果 

 

 

 

4.1.3 まとめ 
 

磁界ばく露装置は駆動時にジュール熱による温度上昇が生じる．温度上昇に配慮して， 

磁界ばく露装置は強制水冷による温度コントロールが可能な設計がなされている．入力電

流 85 kHz, 30 A で磁界ばく露装置を駆動する場合，空調 23◦C, 強制水冷 13.5◦C で

温度コントロールにより，ばく露空間の温度変化が少ない事を確認した．より高強度の磁

界ばく露の際にはばく露装置内部の温度コントロールについて再度検討する必要がある． 
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4.2 電界の影響評価 
 

磁界ばく露装置に電圧が印加される際に，端子間やばく露空間内に電界が生じる．電界

は，磁界と同様にマウスに体内電界を誘導する．磁界単体の亜急性影響評価を行うために

は，電界と磁界による体内誘導電界の総量に対する電界の体内誘導電界の寄与を明らかに

する必要がある． 

本章では，CST EM STUDIO による装置から発生する電界分布計算と SPFD 法 

(Scalar Potential Finite Difference Method) を用いた，電界によるマウスの体内誘導電界評価

について記述する． 

 

4.2.1 12 段 2 層コイル 
 

はじめに， 12 段  2 層コイルから発生する電界分布を有限積分法  (Finite 

Intefration Method: FIM) によって計算した．有限積分法の計算には電磁界解析ソフトウ

ェア (CST EM Studio) を用いた．実際の 12 段  2 層コイルは中空のパイプが用いられ

ているが，シミュレーションにおいては無視して計算を行った．磁界ばく露装置から生じ

る電界分布を図 4.2.1-4.2.3 に示す．マウスが配置されるばく露装置内部では，約 60 -  70 

dB V/m (1 kV/m) の電界が発生している．ICNIRP ガイドラインの 85 kHz における職

業的ばく露の参考レベルは 170 V/m である．ばく露装置内部に発生している電界は参考

レベルの 5 倍以上であるため，外部電界による体内誘導電界について検討を行った． 
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4.2.1.1 装置から発生する電界分布 
 
 

 

図 4.2.1 12 段 2 層コイルから生じる電界分布 (yz 平面) 
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図 4.2.2 12 段 2 層コイルから生じる電界分布 (zx 平面) 

 

 

図 4.2.3 12 段 2 層コイルから生じる電界分布 (xy 平面) 
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4.2.1.2 マウスの体内誘導電界 
 

SPFD 法で計算する際のマウスの配置図を図 4,2,4-4,2,5 に示す．マウスが磁界ばく露装

置の中央に配置されると仮定してシミュレーションを実施した．実際のばく露実験ではマ

ウスはアクリルのケージに入っているが，シミュレーション上では無視した．SPFD 法で計

算したマウス内部の体内誘導電界を図 4.2.6-4.2.8 に示す．外部磁界起因のマウスへの体内

誘導電界は約 1 V/m 以下である事が分かる．また，マウスモデルの表面では階段近似誤

差による特異値が発生している．特異値を考慮して，99 パーセンタイル値以下での全身

平均と中枢神経平均を算出した．計算結果を表 4.2.1 に示す．12 段 2 層コイルでは，外

部電界起因の体内誘導電界は 0.2 V/m 以下になり，基本制限 (23V/m) を十分に満たす．

また，磁界に対する比率は 0.3 % 未満となった．シミュレーション結果に基づく限り，外

部電界起因の体内誘導電界が実験に与える影響は小さいと考えられる． 

 
 

 

図 4.2.4 ばく露装置に対するマウスの配置 (上)  

  
 

 

図 4.2.5 ばく露装置に対するマウスの配置 (横) 
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図 4.2.6 マウスの体内誘導電界分布 (yz 平面) 

 

 

図 4.2.7 マウスの体内誘導電界分布 (zx 平面) 
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図 4.2.8 マウスの体内誘導電界分布 (xy 平面) 

 

 

 

表 4.2.1 12 段 2 層コイルの外部電界起因の平均体内誘導電界計算結果 

 

対象組織 平均値 

[V/m] 

99 パーセンタイル値 

[V/m] 
全身 0.20 16.5 

中枢神経 0.15 17.5 

脳 0.11 10.1 
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4.2.2 凹型コイル 

 
4.2.2.1 装置から発生する電界分布 
 

12 段 2 層コイルと同様に，凹型コイルから発生する電界分布を有限積分法 (Finite 

Intefration Method:  FIM)  によって計算した．有限積分法の計算には電磁界解析ソフ

トウェア (CST EM Studio) を用いた．磁界ばく露装置から生じる電界分布を図 4.2.9-4.2.11

に示す．装置には 85 kHz, 100A の電流を入力した．実際の磁界ばく露装置には，中空の

銅パイプが使用されているが，シミュレーション上では単純な銅線に近似している．また，

実際のばく露装置では銅線の周りにシリコンによる絶縁加工が施されているが，シミュレ

ーション上では無視している．装置から発生する電界分布を図 4.2.9-4.2.11 に示す． 

 
 
 
 

 
図 4.2.9 凹型コイルの電界分布 (yz 平面) 
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図 4.2.10 凹型コイルの電界分布 (zx 平面) 

 
図 4.2.11 凹型コイルの電界分布 (xy 平面) 

 
 
4.2.3 マウスの体内誘導電界 
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次に，電界に起因するマウスの体内誘導電界を SPFD 法により求めた．ばく露装置に対

する装置の配置図を図 4.2.12-4.2.13 に示す．マウスは装置中央に配置されると仮定した． 計

算したマウスの体内誘導電界分布を図 4.2.14-4.2.15 に示す．マウス全身に約-10 dBV/m の

電界が分布している．また，マウス表面の分布には，階段近似誤差により特異的に大きい

値が生じている．これらの誤差を取り除いて評価するために，99 パーセンタイル値以下の

平均誘導電界を求めた．計算結果を表 4.2.2 に示す．外部電界起因のマウスの体内誘導電界

の全身平均は 0.34 V/m となった．磁界起因の体内誘導電界 (78.0 V/m) と比較して，

約 0.4 % の値となった．シミュレーション結果より，外部電界起因の体内誘導電界の実験

への影響は少ないと考えられる． 

 

 

図 4.2.12 ばく露装置に対するマウスの配置 (上) 

 

 
図 4.2.13 ばく露装置に対するマウスの配置 （横） 
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図 4.2.14 マウスの体内誘導電界分布 (yz 平面) 

 

 

 

図 4.2.15 マウスの体内誘導電界分布 (zx 平面) 
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図 4.2.16 マウスの体内誘導電界分布 (xy 平面) 

 
 
 

 
表 4.2.2 凹型コイルの外部電界起因の平均体内誘導電界 

 

対象組

織 

平均値 

[V/m] 

99 パーセンタイル値 

[V/m] 
全身 0.34 29.9 

中枢神

経 

0.36 0.66 

脳 0.27 0.67 
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4.3 振動音の影響評価 
 

磁界ばく露装置は，ソレノイドコイルで構築されている．磁界ばく露実験中ではソレノ

イドコイルに高電圧を印加し，磁界を発生させているが，磁界と電流が鎖交することによ

り，ローレンツ力に起因する振動音が発生する可能性がある．動物実験の対象となるマウ

スの可聴域は 100 kHz 程度と言われている．また，マウスは超音波からストレス等の影響

を受ける [2]．以上より，コイルの発する振動音が，マウスにストレス等を与え，実験結果

に影響を及ぼす可能性がある．本章では，磁界ばく露装置の発する振動音の測定方法及び

評価について述べる 

 

4.3.1 電磁界中の音波測定のための予備実験 
 
4.3.1.1 実験条件 
 

磁界ばく露装置の振動音測定のための予備実験を実施した．ばく露装置と比較して小さ

なコイルに電流を印加し，発生する振動音をコンデンサーマイクで測定した．実験の概観

図を図 4.3.1 に，実験に使用した機器を表 4.3.1 に示す． 

コイルへの電流印加により，コイルから磁界と振動音の両方が発生する．磁界による騒

音計の測定値への寄与を明らかにするために，下記の二種類の方法で測定した．測定 1 の

写真を図 4.3.2 に，測定 2 の写真を図 4.3.3 に示す． 

 

測定 1（磁界あり・振動音あり）.  騒音計に加工を施さない測定 

測定 2（磁界あり・振動音なし）.  騒音計にビンを被せた測定 

前述の過程から，測定 1 の場合では騒音計には音圧による測定値と，磁界による誘導電

流 

に起因する測定値が現れると考えられる．対して測定 2 では騒音計にビンを被せたた

め，磁界のみの影響が測定値として現れると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3.1 実験条件 
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使用機器 型番 

交流電源 BP461
0 騒音計 NA-4

2 プリアンプ NH-0
5 変換アダプ

タ 

UA-1
2 マイクロホ

ン 

UC29 

 

 

 

コイルには 10 kHz, 10 Ap−p の電流を印加して測定した． 
 

図 4.3.1 測定系概観 

 

 

 

図 4.3.2 測定 1（磁界あり．振動音あり） 図 4.3.3 測定 2（磁界あり・振動音なし） 
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4.3.1.2 実験結果 
 

測定 1 の結果を高速フーリエ変換により周波数領域に変換した図を図 4.3.4 に，測定 2 

の 結果を図 4.3.5 に示す． 測定 1 の場合では，10 kHz と 20 kHz の点にピークが見られ

る．一方，測定 2 の場合では 10 kHz の点にのみピークが現れる．また，10 kHz のピーク

の値も測定 1 と比較して 小さい．従って，磁界による誘導電流に起因する測定値への影響

が 10 kHz に発生していると考えられる．今回の実験のように，ソレノイドコイル外部か

ら音圧を測定する場合， 誘導電流の影響を事前に観測することで，音圧レベルを算出する

ことは可能だと考えられ る．対象にする in vivo 磁界ばく露実験では，ばく露装置内部に動

物が配置されるため， ソレノイドコイル内部の音波を測定する必要がある．しかし，ソレ

ノイドコイル内部の磁 界は外部と比較して強く，誘導電流によりマイクが破損するおそれ

がある．そのため，今 回レーザードップラー振動計 (Lase Doppler Vibrometer:LDV) による

光を用いた電磁界 中の超音波測定方法について検討した． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.4 測定 1 の測定結果 図 4.3.5 測定 2 の測定結果 
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4.3.2 電磁界中の超音波測定方法 
 

騒音計を用いて電磁界中の音波を測定する場合，マイクロホンの内部回路に誘導起電力

が生じ，測定結果に影響を与える．電磁界中で音波を測定する方法として光マイク [3] に

代表する光を用いた手法が知られている．光マイクは MRI 内の患者と会話する目的で用

いられており，測定周波数は 10 Hz - 15 kHz とされている．中間周波数帯の in vivo ばく

露実験は主に 20 - 100 kHz が対象とされている．騒音の原因は主にローレンツ力や磁歪で

あることから，騒音は実験対象周波数の基本周波数や 2 倍の周波数で発生する．本論文で

は 85 kHz の磁界を対象としており，発生する騒音の周波数は 85 -170 kHz になる事が予

想される．そのため，光マイクのようなヒトの可聴域を対象とした測定手法は適していな

い． 

以上から，アーチファクト定量化のために電磁界中の超音波測定方法が必要である．本

論文では光の干渉を利用する方法について検討した．干渉計としてレーザードップラー振

動計 (Laser Doppler Viborometer:LDV) を用いた．LDV の測定値と音圧の関係について定式

化を試みた． 

 

4.3.2.1 LDV の測定原理 [4] 

 

LDV 内部の光学系を図 4.3.6 に示す．レーザー素子から発振された光はビームスプリッ

タ 1 によって参照ビーム (Reference Beam) と測定ビーム (Measurement Beam) に分光さ

れる．測定ビームはビームスプリッタ 2 を通過したのち，測定対象物 (Object) によって反

射される．参照ビームは，音響工学変調器 (Acoust Optic Modulator:AOM) によって一定の

周波数シフトを与えられた後に，ビームスプリッタ 3 によって測定ビームと結合される．

測定対象物が任意の速度で振動している場合，測定ビームはその速度に応じて周波数が変

化する (ドップラーシフト)．参照ビームと測定ビームが結合されると，参照ビームは一定

の周波数シフトを受けているため，測定ビームの周波数に応じた変調波がディテクタで検

出される．これを復調することにより，測定対象物の振動を計測する． 

LDV による音圧測定では，測定対象物を固定されたミラーとし，光路上に音波を放射す

る．光路上に音圧による空気の粗密変化が一定の周波数で生じる．空気の粗密変化による

測定ビームのドップラーシフトを検出する事で，音圧の検出を試みる 

 



 

47 
 

 

図 4.3.6 LDV の 光 学 系 

 

4.3.2.2 レーザードップラー振動計による光路上の音圧の定量化 

 

LDV による音圧測定では，図 4.3.7 のようなモデルを考える．光路上の屈折率はスピー

カーから放射される音場の分布と周波数によって変化する．音圧による屈折率変化 np，時

間と距離の関数として np(x, t) と表記する． 

 

 

図 4.3.7 測定モデル 
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表 4.3.2 一 般 大 気 の Gradstone-dale 定 数  [5] 
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∫ 

∫ 

 

光路長 ΦL は，屈折率を距離で積分した下記の式で定義される [6]． 

       (4.3.1) 

 

音波によって屈折率が微小に変化すると仮定すると，屈折率の変化により見かけ上の光

路長が変化する． 

       (4.3.2) 

 

       (4.3.3) 

 

LDV の測定値は振動速度 v[m/s] で与えられるので，測定値を積分することで振動変

位に変換する． 

       (4.3.4) 

 

音圧によって引き起こされる屈折率の変化により，LDV が見かけ上の光路長変化を観測

しているとすれば式 (4.3.2),(4.3.4) より 

       

 (4.3.5) 

気体の屈折率と密度は，Gladstone-Dale 則により下記の式によって定義される [7]．RG は 

Gladstone-Dale 定数，ρ は大気の密度を示す．ki は気体を構成する i 種類の分子に与えら

れる Gradstone-Dale 定数であり，pi  は空気を構成する各分子の割合を示す． 

 

       (4.3.6) 

 

音波による空気の密度変化が屈折率の微小変化を引き起こすと仮定すると，式 (4.3.6) に

より，屈折率の微小変化は式 (4.3.7) となる． 

       (4.3.7) 
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p 

Boyle の法則により，空気の密度と気圧の関係式は，式 (4.3.8) で定義される [8]． 

(4.3.8) 

 

 

音波による圧力の微小変化 ∆P によって空気の密度の微小変化 ∆ρp が発生すると仮定

し，式 (4.3.8) により式 (4.3.9) となる． 

(4.3.9) 

 

式 (4.3.7),(4.3.9) より，音圧と屈折率の関係は以下の式のように表せる． 

       

 (4.3.10) 

 

 

光路上の屈折率変化の空間的な平均を np(t) とすると，式（4.3.5） は 

       

 (4.3.11) 

 

 

と表記できる．よって，式 (4.3.10)，(4.3.11) より，光路上の音圧の空間的な平均は 

       (4.3.12) 

 

と表記できる．時間平均をロックインアンプで任意の周波数に合わせて測定することで，

音圧の時間的な平均値を測定できる． 

式 (4.3.12) 中の文字はそれぞれ右記を示す． 
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4.3.3 スピーカーからの音圧測定による測定の妥当性検証 
 

4.3.3.1 実験条件 

上記で試みた定式化を用いて，LDV を用いた音圧測定の精度検証を行った．スピーカー

（FT17H, FOSTEX）から放射される音圧を騒音計と LDV で測定し，測定結果を比較する．

使用するスピーカーの周波数特性を図 4.3.8 に示す．スピーカーの再生周波数帯域は 5- 35 

kHz である．使用機器を表 4.3.5 に，実験条件を表 4.3.4 に示す．実験系のブロック図を図

4.3.9 に，実際の測定系の概観を図 4.3.10 に示す．測定の際には 10 - 20 kHz の周波数で発

振器の出力を，騒音計の指示値が約 75 dB になるように調整して LDV を用いて測定した．

また，音波が天井から反射することによる，LDV の測定結果への影響を避けるために吸音

材を用いた．比較する値として音圧レベル [dB SPL] を用いている．音圧レベルはヒトの最

小可聴音圧 (20 µPa) を基準として算出される数値で，式（4.3.13）で定義される． 

       

 （4.3.13） 

 

 

 

図 4.3.8 スピーカーの周波数特性 
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表 4.3.3 使用機器 

使用機器 型番 

周波数発振器 WF19

74 ホーンツイーター FT17

H レーザードップラー振動

計 
LV-17

10 騒音計 NA-4

2 プリアンプ NH-05 

変換アダプタ UA-1

2 マイクロホン UC29 

 

表 4.3.4 使用機器 

条件 数値 

LDV   の光軸とスピーカーの

距離 
18 cm 

測定周波数 10 - 20 

kHz 測定音圧レベル 75  dB 

SPL LDV とミラーの距離 1 m 

 

 

 

 

図 4.3.9 LDV の測定系ブロック図 
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図 4.3.10 実際の測定系概観 

 

4.3.3.2 実験結果 

LDV と騒音計の測定結果を周波数毎に比較した図を図 4.3.11 に示す．図 4.3.11 より，式

（4.3.12）による LDV を用いた測定は，音圧レベルが騒音計と非常に近い値を示す．LDV 

の測定値が光路上の音圧の積分値を示すのに対して，騒音計による測定では任意の点の音

圧が測定されるため，測定値の意味は厳密には異なる．しかし，誤差が小さいことから音

圧レベルの指標として利用可能であると考えられる． 

 

図 4.3.11 騒音計と LDV の測定結果の比較 
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p 

 

4.3.4 LDV を用いた音圧測定の測定感度上昇方法 

100 kHz 帯の磁界ばく露装置から発生する音圧レベルを測定した例は無く，音圧レベル

の大小が不明である．振動音測定を行うために，本手法の測定レンジについて検討する必

要がある． 

4.3.2 節で導出した  LDV の測定値と音圧の空間的な平均値の関係の式を再度式

(4.3.14)に示す．本手法での音圧測定感度は，LDV の振動測定感度に依存する．式

（4.3.14）において， 

vLDV  を最小測定可能値に設定した場合，音圧の最小測定可能値は音場中のレーザー光の

長さ L に比例する．L を長距離にすることで，測定感度を上昇させることが可能である

と考えられる． 

        (4.3.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L 



 

55 
 

 

4.3.4.1 測定感度上昇のコンセプト 

測定感度を上昇させるための実験方法の概略図を図 4.3.12 に示す．音場が存在している

空間で，レーザー光を鏡によって反射させる．音場中の L を長距離に取ることが可能にな

る． 

 

 

図 4.3.12 感度上昇のための測定系 
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4.3.4.2 実験条件 

構築した実験系を図 4.3.13 に示す．8 枚のミラーの間を，LDV の光が 4 往復するよ

うに設定した．装置中央にスピーカーを置き，スピーカーから放射される音圧レベルを 

LDV と騒音計で測定し，結果を比較した．実験条件を表 4.3.5 に示す． 

 

 

表 4.3.5  実験条件 

 

 

図 4.3.13 実 験 系 
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4.3.4.3 実験結果 

測定結果を図 4.3.14 に示す．測定結果の誤差は騒音計と約-4 dB SPL である．騒音計との

結果の比較から，約 40 dB SPL までの測定が可能と考えられる． 

 

 

図 4.3.14 騒音計と LDV の測定結果の比較 

 

4.3.4.4 振動の影響の検討 

ミラーとスピーカーが同一の台を使用しているので，スピーカーの振動はミラーに伝搬

する．そのため，振動の測定値への影響の検討が必要である．図 4.3.15 のようにスピーカ

ーに蓋をし，その状態での  LDV  の測定値を各入力に対して検討した． 

測定結果を図 4.3.16 に示す．スピーカーへの入力が大きい場合，振動の影響が観測され

た． 

振動による影響を鑑み，図 4.3.14 の結果から，振動の測定値への影響分を差し引いた結

果を図 4.3.17 に示す．最小測定値付近では振動の影響が強く観測される． 
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図 4.3.15 放射部に蓋をしたスピーカー 

 

 

 

図 4.3.16 振動の測定値への影響 
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図 4.3.17 振動の影響を加味した測定結果 

 

 

 

4.3.4.5 考察 

レーザー光を往復させることで，音場中のレーザーの走査距離を延長し，測定感度の上

昇に成功した．音源とミラーが物理的に接触している場合，理論上の最小測定値近傍では

振動による測定値への影響が見られる．そのような環境の場合，事前に振動の測定値への

影響を測定する必要がある． 
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4.3.5 磁界ばく露装置から生じる振動音測定 
 

4.3.5.1 実験条件 

4.3.2 節で検討した LDV による音圧測定法を用いて，磁界ばく露装置から生じる振動音

測定を行った．LDV と同一の台にミラーを設置して測定を行った．振動の影響が考えられ

るため，下記 2 種類の測定を行った 

振動のみの測定 (図 4.3.18) 

振動音測定 (図 4.3.19) 

振動のみの測定では，磁界ばく露装置より手前にミラーを配置して測定を行った．振動

音の測定では，磁界ばく露装置より奥にミラーを配置して測定を行った．磁界ばく露装置

は 82 kHz, 100 A の入力電流により駆動している．測定は 10 回行い，10 回の平均値か

ら音圧レベルを算出した． 

 

図 4.3.18 振動のみの測定風景 
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図 4.3.19 振動音の測定風景 

 

 

 

4.3.5.2 実験結果 

振動のみと振動音の各測定結果を表 4.3.6 に示す．振動のみと振動音に 12 dB SPL の差

があることから，振動の影響は小さいと考えられる．測定結果をシミュレーション結果と

比較し，測定の妥当性について検討する． 

 

表 4.3.6 実験結果 

測定条件 音圧レベル 

振動のみ 34 dB SPL 
振動音 46 dB SPL 
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4.3.6 磁界ばく露装置から生じる振動音のシミュレーション 

磁界ばく露装置から生じる音圧レベルの指標を得るために，シミュレーションを行った．

シミュレーションで得られた音圧レベルと，LDV による実測結果を比較することでより正

確に定量化を行う． 

 

4.3.6.1 シミュレーションモデル 

シミュレーション上では計算時間等を考慮し，図 4.3.20 のように 2 次元のモデルでシミ

ュレーションを実施した．2 次元で得た結果を Z 軸に沿って回転させ，3 次元の結果を

得る． 

 

入力電流 85 kHz, 100 A での駆動を想定して数値シミュレーションを行った．有限要素

法に基づくシミュレータ COMSOL Multiphysics(COMSOL.co) によって，電磁界ー振

動ー音響の連成シミュレーションを行った． 

 

 

 

(b) 3 次元モデル 

(a) 2 次元モデル 

 

図 4.3.20 シミュレーション上の数値モデル 
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4.3.6.2 シミュレーション結果 

シミュレーション結果を図 4.3.21-4.3.22 に示す．磁界ばく露装置内部のでは約 60 - 100 

dB  SPL の音圧レベルが発生している． 

図 4.3.21 において x = -100 mm, z = 55 mm で Y 軸に平行な直線状の音圧の積

分値を計算し，測定結果との比較を行った．比較結果を表??に示す．シミュレーション結

果と LDV による測定結果の差は 5 dB SPL となった．今後差を小さくする方法等につ

いて検討する必要があるが，磁界ばく露装置から生じる振動音の定量化可能性を明らかに

した． 

 

 

 

図 4.3.21 音圧レベル分布 (xy 平面, z = 55 mm) 
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図 4.3.22 音圧レベル分布 (xz 平面) 

 

 

 

表 4.3.8 シミュレーションと測定結果の比較 

条件 音圧レベル 

シミュレーション 41.1 dB SPL 
LDV による測定結果 46.1 dB SPL 
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4.3.7 まとめ 

本章では，磁界ばく露装置内部のコイルから生じる振動音の測定方法について検討を行

った．騒音計のコンデンサーマイクによる測定では，マイクロホンの内部回路に生じる誘

導起電力の影響により困難である事を示した．課題を解決するために，LDV を用いた音圧

測定を提案し，LDV の測定と音圧の関係について理論式を導出した．騒音計と LDV を用

いてスピーカーからの音圧を測定し，測定値の比較を行うことで測定の妥当性を検討した．

比較の結果，騒音計と LDV の測定結果の差は ±3 dB SPL となり，提案手法が音圧

定量化手法として有望であることを示した．提案手法を用いて，82 kHz,100 A で駆動す

る磁界ばく露装置から生じる振動音を測定した結果，発生する音圧レベルは 46.1 dB SPL 

であることを明らかにした．また，磁界ばく露装置から生じる振動音についてシミュレー

ションを行い，提案手法の測定結果との比較を行った．シミュレーションと測定結果の差

は 5 dB SPL であった．差は見られるが，提案手法による定量化が可能であることを示した． 
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http://www.polytec.com/jp/%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/%E6%8C%AF%E5%8B%95%E3%81%AE%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%A8%88%E6%B8%AC/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A9%E6%8C%AF%E5%8B%95%E8%A8%88%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF/
http://www.polytec.com/jp/%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/%E6%8C%AF%E5%8B%95%E3%81%AE%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E8%A8%88%E6%B8%AC/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A9%E6%8C%AF%E5%8B%95%E8%A8%88%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF/
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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 
 

5.1.1  3 次元インピーダンス法 

図に示すように，ボクセルと呼ばれる微細に分割された立方体の集合体として表現され

た生体を集中定数の立体回路網として模擬し，そこに入射する磁界によって誘導される起

電力，閉路各辺のインピーダンスから，ループ電流を未知数とした連立一次方程式を解く

ことにより，電界強度，電流密度を算出する． 

 

図 5.1.1 生体と 3次元インピーダンス回路網 

 

5.1.2 数値計算ライブラリの適用 

A�⃗� = �⃗⃗�                           (5.1.1) 

数値計算ライブラリの適用には，連立一次方程式を式(5.1.1)のように明示的に行列方程式

として表すための情報が必要である．よって，以下に 3 次元インピーダンス法の手順中に

現れる連立一次方程式を明示的に行列方程式として表す方法を示す． 



 

68 
 

 

図 5.1.2 (左上)3次元インピーダンス回路網， 

(右上)ループ電流モデル， 

(下)格子点相互作用モデル(x方向成分) 

 

3 次元インピーダンス法では，ボクセルと呼ばれる微細に分割された立方体の集合体とし

て表現された生体を集中定数の立体回路網として模擬し，そこに入射する磁界によって誘

導される起電力，閉路各辺のインピーダンスから，ループ電流を未知数とした連立一次方

程式を解く．図 5.1.2 は各方程式に現れるループ電流の位置関係を格子点相互作用モデルと

して表したものである．尚，ループ電流はベクトル量であるため，x 方向成分の他に y,z 方

向成分の格子点相互作用モデルが存在する． 
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図 5.1.3 各格子点の位置関係 

 

図 5.1.3 は図 5.1.2 の格子点相互作用モデルの各格子点に対してインデックスを割り当て

たものである．第 1 引数は方向成分を表し x,y,z が 0,1,2 と対応する．また，第 2-4 引数は座

標を表す．行列方程式として表した際に，行列の各行には，各点の格子点相互作用の情報

が格納される．格納される格子点の番号は式(5.1.2)によって決定した． 

n = h × 𝑁𝑥 × 𝑁𝑦 × 𝑁𝑧 + 𝑖 × 𝑁𝑦 × 𝑁𝑧 + 𝑗 × 𝑁𝑧 + 𝑘             (5.1.2) 

尚，𝑁𝑥𝑁𝑦, 𝑁𝑧は各方向の格子点の総数である． 

以上の手順から得られる行列の概略図が図 5.1.4である． 
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図 5.1.4 3次元インピーダンス法の行列構造概略図 

 

得られた行列の非零要素のみを直線で示している．この係数行列Aは行と列を 3分割し，

合計 9 つの領域に分かれている．計算対象となる中心に置かれた格子点が，x，y，z 方向成

分のものはそれぞれ𝐶𝑥, 𝐶𝑦, 𝐶𝑧に割り当てられる．また，相互作用する 13 点の格子点の内，

x，y，z 方向成分のものはそれぞれ𝑅𝑥，𝑅𝑦，𝑅𝑧の領域に割り当てられる．そうすると，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．中心点が x 方向成分の格子点相互作用モデルを例にすると，図 5.1.4 の領域𝐶𝑥内に

図のように水平な線が引け，それ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． 

また，3 次元インピーダンス法における行列の構造は相反性により対称行列となる． 
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5.1.3  適用例 

 

図 5.1.5 体重 29 g のマウスを模擬した解剖学的モデル 

 

実際に，適用例として，図 5.1.5 の体重 29 g のマウスを模擬した解剖学的モデルに対して

腹部，背中を貫く方向(y 方向)に対して一様磁界が入射する条件に対して，数値計算ライブ

ラリを適用し計算を行った．計算条件と使用した数値計算ライブラリを表 5.1.1-5.1.2 に示す． 

 

表 5.1.1 計算条件 

計算格子 立方格子 

解像度 1 mm 

生体モデル 体重 29gのマウスを模擬した解剖学的モデル[1] 

ボクセル数 34 × 34 × 80 

一様磁界𝐻𝑦 1000 + j1000 A/m 

周波数 85 kHz 

収束判定基準 相対残差ノルム≤ 1.0 × 10−5 

 

 

 

 

 

表 5.1.2 適用した数値計算ライブラリ 

開発元 みずほ情報総研株式会社 

数値解法 AMG-BiCGStab法/AMG-COCGStab法 

 

x 

y 

z 
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尚，表 5.1.2 の数値計算ライブラリは GPU による計算に対応しているため，演算コア数

を 3584 個有する NVIDIA Tesla P100 を用いて超並列計算を行い，高速化を図り，2 つの数

値解法の収束効率と計算時間を比較した． 

 

 

図 5.1.6 生体内誘導電界分布(y=17 mm) 

 

図 5.1.6 は計算によって得られた生体内誘導電界分布である．Y 方向の一様磁界を入射し

たため，生体内中心部は誘導量が小さく，外側に近づくにつれて誘導量が大きくなる結果

となった． 

この時の各数値解法の計算の収束の様子を図 5.1.7 に示す． 
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図 5.1.7 収束の様子 

 

適用した 2 つの数値解法の内，AMG-COCGSTab 法の方がより効率的に収束に向かってい

ることが分かる．AMG-BiCGSTab 法は非対称行列を解くための数値解法であるのに対し，

AMG-COCGSTab 法は行列の対称性を考慮した数値解法である．3 次元インピーダンス法の

行列構造は対称行列であり，行列の対称性を考慮した AMG-COCGSTab 法の方が，より効

率的に計算を収束に向かわせることが出来たと考えられる． 

また，この時の各数値解法の計算時間を計測したところ，AMG-BiCGSTab 法は 9 秒，

AMG-COCGSTab 法は 4 秒という結果を得た．各数値解法ともに，GPU による超並列計算

を行ったことにより，従来手法よりも大幅に計算時間の短縮を図ることが出来た． 

 

 

 

 

参考文献 

 [1] IT IS Foundation, ”Pregnant mouse model,” DOI:10.13099/VIP91204-01-0. 
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5.2  フリームービング環境のドシメトリ手法の構築と実施 
 

5.2.1 目的 

磁界ばく露実験はマウスが非拘束な環境（フリームービング環境と定義する）で行われ

る．そのため．この実験を模擬したシミュレーションを行うためには，フリームービング

環境を再現するマウスの数値モデルが必要となる． 

本検討では，フリームービング環境におけるマウスの位置・姿勢を考慮した電磁界 解析

の数値モデルを作成することを目的とし，複数台カメラによるマウスのリアルタイム 3D ス

キャンを行うことを目指す． 

 

図 5.2.1 複数台カメラによるマウスの 3Dスキャンのイメージ図 

5.2.2 手法 

複数台カメラを用いた 3D スキャンの手法として，ハードウェアの違いから大きく分けて， 

(1) 深度センサーを用いる手法 

(2) RGB カメラを用いる手法 

が挙げられる．本検討ではその両者において検討をおこなった．以下にそれぞれの検討

について述べていく． 
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5.2.3 深度センサーを用いた 3D スキャン 

本検討では深度センサーとして，Microsoft 社の Kinect v2 を用いた．Kinect v2 には ToF

（Time of Flight）方式の震度センサーが搭載されている．ToF 方式は光を発射してから，そ

の光が反射して返って来るまでの時間をもとに深度を測定する方式である．そのため，近

距離での使用では誤差が大きくなってしまうという特徴が存在する．Kinect v2 の仕様では

測定可能距離範囲は 0.8~4.0m となっている． 

 

 

 

図 5.2.2 Kinect v2 [http://www.xbox.com/en-US/ xbox-one/accessories/kinect] 

Kinect を用いて対象物の 3 次元点群を得るためのソフトウェアとして Microsoft 社の

Kinect Fusion[1]や Kinect Fusion を基にオープンソース開発された KinFu が存在する．本検

討ではKinect Fusionを用いて対象物の3次元点群を取得し，得られた点群をPCL(Point Cloud 

Library)を用いて処理することによるボクセルモデルの生成を検討した． 

 ボクセルモデル生成の手順は以下の図に示すような流れで行うことを検討した． 
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図 5.2.3 における手順では，ハードウェアとして 1 台の Kinect v2，ソフトウェアとして

Kinect Fusion を用いて，対象物の周囲を撮影していくことで，３次元点群（ポイントクラ

ウド）を得る． 

このようにして得られたポイントクラウドは Kinect v2 を基準とした座標系となっている

ため扱いにくい．そのため PCL を用いてポイントクラウド内に存在する最大面積を有する

平面を検出し，その平面をはる 2 つの単位ベクトルを x, y 方向の単位ベクトルとなるよう

に座標系の回転・移動を行う． 

その後，PCL の処理により平面を除去した対象物のみのポイントクラウドに変換し，ポ

イントクラウドからボクセルデータへの変換を行う．ポイントクラウドからボクセルデー

タへの変換は，閉空間をある格子間隔で区切り，それぞれのボクセル内にポイントクラウ

図 5.2.3 Kinect v2 を用いた 3Dモデリングの流れ 
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ドの点が存在する場合にはそこに対象物が存在するとして変換を行った．ポイントクラウ

ドは対象物の表面のみに存在するため，この方法では対象物の中が空洞となっているボク

セルデータが生成されてしまう．このボクセルデータの中を埋める方法は今後の検討課題

となる． 

また，この手法で生成されるボクセルデータでは単一媒質のモデルしか生成することが

できるため，解剖学的なモデルとフィッティングさせる手法についても検討する必要があ

る． 

図 5.2.4 から図 5.2.9 に図 5.2.3 の処理途中のモデルの様子を示す． 

 

 

 

図 テストの対象モデル
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図 及び を用いて得られたポイントクラウド

 

図 による平面の検出

図 平面を基準にした座標の回転・移動後のポイントクラウド
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図 平面除去後のポイントクラウド

 

 

図 ボクセルデータへ変換後のポイントクラウド

（解像度 ，媒質は表面のみに存在する状態）
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5.2.3.1 課題点  

●測定精度の問題 

Kinect v2 では 1m で 2~3m のばらつきが生じ，環境の違いにより最大 50mm 程度の

ばらつきが生じる可能性もある．マウスのような小さな対象物を高精度にモデリン

グする目的として ToF 方式の深度センサーは適さない可能性がある． 

●対象物のボクセルデータの中身を埋める 

●媒質常数の付与の方法 

 

5.2.4 RGB カメラを用いた 3 次元再構成の検討 

RGB カメラを用いる場合，焦点距離などを調整することにより，小さな物体でも高精度

なモデリングを行うことが可能であると考えられる． 

Agisoft の Photoscan[2]というソフトウェアを使用して Structure from Motion (SfM)[3]とい

う，対象物の周りを撮影した画像から，ポイントクラウドを生成する手法による 3 次元再

構成を 8 台のカメラを用いて検討した． 

SfM はカメラの焦点距離などの内部パラメータやカメラ間の位置関係などの外部パラメ

ータの推定などのキャリブレーションが必要なく，導入が容易な反面，画像から特徴点を

抽出し，その情報からカメラの 3 次元的な位置を推定する処理が必要である．必要とする

画像の枚数が比較的多く，文献[4]によると数十枚程度必要であることがわかっている． 

図 5.2.11 に Agisoft を用いて図 5.2.10 のように対象物の周囲に 8 台のカメラを配置して

SfM を行った際の結果を示す．8 方向から撮影した画像のうち，カメラの位置を推定するこ

とができているのは 2 枚のみであった．その理由として本検討で用いた 8 枚の画像では特

徴点の抽出ができず，残り６台のカメラの位置情報を推定することができなかった．その

結果として 3 次元再構成を失敗している． 
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図 5.2.10 8 台のカメラの配置の様子 
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図 5.2.11 Agisoft Photoscan を用いた SfM の結果．8 方向から撮影した画像のうち，2 枚

の画像のみカメラの位置を推定することができていることが確認出来る． 

 

本課題を解決する有望な手法として，Shape-from-Silhouette や，Space Carving といった手

法が存在する．これらは，SfM と異なり事前にカメラキャリブレーションを行う手法であ

る．カメラのキャリブレーションは，チェスボードの柄などの各辺の長さが既知の物を撮

影し事前に行う．Shape-from-Silhouette は空間をボクセルに分解し，ある物体を撮影した影

の部分全て対象物体があるとし，複数のカメラで撮影した影の共通部分を抽出ことにより 3

次元形状を得る手法である．あらかじめ空間をボクセルに分割するため，ボクセルモデル

を作成するのに適していると考えられる． 
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